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《　水　の　大　陸　》

年 代 記
 



【孤界代】　（2014年8月21日）

ないしょ。２

2014年8月21日 リステラス星圏史略　（創作）
 
今日はここまでかな…（＾＾）

（あ〜、娯しかった！）

 
ひみつ日記

【孤界代】

《ティカーセラス》

　《太古海代》　原惑星《テイカース》に水界《セラス》衝突。大海星となり生態系発展。

　《水の嶋》　乾地形成。生命上陸。

　《水の大陸》　乾地広がり南方中心に原生態系発展。

　　《谷の一族》　中部山中より〈移住者〉来たり北西《谷筋》に拡がる。先住人類に文化技術

を伝える。

　　《碧葉国》　宙天より星船落下。生存者、大陸中部東岸に都邑国家を建設。先住人類に文化

技術を伝える。〈月女神〉信仰起こる。

　　《南帝国》　先住原生人類、部族抗争のすえ統一国家を樹立。政情安定せず。《碧葉》《谷

》に対し貢納服従を要求。

　　大震発生。《月山脈》隆起。大陸の主要交易路分断。海洋交通発展。

　　　《谷筋》噴火流により居住不適地となり一族流浪化。結束固く《白の一族》を名乗る。

　　《帝国》、婚姻政策により碧葉国を併合。大陸統一を宣す。政情安定せず。「三親の法」流

http://85358.diarynote.jp/201408210933513637/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


布する。「男尊女卑」という新思想が発生。

　　大遷都。《石の都》建設。文明全盛。　

　　《天軍船》来襲。帝都制圧。固有文化壊滅。

　　天帝圧政時代続く。全人種の混血化。統治支配弛む。

　　《西方都市》軍、天帝都市攻略。「四民平等」「女尊男尊」思想の再建による拡散共栄時代

。

　　《天軍船群》墜落。大陸全土が居住不可となり生存者は海路をへて未開の別大陸群に散る。

　　各大陸各地にて人類生存。分化発展。共通言語の喪失。

 
 
 
 
 



１．水滴大陸　１－１．創世神話　（2015年6月26日）

「リステラス星圏史略の59％は宇宙の意思で出来ています」。
2015年6月26日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
 
１．水滴大陸

１－１．創世神話　　水の子らヤツリーダムはこのように嘆き歌う。

１－２．山野渓谷　　海から上がりて沼に拡がる。山から下りて谷に拡がる。

１－３．大陸隆起　　激しい地震が幾度も起こり、沼沢小島は大陸となる。

１－４．諸国興亡　　人間が増え、壁を築いた。相争う時代が続いた。

１－５．帝国版図　　一人の王が諸国を平らげ、大王国の帝と号す。

１－６．反逆蜂起　　三身の法を唱える者たちが暴政に逆らった。

１－７．四民平等　　身分の差のない穏やかな国が北方山脈に築かれた。

１－８．平穏繁栄　　帝都と田園と山岳民は協和し栄えた。

１－９．子孫放浪　　天から悪鬼が降って来た。

１－10．七彩支族　　大陸は滅び、星の上の流浪が始まる。

…苦手なところ？は、とりあえず飛ばす！という裏技？もアリ？だよね…？
（＾＾；）

（復習中！）

http://76519.diarynote.jp/200604110108040000/
『水の大陸』　〜ヤツィー族の伝承歌〜　I　

http://76519.diarynote.jp/200606060026520000/
『アトル・アン古伝説写本』　（高校/たぶん文芸部時代の原稿）　

http://76519.diarynote.jp/200606300034590000/
『　《白の一族》 縁起　』（なんつって未詳である）。　（1990.12.12.嵐★）　

http://76519.diarynote.jp/200606222340290000/
『　褐　崖　落　』　− KATSU・GAI・RAKU −　続き　（1991.01.15..）

…いかん…ｗ（＾◆＾；）ｗ…

http://85358.diarynote.jp/201506262134301628/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201506262134301628/
http://76519.diarynote.jp/200604110108040000/
http://76519.diarynote.jp/200606060026520000/
http://76519.diarynote.jp/200606300034590000/
http://76519.diarynote.jp/200606222340290000/


《アタ・ルアンタイス》の地誌や年代史や政治史を、きちんとまとめたことが、どうやらまった

く無い…！



『滑崖落』 『苦夏』 『巫女譚』　（日付不詳）　

『滑崖落』　リリオスとイジュニーシ　　（日付不詳）　

2006年6月21日 連載（2周目!・上古神代〜水の大陸） コメント (1)
 
 
『滑崖落』　リリオスとイジュニーシ

『苦　夏』　− サタナクラ −
『巫女譚』

『遷恋歌』？

　《精》

『滑崖落』

《樹木》

−−−−−
《犠牲》

 
 
 
 

http://76519.diarynote.jp/200606212234140000/
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『水の大陸』　〜白の谷から十色の民へ〜　（２００６年）

『水の大陸』　〜白の谷から十色の民へ〜　

2006年4月22日 連載
 
　とある惑星上の、先住民からは《水の島》と呼ばれる原始大陸の北西平原（大河沿いの沃野

）に、ある時、いずこからか忽然と現れた謎の民族が、定住し、以前の文明（技術）を失いつ

つも、先住民よりは一線を画した高い文化を保持したまま、長い時代を経て、やがて、白の民か

らの影響をも受けつつ独自の文明を発展させた《帝国》の興亡とともに谷を離れ、分離集合を繰

り返しつつも血脈を保って現代に続く……という話。
　年代記という形で小説に書ける量とも思えない★　あくまでも伏線とゆーか、ほのめかし程度

で終わる設定なのかも……★
　(=_=)(=_=)
　

　

　と、いうことで、駆け足で『水の大陸』編、終わり!!
　!(^^)!

http://76519.diarynote.jp/200604220146180000/
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『 太陽神の子供たち 』

 
 
 
 
 

『 太陽神の子供たち 』
 
 



『アトル・アン古伝説写本』　（高校/たぶん文芸部時代の原稿）

『アトル・アン古伝説写本』　（高校/たぶん文芸部時代の原稿）　
2006年6月6日 連載（2周目!・上古神代〜水の大陸）
　1．

　それ故に昔語りを始めよう。そもそもの初源の四界、父神なるティアスラァルには三柱の姉神

・兄神ありき。それぞれに大いなる上つ位の神より、治むべき《星々の空隙》を賜る。

　長姉なるリー・シエン・サラルト、閉じたる球の空に光を満たし、天上人これに住まい、共に

更なる高みを追いし。この閉じたる球の空をエル・シャ・ムー・リィア。《至高なる夜の守りの

内包せし世界》と、人々呼びし。

　長兄なるグァ・ヒーギル、またの名を男神ガル・ギィン、閉じたる地の洞の世界に火の灯り付

け入れ、その思いのままに、力有り、さま異なりし生ける者を種々多く造り給う。《閉じたる狭

き地の洞》、バール・ド・ガスダームと、人々呼びし。暗き地の火灯りより魂なくして使役せら

るる鋼の命、造りし。

　《開けし球の地》のティアスラァルが直ぐ上なる姉の世界、ダァイ・レム・アースル、《開け

し大地の国》と言いし。女神なるマライアヌディアドライム、そが世界を治めし。《大地に生け

る者》、ダレマース、産み、慈しみ、し給う。

　2．

　それ故に昔語りを続けよう。ティアスラァルが治めし《球の地》が上、《水の浮島》なる卑小

なるアトル・アンは、神々の嘉（よみ）し給わぬ土地であった。

　彼の地に棲まう者らが父神ティアスラァルの正嫡なる嗣子でなきが故に、彼の地のヒト族の

母が、神族のはしたにすら加え得ぬ、位階低き哀れな水乙女に過ぎなかったが故に……。

　妃神女ネフェルクァイの眷属たる上つ時代の《力有る者たち》は誰も、アトル・アンに彷徨え

る父神の子らに導きを与えるものではなく、父神ティアスラァルにした所でが、一時の気紛れに

より産み出された、ひ弱く力無き者達に、一顧だに与えるものではなかった。

　アトル・アンはそれ故に冷たく、固く、ヒト族の生きるが為には貧しきことこの下はない、土

地であった。

http://76519.diarynote.jp/200606060026520000/
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　3．

　それ故に昔語りを続けよう。ヒト族の母なる水乙女の名をアテュイ・イィラァ（嘆く者）。《

嘆きの主》のアテュイラスカとも呼ぶ。

　アテュイラはティアスラァルの統べる球の地の、聖なる水を司る御霊の三千六百九十一番目の

最後の娘であったが、そもそもは末の娘こそが母なる全ての《水の聖霊》の跡目を継ぐべき者で

あるとする《水》族の掟は、上つ時代の気楽な神々には、預かり知らぬ処ではあった。

　さて、このアテュイラが水乙女たるの資格である純潔を奪われて主神との間に子を成した時、

産み出されたその子どもはティアスラァルの重き赤き血を色濃く受けて、《地》の上に住まう者

のひとつとなった。

　ティアスラァルによってこの者らに与えられた土地が、アトル・アンである。アトル・アンの

地を守護する神はこの汚れた子らを厭うて間もなく去り、幼いヒト族たちは守る者とてなく、冷

たく固い大地に捨て置かれる事となった。

　4．

　それ故に昔語りを続けよう。水乙女はみずからの産みし子どもらの命運を哀れみて、《水》の

身ながら《地》に寄り添い、その嘆きの声は海の波となり海の泡となり、アトル・アンの地を覆

い囲んだ。これが彼の者を《嘆きの主》と名付けし、そもそもの初めであった。

　父神の姉なる神、その治めし大いなる地より来たりて《嘆きの主》の号泣の声を聞き、憐れみ

をかけ給いし。

　………………。
 
 
 
 



アトル・アン古伝説写本　１．　（派遣〜過労ウツ引き篭もり中…？）

アトル・アン古伝説写本　１．

2016年6月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
 
アトル・アン古伝説写本

　１．

　それ故に昔語りを始めよう。アトル・アンは神々の嘉（よみ）し給わぬ土地であった。

　彼の地に住まう者らが父神なるティアスラァルの正なる嗣子ではなきが故に、彼の地のヒト族

の母が、神族の端（はした）にすら加え得ぬ、位低き哀れな水乙女に過ぎなかった故に…

　妃神女ネフェルクァイの眷属衆たる上つ時代の力有る者達は誰も、、アトル・アンのさ迷える

神の子に導きを与えるものではなく、父神ティアスラァルにした所でが、一時の気粉れによって

産み出されたひ弱く力無き者達に、一顧をだに。

　アトル・アンはそれ故に冷たく、固く、ヒト族の為に貧しき土地であった。

　ヒト族の母なる水乙女の名をアテュイ・イイラ、《嘆きの主》（アテュイラスカ）と呼ぶ。

アテュイラはティアスラァルの統べる球の地の、聖なる水を司どる御霊の三千六百九十一番目の

最後の娘であったが、そもそもは末の娘こそが母なる全ての水の聖霊の跡目を継ぐべきであると

する、 "水" 族の掟は、上つ時代の気楽な神々の預かり知らぬ処ではあった。

　さてこのアテュイラが水乙女たるの資格である純潔を奪われて主神との間に子を生（な）し

た時、産み出された子供はティアスラァルの重き赤き血筋を濃く受けて、地上に住む者となった

。

　ティアスラァルによってその子らに投げ与えられた土地がアトル・アンである。

　アトル・アンの地を護る神はこの汚れた子らを厭うて間もなく去り、幼いヒト族達は守る者と

てなく、冷たく固い大地に捨て置かれる事となった。

　ここに水乙女は自らの産みし子らの命運を哀れみて地に寄り沿い、嘆きの声は海の波となりて

地を取り囲んだ。これが彼の地をアトル・アンと呼び習わし、母なる者を《嘆きの主（あるじ）

》と名付けし、そもそもの初めであった。
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２．　それ故に昔語りを続けよう。　（派遣〜過労ウツ引き篭もり中…？）

２．　それ故に昔語りを続けよう。

2016年6月3日 リステラス星圏史略　（創作）
 
　２．

それ故に昔語りを続けよう。父神の姉なる神、その治めし大いなる地　光より来たりて嘆きの主

の号泣の声を聞き、憐みをかけ給いし。

そもそもの初源の四界を語ろう。父神なるティアスラァルには三柱の姉神・兄神ありき。それぞ

れに大いなる上位神（うえつくらいがみ）より、治むべき星ぼしの空隙を給う。

長姉なるリー・シエン・サラルト、閉じたる球の空（そら）に光満たし、天上人住まい、共に更

なる高みを追いし。この閉じたる球の空をエルシャ・ムーリア、至高（いやたか）なる夜の守り

の内包せし世界と人々呼びし。

長兄なるグア・ヒーギル、又の名を男神ガルギィン、閉じたる地の洞（ほら）の世界に火の明か

り付け入れ、その思いのままに力有り様異（さまこと）なりし生ける者を種々多く造り給う。

閉じたる狭き地の洞、人々バール・ド・ガスダームと呼びし。暗き地の火明かりより魂なくして

働きし鉄の命造りし。

ティアスラァルの開（ひら）けし球の地の直ぐなる姉の世界、ダィ・レム・アースル、開けし大

地の国と言いし。女神なるマライアヌディアドライム、そが世界を治めし。大地に生ける者（ダ

レマーテス）、産み慈しみし給う。

姉神マリアンある日弟なる父神ティアスラァルを訪ね給いし。道すがら嘆き泣く声を聞く。

 
 
 
 
エル・クユルム・アステトラマ

　＝「上位神」

エールーシャ・ムーライア

　＝「讃えよ　光の国を」

http://85358.diarynote.jp/201606031600277944/
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レ・ムルリィア

　＝　「彼の　光の国を」

 
 



「運命（さだめ）に抗って勝てた者はいない」　（中３）

「運命（さだめ）に抗って勝てた者はいない」　（中３）

2016年6月29日 リステラス星圏史略　（創作）
 

運命（さだめ）に抗って勝てた者はいない

もし戦って勝てるものなら

それは運命とは言わないのだ…

http://85358.diarynote.jp/201606291920576813/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


（「中３」ネタ帳のラフスケッチ）　２

（「中３」ネタ帳のラフスケッチ）　２

2016年7月22日 リステラス星圏史略　（創作）
 

 

http://85358.diarynote.jp/201607221511331377/
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（たぶん「高１」。ネタ帳のラフスケッチ）

（たぶん「高１」。ネタ帳のラフスケッチ）

2016年7月22日 リステラス星圏史略　（創作）
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「最後の船ですよ巫女職」。（たぶん派遣先の仕事用紙を盗用。）

「最後の船ですよ巫女職」。

2016年6月3日 リステラス星圏史略　（創作）

「最後の船ですよ巫女職。」

「……」

「お乗りにならないのですか？」

「……」

「この世界は神々を否定した。

　あなたがたは、もはや必要とされていないのです。」

「……」

「残るのですか、それでも」

「……」

「この、貧しき地上に。」

http://85358.diarynote.jp/201606031415554778/
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《水滴大陸》の主要５民族（＋１）。　【 ※ ネタばれあり注意〜☆】　（2016.07.01.
）

（改訂資料１）　《水滴大陸》の主要５民族（＋１）について。　【 ※ ネタばれあり注意〜☆】
2016年7月1日 リステラス星圏史略　（創作）
 
さて考えてみたら《水の大陸》の年代記、

「夢で視た主人公（前世記憶？）視点」ばっかりで…
総合的に「物書き視点」から歴史をちゃんと総括したことが、まだない？

…らしいので、まず各「民族」（人種）史から…

１．《ヤツィー族》

別名《ヤツリーダム》＝《這いまわる者》。

沼地や泥湿地に生きる一族。この世界一番の「先住民族」。

先祖は四脚に巨大な尾のある両棲類だった、と言い習わし、

『嘆きの神話』を伝える。

＞http://p.booklog.jp/book/108069/read

数十〜数百単位の「群れ」での集団行動を基本とし、群舞と合唱（口承文芸）を好む。

争いを望まず、逃げて逃げて逃げて、

最後には「大半の者が海へ還った」とされる。

（一説によると現世地球生命圏の鯨・いるか・じゅごん等（人魚類）の祖。）

《水滴大陸》滅亡の後は《岩と沙の大陸》に一部が移住し、争いを避けに避けていち早く海岸沿

いを北上。他族が棲めぬ暑熱の泥湿地を生活圏と定めそれなりに愉しく暮らして《沼の一族》と

呼ばれるが、

不幸にして「万人一人伝説」の発生により、

《剣の国》に戦奴隷（または「訓練用獲物」）として狩られる定めとなる。

＞http://76519.diarynote.jp/200606222340290000/

けして領土紛争にも政争にも加わらず、細々と生きながらえて（避妊しないので多産系）、やが

て歴史のはざまに大量の「非暴力主義者」の遺伝子だけ遺して、

http://85358.diarynote.jp/201607012038387127/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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神話や民族としてのアイデンティティは喪われ、…今日（現世地球）に至る。

ぬらっとした沼緑（藻）色の肌。

（虫よけの塗り薬。という説も）

黒または濃褐色の髪と瞳。

（「頭の上にお皿がある」という説も）

小柄で敏捷。

肺活量が非常に高い。

潜水と匍匐が得意。

（…河童？　ころぽっくる…？）

 

２．《弑逆太陽神の一族》

別名「二本足」「立ちはだかって道を塞ぎ威張る者」等々。

はじめ先住民族ヤツィーに比べて劣った文化技術しか持たない自分たちを恥じ、

蛮勇と略奪のみ（しばしばヤツィー族をも祭祀的な捕食対象とした）を誇るが、

やがて「ヤツリーダムどもの言う《神》とは何ぞ？」という疑問に立ち至り、

「神」＝「力」＝「偉い」＝「誰も勝てない」＝「太陽」という神話を形成。

寒冷期に「《神》は我らを見棄てた」という自暴自棄な神話となり、

その「神不在」期の後、

「これって噂に聞く《神》なんじゃね？」という強敵

（おそらく寒冷期を冬眠して生き残った巨大恐竜？）を斃した者が、

「弑逆王」を名乗る。

その「弑逆王」の子孫が「弑逆太陽神の子孫」を名乗るようになり、

「最強神の子孫」と簡略化され、

代々の政争を繰り広げつつ、《水大陸》内に版図を広げ、最大多数民族となり、



「村」から「都邑」へ、「国」と「内領」に、そして「帝国」創建へと至る。

ヤツィー女性を強姦して産ませた子どもも一族と看做す場合が多いので、肌の色は白〜濃褐色ま

でさまざま。髪は金髪が多いが同じく混血で濃い場合もある。

長身剛力。女性は豊満。自信家が多く、自己顕示欲と闘争心が強い。

（思索や反省は苦手…。）

３．《谷の一族》（※ ネタばらしてます〜注意ッ☆）

ぶっちゃけ《善野》水没時の「緊急脱出」生き残り組。

（＾＾；）

政府による「二重爆破」で水没するまさにその時、

「地下に潜って」生き延びた…人々。

「トンネルを抜けたら、そこは異世界だった…」に大いに戸惑うが、
数万人？単位で楽々とサバイバルを愉しみ、ちゃっかり子孫繁栄。

先住民族たるヤツィーの「徹底非戦（不殺）原則」に大いに賛同と敬意を覚えつつも、太陽神の

子孫と威張る一族（物量と蛮勇では勝てない）に、個人的武芸術で勝ち、ちゃっかり文化文明＆

礼儀人道を教導し…

「教師族」の異名をとる。

（※ディカールもこの民族出身で、後の指導者候補である。）

　＞http://p.booklog.jp/book/107611/read
　『還るべき者』

（＊いったん「帝国」に恭順した後、政争に巻き込まれるを好まず独立した

「純粋武術追求」の土地《ザグの村》。

　に、弟子志願者を送り込む「センド・レーサ」の伝統を持つが…
＞http://p.booklog.jp/book/107591/read
《ハユンのアマラーサ》
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…これが後に《沼地の一族》と混同されて、
「万人一人伝説」の基となった…らしいのは、皮肉としか言い様がない…）。

「悪鬼襲来」時の大火災（実は計画的な放火）によって、

棲息圏であった《谷》と広大な森林を奪われ、

以後、帝国内を無版図族《白の一族》〜《色の七支族》として放浪することになる。

以後の歴史⇒参照：http://76519.diarynote.jp/200606300034590000/
『　《白の一族》 縁起　』（なんつって未詳である）。
（1990.12.12.嵐★）　
（…やれやれ…「続き」（初め？）を書くのに「２６年も！」かかってるよ…ｗ）

「黄楊か白楊の樹身色の肌」と評され、黒〜濃褐色の髪と瞳の者が多いが、一部には太陽神の一

族かと見まごう白い肌に金髪碧眼の者や、「沼地の民とは異なる目鼻立ちの黒褐色」の民もいる

。言語・神話なども一族内で複数あり、いささか整合性を欠く場合でも、平然と共存している。

（「ミトラの神話」はここから出たが、そもそも話が錯綜しており、神族の間ではもっと混乱し

て換骨奪胎尾ひれ腹ひれがついて拡散した…）

４．《碧葉国》の一族

別名「身の軽い人々」「美女美男国」その他。（＾＾；）

《谷》の連中と「どっちが先に」この星へ来たのかは現時点で定かでない。

《水の大陸》中のほぼ東西真反対に棲みついていたので、文化交流が始まるまでしばらくかか

った。

並はずれて高い身体機能と芸術性、繊細にして瀟洒な生活美学系の技術文化を誇り、政略結婚に

よる平和外交を能くした。

＞http://p.booklog.jp/book/107606/read
「碧葉国の七恋歌」

やはり「大侵略」の際に大打撃をこうむるが、案外ちゃっかり復興。

《谷》の皆さんの一大移住先にもなったため混血化が進み、

http://76519.diarynote.jp/200606300034590000/
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後世では《色の七支族》中に昇華吸収されたもよう。

（性的規範が《水滴大陸》中もっとも緩い。惑星に適応しきれていないらしく、比較的早逝で「

子ができにくい」ため、とにかく相手が誰であろうと「生殖の機会」があれば逃さず、誰とでも

積極的に「まず交わってみる」という文化…）

（おそらく後に《美麗天地》界で「両性」族となる種族の祖…？）

「真珠光沢の肌」「絹のような金褐色の巻き毛」「青か緑の眼」が一番多い…たぶん。

５．《異界からの侵入者》ゼクート

（別名が色々あった気がする…）

「鱗がある」とか「虹色に鈍く光る」とか

「二足歩行だが強力な尾があり好戦的」等の説あり。（不詳）

狡猾で交渉上手。商売を通じて初期の王国群に深く関わるが、やがて牙を剥き、「大侵略」を開

始する。

森を焼き国々を滅ぼし人びとを殲滅し、大陸を占有せんとするが、人間族共同戦線による組織的

反撃と、彼等にだけ発症する疫病の流行により、ほぼ滅亡。

　＞http://p.booklog.jp/book/107611/read
　『還るべき者』

 

６．《空から来たる者》

単純に「来襲者」とも呼ばれるが、本人たちは「この惑星の本来の所有者一族様の御帰還」だと

名乗る。

先住５族のどの民族とも混血可能（人工交配？）で、侵略開始直後から強姦と出産強要を繰り返

し爆発的に増え拡がった。

file:///tmp/puboo/107225/445201/f743d6a5a415e1011931/book/107611/read


《天蓋船》失墜による大陸破壊で権力機構は散り散りとなり、以後、母系血族側に吸収合併され

つつ、《岩と沙の大陸》での覇権争いに移行。

外見は種々雑多。とにかく「偉そう」「居丈高」が特徴…。（－－；）

 
…とりあえず、基礎的な設定資料としては、こんなものかな…？



（…超古代・初期設定…）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（…超古代・初期設定…）

 
 



（アトランティスが海底深くしずむとき、）　（小６）

（アトランティスが海底深くしずむとき、）　（小６）

2016年7月15日 リステラス星圏史略　（創作）
 
 
アトランティスが海底深くしずむとき、巨大な宇宙船が大空のかなたへと旅出って行った。宇宙

船の名は「トリトン」号…。
何千年かのち、そのころまだ未開であった他の大陸にすむ人類もようやくそのころのアトランテ

ィス大陸と同等の力をもつようになった…。も、宇宙船をもつようになった。
しかし、急そくに発たつした文明のために地球の人口はふえ、いっぽうではしげんがなくなっ

ていった。不足してきた。

そして、第２のちきゅうをさがすため「大和（ヤマト）」という名の宇宙船が宇宙のかなたへ

と出発した旅出った。

とちゅうメーザー星人たちのこうげきをうけ近くの星へ不事ちゃくする。

ところがその星にはトリトン号の子そんたちがすんでいたのだ。

 

（画像はたぶん「世界最古の」（？）「アトランティスの地図」です…ｗ）

http://85358.diarynote.jp/201607152053182598/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


（中学１年ぐらい？の設定メモ）。

（中学１年ぐらい？の設定メモ）。

2016年2月12日 リステラス星圏史略　（創作）
 

レムリア　…　エルシャムリアの変形

ムー　…　エルシャムリア人の地球宮殿　およびその所在した大陸

アトランティス　…　地球人最古の文明の栄えた大陸。
所期にはエルシャムリア人およびダレムアス人も多数移住。のち退きょ。

ボルドム人もかなりひそんでいた。

気候、全体的に温度が低い。

ロシア・北おう並。（かつては温暖であった）

Dalem ass
Ellshamlia
Malliane=Doleem

http://85358.diarynote.jp/201602121918485546/
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Leeshensolt
Maisia

 



用語定義　…もしくは、アトラン国語辞典…　（中学）。

用語定義　…もしくは、アトラン国語辞典…
2016年6月3日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
 

用語定義　…もしくは、アトラン国語辞典…
 

レムリア　：　エルシャムリアの変形。

ムー　：　エルシャムリア人（エルシャマーリャ）の地球宮殿。及びその所在した大陸・島。

アトラン国（ティス）　：　地球人最古の文明が栄えた土地。初期には "ムーの天使たち" と、帰
化ダレムアス人（ダレムアト）によって文化が伝えられた。

おそらくは第三間氷期間が最盛期で、大アトランの時代には現代のロシア〜北欧並に気候が冷化

し始めている。

アト（地）＋ラン（人）＋ティス（国・土地・世界）⇒「地人（ちびと）の国」。

http://85358.diarynote.jp/201606031450416151/
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＊　用語事典　＊　（高校１年）

『アトル・アン古伝説写本』　（高校/たぶん文芸部時代の原稿）　
2006年6月6日 連載（2周目!・上古神代〜水の大陸）

　＊　用語事典　＊

　聖霊　　肉体を持たず意識あるもの。自然の法を定め、その因果をつくるもの。神々よりも深

く識り、さらに高く歩み、大いなる力を得しもの。

　レムリア　　エルシャムリアの転訛。

　ムー　　エルシャムリア人（エルシャマーリャ）の地球宮殿。およびその存在した島・大陸。

　アトラン国（てぃす）　地球人最古の文明が栄えた土地。初期には《ムーの天使たち》と、帰

化したダレムアト（ダレムアス人）によって文化・文明が伝えられた。

　おそらくは第三間氷期が最盛期で、大アタランの時代には、現代のロシア・北欧並みに気候が

寒冷化し始めている。

　アト（地）＋ラン（人）＋ティス（国・土地・世界） ＝ 地人族の国。
 
 
 
 
 

http://76519.diarynote.jp/200606060026520000/
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（草稿＆没原稿）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（草稿＆没原稿）

 
 
 
 



（借景資料集）

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
（借景資料集）

 
 
 



（りす@わーく）　（2015年6月29日）

（りす@わーく）
2015年6月29日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
 
（承前）

…ていうか、そのまんまＢＧＭというか、参考資料であった…☆

https://www.youtube.com/watch?v=O0VlnQjG3z0
HADZA TRIBE 

https://www.youtube.com/watch?v=isXFU34ERs8
Canaan 

１．水滴大陸

１－１．創世神話　　水の子らヤツリーダムはこのように嘆き歌う。

１－２．山野渓谷　　海から上がりて沼に拡がる。山から下りて谷に拡がる。

１－３．大陸隆起　　激しい地震が幾度も起こり、沼沢小島は大陸となる。

１－４．諸国興亡　　人間が増え、壁を築いた。相争う時代が続いた。

１－５．帝国版図　　一人の王が諸国を平らげ、大王国の帝と号す。

１－６．反逆蜂起　　三身の法を唱える者たちが暴政に逆らった。

１－７．四民平等　　身分の差のない穏やかな国が北方山脈に築かれた。

１－８．平穏繁栄　　帝都と田園と山岳民は協和し栄えた。

１－９．子孫放浪　　天から悪鬼が降って来た。

１－10．七彩支族　　大陸は滅び、星の上の流浪が始まる。

https://www.youtube.com/watch?v=9Z7PahauhFQ
Jewish world supremacy 

https://www.youtube.com/watch?v=iTWGMFFphuE
光の惑星 - 恍多 kouta
 
編集する
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月29日20:08

War Is Overさんがリツイート 

怒れる不動明王 @goubuku_fudou · 4時間4時間前 
人類は確かに科学技術で、過去、何十万年も持っていた迷信と言われる呪術の世界から脱するこ

とができた。数々の不死の病と言われる病も多くが克服された。けれど迷信である呪術は決して

全人類を滅ぼすような力はなかった。逆に科学技術は病気は治せるが、全人類も消滅できる武器

を作ってしまった！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月29日20:18
Lightworker @Lightworker19 · 5時間5時間前 
同時に、ウイングメーカーとは人類の未来を表す存在らしい。彼らは時間の外側に歩み出る能力

を持つが故に、「時」を再創造することが可能だという。人類は、遥か遠い未来に自らの起源へ

と還り、すでに融合を果たした　http://amba.to/1xAsqiG
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ジーランディア：海に沈んだ謎の大陸 掘削し本格調査

コメント

   
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月24日18:58
…ぃや、それ、別のネタ…っｗｗｗ

　↓

ジーランディア：海に沈んだ謎の大陸 掘削し本格調査へ 
毎日新聞

 

　地球には六つの大陸があるが、かつてはもう一つの「ジーランディア」が存在し、現在は大半

が豪州の東の海域に沈んでいる。この地層を掘削し、誕生や水没の謎を解き明かそうとする国際

プロジェクトが本格的に動き出した。【飯田和樹】

　●ＮＺは一部

　ジーランディアの面積は約５００万平方キロで、豪州大陸の６割程度ある。元は豪州と南極、

インドと同じ東ゴンドワナ大陸の一部だったが、８０００万年前ごろに豪州から分裂し、２５０

０万〜２０００万年前にほぼ全域が水没したと考えられる。現在は隆起しており、約６％が海面

上にある。標高３７２４メートルの最高峰・マウントクックがそびえるニュージーランドやニュ

ーカレドニアはその一部だ。

　海洋研究開発機構（ＪＡＭＳＴＥＣ）掘削情報科学研究開発グループの斎藤実篤グループリ

ーダーによると、ジーランディアが大陸だったと言えるのは、ニュージーランド近海で掘削す

ると、大陸の特徴としてみられる花こう岩など軽い岩石が確認されるため。最初から海底なら、

玄武岩など重い岩石が主体になる。

　ジーランディアが形成された原因は二つの仮説が提唱されている。一つは、大陸性地殻の下に

あるマントルが上昇し、大陸が突き上げられて分断されたと考える「マントルプルーム説」。も

う一つは、東側から深く沈み込む海洋プレート（岩板）の動きで大陸プレートの端が東側に引っ

張られ、陸地が裂けたとする「ロールバック説」だ。

http://85358.diarynote.jp/
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　●六大陸との違いは

　大陸の縁から大地が分かれると、ユーラシア大陸から分裂した日本列島のように「コンチネン

タルリボン」と呼ぶ細長い形になる。海中のジーランディアにはこのリボンが南北に幾筋かあり

、何度か分裂を繰り返したとみられる。

　他の六大陸と違って海に沈んだ理由について、斎藤氏は「地殻の厚さが関係する」と説明する

。ジーランディアでは約２０キロで、約６キロの海洋性地殻より厚いが、３０〜４０キロの大陸

性に比べれば半分だ。地殻はマントルに浮かんだ状態にあり、厚い部分ほど浮力を受けて標高が

高くなる。ジーランディアは豪州大陸と分かれる際に引き伸ばされて薄くなり、浮力を得られず

海面下にあると想像される。ただ、詳細なメカニズムは不明だ。今、隆起しているのは、プレー

ト運動の方向の変化が関係していると考えられている。

ジーランディアと呼ばれる大陸© 毎日新聞 ジーランディアと呼ばれる大陸 
　●分裂原因２説探る

　二つの仮説のうち、どちらの仕組みで分裂したか、なぜ水没したかなどを明らかにする取り組

みが、日豪などを中心に進む国際計画「ロードハウライズプロジェクト」だ。世界最高の掘削能

力をもつＪＡＭＳＴＥＣの地球深部探査船「ちきゅう」を使い、リボンの一部であるロードハウ

ライズ（豪州ブリスベン沖約６００キロ）と呼ばれる海域（水深約１６００メートル）で約３５

００メートル掘る。採取した岩石に含まれる元素の同位体の分析などで、解明が図れるという。

　プロジェクトは長い間、構想にとどまっていたが、今年１月１０〜１２日、米サンディエゴ市

で行われた国際深海科学掘削計画（ＩＯＤＰ）の科学評価委員会で実施が承認され、本格的に歩

み出した。ＪＡＭＳＴＥＣは今年末に深海調査研究船「かいれい」を２度目の事前調査として出

発させ、２０１９年前半のちきゅうによる本格掘削を目指している。

　斎藤氏は「日本ではジーランディアの存在があまり知られていない。だが、このプロジェクト

が成功すれば、日本がどのように大陸から分裂し、日本海が形成されたかについて、理解を深め

る成果が得られる可能性もある」と話している。

 



昔はチチカカ湖が北極だったらしいですｗ　（2014年９月10日）

http://85358.diarynote.jp/201409102157483863/

絶対確実究極解決策。

2014年9月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
フクイチの簡単確実な封印方法を考えつきました。

ちょいとポールシフトを起こして日本列島を南極列島にすればいいんです。

マイナス８０℃ほどで凍結して、上に1000ｍくらいの氷山山を載っける。

o(^-^)o

簡単確実に向こう数十万年？の安全を確保できますよ？

(‾ー+‾)

もちろん列島の真上に乗ってた逃げ遅れのバカ人間たちが数千万人ほどまとめてくたばるでしょ

うが。

この上さらに川内原発再稼働なんて言ってる一億二千万総痴呆列島…

まとめてお掃除したほうが、地球がすっきりしますとも…

┐(’〜`；)┌
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年9月10日21:58
私が考えつくくらいだから、

神様だって考えつくだろう…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年9月10日22:02
あ、いかん。(^_^;)
日本が南極だと、ウルグアイが北極だ…(・ω・;)(;・ω・)

イギリスが赤道上で、

あまり変わらないのがインドとオーストラリア…(^。^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年9月10日22:29
昔はチチカカ湖が北極だったらしいですｗ

ほらね？簡単簡単ｗ
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二重らせんの基でもある。　【通奏低音の旅】　１－１．（2014年10月９日）

http://85358.diarynote.jp/201410090757429410/

【通奏低音の旅】　１－１．（それでも方舟は

降下を続け、大地に到達する）

2014年10月9日 音楽 コメント (1)
　

いわゆる「人類発祥の地」と言われているのは「アフリカ大陸南部のどこか」説が有力らしいが

、もちろんそれは「科学的」に分析された「現生（原生）地球人類」の話であって…

ドゴン族のように自ら

「他星からの移住民」という伝説を残す部族もある。

http://www.bing.com/images/search?q=dogon&qpvt=dogon&FORM=IGRE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%B4%E3%83%B3%E6%97%8F
（それでも方舟は降下を続け、大地に到達する）

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%B4%E3%83%B3%E6%97%8F%E3%81%AE%E7%A5%9E%E8%A9%B1
（＾ｗ＾）

そしてアフリカは、現生主流人類の【音楽文化】全体の発祥の地であると同時に、暴力的収奪競

争【文明】の犠牲者として子孫たる欧米の「奴隷」とされることによって、定性進化の挙句に停

滞の泥沼にはまりかけていた西欧音楽（いわゆるクラシック）を再生させ、新しい進化の道筋を

つけた…
二重らせんの基でもある。

そんなわけで、第二のグレートジャーニーに出かける前に…（同時進行で？）
アフリカを、一周してみたいと思う。

まずは、Uganda。（＾＾）
https://www.youtube.com/watch?v=13eKJm76KYA&list=RD13eKJm76KYA#t=360

現生人類最古層の音楽文化圏のひとつのはずだが、

すでにかなり「進化」しおえた段階の映像しか残っていないかな…？？

…「腰の横振り」と「並んで合奏する技術」は高度な進化を、
「手に口を当ててアワワワワ…」は、最古層の「歌」の名残を、
そして「五体投地」なのか「セックスの動作の物まね」なのか不分明な、あの独特な「腕立て

伏せ」が出てきますね…

　興味深い♪（＾＾）♪

https://www.youtube.com/watch?v=h2zQl6nYMJM&list=RD13eKJm76KYA&index=3
女性の衣装がむしろインドや南アジアと共通？

ちょっと西洋【植民地化】の影響が大きく入りすぎているかな〜？？
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https://www.youtube.com/watch?v=13eKJm76KYA&list=RD13eKJm76KYA#t=360
https://www.youtube.com/watch?v=h2zQl6nYMJM&list=RD13eKJm76KYA&index=3


       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年10月9日8:32
０４８４６８８．

さいきんほとんど進んでませんｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


【通奏低音の旅】　１－２．　（2014念10月９日）

http://85358.diarynote.jp/201410090843297910/

【通奏低音の旅】　１－２．

2014年10月9日 音楽 コメント (6)
Uganda編の続きです。
https://www.youtube.com/watch?v=nF92Ua0Van0&list=RD13eKJm76KYA&index=27
私好みのトラッドな音楽に辿り着きました。

…はだしでこれだけ足踏みして、痛くないのかなぁ…？？

https://www.youtube.com/watch?v=OZcqABwDTrU&index=27&list=RD13eKJm76KYA

ケルト？かと思う出だしと弦楽器…とか。
トラッドか植民地時代の混淆文化なのかわからない…
（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=5yyRdAWbHbY
実にマリアージュな音楽。

いいね♪（＾＾）ｇ

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年10月9日8:46
Bakiga族？はむしろ、ミャンマーとの共通性を感じる…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2014年10月9日9:01
さて。時間です。

稼いできます…（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年10月9日14:44
南太平洋Ｍ７地震。

イースター島、津波０.４７ｍ。

(・ω・;)(;・ω・)

…一瞬、津波４７ｍかと勘違いして泣きそうになったよ…

どうか御無事でね、

イースター島の

ダンサーの皆さん！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年10月9日15:18
オーストラリア軍、

イスラム空爆を開始。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年10月9日23:01
実は来てましたね今朝。

前から時々言ってた

「陸奥湾直下型」と、

「十和利山再噴火」…

(・ω・;)(;・ω・)
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【通奏低音の旅】　１－３．　（2014年10月10日）

http://85358.diarynote.jp/201410100846569728/

【通奏低音の旅】　１－３．　（「右岸段」弾

素♪）　（衣装画像おまけ付）。

2014年10月10日 音楽 コメント (2)
続きまして、おはようございます。

雨はいったん止んできました。

前項参照ですが、私が成長期まっさかりの１９７０年代日本の貧乏家族にとっては、音楽や映像

といえば熾烈なチャンネル争いの「一家に一台」なテレビか、ラジオのＦＭ放送だけだったので

…
（そして片道１時間かけて図書館に行っても、「調べたいもの」の資料が確実に手に入るとは限

らなかったので…）

世界は疑問と不思議だらけで、いつもいつも「知りたいことが判らない」という不満だらけで知

識欲の慢性欠乏飢餓状態に欲求不満爆発しそうになりながら暮らしていたものでした…（オトナ
になって自分で稼ぐようになってからは、知識を買うカネを造ると読んでる時間がない！という

状態でしたし…★）

今こうして、わずか４万円で入手した最新ＰＣで、自室に座りっぱなしで全地球の情報が手に入

れ放題なんて、ものすごく不思議な、「遠くの世界まで来た」感じがします…

ｗ（＾＾；）ｗ

…まぁ、トシヨリのクリゴトは、これくらいにして。

ウガンダ旅行をもう少し続けましょう。

https://www.youtube.com/watch?v=ZHGEzT7WYHo
https://www.youtube.com/watch?v=FSx_mkEpwHU

腰のぷりぷり振りと「尻見せ」ダンスはアフリカから中近東にかけての特徴。

メロディラインとリズムはアフリカそのもの？

衣装はむしろ「環インド洋文化圏」といった共通性を感じますが…

この衣装のでっかい腰かざり。（＾＾；）

西洋婦人服の「バッスル」や「クリノリン」（※）の模倣でないとすれば、

むしろオーストラリアの「キウイ」（鳥）とか思い出すのは…

　ワタシだけ？？

https://www.youtube.com/watch?v=ojAF-jwDquk&list=PL879A53C019572943
（なにやら痴話げんかな映像（寸劇）が「人類共通」で笑える…ｗ）

うん。（＾＾）

ウガンダって、ジョークとユーモアを解する、ステキな文化の国ですね…♪
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%80

（※）西洋婦人服の「バッスル」

http://www.bing.com/images/search?
q=%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%b9%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%ab&qpvt=%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%b9%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%ab&FORM=IGRE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B9%E3%83%AB

「クリノリン」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8E%E3%83%AA%E3%83%B3

ついでに「チュチュ」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%81%E3%83%A5_
(%E3%83%90%E3%83%AC%E3%82%A8)

うん。衣装については、

https://www.youtube.com/watch?v=rwgl4D4s-e4&list=PL879A53C019572943&index=3

南米の女性「民族衣装」（と思いこまれているもの）

http://www.bing.com/images/search?
q=%e5%8d%97%e7%b1%b3%e3%80%80%e6%b0%91%e6%97%8f%e8%a1%a3%e8%a3%85&qpvt=%e5%8d%97%e7%b1%b3%e3%80%80%e6%b0%91%e6%97%8f%e8%a1%a3%e8%a3%85&FORM=IGRE
が、

「西欧婦人の猿まね」なのと同様、「マネして別モノになった」感じだな…☆
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年10月10日9:31
政治的にはアレだが、文化と気候風土的には、棲みやすそうなすてきな国だよ♪

民族

ガンダ族（バンツー系）、マサバ族（英語版）、ソガ族（フランス語版）（バンツー系）、ニャ

ンコレ族（Nkole、Nyankore）、ニョロ族、キガ族（英語版）、ランゴ族（英語版）、アチョリ族
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、カラモジョン族（英語版）（ナイル系）、テソ族（英語版）、インド系、アバユダヤ（英語版

）（おもに東部に住むユダヤ教徒）など

言語

英語（公用語）、スワヒリ語、ソガ語、ガンダ語、マサバ語、ニャンコレ語、ニョロ語、キガ語

、テソ語、ルオ語、ランゴ語、トロ語、フランス語など

宗教キリスト教（60%、75%とも）、伝統宗教、精霊信仰（30%）、イスラーム（10%）、ユダ
ヤ教

教育

成人識字率　73％（15歳以上、2005〜2009年）[5]

HIV/AIDS
詳細は「ウガンダのHIV/エイズ（英語版）」を参照
ウガンダはアフリカ大陸の国のうちで、HIV/AIDSの流行に対する国家的な対策が、効果的であっ
た国のひとつである。1986年の内戦の後のムセベニ政権がエイズ対策を掲げ世界のエイズ研究者
が集まり、新しくHIVに感染する割合が劇的に低下した。1990年代初期のHIV感染率は18.5%と推
測されたが、2002年には5%にまで減少した。しかし婚姻外の禁欲や夫婦間の貞潔などの純潔教育
を推進した甲斐あって、最新の統計では約7%に増加している。2013年12月には性的興奮を促す商
品や行動などを違法とする「反ポルノ法案」が国会で可決された。[6]

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年10月10日11:12

samndhraさんがリツイート 

菊田邦洋 @palaiso9 · 6時間 6時間前 

世界に驚き！Indonesia／イ・豪合同研究チームきのう９日、南スラウェシ州マロス県の洞窟壁画
が少なくとも約❹万年前に描かれたと調査結果を英ネイチャーに発表。インドネシアが人類の芸

術における発祥地の一つだった可能性が浮上。と／地元紙
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【通奏低音の旅】　２－１．　（2014年10月11日）

http://85358.diarynote.jp/201410110637204536/

【通奏低音の旅】　２－１．　（kenya dance
）

2014年10月11日 音楽 コメント (4)
おはようございます。

０６：２３です。

今日から早番４連勤というちょっと地獄な日々。

（－－；）

それはおいといて、【旅】を続けましょう…
（とても【長い旅】になりそうなので、

　ナンバリングは枝番式にしました…）

てなわけで。ある意味もっとも「アフリカらしい」国…

【ケニヤ】の旅、開幕！

https://www.youtube.com/watch?v=zM3LXzJYHEI
　（＾＾）おお！

https://www.youtube.com/watch?v=Cbk3IxJq0Vs
　あれ？（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=_0Iv13tRUro
　こういうの、こういうの！♪

（マサイの女性？って初めて観た…）
　！（＾ｗ＾）！

やっぱり腰のふりふり。

（腰飾りはウガンダよりシンプル）

しゃがむ。（祈る？）

楽器が素朴。経済力や「文明化」度の問題もあるでしょうけど…
ウガンダよりもさらに「古層」の文化が、濃厚に残っていそうですね…♪

http://85358.diarynote.jp/201410110637204536/
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https://www.youtube.com/watch?v=_0Iv13tRUro


https://www.youtube.com/watch?v=cHe4wb6xgE0
　色彩センスが素晴らしい！

（１７分目からドゴン族と同じ？ダンスが出てくる！）

（これは今日はちょっと観る時間がない…★）
https://www.youtube.com/watch?v=Tbwe012vKhM
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年10月11日6:40
マサイの【歌垣】（合コン）ダンスって初めて観た！

なんて衣装の美しいこと。女性たちの誇らしげであること！

　！（＾ｗ＾）！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年10月11日6:43
ん〜（〜〜；）★

でも「観光ショー」なのか…（〜〜；）

年配者にはクツジョクなんだろうかなぁ…

（タスマニアのように絶滅させられるよりは百倍マシだけど！）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年10月11日7:03
インドやミャンマー系の衣装も出てくるけど、移民（住民）なのかな？

「フェスティバルに招待」された参加者のかな…？

https://www.youtube.com/watch?v=cHe4wb6xgE0
https://www.youtube.com/watch?v=Tbwe012vKhM
http://85358.diarynote.jp/
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【通奏低音の旅】　２－２．　（2014年10月12日）

http://85358.diarynote.jp/201410120657001293/

【通奏低音の旅】　２－２．（KENYA Music ）
2014年10月12日 音楽 コメント (3)
「今日は昨日の続き」の

https://www.youtube.com/watch?v=cHe4wb6xgE0
１８分目から視聴しはじめて、

現在こちらに突入。

https://www.youtube.com/watch?v=uijjhBMQswI
おや、順番が逆だったようですね…
（＾＾：）

（ついでにツマンナカッタので１４分目まで飛ばしたｗ）

ていうか、今朝は悠宙舞がやたら遅い（重い）のは、地震前兆か…？？
（－－；）

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年10月12日6:57

不正選挙監視団 @rigged_election · 17分 17分前 

自然放射線と人工放射線には人体に対して明らかに逆の作用があるようだ。生物は長い間自然放

射線と共存してきた。その共存の中で生物は驚くべき能力を獲得した。自然放射線のストレス

はDNA修復作用を持つに至った。しかし人工放射能は人体に害しかない。癌治療に人工放射線を
当てるのは狂気の沙汰だ
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年10月12日6:59

不正選挙監視団 @rigged_election · 49分 49分前 

三宅洋平さんが言っていたフラットな社会、上下関係やピラミッド構造ではない緩やかな横の連

携で繋がった社会に強く共感した。相手がどんな人でも尊重し敬わなくてはならない。相手をバ

カにしたり蔑む社会は自分もそう扱われる社会だ。そこに愛はない。愛のある社会は誰もが等し

く大切にされる社会だ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年10月12日8:39
昨日に引き続き「既に起こっている」感が満載。

「腰」と感じるので福井あたりか？
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【通奏低音の旅】２－３．　（2014年10月15日）

http://85358.diarynote.jp/201410151937354169/

【通奏低音の旅】２－３．（やや脱線の旅。）

2014年10月15日 音楽
　

ふつうに日本語で「ケニア　音楽」と検索したら、探しているジャンルとはビミョウに違う音

楽シーンにヒットしてしまいましたが、これはこれで好きです♪

https://www.youtube.com/watch?
v=4MdxCYg8pcE&list=PLiN9os32Yyz5MWhtm14BdjpUcdGUc5beB&index=1

…う〜ん…（〜〜；）
晩年のマイケル・ジャクソンのような、

イタイお姉さんが…（－－；）
https://www.youtube.com/watch?
v=4MdxCYg8pcE&list=PLiN9os32Yyz5MWhtm14BdjpUcdGUc5beB&index=2

…うーん…（－－；）

しかし「成金趣味」で、「欧米コンプレックス」丸出しの、

イタイ「音が苦」群だな…

ｗ（－－；）ｗ

お♪　好み好み♪

https://www.youtube.com/watch?
v=4MdxCYg8pcE&list=PLiN9os32Yyz5MWhtm14BdjpUcdGUc5beB&index=3
https://www.youtube.com/watch?
v=6QpufKCxhqo&list=PLiN9os32Yyz5MWhtm14BdjpUcdGUc5beB&index=7

…色彩センスが独特だなぁ…☆

おぉ♪　これこれ♪
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https://www.youtube.com/watch?
v=ugxlZnJ_QFI&list=PLiN9os32Yyz5MWhtm14BdjpUcdGUc5beB&index=10
こういう「庶民の日常音楽」が、視聴したかったわけです♪

　（＾ｗ＾）ｇ

…これは「マイケル・ジャクソン追悼」音楽らしい…
https://www.youtube.com/watch?
v=ttdU19Kwce8&list=PLiN9os32Yyz5MWhtm14BdjpUcdGUc5beB&index=15
（やはりブラックピープル当事者にとっては、

「名誉白人」気取りの朝墓なイエロージャップの感想とは、

また違う感慨があるんだろぉなぁ…）

https://www.youtube.com/watch?
v=74I6oBt63yo&list=PLiN9os32Yyz5MWhtm14BdjpUcdGUc5beB&index=16
伝統化粧が美しい…

そして森林！（＠＠）！山脈ッ！

…もしかして、ケニヤの高地って…

移住の穴場…？？（＠ｗ＠）？？
 

https://www.youtube.com/watch?v=ugxlZnJ_QFI&list=PLiN9os32Yyz5MWhtm14BdjpUcdGUc5beB&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ttdU19Kwce8&list=PLiN9os32Yyz5MWhtm14BdjpUcdGUc5beB&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=74I6oBt63yo&list=PLiN9os32Yyz5MWhtm14BdjpUcdGUc5beB&index=16


http://85358.diarynote.jp/201410152054182132/

「びあん」歌？

2014年10月15日 恋愛 コメント (2)
アフリカの一部の遊牧民族？では、

「女性同士の結婚もアリ」だと、

たしか小学生の時？に読んだ記憶があるけど…＞
http://www.comicpark.net/readcomic/index.asp?
content_id=COMC_ASG01078_SET
http://www.comicpark.net/readcomic/index.asp?content_id=COMC_ASG01078_001

どうもこの歌は「女性同士の恋愛のもつれ」の歌らしいけど…
https://www.youtube.com/watch?
v=gcFfSGdbcjQ&index=17&list=PLiN9os32Yyz5MWhtm14BdjpUcdGUc5beB
ことばがぜんぜんわからん（＾＾；）

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年10月15日20:58
あ？　画像が出てない？

けど、右肩をクリックすると

『ファンション・ファデ』につながります…（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年10月15日21:08
「われわれは、われわれの習慣を大切にする。

　ゆえにあなたがたの習慣も重んじる」

「ヌエル族じゃ女同士が結婚するなんてよくあることよ」
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…（＾＾；）…いま知った！

けど、私、ずいぶん前から、「少女漫画で」

基本の「思想性を涵養」されていたんだなぁ…ｗｗｗｗｗ
 



【通奏低音の旅】２－４．　（2014年10月15日）

http://85358.diarynote.jp/201410152144219009/
【通奏低音の旅】２－４．（ここなら、りす棲める！？）

2014年10月15日 音楽 コメント (1)
　

お！（＾＾）！まさに、

こんなのが視たかった！♪

https://www.youtube.com/watch?
v=tImdHmzIasU&index=25&list=PLiN9os32Yyz5MWhtm14BdjpUcdGUc5beB

…りすが棲むのは大変かねぇ…（＾＾；）
https://www.youtube.com/watch?
v=hmwsvvXOJoY&index=26&list=PLiN9os32Yyz5MWhtm14BdjpUcdGUc5beB

でも、すてきな国だ！（＾＾）！

おや大変。（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=grvWwhJIIYc&index=266&list=UUgnGMvv6aeuVKlsewuxu-vw
https://www.youtube.com/watch?v=X3yRFjhwtUY&list=UUgnGMvv6aeuVKlsewuxu-vw&index=267

碧の豊かな地域もちゃんとある！

（ここなら、りす棲める！）

河が流れていて、雨も降る。鉄路があって、街もある。

そして音楽！

十分すぎる！（＾ｗ＾）！

…て、え〜…（〜〜；）…★
http://ameblo.jp/scckenya/entry-10897084892.html
（＝＝＃）

じゃ、これを読んで、「ケニアの旅」は終えることにする…★
http://www.47news.jp/hondana/bunmei/article/6.html
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…次、行こう。次ッ！！（－－＃）★

…と、いいつつ、まだケニア…ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=SKEZTyDH1SU&list=UUgnGMvv6aeuVKlsewuxu-
vw&index=267

みんな、踊る、踊る！♪

…ケニア人は総じて気が長いというか、体力勝負ということが判明…

　ｗ（＾◆＾；）ｗ

なんだコレ、「動画５７２本」「すべて観る」の罠にはまってた…ｗｗｗｗ
https://www.youtube.com/watch?v=EP9ydpTXS5M&index=270&list=UUgnGMvv6aeuVKlsewuxu-
vw
（しかも１本１本がだだ長い！）

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年10月15日22:00
うん。しかし、悠宙舞のおかげで、

「アフリカ避難移住」のセンは十分「アリだ」ということが判った…。

よく知りもしないで可能性を最初から排除していた自分の不明を反省してお詫びしたい。

（ただし、エボラが収束すれば、の話だけどね…＜移住。）

https://www.youtube.com/watch?v=SKEZTyDH1SU&list=UUgnGMvv6aeuVKlsewuxu-vw&index=267
https://www.youtube.com/watch?v=EP9ydpTXS5M&index=270&list=UUgnGMvv6aeuVKlsewuxu-vw
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【通奏低音の旅】２－５．（2014年10月15日）

http://85358.diarynote.jp/201410152328144633/
【通奏低音の旅】２－５．（笛の音色が「ぴ〜ひゃらら♪」…！）。
2014年10月15日 音楽
　

しつこくまだケニア。

https://www.youtube.com/watch?v=A_FvOMQecLA
「伝統芸能」（ルーツ音楽）の旅に戻りました。

…女の子がスパッツ履いてるのが、現代風で笑えるｗ

笛のぴ〜ひゃら音階が、日本の祭囃子の竹笛とそっくりじないですか…？？

（日本の「ヒョットコ・おかめ」のような、招福笑芸らしいな？）

衣装の種類と踊りの所作の種類が豊富かつ多彩です。

多民族・多言語で、かつ、歴史の長い地域だ？

（そして男２人＋女３人で１組…に、なにか意味があるのかな…？？）

…これはどう聴いても「日本の祭囃子」…
https://www.youtube.com/watch?v=bRZyqnacoHo
　！（＠＠；）！

（なんかメロディラインが「おちゃらか」とかみたい…？？）

http://85358.diarynote.jp/201410152328144633/
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【通奏低音の旅】３－１．　（2014年10月16日）

http://85358.diarynote.jp/201410160826183406/
【通奏低音の旅】３－１．…「こんな政治家が欲しいわけです」…。！（＠＠；）！
2014年10月16日 音楽 コメント (4)
　

おはようございます。

タンザニアにやってまいりました。

まずは歓迎のダンス…の、

「準備体操から。」だ、そうです…ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=FKgGYGDUVlA&list=PL1C6E4BB983AEE7FC

びっくり。（＠ｗ＠；）

楽器が、「バリのガムランの原型」そのもの。ですね…♪

ウガンダやケニアに比べて、ダンスの動作がずいぶん複雑です。

リズムも複雑。

バリの「海洋性リズム」の片鱗が聴き取れますね…

https://www.youtube.com/watch?v=IguGugvhC-U&index=2&list=PL1C6E4BB983AEE7FC
そして歌詞（メッセージ）が、哲学的というか、宗教的というか、「政治的」というか…

「原始共産制」的…？？

（＠＠；）

う〜ん…なんて高い「精神文化」（そしてユーモア！）のある国なのかしら…

よし！　りすはタンザニアに棲むかな…？？？？

 
編集する

 

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年10月16日8:39
「ダルエスサラームの借家に住む標準的な主婦」

「例えば６部屋ある標準的な家の場合」…

（＠＠；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年10月16日8:40
そして貧民と見栄っ張りに、向けるまなざしが優しいね…♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年10月16日8:45
スワヒリ語はまったくわからないけど（＾＾；）

タンザニアの音楽文化は素晴らしい！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年10月16日8:46
そしてタンザニアの女たちには「離婚の自由」があり、男どもより立場が強いらしい…

３曲目ｗｗｗ
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【通奏低音の旅】３－２．　（2014年10月17日）

http://85358.diarynote.jp/201410170809018496/
【通奏低音の旅】３－２．（すべての踊りは世界に通ず…）
2014年10月17日 音楽 コメント (1)
　

おはようございます。０８：００ジャストの目覚まし携帯時計が鳴っています。

今日は休み。札幌は雨。

外気温１２℃。室温１５℃。寒いですが半纏とひざかけ防備で、体温を下げないよう気を付けて

机の前…

実は机前に座ってからすでに１時間経過。（＾＾）

昨日は出勤前に横目で眺めていただけだったキアンドゥの動画の字幕をもう一度ゆっくり読み直

してしまいました…（＾＾）

経済的には大変なのでしょうが、こういう若い人がいるなら大丈夫ですね、この国…。

てことで、今日は２曲目…
https://www.youtube.com/watch?v=cukX4AsYMUk&list=RDFKgGYGDUVlA

ずいぶん大人数の、派手な舞台。（＾＾）

むしろアラブやインドまで共通の、

大がかりな興行技芸音楽団の原型に育ってますね…

（衣装がとてもステキ♪）

踊りの所作は日本のお祭りの「オカメ踊り」と、よく似ていると思います…

　（＾ｗ＾）ｇ

https://www.youtube.com/watch?v=osdsQE73BSM&index=2&list=RDFKgGYGDUVlA
もうだめ。好み！（＾＾）！

すぎてほかの作業が手につかない…ｗｗｗｗ

衣装の意匠が苗族（中国南部）に似ている！

https://www.youtube.com/watch?v=RQtRKqnuqvc&index=2&list=RDFKgGYGDUVlA
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https://www.youtube.com/watch?v=osdsQE73BSM&index=2&list=RDFKgGYGDUVlA
https://www.youtube.com/watch?v=RQtRKqnuqvc&index=2&list=RDFKgGYGDUVlA


出雲神社？とかで観た奉納舞の所作によく似ている…
https://www.youtube.com/watch?v=LoJvTk6tUTU&index=7&list=RDFKgGYGDUVlA

てか、出雲の阿国の「歌舞伎踊り」の原型なんじゃないか、これは？

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年10月17日8:40
…なるほど…（＠＠）

アフリカから来た旅行者が、「日本の伝統芸能」を見聞きすると、みょおーーーに大興奮するの

は「エキゾチック」だからなのかと思っていたが…

「海のかなたの日本に、われわれの音楽が伝わっている！」ことに、感動してたのか…

　（＠＠）

https://www.youtube.com/watch?v=LoJvTk6tUTU&index=7&list=RDFKgGYGDUVlA
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この隊だけは存続してよし！ｗｗｗ　（2014年10月17日）

http://85358.diarynote.jp/201410170941502737/

ヒョットこしたりして…ｗｗｗ
2014年10月17日 笑い
　

前項参照で（＾＾）比較検証用の「神楽の動画」を探していて脱線ｗｗｗｗ

まぁ、騙されたと思って笑いましょう…ｗｗｗ
https://www.youtube.com/watch?v=jvJkCDffiA8

https://www.youtube.com/watch?v=RWGEFdxz-Gc
いやこりゃ、名人芸だわ…！

タンザニアより、むしろケニア直通？

https://www.youtube.com/watch?v=cFQX_q1RPHA
https://www.youtube.com/watch?v=epLFvgFa-zc

なんだこりゃｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=yu_oKPViqpQ

自衛隊なんかぜんぶ要らねぇやと思っていたけど、

この隊だけは存続してよし！ｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201410170941502737/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=246
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【通奏低音の旅】３－３．　（2014年10月17日）

http://85358.diarynote.jp/201410171119321384/
【通奏低音の旅】３－３．（脱線転覆頓服往復ｗ）。

2014年10月17日 音楽
　

ちかごろ何故かヨサコイ（鳴子踊り）ソーランなるものが天下流行ですが。

日舞の基本は「扇舞」…
https://www.youtube.com/watch?v=u-fYQztcI-Y
と、私は思っているので、

「腰落とし」と「扇踊り」の日舞群舞団にストリートを席巻していただきたい…と、ぜひ。

　（＾ｗ＾；）

…なるほど、アフリカ系の人は、こういうのを日本の、

「トラディショナル」（伝統的）というより、

「トライバル」（部族的）ダンスと思って、

「親近感」を覚えて大喜びするわけだ…♪

…てなわけでタンザニア旅行に戻りますが…ｗｗｗ
https://www.youtube.com/watch?v=YdoE1hD7s8k
https://www.youtube.com/watch?v=DOdHFOiM9d0

これ、音だけ聴かせて「どっちが日本でアフリカか」とか、

「音源（国籍）当てゲーム」とかしたら、宴会が盛り上がりそうだなぁ…♪
https://www.youtube.com/watch?v=BxIEuYbhnSw
https://www.youtube.com/watch?v=YZ21pniTvp0
https://www.youtube.com/watch?v=YZ21pniTvp0

（おまけ映像♪）

https://www.youtube.com/watch?v=n9DEqVaabcg

…えっ（＠＠；）…！
（寒いんだ！？　タンザニア…！！！！！！！）
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ぐっじょぷｗ

https://www.youtube.com/watch?v=OWJrOh79yUg
https://www.youtube.com/watch?v=THTY05gyvPA

https://www.youtube.com/watch?v=OWJrOh79yUg
https://www.youtube.com/watch?v=THTY05gyvPA


【通奏低音の旅】３－４．　（2014年10月17日）

http://85358.diarynote.jp/201410171228251146/
【通奏低音の旅】３－４．（聖母の平和…）
2014年10月17日 音楽 コメント (2)
　

タンザニアの伝承舞踊の旅に戻ります…。
https://www.youtube.com/watch?v=6Yhwn-DfNgI

衣装が美しいなぁ…アネモネの花のようだ♪

音階の無限の繰り返しに、「海洋音楽」の片鱗がみえる。

太平洋全域と、おそらくインカ帝国の、

衣装や踊りの原型が、この地域から発していったのがよくわかります…

ウガンダやケニアの「基本の腰ふりケツふり」ダンスに、

腰の横ふりと足踏み・足蹴り？が加わって、

人類として一歩進化？したダンスになっているのが、タンザニアの特徴かな…

衣装も布ベースで、ゆったりしたアラブやインド衣装（天衣無縫）の原型。

ところで背景に映っている家を視て、

「チセ（アイヌ住宅）だ！」と思った北海道人はＲＴ…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=3qQ0MCFttFc
ウガンダやケニアでは見かけなかった、

木製？の弦楽器の種類がとても豊富なようです。

箱型のやつは先日マダガスカルで視たやつの原型ですね。

ほかに、どう聴いてもケルト音階の原型じゃないかという音色の素朴な擦弦楽器もあるようです

。

https://www.youtube.com/watch?v=CSK7DzRxg2E
ナマハゲ？（＾＾；）

歌詞はどうやらキリスト教の讃歌？

「マリア・サロメ」…
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つまり「聖母の平和」を謳っているようですが…

セックスと恋愛におおらかで、女が強い。（呪術を使う！ｗ）

いいくにだ…♪

（そしてどこの国でも、男がバカなのはおんなじだ…ｗ（＾＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=2IR5GQNsrxc&list=PL0D5606A12578E406
この衣装はインドのサリーの原型としか思えないな〜…

（そして、マサイの密林亜族？のフリフリ衣装がすてき♪）

この素晴らしい国に、りすは棲める♪

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%B6%E3%83%8B%E3%82%A2
＞文化的にもスワヒリ語を公用語とし、アフリカ在来の言語が大きな役割を果たしている数少な

い国家である。

（でも、美味しく焼かれて喰われてしまうかもしれない…☆）
　https://www.youtube.com/watch?v=O0VlnQjG3z0

　！（＠□＠；）！

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年10月17日12:37
＞紀元前10世紀頃に、現在のカメルーンに相当する地域からバントゥー系民族がタンザニアの森
林部に移住した。（en:Bantu expansion）

＞イスラームの到来

　他方、7世紀にアラビア半島でイスラーム教が成立した後、アラブ人やペルシア人が東アフリカ

https://www.youtube.com/watch?v=2IR5GQNsrxc&list=PL0D5606A12578E406
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%B6%E3%83%8B%E3%82%A2
https://www.youtube.com/watch?v=O0VlnQjG3z0
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のインド洋沿岸部に渡来し、スワヒリ文明を築きあげた。10世紀頃から16世紀初頭にかけて、タ
ンザニアにはキルワ島やマフィア島、バガモヨなどのスワヒリ都市が栄えた。

なるほど、出戻ってるんだ、文化！（＠＠；）！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年10月17日12:44
そして脱アラブというかアラブ人排斥（流血）の黒歴史があったらしい…
（－－；）（西欧におけるユダヤ排斥みたいな？）

それでもやっぱり、魅惑的な土地だなぁ…タンザニア♪

＞タンザニア政治の特徴として、他のアフリカ諸国に多く見られる、特定部族による政権の独占

や民族による投票行動が見られないことがあげられる。これは、国内に特別大きな民族グループ

が存在しないこと、スワヒリ語による初等教育と、教育プログラムに盛り込まれた汎タンザニア

史などを通じてタンザニア人としてのアイデンティティ創出に成功したこと、

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


【通奏低音の旅】４－１．　（2014年10月18日）

http://85358.diarynote.jp/201410180618237960/
【通奏低音の旅】４－１．（遠くて近い国…庄内…？？）
2014年10月18日 音楽 コメント (2)
　

おはようございます。

ＰＣを開けたら０６：０８でした。

私の誕生日が６月８日なので、これは「朝から縁起の良い数だ」♪

ってことです…札幌は晴天。なごりの直射日光がちょうど室内東北の壁の上のほうに当たり始め
ました…

今日はバイト早番。土日なのでバスの時間が合いません。（てか、バスがありません…）

最近とみに筋力が衰えているので。

細菌エボラ対策も兼ねて、歩こうかな？

　（＾＾；）

とか考え中です…。

アフリカの旅は４か国目。

まだまだ名残惜しいタンザニアは「避難移住＆永住予定候補地」として今後もチェックを続ける

ことにして…。

お隣、マラウィを探訪してみましょう…

（まずは、「歓迎の一曲」！）

https://www.youtube.com/watch?v=eAINJW-FlL4
https://www.youtube.com/watch?v=06DuhvDF6PI&spfreload=1

衛生面では、厳しい国情のようですね…。
https://www.youtube.com/watch?v=q4qEiVSyIs8

あれ？これは…！（＠＠；）！
https://www.youtube.com/watch?v=Dh6C4zDSA50

http://85358.diarynote.jp/201410180618237960/
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これですか…？？（＠＠；）？？
https://www.youtube.com/watch?v=LoXsL1wrT-4

遠くて近い国、…マラウィ！

https://www.youtube.com/watch?v=ADrexUR-ZM4
（これは植民地時代の名残か…★）

https://www.youtube.com/watch?v=_YO2v0OsHP8
むしろおそらく、チベットの呪術舞踊に似ている…！！

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年10月18日6:41
新宿次郎さんがリツイート 

Ebolanlan @tamaning · 10月16日 

エボラで何人が死亡したのか？

Ebola outbreak: How many people have died?
http
://www.bbc.com/news/health-29628481 …
But 12,000 could be a better estimate.
BBCは既に1万2千人が死亡と見ている

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://www.youtube.com/watch?v=LoXsL1wrT-4
https://www.youtube.com/watch?v=ADrexUR-ZM4
https://www.youtube.com/watch?v=_YO2v0OsHP8
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2014年10月18日6:46
新宿次郎 @shinjukujiro · 10時間 10時間前 
伊坂幸太郎「終末のフール」は「数年後に小惑星衝突で、人類の終末が確実な世界」の、何気な

い人々の心理物語／エボラで「数年後に人類の終末の可能性が高い」今こそ、この小説は読まれ

るべき／その小説内でも「自暴自棄の犯罪殺人自殺で、世界人口の大半が死亡」と描写されてい

る

新宿次郎 @shinjukujiro · 10時間 10時間前 
アメリカが予備役召集。つまり「準戦時体制」であることを内外に宣言。／日頃から戦争してる

アメリカだから、滅多に予備役召集しない／アメリカは形式上は徴兵制を残してる。更に悪化す

れば「エボラ徴兵」の可能性も

きみたちには選択権がある。つまり、エボラ対策に従事して死ぬか、フクイチで被曝労働をして

殺されるかを、選ぶ権利が、だ…

ｗ（－－；）ｗ

 



【通奏低音の旅】４－２．　（2014年10月19日）

http://85358.diarynote.jp/201410190753187878/
【通奏低音の旅】４－２．「光と炎」と、「湖の国」。

2014年10月19日 音楽
　

おはようございます。

悲惨な日本の現実はかっ飛ばして、

「のんびりマラウィ滞在中」です。

（＾ｗ＾）

https://www.youtube.com/watch?v=yfSuolzZyoU

服装からすると、ケニアやタンザニアより、だいぶ涼しい。

あとびっくりしているのが、アフリカの言語って、意外に子音が多い…

ラテン語みたいに「母音が多い」のが原始言語かと思ってたんですけどね…
（＠＠）

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%82%A4
＞気温 夏:17度〜29度、冬:7度〜23度
＞国土はほとんど高原上にある。マラウイ湖の面積が国土の20%以上を占めており、国土の5分の
1が湖や川などの水域である。
＞携帯電話の所持率も10%弱、インターネット普及率も低く、90%の地域には未だ電気が通って
いない。

「世界最貧国」のひとつだそうですが…
なかなか、「りす好みの」気候と文化風土のようですよ…（＾＾）

＞2002年にウィリアム・カムクワンバが独力で発電用の風車を完成させたことは、マラウイ中か
ら強い関心を集めた。

とりあえず、原発とニホン酷【性腐】の干渉がない…！

　ｄ（＾ｗ＾；）

http://85358.diarynote.jp/201410190753187878/
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（無知は、一番の、敵だ…）　（10月20日）

http://85358.diarynote.jp/201410200853159193/

『たったひとつの冴えたやりかた』。

2014年10月20日 環境は、生命圏で、生存権。
　

（推奨音楽：https://www.youtube.com/watch?
v=8B9tz9pfKAY&list=RD8B9tz9pfKAY）

新宿次郎さんがリツイート 

shuitsu ueda @adeusy · 2時間 2時間前 
リベリアではエボラ治療施設とスタッフが絶望的に欠乏している。３千の米軍が17の
医療施設を設けるが弱体化したリベリアで運営する人員が無く、恐怖から国際支援も

遠のいている。WHOは巨額の国際支援を訴える。しかし余りの恐怖で誰もリベリアに
来ることを望まない。IMCとMSFのNGOだけだ

shuitsu ueda @adeusy · 2時間 2時間前 
リベリアではエボラ患者の僅か18%が治療を受け、隔離される。CDCはこの数値
が70%に上がらないと感染は拡大し続けると予測する。最悪の予想では来年１月にリ
ベリアとシエラレオネで患者は140万に達し、これは両国を合わせた人口の１割以上に
に相当する。恐るべきエボラ増殖炉を止めるには

shuitsu ueda @adeusy · 2時間 2時間前 
エボラが猛威をふるうリベリアで今起きている事。典型的なエボラの症状で苦しむ夫

をタクシーで治療センターまで連れて行くが、ベッドが無いと門前払いになり帰宅、

彼は腕を激しく叩き、息子の前に口中の血液を噴出し死亡した。「二度彼を病院へ連

れて行ったが、彼らは何もしてくれなかった」

…タクシーに乗せるなよ…（－－；）
息子だけでも隔離しようと思わなかったのか…
（無知は、一番の、敵だ…）

usagi-no-dance @arucyuu66 · 7時間 7時間前 
@shinjukujiro 恐らく、すでに在日米軍基地に勤務している兵士の何人かは志願兵とし

http://85358.diarynote.jp/201410200853159193/
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https://www.youtube.com/watch?v=8B9tz9pfKAY&list=RD8B9tz9pfKAY


て西アフリカに行ってると思いますよ。私、数年前まで在日米軍基地で働いていたの

で基地内の物事の管理レベルをそれなりに知ってますけど、本当に驚くほどいい加減

で雑。嘘も多い。だから怖いんですね。

usagi-no-dance @arucyuu66 · 7時間 7時間前 
米国で感染拡大しつつあるエボラですけど、個人的にはいくら成田や羽田で管理を徹

底してみても、在日米軍基地経由で日本に入り込む可能性が有るという気がしてなら

んのである。米国って「風邪ひいても市販の薬飲んで家で寝るだけ」みたいなレベル

の医療管理だもんだから、感染者の見逃し多そうだし。

新宿次郎さんがリツイート 
眉毛 @torys2005 · 7時間 7時間前 
ナイジェリアが感染食い止めた方法1/2
１，首都のスラムで感染した男性が遺体で見つかる 
２，スラムを封鎖、接触した人物と家族２万８千人を確認、 全員拘束 
３，強制的に消毒液入のシャワーで入浴させる　#エボラ

眉毛 @torys2005 · 7時間 7時間前 
2/2 
４，男性がいたスラム街を１区画ごと破壊、焼却 
５，２万８千人の２８万着の新しい衣類を提供。 代わりに全ての衣類を没収、焼却 
６，首都の近郊に新しいスラムを建設、そこに移住させる この間１週間 #エボラ

このやりかたを否定はできない現状。

「最大多数の最大幸福」のためには…

そして、日本政府はこれはやらずに（できずに）

個々の（農協単位の）生き残りにかけるしかないだろう。

中国政府はやるだろう。そして、

「それにカコつけて」、ウィグルやチベットや苗族を、「絶滅」に追い込むだろう…



新宿次郎さんがリツイート 
taiwata@ズボラ欠席熱 @taiwata · 8時間 8時間前 
厚労省、エボラ疑いに「大きな病院に行け」というなら、まず「大きな病院向けに対

応を前もって指示しておくべき」やろうよ、もちろん財政的支援も含めて。防護装備

はかなり高価になる。対応、責任、防護装備含めて「大きい」病院に丸投げか。



通奏低音の悲劇】（＞＜ｐ）　（2014年10月20日）

http://85358.diarynote.jp/201410200910248013/
通奏低音の悲劇】（＞＜ｐ）

2014年10月20日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

 

rima @risa_mama117 · 3分3分前 
ウガンダ："マールブルグ出血熱"が発生——エボラと類似の感染症 | 国境なき医師団
日本 http://www.msf.or.jp/news/detail/headline_1748.html …

「マールブルグ出血熱は、エボラ出血熱と同じフィロウイルス科に属するウイルスの

急性感染症で、致死率が高い。感染の形態や症状もエボラに似ている」

buzzNews(バズニュース)【公式】 @buzz_news_ · 10月15日 
【致死率88%】エボラ出血熱の感染拡大の裏で、「マールブルグ出血熱」の感染拡大
が懸念

http://buzznews.asia/?p=109353 

エボラに備えるナマズん♥JC2 @NAMAZUr · 10月17日 
東アフリカで「エボラ出血熱」に続く脅威『マールブルグ出血熱』による犠牲者が

発生。致死率が８０％　脅威の病気

http://garema.jp/newsDetail/5610/ …

エボラは始まりに過ぎなかったのです…。

参照　http://85358.diarynote.jp/201410090843297910/

お見舞いの一曲…（ＴへＴ；）
https://www.youtube.com/watch?v=atxyOCHFd8U&index=3&list=RD8B9tz9pfKAY

岩田健太郎 @georgebest1969 · 10月17日 
DCCからウイルス性出血熱診療の手引きが出ました。メンタルヘルスやDICの治療、
医療者が過剰労働にならない工夫など、細かいところに従来の日本のガイドラインと

の違いを感じます。イケテます。素晴らしい。

http://www.dcc-ncgm.info/topic-
%E4%B8%80%E9%A1%9E%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E3%81%AB%E5%82%99%E3%81%88%E3%82%8B/
…

国境なき医師団日本 @MSFJapan · 10月14日 
西アフリカの #エボラ 出血熱の流行が始まったのは、今春のギニアからでした。夏に
は新規感染が減少に転じ、終息間近とみられていた同国の状況が、ここにきて再び悪

化しています。

http://bit.ly/1qmVd6t #国境なき医師団 

浜崎　伊南　HAMASAKI Ina @HAMASAKI_Ina · 10月13日 
ウニグウェ医師「エボラの制圧においてナイジェリアで重要だった経験は、ラッサ熱

http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201410200910248013/
http://www.msf.or.jp/news/detail/headline_1748.html
http://buzznews.asia/?p=109353
http://garema.jp/newsDetail/5610/
http://85358.diarynote.jp/201410090843297910/
https://www.youtube.com/watch?v=atxyOCHFd8U&index=3&list=RD8B9tz9pfKAY
http://www.dcc-ncgm.info/topic-%E4%B8%80%E9%A1%9E%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E3%81%AB%E5%82%99%E3%81%88%E3%82%8B/
http://bit.ly/1qmVd6t


の管理。ラッサ熱はエボラと似たウイルス性出血熱。ナイジェリアが今のところエボ

ラ封じ込めに成功しているのは、ラッサ熱の経験があったから。

すー @Lid_51 · 10月12日 
すーによる感染病致死率まとめ

クロイツフェルト・ヤコブ病→100%
狂犬病→99.99%
エボラ出血熱→90%
エキノコックス症(未治)→84%
鳥インフルエンザ→60%
日本脳炎→20% 
腎症候性出血熱→10%
デング熱→1%
チクングニア熱→0.1%

#すーめも

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年10月20日10:24
札幌に南から吹いてくる風の

ベクレ粉塵セシウム混入度も

半端ないんだが、

いっそエボラはフクイチ隠しに過ぎないんじゃないかと

疑うレベルでみごとなほど情報がない。

(-_-#)

理性や情報解析能力ではなく、

りすの小動物な本能レベルで、

いま逃げなければ命が無いと、

走馬灯そのものに記憶を引っくり返して、サバイバルに役立つ過去ログを漁ってる。

(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年10月20日10:44
降水確率０％なのに曇り。

異様に眠い。

ぜったいナニカ来る。

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


古代大陸パンゲアがあった時から、現在までで、地球の半径は、約4000km⇒
約6400kmにまで地球は膨張しているとも言います。 （2014年10月31日）

http://85358.diarynote.jp/201410310127487977/
 
まゆ 084@mayu · 1時間1時間前 
太陽フレア連続爆発と富士山噴火 : nueq lab 
http://nueq.exblog.jp/23660352/ 
古代大陸パンゲアがあった時から、現在までで、地球の半径は、約4000km⇒約6400kmにまで地
球は膨張しているとも言います。

http://nueq.exblog.jp/23660352/


「ミトラはアフラ・マズダーと同等」／契約によって結ばれた「盟友」をも意味し、
友情・友愛の守護神とされるようになった。　（2018年8月22日）

http://85358.diarynote.jp/201808220553395393/

…「みすら」教徒…ッ！！！！！　（…沙魚…宇宙…ｗｗｗ）

2018年8月22日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=pNpTUD5LNxI
Celtic Gate (Vol.6) – Into a magical forest | Celtic Music 

（承前）。

…「ニュースの途中」でしたが…ｗ（＾＾；）ｗ

大脱線ッ☆

　　↓

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

OTL49さんがリツイート 
北欧の理想と現実 @yasemete · 8月16日 

ISISに奴隷として売られた少女がなんとか逃げ出し、ドイツに難民として来たが、

彼女を虐待していた男も難民になっておりドイツでばったり再会。

ドイツ当局に事情を話すと「彼も難民なので何もできない」

彼女は #ドイツ を離れ、今父親とクルドに住んでいる
https://twitter.com/yasemete/status/1030092185335558147

　　↑

北欧の理想と現実 @yasemete · 8月19日 

イスラム教徒が難民としてドイツに押し寄せるにつれて、中東や北アフリカでマイノ

リティーだったヤズィーディー教徒やキリスト教徒の難民が元の場所に帰り始めて

いる、というニュース。奴隷だった少女もヤズィーディー派

　　↑

…おっと！　ネタだ…！　「夢で視た」やつ…？！

…と、思って思わす検索したら…！

…ビンゴ！　…「みすら」教徒…ッ！！！！！

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A4%E3%82%BA%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC
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＞中東のイラク北部などに住むクルド人の一部において信じられている民族宗教。

＞ヤズィーディー教徒の教義は基本的に口承による。

＞ミスラ信仰等のイスラーム化する以前の諸宗教の系譜を引く、クルド人の宗教と言われるが、

元来山岳部が信仰の中心ということもあり、未だ明らかにされていない部分も多い。

＞ヤジディ教のシンボルマーク。ミスラ信仰で、太陽を神の象徴としている

＞ヤズィーディーは、信者への改宗を禁じるのと同時に、ヤズィーディーから生まれた者しか

ヤズィーディーになれないという考えがあるため、他宗教の信者がヤズィーディーに入信するこ

とも拒む。

＞周辺のイスラム教徒やキリスト教徒と結婚することも禁じられている。

＞信仰や教義は、地域によって違うものが複数伝わっている[1]。 
＞輪廻転生を教義に持ち、イスラムの教義体系からは逸脱が目立つ。

＞バラモン教にも見られるようなカースト的な階級制度を持つ（主要なカーストは三つある[7]）
。

＞ほかにも、天使マラク・ターウースの伝えられる描写は、ムスリムからすると悪魔シャイター

ンに重なる部分も多い[5]。そのため、ムスリム（イスラム教徒）から邪教扱いを受けることがあ
るとされる。

＞過激派組織の1つISILは、ヤズィーディーは多神教であるとし、ジズヤやイスラーム改宗の対象
外とするなど、いわゆる啓典の民であるキリスト教徒やイスラム教徒とはその扱いを差別化

した。 

参照

⇒http://p.booklog.jp/book/107611/read
⇒

…クルドだったのか…ッ！！

…ｗ（＾◇＾；）ｗ…☆彡

…そもそも「実在した」のか…「みとら信仰」…ｗ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%83%A9

ミスラ（Miθra）は、イラン神話に登場する英雄神として西アジアからギリシア・ロー
マに至る広い範囲で崇められた神。インド神話の神ミトラ（िम  [mitra]）と起源を同じ
くする、インド・イラン共通時代にまで遡る古い神格である。その名は本来「契約」

を意味する。 

イランでのミスラの他、インドのミトラやギリシア・ローマのミトラース（ミトラス

）についてもここで説明する。

…かなり「一致」している…

（誓っていうが、

　私の学生時代（１９７０〜８０年代）にはインターネットなどなく、

　周辺の図書館にはここまで詳細な文献はなく、当時はいくら調べても、

file:///tmp/puboo/107225/445201/book/107611/read
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%83%A9


「夢で視たミトラの神」についての資料は…手に入らなかった…☆）

参照⇒http://85358.diarynote.jp/201606151942001570/
＞「ミトラとは、何なのだろう？」　（１９８３年）

…はてさて…「物語」の紐（キープ）は、二重螺旋を描いて深化している…ｗｗｗ

…う〜わ〜ｗ　「ほぼ完全に一致」〜…！！
　　↓

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%83%A9

インドのミトラ

インド神話では、契約によって結ばれた「盟友」をも意味し、友情・友愛の守護神と

されるようになった。

『リグ・ヴェーダ』ではアディティの産んだ十二柱の太陽神（アーディティヤ神群）

の一柱で、毎年6月の一カ月間、太陽戦車に乗って天空を駆けるという。

また、同じくアーディティヤ神群の一柱であるヴァルナとは表裏一体を成すとされる

。

この場合、ミトラが契約を祝福し、ヴァルナが契約の履行を監視し、契約に背いた者

には罰を与えるという。 

イランのミスラ

「ミスラ」という語形はインドのミトラに対応するアヴェスター語形で、パフラヴィ

ー語ではミフル（Mihr）、ソグド語ではミシ（Miši）[2]、バクトリア語でミイ
ロ（Miiro）という。

古くは、インドと同じく契約・約束の神だったが、中世以降は友愛の神、太陽の神と

いう性格を強めた。民間での信仰は盛んで、ミスラを主神とする教団もあった。ミト

ラ一神教という動きもあった。 

ゾロアスター教のミスラ

ミスラは司法神であり、光明神であり、闇を打ち払う戦士・軍神であり、牧畜の守護

神としても崇められた。

古くはアフラ・マズダーと表裏一体を成す天則の神だったが、ゾロアスター教に於い

てはアフラ・マズダーが絶対神とされ、ミスラはヤザタの筆頭神に位置づけられた。

このような変化があったものの、「ミトラはアフラ・マズダーと同等」であることが

、経典の中に記され、初期の一体性が保存された。

http://85358.diarynote.jp/201606151942001570/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%83%A9


中世の神学では特に司法神としての性格が強調され、千の耳と万の目を以て世界を監

視するとされる。また、死後の裁判を司るという。

　　↑

…「ヴァルナ」さんとか「アフラ・マズダ様」とかって、

…「エルさん」のことかしら…ッ☆



…「御先祖アザラシさん」だったのかぁ〜…！

https://85358.diarynote.jp/201812222002523109/

（VSヒョウアザラシ ﾌｧｲｯ）

2018年12月22日 リステラス星圏史略　（創作） 
　

冬樹 @hithugi_yu · 12月18日 
返信先: @ctowndoggzさん 

VSヒョウアザラシ ﾌｧｲｯ
https://twitter.com/ctowndoggz/status/1074908682272423937

…「水生爬虫類」かと思ってたら…「御先祖アザラシさん」だったのかぁ〜…！
⇒http://p.booklog.jp/book/107225/read
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めも。（＾＾；）””　（2010年12月30日）

めも。（＾＾；）””
2010年12月30日 連載 コメント (1)
 
http://topics.jp.msn.com/life/column.aspx?articleid=478280

　……あはははは……☆ｗ（＾◇＾；）ｗ

　ワタクシ、「火星文明滅亡期に立ち会ったことある！」とか妄言している「前世記憶持ち」で

すが……

　なにか？

（これは昨日みつけて、ＤＮ止まっていてメモれなかったやつ☆）

　http://topics.jp.msn.com/life/article.aspx?articleid=477973
 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2010年12月30日11:07
＞火星人が生きているのであれば、火星が死の星になってしまった以上、地球上に降り立って生

活圏にしているはずだからだ。

　……えぇ。降り立って歴史を築いて……現世地球人類の祖になってるわけですが……

　なにか？（＾＾；）””
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