婆：にして
畏怖すべき嗜好品

―これは、むかしむかしの物語―
おじいさんは山へしばかりに行き、お
ばあさんは家でぽてちをたべていまし
た。
（農・院 藤原の納豆）
爺：なんで !?
婆：おうおう、爺さん遅かったのう。夕
飯は黒毛和牛のステーキがいいなあ。
300g くらいの。バターを添えて。
爺：食べ過ぎじゃ！ しかも黒毛和牛は
おろか、オージービーフを買うお金さ
えないじゃろ。
婆：えー、それならポテチで我慢するし
かないのう。はあ。
爺：まだポテチ食べるの……？ わしを
一日中働かせておいてまだポテチ？
なんと理不尽な仕打ちじゃ……。
婆：だって爺さんがステーキ作ってくれ
んから。

爺：婆さんがポテチばっかり食べて働き
に出てくれないからじゃろ。前は洗濯
や炊事を任せることができたから、里
へ野菜を売りにも行けたのに。
婆：まさか、ただの
馬鈴薯の薄揚げ

（医・３

権兵衛）

婆：がこんなにおいしいとは思わなかっ
たのう。わたしらの畑でも育てていた
あの馬鈴薯が、こんなにおいしくなる
なんて……。
爺：確かに、おいしいがのう。
婆：何？ やらんぞ。
爺：そんなことを言わずに一枚ぐらいく
れてもよいではないか。婆さん、わし
は今日一日働いてきたのじゃぞ。
婆：このわからずや。ポテチは
破滅への第一歩

（農・３

こっこ）

１
３
４
５
６

曲線美

８
11
13
15
16
19
20
22
23

２
７
９
10
12
14
16
17
18
20
21
22
24
25

２女になるくらいなら３女になりたい
⇒社会人になるくらいならおじいさんになりたい

24

燐）

あれほどの軽さが、私を重くする。
（経・４ コマ）
爺：かっこつけても痛々しいだけじゃぞ。
婆：てかじじい、黒毛和牛ステーキも作
らずに何やってんじゃい。
爺：見ればわかるじゃろ。わらじを作っ
ておるのじゃよ。明日里に売りに行こ

４月号の当選者
正解：ヤマトナデシコ
応募総数
正解者数

＊←これの名前は？
知人に頼ること。〇〇を辿る
ドイツ軍Ⅴ号戦車の呼び名
この場合凸レンズで矯正します
自分勝手な考え。〇〇的な考え
検察が裁判不要とした時の処理
敵を侮ること。〇〇をくくる
花びらの外側。花全体を支える
後漢王朝の初代皇帝
要点を得ること。〇〇をつかむ
太陽風から地球を守るシールド
ピエロやクラウンのこと
敗北すること。〇〇星
かぐや姫が車持皇子に求めたモ
ノのありか

（薬・５

婆：どんな現代美術品もこれは表現でき
ん！ 最高！
爺：それを言うなら婆さん、自分の体を
見てみなさいな。ポテチより美しく丸
くなっていると思うがのう。
婆：確かに最近体が重くて動くのが億劫
じゃ。しかし仕方がない、

ヨコのカギ

AとBとOで表す。占いでも使う
英語で療養温泉のこと
１着の馬だけを当てる馬券
無限軌道やキャタピラともいう
ティラノサウルスの標本で、そ
の最大級の個体の愛称
足を布で巻き、成長を阻害する
これに交わると赤くなる
ギネスブックに載っているもの
鶏の一種。皮から骨まで黒い
xy平面におけるy軸のこと
まだら模様の猫。〇〇猫
カメが背負っているもの
元素記号はCu
曖昧にほのめかすこと

Soso）

婆：であるのじゃ。わたしだけでなく、
爺さんまでもがこの魔力にとりつかれ
たらどうしてくれる！
爺：あ、もう自分が戻れなくなってる自
覚はあるんじゃな。
婆：ああ……この素晴らしい

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：わがし）

タテのカギ

（工・３

・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。
（６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。

63名
63名

・瀧田
・井口
・石原
・綿谷

菜友 様 （理・１）
富士夫様
（他）
佳代子様 （法・院）
遼太 様 （工・２）

・村瀬
・近藤
・大東
・玉城
・長瀬
・池上

祐樹
拓也
侑司
萌佳
由佳
和岐

様
様
様
様
様
様

（工・４）
（工・院）
（工・院）
（工・２）
（農・３）
（農・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。

（法・２ 湖底の蟹）
（ポテチを食べながら老後の悠々自適生活をしたいのじゃ；編）

FROM EDITORS
ならんのじゃよ。

うと思ってのう。
婆：なんと……わたしのことを思って、
ポテチを買うお金を作ろうと！
爺：んなわけがあるか。明日食べるもの
にさえ困っているというのに。
婆：な、何じゃと!? ポテチが食べられ
なくなるのは困る！ あー、
咳をしてもぽてち。
（理・３

トトロ）

婆：とか呟いて、何もしなくてもお金が
入ってきてほしいのうー。
爺：パクリやん。無理じゃろ。
婆：パクリじゃなければよいのか？ そ
れじゃあ、ポテチについての解説書と
か書いてみれば、ベストセラー間違い
なしじゃ！
爺：誰得？
婆：まずは定義づけから。「おいしいポ
テチとは
材質：じゃがいも、塩、油 厚み0.5、
外径50 10、0.2Rz
（工・院 アンチPreston）
婆：である」
。次に芋の選び方、油の選
び方、フレーバーについて……
爺：意外とまともな内容じゃな。てかさっ
きのは何じゃ？ 外径とかRzとか。
婆：そんなこともわからんのか。やっぱ
り爺さんは学が浅いのう。そんなんだ
から、いつまでもしばかりをしなきゃ

▼
▼瀬をはやみ岩にせかるる滝川のわれて

爺：人のことを馬鹿にして……あー、も
う我慢できん！

も末にあはむとぞ思ふ（by崇徳院。連
用修飾格の「の」の直前までが序詞です

婆：うわ、藁を投げるな！ ポテチの袋

ね！；道産子）
▼源氏物語で好きなキャラクターは葵上
だったりします。高校時代にはどのキャ
ラが好きかでもめたものです（若紫の人
くっちゃらハピハピポテチ
気はすごかったですね；小市民）
（工・院 去年の俺やん） ▼上の２人が古文トークをしててすごい
ですねー、ガチ勢ですねー（よくわかん
爺：したい！
ないからニコ動見ながらポテチたーべ
婆：それ別のお菓子！
よっと。ぱりっ！；雪鯨）
爺：わああ、その袋を貸せえええい。
▼古文の話題が続いてますね。自分は今
婆：な、や、やめろ！ うわ！ 爪を立
古文の勉強をしています。改めて勉強す
てるな、痛い！
るとやっぱり難しいですね。
（自称古文
爺：手が緩んだぞ、今じゃ！
のカリスマ教師；ヒムカ）
婆：し、しまった！
▼光源氏はここでこういうことをしたの
爺：は、ははは……やっと掴めた。今日
か〜、なんて想像してみると寺社巡りが
の労働の対価じゃ……ああ、この
もっと楽しくなりますよ！ （執筆のご
快諾ありがとうございました；小夜）
神の足の爪
（工・院 岩の幸せ） ▼記事を90°回転しようって言ったのは
ほんの出来心だったんですよ（表現の幅
爺：のような美しい形！ 黄金の輝きよ。
が広がると思ったんです……というのは
さあ、お前を食してやろう。これが、 言い訳ですね；伝書鳩）
これこそが、わしの、ポテトチップス
▼古文の風を感じて古文に合わせた表紙
じゃ―！
にしてみました。いかがでしょうか？
（ちなみに表紙のキャラクターを幼女と
するか少女とするかは未解決です；日和）
パリッ。
（農・２ なし）
▼みなさーん！ ロリコンですか〜！？
自分がロリコンだと思う人は手を挙げて
―こうしておじいさんとおばあさん
くださいねー！ （誰もいない？ うそ
は、いつまでもポテチを食べて仲良く
うそ、みんなロリコンでしょー；編集長）
暮らしましたとさ。めでたしめでたし。
に入る！
爺：わしだって婆さんみたいに

『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
無駄な１年を過ごした僕の気持ち…。
⇒進級おめでとうございます！

（理・２ リブロン）
（新しい１年を無為なものとならないことを祈って；編）

