叶：が口癖で、テスト前だろうが休日は
無限に寝る

（農・３

こっこ）

叶：とかいって単位を落とすような男、
こっちから願い下げだったのよ。
星：確かに〜。彼、今日もSNSで

今日もいい天気だ。
（農・２

fourdogs）

星：なんかもう、思わず
世界平和
（工・院 豪快の梶、農・院

叶：とか邪念が湧いて、勉強できないわ。
星：え〜。わたしはここにいても邪念ま
みれだよ。そんなことよりさ、

白詰草）

ティラミス食べたい…食べたくない？
（農・４ たまごかけごはん）

星：を祈っちゃうほど満ち足りた気分よ。 叶：まったく！ あんたが単位落としそ
うっていうから一緒に勉強してあげて
叶香（以下、叶）
：ちょっと、わたした
るのよ。やる気がないなら帰って！
ちそんな悠長なこと言ってる場合じゃ
星：あれ、いらいらしてる〜。もしかして、
ないんだよ。明日からテスト始まっ
最近別れた彼氏のこと引きずってる？
ちゃうんだから。今日は勉強会なのよ。
叶：その話は今は関係ないでしょ！ だ
星：わかってるよ〜。でも、集中するな
いたい、あんな
ら図書館とか行った方がよくない？
下宿の部屋で勉強なんて無理だよ〜。
ねむい だるい めんどくさい
叶：こんな時期に図書館なんてわたしは
（工・２ わわわ）
絶対に嫌よ。
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：狭韋）

タテのカギ
１
２
３
４
５
６
８
10
13
14
15
17
19
22
24
25

ヨコのカギ

日本最長の山脈。「○○○山脈」
長野・熊本の県花。竜胆
たとえること。その表現
１次元＝線、２次元＝○○
安価で庶民的なおやつ
○○○○の渡せる橋におく霜の
サッカーの反則。GKが味方か
ら戻されたボールを手で触る
夜空を横切る雲状の星の帯
性格が悪いこと。「○○が悪い」
○○外。胡蝶○○。オ○○ダ
翅。中華高級食材でスープに
学校が成績を父母に伝達
本名を知られたくないときは
足の指のこと
☆には10個あります
時間の３区分の１つ目
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リーマン予想を解いて、人類に貢献
（理・２ コスモス）
星：したいと思うような志の高い人だか
ら、尊敬できるよ。スポーツも万能で
チェスボクシングをやっていて、
明日は世界大会
（工・院 資格取得に追われる人）
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7
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6
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10

レインボーインコ）

星：ってつぶやいてたけど、ほんと単位
が心配だね〜。
叶：はあ〜㾗 ちょっと待って、新しい
彼女ができたってこと？ わたしと別
れてまだ１週間なのに……最低！
星：ああ……。なんか、ごめん。
叶：別に……。あんたは？ 彼氏と順調？
星：うん！ 彼は試験なんかより

５月号の当選者
正解：コイノボリ

11

こと座のα星の和名
12
13
14
○○○の学校は川の中
旅客・貨物を運び送る
15
16
17
和紙で作った和傘
図体はでかいが中身が伴わず、
19
20
21
22
役立たずなこと。「○○の大木」 18
気○○。○○力。鎮○○
23
24
25
それとなく教えること
和歌に詠み込まれる名所
26
27
綿の綾織物でできたズボン
錠前とセットです
液体＝リキッド、気体＝○○
・読者カードに答えを書き、生協各店舗に
欺く意図で行われる虚偽の陳述
設置されている「ひとことPOST」にお
タケノコの先端の柔らかい部分
入れください。
（７月末まで）
人間が飼育して利用する獣類
・正解者の中から抽選で10名様に生協オン
温度を測る起点となる度
バリュー券1,000円分を贈呈いたします。
七夕伝説における牽牛星

七夕を誰かと過ごしてみたい人生だった
⇒七夕だけでなく誰かと過ごしたい人生ですね

24

彼女とデート♡
（他

自習室でイチャつくなそこのカップル
（工・院 高速ぎゃーろさん）

星子（以下、星）
：ああ、

応募総数
正解者数

88名
87名

・石原
・井原
・岡田
・木村

佳代子様
輝紀 様
隼弥 様
拓真 様

（法・院）
（工・院）
（工・２）
（工・院）

・佐藤
・土田
・豊田
・三橋
・安田
・渡邉

晴彦
茜絵
睦晃
勇斗
偉
直太

（文・１）
（工・２）
（法・４）
（法・１）
（理・１）
（工・３）

様
様
様
様
様
様

※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。

（農・３ こっこ）
（１年に１日なんて言わないで；編）

FROM EDITORS
星：らしいよ〜。

問題が作れていない （工・教

モウ）

叶：うわ、それもまた単位取得が危ぶま
れるタイプね……。って大変！ もう

星：らしくてテストが１週間延期になっ

こんな時間！ わたしたち全然勉強で
きてないじゃない。と、とにかく練習
問題よ。

たから、結局今日は、昨日叶香に教え

てもらった科目しか受けてないの〜。
わたしってば神様に愛されてるでしょ。
叶：なんて強運の持ち主……。憎たらし
微分！ 積分！
いわね！
（理・１ こんにゃく） 星：えへへ。あれ、叶香はどうだったの？
叶：聞かないで……。あんたはさんざん
叶：ほら、あんたもやるのよ！
わたしを振り回しておいて、結局自分
星：ええ〜。なんかもう面倒くさいよ〜。
だけどうにかなっちゃうんだから！
星：あははは、ごめんね。まあ、テスト
とりあえず、テストを微分。
１日目も無事終わったし、お祝いに
（理・１ サクラ）
ラーメンたべたい!! （理・２
星：それでどうにかなるって。
叶：なに適当なこと言ってるの。ああ、
もう！ わたしのノート見せてあげる
から、今からでもがんばりなさい！
−翌日、放課後−
叶：星子、ちゃんと試験は受けられた？
寝坊とかしてないでしょうね？
星：それが聞いてよ。なんかね、今日の
１限の試験は、教授が
暑さに耐え切れず帰省（文・１

すず）

星：しちゃったとかで急きょレポート課
題に変更になったの。他の科目も

トム）

星：わたしおごるから、行こうよ〜。
叶：仕方ないなあ。ご飯食べたら明日以
降の試験科目の勉強をするのよ。これ
以上単位を落とさないために！
星：ええ〜。勉強したくないよ〜。それ
より一緒に今月の
らいふすてーじのクロスワード
（工・院 クリスタル）
星：解こうよ〜。
叶：この期に及んでまだそんなことを?!
これだからこの子は、わたしが見張っ
ていないと。
（まあ、そんな星子とい
るのが、わたしは……）

▼七月といえば七夕！ 十人十色の登場
人物の名前もそれっぽくしてみました。
（風情のない私生活なので、せめてそこ
では季節感を出したかった；ふえい）
▼今年は春を感じる間もなく夏が来たよ
うな感じがしますが、いかがお過ごしで
しょうか。（本誌が完成する頃にはどれ
くらい暑くなっているのでしょう；針鼠）
▼2018年 こ の 記 事 を 書 い て い る 今 は、
『BANANA FISH』が放送中です！ 夏に
は同作のアニメが放送されるそうですね。
（楽しみです；雪鯨）
▼私もサークルの人とジン・ラミーを
やってみたのですが、
（いまだに１回も
勝てていません……；伝書鳩）
▼知能と身体能力の急激な衰えを感じる
今日このごろです。
（それでもめげずに
自堕落な生活を送っております；雑種）
▼らいふすてーじでの初記事はクロス
ワードになりました。（「七月といえば七
夕ですね」を言われてしまった；狭韋）
▼今回なんと初記事です。楽しく読んで
もらえるとうれしいです！ 雑種君にた
くさん助けてもらいました(＞＜)（生協
のSNS全部はフォローしてない；楽和）
▼あれは平成最後の夏だった……。
（そ
んな平成最後の夏がついに来てしまいま
した。なんかいい思い出を作れるといい
ですね！；日和）
▼編集部内では現在進行形でジン・ラ
ミーが流行っています。
（孤独な編集長
はずっと後ろで見てます……。；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。
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。
@ksgi̲lifestage

彼女より単位が欲しい
⇒恋人も単位も重要ですが、いつも近くにいてくれる人を大切にしましょう。

（工・２ クスノキ正成）
（たとえば、親友とか……；編）

