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―ずいぶん前のことになる。まだ世間
がサンタクロースの存在を信じていて、
屋根という屋根に煙突があった頃。新
人の私は、サンタクロース専門捜査官
の先輩と行動を共にしていた―

先輩（以下、先）：夜は冷えるな。今年
のクリスマスイブも長くなりそうだ
……。

新人（以下、新）：外で見張ると風邪を
ひきますよ！ 警察署の

こたつとみかん� （法・４　赤詰草）

新：でのんびりしたり

おいしいクッキーとコーヒー（ミルク
たっぷり）� （匿名希望）

新：をいただいたりして、室内から外を

見張りましょう！
先：ならん！ お前は休みたいだけだろ

う⁉　それでも警官か！ あの憎きサ
ンタは我々の手で捕まえなければ！

新：だ、だからって……。
先：心配は無用だ。煙突の横で張り込ん

で15年、俺は一度も風邪をひいたこ
とがない！

新：煙突の横で張り込むなんてバ……
○○な手段を15年も続けるなんて！
○○は絶対風邪ひかないと予想できな
かった私が○○でした！

先：仕方がないだろう！ トナカイを鞭
で打ち、住居への不法侵入を繰り返す
……。その上、大量のプレゼントの購
入に使用する

大金� （工・院　キルケー敗北拳）

先：を得るために、数え切れんほどの罪

を犯していても不思議ではない……。
新：サンタさんに厳しすぎるし、たぶん

○○に入れる文字間違えてる……。
先：もちろん他のやり方も模索したぞ？

ただ、現実は厳しくてな……。

煙突と牢屋を直結させる
� （農・院　スマブラ買うマン）

先：方法では結局煙突から脱出され、

ベッドの周りにブーブークッションを
置く�（経・４　エムワンフェンサー）

先：ために家にお邪魔すると決まって通
報されてしまうのだ。

サンタさんは慌てん坊なので罠がなく
ても容易に捕まる�（理・２　リブロン）

先：だろうと高をくくっていた15年前
が今となっては懐かしいな……。

新：さらっと不法侵入してませんでし
た？ サンタさんのこと言えないじゃ
ないですか！ 私は先輩を捕まえれば
いいんですか？

先：こ、こうしている合間にもトナカイ
が鞭で打たれていると思うとつい！
トナカイのためにも、サンタを捕まえ

るまで止まるわけにはいかないのだ！
新：前世がトナカイかのような熱弁！

トナカイがふびんに思えてきましたけ
ど……。あれ？ あそこの煙突！

先：あれは……サンタぁ！ 15……い
や、50年待ち望んだぞぉ！

新：何で盛るんですか!?　しかも大きな
声で！ ほら、サンタがこっち向いて
る！ 絶対先輩の声に反応しましたよ。

先：おのれ、こうなったら

トナカイを買収�（農・院　ユーグレナ）

先：だ！ 恐らくあの家の周辺にサンタ
のそりがあるはず。急げ！

新：何を使って買収するんですか？
先：……ト、

トナカイのえさ� （薬・５　燐）

先：だろう、決まっている！
新：トナカイって何食べるんですか？

それに、もし知ってるとして今持って
るんですか？

先：……とにかく向かうぞ！

トナカイを人質にとって降伏させる
� （農・院　藤原の納豆）

先：ことならばできるかもしれん！
新：先輩だけはトナカイの味方だと信じ

てたのに！

先：やかましい、トナカイなどどうでも
いい！ あぁ、サンタが逃げていく！

新：きっと、また誰かの家に不法侵入し
に行ったんでしょうね。もういっそ

クリスマスプレゼントにサンタをお願
い� （工・３　Soso）

新：したらどうですか？
先：そうしたいのはやまやまだが、俺は

良い子ではないのでな。くそ、俺に力
があれば！

新：先輩は力より、まず良い子になって
ください……。でも、今日だって悪い
ことばかりじゃないですよ。少なくと
も、私たちが今夜逃がしたサンタさん
は明日、きっと誰かを笑顔にしますよ。

先：……そうか、俺はサンタを見誤って
いたのかもしれん……。帰るぞ。

新：え？ もう帰るんですか？
先：俺はこれから忙しい、

サンタさんなんていない。
� （工・院　サンタさん）

先：という報告書を書くのでな。

―いつしか大人はサンタクロースを信
じなくなり、それでも毎年クリスマス
には子どもたちの笑顔が咲いた。この
日を境に先輩が転職雑誌を読み始めた
のは、また別の話である―

▼今月号のらいふすてーじ、碁盤の目を
飛び出したかと思えば市バスで碁盤の目
の中を駆け巡るんですよね。（私は両方
の記事に関与しています；青椿）
▼かんたんCookingの「ツナ缶と塩昆
布」、実は読者カードへの投稿を参考に
させていただきました！ （これからも
投稿よろしくお願いします；ふえい）
▼子どもに戻った次の日は、筋肉痛の体
を引きずって授業へ行く羽目になりまし
た。（過酷な企画につき合ってくれたみ
んな、ありがとう；小夜）
▼童心に返って逆上がりもいいですが、
市バスですごろくなんていうのは、大学
生特有の頭の悪さがないとできない芸当
ですよね。（どっちも楽しかった；伝書鳩）
▼表紙のタイトルは「君も知らない物語」
です。（実は少女が初めてサンタさんを
目撃し、恋焦がれる少年にも見せたいと
思う、という裏設定があります!!；日和）
▼本庶先生のノーベル賞受賞のニュース
を聞いてから今月のクロスワードを作り
直しました。（マスの配置の美しさに免
じて難しいのを許してください；一沫）
▼サンタさんにはずいぶんお世話になり
ましたが、かたくなにゲームは買っても
らえませんでした。毎年ゲームをお願い
する私も私ですが……。（だよねー；渡舟）
▼もう12月ですね。今回で私がこの欄
を書くのは最後ですが。（６月号でパワ
ハラ編集長とか言った方、覚えておいて
くださいね？；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。たく
さんの投稿、お待ちしております！

らいふすてーじ編集部ではTwitterで
月ごとに記事紹介をしているほか、Web
ページにてバックナンバーを公開してい
ます。

また、ご意見などはE-Mailでも受け付
けております。どうぞご利用ください。
Twitter:@ksgi_lifestage
Web:	 www.s-coop.net/lifestage/
Mail:	 ksgilifestage@s-coop.net

10月号の当選者
正解：アンゼンダイイチ

応募総数� 70名
正解者数� 68名

・藤井　芳克　様� （他）

・平山　晃　　様� （工・２）

・川崎　理香子様� （工・３）

・山夲　和輝　様� （法・３）

・南里　幸宏　様� （工・３）

・井澤　公彦　様� （経・４）

・上野　佑介　様� （工・院）

・三島　治仁　様� （経・１）

・寺木　陽和　様� （理・３）

・山口　佳奈　様� （工・３）
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食への執着心を食い○○という

鉄刀木と書く、マメ科の高木

馬手の対義語。○○手

礼拝や儀式を行う建物

うどんや粉などの弾力や粘り気

ユダヤ人の祖国回帰運動

将棋で斜めに自由に動く駒

自分の兄弟姉妹の息子

ビジネスを考え実行する人

社会や作品を意味づける見方

地層や岩石の組成を探る分野

風邪をひくと止まらなくなる

ユーロの前のイタリアの通貨

鶴は千年、亀は○○年 

死んだらこれに還る

答えは二重○○の並び替え
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すらすら話す。立て○○に水

雪が降る前に鳴る雷

心理学で自分が関係すること

料理のさしすせその２番目

25歳男性と19歳女性は○○年

春分点がある黄道十二星座

海外旅行では○○ボケがつらい

地球儀はこれの立体版

雪が降り積もっている景色

私人の仕事。対義語は公務

現在の和歌山にあたる旧国名

飛鳥時代の刑罰を定めた法

タテの８が成った駒の略称

鴨川と合流して淀川へ流れる川

アルカリやマンガンがある

唱えて覚える１桁の掛け算

・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。� （12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。

・おまけ問題：対角線上の文字を左上から
右下に読むとある言葉になります。

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。
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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：一沫）

６年目にしてクロスワード当選しません…卒業までには!!!� （工・院　教科書を疑え）
⇒ご応募ありがとうございます。ぜひ今回もトライしてください！� （今回はおまけの問題もありますよ；編）

24

最近大学で友達に会わない…ん、そもそも…⁉� （工・院　クリスタル）
⇒一緒ですね。友達が……� （ええと、大学に来て、いないんですよね；編）


