※投稿者の学年は投稿時のものです。
殺人事件を解決する （工・２

Soso）

ア：おつもりですか？
カ：しませんよ！

カズヤ（以下、
カ）
：いやー、やっぱり「テ
イルズオブブレイド」は楽しいな。お、
アリシア様だ。
女神アリシア（以下、ア）：カズヤさん、
討伐成功おめでとうございます！
カ：アリシア様もきれいだし……
母：カズヤ、またゲームばっかりして。
少しは勉強しなさいよ。来年大学受験
でしょ。
カ：あー、もう。勝手に部屋入って来る
なっていつも言ってんだろ。
母：はいはい、じゃあ出ていくから勉強
するのよ。
カ：わかってるよ、うるせーな。

？：大丈夫ですか？ 顔色が優れないよ
うですが……
カ：だ、誰？ う、うわあ！
ア：私はアリシア。「テイルズオブブレ
イド」の世界からあなたを助けるため
にやって来ました。
カ：俺を……助けるために？
ア：ええ。何かお悩みのようでしたので。
カ：え？ わかるんですか？
ア：はい。心配になったのでスマホから
出てきてしまいました。私にできるこ
となら、何でもお手伝いしますよ。
カ：じゃあ、少しの間５才に戻りたいん
ですけど。
ア：５才に？ それって、もしかして

―バタン―
カ：ああ、また母さんに当たってしまっ
た。昔は素直だったはずなのにな。少
しの間でもあの頃に戻れたら……

見た目は子供、頭脳は大人、
その名も… （エネ・院 きゅーり）
ア：とか言って

Youtuberになる（農・４

ヨコのカギ

１．コンピューターでマウスのボタ
ンを押す操作
２．米国の○○○○総省。通称ペン
タゴン
３．黒パンの原料
５．電車に乗るときに買う
８．戸、扉は英語で
10．クリスマス○○○。○○○ハウ
ス
12．本のこと
13．アルタイルの和名
14．偽物や作り物でないこと
15．m/n (m,nは整数)で表せない実数
16．姉の夫の続柄
17．心が晴れ晴れしないこと

２．オーストラリアに生息し、ユー
カリの葉などを食べる動物
４．別名「海のミルク」
６．一般的に借金には○○○が発生
７．地下水をくみ上げる設備
９．下からの意見を吸い上げて全体
をまとめる管理方式
11．日本語で文中の意味の切れ目に
入れる符号は○○○点
14．ここから電車に乗る
16．水が氷になる温度
18．１○○＝約3.3平方メートル
19．大森貝塚を発見した米国人
20．干すとするめになる魚介
21．長野県の旧国名

やっぱりオリンピックはいいなあ
⇒そだねー
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さつまいも）

ア：んですね。
カ：いや、なりませんよ！
ア：そうですか。最近ボイパの練習をし
ていたので、てっきり……
カ：な、なぜそれを!?
ア：私はどんなときでもあなたと一緒で
すから。
カ：えへ、えへへへへ……

二重枠の文字を並
び替え、ある言葉を
完成させてください。
（出題：余白）

タテのカギ

なんでそうなるんで

すか!?
ア：冗談ですよ。でも、あそこの本棚に
漫画が全巻揃っているじゃないですか。
カ：いや、それはまあ……というか、神
様なのに漫画読むんですか？
ア：実は、一度こっそり読んだらのめり
込んでしまったんです。
カ：あはは、それわかります。なんだか
急に親近感が湧いてきました。
ア：あら、そうですか？
カ：はい。
ア：……ところで、何の話でしたっけ？
カ：５才になりたいんですよ。
ア：そうでした。それで、幼稚園児

２月号の当選者
正解：サンカンシオン
応募総数
正解者数

・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。
（５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。

51名
51名

・井上
・上松
・笹原
・正田

亜星 様 （理・２）
亮介 様 （工・院）
千佳 様（地環・院）
佑
様 （農・院）

・高砂
・高村
・竹原
・前田
・村瀬
・矢部

彩純
俊哉
凪人
篤弥
祐樹
文斗

様
様
様
様
様
様

（工・３）
（医・２）
（工・院）
（工・院）
（工・３）
（文・４）

※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。

（工・院 えのきんぐ）
（最近もぐもぐタイムのし過ぎで体重が……；編）

FROM EDITORS
ア：それで、本当は５才になってどうす
るんですか？

カ：ばれました？

▼今年はツバメも早くからたくさん飛び

ア：もちろんです。あなたの考えている

回っていますね。とは言いつつも実は、

ことは何でもわかりますから。

カ：え、えっと

表紙の写真は数年前のものなのですが。

カ：さすが女神様だなあ。
生まれたての弟を見たい
（工・院 えのきんぐ）
カ：なーって。あ、あと
兄貴と戦隊ごっこ
（薬・２

ちーたん）

カ：なんてのも良いかなー。
ア：でもあなた、一人っ子ですよね？
カ：それもご存じなんですか？
ア：はい。あなたのことは何でも知って
いますから。
カ：ま、参ったなあ。じゃあ……
ア：じゃあ？
カ：銭湯に行って
お風呂で泳ぎたい
（工・４

高速えすし）

ア：……怒られますよ。
カ：５才だったら軽い注意で済むんじゃ
ないかと思いまして。
ア：そんなこと言って、本当は
女湯にはいる
（農・３

たまごかけごはん）

ア：のが目的なんでしょう？

（イラストをご快諾いただきましたショ
ア：それより、そろそろ本当の目的を教
ウワノート様に御礼申し上げます；針鼠）
えていただけませんか。
▼かわいい女の子のキャラが描きたくて
カ：え？
記事を書きはじめたのに、気付いたらも
ア：どうして５才に戻りたいんですか？
う一人の男の子の方を多く描いていまし
ごまかしているのはバレバレですよ。 た。（まあ話の流れ的に仕方ない部分も
恥ずかしい理由でもあるんですか？
ある……；利休）
カ：えっと、実は……
▼５月といえば柏もち！ 京都に来てか
ア：実は？
ら２年が経ちますが、いまだにお気に入
カ：親に
りのお店が見つけられていない……（執
筆中は４月、桜もちが食べたい；雪鯨）
甘える
（工・３ Rn）
▼今回の十人十色は、５月ということで
母の日をテーマに書いてみました。（と
カ：ために５才になりたくて……
いうのは嘘で、書いた後で気が付きまし
ア：なるほど、高校生にもなって
た；めだか）
▼もう５月ですね。去年の11月に初め
親に可愛がってもらう
て記事を書いた私も、もうらいふすてー
（理・１ リブロン）
じ歴半年になりました。
（早いものです
ね……；日和）
ア：なんてなかなかできませんものね。
▼５月といえば、私の誕生日。朝起きて
カ：そうですよね。
朝ご飯を食べ、歯を磨き、うがいをする
ア：じゃあ、私に思う存分甘えてください。 ときにハッピーバースデイといいながら
カ： へ？ う わ、 な ん で ア リ シ ア 様
うがいをしようと思います。（さみしい
が？ ってあれ？ 母さん!?
誕生日になりそうです……；余白）
母：カズヤが素直になってくれて、母さ
▼みなさんはゴールデンウィークをどの
ん嬉しいわー。
ようにして過ごしますか？ 僕は二次元
カ：母さん、その格好は一体……
の恋人と過ごします。編集部でも聞いて
母：最近、コスプレにはまっちゃって。
みたのですが、（恋人と過ごす人は……
カ：頼むから歳を考えてくれよ！
（しょぼん）
；編集長）
『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。
らいふすてーじ編集部ではTwitterで
記事の紹介などをしています。
@ksgi̲lifestage
また、京大生協学生員会ではらいふ
すてーじの他にもさまざまな活動をし
て い ま す。 詳 し く は 以 下 のTwitterや
Facebookをご覧ください。
Twitter:@ksgi123
Facebook:
右のQRコードからどうぞ ▲Facebook

いっぱいちゅき
⇒かしこまっ！

（法・４ ぬ）
（はいクソー；編）

