
編集部員（以下、編）：はぁ、結局昨日
の夜には、記事を書き終われなかった
なぁ。早く、十人十色の記事を書き上
げないと。誰かこの

らいふすてーじの記事書いといて
� （工・院　Soso）

編：ほしいなぁ！ 
らいふすてーじの妖精（以下、妖）： 

えぇー、まだ記事書き終わってない
の？　もう４時半よ？

編：うわわわわ。妖精さん！ あのー、
妖精さんにちょっとお願いしたいこと
があるんですけど……。

妖：何かしら？
編：いえ、こんなことを頼むのは、とて

も申し訳ないんですけど……。
妖：早く言いなさいよ。
編：ちょっと眠くて、もう頭が働かない

ので、今から

30分後に起こして
� （工・院　６月のぼく）

編：ほしくて、その間に

このレポート、ＫＫＫのボックスに提
出しといて� （法・２　京）

編：もらえますか？　提出期限が５時な
ので。

妖：はあ？ 私にそんなことを頼んでい
いと思ってるの？

編：す、すみません!!
妖：はぁ。起こすのはいいけど、レポー

トは無理よ。
編：え、なぜですか？　提出場所はすぐ

そこじゃないですか。
妖：まず、その言葉そっくりそのままあ

なたに返してあげるわ。
編：（グサッ）
妖：それに今は４時半だけど、午前４時

半だから提出期限はとっくに過ぎてる
わ。

編：外真っ暗じゃん！ 早く教授に

レポート提出期限１日遅れます
� （農・院　スミス）

編：ってメールしなきゃ。あ、スマホの
充電が無い！

モバイルバッテリー貸して…
� （薬・２　レゾン）

妖：私がそんなもの持っていると思う？
編：そんな！ もう

外出自粛中という名の免罪符をくださ
い� （文・４　あさがお）

妖：妖精にそんな権限はないわよ。
編：あぁ、終わった。妖精さん、ごめん。

来世でもよろしくお願いします
���������������������������（工・３　さかな）

妖：ちょっと！
編：冗談ですよ。レポートは後で教授に

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：徳太）

6月号の当選者
正解：オンライン

応募総数� 42名
正解者数� 42名

・谷口　朝美　様� （工・３）

・小林　真己　様� （工・院）

・桑林　賢治　様� （文・院）

・中田　百音　様� （農・４）

・矢野　健司　様� （工・院）

・鳥海　奏子　様� （法・１）

・高橋　千宙　様� （工・１）

・川崎　龍志　様� （工・４）

・田中　初　　様� （農・院）

・高村　俊哉　様� （医・５）
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体長が40cm前後のブリの呼称
紫色の夏野菜
ハンバーグにかける定番のソース
鮎の内臓や身で作られた塩辛のこと
ごはんを使った鍋料理のシメの定番
タロイモ類の仲間で粘りの強い芋を
「○○いも」という
猪肉の別名。○○○鍋
魚類の精巣。ポン酢と食べることが
多い
豚や牛などの骨付きバラ肉
郷土料理「蛸飯」の読み
海に生息する軟体動物の一種
○○○コーヒー、○○○キャン
ディー、ラクト○○○
牛乳・砂糖・卵で作る黄色と茶色の
洋菓子
可食部はジビエ料理や薬膳、中華料
理に用いられる
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薬味として用いられる蓼の一種
ギリシャ・キプロスで製造されるリ
キュール
サーモン・サケの仲間
食事を意味する英単語
ヒンディー語で菜の花という意味。緑
色のインドカレーの名称に用いられる
すだちと混同されやすい柑橘類
柑橘類を意味する英単語
語呂合わせで縁起物として食される魚
鍋料理によく用いられる冬が旬の魚
○○○○料理といえばパエリア・ガ
スパチョ・アヒージョが有名
カカオ豆を原料とした茶色の飲料
○○貝、○○えび、○○むつ
甘辛く煮た油揚げのこと
お菓子の材料で秋が旬の木の実
イワシなど色素のない稚魚の総称
豚肉などの具を厚めの皮で包み、
蒸した中華料理

・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。� （10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。
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iphone11買って２週間で画面バキバキ…� （工・院　桂坂のクマ）
⇒どんまいです……。� （腹筋もバキバキにしましょう；編）



FROM EDITORSメールするとしても、この記事が書け
てないんですよね。ねえ妖精さん、

読者カード書いて下さい！
� （理・５　イカ息子）

編：それを使えば、記事が書けるんで！
妖：いいけど、私が叶えられるお願いは、

そんなに多くないのよ。
編：そうなんですか!?　困ったな。それ

じゃあ、

今までの分　Resetしてください！
� （職　よっさん）

妖：多いのよね、そういう強欲なお願い。
ま、無理だけどね。

編：じゃあ、今までの分を全部帳消しに
してとは言わないので、

一生のお願いもう一回使わせて
� （法・院　砂漠の砂）

編：ください。
妖：回数を減らせばいいってもんじゃな

いわよ。それに、これで10回目よ。

10回目はさすがに人生使い過ぎでは
…？� （理・４　たけのこごはん）

編：いえ、そんな人生まだまだですよ。
というか彼女いないんで、人生は始
まってすらないですよ。だから、

彼女紹介してくれ
� （薬・４　南スーダン）

編：たら嬉しいな。いや、妖精さんすご
くかわいいから、

俺の彼女になってくれない？
� （法・１　金色のかたつむり）

妖：えぇ?!　（目が怖い!!　早くここから
逃げないと！）

編：ダメですか？
妖：じ、じゃあ

自販機でジュース買ってきて
� （工・４　レース鳩）

妖：よ。彼氏さん！ （その間に逃げよ！）
編：ほんと？ イェーイ！ 彼女さんの

頼みなら、どんなことでも！ 野を越
え山を越え……。（ガチャ、バタン）

妖：誰も見てないわね。よし脱出！

―帰ってきた編集部員―

編：あれ？ 彼女さんいなくなってる？
はぁ、レポートは提出を忘れるし、記
事は書けていないし、彼女は蒸発し
ちゃうし、人生上手くいかないこと
ばっかりだ……。もう誰か、

将来夢中になれることを教えて
� （経・１　麒麟）

▼な、なんだって専門の成績が発表され
ただと？ ふ、ふざけるな怒。理学部な
ら、「9月下旬に面談で発表」。前期の成
績を知らずに後期の時間割を考えて圧倒
的成長。成績に悩まず過ごせる夏休みに
圧倒的感謝。（個人の意見です；待ノ介）
▼みなさんはお気づきだろうか。「祝
三十年！ 十人十色二十選」で1995年
７月の十色のお題が「？？？」という不
思議なテーマになっていることに……。
昔の編集部員がデータの確認をせずに印
刷業者に渡してしまったそうです。（な
んということでしょう；一沫）
▼最近の十人十色のお題が出オチ感ある
と思うんですけど、読者のみなさんはど
うですか？ ぜひ、読者カードに希望の
お題を書いていただければ採用するかも
しれません！ （例えば、「孫に見せた
いこの星の姿」など；徳太）
▼やあ！ 僕は幹のミ〇キー！ こっち
は幹のミニ〇！ そしてもう１人、幹の
〇ッフィー！ ﾊﾊｯ！ ここは楽しい夢
の国！ みんなも東京に遊びに来てね！

（え？ 千葉？ あーうんピーナッツお
いしいよね、ﾊﾊｯおまわりさんこいつ非
国民っす；渡舟）
▼この前、吉田ショップにいったら紅茶
が60円でした！！ その下にある天然
水は90円でした！！ 僕の知らない世
界がそこにはありました！！！ （あな
たの価値観を根底から覆す吉田ショップ
に一度足を運んでみては？？；；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。

また、Twitter、Webで公開している
オンライン読者カードでも受け付けてお
ります。たくさんの投稿、お待ちしてお
ります！

らいふすてーじでは、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。
Twitter:@ksgi_lifestage
Web:	 www.s-coop.net/lifestage/
Mail:	 ksgilifestage@s-coop.net

Googleふぉーむだと複数はみ出せない。� （法・院　砂漠の底）
⇒一応、何文字でも入るのでスペースや中点（・）で区切ってもらえれば……� （すべてのページではみだすことも可能ですね！；編）


