


『　（献辞）　(笑)　』

『　（献辞）　(笑)　』　（いつだ？先代PCを使用☆）　　
2006年12月3日 連載（2周目・地球統一〜ESPA）

　

敬愛する多戸雅之（たこ・まさゆき）

（＝津守時生（つもり・ときお））先生と、

わたしに環境意識（エコロジー）をおしえ、

生きかたを変える（さばくにきをうえる）力をくれた、

グレンフォード・A・オガワ博士　へ。
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《地球》 統一史

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《 地 球 》 統 一 史
 



『地球統一史』　（2006年4月27日）

『地球統一史』

2006年4月27日 連載 コメント (1)
 
 
　どっこい生きてる♪　タフな地球原生人種の話。

 
 
 
 
 
 
 
 

コメント

りす

2006年11月7日0:14
ヒミツ日記（相互リンクの人のみ表示）

……あら……。

意外と早く、[星暦0年4月3日]に、
辿り着いたじゃー、ありませんか……。

てか、むりやり……？　(^◇^;)＞”
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『地球統一史』　（オムニバス）　（2006年5月1日）

『地球統一史』　（オムニバス）　

2006年5月1日 連載
 
 
　と、いうことで、ちょっと戻って、『地球統一史』の補足。

　d(・_・)

　22世紀初頭に天災と人災と戦禍とウィルス禍でガタガタになってプッツンして、一度は絶滅し
たも同然の状況に追い込まれた地球圏文明ですが。スリッパで叩かれたゴキがすっかり圧死し

たよーに見せかけといて5分後にはチョロチョロ逃げ出すよーなシブトサで、じわじわと復活を果
たします、というのが歴史の概略。

　場所（生存空間）と時代（復活の段階）がおおむね3つずつに分かれます。

　場所は、地中（各国独自の核シェルター）と、軌道上（コロニー群）と、地表（南極基地とか

ド辺境の砂漠のオアシスとかアルプスやヒマラヤの谷間とか）の3パターン。（※第4の勢力であ
る「深宇宙離脱組」のその後編は、同時代ではありますが、後述する別のシリーズに入ります）

。

　そして時代の変遷ごとにシリーズタイトルを分けて、

　〜 明けない夜はないはず 〜
　　（終末直後の絶望時代）

　〜 迎夢(GAME)者たちの夜明け 〜
　　（地表に戻って生活再建）

　〜 回避する人々 〜
　　（復活を果たした文化圏同士の群雄割拠から、あわや

　　　戦乱となりそうな危機を、非戦で回避して人類統一）

　……の、3段階。d(・_・)

　わたくし的には、もちろん、「救いの手」（整体師）としての知識と経験をフル活用して「奇
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蹟の女神」とあがめられ（……いや、単なる整体なんですけどね？……）、絶大な人望を集めた
うえで、

　「絶対なんにも戦わないで、地球を統一してみせるっ!!」と、

断言して、実行して、実現した……、別名「泣き虫」のリースマリアルと、彼女の同士達であ
る「回避する人々」（歌って踊ってひたすら逃げて、武器を持たずに無血で地球を統一しよう!!　
というスローガンを掲げた団体??さん）の話を、たっぷりじっくり書きたいに、決まってるんで
すが……………………。

　いろんな地域のいろんな時代のいろんなエピソードが幾らでもあるので、チョイスして圧縮し

てオムニバス……形式だろうなぁ……。

　(^◇^;)げっ
 



（最初期…混乱期）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（最初期…混乱期）
 



『　ドームシティ・82　』　（＠高校かな？）

『　ドームシティ・82　』　（＠高校かな？）　
2006年12月4日 連載（2周目・地球統一〜ESPA）
 
　

　……時計が12時を告げ、今日も彼女の“子供たち”は静まりかえっていた。
　グランマは今日もまた優しく語り始める。

　「昔、昔、まだドームの外にも、世界があった頃のはなし……」
　

　　　　　×　　　　　×　　　　　×
　

　“閉じた球”世界、ドームシティ82。それは、最も深く、最も頑丈に、最高の技術と頭脳によって
、一番最後になって作られた世界だった。

　当時の混乱状態から見れば、信じられない程のスピードでその建設は行なわれたのだ。だが、

それでも完成するのが遅すぎた。知らせを受けとるなり各地の隠れ場所から飛び出して来た、

学者、科学者に、その家族たちの大半は、中途にもさしかからぬうちに“最後の熱風”のえじきにな
った。骨も残らず、遺言も残らなかった。

　ために、シティ82には予定の人員の10分の1すら集まらなかった。特に女と子供。シティに入っ
ていた人間の大部分が建設にたずさわっていた技術員たちだったし、若い彼らは、おおかたが独

身だったのだ。
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（年寄りたちがいうのには、世界は、ほろびたんだそうな。）

　『　（無題）　』　（＠高校かな？）

2006年12月5日 連載（2周目・地球統一〜ESPA）

　年寄りたちがいうのには、世界は、ほろびたんだそうな。

　してみるとここにいるオレたちは、なんだろう。

　ユーレイかな？

　いや、幽霊ならほかにいる。化けものも、死肉喰らいもいる。

　草原にいないものといったら、生きてる人間くらいだ、

　ってのが、婆さんたちの愚痴をやりすごすときの

　オレの冗談なんだけど、

　「じっさい、昔はもっともっと居たもんだ」

　トラムばーさんときたら、しつこく食いさがる。

　けっ。

　知るかよ。

　一部族、二百人もいたら十分なんでないかい？

　それも役にたたない前世紀の遺物（ってのがなんだかオレは知らないが）ばっかりゴロゴロし

やがって、アルマゲドンだかの後に生まれたやつっていや、オレをかしらに数えるほどしかい

ない。

　年寄りどもを、やしなってくのも大変なんだぜ。
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『 太陽の猫 by 土岐 真扉（とき・まさと)　1　』

『 太陽の猫 by 土岐 真扉（とき・まさと)　1　』
　（＠専校…だと思う。同人誌『夢節操』？号所収の既発表原稿）　
2006年12月1日 連載（2周目・地球統一〜ESPA） コメント (1)
 
 
（＾＾）すいません。

ここにあった内容は、下記へ移動しました☆

http://p.booklog.jp/book/108964/read
『 太 陽 の 猫 』

有料です。（＾＾）

１００円です。（＾＾；）

【 投 げ 銭 】大 歓 迎 で す…ッ☆ｗｗｗ

参照：http://85358.diarynote.jp/201608101341583133/
GO to SPACE on MY hands...♪　（詐欺業宙）ｗ
2016年8月10日 リステラス星圏史略　（創作）
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（中期…群雄割拠な中世）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（中期…群雄割拠な中世）



『　昴・伯礼亜　（すばる・はくれいあ）　　1．　』　（＠中学か高校……の、たぶ
ん「夢日記」☆）

『　昴・伯礼亜　（すばる・はくれいあ）　　1．　』　（＠中学か高校……の、たぶん「夢
日記」☆）　

2006年12月6日 連載（2周目・地球統一〜ESPA）
 
　

1．時代不詳。かの大地震以来『大東京荒野』と化した地での物語。
　

　初め荒野には“隠雀（インジャン）”と呼ばれる赤銅色に日焼けした男たちが砦城を築いて原始共
産制めいた暮らし向きで住みついていたが、ある日“捕吏司（ポリス）”の1団がその地を占有する
ためにやって来て、戦いになる。（捕吏司は白面赤髪）。古典的武器ながらも人数と戦意でまさ

る隠雀側の勝ちかと見えるが、2度目の攻撃に物量作戦を敷いた捕吏司国に敗退する。戦士の大半
を捕え、丸腰にむいたまま占拠した砦に凱旋して来る捕吏司たち。

　ちょうどその頃、風の吹くままという感じでふらりと砦城に現われたなり、居ついて隠雀たち

と生活を共にしていた、小柄な黄色の女性がいた。彼女はやがて若き勇士ベルガを恋するように

なるが、そんな平和な日々に捕吏司による破局がおとずれる。

　「武器はなくても戦える。」

　奇しくも、丸腰のまま連行されるベルガと、日本人なのに、かどわかされてここにいたと訴え

て救いを求めると見せかけ、捕吏司側の総大将を刺殺した彼女とが、仲間たちに向けて呼びかけ

た言葉は同じだった。

　勢いを盛り返すかに見えた隠雀たち。だが捕吏司を追い払い、疲れ切った彼らの所へ、新たに

攻め寄せて来たのは“皇帝”の兵だった。
　あっさり全滅させられる戦士たち。生き残った者たちをも『劣等人種』として量殺されようと

して、“皇帝”に身を投げ出した彼女。
　そうしてそこから隠雀たちの長い歴史が始まるのだ……。
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『　昴・伯礼亜　（すばる・はくれいあ）　　2．　』　（＠中学か高校……の、たぶ
ん「夢日記」☆）

『　昴・伯礼亜　（すばる・はくれいあ）　　2．　』　（＠中学か高校……の、たぶん「夢
日記」☆）　

2006年12月7日 連載（2周目・地球統一〜ESPA） コメント (1)
　

 
2．十数年後。隠雀族出身の戦奴として飼われている戦士ベルガ。
　

　かつての砦城地には今、皇帝の広壮な“総督行政府”が構築され、一応の完成と更なる拡張を祝っ
て今日は盛大な祝典の張られる日である。ベルガも常の獄舎から連れ出されて、総督府の前庭で

、かつて隠雀の男達の腕前を誇りあう儀式であった“バッファローならし”を、久方振りに実演させ
られる手筈だった。

　その事を聞きつけたすばる、「食わしておくれ」と云ってどこからともなく現れ、後宮の下働

きとして生活しているまだ幼い少女だった。周囲の下女たちも殆どが穏雀族である。そろって同

族の拳闘士に声援を送りながら、時折り夜の酒宴にそなえて美女狩りにやって来る下級捕吏司た

ちの目をさけ、応援と非難とに使いわけるしきたりの、真ン中で赤と黒に染めわけられたヒモを

数本集めてその場を抜け出す、すばる。『貧民・隠雀族 立ち入り禁止 』の場所をかいくぐってベ
ルガの姿を捜す。

　いない。

　やっと場末の小さなオリに他の隠雀たちとつながれているのを見つけ、「ベルガさまは今日

のバッファローならしにお出になりますか。もしそうなら、わたしを助手にして下さい！」「勝

算はあるのか」「はい。」それで全ては通ずる。全国に散らばった隠雀とそのシンパを集めて反

乱を起こすとすれば、その首謀者たりうるのは今ではベルガしかいないのだ。（その割には粗末

な扱い。）

　

　けれどそんな2人の会話から意図を察した番兵が1人いた。彼は外見（怪我の跡か何かを赤い毛
糸帽で隠している）から性的なコンプレックスに陥っており、孤独で、思想的に仲間とも上手

くやっていけていない。

　ベルガの出番を待ってブラブラし始めた美少女・すばるに、「寝てくれとはいわない。一緒に

風呂に入って、体を洗わせてくれるだけでいいんだ。」　引きかえにベルガ逃亡の協力を申し

出る。

　「だってあなたを信じていいの？」　問い返す、すばる。

　信じ、そして、「少し待っていて。」

　中央広場へ向かって駆け戻って行くすばる。途中で“皇帝”の御車が着く。ひれふしながらも、じ
っと見守り。だが祭りもたけなわになる筈が、誰か重要人物の死、仮葬儀ということで、見物人

http://76519.diarynote.jp/200612100006270000/
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たちは急遽、もがり場へ参列せねばならない事になる。事態の変化。

　様子を見定めた すばる は、作戦変更をつぶやいて再び後宮下女だまりへ。古着と例のヒモを編
んでロープにしたものをいくばくか、集めて、ベルガのもとへ戻る。

　出入りの人気の無くなった今では、ベルガを人知れず連れ出す事は不可能だった。しかし番兵

の多くも仮葬に狩り出されて行ったので、例の青年ともう1人の他は誰もいない。青年はすばるの
姿を見つけるなり、もう1人を殴り殺してしまった。
　安全な処理法を知っていると云って下水溝へ流す青年。小雨がふりはじめる。すばる、「この

人にも親兄弟がいるわ。」　めいふくを祈る。

　ひとまず青年の宿舎（もしくは兵員専用のセルフサービスの淫売宿）に身を隠したベルガとす

ばる、青年。すばるは例のヒモになにごとか書き記し、こよりにして、他の数本と共に何か複雑

な形の編目に編みあげる。

　青年が外へ見回りに行っている間に　　「その間にあんたたちが逃げちまったらどうする」「

あたしはあなたを信じたわ。あなたはあたしを信じてくれないの？」　　自分の服を脱ぎ捨てて

古着の包みを作り、その中に例の編目をも入れて、地図を広げ、

　「側門から1〜2kmのところに小さな街があるわ。その街の、ここよ、“がるもん”という店の裏
口から入って、『すばるの洗濯物を届けに来た』と云って頂戴。後はそのバーテンが全て望みを

かなえてくれるわ。」

　ベルガは娘の予想外の能力に驚きながら、「おまえはどうするのだ。」

　「いっしょに行っちゃったらあの人との約束が果たせないでしょ。かといって待っててもらっ

たらあなたが逃げそこねてしまうかもしれない。」

　「なぜそうまでして、おれを逃がしてくれる？　おまえは隠雀ではあるまい。」

　「隠雀よ。少なくとも心はそうだし。本当にそうなる筈だったわ。本当は、わたし、あなたの

娘として生まれるのだったかもしれないの。」

　驚きながらもベルガは去って行く。

　青年、全裸でいるすばるを見て、「本気にしなくてもいい。」

　すばる、「何故？　約束は約束だわ。」

　おずおずと、すばるを愛しながら、自分も“彼ら”の仲間に加わりたいが、1兵卒とはいえ皇帝の
兵ではスパイと思われるのがオチだろうという青年。すばるは青年の手に入れて来た上物の服に

手を通しながら、「“仲間”にしてあげる。」
　

　詰所に行って名乗る名は、

　昴（すばる）・白礼亜・跡見来流（アトミラル）……。
　

　

　

.
 



 

コメント

りす

2006年12月10日0:36
＞美少女・すばるに、「寝てくれとはいわない。一緒に風呂に入って、体を洗わせてくれるだけ

でいいんだ。」

1．当時のコメントに、「はっきりいってロリコン！」と
　　記入してあります。

　

2．……「夢日記」の内容が、こういうシロモノだって……、
　　どぉぉぉいう!!　「中学生」なんだよ………………？？

　　｜｜｜｜｜(-_-;)｜｜｜｜｜｜~~~~~
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（ マリー・アン・ドリーム ）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ マリー・アン・ドリーム ）
 



（ リーシェンソルト ）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ リーシェンソルト ）
 
 



（　地下都市・孤立都市群 ）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（　地下都市・孤立都市群  ）
 
 
 
 
 



『　ブルーエスト・ブルーレイン　〜不機嫌な愁雨〜　』（＠1995.07.07.）

『　ブルーエスト・ブルーレイン　〜不機嫌な愁雨〜　』（＠1995.07.07.）
2006年12月8日 連載（2周目・地球統一〜ESPA）
 
 
　「シュウ」という彼の名前には「愁いの雨（ブルーレイン）」という意味の文字をあてると聞

いた。正確な発音は「シュウ・ウ」だ。シャレててイイと思うんだが、本人はこの名前を嫌う。

アル中だった日系の母親が産辱で息を引きとる寸前、最後に呟いた言葉から付けられたってんだ

から、由来を聞けばまあ無理もない。もとより父親が誰かなんぞ娼婦の息子に知るすべはない。

結局、彼はMドームの施設で十四歳まで育った。

　牧　愁雨（まき・しゅうう）

　アダン・マックギルベリー
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（　草の民　風の民 ）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（　草の民　風の民  ）
 
 
 
 



『　アイン・族（ヌウマ）　』　（＠中2？）

『　アイン・族（ヌウマ）　』　（＠中2？）　
2007年1月22日 連載（2周目・地球統一〜ESPA） コメント (1)

　アイ・ヌー族

　

　アイン・族（ヌウマ）

　

　始祖はアイヌであろうと思われる

　長年にわたって北海道・千島付近に強力な国家を保持し、

　外部との接触をこのまない

　独立心おうせいな種族で

　あったが、50年前に
　リースマリアルによって地球統合

　政府と合併した。

　特長として　髪が灰色からうす茶で

　瞳が青みがかった灰色、

　色が白くヨーロッパ的な骨格を

　持っている
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『草の民、花の民』。 2014年11月28日

『草の民、花の民』。

2014年11月28日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
 

この曲（かってに）もらった…っ♪
https://www.youtube.com/watch?v=8KTVQsfyCHM&index=10&list=RD6oHGUr6HEow

（だってニッポンって「可住地域が残らない」もの…
（－－＃）

　中学生の頃の予知夢で視て、気候とかから「静岡？」と思ってた、

「先住民族が信仰と伝統的スローライフを護っている地域」って…
（http://76519.diarynote.jp/200704280238100000/ ）

　たぶん、台湾だったんだわ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=FbCXt0cAo08&list=RD6oHGUr6HEow&index=11

（「漢字文化圏」だし、同じ「平たい顔族」だし、肌の色はいっしょだっ☆）

https://www.youtube.com/watch?v=OqYAxU_si-E&index=12&list=RD6oHGUr6HEow
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月28日9:58
さて。今日は（さいきんしょっちゅうですが）完全に、

「何をするべきなのか勘が定まらない」（アタマが働かない）ので…

「逆転の発想」で…ｗ

ふだん「一番後回し」にしたまま、のところから、手を付けてみます…ｗｗｗ
 
 
 
 

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


人物小史／アークタス， サエム＝ラン　（＊創作＊）2009年9月6日

人物小史／アークタス， サエム＝ラン　（＊創作＊）
2009年9月6日
リステラス星圏史略　（創作）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　サエム・ラン＝アークタス　＞　蘭　冴夢（らん・さえむ）
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人物小史／アークタス，ヨセフィア・ラン　（＊創作＊）2009年9月18日

人物小史／アークタス，ヨセフィア・ラン　（＊創作＊）

2009年9月18日
リステラス星圏史略　（創作）

 
　ヨセフィア・ラン＝アークタス

　地球再統一政府（テラザニア）所属。民族統合に異を唱える《草》一族の反乱懐柔のため使者

兼「人質」として極東地方の草原国に赴く。最後の宗主〈蘭家の冴夢〉の英断により降嫁先（夫

）として選ばれる。サキ・ラン＝アークタスとサユリ・ラン＝エフレモヴナの父。

　

　テラザニアの極東シゾカ市に移住後、選出議員として数度の閣僚入り。後年は未成年禁酒法や

合成麻薬取り締まりなど民事厚生分野で手腕を振るい、人望を集めた。

主な登場（予定）作品：

「地球統一史」ならびに

「エスパッション・シリーズ」

※参考：

　http://76519.diarynote.jp/200612150149370000/　等。
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アークタス，　ヨセフィア・ラン　(2011.02.08.）

アークタス，　ヨセフィア・ラン

　ヨセフィア・ラン＝アークタス

　地球再統一政府（テラザニア）所属。民族統合に異を唱える《草》一族の反乱懐柔のため使者

兼「人質」として極東地方の草原国に赴く。最後の宗主〈蘭家の冴夢〉の英断により降嫁先（夫

）として選ばれる。サキ・ラン＝アークタスとサユリ・ラン＝エフレモヴナの父。

　

　テラザニアの極東シゾカ市に移住後、選出議員として数度の閣僚入り。後年は未成年禁酒法や

合成麻薬取り締まりなど民事厚生分野で手腕を振るい、人望を集めた。

主な登場（予定）作品：

「地球統一史」ならびに

「エスパッション・シリーズ」

※参考：

　http://76519.diarynote.jp/200612150149370000/　等。
19
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（ 「泣き虫」 リース・マリアル ）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 「泣き虫」 リース・マリアル  ）
 
 
 



『　（リースマリアル）　』　（＠中学2年以降。）

『　（リースマリアル）　』　（＠中学2年以降。）　
2006年12月11日 連載（2周目・地球統一〜ESPA） コメント (1)
　

 

　地球を統一した者　

　

　地球統一を完成させた者・リースマリアル　

　

　

　　　あまりにも人間的で

　　　たおやかで

　　　もろくありすぎた

　　　1人の王女の
　　　成長の物語

　

　

　

　

　リースマリアルは欠点の多い人間だった、

　と、

　どの伝記もその例を列挙する。

　

　

.
 
 

コメント
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りす

2006年12月15日1:30
ゆるいウェーブのかかった薄めの金髪（腰より長い！）の、

古代ケルトのチュニックみたいなドレスを着て、ちょっと

ぶんむくれた顔でふてくされているイラストがあるのです

が……みなさまにお見せできないのが……、以下略(笑)。
 



『　漫画のネーム☆　（1）　』

『　漫画のネーム☆　（1）　』　（＠これは多分中学2年の秋か冬。）　
2007年5月20日 連載（2周目・地球統一〜ESPA） コメント (1)
 
（1頁）
　

　最終戦争（アーマゲドン）後数百年

　人々は部落ごとに

　孤立して次第に

　その科学力を失い、

　領主たちは王の座

　を求めて争った。　　　☆戦乱の絵☆

　

　　　民衆は飢え、人種

　　　差別が横行し、幾

　　　度かの世界統一の

　　　試みもみな失敗に

　　　終って二度と平和

　　　が訪ずれることは

　　　ないように思われ

　　　たちょうどその時　☆奴隷・拷問・暗殺などの絵。

　

　どこからか

　かの女性（ひと）リースマリアルが

　あらわれた　　

　☆希望の太陽に向って差し伸べられる無数の手の図。

　

　

（2頁）
　

　彼女と彼女の一族は

　高度の科学力を維持

　し、少数部族として

　長い間　時が熟する

　のを待っていた

http://76519.diarynote.jp/200705200019310000/
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　　　彼女は始めてから

　　　わずか五年で地球

　　　の大部分を併合し

　　　混乱した弱肉強食

　　　の時代に終止符を

　　　打った。

　

　彼女は学校や病院を作り

　近代的な都市を再建し、

　人々の間に文明と科学と

　学問と発展をとりもどし

　身分制度や封建制奴隷制

　資本主義などのあらゆる

　悪い慣習を禁止して

　まったく新しい体制の

　政治と経済を創りあげ

　

　　　そして委員会を指揮し

　　　憲法を定め、

　　　国内を巡回して国民の

　　　一人一人の意見を聞いた

　

　彼女は常に自由と平等を主張し

　人間を愛し平和を愛し

　全ての人の幸福を願っていた

　

　☆ケルト風衣装に王冠を頂いた細身の女性全身像。

　

　

（3頁）
　

　だれかが彼女に尋ねれば

　彼女は必ずこう答えた

　

「なぜそんなにしてまで

　おやりになるんです？」



「自分を犠牲にしてまで」　副官、後ろ向きの図

　

「それは……人間が
　悲しむのを見たく

　ないからだわ……
　……わたくしには
　人間の不幸を全て

　とり除くことは

　できないけれど……」
「それでも戦争や

　差別貧困などに

　よる悲しみは

　減らすことが

　できますもの」　☆ガーデニング中のリースマリアル

　

「それに……
　死や病気や別離

　失恋孤独などの

　人間が存在する

　限り消えない

　悲しみだって」

「愛や生きがいや

　希望などの

　より多くの幸福に

　よって忘れられる

　かもしれない……
　少くともなぐさめ

　勇気づけられます」

「……だからわたくし
　は幸福を……」　　　☆遠くを見上げるリースマリアル
　

「幸福を求めてやまないのです　　」

　

　……そんな彼女だったからこそ
　人々は「救い手」と呼んで

　母のように姉のように娘のように

　また秘かなあこがれの女性（ひと）として



　愛したのかもしれない　　

　

　

　　　　　平和歴26年
　　　　　「救い手」リースマリアル死去。

　　　　　時に42歳の短い生涯だった……
　

☆花に埋もれて永眠するリースマリアル

　

　

（4頁）

　　　そして平和歴43年
　　　あらたな歴史の流れが始まる　　
　

　☆遠景の地球と月の間から太陽が「昇る」瞬間の図

　

　

（5頁）
　

　超能力者物語第一部（サキ）序章

　

　第一話　　で　あ　い　
　

　

　☆弓と矢を持ち、妊娠した腹部に手を当てて

　左横（未来方向）を見やる、ギリシャ風衣装のサエム夫人全身像。

　（背景に宇宙船ファーツアロウ全景）

　

　

（6頁）
　

　恒星間航法（ワープ）の際に通過する

　亜空間を、一隻の国籍不明の

　外宇宙航行用大型船が無断

　で航行していた。



　

　☆ビイ……ンとエンジン音を響かせながら航行する宇宙船の図。
　

　

　　　Part 1.　　
　

オペレーター「ワープ終了　50秒前!!」
オペレーター「対探知機（アンチレーダー）バリヤー　準備完了！」

ダーナー船長「よし、通常空間に出ると同時にバリヤーをかけろ」

オペレーター「了解！！」

　

カート「なんでわざわざバリヤーを張るんです？」

　　　「われわれは早く地球と接触したいんですよダーナー船長」

　ダーナー船長は憮然として答えた

ダーナー「むろん攻撃をさけるために決まっているでしょう」

　　　　「それくらいもわからんのですかなエレンヌ大使」

　彼が笑っているのを見たという者は船内にはいない。

ケイト「あら、でもあたくしたちは国交樹立のための親善使節として

　　　　やって来ましたのよ」

　　　「それに地球には軍隊がありませんわ

　　　　……あたくしたちはちゃんと調べたのですからね！」

　あたくしはこの男が大っきらいだった。

　

　

（七頁）

　

　大体、人間が笑わないなんて、それだけでどうかしている……
　

オペレーター「ワープ終了！！」

オペレーター「バリヤースイッチON！！
ダーナー船長「よし！　現在位置確認」

オペレーター「はい！」



　

ダーナー船長「……くだらんですな……」

「我々のリスタルラーナ連邦だって千年も昔に

　軍隊は廃止になっとります……たてまえとしては」

「だが実際のところ、一年として国際紛争のない年はないですな」

「例えばサーク大使、あなたの星などは大規模な軍隊を

　自衛隊などと呼んで　ごまかしている」

「連邦会議でひと騒動ありましたな」

　

「ましてわれわれは不法に領海に侵入しとるんですから

　攻撃されても文句は言えんのです」

　

カート「文句言うだけムダですよ　ミス・ケティア」

ケイト「だってカートさん……」（怒）
　

　ピーン　ピーン（効果音）

　ふいに探知器（レーダー）が鳴り

　観測人（オブザーバー）の一人が

　ふりむいた……
　

観測人「船長（キャップ）！！」

　　　「地球の客船がバリヤのすぐ近くにワープしてきました

　　　　こっちに向ってきます」

　

　

（頁6の書き直し）
　

　　　Part I.　リスタルラーナ
　

　ビィ……ン　ビィ……ン　ビィ……ン
　

　ワープ航法の際に

　通過する亜空間を



　今国籍不明の大型船

　が無断航行していた

　

オペレーター「ワープ終了50秒前！！」

　航宙士が緊張してどなり

　副長が復唱する　　

　

副長「対探知器（アンチレーダー）バリア準備完了！」

船長「よし通常空間に出ると同時にスイッチを入れろ」

　　「タイミングに気をつけろ　ここはもう地球の領界の中だぞ」

　

　いつもながら無愛想なダーナー船長の指示！！

　

　☆不機嫌に着席しているケイトとカート。

（オペレーターが振り向いて報告する横顔アップ）

　

　

　

　※　Free　Tolk　Note　中三　（2）参照

　（と、書きこんであって、未完☆）

　

　

　

主な登場人物

ヤスルミナ・ダエイネン（金色長髪の優男）

　星間国際連合

　通称プリンス

　金褐色の髪

　金緑色の瞳

　

マリシェルラ・ダエイネン（金巻毛の美女）

　通称プリンセス



　金髪、青緑色の目

カート・エレンヌ

　リスタルラーナ全権大使

　黒眼黒髪

ケティア・サーク

　リスタルラーナ全権大使

　茶目茶髪

コンピューター・リースマリアル

　通称コンピュート・マム

　※　……『テラへ』のマザーコンピュータにそっくり……(^^;)

　　　　　　　　　　　　　　　　.
 
 

コメント

りす

2007年5月20日1:14
　

　……え〜っと……☆　(^◇^;)”
　

　これは私が「漫画家になろう」と思っていた時代の、

　最後の作品ですな☆　で、この後すぐに『指輪物語』

　劇場アニメ版を見て己れの画力の限界を悟ると共に、

　「私の作品にはネームが多すぎる!!」｜｜｜｜(^◇^;)｜｜｜｜”
　

　という、漫画描きになるためには、ほぼ致命的な欠陥……絵で説明することができず、文章で
しか表現しえない内容のほうが、自分にとって、より「書きたい／表現・伝達したい」分野で

ある……という事実に脱帽して、「トールキンみたいな100年残る小説書きになる！！」という、
実に遠大なる人生計画をブチあげてしまったのでした…………とさ。

http://76519.diarynote.jp/


　どっとはらい☆　(^◇^;)(^◇^;)(^◇^;)(^◇^;)(-_-;)＞”



どっちがＥ？ めも2013年5月8日

どっちがＥ？ めも
2013年5月8日 リステラス星圏史略　（創作）
 
　後で書く

（書いた＠2013.05.12.）（＾＾；）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　どっちがい〜い？

　どっちが　Ｅ　？

　あなたの幸せ　どっちかな？

　あなたの敵は　どっちかな？

　どっちがい〜い？

　どっちが　Ｅ　？

　あなたの上官　殺しちゃえ♪

　あなたの後ろが　敵ですよ♪

　Which’s better ？
　Which’s FAN ??
　Which’s correct,
　Which’s right !!

　Choose Your Life and
　Choose Your Right !!
　Get Your GIRL and
　HUMAN＝RIGHTS ！

（「テロよりエロへ！」メインテーゼの歌詞。）
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《　テラザニア　》　… 照 坐 庭 … （ 地球系開拓星連邦 ）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《　テラザニア　》

… 照 坐 庭 …
 

（ 地球系開拓星連邦 ） 
 
 
 
 
 



『　（星間連邦総則試案・他）　』

『　（星間連邦総則試案・他）　』　（＠平成2年・人材派遣先の裏紙使用〜☆）　
2006年12月11日 連載（2周目・地球統一〜ESPA）
　

　連邦調整会議に参加し、発言と投票を行なう者は、

　以下のことを誓約する。

　

　

　

　☆　 星間連邦 開拓惑星連邦総則　☆
　

　1．戦闘行為の禁止。
　2．戦闘準備の放棄。
　※　2点の定義については連邦会議で定める。
　

　3．通貨の統一。
　4．通信（規格）の統一。
　※　2点の細則については連邦会議で定める。
　

　5．通商の公正。
　6．
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コーラル・Ａ＝ブランカ　（創作メモ）2013年2月10日

コーラル・Ａ＝ブランカ　（創作メモ）

2013年2月10日 リステラス星圏史略　（創作）
 
あと、

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　「震災津波のガレキのなかから発見されたとき、顔中を珊瑚色（コーラルピンク）にして元気

に泣いていたから」と、保護した捜索官からコーラルと名付けられた彼女。くるまれていた上着

を父親のものと推定して縫い取りのイニシャルＡの一文字をそのまま「父系姓」とし、母親は不

明のままであったので、慣例から「ブランカ」の「母系姓」がつけられた。

　後、１４歳の選挙権受得式の際に本人希望によりコーラル・アンジェリーナ＝澪、と改名。中

央政権の官僚となり、順調に役目を果たした。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（たぶんまだもっと活躍する？キャラになる？？）
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光度寧産。2013年6月22日

光度寧産。

2013年6月22日 リステラス星圏史略　（創作）
 
タイトルは「コードネームズ」と読んで下さい…ムリヤリw

いま思いついた。

チーム綬衛琉朱(ジュエルズ)？

メインメンバーは勿論そうそうたる宝石輝石の銘を冠する超コワモテの(^。^;)御姉様おあにい様
がた。

サブメンバーが…(てか、こっちが先に湧いて出たんだけど)

珊瑚

真珠

琥珀

鼈甲

象牙

柘植

紫檀

黒檀

瑪瑙

虎目

翡翠

…みたいな…豪華絢爛ティーンエイジ２０人ぐらいの特能力集団♪

o(^-^)o
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…さて、どこで使おう…

σ(^◇^;)？

この「ノリ」は朝日ヶ森じゃないなぁ…

ヤニさんの知人かな？

サキとも合いそうだ…

(‾ー+‾)

参照 「設定魔・設定マニア」コミュ＠mixi

(-.-;)

(今日は６月２４日！)
 
 



 
 



皇妃ペンギン。　（2012.02.08.昼）

皇妃ペンギン。

 
　人類が引き起こした、いわゆる《最終戦争》の後、野生の鳥類は多くが絶滅したが、ペンギンの一部は巨大化し、過

酷な環境に適応し、繁殖して増えた。

 
　特に南極大陸に生き残った人間コロニー群によって養殖用の品種改良を重ねられた一種は、脳の大型化と同時に、飼

い主である人間が群の管理を容易化するために知能も強化した結果、狡猾な演技力と同種間での高い伝達・連携の能力を

獲得し、しばしば「収獲」の前夜に養殖用地下プールからの自主的な集団脱走を果たし、広大な雪原や断崖絶壁に適応

して増えた。

 
　知能が高く、プライドも高く、その肉は高脂肪で、毛皮も高価値であったため、品種によって「貴族ペンギン」「教皇

ぺンギン」「女帝ペンギン」「孔雀ペンギン」「白象ペンギン」「くじらペンギン」などと呼称された。

 
　なかでも商品的な利用価値が高く、また、一部の人間によって宗教的価値まで付加され、なかば神格化された一種に、

「皇妃（または女教皇）ペンギン」がある。

 
　雄よりも雌のほうが知能と体格ともに優れ、その体長は実に２ｍ近くに達し、逃げ足は早く、狡知に優れ、幼鳥を守

るためとあらば銃を構えた人間の群れや巨大なセイウチとの一騎打ちすら辞さない、果敢な戦闘力を持つ。

　優美な外見からは想像もつかない機敏さと凶暴さを誇り、５〜１０羽程度の小単位で生活するのが常で、捕獲は極めて

困難。しかしその肉は極めて美味で、骨格・脂肪・各種の臓器にはすぐれた薬効があるとされ、大変珍重された。

 
　このペンギンを「始祖」とあがめる地元の人間族は、みずからを「鳥人の子孫」と称し、成人に達した狩人は、この皇

妃ペンギンを捕獲することで一人前と認められ、最初に捕獲した成鳥の毛皮をまるごとはいで外衣に加工し、すっぽりと

これを被って成鳥ペンギンに化けることにより、他の若いペンギンの捕獲が有利に行えるのだった。

 
　後年、地球《再統一》政府により、野生動物保護令が発動され、当該「子孫」族の伝統的狩猟以外の方法での捕獲、と

くに密漁は、堅く禁じられ、厳罰が課せられた。

 
　最終的には、地球本星が惑星としての寿命を迎える寸前まで、かなりの個体数が、種としての自然変遷を重ねながらも

繁殖・存続し、惑星終末期においては《汎銀河協商》によって捕獲・保護のうえ、新しい環境に移された。

 
（『地球再生』の物語、「地誌／生物誌」）

（2012.02.08.昼）
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外胎盤類。　2010年8月22日

外胎盤類。

2010年8月22日 連載
 
（ＳＦネタのメモ。）（＠０７；０１）

　外胎盤類

　エスパ時代の地球人類の一亜種。

　女性の子宮部分が、妊娠と同時に体外（腹腔外）に出てカンガルー似のカサブタ様

の外胎盤（ポケット）を形成し、縦長の袋状に膨張。臨月になると、母体から剥離す

るような形態で「自然出産」となる。

　分娩時の出産穴が上部にある種と下部にある種に別れ、近縁種ではあるがすでにそ

の２種間での自然交配は難しい。

　生まれたての嬰児は女男ともに体外ポケットを有しているが、成長とともに一旦体

内に吸収される。その状態が非妊娠時の一般成人形態である。

　女男ともに好色で、繁殖力も旺盛であるが、知的レベルはさほど高くなく、惑星自

治区から外に出ることは滅多にない。

　月経・妊娠・出産がひじょうに軽便であるとのことで一時、その他の地球人類女性

からの人気と話題を呼ぶ。惑星自治区は半野生状態で、交通は不便ではあるが、長期

滞在型のリゾート惑星としても一定の人気がある。

（『りすペディア』）
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ずっとあなたを探していました。 2014年11月24日

ずっとあなたを探していました。

2014年11月24日 リステラス星圏史略　（創作）
 
ずっとあなたを探していました。

https://www.youtube.com/watch?v=eC-Bckxr8VU

本当です。

４０年ぐらい、ずっと、心の奥底で、探し続けていました。

小学生の私には、

図書館の大人コーナーをうろうろするくらいしか知恵がなかったし、

中学生の私には、

ユニセフの「文化保存活動」の音源を購入するだけの資力がなかった。

でもずっと本当に、あなたを、探していたんです…

（と、書こうと思いながら、半覚醒状態で聴いていた音楽が、悠宙舞の断線？で、再び見つから

なくなって、涙の再捜索中なう…（ＴへＴ；）…☆）

あったあった！（＾＾）！

『リステラス星圏史略』中、

『地球再生（統一）史』の、

「総合ＯＰテーマ曲」のイメージで…♪
https://www.youtube.com/watch?v=kPwv0IweoQY&list=RDK_EBZC0TYLA&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=K_EBZC0TYLA&list=RDK_EBZC0TYLA&index=1

以下、検索副産物ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=ar9OFoQSwn8

タイトルが日本語（唸り神）で、

なぜか画像が中国！なので笑えますｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=fQK2JDy9-nk&list=RDK_EBZC0TYLA&index=13

これアニメ？（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=bEQtkLNTmRs&list=RDK_EBZC0TYLA&index=2
最近のはまったく未チェックだ…
完全に「ウラシマりす子」なのも、いい加減にしないとまずいか…
なに？スマホでテレビ…？？（＾＾；）…？？

…うん。（＾＾；）

何故、ずっと、「書けなかった」かといえば…

「トキがまだ来ていなかった」からだ…

私には、この音楽が、必要だった。

この音楽を、愛し、伝える人々が、「人権を回復している時代」が…

来るまで、待っていた。んだね…

＞縄文百姓芸術団あらえびす

　

http://ja.wikipedia.org/wiki/%e7%b8%84%e6%96%87%e7%99%be%e5%a7%93%e8%8a%b8%e8%a1%93%e5%9b%a3%e3%81%82%e3%82%89%e3%81%88%e3%81%b3%e3%81%99
　おやおや、ぜんぜん知らなかったぞ…！
　（＠＠；）

（ん？でも違う。なんかがチガウ…（＾＾；））

こっちだ！

http://www.discoverysound.com/en/DFSD640/
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「びあん」歌？　2014年10月15日

「びあん」歌？

2014年10月15日 恋愛 コメント (2)
 
「ファンション・ファデ (1) (小学館文庫)」のみんなの感想

ファンション・ファデ (1) (小学館文庫)
文庫 小学館 発売:2001/05 627円
 
 
初レビュー日： 2014年10月15日
メーカー　　　： 小学館
 
 
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
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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」

…（＾＾；）…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
 
 
 
 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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小窓！　2014年1月23日

小窓！

2014年1月23日 りすらん♪ ガイド☆ コメント (1)
 

 
コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年1月23日22:44

コマド ＝ ご飯。　（＾＾；）

コマル ＝ 食べる。（＾◇＾：）

暮らしやすっ　＝　ありがとう！

　ｗ（＾ｗ＾；）ｗ

 
 
これはまさに来るべきテラザニアの雛型の邦である。

2014年1月23日 リステラス星圏史略　（創作）
 

 
 
それはまるで来るべき《テラザニア》の雛型ではないか？

2014年1月16日 リステラス星圏史略　（創作）
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もらった！♪　2014年11月7日

もらった！♪

2014年11月7日 リステラス星圏史略　（創作）
 
http://www.youtube.com/watch?v=CwfFmKIN8jw&index=6&list=RDc4mNd-ZyB9s
Georgian Dance Lezgi from Tiblisi
 
http://www.youtube.com/watch?v=OKxZ0rb-sjQ
THE REAL AFGHAN MUSIC PERFORMANCE BY YOUNG AFGHANS STAR
 
勝手に映像資料＠「サキ・ランの小学生時代」♪ｗｗｗｗ

 

http://85358.diarynote.jp/201411071918248348/
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それはまるで来るべき《テラザニア》の雛型ではないか？

http://85358.diarynote.jp/201401161708338345/
それはまるで来るべき《テラザニア》の雛型ではないか？

2014年1月16日 リステラス星圏史略　（創作）
 

http://85358.diarynote.jp/201401160019386017/
日本人を先祖に持つ人々が海外で最も多く住んでいるのがブラジル。（鳥牙追加）。

2014年1月16日 就職・転職
 
うむ。ちょっとお堅いめ？の本。

これね。

遠くて近い国—シニア・ボランティアの見た21世紀ブラジル [単行本] 

真砂 睦 (著) 
http://www.amazon.co.jp/%E9%81%A0%E3%81%8F%E3%81%A6%E8%BF%91%E3%81%84%E5%9B%BD%E2%80%95%E3%82%B7%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%9C%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%81%AE%E8%A6%8B%E3%81%9F21%E4%B8%96%E7%B4%80%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%83%AB-
%E7%9C%9F%E7%A0%82-%E7%9D%A6/dp/4895444651
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これが天国というのでしょうか。ブラジルという国なんですがね。

http://85358.diarynote.jp/201401232223574088/
これはまさに来るべきテラザニアの雛型の邦である。

2014年1月23日 リステラス星圏史略　（創作）
 

 
 
http://85358.diarynote.jp/201401242040112321/
これが天国というのでしょうか。ブラジルという国なんですがね。

2014年1月24日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (5)
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http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201401242040112321/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201401242040112321/


子どもの頃の「夢」のなか、「理想の未来」の国をつくる人たちを視ていた。

http://85358.diarynote.jp/201404090947115439/
【入力完遂ｗ】 地球の裏側のブラジル／新しい風が吹いている。　
2008年4月7日 反★貧困!!
 
（2014.04.09.入力）
（とまったぱそこん！）（－－＃）

（2014.04.10.しつこく入力完遂。）

　潮流

（略）地球の裏側のブラジルでは左派の大統領を支持する人がふえている、といい

ます。

　ルラ大統領の三月の支持率は、５５％を記録しました。５年前の就任以来、もっと

も高い。「飢餓ゼロ計画」など貧困を少なくする対策への国民の期待が大きい、と伝

えられます。（略）

　知られる対策が、ボルサ・ファミリアです。子どもを学校へ通わせるという条件つ

きで、貧しい家庭に生活物資が買える券を配ります。教育水準の向上と家計への支援

。二つの効果を組み合わせました。

　最低賃金も引き上げ、労働者の暮らしを底上げしました。

　自治体のとりくみでは、「住民参加型予算」が世界から注目されています。南部の

都市ポルト・アレグレで始まった試みです。（略）市長が地区ごとの予算の配分を公

表し、各地区の住民、あるいは地区間で話し合って財源をどう使うか優先順位を決め

ます。

　ガラス張りだから、汚職の心配はなし。

　貧しい人たちのいちばんの要求だった水・トイレの衛生から、まず予算がつきま

した。貧困地区むけの予算もふえました。

　０６年までに、二百を超える自治体がこの方式を採用したそうです。

「住民参加型予算」は、さらに中南米の各国ばかりかヨーロッパにまで広がってい

http://85358.diarynote.jp/201404090947115439/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=11


ます。

　ブラジルから、貧困とのたたかいの新しい風が吹いているのは、間違いなさそう

です。　

（日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
　機関紙「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
　2008.04.07.）

　子どもの頃の「夢」のなか、「理想の未来」の国をつくる人たちを視ていた。

　１３００年くらい未来の話かと思っていたが。

　３０年後の南米に、すでに雛形は生まれているのだ……。

　o（＾ｗ＾）o

http://www.jcp.or.jp/
http://www.jcp.or.jp/akahata


暑い夏にはクーラーがあるといいですよねえ。　（2017年７月10日）

http://85358.diarynote.jp/201707120747027053
 
OTL49さんがリツイート 
しゅりの里 @shurinosato · 7月10日 

暑い夏にはクーラーがあるといいですよねえ。

でも、日中の最高気温が45度にもなるバングラデシュでは、
70％の家に電気が引かれていないそうです。

そこで発明されたのが、...
https://twitter.com/shurinosato/status/884348255303221249

https://twitter.com/shurinosato/status/884348255303221249


「愛があれば命を救える。」　（2014年９月22日）

http://85358.diarynote.jp/201409222103339406/

「愛があれば命を救える。」

2008年12月31日 反★貧困!!
（2014.09.22.入力）

　愛があったよキューバ旅行

3月、キューバに１カ月、一人旅した。行く前、図書館で情報を集めた。

質の高い医療は無料で、教育費も大学まで無料と知り、貧しい国なのに？と驚いた。

「お金がなくても、愛があれば命を救える」

というキューバ哲学。

そして、貧しい農村に力を入れた福祉。

これと比べて、わが日本は、アメリカに「思いやり」と大金を出し、福祉は下がる

一方。

こんな政治をする政治家には愛がない。

チェンジの時だ。

（埼玉・越生町　Ｓ　６４歳）

（日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
　機関紙「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
　2008.12.31.）

http://85358.diarynote.jp/201409222103339406/
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「黒人と白人が、同じ部屋で、一緒に歌う…アフリカのために！」　（2014年11
月01日）

http://85358.diarynote.jp/201410312354586607/

ゲリラ選なう。（そして、歓喜の詩を、歌いな

がら大地を歩く…）
2014年10月31日 銀河英雄伝説ごっこ☆ コメント (2)
https://www.youtube.com/watch?v=NLEei2Txy7k
「それがどうした！」

（前項＋前々項参照）

　しょうがないｗ

たぶん悠宙舞でアフリカ音楽旅行になんか出かけていなければ、机の上はもう少し早期に片付い

ていたはずで、そうすれば『ＮＯ』はノープロブレムで日本の札幌で鑑賞して終わりであった

ろう…

もうしょうがないから、

これはチリで観るさ！

http://www.magichour.co.jp/no/

スペイン語で、現地でこしらえる友人の家のＤＶＤで！

That’s RIGHT !!
https://www.youtube.com/watch?v=X6_3_tBp3To&list=RDNLEei2Txy7k

o（＾へ＾；）o

http://85358.diarynote.jp/201410312354586607/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=1
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そして、「年末恒例」に突入…？（＾＾；）？
https://www.youtube.com/watch?v=U7giFIzmJSg&list=RDNLEei2Txy7k&index=3

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

https://www.youtube.com/watch?v=M9BNoNFKCBI

 
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11月1日0:33
今ようやく気がつくが、この「１９８０年代」に…

「黒人と白人が、同じ部屋で、一緒に歌う…アフリカのために！」

というのが、どれだけ、（とくに肌が黒く生れついた人々にとって）

「すごいこと」だったのか…

　…（＠□＠；）…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月1日0:34
そしてあのころの私が、一度でいいから、自分の部屋で座ってゆっくり、

（街角を偶然流れる雑音だらけのＢＧＭに必死で聴き耳をたてるのでなくて！）

この曲を聴いて覚えたい！と、切望していたことか…

https://www.youtube.com/watch?v=U7giFIzmJSg&list=RDNLEei2Txy7k&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=bjQzJAKxTrE
https://www.youtube.com/watch?v=M9BNoNFKCBI
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（長生きはするもんだ…

　夢は、叶えるもんだ…！！！！！）
 



『草の民、花の民』。　（2014年11月28日）

http://85358.diarynote.jp/201411280950274749/

『草の民、花の民』。

2014年11月28日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

この曲（かってに）もらった…っ♪
https://www.youtube.com/watch?v=8KTVQsfyCHM&index=10&list=RD6oHGUr6HEow

（だってニッポンって「可住地域が残らない」もの…
（－－＃）

　中学生の頃の予知夢で視て、気候とかから「静岡？」と思ってた、

「先住民族が信仰と伝統的スローライフを護っている地域」って…
（http://76519.diarynote.jp/200704280238100000/ ）

　たぶん、台湾だったんだわ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=FbCXt0cAo08&list=RD6oHGUr6HEow&index=11

（「漢字文化圏」だし、同じ「平たい顔族」だし、肌の色はいっしょだっ☆）
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https://www.youtube.com/watch?v=OqYAxU_si-E&index=12&list=RD6oHGUr6HEow

 
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11月28日9:58
さて。今日は（さいきんしょっちゅうですが）完全に、

「何をするべきなのか勘が定まらない」（アタマが働かない）ので…

「逆転の発想」で…ｗ

ふだん「一番後回し」にしたまま、のところから、手を付けてみます…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=OqYAxU_si-E&index=12&list=RD6oHGUr6HEow
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奥付

リステラス星圏史略

古資料ファイル
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『 地球統一史 』

http://p.booklog.jp/book/108825
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