
FROM EDITORS

『らいふすてーじ』に関するご意見・
ご感想は挟み込みの読者カードにご記入
の上、生協各店舗に設置されている「ひ
とことPOST」にお寄せください。
下記のE-Mailアドレスでもご意見など

を受け付けております。
lifestage@s-coop.net

また、以下のURLにてバックナンバー、
読者カードランキングなどを公開してお
ります。
http://www.s-coop.net/lifestage/
らいふすてーじではTwitterで記事の

紹介などをしています。
@ksgi_lifestage

FROM EDITORS

編集部員一同：かんぱぁーいっ‼
先輩編集部員（以下、先）：いやー、鴨
川の桜は満開、そして快晴。絶好のお
花見日和ね。こういう日に桜を見なが
ら飲むお酒は格別格別。あ、君たち未
成年組は当然ソフトドリンクよ？
後輩編集部員（以下、後）：わかってますっ
て……。まあ、お花見日和というのは
俺も認めますけど。でも先輩のそれは
飲み過ぎです！ 花より団子もいいと
こですよまったく。
先：うるさいうるさーい、あたしにとっ
ては花より団子、そして団子より

セイク （医・１　権兵衛）

先：ってことよ！ セイクで優勝、そし
て無限に練りをしまつ、ぽやしみぃ～。
える、おー、ぶい、いー、あい、らぶ、
びあー！ ひゃっはぁー！

後：何言ってるんですか。介抱する俺の
ことも少しは考えてくださいよ……。

編集長（以下、編）：年長者が一番教育
に悪いじゃないか。よしお前ら、酔い
ざましに２人で突撃インタビューして
こい。結果を記事にするぞ。テーマは、
「花より団子、団子より○○」な。
後：ええっ、そんな唐突な。……わかり
ましたよ。行ってきます。ほら先輩、
行きますよっ！

―以下ハイライトでお送りします―

後：インタビューにご協力頂けますか。
男Ａ：花より団子より……？ そうだね、

単位 （工・４　きゅーり　他１人）

男Ａ：かなぁ。
男Ｂ：あっそれ俺もー！

後：（うわ初っ端複数人からエグいの来
ちゃったよどうすんだよこれ！）

先：あははっ、面白い回答ありがとうご
ざいまーす！

後：（酔ってるからか反応が雑だこの人）
―
女Ｃ：ええと、私は……

睡眠 （農・１　すだち　他２人）

女Ｃ：かなあ。じゃ、おやすみ。すうぅ。
後：（なんで花見来てるのこの人⁉）
―
男Ｄ：あぁ？ 花より団子、団子より？
そんなの決まってる。団子よりもな、

となりにいるお前がつくってくれた
ちょっと味つけが濃いこの不器用な弁
当の方が100倍うめーよ、バーカ

 （文・１　イナゲ）

女Ｅ：……ありがと///
先：……。
後：お、おう……。
―
女Ｆ：アタシはぁー、そーだねぇー、花
よりぃー、団子よりぃー、

桃太郎 （法・院　めるくまーろん）

女Ｆ：なんちゃって！ 団子だけに！
女Ｇ：あっそれおもしろーい！ じゃあ
じゃあ、私はー、

花子さん （農・２　たまごかけごはん）

女Ｇ：とかどうかなー？ 花より花子さ
ん！ にゃははははっ！

先：あー、この子たち完全に酔っぱらっ
てるわね……。いーい？ 飲むときは
節度を持って、だからね？ わかった
かしら、もうすぐハタチの後輩くん？

後：全力でブーメランですよ先輩……。
―
先：さて、インタビューはこんなとこか
しら。それじゃ、戻りましょ。さーて、
巻末見開き２ページ、腕が鳴るわね。

後：酔いがさめれば敏腕編集部員なあた
りはさすがですよね、先輩。……はあ、
あの酒癖がなかったら彼氏の一人くら
いできそうなものなのに。

先：……何か言った？
後：あ、いえ、何でもないです……。
先：そう。……ときに、かわいいかわい
い後輩くん？ せっかくだから君もこ
のインタビュー、答えなさいな。

後：俺ですか？ 俺は、そうですね、

彼女 （農・４　もうM１）

後：ですかね。
先：えっ、何それ。あなたも十分俗っぽ

い答えじゃない。
後：いいじゃないですかそれくらい。俺
の学部の男女比知ってますよね⁉

華（花ではない） （工・院　たくMax）

後：が欲しいんですよ！
先：まったく君って人は、しょうがない
わね。……そうそう、さっきはあんな
こと言ったけど、せっかくだし教えと
いてあげるわ。あたしのほんとの、「花
より団子より」。お酒じゃなくて、さ。

…、君だよ。 （理・院　黒はしもー）

後：えっ……？
先：何よ、そんな顔しちゃって。返事、
いつでも待ってるからさ。

後：そんな、だったら、今、この場で、
言います。俺も―
―
編：……はあ。青春だねえ。くっ、寂し
くなんかないんだからな。俺は編集長
だぞ。花よりも、団子よりも、

らいふすてーじ （経・２　まつでぃー）

編：に決まっているじゃないか……。と
ころで、これを読んでいる諸君、もし
良かったら、来月号以降も手に取って
みてはくれないだろうか。面白さは私
が保証しよう。

▼「春霞たなびく山の桜花見れども飽か
ぬ君にもあるかな」。春の日に、和歌を
引いて贈ります。（桜の頃の一期一会に、
思わぬ出会いがあるものです；月歩）
▼左上から時計回りに桜、椿、藤、朝顔、
浜
は ま ゆ う

木綿、菊、蓮、薄
すすき

、山
さ ざ ん か

茶花、馬
あ せ び

酔木。（花
言葉は考慮していません。；雪鯨）
▼満開の桜の木の中、一本の小枝が凛と
して花を咲かせていました。（2015年4
月4日、兵庫県西宮市にて撮影；西風）
▼みんな書いている内容が風流ですね
（私にとって春は花粉症の季節、ハクショ
ン；セブン）
▼卵から孵ったかわいいヒヨコが今年の
干支の酉になるわけですが（そんなの気
にせず卵とじ作りましょう；スミス）
▼クロスワードのテーマは「難しい漢字」
です（睡眠についての記事を書いたのに
忙しくて全然眠れなかった；赤黒葉）
▼京都に来てもう１年が経つんだなあ、
と最近しみじみ感じています。（長谷川
先生、取材を快諾していただきありがと
うございました；道産子）
▼え、私ですか？ （自分でご飯を作ら
なきゃいけない人種です。；暴走半島）
▼執筆中、写真補正してたら写真の中の
編集長が幽霊みたいになりました。（怒
られる～泣；わがし）
▼君は南部構内の場所がわかるフレンズ
なんだね！ （すっごーい！；海月）
▼執筆過程でも記事内でも散々です。（来
月も読んでね！；編集長）
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二重枠の文字を並
び替えてある言葉を
完成させてください。
 （出題：赤黒葉）

１月号の当選者
正解：テ・アシ

応募総数 53名
正解者数 52名

・石田　久征　様 （工・３）

・大野　晴久　様 （工・３）

・木村　拓真　様 （工・３）

・近藤　卓也　様 （農・４）

・大東　侑司　様 （工・３）

・長尾　拓海　様 （経・１）

・平田　泰行　様 （文・２）

・廣岡　紘輔　様 （工・院）

・村瀬　龍　　様 （工・院）

・森村　啄守　様 （工・院）
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２．

３．
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10.

12.

13.

15.

18.

19.

20.

自律神経の中枢

アヤメとよく似た初夏に咲くアヤ

メ科アヤメ属の多年草

「烏の行水」と反対の意味の言葉

弾力のある定番のお菓子

青森県と岩手県の一部の旧国名

真実かどうか疑わしく定かでない

こと

顔が赤くなること

日本では北海道が生産量第一位

強い毒性を持つ動物。粉末状にし

たものは漢方薬に用いられる

古い10円玉についているかも

スギナの胞子茎の名称

不知火・潮といえば○○○艦

お坊さんが着ている服

直線４本でできる漢字

１．

５．

６．

７．

８．

９．

11.

12.

14.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

萩の別名

罪のない人間のこと

陰陽師が使役する鬼神のこと

心が晴れ晴れしないさま

night dewを和訳すると

馬車の荷台で雨露をしのぐもの

母に代わって子供の世話をする人

天に達するほど高い建物を意味す

る建築用語

渦巻状の殻を背負ったアイツ

夜に見かけると縁起が悪い

髪を整える日用品

湿原が有名な日本の都市

種類によっては麻薬になることも

日本酒を飲むならこれで飲みたい

物の体積を表す言葉

操縦士を補佐する飛行士のこと

・読者カードに答えを書き、生協各店舗に
設置されている「ひとことPOST」にお
入れください。 （４月末まで）

・正解者の中から抽選で10名様に生協オン
バリュー券1,000円分を贈呈いたします。

タテのカギ ヨコのカギ

※オンバリュー券とは、生協のプリペイ
ドカードに加金できる券のことです。

※当選者の方にはオンバリュー券を直接
郵送させていただきます。

※学年は投稿時のものです。

24

時間があれば彼女だってできる （工・１　Soso）
⇒そう思って２年が経過しました。彼女はいませんが充実した生活を送っています。 （ゆえに時間が無くなりました；編）

イエェェェェェェェェェイ!!! （文・３　Mr．貴族）
⇒ジャスティス!!! （自分の一発芸のレパートリーが増えました笑；編）




