


『　（MY YOUTH IN ARCADIA)　1　』　（※「俺と好」設定ノートの２　高校2
年位〜）

『　（MY YOUTH IN ARCADIA)　1　』　（※「俺と好」設定ノートの2 ＠高校2年位〜）　
2006年11月16日 連載（2周目・最終戦争伝説）
　

　

　運命者（さだめるもの）　時代を動かす

　過去より来たる　9人とひとたり
　神々さえをも凌ぐだろう

　ひとたりの血縁者に

　すべての選択はゆだねられる

　彼の感情が

　神々の意思をさえも凌ぐであろう。

　神々の思想をさえも超えるであろう。

　

　

　　　　　　　アルカス・アルバトーレ著述“予言の書”より
　　　　　　　最終章 頭句 　　
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『　リースウェヘンサラルノート　』　（＠1983.10.08.以降。）

『　リースウェヘンサラルノート　』　（＠1983.10.08.以降。何故かARCADIAのノートに書い
てあったやつ☆）　

2006年7月30日 連載（2周目・大地世界物語）
 
　

　彼らの間を結んでいる精神的きずなに最も近い間柄を求めるとすればそれは《姉弟たち》とい

う言葉であっただろう。彼らはかつて4人おり、今では残るものは2人になっていた。始源の世
にあってリーシェンソルトとマライアヌと呼ばれていた、2柱の女神たちである。はるかに年長で
ある姉・リースは妹を確かな信念から教導し、女神マリアンは師でもあるその相手を深く敬愛し

、敬慕していた。

　彼ら4姉弟が　　女神リーシェンソルト、男神グアヒギルグ、女神マライアヌ、男神ティアスラ
アル、の4柱が　　2女神に減じるまでには長い複雑な経緯がある。とまれ、現時点で彼女たちは
隣りあう次元に位置する銘々の世界を持ち、それを管理するという仕事を持っていた。しかし決

してそれは容易なものではなく……なんとなれば2つの世界の住民・人間たちは悲常にやはらかな
未熟な精神の持ち主であり、しかもひとつの巨大な力、《樹》という言葉に象徴される存在の思

念波の影響をうけつつあったのである。
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『　《宇宙史略》　もうひとつの世界史物語・隣地球シリーズ　』　（＠1991.02.03.
）

『　《宇宙史略》　もうひとつの世界史物語・隣地球シリーズ　』　（＠1991.02.03.）　
2006年10月3日 連載（2周目・最終戦争伝説）
　

　　　C　O　N　T　E　N　T　S　
　

　

　0．　序。
　

　1．　大野市のこと
　2．　緑慶年代の日本のこと。（朝日ヶ森勢力と世界情勢）
　3．　隣地球のなりたちと歴史のこと。（水太母縁起と四界神）
　4．　第三次世界大戦と精霊たちの死。
　5．　ムーン?墜落阻止とアルヴァトーレ成立のこと。
　6．　宇宙植民者連合（コロニスツ）成立のこと。
　7．　最終戦争
（以上、巻之一、冒頭語り手：磯原清（資料記録者）、

　　　　　　　　補記・翻訳：サキ・ラン＝アークタス、

　　　　　　　　総括：ラン＝アグラス）

　

　そもそも年表書いてねーぞ!!　

　

　8．　最終戦争後
　9．　地球統一史略
　10．　対 リスタルラーナ 第一遭遇
　11. 　リスタルラーナ史略
　12. 　三世界均衡時代
　13. 　エスパッション及びゼネッタ史
　14. 　汎銀河協商加盟とリステラス統合
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『禁未来シ、』　（2013年4月17日）

『禁未来シ、』

2013年4月17日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
 
本文あとでね。

＊＊＊＊＊＊＊

　前項（http://85358.diarynote.jp/201304170610177876/）があたまを占領した時、一緒に、長年
、改タイトルが決まらなくて宙に浮いてたのが、すかっと決まってしまった、という話。＜を、

書くのを忘れてた。て話。

　旧タイトル『俺と好』だと清の内面の話が重点になっちゃって歴史的側面が薄くなっちゅうし

、腐女子御用達話にすると想定読者範囲が限定されちゃうし、「書けず」に時間が経ってくあい

だに、よく似たタイトル『君と僕』てのが結構メジャーな商業誌に出ちゃうし…ｗ（－－；）ｗ
…

　で、「タイトルが決まらない」話。ってのは、書き直しずらい……

　まま、ずっと！（２０年以上も！）ペンディングだった話が、ここに来ていきなり「そのまん

ま再燃」しちゃうって……

　ｗ（＾へ＾；）ｗ

　やっぱり、「事実がＳＦ小説より危機的なり」に、なったから。だろぉなぁ……★★

　（－－；）

（あとね、新バイトの昼休みに真向かいに座る「美青年！」にしか見えない長身スリムクールな

美成女が（＾＾；）、「色白な清クン」にしか見えない……（笑）てのも、無意識下に脳を刺激
したんだと思うんだけど……

　写真に撮ってお見せできないのが残念です……☆
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『禁未来史』

『禁未来視』

『禁未来死』

『禁未来シ、』

　これの、どれかにする……。
 
 
 
 



『　（年表）　』　（＠高校〜）

『　（年表）　』　（＠高校〜）　　

2006年11月30日 連載（2周目・最終戦争伝説） コメント (2)
　

（宇宙暦）　　　公　　　　　私

元年　コロニスツ連合成立。　mr.豪田、宗主となる。
1年
2年　　　　　　　　　　　　高原（楠木）律子、月へ。
　　　　　　　　　　　　　　リレキス・ジュン、シャンバラへ。

　　　　　　　　　　　　　　アルヤ・アラム生まれる。

3年
4年
5年
6年　　　　　　　　　　　　ミネルヴァ・アルバトーレ誕生。
7年
8年
9年
10年　　　　　　　　　　　　律子病没。アルヤ・アラム（8歳）、
　　　　　　　　　　　　　　宗主に引き取られる。

11年
12年
13年
14年　　　　　　　　　　　　アルテミス・セイレア誕生。
15年
16年
17年
18年
19年
20年　アルバトーレ公女デメテル没。
　　　ミネルバ公女（13歳）立つ。
　　　　　　　　　　　　　　　アルヤ・アラム（17歳）、
　　　　　　　　　　　　　　　アルバトーレへ。

21年
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22年　マリー・セイレア没。　　アルテミス8歳、アルバトーレへ。
　　　　　　　　　　　　　　　アルヤ・アラム、2等監務官となる。
23年　宗女アルテミス（9歳）、
　　　立太子。月の公宮へ。

24年　　　　　　　　　　　　　（“俺と好”第一部。）
　　　　　　　　　　　　　　　　（バカどもが過去から

　　　　　　　　　　　　　　　　　ふっとんで来る。）

　　　皇国スターエア方面軍壊滅。

25年
26年
27年
28年
29年
30年
31年
32年
33年　ミネルバ・アルバトーレ降嫁。
34年
35年
36年
37年
38年
39年
40年
41年
42年
43年
44年
45年
46年
47年
48年
49年
50年
51年
52年
53年



54年
55年
56年
.　
.
 
   
 
 

コメント

りす

2006年12月31日1:28
MIXIのスペイン語のコミュで教えて貰いました☆

トーレ→

・女性名詞のtorre…塔
・男性名詞のtole…大騒ぎ、悪い噂

アルバ→

・形容詞(女性形)のalba…白い
・女性名詞のalba…暁、夜明け

名詞を連続させることはないので、形容詞と名詞の組み合わせだと思います。なので、

アルバトーレは、alba torreで、白い塔じゃないかと思います。

…………!(@_@)!………………
 
 
 
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2009年10月31日2:22
「白の一族」なんだよ☆
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　でもスペイン語なんて全然知らない頃に「夢のなかで」教えてもらった単語なんだけど☆



「俺と好」（禁未来シ）の「いつもの連中」が絶賛暴走中。　（2013年10月23日）

http://85358.diarynote.jp/201310230027052505
10月23日の日記
2013年10月23日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
 
…だからなぜ目が醒めてしまうんだろう0時05分。(-.-;)

あたまんなかでは「俺と好」（禁未来シ）の「いつもの連中」が絶賛暴走中。(^。^;)

主要さらわれキャラが一人増えるか、くっちゃんか「二重さらわれ」役になるかするかもしれ

ない。

┐(’〜`；)┌

「この世界の百年後」が非常に絶望的状況であることは相変わらず以上だが。

清と好が作者がべっくら驚くほど実は以心伝心らぶらぶ？(‾○‾;)だし。ｗ

ゆかり姫が超かっこいい名セリフをかっ飛ばしてくれたしで、相変わらず、「未来の地球」のあ

の衛星軌道の連中は、必ずや残りの人類を生かして星船に乗せて送り出してくれることでしょう

。

…問題は…(-_-#)…

「今のこの地球」の日本が３５年前に視ちゃった予知夢そのままの最悪の悪夢の真ん中に突き進

んでいる。っていうハナシ…

(ノ-o-)ノ　┫

とりあえず、南米亡命資金稼ぎのための。

バイト面接の履歴書２通。書こうっと…
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(-"-;)
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2013年10月23日0:36

福島県 相馬と富岡と大熊のグラフも変。

全国的にプルーム徘徊の痕跡。

神奈川と沖縄の異常は、米軍核艦船の便乗ベントの類かもしれない…

(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2013年10月23日2:25

履歴書１通でき。今のところ最本命会社。面接遅刻しないようにしなくちゃ。(^_^;)

脳内妄想バクシンガー中ｗで、

磯原広兄と杉谷好一の清クン争奪戦ヨメシュウトメ？的インケン漫才で爆笑寸前。σ(^◇^;)。

頼むから履歴書もう１通仕上げるまでオトナシクしててくれ…ｗ

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2013年10月23日3:15
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どうもやっぱり中央リニア新幹線って大陸間弾道核ミサイル発射用カタパルトの擬装設備。

だよね？(-_-#)

履歴書おわり。

めし喰って仮眠しなおし。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月10日18:38
しまった！（＾■＾；）！

こん時の「夢の内容」…すでに殆ど、思い出せない…ッッ★
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『　俺 と 好（コウ） ・ ストーリィプロット　（※設定ノート（1）1　』　（＠高校2
年頃〜）

『　俺 と 好（コウ） ・ ストーリィプロット　（※設定ノート（1）より、無難な(笑)部分のみ
抜粋）　1　』　（＠高校2年頃〜…
2006年11月10日 連載（2周目・最終戦争伝説） コメント (1)
　

◎ テーマ という おそろしいものについて。
　

1．まず題の通りの“俺と好”から話は始まってんのだ。
　　ナナの S of Highschool に触発されてることは
　　いうまでもない。

　　清がESPだという設定もここに含まれる。
　

2．別世界でのドタバタ宇宙活劇（スペースオペラ）。
　　正行とアルテミスがひっついてメデタシメデタシ。

　

3．未来世界の荒廃と混乱ぶり。現代（近未来）との
　　2層構成により学生の意識のありかたってのも
　　書いてみたい。

　

4．舞台設定の必然性から鋭やアリサが
　　なだれこんできますな。「ふたり」の話になる。

　

5．俺と好、ゆかり姫（もしくはユミちゃん？）等々の
　　存在による　　　というものの是非。書けっか？おまえに。

　

6．新選組かぶれ。歴史ものとして時の流れに
　　逆う人たちの 生きざま とゆーものも書きたいの！
　

☆　ええい！　また長編になりそうじゃっ☆

　

○　だからさ、“俺”たちの未来世界へのかかわり方の度合で（※）
　　ストーリーが決まるんじゃない？　なんにせよ。

　

○　清が好を「探しに行くからな」、もしくは「探しに行く」
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　　もしくは「とうとう見つけた」、「やっと！」……あたりで
　　話をぶったぎる。だから第1のテーマは答えが出ず
　　じまいなのだ。

　　「探す」過程をどのあたりまで長くするかによって（※）は決まる。

 
 
 
 



『　俺 と 好（コウ） ・ ストーリィプロット　（※設定ノート（1）　2　』　（＠高
校2年頃〜）

『　俺 と 好（コウ） ・ ストーリィプロット　（※設定ノート（1）より、無難な(笑)部分のみ
抜粋）　2　』　（＠高校2年頃〜…
2006年11月11日 連載（2周目・最終戦争伝説）
　

◎　“?”のプロット。
　

○　“俺と好”の舞台設定「すけべの好一くん」。ゲイ・バー。
↓　ユミちゃんに　　買わせたくなかったら まりくつ コンビ。
　　正行−好の伏線？
　

○　「異世界」へ、ふっとぶ。「会田正行・ゆきかたしれず」

↓　ゆかり姫。ユミちゃん。ひろとヘンパイ出すか出さんか？

　　くっちゃんを　　にする手もあるのだ。

　　人数増やすと新選組っ！

　

○　宗女による援助願いと「やったろうじゃんか」。

↓　月中心のコロニスト連合。重力の問題。

　

○　「俺たちは無責任のかたまり」

↓　清のESP、バラすか否か？
　

○　「まいごのまいごの正行や〜い!!」
↓

○　地下のパルチザンたち　　　　　　　　　（※）

○　正行救出、ハッピーエンド

↓　　　すでにアルテミスとくっついている。

　

○　「杉谷好一ゆきかたしれず。」

↓

○　「現代へ戻る。　　正行どないするんや。

↓
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○　学園祭実行委。「必ず探しに行くからな!!」　end.
　

　

　
（注：

　（※）部分に　「うああああ、短いっ！♪　1984.2.29.」
　というコメントが入っているので、その更に数年前に書いた

　初期設定だということが、伺われます………………(笑)。　）

　

　

　

　コロニスト と フロンティア

 
 



　俺 と 好（コウ） ・ ストーリィプロット　（※設定ノート（1）　3　』　（＠高校2
年頃〜）

『　俺 と 好（コウ） ・ ストーリィプロット　（※設定ノート（1）より、無難な(笑)部分のみ
抜粋）　3　』　（＠高校2年頃〜…
2006年11月12日 連載（2周目・最終戦争伝説） コメント (2)
 
　

◎　時代設定はいつなんだ!!
　

○「現代」

　高校が4年制化して数年。教育の複線化が進みつつある。
　図書館蔵の古い歴史や現代社会の教科書が貸出禁になっているが、

　誰もそれを気にとめない時代。

　

○「未来」

　第3次世界大戦からハルマゲドンまでの小康期（→時空間転送機の項）。
　

　大戦中に、母なる大地を勝手に破滅させられてたまるかという主旨のもとにゴウダがコロニス

ト連合国家を建国している。主として商業・資源を背景に地表人の自殺行為に圧力をかけている

のだが、地上では宇宙乞食の造反と見なして地球連邦政府を設立。but，旧国家同士の思惑がらみ
で実際的な力なし。

　地表において大戦前と同じ政府、政治制度の生きのびている国はまれである。かつてあった“
国家”という存在そのものが形骸化しているアナーキーな状態に近く、国境、だとか政権、といっ
た定義も過去のものとなりつつある。力の時代である。

　資源争いから直接の戦場となった第3文明圏の惨情は正視に耐えない。宇宙空間を除いて、世界
は縮小再生産の機構になり下った。黄昏を待つばかり。

　環太平洋地方を中心に経済ブロックを敷き、遂には旧皇国軍事独裁政権をもその走狗と化さし

めた「七福神財団」。それに席捲されつつあるが、軍事的には皇国軍瓦解の直接原因となってい

る旧U.S.A.・旧カナダの新興王国。北アメリカ南部とアフリカ南端には有色人種による白人差別の
社会が成立したが、その他の地域では有色人種は大量虐殺の後である。欧州はゲリラ政権の乱立

。ソ連邦は共和国単位に分裂。中国〜中央アジアにかけて末世的な新興宗教が流布しつつある。
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『　俺 と 好（コウ） ・ ストーリィプロット　（※設定ノート（1）　5　』　（＠高
校2年頃〜）

『　俺 と 好（コウ） ・ ストーリィプロット　（※設定ノート（1）より、無難な(笑)部分のみ
抜粋）　5　』　（＠高校2年頃〜…
2006年11月14日 連載（2周目・最終戦争伝説）
　

◎　舞台設定。
　

　主として その政治・経済的圧力を行使して、母なる大地とその自然を守れ、というのが コロニ
スト連合 の存在目的。
コロニスト連合そのものが新選組である。

　コロニストを後援し、なにげなく利用して 北米王国群や欧州をたたかせ、世界を手中に納めよ
うとしている「七福神」財団。

清洲八郎。

　なんとか黄色いジャップの手から商業圏の回復をはかり、コロニスト連合に手をひけと迫って

アルテミスをさらいだした北米王国の重臣たち。単純熱血正義漢の若き国王（ヒーロー）にバレ

てチョンである。

　 地球連邦 太陽系連邦……当方は賛成もしないが あえて異議を唱えたいとも思わず、協力しかね
るが 阻止もいたしません と
終止言いつづける柔軟な政府。

　

　

　

◎　時空間転送機　について。

　

月の先史文明の遺跡で宇宙人の作と考えられている。

後にリレキスがいじくって次元転移システム（例の金属カード）の解明のカギになる。実はエ

ルシャムリアのもの。

　

　もう少し後になってアリサが鋭に会う。「もう終りだよ、地球は」

同じ頃ダレムアスよりメッセージが届き、鋭は月にとぶ。

月面で皇と出会う。転移装置完成。フェアリスティラーヤ建造。

この時期アルバトーレの聖姉妹だから

“俺と好”の20〜25年あとくらいか。
地球滅ぶ。フェアリスティラーヤ完成。ダレムアス滅ぶ。
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○　エスパーは支配しようと欲してはならない。

　　奢ってはならない。

　　支配してもならない。

　　「私と妹とは母親が違うのです。私の母の方が高貴の出で、

　　　重要な地位にいました。

　　　だからこそ私が長となるわけにはいかないのです。」

　

○　「珍らしいよな、好が そう女の子に つっかかるってのはサ」
　　「あれが女に 見えるのか？　おまえぁ。あーゆーのは狐っつうんだ。」
　　好は無愛想のかたまりで滅多に冗談を云わない。

　これはジョークなのか皮肉なのか……？
　好がゆかりのことをどう考えているのか、俺にはいまいち握みきれない。

 



『　俺 と 好（コウ） ・ ストーリィプロット　（※設定ノート（1）　6　』　（＠高
校2年頃〜）

『　俺 と 好（コウ） ・ ストーリィプロット　（※設定ノート（1）より、無難な(笑)部分のみ
抜粋）　6　』　（＠高校2年頃〜…
2006年11月15日 連載（2周目・最終戦争伝説） コメント (1)
 
 
◎　プロット、その1。
　

1．プロローグ・「エリア88」→プロローグ……杉谷好一
　ゲイバー「エリア88」。不貞腐れて酒を飲みたいと云い、つれてこられた清。好のキャラ設
定と、教科書問題に関する清のぐち。清〜好の関係説明？

　正行〜杉谷ラインの伏線。
　　↓（つづき）

2．ヒーロー・会田正行
　2日酔いの頭かかえて直接クラブへご登校の清と好、ユミちゃん。途中で出くわす正行（→合宿へ
？　うん。剣道部。）に、マネージャー？ゆかり姫。2人のキャラ設定概略。学校制度の変化の説明。
清の教科書問題ぶりかえし。正行、生徒会長として一家言。好、裏番として一言。一本道でマラ

ソン途中の栗原くん♪　正行おでむかえの まりくつコンビ。たけなかひろと。

○　小夜曲。

　

3．とうとつですがスペースオペラ
　いきなり、わけのわからんところへふっとんだ8人。重力が弱い。
　警備員にいきなりスパイあつかいされて頭きた好に栗原。正行が ひきとめる暇もなく騒動をお
こす。あわや勝つかというところでアルテミス姫のホールドアップ。正行の説明に興味を示すア

ルヤ。城へ行こうやというところで頭上の地球に気づいて、げっとなる。

　敵襲あり。あっさりさらわれるアルテミス。

　追っかけてった会田正行。清、気絶。一回戻る。＞※

　

小夜曲〜セレナーデ〜　>>　変奏曲？
　

4．知識と勝利の女神。 ←ムーンII。・会田正行、行方しれず。
　※＞アルヤの力で呼び戻される。

　回航中だった船は月面に到着。ミネルバとの会見。強行に事情説明を求める好。友好的なミネ

ルバ。（地球の状勢に関する説明・伏線）。一行は、会田・アルテミス救出に地球へ向うことに
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なる。が、単座艇の練習におよんで

まりちゃん、ふにゅんっ

。くつがつきそって月面に残る。アルヤ、ヤニをつれてくる。

　

5．俺たちは無鉄砲のかたまり。
　にせのビザもって中継ステーションから地球へ。地球連邦直接統治領であるケープ・パー

ル（仮）、貧富に身分制、環境汚染に驚きつつ、情報収集に下町へ。老人の助っ人をしてスケベ

おやじをのしたら皇国軍の有力者だった。ことのついでに奴隷用に集められた人間たちを救い

だす。老人の願いをききとどけて極東列島弧へ。

　カーチェイス。清のE.S.P.伏線。
　

6．老いたるパルチザン。→ Run with the wolves.
　予想外に厳しい統制に、警戒線強行突破と同時に窮地に陥った一行。謎の老人の意外な知識と

行動力に、危機を脱し、朝日ヶ森ラインの一端にたどりつく。

　バケツリレー式に送られて一翼をになう指導者と会見。

　日本の歴史。

　

7．レジスタンスというものは。
　援助と情報を得られたはいいが基地に奇襲。一行とレジスタントの若者数名は“地下水流”にのる
ために朝日ヶ森へ走る。ドン・ダンカンの死。脱出。「これは映画じゃないんだ。」

　

8．今インド洋に鳥は飛ばない。
　けれど精強をを誇る潜水艇も汚染の進んだ海を通れないのです。

　東南アジア〜メソポタミア方面まで、突然変異の自然と人類の絶滅に瀕した中をバイク・ツー

リング。鋭が清たちの「時代が違う」ことに気づく伏線。清のE.S.P.による衰弱伏線。
アルヤ・鋭ライン伏線。

　

9．花の欧露巴（オイローパ）。
　早々にゲリラと旧政府と新政府のゴタゴタ（※）に首つっこんだ一行。鋭たちアロウ・スクー

ルその他に用のある連中とは一寸前にわかれているので手がたりない。オーバースピードで走ら

せるとバイクは死んでしまうのです。好は他のいい年こいた連中と伍角以上にはりあってる。ゆ

かり姫、好に反発。清の体調と本来の目的からはずれている件。（この辺でヤニさんと好、でき

ている。）

　

10．として、正行とアルテミスの行状記。
　

10.アナログ・アナーキスト



　レイク・ダ・オークのカウンター・レボリューション（※）。出撃途上でヤニさん、「E.S.P.だ
ったのですか」。引きかえせと主張するが理由を云わないので好、強引。もくろみは成功。清、

倒れる。

　正行の情報入ったとムーンIIより連絡。全員帰途につく。
（※皇軍の援助をうけた新政府の圧政をてんぷく。）

　

11．夕焼け。
　『俺がまだ僕と自分を呼んでいた時代……』
　「思い出しちまった……」
　「あん？　何をだ」

　「忘れていたかったこと」

　「……はん。」
　解ったのか解らないのか。

　「おら、寝ろ。」

　云って好は濡れタオルを投げてよこした。（＊）

　

12．Some Importances.
　ムーンIIで一週間の安静を申し渡された清。しり目に飛びまわっている好。「栗原も？　なんで
」　もはや事態がはっきり見えているのは好とゆかり姫だけらしい。残された一行、女の子3人の
家長的立場になっている清。

（正行のノートを見つける？ くつとあるやの会話。）
　ヤニと好のベッドシーンを目撃。テレポート？

　熱を出す。

　（＊はこちらに移動。）

　『そして俺はひどく残酷な事実を認識してしまったのだ。』

　

13．
　「地表へ戻るぜ」の好の一言に再び旅の（今度はかなり豪盛な陣立てで）仕度を始める一行。

ヤニが清は追いてゆけ、作戦からはずせと頑ばる。アルヤも加わるが、好がつっぱねる。清を説

得しようとするゆかり姫。失敗して逆にくつに尋く。「あなたは行かないの？」

　「このままじゃいけないと解ってはいるんだけど」

　「行きなさいな。あたくし、残るわ。」

　このあたりからゆかり姫と好の反目、目に見えてくる。

　出発前夜、好、清にマジに　　　　　　　　。テレキネシス。

　「　　　　　　　　　　　　　　　！」

　アルヤとくつの会話。

　出発。（ゆかり姫、正行の荷物を清に託す。）



　

13．スーパーマンのお国。
　美々しい行列と弱冠の軍示的示威も含めて北米王国入りした一行。

　王に会見して事の次第をのべたてると以外やあっさり問題解決。

　「ほんとかよ、おい……」
　お城で正行たちの到着を待つ間、清、好の日記をみつける。くつと酒盛。アルヤのセリフつた

わる。

　「ンなもんですかね」

　「ンなもんよォ」

　なんにせよ、正行先輩が帰って来ちまうことに乾杯。

　みごとカップルになって帰ってきた正行とアルテミス。

　おみやげもらってご帰還という段になって見かねた重臣たちの反乱。

　逃げるうちに環太平洋圏にひっかかり、非常に丁ちょうな『七福神財団』のおでむかえ。

　

14．杉谷好一行きかたしれず
　清・正行たちを一足先にのがして好、行方不明。

　待つが、帰還せず。アルヤ転送機の不調をうったえる。

　やむなくアルテミスつれて地球へ。

　

　

「本当に鈍いのね！　それで文章を書こうという人間だなんて信じられないわ。」

　

　

　

「根の暗い過去（むかし）のお話」

　直観だった　　この世界は滅びるだろう。あるいは好の存在は、その滅びに拍車を

かけるものでしかないのかもしれない。

　

「彼はこうしてロリコンした」



　

「そして誰もいなくなった」

　

「B.G.M.が決まりすぎ」
　

　

　

○　会田先輩はクォーターの好や国際結婚の見本市みたいな家系の俺とは違って見る

からに純粋日本人。それもかなり古典的な顔だちで、昔、紅顔の美少年、いま白せき

の美青年……といったカンジ。
　太く濃い眉に、いかにも涼しげな目もと。口が大きめなのがまあ難といえばいえる

けど、その方が男っぽくてすてきだわ♪とおっしゃるむきが多いんだから、欠点のう

ちには入らないだろう。

　家柄のよさに加えて文武両道の達人！　弱小剣道部を率いて全国レベルまで盛りあ

げたのは先輩だし、生徒会長として全校を把握するかたわら成績も学年3位を下ったこ
とがない。（あと2人、ガリ勉と才女のライバルがいるのだ）
　普段は親しげだが一旦怒らせるとこれ以上ないというこわさ。

　人望厚く。

　全体をひっくるめると、美青年とか美型とか云うんではなく、頼もしい　　という

一言か。はやい話がTVの時代劇のヒーロー。
なんかあった時にすっとんでって、殿、一大事にござります、とさわぎたてると、黙

って話を聞いてくれて、よしあいわかった。おれにまかせておけい、とか云って全て

うけおってくれそうな。

いや、殿、と云うほど坊っちゃん坊っちゃんもしていないから、大岡越前の守あたり

かな？　とにかく老若男女だれからも慕われている。これがスペオペとかのヒ

ーロー、ってんならいささかステロタイプだってことも認めるけど、現実にそんな人

間が存在しうる、ってのがすごい。

　好が……

　

　

　　

　



　◎　俺と好?　ストーリープロット。
　

　1．落第坊主・俺
　　　現状説明

　

　2．生徒会長・ゆかり姫
　

　3．『エリア・88』　　再びアブノーマル
　

　

　

　

　

　

○　この世界はこれからどうなってしまうのだろう　　それを俺は知っている。

　

　

　

　◎　“俺と好”第2代。《前夜》（仮題）
　

　ゼネン・シン（好のおい）

　　と

　真理子。

　

　アルバトーレの聖姉妹、カミィユ と リラ。
　

　

　杉谷　狼

　

 



『　（MY YOUTH IN ARCADIA)　3　』　（※「俺と好」設定ノートの2 ＠高校2
年位〜）

『　（MY YOUTH IN ARCADIA)　3　』　（※「俺と好」設定ノートの2 ＠高校2年位〜）
2006年11月16日 連載（2周目・最終戦争伝説） コメント (1)
　

“俺と好”設定ノートの どうやら2冊目だぜい!!
　　

☆　（※1〜7頁目省略!!）
　

◎　キャラクター

　　清、好、ユミ、会田、アルテミス、ゆかり、（くっちゃん）、

　　アルヤ、ミネルバ、その他おーぜい。

　　皇国軍、七福神財団

　

○　月面超古代遺構内母思考機械（時空機械）“エルシャム”の
　　最終プログラム。

　　（自らが起動して計算を開始する。）

○　会田、ゆかり姫、くっちゃん、好、ユミ、清の6人、
　　銘々未来へ。

　　（ひろと、栗原は現時人？）

○　それの成り行きを監視するアルヤ・アラム。

　

○　会田、外出中（おしのび）のアルテミスと接触、

　　さらわれそうなところを助ける。

○　ゆかり姫、いきなり訳のわからない環境に放り出され、

　　栗原、ひろとに出会う。
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○　会田、アルテミス暗殺舞台とまた一騒動おこす。

○　好、ユミ、シティ・ルナティックの小規模市街戦にまきこまれ、

　　会田を発見。

○　清、その好とユミの処へ現れる。

○　アルヤ・アラム現場に急行する。

○　アルテミス、さらわれる。会田ヘリコプターにくっついてゆく。

　

　“くっちゃん”
　　まり

　　ひろと

　　栗原　　　　を、どうするか？

　

　

　会田　　　アルテ　好ユミ清ゆかり　くつ＋まり　ミステリア

未来へ飛ぶ　外出　　　未来へ飛ぶ　　未来へ飛ぶ　従女狩やってる

　　街でぶつかる　　　　　　　　　　難民地区を

　　　　　　誘拐騒ぎ、市街戦　　　　二〜三日、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　さまよった

　　　　　　　　　　　　　　　　　　挙句つかまる。

　アルヤ　　　　　ミネルバ

“エルシャム”
　にて騒動続行　　いちゃもんつけと密談

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会田・アルテ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さらわれてどこぞへ。

　ヤニ

　アルヤと通信、D3へ。



　スター・エア島へ。なんたらかんたら、うよきょくせつ。

　

　

　　　　　　　　　　秘密をかぎあて、脱出をはかる。

　

　　　　　　　　　　脱走　　　　　　　　　　　　　　潜入

　

　

◎→日記、1983.10.11付、詩。
　

　

◎　好は　　何故か古い城下町O市の影の総番　　めいたものをやっていて、しょっちゅう堅気の
人間の筈の俺までを、その喧嘩騒ぎにひきずり込む。

　それだけならいいのだが、今日は、何故か、女の子たちまでが巻き添えになった。

　

◎　「いい考え（アイデア）ですね清先輩。もし万が一ここの行政府が親切にできてたら、最高

級の待遇で迎えてくれますよ、精神病院にね。」

　ぶっ、とか言って杉谷が吹きだした。

　

　清

　好

　ユミ

　くつ

　まり

　ゆかり

　会田

　栗原

　ひろと

 



『　（MY YOUTH IN ARCADIA)　4　』　（※「俺と好」設定ノートの2 ＠高校2
年位〜）

『　（MY YOUTH IN ARCADIA)　4　』　（※「俺と好」設定ノートの2 ＠高校2年位〜）
2006年11月16日 連載（2周目・最終戦争伝説） コメント (2)
　

前アーマゲドン期伝説　“過去から来た13人”キャラ4人も増やせるかっ!!

　

　

仮題：　時空 転移 転送機械。
　

　

○　アルテミス、トリックスター的にちょこちょこ出て来て

　　話のラストでさらわれる。

　「いやあだ。あなたたち何をやって追われているの？」

　「ルナ・シティの中くらい自由に出歩かせてくれたっていいじゃないね？

　いくらあたしが命をねらわれているからって」

　「そうよ、わたし宗女ですもの」

　……ほとんどアリス的美少女だな……

　

　

○　コロニスツ、アルバトーレ勢、相方から追われ追われて二転三転。

　　MISS-SHOT乗っとって地表に降りた、
　

　　

○

　「こちら側の、メリットは」

　きつい顔をして好は尋いた。

　「例の、“エルシャム”を、なんとか使えるようにしましょう」
　優しい女顔でしらしらとアルヤは受けた。
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　「あなた方の時代に戻る為には それ以外 手段はないのではありませんか？　断っておきますが
、私の歴史的知識が正しいものだとすれば、あなたがたのもと居た世界に比べて ここは他所者だ
けで暮していこうとするには厳しすぎる世界ですよ。」

　

　

○　能天気に、コメディチックに。

 
 
 
 



『　（MY YOUTH IN ARCADIA)　5　』　（※「俺と好」設定ノートの2 ＠
1983.10.8.以降）

『　（MY YOUTH IN ARCADIA)　5　』　（※「俺と好」設定ノートの2 ＠ 1983.10.8.以降）　
2006年11月17日 連載（2周目・最終戦争伝説）
 
 
　1983.10.8.　

　『ジョーって奴が一番嫌いです。嫌いだからさっさと殺しました。』云々と言うことをかつ

てガッチャマンを描いた連中の一人が口にしたそうだ。なるほど。これはもう最終的な愛の告白

としてとるほかはありませんな…… ったく。
　このごろ“俺と好”はガッチャマンづいております。現代編では作者（わたし）が愛している故に
好は一番最初にさっさと死ぬでしょう。未来編では　　そのまったく同じ理由にもとづいて彼は

最後まで生きのびて老醜をさらし、世界を滅びに導いてしまうのです。

　

　

◎　「アルヤ、そなたは残るように」

　　ごく短い指示を聞いて彼の細い眉はわずかにつりあがった。

　　「ミネルバ様？」

　　「そなたが私と違って地球を離れ得る筈もない事、

　　承知していますよ。我がアルバトーレは2人の公女
　　を遺しましょう…… フェンリス＝ユグドラシル と、
　　2人を頼みますよ」
　　　　↓

　

　　捕われの身の盲いたアルヤ（＝アトゥルヤー）・アラム（＝アィラーヤム）

　　「……残留思念というやつでしょう、おそらく」
　

　

　

　

　

☆　スルトル ＝ 北欧神話の「炎の国」（ムスペルヘイム）の巨人。
　　ラグナロクの終りにあたって巨大な火の剣を世界に投げつけ、

　　全世界は炎の海となり、大地は海の底に沈んだ。

　

http://76519.diarynote.jp/200611182340050000/
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　ア・ルーヴァ・タゥーレの娘達。

　

　

　

楠木　　　　　 [白の一族]−黄金のイルレアーナ＝アルカス・アルバトーレ(I)
　｜　　　　 磯原　　｜　　　　　　　　 ：
　｜ 水乙女＝岳人＝マリセ　杉谷良一　デメテル＝豪田行＝マリーム・セイレア
　｜　 　　｜　　｜　　　　｜　｜ 　 　　｜　　　 ｜
律子＝清峰鋭　磯原清＝ユミコ　好一＝ミネルバ　　 アルテミス＝会田正行
：　｜　　　　　　　｜　　　　 ｜　｜　　　　　 ｜ ｜　　｜
綾子＝アルヤ　マリコ＝杉谷狼　パンドラ　フェンリス　　　セレニア エオス 　ヘラ
　　｜　　　　　 ｜　　　（アルバトーレの聖姉妹）　　　　・リフラシール　
マリア・ブロン　「まだ鍵(キー)があるのさ」　(↑旧設定ではカミィユとリラ）

　

　

ESP迫害史＜＞アルカス・アルバトーレ 〜 ミネルバ、約100年。
　　　　　　 ＝ ムーンII，アルバトーレ。
　

　＞年表はファイルの方をね。

　

　

　

　好はほんの時折り、とても遠いとおい眼をする。

　ここにいるのはおれの本意ではない。ここは本来のおれの場所じゃない　　　　そ

んな独白（フレーズ）を、見る者の心に思わせる、切なくなるほどに漠然とした、

彼方 彼岸への視線。

 



『　（MY YOUTH IN ARCADIA)　6　』　（※「俺と好」設定ノートの2 ＠
1983.10.8.以降）

『　（MY YOUTH IN ARCADIA)　6　』　（※「俺と好」設定ノートの2 ＠ 1983.10.8.以降）　
2006年11月18日 連載（2周目・最終戦争伝説） コメント (4)
　

◎　書き直しに関して。
　

○　「エリはち」のシーンはカット。

　　没ね、もちろん。

　　　　　　　？

　　番外編として復活？　（※）

　

　

☆　神。 　　人間の一歩向うに存在する、上級者たるもの。

　　その概念には、全智全能の絶対者・創造主というものから、

　小さな土地神、家の神まで、そして善からぬことをなす、悪の

　神　　“魔”というものまでが、含まれていて一定ではない。
　　だがしかし、確かにひとつことだけ言えるのは、彼ら、“神”と
　呼ばれ畏れられる上級者達にも、人智には測り知れぬといえひとつ

　の厳とした行動律があり、意志があるのだということ。 　　……
　　神の意志。

　　これを運命と、人々は呼ぶのであるが。

　

　

“神”に関する前文　　アルヤのシーン　　
　　　（エリはち？）　　登校風景　　とぶ。

　

　

◎　『　未　来　〜いまだく〜　』
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☆　章（150p.単位）　タイトル
　

1．ほんの発端
　　＝　エリはち から飛んで帰ってくるまでの約1日☆

2．月は無慈悲な夜の女王
　　＝　再び月面へ 〜 アルバトーレ公女 〜 ヤニさん。約1週間。

3．地球の緑の丘よ。　＝　地球に降りて、約2日。

4．Run with the Wolves 　＝　(?)
　

　

　

　

　

　

（※）＜……そして、
「番外編」の設定のはずが膨らみに膨らんで……あの、かなり長大な
「善野物語」に……☆　成長してしまったんどすぇ☆　A^-^;)”
 
 



『　（MY YOUTH IN ARCADIA)　8　』　（※「俺と好」設定ノートの2 ＠
1983.10.8.以降）

『　（MY YOUTH IN ARCADIA)　8　』　（※「俺と好」設定ノートの2 ＠ 1983.10.8.以降）
2006年11月20日 連載（2周目・最終戦争伝説） コメント (1)
 
 
（※第3次世界大戦と《第2の月》事変後に存在する諸国）
　

○　ブリングランド（隆起した英仏海峡の両岸にまたがる平野部）

　　イグニツヨルド（北欧〜ドイツ北部）

　　グリターリア　（スイス南部〜イタリア・ギリシア）

　　アプラキエカ　（アフリカ大陸西部〜中近東・印度西部）

○　ユーサリカ　　（北米大陸北東岸）

○　エウリジア　　（ほぼ乾上がった黒海・バルト海とその周辺）

　

※ブリングランド、グリターリアが騒ぎの中心地である。

　エウリシア王国はかなり平和。イグニツヨルドは根暗な軍事国家、アプラキエカはわけのわか

らない宗教国家である。

　グリターリアは右傾化の後、革命と称して独裁政権が立ち、カウンター・レボリューションの

気運が高まっている。

　その正統な主権を主張している奴は今ブリングランドにいて、さらに王位簒奪を目論んでいる

のが、我らがレナード・M・ブランドさんである。
　なおエウリジアの地にはスイス地域も含まれ、ヤニさんの子供がいる。

　

 
   
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月10日23:51

junkoがリツイート 
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石川栄一（元大学職員）自由と平和　脱原発 @ishi2011t · 2時間2時間前 

＜すでに始まっている勝者なき「第３次世界大戦」の悲劇的結末＞　欧米諸国の「有志連合」が

空爆を強化させても、イスラム国を壊滅させることは難しく、むしろ大量の難民が発生して、テ

ロ予備軍を生み出すという負の連鎖でテロの脅威は拡散する一方だ。
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『　（MY YOUTH IN ARCADIA)　9　』　（※「俺と好」設定ノートの2 ＠ 1983.10.8.以降）
2006年11月21日 連載（2周目・最終戦争伝説） コメント (1)
　

○　ゲフィオン

×　シフレイヤ
　　グレイプニール

　　ニドホグ

　　ミヨルニル

　　スカディ（巨人乙女）

　　ヘイドル

　

　

◎　組　織　図　（第三部以降しばらくの間における）

　

　　　　　　　　宇宙植民者連合

　　　　　　　／（コロニスツ）豪田　行

　　　　　　／　　　　　｜　　アルテミス・セイレア

　　　　　／　　　　　　｜　　会田正行

　　　　／　　　　　　　｜　　　　　　＼

　　　／　　　　　　　　｜　　　　　　　ゲフィオン

　　／　　　　　　　　　｜　　　　　　　杉谷好一・ユミコ

A.Ruva.Taule　　　　　　｜　　　　　　　｜　　＼磯原　清
ミネルバ・アルバトーレ　｜　　　　　　　｜

アルヤ・アラム　：　−−｜−−−−−−−−−−−−−−−その他
（楠木綾子）　　：　｜　｜　｜　　　｜　　　｜　　　　｜

（会田ゆかり）　：栗原伸｜竹中尋人　｜　セレクテッド　熊の一党

　　　　　　　　：　　　｜　　　　　｜　　ダンディ・ゾーン　　バル

　　　　　　　　：　　　｜　　　　スカディ

　　　　　　　　：　　　｜　　　　キャル・スカディ

　　　　　　　　：　　　｜　　　　ベルセリナ
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　　　　　　　　：　　　｜

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
｜　　地球　｜　：　　　｜　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜

金星　軌道衛星群：月面政府　火星　小惑星帯　木星　土星　｜

　　　　　　　　：　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　｜

　　　　　　　　　＼月面正規軍　　　　　　　　　　　Point.P＞★
　　　　　　　　　　担・ミステリア・テール　　　　　　　｜

　　　　　　　　　　水原まりあ　　　　　　　　自由貿易人組合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J.G
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤニ・C・修善寺シカ
　

　

　　　　　環太平洋皇国

　　　　／　　　　　　＼

　　皇国軍　　　　　七福神財団（旧セブンス・ヘブン）

　　　｜　　　　　　　　　　｜

　　−−−−−−−−−　　−−−−−−−−−−−−−−−−−−
　　｜　　　｜　　　｜　　｜　　｜　　　｜　　　｜　　｜　　｜

　　方面軍　守備隊　近衛　大黒　恵比寿　毘沙門　弁天　福寿　｜

　権藤黄金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

　権藤　銀　　　　　　　　　　　　　　　　　−−−−−−−−−
　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　｜

　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寿老人　布袋

　　｜

　（司令部）　　　VS　　　朝日ヶ森　
　権藤　鋼　　　　　　　　総長　清瀬律子

　権藤鉄文字　　　　　　　　　　　｜

　　｜　　　　　　　　−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
　　｜　　　　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜

　　｜　ストリーム・ライン　（対外活動）　シャンバラ2xxx　他
　　｜　　　　　　／　｜　　故・楠木律子　　　｜

　　｜　　　　　／　　｜　　清峰　鋭（リレキス・ジュン）　

　　｜　　　　／　　　｜

★＞スターエア島　　　｜

（解放戦線）　　　　　｜

主領　千葉老人　　　　−−−−−−−−−−−−−−−−−



副将　尾崎　済　　　　（皇国版図全般をふくむ）　　　　｜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　植留花

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高畑　篤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　華夢

　

　

　ブリングランド共和国　　グリターリア連合　　イグニツヨルド

／　シュテル・ケント　　　ドント・スワッタ

｜　レナード・M・ブランド　　　　v.s.
亡　　　　　　　　　　　　《緑の軍団》と、その他周辺の賊徒ども

命

中

｜　　　　

｜　ユーサリカ神聖王国　　　　　　アプラキエカ　　　エウリジア

｜　国王ヒーロー・ザ・ユーサリカ　教主ドレイリア　　　　｜

＼　大臣デシロー・クンパ　　　　　　　　　　　　　　　　｜

　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アロウ・スクール

　　ジョージ・物部　　　　　リト・アルダーイブ・シュゼンジシカ

　

　

　

　

※くっちゃん、ゆかり姫の、その後の所属、各々組織の変遷などに

　ついては未だ不明です。大体各個の概容も性格も、主要人物すら

　わかっていないのに、歴史が組めるもんかっ！

　しかし……どんどん本気でGUIN・SAGAに
　なっていきそうな……

※アルヤ氏は豪田行の個人的な腹心であり

　アルバトーレの2等監務官であり、
　月面正規軍アルバトーレ分団の科学士官（少佐）でもあります。



（「腐った」数行を追加ｗ）（2013年4月16日）

（承前）　（「腐った」数行を追加ｗ）

2013年4月16日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
 
（＜前項参照。『俺と好』シリーズ。

　http://76519.diarynote.jp/200611140035130000/）

　部屋は２つしか用意できなかったので女性と男性で１室ずつ使ってくれということだった。現

在の状況からすると無理からぬ話なので何の疑問もなく、ぞろぞろと通路を男女で分かれていこ

うとしたところ、

「あ、ちがいますよ。女性はこっちで…♪」

「　お・れ・は、お・と・こ　!!　」

　もういい加減にしてくれと思いながらヤケになってジャケット前あけてまったいらな胸を見せ

てやると定番の反応が……。

「え、嘘だろッ!?」
「あの顔で男ッ?!」
「なにーーーーっ！オレくじで当たってたのにッ!?」

　……クジって何だ……（＾＾；）……

　さては、なんで若いやつばっかり大勢ぞろぞろついてくるのかと思ってたら、「女子プラス俺

」と同じ人数じゃん？　誰が誰を口説くかとかの、「事前協議」済みかいっｗ

　とか思って、俺が呑気に苦笑しかけていたところ、

「あ、じゃあソレ、オレがもらうわ」

「なにっ！ずるいッ」

　とかの声が「男一行」を案内しようとしていたほうからもあがり…

「おいちょっと待て。」
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　地獄の底から吹いてくるような低音で好が言った。

「男女別２室というのはまだ解るが、トレーラールームをわざわざ両端に離して停めてる理由は

何だ？」

　？　おっとぉ……？　言われてみれば……？？（＠＠；）

「……あたしひとりでおじょうさんがた全員おまもりする、てのは、ちょいと荷が勝ちますかね
ぇ……？？」

　答えられないバル軍要員どもにかわって、ヤニさんが冷た〜い声で返す。

「ユミ、こっち来い。」「はぁい！」

　……さすがにこの兄妹はまわりが早い……（＾＾；）……

　俺、呑気すぎ？　「好みのオンナノコを狙って口説く」ぐらいの、悠長な話じゃ済まなさそう

な状況。ってこと……？？　女子群、貞操の危機？？？？？？

　（＾◆＾＃）

　呼ばれたユミちゃんに続いてマリくつコンビもしっかり手をつなぎあいながらついてきてしま

ったので好はものすごく嫌そうな顔をしたが（＾＾；）さすがに追い払うわけにもいかず、

「おれがそっちへ行こう。」

　苦笑して移動した会田先輩以下「親戚男子」一行が、ゆかり姫とヤニさんと同室。きゃぴきゃ

ぴ女子３人と俺と好とで一室。ということで、部屋割りは落ち着いた……。

（以下、いつ続く……？？？？）（＾＾；）
　http://76519.diarynote.jp/200611160004460000/
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１６日。めも。（杉谷好一と猫）

１６日。めも。（杉谷好一と猫）

2016年10月15日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
 
 
 
どうも見たような猫だった。

いや猫に見覚えはないのだが、

見知った人間に似ている。？

…猫と人間は似るものか？

…かすかな疑問符を感じながら杉谷好一はその猫につい手を伸ばした。

威嚇声と同時に爪が一閃する。

さすがの杉谷好一ですら完全には避けきれない、野生の瞬発力で。

…ますます似ている…

杉谷好一は猫に呼びかけた。

「…清。」

 
ひみつ日記

寒波の日、
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年10月16日7:35
…いや…（＾＾；）…★

あたまんなか創作世界だか妄想世界だかがいっきに溢れかえって「脳漿炸裂ば＾さん」状態で

して…ｗｗｗ

ぃやぃや、そおか…

やっぱり「ミネルバさま」ってば、「ナカノヒト＝私」だったわ…ｗｗｗｗｗ

（続く〜ｗ）
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杉谷好一は豪田行の二番煎じをやらかしただけなのに、　（2014年11月21日）

http://85358.diarynote.jp/201411210111536774/
11月21日の午前０時代記。
2014年11月21日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月21日1:20
（ひとりごと。）

　考えてみれば、杉谷好一は豪田行の二番煎じをやらかしただけなのに、

身内の総すかんを喰らって暗い最期を遂げた挙句に、

「後世の歴史家」たちからの「評の割れ」っぷりったら、何なの…？？
　ｗ（－－；）ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月21日1:28
パソコン切ったのが「偶然」？

わあ化さ「01:23」だったこと
だけは特筆したい…(・_・;)

…ひ…「一二三」で０神示…？

(・ω・;)(;・ω・)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=DYvNAHByKPM
https://www.youtube.com/watch?v=xbNDmKFzzG8&list=RDDYvNAHByKPM

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 2時間 2時間前 
九州南部沖（種子島沖 付近）で19日から群発地震が起こっていますね
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http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201411210111536774/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=DYvNAHByKPM
https://www.youtube.com/watch?v=xbNDmKFzzG8&list=RDDYvNAHByKPM


11月19日 0時20分（マグニチュード4.8：震度２）以降、19日はマグニチュード2.5以
上の地震が4回、20日はマグニチュード2.5以上の地震が12回起こってる 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 13時間 13時間前 
蔵王山で火山性微動が発生。

「宮城県と山形県にまたがる蔵王山で、１９日夜、比較的振幅の大きい火山性微動が

発生。地下のマグマや火山ガスなどの動きを示すと考えられる火山性微動が３回発生

。気象庁は注意を呼びかけています。」

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 6時間 6時間前 
アメリカ全土で異例の寒波。

ハワイでも氷点下。国の半分に積雪

「CNN：１８日朝には全５０州で気温が氷点下を下回る地点が観測され、国立測候所
によれば、米全土の５０．２％で積雪があった。」

http://www.cnn.co.jp/usa/35056774.html …

北極情報 @arctic_info · 11月10日 
米北部に厳しい寒波、零下20℃の予報も: 寒波の原因は、先週日本付近を通過した台
風20号の影響とされる。北上した台風がジェット気流に衝突した反動で、米大陸には
北極からの強い寒気が南下。カナダから米北部にかけての気温はすで...
http://binged.it/1w81JQB

非自公民の脱原発に一票（しろ） @xciroxjp · 10月16日 
【異常気象】オーストラリアで記録的な大雪＆大嵐！積雪と洪水が同時多発！異常

事態！日本でも異例の最低気温！地球寒冷化の影響か？

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-4183.html …

Lightworker @Lightworker19 · 11月9日 
大規模な太陽フレアが地球を襲う：太陽観測を続ける太陽物理学者トッド・ホークセ

マ博士は「太陽が完全な磁場の反転をするまで、もはや３〜４ヶ月もかからないよう

に見えます」と述べ、今年中にはほぼ完全なポールシフトが太陽で発生するとの確信

がある　

http://amba.to/1bqYGPi

http://www.cnn.co.jp/usa/35056774.html
http://binged.it/1w81JQB
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-4183.html
http://amba.to/1bqYGPi


隕石バイヤー　しんいち @insekibuyer · 2時間2時間前 
「ポールシフト」と呼ばれる、地球の磁極の逆転現象がある。

今の「ダイナモ理論」でも説明ができてない。

この現象は、数万から数十万年に１度あり、

その都度地球の極が反転しているのだ！！

潮路 航 @watatsumi_PLH · 3時間3時間前 
ロシアの上空で謎の強い光が２日連続で観測されたり、日本で列車に飛び込みがあっ

たと思われたのが煙のように消える事案が２日連続で起こったり、一体なんの前兆

でしょう？ポールシフトでも起こるのか？((((；゜Д゜)))

ハル @Boots_of_Lead · 11月17日 
1月の記事だけど，ポールシフト，結局，昨年末に終わってたの？（この話題，ふと思
い出したのだった(;‾ー‾）
太陽の磁場反転についての続報 
http://ukiyobanare.com/?p=6019 

CrystalField&Co. @CrystalField_Co · 11月16日 
地球の磁場が急激に弱まっている！ “ポールシフト”が起こる日も近い!? 
http://tocana.jp/2014/08/post_4645.html … @tocanailandさん

かなめ @kaname3838 · 11月10日 
http://tocana.jp/2014/08/post_4645_entry.html …
ポールシフト。地磁気のS極とN極が反転する、永年変化とも呼ばれる全地球的な自然
現象である。この現象は地質学的にも、数万年〜数十万年単位で幾度となく発生して

いることが確認されている。決してオカルト話ではない。

まゆ 084@mayu · 10月28日 
【ポールシフト】何かが起きる？我々が生きている間に地球の磁場が反転するかもし

れない：カラパイア http://karapaia.livedoor.biz/archives/52176520.html … 磁場の急速
なる変化は既に地球に様々な影響をもたらしていそうだ。

ＬＥＴ　ＩＴ　ＢＥ...
https://www.youtube.com/watch?v=fMNMWZM1Jp8&index=4&list=RDDYvNAHByKPM

http://ukiyobanare.com/?p=6019
http://tocana.jp/2014/08/post_4645.html
http://tocana.jp/2014/08/post_4645_entry.html
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52176520.html
https://www.youtube.com/watch?v=fMNMWZM1Jp8&index=4&list=RDDYvNAHByKPM


予定時間大幅おおばあ。

　（＾＾；）寝ます…
 
  



「今すぐ逃げないやつは、俺が殺すぞ！」　（2014年11月21日）

http://85358.diarynote.jp/201411210826029168/

原発事故後に降った黄色い粉は「劣化ウラン」

／バカな親が子供を殺す。

2014年11月21日 リステラス星圏史略　（創作）

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月21日1:20

（ひとりごと。）

　考えてみれば、杉谷好一は豪田行の二番煎じをやらかしただけなのに、

身内の総すかんを喰らって暗い最期を遂げた挙句に、

「後世の歴史家」たちからの「評の割れ」っぷりったら、何なの…？？
　ｗ（－－；）ｗ

cmk2wl @cmk2wl · 14 時間14 時間前 
映画「クリスマス・ツリー」

ミシェル・バタイユのベストセラー小説の映画化。

10歳になるパスカルと父ローランは海に。父の潜水中に核爆弾をつんだ飛行機が近く
に墜落した。その日から、パスカルは体の不調を訴えるようになった。 
http://pic.twitter.com/flUyaJVR0o

cmk2wl @cmk2wl · 14 時間14 時間前 
パスカルは白血病であと半年の命。ローランはパスカルの欲しがるものはすべて与

えた。オモチャ、トラクター、そして本物の狼までも。

クリスマス・イブ。美しいツリーが部屋にかざられ、プレゼントが山のように積まれ

た部屋で、パスカルはこと切れる 
http://pic.twitter.com/6BVVsO4GqB

cmk2wl@cmk2wl クリスマス・ツリー
https://www.youtube.com/watch?v=KmN8Ef3CWws …

http://85358.diarynote.jp/201411210826029168/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://pic.twitter.com/flUyaJVR0o
http://pic.twitter.com/6BVVsO4GqB
https://www.youtube.com/watch?v=KmN8Ef3CWws


映画の二人は不可抗力だった。避ける事ができなかった。

でも東日本と関東の親子はどうなのか。

美談にはならない。バカな親が子供を殺すのだから。

cmk2wl @cmk2wl 
· 21時間 21時間前 
原発事故後に降った黄色い粉は「劣化ウラン」

http://togetter.com/li/690619

cmk2wl @cmk2wl 
· 21時間 21時間前 
劣化ウラン　湾岸戦争後、帰還兵やその子供に奇病が発生している。 劣化ウランの後
遺症。女性兵士キャロル・ピコーは脳障害 ・甲状腺異変に襲われ、彼女には甲状腺が
ない子が産まれた。イラ クの子供たちにも同様の、奇形児・先天性欠損症児・白血病
・ガンが多発している。

「逃げろ！

　今すぐ逃げないやつは、俺が殺すぞ！」

…けっきょく、好のばかは、そう言いたかった？

　だけなのね〜？？？

　ｗ（ーー；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=p17BtyotJFM&list=RD1yMKd-Z0Xr8&index=10

http://togetter.com/li/690619
https://www.youtube.com/watch?v=p17BtyotJFM&list=RD1yMKd-Z0Xr8&index=10


『　俺 と 好（コウ） ・ ストーリィプロット　（※設定ノート（1）　4　』　（＠高
校2年頃〜）

『　俺 と 好（コウ） ・ ストーリィプロット　（※設定ノート（1）より、無難な(笑)部分のみ
抜粋）　4　』　（＠高校2年頃〜…
2006年11月13日 連載（2周目・最終戦争伝説）
　

◎　キャラクター。
　

○　磯原　清

　　身長165。スパゲティ好物。辛いものダメ。

　

○　杉谷　好一

○　杉谷　由美子

○　会田　正行

　　正統派主人公的性格（キャラクター）のもち主。

　　プリンセス・アルテミスとくっつく。

　

○　会田　ゆかり

○　たけなか ひろと

○　栗原　伸

　

○　水原　まりあ

○　楠木　綾子

　

　

　

○　宗女 ミネルバ・アルバトーレ
　　ゴウダの長女 兼 右腕。母親譲りの強力なテレパス。

　

○　宗女 アルテミス姫（リーデストライディイヤ）

http://76519.diarynote.jp/200611140053160000/
http://76519.diarynote.jp/?theme_id=4


　　ミネルバの妹、ゴウダの後継者。

　　ヒーロー・正行とくっつく。

○　アルヤ

　　目立たない人だが、ミネルバの側近その1．

　　どーも鋭の2番せんじやな。（実は息子。っっ）

　

○　ヤニ・シュゼンジシブ・シュゼンジシカ

　　ろっぽい生体アンドロイド。

　　必要に応じてミネルバとアルテミスのフォルムになる。

　

○　ミスター・ユク・ゴウダ（豪田 行(ユク)）
　　コロニスト連合 初代宗主。

○　老パルチザン・ドン・ダンカン

 
 
 



『　（MY YOUTH IN ARCADIA)　7　』　（※「俺と好」設定ノートの2 ＠
1983.10.8.以降）

『　（MY YOUTH IN ARCADIA)　7　』　（※「俺と好」設定ノートの2 ＠ 1983.10.8.以降）
2006年11月19日 連載（2周目・最終戦争伝説） コメント (2)
 
 
　家 系 図 ♪
　

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　

　　　　　　　　　《間》（はざま）……（同族）…… 《翼》
　　　　　　　　　　｜

　　　　　　　　−−｜
　　　　　　　　｜

　　　　　　　　｜

　　　　　　《会田》（あいだ）

　　　　　　　　｜

　　　　　　　　｜

　　　　　　　　｜

　−−−−−−−｜　　　《Seilea》 《豪田》
　｜　　　　　　｜　　　　　｜　　　｜

《竹中》　○−−−−−−○　｜　　　｜
　｜　　　｜　　　　　　｜　｜　　　｜

　｜　　　｜　　　　　　｜　｜　　　｜

　尋人　　｜　　　　　　｜　Mally＝行（ゆく）＝Demeter
（ひろと）｜　　　　　　｜　　　　｜

　　　　　｜　　　　　　｜　　　　｜

栗原 伸 ＝ゆかり　　　　正 行 ＝ Altemiss
　　　　｜　　 　　（まさゆき）｜
　　　　｜ 　　 ｜
会田 透（リーフ）　　　　　　 ｜　
由緒（ゆお）・新（バルドル）　｜

　　　　　　　　　　　　　　　｜

　　　　　　　　　　　−−−−−−−−−−−−−
　　　　　　　　　　　｜　　　｜　　　　　　　｜

　　　　Selenia.Ai.豪田　Eos.Lifraceel　Hera(II)

http://76519.diarynote.jp/200611220210580000/
http://76519.diarynote.jp/?theme_id=4
http://76519.diarynote.jp/200611220210580000/


　　　　　　　　　　　　　　　｜

　　　　　　　　　　　　　　　｜

　　　　　　　　　　　　　　　｜

　　　　　　　　　　　　　《Leniata》
　

　

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地球神＝《水霊》

　　　　　　　　　　　《ヤツリーダム》−−−−−−−｜
　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　｜

　　　　　　　　　　　　　《サムサーラ》　　　　　　｜

　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　｜

　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　｜

《アルバトーレ》　《白の一族》−（色の七支族）−　　｜
　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　｜

　　　｜　　　　　　　｜−−−−−−−　　《磯原》　｜
　　Arcath　　　《黄金》の　　　　　 ｜　　 ｜　　　｜
A.Ruuva.Taule＝イルレアーナ＜双子＞Marise＝岳人＝《水精》
　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　｜　　｜

　　　　　　Hestia.A-Ruva-Taule　　−−−−　清峰 鋭
　　　　　　　｜　　　　　　　　　　｜｜｜ ｜ (Lile-keis）
　　　　　　Venus 　　　　　　　　広 高 厚｜
　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　｜

　　　　　　Hera(I）　　杉谷良一　　　　　｜
　　　　　　　｜　　　　　　｜　　　　　　｜

豪田 行 ＝ Demeter　　 −−−　　　　　　｜
　　　　　　　｜　　　　｜　　｜　　　　　｜

　　　　　　Minelva ＝好一　優実子＝ 磯原 清
　　　　　　　｜　　　　　　　　　｜　　　　　《Anir》
　　　　　−−−−−−　　　　　　｜　 　　　　　｜
　　　　｜　　　　　　｜　　　　　杉谷 狼　＝　真理呼
　　　宇宙樹　　　　Pandola　　(ベルゲルミル)　｜
(ユグドラシル) 　　　　　　　　　　　　　　　 ｜
　　（うつき）　　　　　　　　　　　　　　　｜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《Archtass》

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　

　

　　　　　　　　　　《Goltmnt》
　　　　　　　　　　　　｜

　《火取》（ひとり）　　｜

　　　｜　　　　　　 《Ingot》
　　　｜　　　　　　　　｜

　《杉谷》　　　　　 《吉川》
　　　｜　　　　　　　　｜

　　一良（いちら） ＝ アンナ　
　　　　　　　　 　｜
　　　　　　　−−−−−
　　　　　　｜　　　　｜

　　　　好一　　　優実子

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　

　

　　《Tale-Taller》　　　　　　　　《水原》
　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　 ｜
　担（ニナ）・ミステリア・ティル ＝　まりあ
　　　　　　　　　　　　　　　 　｜
　　　　　　　　　　　　　Mythologia-Tale.水原

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

　

《有澄》 　《高原》 《翼》
　　　　　　　｜　　　｜　　　　　｜

　　　　　−−−　　　｜　
　　　　　｜　｜　　　｜

《清瀬》　○　通子 ＝ 雄一



　｜　　　｜　　　 ｜
　律子＝桂三　　　雄輝　 《楠木》
　　　｜　　　　　　　　　　｜

　　−−−−− 　−−−−−−
　　｜　　　｜　｜　　　　　｜

　　笑　　　緑＝和彦　　−−−−−−−
　　｜　　　　｜　　　　｜　　　　　｜

　　律子　　　○○ ＝ ●●　　　　　｜
(朝日ヶ森総長)　　 ｜　　　　　　　 ｜
　　　　　　　　高原律子＝清峰 鋭　 ｜
　　　　　　　　　　　　｜　　　　　｜

　　　　　　　　Atlyer.I-laryam＝楠木綾子
　　　　　　　　　　　　　　　　｜

　　　　　　　　　　　　　楠木 視夢（ミム）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　

　　　《翼》　　　《皇家》　　　《飛仙》　　　　　　《？》

　　　　｜　　　　　　｜　　　　　　｜　　　　　　　　｜

　　　　｜　　　　　　｜　　　　−−−−　　　　　　　｜
　　　　｜　　　　　　｜　　　　｜　　｜　　　　　　　｜

　　　　｜　　　　Madagaral＝ Seira　Fel.radal ＝ Ma.Cika
　　　　｜　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　 ｜
　　　　｜　　　　　　−−−−−−−−−−　　　Sa.Yurai＝？
　　　　｜　　　　　　｜　　　　｜　　　｜　　　　　　　｜

　　　　雄輝　＝　Marsya Marisial　Marisetwit　　　　｜
　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

　　　　−−−−−−　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
　　　　｜　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

　　　Mylon Meediya　　　　　　　　　　　　　　　　 ｜
　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

　　　　　《Muspellheim》　　　　　　　　　　　　　 《蘭》

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　

　



　《Leniate》　　《Archtass》　　《蘭》　　《楠木》
　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　｜　　　　　｜

　　　｜　　　　　 Josefer ＝ Saemu（冴夢）　Abis Clear
Erisaveta Ariss　　　　　　｜
dona Leniatta　 　　−−−−−　　　　　《Eflemof》
　　　　　　　　　　　｜　　　｜　　　　　　　　｜

　　　　Yan ＝ Saki（咲子）　Sayuri（小百合）＝●
　　　　 　 ｜ Ran Archtass 　　　　｜
　　　　　 Yuris　　　　　　　　　　　　　−−−−−
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　｜

　　　　　　　　　　　　　　　　Arisa（亜里沙）　Erry（絵里）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　

　

　太陽（ソル）（女）

　と月（マニ）（男）

　

　

　

　

　

　

（※元ネタは『ハーロック』の表紙の大学ノート（B5）の
　　見開き一杯を使ったやつなのですが、幅が足りないので、

　　ここでは分割しました☆）

 
 



（画像は無断借用のアルドナリス様とハーロックとキッドさんで〜す…ｗｗｗ）

２．ムーン II （セカンド）・会田正行、ゆきかたしれず。　（１）＋（２）。
2016年10月26日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
 
 

 

 

 
（画像は無断借用のアルドナリス様とハーロックとキッドさんで〜す…ｗｗｗ）
 

http://85358.diarynote.jp/201610261726403438/
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会田サンて「ディマントイド兄様」？／「アルテミス」ちゃん＝「アルマンディン兄
」だったわ…ｗｗｗ　（2016年10月）

「お行きなさい。むかえが、来たようよ」　（没原稿）（@1987）
2016年10月6日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (6)
 
コメント

   
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年10月6日20:52
ところでもしかして、会田サンて「ディマントイド兄様」なのかしら…？？
   
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年10月6日20:58
あれ？　でも、そしたら、…

杉谷好一＠アルマンディン兄様、

会田ゆかり＠実はエルさん？

…て仮説も成り立つけど…？？
？（＾＾；）？

じゃ、「いまバイト先にいる実在エルさん」が、…

「実はアルマンディン兄さま」だったりしたら…

…どぉしよぉ、まさか、「間違えてました☆」なんて言ったら…ｗ

…と、とても、オソモロシイ事態に…ッッッ…！！ｗｗｗｗ

（逃げる。）

   
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年10月6日20:59
むしろ

「アルマンディン兄さまの皮肉癖」は、

http://85358.diarynote.jp/201610062021532406/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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「くっちゃん」と通底してる？

と思ってたんだけどな〜…☆

（負けず嫌いだし子供好きで面倒見がいいし…ｗ）
   
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年10月6日21:03
うん。やっぱ、

エルさん＠杉谷好一、

くっちゃん＠アルマンディン兄さま。

で「立場逆転喧嘩」してると思ったほーがすっきりくる…☆彡
 
 
（めも）　『未完史』⇒『禁未来シ』　設定⇒変更中〜☆彡

2016年10月13日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
 
就寝中にオソモロシイ「史実」？が判明しまして…ｗｗｗ

「アルテミス」ちゃん（旧設定名将）（ぃゃ名称ｗ）

　＝（なかのひと）－

「アルマンディン兄」だったわ…ｗｗｗ

（ぃゃｗここで笑ったりしたらｗｗ後がコワイです…ｗｗｗ）

んで。（＾＾；）

昨夜、検算（＾＾；）しなおしたら、アレ書いてたのは１９８２〜１９８３年で。（＾＾；）

「受験生」だったのに「受験できない」（オヤが進学費用を出してくれない！）ということが判

明して…

グレながら、高校３年の進学クラスで、内職していた作品。という…ｗｗ

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201610130700221224/
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んで。（＾＾；）

何が言いたいかというと…

なにぶん中学〜高校にかけて、まだまだ文化人類学とか社会システムの裏とか、何も解って無か

ったころの「夢ネタ」なので…

「設定考証が甘すぎる！」（と、気づいちゃった時点で、「未完」になった…）

ので…

色々再考証中なんですが。（＾＾；）

（没にしてから３０年？ずっと…）

まず決定。

「アルヴァ・タウレ」には「独自の神話体系」が、あるわけなので…

「アルテミス」だの「ミネルバ」だの、

「欧州圏の神話体系」の名前を

「借りて来る」とは…考えにくい…

んで。

旧設定「アルテミス」ちゃんは

⇒新設定「レリナーレ」（ちょっとまだ語尾は変えるかもしれない）

中華圏からは愛称「レイ・リ－」（麗利）と呼ばれ、

南欧語圏では愛称「レリーナ」とか

日本語圏？で「レラ」

（アイヌ語で「風」）とか…

ですね。（＾ｗ＾）ｇ



（そして…「なかのひと」アルマンディン兄…ｗ（＾◇＾；）ｗ…☆彡）

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年10月13日7:05
…どぉ〜りでｗ

「アルテミス」ちゃんは、出番っから、生意気でｗ高び〜少女だった…ｗｗｗ
   
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年10月13日7:08
そして当然のように（ｗ）

「会田サン」とくっついた…ｗ
   
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年10月13日14:05
んで。

ここから１３００年後？のエスパの世界の「レイリー」ちゃんは、

この歴史上の人物から名前をもらった。と、いう裏設定が完成…☆
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人物小史／アルバトーレ， ミネルヴァ　（＊創作＊）　（2009年10月24日）

人物小史／アルバトーレ， ミネルヴァ　（＊創作＊）
2009年10月24日 リステラス星圏史略　（創作）
 
　ミネルヴァ・アルバトーレ

（マイネ・リューヴァ of ア・ルーヴァ・タ＝ウーレ）

　アルバトーレ第６代執政。「アルバトーレの３姉妹」が優れた後継に恵まれなかったため、「

黄金のイルレアーナ」の遺伝子を基にして作られたクローン……のはずであったが、先天性色素
欠乏症（アルビノ）の一種として生まれ、白銀の巻き毛と真珠光沢の瞳を持つ。強い可視光線を

浴びると体調を崩すため、宮殿内の奥宮（私室と執務室）から外に出ることはめったにない。

　外貌と同様に性格もイルレアーナに似ず、冷徹・冷静・冷淡・退屈・不感症、と、敵対者たち

からは陰口をたたかれた。本人はただたんに職務を果たそうという生真面目さと、外出のままな

らない体質から世間知らずになっただけと思っていたようだが、性格について揶揄されることに

関しては、密かに苦にしていた。

　養母であるデーメティーアが政略上の必要から豪田行（ごうだ・ゆく）と婚姻したため、かた

ちの上では豪田行を「父上」と呼び、豪田家の跡取り娘であるアルテミス・セィレアを「異母妹

」と呼んでいるが、血縁関係はない。また、アルテミス付きの家庭教師格として豪田家の「家族

扱い」となったアルヤ・アラムから密かに想いを寄せられ続けていたという事実に、終生気づく

ことがなかった。

　政略上の必要から杉谷好一を夫に迎える。杉谷宇宙樹（うつき／ユーグ・ド・ラシル）とパン

ドラ・アルバトーレの２児を遺して早逝した。

※主な登場（予定）作品：『最終戦争伝説』シリーズ

 
 
 
 

http://85358.diarynote.jp/200910240139041889/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


（めも）　名称変更：　《ミネルバ様》⇒《エルテラ・マリセ》。　（2016年10
月26日）

（めも）　名称変更：　《ミネルバ様》⇒《エルテラ・マリセ》。

2016年10月26日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
 

 
（画像は無断借用で、

１『グイン』のアムネリス様。

２『ベルセルク』のグー様。

３「銀髪」で検索したら出てきた知らないキャラ様。（＾＾；）でした…☆）

（１⇒イルレアーナ・アルバトーレ似。

「２＋３」⇒足して割ったら「エルテラ様」に、たぶん似る。かな？）

https://www.youtube.com/watch?v=yURRmWtbTbo&nohtml5=False
Michael Jackson - Don’t Stop ’Til You Get Enough

…どんぐりのコーンパン喰ってたら「ミッシング・リンク」のネタが出た…♪

『未完史』（旧題：『俺と好』）設定：

http://85358.diarynote.jp/201610261855434036/
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ミネルバ・アルバトーレ。（ミネルバ様）

　↓

改稿⇒『 禁未来シ 』設定：

「アルバトーレのエルテラ（第６代）・マリセトウィト＝ヴェルラン」。

（ヴェルランは精子提供者の姓。）

「エルテラ様」または「当代様」。

磯原 清 の母が「ミーニエ（第５代）・マリセ」。

「イルレアーナ（黄金の）・アルバトーレ」の、双生の妹。

https://www.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU&nohtml5=False
Michael Jackson - Earth Song 

https://www.youtube.com/watch?v=BWf-eARnf6U&nohtml5=False
Michael Jackson - Heal The World 

https://www.youtube.com/watch?v=LeiFF0gvqcc&nohtml5=False
Michael Jackson - Remember The Time 
　↑

おぉ♪　清クンみたいだ〜っ♪♪

https://www.youtube.com/watch?v=h_D3VFfhvs4&nohtml5=False
Michael Jackson - Smooth Criminal 

…あら…？　ｗ（＾＾；）ｗ…☆
　↓

http://erutara.blogspot.jp/
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=ja-

https://www.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=BWf-eARnf6U&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=LeiFF0gvqcc&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=h_D3VFfhvs4&nohtml5=False
http://erutara.blogspot.jp/
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JP&dl=ja&lp=EN_JA&a=http%3a%2f%2ferutara.blogspot.com%2f

…スペルは変えよう。（＾＾；）うん☆

Elt-Tuerra　…かな？

…あら…こんなのも居た…ｗｗｗ
　↓

http://yu-jin-
poke.hatenablog.jp/entry/2015/05/06/%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%A9

ｗ（＾＾；）ｗ

気に入ったので、コレはいいや…かぶってても…ｗ

1 エルフーン　＋　テラキオン
f:id:frozze1:20140526182044p:plainf:id:frozze1:20140526182052p:plain

通称　エルテラ　

ポケモン用語なのね…ｗｗｗ

　↑

…てゆーか「リアル私の知り合い」で、
「ポケGO」やってるのって、

「アルパカ狼さん」しか居ないんですけどー？

ｗ（＾＾；）ｗ

…変なもんを、ウッカリ脳内送信、されちゃった。とか…ｗ？？

https://www.youtube.com/watch?v=zjGtTUfPcI4&nohtml5=False

http://yu-jin-poke.hatenablog.jp/entry/2015/05/06/%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%A9
https://www.youtube.com/watch?v=zjGtTUfPcI4&nohtml5=False


Michael Jackson - Hollywood Tonight 

（…雑念？が多くて入力作業が捗らないので、久〜しぶりに！
「有るアル」（アルコール入りのホンモンの）ビールを開けました〜ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=gtVirHikldA
Berserk - Behelit (Cut & Loooped for an Hour) 

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


人物小史／アィラーヤム，アトゥルヤー　（＊創作＊）　（2009年9月2日）

人物小史／アィラーヤム，アトゥルヤー　（＊創作＊）

2009年9月2日
リステラス星圏史略　（創作）

 
（＊姓・名の表記法（掲載順）は、

『エンサイクロペディア銀河英雄伝説』のマネですｗ）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　アトゥルヤー・アィラーヤム

（Attl-Ulrwvya-yhrx Ayrhaj-AlHam）

（＊日本語圏通称「アルヤ・アラム」）

　名の「アトゥル＝ウル＝ウィアャー」は《白の一族》の部族語で「水の息子の縁に連なる者」

を意味する。清峰鋭と高原（楠木）律子のあいだに生まれた娘の子であるが、本人は知らない。

アィラーヤムは養父の姓。

　地球西暦２０９７年誕生。月面生まれ《月Ⅱ》育ち、地球に降りた時期がほとんどない生粋

の「ファースト宇宙世代」特有の長身だが、筋力強化に努めているので動作は機敏、高重力育ち

の刺客複数を相手にしても単身で撃退できるだけの戦闘能力は持つ。しかし、一見して誰もが「

穏やかで優しそう」と表現する、細面で色の白い、長い黒髪の美形である。

　幼くして月面テロに巻き込まれて家族を失い、《月Ⅱ》の《Ｃ４》本部で育てられる。早い時

期に豪田行の目に留まり、次女アルテミス・セイレアの家庭教師（という名の目付役）を任じ

られ、周囲からは豪田家の「家族同然」と見なされる。（本人は密かに長女ミネルヴァ・アルヴ

ァトーレのほうに永い片思いをしていた。）

　後、Ｃ４の初代宗主秘書の一人として各種実務を担当。《月面遺跡》発掘監督担当。その縁で

、遺跡深部の通称《時空機械》の誤作動に巻き込まれ２１世紀日本からのタイムスリップを強い

られた高校生一行の世話係となった。

　杉谷好一とは終生敵対。暗殺の対象となるが清峰鋭らに救出され、《星船》脱出組の一人とし

て深宇宙に去った。

　

http://85358.diarynote.jp/200909022046401315/
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主な登場（予定）作品：「最終戦争伝説」全編。

 
 
 
 



アィラーヤム，　アトゥルヤー　（2011.02.08.）

アィラーヤム，　アトゥルヤー

　アトゥルヤー・アィラーヤム

（Attl-Ulrwvya-yhrx Ayrhaj-AlHam）

（＊日本語圏通称「アルヤ・アラム」）

　名の「アトゥル＝ウル＝ウィアャー」は《白の一族》の部族語で「水の息子の縁に連なる者」

を意味する。清峰鋭と高原（楠木）律子のあいだに生まれた娘の子であるが、本人は知らない。

アィラーヤムは養父の姓。

　地球西暦２０９７年誕生。月面生まれ《月Ⅱ》育ち、地球に降りた時期がほとんどない生粋

の「ファースト宇宙世代」特有の長身だが、筋力強化に努めているので動作は機敏、高重力育ち

の刺客複数を相手にしても単身で撃退できるだけの戦闘能力は持つ。しかし、一見して誰もが「

穏やかで優しそう」と表現する、細面で色の白い、長い黒髪の美形である。

　幼くして月面テロに巻き込まれて家族を失い、《月Ⅱ》の《Ｃ４》本部で育てられる。早い時

期に豪田行の目に留まり、次女アルテミス・セイレアの家庭教師（という名の目付役）を任じ

られ、周囲からは豪田家の「家族同然」と見なされる。（本人は密かに長女ミネルヴァ・アルヴ

ァトーレのほうに永い片思いをしていた。）

　後、Ｃ４の初代宗主秘書の一人として各種実務を担当。《月面遺跡》発掘監督担当。その縁で

、遺跡深部の通称《時空機械》の誤作動に巻き込まれ２１世紀日本からのタイムスリップを強い

られた高校生一行の世話係となった。

　杉谷好一とは終生敵対。暗殺の対象となるが清峰鋭らに救出され、《星船》脱出組の一人とし

て深宇宙に去った。

　

主な登場（予定）作品：「最終戦争伝説」全編。

16
最終更新日 : 2011-02-10 18:03:39                                            
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「アルヤさん」の、元々の元ネタ。　（2016年10月21日）

「アルヤさん」の、元々の元ネタ。（＾ｗ＾；）…。
2016年10月21日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=WyxXGdG3-Io
Nearer, My God, to Thee | BYU Vocal Point ft. BYU Men’s Chorus 

すいませんすいません。現実逃避したいんですッ

ｗ（－－；）ｗ

家事をやってるうちに想い出しましたが、アルヤさんのもう一人の…

というか、たぶんセレムさんより先の、元々の、元ネタ。

（＾＾；）そう！

山田ミネコの『ハルマゲドン』の星野（セイヤ）さん…♪

（※『セイント☆矢」とは全く無関係ですので念のため…）

てか、ほとんどこの人、長らく私の「初恋」の座を占めていたよな…ｗｗｗ

（…そんな頃から二次元オタだったか…☆）

http://www.ebookjapan.jp/ebj/195507/volume1/
最終戦争シリーズ　（1）　冬の円盤 

…う〜ん…☆

http://85358.diarynote.jp/201610220004302459/
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　↓

http://d.hatena.ne.jp/wolfcave44/20100822/1282488630
惜しい気持ちが今でも消えない巨編、「最終戦争」シリーズ

CommentsAdd Starsintaro270a-lex666.

…画像を検索したけど無かったわ〜★

（つくづく！かえすがえすも！「オウム」の馬鹿どものトバッチリによる連載中止が怨め

しい…ッ！！）

https://www.youtube.com/watch?v=HsCp5LG_zNE
Celtic Woman - Amazing Grace 

…そして…（－－；）…★

知ってたよねぇ、わたしら。そんな昔から…

日本列島が、ずだずたに分断されて、沈んでしまう。ことを…

https://www.youtube.com/watch?v=XD6RdI1QqCg
Celtic Woman - The Call 

（前項に戻り、次項に続く…（－－；）…★）

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年10月22日15:38
セイヤさん

＋セレムさん

＋アルドナリス

⇒アルヤ・アラム。

http://d.hatena.ne.jp/wolfcave44/20100822/1282488630
https://www.youtube.com/watch?v=HsCp5LG_zNE
https://www.youtube.com/watch?v=XD6RdI1QqCg
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バービー

＋リンダ

＋アムネリス

⇒アルテミス。

…ぃやむしろアルヤさんには、
リギアが入ってないか…？

σ(^◇^;)？
 



（作業栗鼠０匹目）

（作業栗鼠０匹目）

2016年10月30日 リステラス星圏史略　（創作）
 

https://www.youtube.com/watch?v=FJvmny-_XUc
乃木坂46〜サイコキネシスの可能性 

おはようございます。

０７：１７です。

４連勤の２日目。（－－；）

札幌は曇天。

気温４℃…。（ーー；）

６時に起きようと思ったのに暗くて精神的に起きられず寝床に逆戻りして、

６時半に起きなおして、（＾＾；）

それでもストーブ前（室内）に布団干して

朝ごはんとバイトに持ってくお茶の仕度して、この時間。

脳内は『禁未来シ』のミッシングリンク情報が暴走中で（＾＾；）

なかなかユカイな状態になっております…ｗｗｗ
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やっぱり「清クン（なかのひとアイリスちゃん）の一人称」視点だと、

「それ知らない」

「よく解んない」

「俺は関係ないからよく見てなかった」

「めんどうことは好に聞いてくれ〜っ」てな返事で（－－；）

歴史上の事件を、

「何がどーなって、そーなっちゃったの？？」が、ぜんぜん、視えてこない…、
（－－；）

てな、限界があったんですが…ｗ

現在、

「エルさん開き直り視点」で「言い訳」（？）情報がどかどかと脳内に溢れ流れこんできていて

、（＾＾；）

ついでに「エルテラさまのナカノヒト＝私」というファクターで「記憶（？）を再構成」すると

…

ｗ（＾＾；）ｗ

「清クン視点」だと何故か？「杉谷好一アホでワルモノっ」扱いに決めつけられてた部分が、

「ちょっとかなり違うｗ」てことが判明しまして…ｗｗｗ

あ、でも、「ナカノヒト狼さん」が、「もっと可哀想だった」という事実が…ｗｗｗ

…え”〜…いぇいぇ…★（＾＾；）★

現実世界の情報チェックに戻り鱒ぅ…ｗｗｗ

（０７：２８）。

https://www.youtube.com/watch?v=83vyrFFjiqQ
欅坂46 『世界には愛しかない』 

https://www.youtube.com/watch?v=caF6nJxTejc

https://www.youtube.com/watch?v=83vyrFFjiqQ
https://www.youtube.com/watch?v=caF6nJxTejc


君の知らない物語 - supercell



杉谷好一氏が「清クン」からは「説明不足の無口？な奴っ」と思われていたのは…

「前回までのあらすじ」　（文責　NANA）。
2016年11月9日 リステラス星圏史略　（創作）
 
 

（作業…まだ成層圏…（＾＾；）…上昇中…☆）

…現在、脳内で、杉谷好一氏が、某（身内の総反発を招き、世間からは大絶賛された）事件？に
つき開き直りの大実況中継？展開中でございまして…☆

一方の当事者である（ナカノヒト私）も汗顔の至り状態を通り越して開き直っているので…（
＾＾；）…脳内がたいへん賑やかです…ｗｗｗ

（嗚呼、可哀想だった「ナカノヒト狼」さん…★）

ちなみに杉谷好一氏が「清クン」からは「説明不足の無口？な奴っ」と思われていたのは…

「妹には言わなくても通じる」し、

周囲の大人たちとはたいがい「米俗語で」喋っていたので…

（そしてたいがいN.Y.時代の周囲の大人からは「口が達者な子どもだ」とか「口の減らないガキ
だぜ」とかいう評価を受けていた…☆）（ディベートさせたら、ほぼ負け知らず…）

早口の米語で喋ると清クンから「解んねぇッ」と抗議されるので、めんどくさいから放置。とい

う結果のようなのでした…ｗｗｗ
 
 
 

http://85358.diarynote.jp/201611091635056354/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20161109/85358_201611091635056354_1.jpg


ま、まさかの！　杉谷好一≒エル≒サキ・ラン！　驚愕の霊史的事実が判明…
　（2015年4月13日）

http://85358.diarynote.jp/201504132306477873/

「非常識なところで、心当たりがあると。」…（＾◇＾；）…

2015年4月13日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)

さっきのね。（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月13日21:46
…(^_^;)…
ElleさんとWolfさんが、やたらとご機嫌さんなんですけど…
(^_^;)
いったい何があったの？(^_^;)

欧州組は二人して朝から笑いころげていて、

エルのほうは憮然としていて、

白熊さんズは一緒になってウケているので…

http://85358.diarynote.jp/201504132306477873/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201504132306477873/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150413/85358_201504132306477873_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150413/85358_201504132306477873_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150413/85358_201504132306477873_3.jpg


原因は、これのしっぽに貼った、

http://85358.diarynote.jp/201504130953285470/
これらしい…☆
https://www.youtube.com/watch?v=yqxTQmaCGQU
コネクト　ろん

ｗ（＾□＾；）ｗ

いや、これ、たまたまタイトルで検索した曲の、

https://www.youtube.com/watch?v=0Lv_pg6cKWY
からげんき　歌った【ろん】

ついでに拾っただけなんですけどね…？

　（＾◇＾；）

たしかにこりゃ、エルだ…ｗｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=Iy6jX4dg3do
魔法少女まどか☆マギカ 劇場版 始まりの物語 地上波版 2 

（じゃあ、ばさばさ頭娘が、私か！…ｗ）

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%81%E7%BE%8E%E3%81%BB%E3%82%80%E3%82%89
＞本編中の「現在」とは異なる未来の「時間軸」から来た、

＞長い黒髪をかき上げるのが癖

＞幾度も時間を遡り、まどかの悲劇的な最期を阻止するための戦いに身を投じる

＞今までの自分の行動が却って事態を悪化させていたという事実を認識したことで絶望したほむ

ら

＞再構成されたのちの世界でも以前の世界の記憶を維持しており、時間制御能力は失ったものの

、まどかに成り代わる形で能力を継承し、

…よのなかに、おばかさんは、エルや狼さん（や、私も…？）
だけじゃない。ってハナシか…っ☆

https://www.youtube.com/watch?v=qvPw53jv7Cs
魔法少女まどか☆マギカ　暁美ほむらMAD 「絶望の夜を超えて」

http://85358.diarynote.jp/201504130953285470/
https://www.youtube.com/watch?v=yqxTQmaCGQU
https://www.youtube.com/watch?v=0Lv_pg6cKWY
https://www.youtube.com/watch?v=Iy6jX4dg3do
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%81%E7%BE%8E%E3%81%BB%E3%82%80%E3%82%89
https://www.youtube.com/watch?v=qvPw53jv7Cs


https://www.youtube.com/watch?v=cv0x7Ci3pSQ
魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語「CONNECT」
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月13日23:13
…わけのわからんハナシだ…☆（＾◇＾；）★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月13日23:55
（３コマ目は、むしろエイリス似？）

　ｗ（＾_＾；）ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月15日0:07

…　！(‾○‾;)！　…

ま、まさかの！（；‾Д‾）！

杉谷好一≒エル≒サキ・ラン！

！(‾○‾;)！

…という、驚愕の霊史的事実が判明…（；‾Д‾）…

(・ω・;)(;・ω・)

https://www.youtube.com/watch?v=cv0x7Ci3pSQ
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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…い、言われて？みれば、
…な、なるほど…！

…じゃ、ユミちゃんが白熊さんで、

…狼さんが…(‾○‾;)…

…あ、全部？ヽ（・＿・；）ノ
キャラが当て嵌まるわ…

…(・ω・;)(;・ω・)…

そ、そおか！（；‾Д‾）

そおだったのか…！

…(＠□＠;)…
 
 



「ＳＦネタ」のはずだったのに……（汗）　（2009年10月26日）

「ＳＦネタ」のはずだったのに……（汗）
2009年10月26日 連載
 
 
（本日の最大ニュース。）(^^;)

　月に空洞？　縦穴発見

「かぐや」撮影　将来の基地候補

　月面の地下にある溶岩でできたトンネルに通じるとみられる縦穴を、宇宙航空研究

開発機構の研究チームが２５日までに、月探査機「かぐや」の撮影画像から発見しま

した。溶岩トンネルは流れ出た溶岩が固まる途中に地下にできる空洞で、将来の月面

基地の建設地候補にもなるといいます。（略）月の表側の「嵐の大洋」と呼ばれる平

地に、直径６０〜７０メートル、深さ８０〜９０メートルの縦穴を見つけました。

（略）温度変化が小さく、放射線も防げるなどの理由で将来の月面基地の有力候補地

とされます。（略）

（日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
　機関誌「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
　2009.10.26.)

　さぁ、それの地下を掘り進んでいくと……「月面遺跡」にぶち当たっちゃう（予定）から!!!!!

　ｗ（＾◇＾；）ｗ

 
 
 
 
 

http://85358.diarynote.jp/200910261530363168/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=243
http://www.jcp.or.jp/
http://www.jcp.or.jp/akahata


memo.　（2012年1月25日）

memo.（前後の本文？とは脈絡ありません☆）
2012年1月25日 リステラス星圏史略　（創作）
 
　そうそう、それそれ!!
（ちょうど「欲しかった」やつ……＜「ネタ用」に……ｗ）
　http://42642.diarynote.jp/201201220915067593/
　http://42642.diarynote.jp/201201220934019494/

　（＾ｗ＾）ｇ

 

http://85358.diarynote.jp/201201251118015988/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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めも。　（2013年10月21日）

めも。2013年10月21日
リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
 

ミルニマ—リエ。

　＝ミ—ニエ・マリセの本名。

どうも「俺と好」改題「禁未来シ」は、ものすごく大幅に改構すうはめになるかもなならないか

もな…

「スペイン古語」を勉強しないといけないかもである…

？(・ω・;)(;・ω・)？
 
 
 
 
 
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2013年10月21日19:05
 

「黄金の」イルー・レアーナ。

「青銀の」ミルニ・マーリエ。

（一卵性双生児）。

　う〜ん、ほんとうにこのはなし、「二重螺旋」だな……ｗ
 
 
 
 

http://85358.diarynote.jp/201310210145304538/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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10月23日の日記　　（2013年10月23日）

10月23日の日記2013年10月23日
リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
 
…だからなぜ目が醒めてしまうんだろう0時05分。(-.-;)

あたまんなかでは「俺と好」（禁未来シ）の「いつもの連中」が絶賛暴走中。(^。^;)

主要さらわれキャラが一人増えるか、くっちゃんか「二重さらわれ」役になるかするかもしれ

ない。

┐(’〜`；)┌

「この世界の百年後」が非常に絶望的状況であることは相変わらず以上だが。

清と好が作者がべっくら驚くほど実は以心伝心らぶらぶ？(‾○‾;)だし。ｗ

ゆかり姫が超かっこいい名セリフをかっ飛ばしてくれたしで、相変わらず、「未来の地球」のあ

の衛星軌道の連中は、必ずや残りの人類を生かして星船に乗せて送り出してくれることでしょう

。

…問題は…(-_-#)…

「今のこの地球」の日本が３５年前に視ちゃった予知夢そのままの最悪の悪夢の真ん中に突き進

んでいる。っていうハナシ…

(ノ-o-)ノ　┫

とりあえず、南米亡命資金稼ぎのための。

バイト面接の履歴書２通。書こうっと…

http://85358.diarynote.jp/201310230027052505/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201310230027052505/


(-"-;)
 
 
 
 



「未来の編集者」のみなさん。　（2014年8月10日23:54）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年8月10日23:54
 
 
まぁとりあえず、

「未来の編集者」のみなさん。

（＾＾；）

まかり間違って（？）旧題「俺と好」（新タイトル「禁未来死」）を映画化するハナシがありま

したら…

前項前々項のコメント欄と、

これ参照で…
http://www.bing.com/videos/search?
q=%e5%a4%a7%e5%8f%8b%e8%89%af%e8%8b%b1%e3%80%80youtube&qpvt=%e5%a4%a7%e5%8f%8b%e8%89%af%e8%8b%b1%e3%8080youtube&FORM=VDRE#view=detail&mid=D581D85E031D8088FFC2D581D85E031D8088FFC2

　（＾＾；）

「善野」と「禁未来」のＢＧＭは…

（もしまだご存命でいらしたら…

　大友良英氏に、お願いして下さいね…☆）
 
 
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年8月10日23:57
 
ワタクシ、とくに、「じぇじぇじぇ」が気に入りました…ｗ
 
 
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年8月11日0:07
 
あ、（＾＾；）

うえのトリガの１７分目くらいからやってるやつ…

まんま「善野高校の学祭で生徒会がやってたやつ」だ…

　（＾＾：）

１９８０年代の夢のなかで、なんでこれ聴いてたの私？？

 
 
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年8月11日0:15
 
それにしても、現実の世の中に、

ここまで「私の好みにドンぴしゃり」な

作曲（＋演奏）家が実在していたとは…☆
 
 
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年8月11日0:17
 

cmk2wl @cmk2wl · 25 分 

多くのことをなす近道は、一度に一つのことだけすること。

アマデウス・モーツァルト

 
 
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年8月11日0:28
 
３０分頃からやってる曲、

「まるで私が作ったかのよう」なメロディラインなんですけど…ッ！！
 
 
 
 
 

http://85358.diarynote.jp/
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予約。　（2014年8月26日）

予約。

2014年8月26日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
 

『禁未来死』ゆうらしあバージョン映画撮影の際には、

このへんＢＧＭでお願いいたします…。
https://www.youtube.com/watch?v=k7uUWXBpTl0&index=13&list=RDS0U7dKVrv2U
Haruomi Hosono - Laugh-Gas 

（「帝刻軍のテーマ。」ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=-Qwv7QYYnY8&list=RDS0U7dKVrv2U&index=18
Haruomi Hosono - Fujiyama Mama
 

（めも。）

https://www.youtube.com/watch?v=N2r1aABTp44&index=12&list=RDS0U7dKVrv2U
恋は桃色　細野晴臣&矢野顕子
 
？このうた知らない…
私が６歳のときか！？

　（＠＠；）
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https://www.youtube.com/watch?v=N2r1aABTp44&index=12&list=RDS0U7dKVrv2U


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年8月26日11:03

※わが物語「作中都市」オオノのモデルのひとつである「長野県大町市」の、

「線量グラフ情報が切断されている」ことに注意…。
 
 
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年8月26日11:47
 
腎臓まわりが痛む。（－－＃）

去年も一昨年も９月に過労と被曝疲れで倒れて寝込んでたしな〜…

今年はまだ「天中殺明けのドカンと一撃」が、来ていない…？

油断せず、体調管理！

所持品処分！脱出準備！！

 
 
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年8月26日14:41
 

鉄欠乏性貧血でふらふらする。

脳への酸素供給量が足りてない。

「こんなこともあろうかと」

昨日の帰りに抜かりなく仕入れてきた、

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


鉄剤がわりの高純度チョコレートの服用再開。

（うち「２３％がフェアトレード」商品だ。赦してくれ、児童労働の子どもたち…）

腹痛と下痢。

自転車のパンク修理にえっちらおっちら、徒歩１５分の店まで押して行く元気が出ない…

（天気は最高。大気は正常。）

しかし紫外線（死害線）も凄いしねぇ…
 
 
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年8月26日15:28
 

免疫系のダメージがでかくて、ヒヨリミ感染カゼ発症しかけてクシャミが出る体たらく。

(∋_∈)

増殖細菌対策と、

全身に多発中らしいガン未満（遺伝子ミスコピー）細胞の一括消去のため、

「これから発熱します」と、

カラダが通告してきています。

（つまり、室温２４℃あるのに鼻水たれてきて、

寒気がしています…）

(-_-#)

ダイエットめにうじゃ発熱途中で燃料不足に陥る。

(-"-;)

食べ足して、熟睡確保！
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…人間は考える魔神である…ｗ（＾◇＾；）ｗ　（2014年11月22日）

…人間は考える魔神である…ｗ（＾◇＾；）ｗ
2014年11月22日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
 

（前項参照／大脱線が迷走中ｗｗｗ）

…カミサマ神様！
こんなにオモシロイこと考えつく地球人類を、むげに滅ぼしちゃうのは、もったいないです

よ〜…っっっ！
https://www.youtube.com/watch?v=XKRj-T4l-e8&index=24&list=RDIOmFgIxvVzc
https://www.youtube.com/watch?v=VTLp7f5rPd4&list=RDIOmFgIxvVzc&index=25

ウケた！ｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=rb8BpdoVdl8&list=RD-D7Od7iYq0A&index=27

『禁未来死』用に！

https://www.youtube.com/watch?v=liGDMa0PNgc&list=RD-D7Od7iYq0A&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=2CrjvsJAkBs&list=RD-D7Od7iYq0A&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=wTKRHz7xjFM&list=RD-D7Od7iYq0A&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=3hBqgp9JGOo&index=40&list=RD-D7Od7iYq0A
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…これ初めに知ったときは、発想としては、キバツで面白かったんだけど…
https://www.youtube.com/watch?v=N7qiwu46hrA

コドモの時に、習わなかったか？

「食べ物で遊んじゃいけません」って…

　＜（－－；）＞

飢餓死線上にいる地域の人が見たら、どう思うか…
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N7qiwu46hrA


「劣化ウラン」／バカな親が子供を殺す。　（2014年11月21日）

原発事故後に降った黄色い粉は「劣化ウラン」／バカな親が子供を殺す。

2014年11月21日 リステラス星圏史略　（創作）

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月21日1:20

（ひとりごと。）

　考えてみれば、杉谷好一は豪田行の二番煎じをやらかしただけなのに、

身内の総すかんを喰らって暗い最期を遂げた挙句に、

「後世の歴史家」たちからの「評の割れ」っぷりったら、何なの…？？
　ｗ（－－；）ｗ

cmk2wl @cmk2wl · 14 時間14 時間前 
映画「クリスマス・ツリー」

ミシェル・バタイユのベストセラー小説の映画化。

10歳になるパスカルと父ローランは海に。父の潜水中に核爆弾をつんだ飛行機が近く
に墜落した。その日から、パスカルは体の不調を訴えるようになった。 
http://pic.twitter.com/flUyaJVR0o

cmk2wl @cmk2wl · 14 時間14 時間前 
パスカルは白血病であと半年の命。ローランはパスカルの欲しがるものはすべて与

えた。オモチャ、トラクター、そして本物の狼までも。

クリスマス・イブ。美しいツリーが部屋にかざられ、プレゼントが山のように積まれ

た部屋で、パスカルはこと切れる 
http://pic.twitter.com/6BVVsO4GqB

cmk2wl@cmk2wl クリスマス・ツリー
https://www.youtube.com/watch?v=KmN8Ef3CWws …
映画の二人は不可抗力だった。避ける事ができなかった。

でも東日本と関東の親子はどうなのか。

美談にはならない。バカな親が子供を殺すのだから。

http://85358.diarynote.jp/201411210826029168/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://pic.twitter.com/flUyaJVR0o
http://pic.twitter.com/6BVVsO4GqB
https://www.youtube.com/watch?v=KmN8Ef3CWws


cmk2wl @cmk2wl 
· 21時間 21時間前 
原発事故後に降った黄色い粉は「劣化ウラン」

http://togetter.com/li/690619

cmk2wl @cmk2wl 
· 21時間 21時間前 
劣化ウラン　湾岸戦争後、帰還兵やその子供に奇病が発生している。 劣化ウランの後
遺症。女性兵士キャロル・ピコーは脳障害 ・甲状腺異変に襲われ、彼女には甲状腺が
ない子が産まれた。イラ クの子供たちにも同様の、奇形児・先天性欠損症児・白血病
・ガンが多発している。

「逃げろ！

　今すぐ逃げないやつは、俺が殺すぞ！」

…けっきょく、好のばかは、そう言いたかった？

　だけなのね〜？？？

　ｗ（ーー；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=p17BtyotJFM&list=RD1yMKd-Z0Xr8&index=10
 
 
 
 

http://togetter.com/li/690619
https://www.youtube.com/watch?v=p17BtyotJFM&list=RD1yMKd-Z0Xr8&index=10


JUST ワイルド LOVE SONGS。 だぜぇ…ｗ　（2015年1月30日）

JUST ワイルド LOVE SONGS。 だぜぇ…ｗ
2015年1月30日 恋愛 コメント (7)
 

（承前）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=ljXFL4dyDIk
https://www.youtube.com/watch?v=8GcxJ8Py3Vo
https://www.youtube.com/watch?v=YpZVulDvwyY

https://www.youtube.com/watch?v=pHcZ1wPsJYY
https://www.youtube.com/watch?v=0MeRN3ulnaM
https://www.youtube.com/watch?v=7LHYBHUsn2M

https://www.youtube.com/watch?v=kj9drjxK3zI
https://www.youtube.com/watch?v=ZyLCgAcoRsY

おまけ。なのねｗ

https://www.youtube.com/watch?v=1yHgyu4Z6XM
https://www.youtube.com/watch?v=U4PVKctv6iM

https://www.youtube.com/watch?v=JOIYLIgOY1Y
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https://www.youtube.com/watch?v=pHcZ1wPsJYY
https://www.youtube.com/watch?v=0MeRN3ulnaM
https://www.youtube.com/watch?v=7LHYBHUsn2M
https://www.youtube.com/watch?v=kj9drjxK3zI
https://www.youtube.com/watch?v=ZyLCgAcoRsY
https://www.youtube.com/watch?v=1yHgyu4Z6XM
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https://www.youtube.com/watch?v=JOIYLIgOY1Y


https://www.youtube.com/watch?v=gusHqE-9ekY

あ、時間切れｗ

 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月30日11:18
前２つ追加してあるのでチェックプリーズ。

サウジアラビアでＭ４。

色々、揺れてるなぁ…(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月30日11:33
「Ｍ２ 中規模フレア Ｘ線」
ツイッタ。

しばらく沈静化してた太陽表面が再び活発化。

紫外線だけでも

殺傷力がものすごい。

オゾン層はどうなる？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月30日15:54
Ｍ級フレアが連発中。

南半球の紫外線死骸が怖い量。

てか、南極の氷が熔けるッ！

(‾○‾;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月30日15:56
「有効求人倍率」がアガッテるとか言う数値上のトリックは、

https://www.youtube.com/watch?v=gusHqE-9ekY
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201501300914289674
http://85358.diarynote.jp/
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http://85358.diarynote.jp/
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「急死と病気退職が相次いでて働ける人数が激減している」

ってこと。だからね？(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月30日16:02
ヨルダン政府はイイ勝負をしているらしい。(^-^)g

なにしろ「アラブ時間」だけに向こう３年くらいかかっても、

気にしないｗ

┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月30日16:14
「帰国後 自殺した自衛隊員 ウラン地獄」
「雪は線量が高い」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月30日21:40
関東人口過密地帯直下Ｍ５級。

（；‾Д‾）しかも連発。

「分割払い」でなかったら、今頃すでに首都圏壊滅でしたね…

何故、間に合うあいだに逃げないの？

ソドムとゴモラの愚民どもは…
 
 
 
 

http://85358.diarynote.jp/
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「未来史学」資料…。　（2015年2月2日）

「未来史学」資料…。
2015年2月2日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
 

http://pic.twitter.com/MnMvJa8k3e

『美術館で愛を語る』配信開始！/岩渕潤子 @tawarayasotatsu · 5時間5時間前 
ISILと闘うクルド系女性戦闘員部隊について・・・
＞Female Fighters of Kurdistan (Part 2/3):
http://youtu.be/cGVkQtMjDk8 @YouTube

狂四郎 (I.Setter) @Kyou_shirou · 20時間20時間前 
,ＩＳＩＬ(イスラム国)と戦う
クルド人女性戦闘員　

Kurdish female fighters face jihadists in Iraq’s north: 
http://youtu.be/Gr_xQtXWzoY
「イスラム国」と戦うクルド人女性戦闘員 Kurdish female fighters face jihadists in
Iraq’s... 
イラク北部マフムル（Makhmur）で、ライフルを肩にかけ、ベルトに手投げ弾を下げ
、「女性を解放するため」にイスラム国と戦うクルド人女性戦闘員を取材した。8月21
日撮影。(c)AFP 2014年9月15日 IRAQ, Makhmur : Tekoshin stands on a mountain in
north...

…さて困った…ｗ（－－；）ｗ…

http://85358.diarynote.jp/201502021921297564/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201502021921297564/
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クルドのほうが弱勢？

クルドのほうが女性の人権を尊重？

じゃ、

【イスラム国 vs クルド問題】だったら、

クルドの味方…？？
…＜（〜〜；）＞…

Fran Power @FPower1 · 12月13日 
All in the name of Religion RT"@EskandarSadeghi: ISIS Publish Pamphlet On How to
Treat Female Slaves #Isil #Iraq 
http://www.newsweek.com/isis-release-questions-and-answers-pamphlet-how-treat-
female-slaves-290511 …"
http://t.co/MygJvSzMif
ISIS Publish Pamphlet On How to Treat Female Slaves 
It says that sexual intercourse is “permissible”, as is trading non-Muslim slaves,
including young girls 

Kobane_RojAva @_KOBANE · 12月10日 
#IslamicState published Q&A on how to treat female captures
#Ezidi Women enslaved by #IS medieval subhumans #ISIL 
https://twitter.com/_KOBANE/status/542785223914971136/photo/1

なにが「正義」で、

なにが「邪悪」だ？

わかることは、「私は常に弱いほうと共に立つ。」という、大原則。だけだ…

　ｗ（＾へ＾；）ｗ

 
 
 

http://www.newsweek.com/isis-release-questions-and-answers-pamphlet-how-treat-female-slaves-290511
http://t.co/MygJvSzMif
https://twitter.com/_KOBANE/status/542785223914971136/photo/1


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月2日19:22
未来史のなかに「ヤニ・シュゼンジシヴ・シュゼンジシカ」という名前の女性がいるのだが。

（＾＾；）

この名前、ロシア系？クルド系？ルーマニアとかの人…？？
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エルとエイリスのいつもの痴話？喧嘩ｗ　（2015年10月9日）

エルとエイリスのいつもの痴話？喧嘩ｗ

2015年10月9日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
 

（昨夜送信したのが載らなかったみたいなので再度〜☆）

ってか、まんま「杉谷好一と磯原清」…ｗ（＾□＾；）ｗ…

「破壊を恐れてどうする！逆に早く破局を見せてやるのだ。

　そこからでなければ秩序の構築はありえない。」

「あなたは人間のひとつの側面を語っているに過ぎない。

　破局を見ずとも、平和を志向し秩序を育んでいる人間もいる。

　人にはもっと多様な部分が隠されているのです。

　誰も、あなたの理想のための道具ではない！」

（出典次項＞）

 
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月9日9:53
 
おや、本文を入れようと思ったら、パソコンがネットに繋がらない…(・_・;)…強風でどっか切れ
たか…？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月9日10:09
引っこ抜いて刺し直したら繋がった。

（＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/201510090928078366/
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０５２８６００。

 
 
 
諸葛孔明時の地平線 12 (プチフラワーコミックス)2015年10月9日 読書 コメント (1)

前項これね。（＾ｗ＾）ｇ

あらためまして、おはようございます。

おや。（＠＠）１０：１０．に、なりました…

３連休の最終日。早朝は風雨はいったん収まっていたので、

８時には起きだして換気しながら小家事…に、
手をつけていたら再びの暴風雨に…☆

台風のせいで外遊びには行かれませんでしたが★

（＾＾；）こんな日に「バイトが休み」の私は、やっぱり強運なんでしょうね…☆

https://www.youtube.com/watch?v=gosY-UrpHcA
Nearer My God to Thee (for 9 cellos) - ThePianoGuys 

…でも何故か？（＠＠；）

悠宙舞さん御推奨の「今朝一曲目」が、これでした…★

本日の予定はパソコンとパソコン以外の机事と、

昨日けっきょく何もやらなかった台所の復旧作業…

出羽！

http://85358.diarynote.jp/201510091015071277/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=225
http://85358.diarynote.jp/201510091015071277/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4091720021/
https://www.youtube.com/watch?v=gosY-UrpHcA


https://www.youtube.com/watch?v=5mJ08-pyDLg
Bring Him Home (from Les Misérables) - ThePianoGuys 

…あれ…？（＠＠；）？

今度はネット繋がってるのに、ＤＮにアップできない…★

 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月9日10:20
繋がった。（＾＾；）

突風に電波が負けるのかな…？？
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福島県の南相馬を拠点に大量生産されているドローン／日本は欧米の廃棄薬品の最終処
理場／特定地域を死滅させることができますね

福島県の南相馬を拠点に大量生産されているドローン／日本は欧米の廃棄薬品の最終処理場／特

定地域を死滅させることができますね

2016年11月2日 リステラス星圏史略　（創作）
 
 
（【 りす 】 not ＠ work ＹＥＴ...）　
https://www.youtube.com/watch?v=n55QVlBoDxI&nohtml5=False
AMV - Berserk - Forces 

sa360 @sa3605 · 8時間8時間前 
sa360さんが荒木健太郎をリツイートしました
硫化鉄と硫酸バリウム、酸化アルミニウム、劣化ウラン、御存知モンサントの枯れ葉

剤が主成分ですけれど、？

https://twitter.com/arakencloud/status/793376618416701440

sa360さんがリツイート 
SARYU @whiskys_high · 11時間11時間前 
ただ、ただ綺麗綺麗と大絶賛。

プロパガンダに忙しい気象操作庁…

（承前）

…はははははは…★

…ｗ（＾◆＾；）ｗ…★
　　　　 ↓
http://85358.diarynote.jp/200911011938205151/
備忘リスト／追加編☆　（2009年11月1日 連載 ）

続きを書こうという気はあるのに

結果としてはネット上各所に放置

されている書きかけ原稿リスト★　その２。

http://85358.diarynote.jp/201611021844504843/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=n55QVlBoDxI&nohtml5=False
https://twitter.com/arakencloud/status/793376618416701440
http://85358.diarynote.jp/200911011938205151/


…ネタだらけだなぁ…★
　↓

amaちゃんだ @tokaiama · 11時間11時間前 
ツイッターには監視人がいる

被曝被害の具体的な証拠を書くと、たちまち削除される

わずか数分で

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Meifoa @meifoaj · 10月31日 
@product1954 @mjjkoi2399 @AbeShinzo日本は大戦中に原爆の実物試験に成功
爆撃機に積載できない原爆

広島・長崎の原爆は地上起爆

核兵器禁止条約に反対した

原爆特許所有者は天皇

第２次大戦中　昭和天皇は英国陸軍元帥

と考えると

辻褄が合ってくる。

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 10月31日 
JUMPILIKEYOUさんがMaşuk Qayyim Naokiをリツイートしました
日本人1億2千7百万人の間違いじゃないの？
https://twitter.com/NaokiQayyim/status/792913903852191744

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 10月31日 
JUMPILIKEYOUさんが情報速報ドットコムをリツイートしました
なんだと思う？

https://twitter.com/kennkou1/status/793052920224755712
　↓

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 10月31日 
JUMPILIKEYOUさんがNHK科学文化部をリツイートしました
チェレンコフ光

https://twitter.com/nhk_kabun/status/793043513797586944

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 10月31日 

https://twitter.com/NaokiQayyim/status/792913903852191744
https://twitter.com/kennkou1/status/793052920224755712
https://twitter.com/nhk_kabun/status/793043513797586944


JUMPILIKEYOUさんがTomo Matsuoをリツイートしました
最後は、日本の産業全部を国営にするしかなくなるのではないか？

https://twitter.com/tomatsuo/status/792929584622600192

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
兵頭正俊 @hyodo_masatoshi · 10月29日 
大麻は麻薬ではありませんよ。そこでボタンを掛け間違っては話にならない。珈琲や

タバコ、アルコールの方が格段に「麻薬」です。戦前、大麻は日本の優れた文化で

あり、薬草に産業にと使われてきました。敗戦後に、GHQが禁止したのです。その後
、日本は欧米の廃棄薬品の最終処理場になっています。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ひろみ @hiromi19610226 · 10月27日 
戦争中 中国での 三笠宮の言葉だけど
これ 今やんね…
https://pbs.twimg.com/media/Cvx4CbsUEAAiHSj.jpg

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
狼たちは知っている @wolvesknow · 10月30日 
第三次大戦が始まったとき、日本人はプロ野球に夢中だった、という米学者の本の話

は何度かしたけど。憲法より上に位置するTPPが採決されんとするとき、日本人はプ
ロ野球とハロウィンに夢中だった、って現実がだな。。。

https://www.youtube.com/watch?v=RY7S6EgSlCI&nohtml5=False
Men At Work - Overkill 

sa360さんがリツイート 
サージ船長 @alo353 · 8時間8時間前 
@junko_in_sappro @sa3605 豊洲の地下空間も、そういうことじゃないですかね。も
っと下があることも想定せねば。

sa360さんがリツイート 
原武史 @haratetchan · 9時間9時間前 
宮内庁記者からの伝聞。現天皇は明治天皇を評価していない。長い天皇制の歴史のな

かで明治は伝統から外れた時代であり、戦後の象徴天皇こそ伝統に沿うと考えている

https://twitter.com/tomatsuo/status/792929584622600192
https://pbs.twimg.com/media/Cvx4CbsUEAAiHSj.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=RY7S6EgSlCI&nohtml5=False


。明治節の復活につながる明治の日などもってのほかである。大正天皇については意

思に反して引退させられたと考えているようだ。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
役立ち情報応援！ @manabi_kun · 8月19日 
ショック！ 天皇は、世界大戦二次中、日本軍が使用する武器、燃料を、米国から密
輸し、…日本軍に高額で「売り付け」、利益をスイス銀行に隠し、…日本人女性を、
○○○として海外に…赤十字との関係はhttp://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=600&t=6&k=0&m=298764&g=131207 … の公文書館で、誰でも閲覧する事が
可能

…「ひろと変輩のテーマ」？発聴…♪ｗ
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=eZkOn0-yt9E&nohtml5=False
Men At Work - Dr. Heckyll & Mr. Jive

sa360さんがリツイート 
サージ船長 @alo353 · 2015年6月21日 
@onigiri3_ @desupehannari 福島県の南相馬を拠点に大量生産されているドローンは
、大量殺戮兵器と変わるかも知れませんね。デュポンやモンサントのケムトレイルの

噂に符合し、 トリチウムをチタン吸着して放射線物質を散布すれば、特定地域を死滅
させることができますね。

https://www.youtube.com/watch?v=Ca0dlAwN1Kc&nohtml5=False
Darksoul 3 Berserk-Forces 
　↑

新ネタ！

すげぇ質感…！♪
！（＠□＠）！

増える増える…☆
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=eQGTPShYHbU&nohtml5=False
Berserk - Forces Metal Remix By ModernWeapons (READ DESCRIPTION)

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=298764&g=131207
https://www.youtube.com/watch?v=eZkOn0-yt9E&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=Ca0dlAwN1Kc&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=eQGTPShYHbU&nohtml5=False


「これは戦争なんだ」。

「これは戦争なんだ」。　　（…ネ…腐れ…タ…弔…）
2017年1月12日 リステラス星圏史略　（創作）
 
https://www.youtube.com/watch?v=k-9_wXIEkjE
Two Steps From Hell : 30 mins Best *Cinematics* [MightyMudPie] 

amaちゃんださんがリツイート 
峠の茶屋 @toogenochaya1 · 8時間8時間前 
「DASH村」を再生し、帰還困難区域復興の柱の一つに。高木陽介経済産業副大臣。
やめろよ！あの直後にこの村に入らせた時のガイガーの音を聞いたか⁉�
いい加減、嘘八百で人を犠牲にするのは止めろ！

…数十年前、「私の脳内」で、延々と陰々滅々たる「終末の未来史」を、語りたおしていたおっ
さん達って…うち一人は「この人」…だったのかな…？
？…ｗ（－－；）ｗ…？

（内容ほぼ完全に一致★）

（これとか⇒http://85358.diarynote.jp/201408250056504475/ ）
（これとか⇒http://76519.diarynote.jp/200609282032080000/ ）
　↓

amaちゃんだ @tokaiama · 4分4分前 
「その人こそ、わが国が『戦争』の言葉を身近に感じる流れを作る人物であり、操り

人形 です。政治家たちのランクを、国民1人ひとりが見極め、日本の国のために命を捧
げられるほどの人間選びをしなければ、草も口にできなくなります」

https://t.co/IwbIQJ7U9c

amaちゃんだ @tokaiama · 17分17分前 
安倍晋三政権は不正詐欺クーデター政権であり、日本国民を追い詰めて餓死させたい

という狙いがはっきり見えるだろ

背後にCIAがついてるのに、まともな選挙で勝てるはずがない
奴らは日本国民に真正面から戦争を仕掛けてるんだ

本当に殺し始めてるんだよ

これは戦争なんだ

http://85358.diarynote.jp/201701122322371160/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=k-9_wXIEkjE
http://85358.diarynote.jp/201408250056504475/
http://76519.diarynote.jp/200609282032080000/
https://t.co/IwbIQJ7U9c


amaちゃんだ @tokaiama · 22分22分前 
安倍晋三は、軍事独裁政権が大好きなんだ

海外に日本国民のなけなしの資産を垂れ流す先は、ほとんど軍事独裁政権

トルコ・エジプト・トルクメニスタン

amaちゃんださんがリツイート 
市民メディア放送局 @info_9 · 43分43分前 
日刊ゲンダイ 2017年１月１１日夕刊
『反基地カリスマリーダー長期勾留の異常事態』

あからさまな反対運動潰し

#山城博治
https://pbs.twimg.com/media/C19xCl7UUAAIPhc.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
ウクライナ政府報告書bot @ukurainahoukoku · 1時間1時間前 
微量の放射線であっても大脳に病変をひきおこしうることは最近の多数のデータによ

り明示されており、それについては図3.75を参照されたい。

amaちゃんださんがリツイート 
市民メディア放送局 @info_9 · 3時間3時間前 
『「懲役・禁錮４年以上」の犯罪すべてを対象にし、実に６７６に上る罪に、「共

謀罪」の裾野を広げるなんてメチャクチャ。中には著作権法違反や所得税法違反、賭

博場開帳の罪（刑法）など、テロとは直接関係のない罪まで含まれる』

amaちゃんださんがリツイート 
SK-2 @sing_whale · 1月11日 
抗議する人達が道を封鎖し、近づく事もできない等のデマ。近づく事もできなくして

いるのは県警や警備、機動隊だ。この時はここで40分以上足止めされた。長い時は3時
間も身動きすら取れない。抗議する人達を足止めしヘリパッド建設地へ向かうダンプ

は警察車輌に護衛されながら通り過ぎる。

#高江
https://pbs.twimg.com/media/C14HSF6VEAAzFUH.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 13時間13時間前 
アメリカの「隠れユダヤ人」

ユダヤ人という人種は存在しない、だがアメリカは世界最大のユダヤ人国家である

https://pbs.twimg.com/media/C19xCl7UUAAIPhc.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C14HSF6VEAAzFUH.jpg


http://hexagon.inri.client.jp/floorA4F_ha/a4fhc412.html …
ユダヤ教典タルムードという優越意識の共有こそユダヤ人の本質である

amaちゃんだ @tokaiama · 15時間15時間前 
【怖すぎ】小泉進次郎氏が日本の将来を語る「悲観的な１億２千万人より、自信に満

ちた６千万人のほうが良い」 
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/25808健康法.jp/archives/25808 
世襲利権政治家の代表、小泉進次郎は間違いなくファッシスト！

https://t.co/pmqnJ3UUtx

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 23時間23時間前 
"mittinn 2012年8月17日
チェルノブイリの時は六年後

村の子供達が次々に失明して村が潰れた例もあるし

東京、茨城、福島、日光、柏、取手などは

数年後かなり地獄谷みるよ！

実は東北よりも東京のがやばいんだよ。

恐怖の3月21日で！運命きまったよ。本当にどうしよう"

　↑

《磯原》家は、がんばって引っ越しました…。

https://www.youtube.com/watch?v=6QiyUOtvOmg
’ROGUE ONE’ | Colossal Trailer Music | 1 Hour of Epic Orchestral Heroic Battle Mix 

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 23時間23時間前 
okouchan44 2015年12月
11年夏に奥多摩等良く山登りする
元気な80代男性が突然死してます。
意外と知られていないのが、奥多摩の汚染

御嶽山宿坊でキロ720Bq
雲取山では石尾根付近が1μ近い空間線量なので
キロ数千Bq以上
鹿や猿に影響が出てるだろう

http://hexagon.inri.client.jp/floorA4F_ha/a4fhc412.html
http://???.jp/archives/25808
https://t.co/pmqnJ3UUtx
https://www.youtube.com/watch?v=6QiyUOtvOmg


amaちゃんださんがリツイート 
M. Suzuki @cdcreationinc1 · 1月11日 
東京三多摩地区のゴミ焼却灰から作られた、放射能・有害化学物質を含む「エコセメ

ント」

http://sharetube.jp/article/1873/
https://pbs.twimg.com/media/C140UluVIAA6ZMz.jpg

…あ♪　これも「当たってる」…ｗ
　↓

amaちゃんだ @tokaiama · 15時間15時間前 
オランダの鉄道が、１００％「風力」化を達成、元日から、全列車が風力列車として

走行開始

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2017/01/the-answer-is-b.html#more …

　↑

「視た」よ♪　そしてトラム（路面電車）も走っているのさ…♪

http://sharetube.jp/article/1873/
https://pbs.twimg.com/media/C140UluVIAA6ZMz.jpg
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2017/01/the-answer-is-b.html#more


「放射能を食べる菌」。つまり「杉谷好一」が全地球にバラまい「た」やつですね。；
）…「実在」してたんですねぇ…★　（2015年4月14日）

http://85358.diarynote.jp/201504141905534484/

「地震の次は何をお見舞いしましょうか」。

...とうとう核の墓場になりました...
2015年4月14日 リステラス星圏史略　（創作）

https://www.youtube.com/watch?
v=rT0hDTsNais&list=PLTCVBHyBsbiDmLDHqyKZ8utRGQ1yvelDz
Ice - Theme of Puella Magi

junko さんがリツイート 
Mas @860masjp 
· 10時間 10時間前 
「核冷え」？

ここ数日の、体の芯まで応える冷え冷えする寒さ。

「核冷え」と言うそうです。

「花冷え」？ではなくて、「核冷え」？

http://85358.diarynote.jp/201504141905534484/
http://85358.diarynote.jp/201504141905534484/
http://85358.diarynote.jp/201504141905534484/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150414/85358_201504141905534484_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150414/85358_201504141905534484_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150414/85358_201504141905534484_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=rT0hDTsNais&list=PLTCVBHyBsbiDmLDHqyKZ8utRGQ1yvelDz


フクシマ？

何があったのでしょう？

報道されない？

私たちには、、、

：ムラキテルミさん

⇒ http://ameblo.jp/ganwajitakudenaosu/entry-12013895364.html …

私の「体感」だと…
「ストロンチウム入りの水蒸気（湿気）があると、

　実際の気温【以下】に、冷え冷え感がある。」です…。

https://www.youtube.com/watch?
v=7HIoCUgyCaE&index=5&list=PLTCVBHyBsbiDmLDHqyKZ8utRGQ1yvelDz
Kalafina - Magia (Slow Version) 

ちだい @chidaisan 
· 4月13日 
とうとう福島県では、20000Bq/kgまで安全だという教育が施されている。それもこれ
も「放射能を食べても害はない」とおっしゃる、ビジネス科学の熱狂的信者のバカタ

レどもが偉そうに珍説を語り、気を付けるべきだと主張する人たちをあの手この手で

排除してきたからだ。どうしょもねぇ話です。

れべっかさんがリツイート 
ジョージ @GeorgeBowWow 
· 3月20日 
とっくに外国は知ってました。@kikko_no_blog: 「東京電力は19日、「ミュー粒子」
を利用して福島第1原発1号機を調査した結果、原子炉内の核燃料がほとんど溶け落ち
ていたことを確認したと発表した」とのこと。” 
https://twitter.com/GeorgeBowWow/status/578869064799363072/photo/1

れべっかさんがリツイート 
r i m @r_imam 
· 3月17日 
デトックスしつつの、

必須ミネラル補いつつの、

http://ameblo.jp/ganwajitakudenaosu/entry-12013895364.html
https://www.youtube.com/watch?v=7HIoCUgyCaE&index=5&list=PLTCVBHyBsbiDmLDHqyKZ8utRGQ1yvelDz
https://twitter.com/GeorgeBowWow/status/578869064799363072/photo/1


腸内細菌維持しつつの、

免疫システム維持しつつの、

個人差補正しつつの………
核災害はこんな難易度の高い暮らしを国民に強いる。

強いられるのが人により早いか遅いだけの問題。

再稼働、瓦礫焼却、堆肥拡散、容認できるわけがない。無理。

れべっか @YonYonToyonaka 
· 3月17日 
“@EUCALYPTUS_70ml: とうとう核の墓場になりました。
心の底から　怒りがこみあげてくるんです。

https://twitter.com/skgchstr/status/556399747779399680/photo/1

https://www.youtube.com/watch?
v=PprJIu9AVnQ&list=PLTCVBHyBsbiDmLDHqyKZ8utRGQ1yvelDz&index=15
Puella Magi Madoka Magica OST/BGM 10 魔法少女まどか☆マギカ 

KarenKaminSkiski @KarenKaminSkiii · 2月8日 
チェルノブイリで、放射能を食べる菌を発見、宇宙移住計画の架け橋に

http://karapaia.livedoor.biz/archives/51065937.html … via @karapaia 2008年の記事だ
けど、そんな菌が発生してたとは、、

カラパイア 　チェルノブイリで、放射線を食べる菌を発見、宇宙移住計画の架け橋に :
カラパイア 
チェルノブイリで悲惨な原子力発電所事故があったのはみんなも記憶に残っていると

思うんだけれども、今でもその汚染により、人が入り込めないチェルノブイリで、人

知れず、恐ろしいものを栄養源とした、新たなる菌が成長していたのだという。

ǝɐʞnɯɐʞɐu @nakamukae · 2月6日 
チェルノブイリで、放射能を食べる菌を発見、宇宙移住計画の架け橋に

http://karapaia.livedoor.biz/archives/51065937.html …　『有害な放射線を食べて成長
』『宇宙は有害な放射線で溢れているため、菌を無尽蔵の食料として食べることがで

きる』　なに言ってんの？ヤバい薬でもやってるの？

有志連合 加盟 は違憲 コスタリカ村 @costarica0012 · 2012年12月5日 
@sizen_nouhou 光合成細菌は放射能を食べる菌だと知られています。よもぎに黒蜜と

https://twitter.com/skgchstr/status/556399747779399680/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=PprJIu9AVnQ&list=PLTCVBHyBsbiDmLDHqyKZ8utRGQ1yvelDz&index=15
http://karapaia.livedoor.biz/archives/51065937.html
http://karapaia.livedoor.biz/archives/51065937.html


自然塩でお漬物のように漬けると赤い汁が上がってきます。ここに有益な菌が。こう

いう培養もあるようです。田んぼにいる菌だから豊かに存在すると根が豊かにな

るhttp://www10.ocn.ne.jp/~tamagoya/satou_labo.htm …

不動明 @DoDoDoDaDaDa1 · 2012年11月11日 
最悪の状況下でも生き抜く蕎麦。　放射能の除去実験に使ってみてはどうだろうか？

　勿論、いつかは食べられるように、放射能を食べる菌とセットで。

　http://bit.ly/fRoMM1 　http://bit.ly/XjntMR

トミー＋ @plusTOMMY · 2012年8月1日 
チェルノブイリの放射能を食べる菌。ポリウレタンを炭素に変えてくれるキノコ。プ

ラスチックを分解するバクテリア。人間が心配するまでもなく、いつでも自然には、

調和と循環があるのかも知れない。人間がしてきた環境汚染は、表裏一体。「禁断の

果実」でもあり、「知恵の実」でもあるのかも知れない。

ちくわぶ大将軍@田んぼマスター @Kirokuro · 2012年6月18日 
安全デマはやめてください。 RT @mika_tsushima: またせっかくチェルノブイリで放
射能を食べる菌が生まれたのだから、そいつを頂くことも有用だと私は思います。政

府に問い合わせたら25年後に突然変異が起きるかもしれず、ダメだとのこと。

前野［いろもの物理学者］昌弘 @irobutsu · 2012年5月22日 
「もし万が一いや億が一、放射能を食べる菌なんてのがいたとして、それを撒いたと

しても、その菌はきっと食べにくい放射能なんかより、食べやすい他の食べ物を食い

まくって（つまりいろんなもの腐らせて）生きていくんだろうなぁ」とマングースが

ハブでなくヤンバルクイナを喰っている沖縄で思う。

ex_hmmt @ex_hmmt · 2011年4月7日 
@nakameP 前の「放射能を食べる菌」は、「放射線というエネルギーを日光の代わり
にできる菌（つまり、放射線源はまったく減衰させない）」だったけど、今度のは「

放射性物質を取り込む細菌」だから生物濃縮を意図的に起こさせる＝水と放射性物質

を分離できる 菌って事ですね。

つまり「杉谷好一」が全地球にバラまい「た」やつですね。

http://76519.diarynote.jp/200611290025340000/
（－－；）…「実在」してたんですねぇ…★

http://www10.ocn.ne.jp/~tamagoya/satou_labo.htm
http://bit.ly/fRoMM1
http://bit.ly/XjntMR
http://76519.diarynote.jp/200611290025340000/
https://www.youtube.com/watch?v=VnNfJGxLSEY&index=7&list=PLTCVBHyBsbiDmLDHqyKZ8utRGQ1yvelDz


https://www.youtube.com/watch?
v=VnNfJGxLSEY&index=7&list=PLTCVBHyBsbiDmLDHqyKZ8utRGQ1yvelDz
Puella Magi Madoka Magica OST/BGM 02 魔法少女まどか☆マギカ 

…マミさんてば、「リエンと一騎打ち」させたいくらい靱いわ〜…☆

とめちゃんさんがリツイート 
47NEWS @47news 
· 17時間 17時間前 
速報:台湾衛生福利部は、福島第１原発事故で汚染された食品の輸入を防ぐ新規則を５
月中旬にも導入すると決めた。 http://bit.ly/17n4iz

https://www.youtube.com/watch?
v=A1aouZwGf68&index=17&list=PLTCVBHyBsbiDmLDHqyKZ8utRGQ1yvelDz
Puella Magi Madoka Magica OST/BGM 12 魔法少女まどか☆マギカ 

少なくとも、全地球人が即座に絶滅するわけじゃない…
まっとうな国の、まともな国民たちだって、いる。

…生き延びてくれ…！

札幌天文同好会 @satten_club · 4月13日 
天文趣味をやっていると気になるのが光害です。札幌市内では夜空が明る過ぎて綺麗

な星空を見ることができなくなりました。周辺の市町村に足を伸ばしてみても札幌市

の光害は年々強烈になってきています。

https://twitter.com/satten_club/status/587448299205959680/photo/1

bandeapart72 @bandeapart72 
· 11時間 11時間前 
東京新聞:１９４４年昭和東南海地震　震災も「秘密」　支援届かず:伝言　あの日から
７０年:特集・連載(TOKYO Web) http://www.tokyo-
np.co.jp/article/feature/Postwar70th/dengon70th/CK2015010702100017.html …

http://bit.ly/17n4iz
https://www.youtube.com/watch?v=A1aouZwGf68&index=17&list=PLTCVBHyBsbiDmLDHqyKZ8utRGQ1yvelDz
https://twitter.com/satten_club/status/587448299205959680/photo/1
http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/Postwar70th/dengon70th/CK2015010702100017.html


bandeapart72 @bandeapart72 
· 11時間 11時間前 
" 戦時下の一九四四年十二月、日本列島を昭和東南海地震が襲った。大被害は被災地以
外にほとんど知られなかった。敵国や被災地以外の国民に知られることを恐れた国が

情報統制したためだった " http://bit.ly/1EvDq7L

bandeapart72 @bandeapart72 
· 11時間 11時間前 
" 国立公文書館に当時の内務省警保局検閲課の勤務日誌が保管されている。新聞などに
、軍需工場の被害などが分かる記事や災害の現場写真の掲載を禁じていた。 "
http://bit.ly/1EvDq7L

bandeapart72 @bandeapart72 
· 11時間 11時間前 
"だが、地震の揺れは各国の観測所で記録され、ニューヨーク・タイムズは翌日の一面
で「中部日本を大震災が襲った」と報じた。 " http://bit.ly/1EvDq7L

bandeapart72 @bandeapart72 
· 11時間 11時間前 
"数日後、米軍が空からビラをまいた。「地震の次は何をお見舞いしましょうか」。筆
でそう書いてあった。ショックを受けた。崩れた工場の下敷きになった仲間の顔が浮

かんだ。" http://bit.ly/1EvDq7L

bandeapart72 @bandeapart72 
· 11時間 11時間前 
"「地震を口にしたら国賊と言われたのに、アメリカは知っていた。軍は何をやってい
るんだと感じた」。ビラは破り捨てた。 " http://bit.ly/1EvDq7L

https://www.youtube.com/watch?v=-
N9bzETPfoU&index=11&list=PLTCVBHyBsbiDmLDHqyKZ8utRGQ1yvelDz
Puella Magi Madoka Magica OST/BGM 06 魔法少女まどか☆マギカ 

火山たん @volcano_tan 
· 3時間 3時間前 
噴火の前兆として、火山の周りの地磁気の変化が起きることがあるんだよ。これはマ

http://bit.ly/1EvDq7L
http://bit.ly/1EvDq7L
http://bit.ly/1EvDq7L
http://bit.ly/1EvDq7L
http://bit.ly/1EvDq7L
https://www.youtube.com/watch?v=-N9bzETPfoU&index=11&list=PLTCVBHyBsbiDmLDHqyKZ8utRGQ1yvelDz


グマが上昇すると岩盤が熱せられて岩の磁性が無くなるからなんだよ。

https://www.youtube.com/watch?
v=iAme1GnVgh8&index=19&list=PLTCVBHyBsbiDmLDHqyKZ8utRGQ1yvelDz
Magia -arrange ver - Puella Magi Madoka Magica ED/魔法少女まどか☆マギカ
 

https://www.youtube.com/watch?v=iAme1GnVgh8&index=19&list=PLTCVBHyBsbiDmLDHqyKZ8utRGQ1yvelDz


月の空洞。(‾○‾;)　（2017年10月19日）

http://85358.diarynote.jp/201710190523083052/

『 唐突ですがスペースオペラ。』　…ｗ（＾■＾；）ｗ…

2017年10月19日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
めも　（忘れていた調べもの。…６？）

そうだった

月の空洞。(‾○‾;)

係長にパワハラは部下にも。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（月　空洞）

https://twitter.com/search?q=%E6%9C%88%E3%80%80%E7%A9%BA%E6%B4%9E&src=typd

月世界への招待 @MoonWorld_jp · 11時間11時間前 

月の地下の巨大空洞　

JAXAの画像は拡大し過ぎてよくわからないので、マリウス丘の画像に大体の位置を書
き込んでみました。矢印が縦孔、黄色が今回の地下空洞です。

長さ約50kmとのことですが、マリウス・クレーターの直径が41kmです。
2015/8/27撮影 μ250 
https://twitter.com/MoonWorld_jp/status/920599809366548480

ライブドアニュース�認証済みアカウント� @livedoornews · 18時間18時間前 

【興奮】JAXA、月の表側にあるマリウス丘の地下に「長さ50キロの空洞」を発見
http://news.livedoor.com/article/detail/13763818/ …

空洞は、溶岩の通り道となった「溶岩チューブ」とみられる。将来的に基地を作るの

に絶好の適地だという。 
https://twitter.com/livedoornews/status/920498401141280769

http://85358.diarynote.jp/201710190523083052/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201710190523083052/
https://twitter.com/search?q=%E6%9C%88%E3%80%80%E7%A9%BA%E6%B4%9E&src=typd
https://twitter.com/MoonWorld_jp/status/920599809366548480
http://news.livedoor.com/article/detail/13763818/
https://twitter.com/livedoornews/status/920498401141280769


KissyKapri_love @KissyKapri_love · 18時間18時間前 

【宇宙怖い】月の地下に全長50キロの巨大な空洞を発見
将来月面基地として活用の可能性あり。月探査衛星「かぐや」のデータから。

https://twitter.com/KissyKapri_love/status/920495714400198656

月探査情報ステーション @moonstation_jp · 20時間20時間前 

これまで、「かぐや」搭載の地形カメラによって、月面に縦穴が発見されました。こ

れも世界初の成果ですが、今回は地下を探索できるレーダサウンダーのデータで、長

さ50キロもの縦穴を見つけました。縦穴が地下空洞の入口であることを裏付けたこと
になります。

…だからぁ…ッｗ（＾□＾；）ｗ…☆

ひとの「ＳＦネタ」を…

勝手にリアライズしないでくださ〜い…ッッッ★

⇒http://p.booklog.jp/book/110579/read
リステラス星圏史略　古資料ﾌｧｲﾙ 5-X-1-1-3
『未完史』　第１部　第１章「ほんの発端」

３．唐突ですがスペースオペラ。 

＞（１９８２〜１９８４）

…ｗ（＾■＾；）ｗ…

大張正己 MASAMI OBARI @G1_BARI · 6時間6時間前 

超重神グラヴィオンの世界では、月の地下空洞にはグランディーヴァ各機と超重剣

が眠ってる設定にしたんだけど、ほんとうに存在してたなんて…(ふるえ

https://twitter.com/KissyKapri_love/status/920495714400198656
file:///tmp/puboo/108974/421618/book/110579/read


FREERADICAL @ryo_ishii05 · 9時間9時間前 

月といえばチコクレーターにはキャプテンフューチャーの基地があったね。原作の「

月世界の無法者」には月の中の空洞が出てきたし。 
https://twitter.com/ryo_ishii05/status/920627678176096256

小山宙哉《宇宙兄弟》�認証済みアカウント� @uchu_kyodai · 9時間9時間前 

月の空洞について、漫画では大げさに20kmぐらいのイメージで空洞を描いたけど、今
回見つかった空洞は50kmと漫画を超える大きさで嬉しかった。月の起源に関わるよう
なことがどんどん発見されるといいなと思います #ニュースウォッチ9 #NHK
https://twitter.com/uchu_kyodai/status/920632172582600704

千葉県民っぽい何か @fermina_ · 12時間12時間前 

「月に巨大な地下空洞」 最初は「ムーンゲートだｗ」と喜んでいたチャロナー達だが
…

2018年3月
各地で失踪事件が頻発。

OMGの古参兵、OTの英雄、4の強者、更にはニューフェイス達までもが次々と消息を
絶つ。

これは本物の”バーチャロン現象”なのか？ Drワタリの語る真実とは？

ざろ〜 @Jamil_INSAGA · 13時間13時間前 

月の地下に50kmの空洞か・・ついに始まったな・・
我々はその先に何があるのか、２６年前に

既に知り得ることが出来た・・ 
https://twitter.com/Jamil_INSAGA/status/920575757016903680

https://twitter.com/ryo_ishii05/status/920627678176096256
https://twitter.com/uchu_kyodai/status/920632172582600704
https://twitter.com/Jamil_INSAGA/status/920575757016903680


独破戦線 @dokuha_sensen · 18時間18時間前 

見つかった月の地下空洞は『アイアン・スカイ』のナチス基地で間違いないな。。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171018/k10011181421000.html …

岡三マン @okasanman · 19時間19時間前 

月の地下に長さ50キロの空洞　ジオン軍の秘密基地か＝探査機「かぐや」で判明
http://www.asahi.com/articles/ASKBK7GP0KBKUBQU01N.html …

新唐人テレビ（日本） @ntdjp · 12時間12時間前 

月の地下に空洞発見というニュースが話題です。日本のかぐやの調査です。しかし、

こんなことは海外では随分前に調査されて分かっています。５０ｋｍどころではなく

、月は空洞です。たしかそんな調査結果だったかと思います。

蝉川夏哉@11月7日のぶ文庫四杯目発売 @osaka_seventeen · 15時間15時間前 

「月の地下に全長50kmの空洞が見つかったんだが、あれは何なんだろう？」
「弘法大師空海様が錫杖で突いたときに出来た空洞じゃよ」

「……空海、旅してるなぁ」

でみぐら @demi_lune1373 · 16時間16時間前 

「月の地下に空洞発見！」のニュースにいろんな人が各々好きなアニメや漫画を引き

合いに出してざわざわしてる中、「ラビルーナだ…」「ラビルーナは本当にあった
んだ…！」って呟いている一群見つけて失われたと思っていたわたしの中の魔道王の
記憶が今めっちゃざわざわしてる #グランゾート

たけうちじん／小池顕久 @AtomJaw · 16時間16時間前 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171018/k10011181421000.html
http://www.asahi.com/articles/ASKBK7GP0KBKUBQU01N.html


月に地下空洞が発見されただと……。間違いない、ストライフの秘密基地だ！

（※マーベル・ユニバースの月面にはウォッチャーの拠点とか、クリーの都市遺跡と

かインヒューマンズの都とか色々あるのに、よりによってこいつを選ぶ1990年代脳） 
https://twitter.com/AtomJaw/status/920527479718273024

DORIRU　11月3·4日、前橋出張 @DORIRU_ · 16時間16時間前 

月の地下に巨大な空洞発見 月面基地として活用の可能性も | NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171018/k10011181421000.html …

つまりムーンゲートにはジグラットなんかもあるんですかね

https://twitter.com/DORIRU_/status/920527194358714368

HIJMSあわじ @hijmsawaji · 17時間17時間前 

巨大ロボットがガチンコ対決する映像や、月に空洞が見つかったってニュースをほと

んどの人々が持ってる手のひらサイズの情報端末で知ることができるのに、空自はま

だファントム使ってる世界ってちょっと設定に無理がありませんか？

ライオンズフェイクニュース @LionsFakeNews · 17時間17時間前 

17日にJAXAが公表した月の地下に約50キロにわたって延びる空洞は、西武HD（埼
玉県）が建設中の埼玉西武ライオンズ準本拠地スタジアムである事が、球団関係者へ

の取材で判った。同球団は2019年シーズンから年25試合程度の公式戦月面開催を目指
している。

https://twitter.com/LionsFakeNews/status/920513148272238592

らいらっく @pfeasy · 18時間18時間前 

月の地下に空洞(穴)がある・・・それってうさぎの巣穴では

https://twitter.com/AtomJaw/status/920527479718273024
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171018/k10011181421000.html
https://twitter.com/DORIRU_/status/920527194358714368
https://twitter.com/LionsFakeNews/status/920513148272238592


ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

ぉお！（＠＠）！すげぇ！♪

　　↓

竹内良輔 @nasekuni · 17時間17時間前 

月のマリウス丘の地下に巨大な空洞が発見されて、基地が作れるかもだって…？
ここでミヨカワさんに描いてもらったST&RS1巻5話6話をご覧ください。 
https://twitter.com/nasekuni/status/920521158587506689

akane @rosemadder_univ · 17時間17時間前 

月の地下に空洞発見のニュース真面目に人類史上の大事件だと思う。月開発の歴史が

数百年前倒しになるなら宇宙に進出する技術の発展も速くなるということで生きてる

内に宇宙エレベーターとかも実現できるかもしれないし、未来の人類がより良い星に

移住できる確率や宇宙人に会える確率も増えたと言える。

呆けてないで原稿がんばれアタシ！

いばキラTV�認証済みアカウント� @ibakiraTV · 18時間18時間前 
(……きこえますか…今…Twitterを見ている…あなたの…脳内に…直接… 呼びかけてい
ます……月の地下に…巨大な空洞を発見した…月観測衛星「かぐや」…つくば市にあ
る筑波宇宙センターでは…この「かぐや」の試験モデルが展示されています…見に行
くと…知的好奇心がくすぐられますよ…)

https://twitter.com/nasekuni/status/920521158587506689


参照⇒https://twitter.com/search?
q=%E3%81%A4%E3%81%8F%E3%81%B0%E3%80%80%CE%BC&src=typd

makotokasai @makotokasai · 3月25日 
しかも、2001年3月15日つくば市の気象研ですら2.2μSv/h、筑波大RIセンター
で2.6μSv/hが検出されている。
セシウムボールだの、ウランを含む金属粒子を含む空気が通過している。

大丈夫大丈夫言うなら、使用済み核燃料棒でいいから食え。

makotokasai @makotokasai · 9月21日 
返信先: @osamu_takeuchiさん 
2011年3月15日つくば市中心街で、2μSv/hの放射性プルームが通過していました。燃
料棒由来のセシウムボールやウラン粒子が含まれているプルームです。それを吸って

も健康被害はないという科学的な証拠を見せて下さい。ちなみに、うちも避難よりは

現状維持が良いと判断して今も住んでいます

makotokasai @makotokasai · 8月9日 
2011年3月農環研のRIで測定されたホウレンソウのデータも記載されている。
つくば市が汚染された線量値は1.27μSv/h(佐波ら)となっているが、気象研で2.2μSv/h
が観測されているのにおかしい。

https://twitter.com/makotokasai/status/895205203867181056

makotokasai @makotokasai · 9月21日 
makotokasaiさんがmakotokasaiをリツイートしました
つくば市は、2011年3月15日8時45分、気象研の屋上で2.2μSv/hを検出している。
時間は不明だが、筑波大RIセンターでは約2.8μSv/hを検出している。
https://twitter.com/makotokasai/status/910821709300690945

makotokasai @makotokasai · 9月21日 
返信先: @osamu_takeuchiさん 
御宅は、つくば市が2μSv/h越えの放射性プルームがつくば市を通過していたのを知っ
ていましたか？

知った上で、結びつけるのは間違いだとよく言えたものですね。

職員室にポカリを配備して、寝床を沢山作ったのは、創立50年以上の幼稚園で初めて
の事態でした

makotokasai @makotokasai · 7月30日 
大丈夫大丈夫、問題ないし、将来に渡って心配する必要が無いと断言出来る人間は【

https://twitter.com/search?q=%E3%81%A4%E3%81%8F%E3%81%B0%E3%80%80%CE%BC&src=typd
https://twitter.com/makotokasai/status/895205203867181056
https://twitter.com/makotokasai/status/910821709300690945


つくば市の筑波大のRIセンターで約2.7μSv/h、洞峰公園南の長峰1丁目気象研
で2.2μSv/hの放射性プルームが2011年3月15日の朝に通過した】同じ空気をたっぷり吸
ってからにしてほしい。

…今、なぜ、「地球外への脱出」に予算がさかれ始めたのか…

…よ〜く！　考えてみよう…★（－－＃）★…。

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月19日7:30
中津川　昴 @subaru2012 · 10月16日 

ヒストリーチャンネル「地球人は火星から来た」

https://twitter.com/subaru2012/status/919908239860424704

…を”〜い…（ＴＴ；）…★

⇒http://p.booklog.jp/book/116300/read

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/subaru2012/status/919908239860424704


原動機付自転車のミニカー。　（2012年7月4日）

原動機付自転車のミニカー。

2012年7月4日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

　てなことで（前項参照）

「自分の文章」が書けないので、うろうろしていて発見☆

　

http://car.jp.msn.com/news/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%a0%e3%82%b9%e3%80%8132km-
h%e3%81%a7%e3%81%ae%e8%a1%9d%e7%aa%81%e3%81%a7%e3%82%82%e4%b9%97%e5%93%a1%e3%81%ae%e7%94%9f%e5%ad%98%e7%a9%ba%e9%96%93%e3%82%92%e7%a2%ba%e4%bf%9d-
1

新型コムス、32km/hでの衝突でも乗員の生存空間を確保
シェアする 106
0

第2世代となった超小型一人乗りEVの「コムス」。その車両コンセプト
は「Chotto（ちょっと）　Odelkake(おでかけ）　Machimade（街まで）　Suisui（ス
イスイ）」であり、そのコンセプトの頭文字をあわせて「COMS(コムス）」と名乗る
。

法規上は、原動機付自転車のミニカーとなるため、一人乗り、原動機の定格出力0.6ｋ
W以下、車検と車庫証明は不要となる。運用では、普通免許が必要で、最高速
度60km/h、ヘルメットは不要だが、シートベルトは着用となる。

新型「コムス」のモーターは最高出力5kW・最大トルク250Nm、インバータは自社
開発。電池はパナソニック製の鉛電池6個を使用。床下のフレーム内に納めている。充
電は100Vの交流のみで、満充電まで6時間。このとき必要な電力量は5.2kWhで、23円
／kWhで試算すると、満充電に必要な電気料金は120円になる。一充電での走行可能距
離は50km。つまり、１kmあたりの走行コストは約2.4円となる。

車体は、スチール製のラダーフレーム構造。電池を納めるアンダーフレームはコの字

断面、クロスメンバーは閉断面とした。サスペンションは、フロントがストラット、

リアがトーションビーム方式。最小回転半径は3.2ｍとなる。

モーターは後輪車軸のやや前にあり、デファレンシャルを介して、後輪を駆動する。

安全性を確保するために、社内で前面衝突（フルラップ）実験を実施。20マイル（時
速32km）でバリアに衝突しても、乗員の生存空間を確保。また、搭載する電池が漏電
しないことを確認したという。衝突安全性能に関する規制のないミニカーの中では異

例とも言える開発を行っている。

「昨年度の警察庁の発表した、日本での事故実態を見ますと、時速30km以下が事故の
だいたい3分の2を占めています。そういうこともありますので、時速30kmくらいでど
うだということです。電気自動車なので、ひとつはバッテリーの損傷という部分と、

もうひとつは人体の障害ということです。人体の障害について言いますと、時速30km
ならば、頭や胸、下肢の障害はまったく問題ないレベルです」とトヨタ車体専務の大

橋宏氏。

「また一方で、このクルマはお求めやすい価格というのと同時に、近距離の使いやす

いクルマを作りたいということで、どこまで衝突安全性能を高めるかというのは、確

かに普通乗用車が時速50kmという規制の中で、確かに中途半端と思われるかもしれま
せんが、我々としては、これくらいの速度で十分に安全な性能を確保できるのではな

いだろうかと思って、こういう速度を設定させていただきました」と、時速32kmとい
う速度設定の説明を行った。

ボディバリエーションは、パーソナルユース向けの「P・COM」とビジネスユース向
け「B・COM」の2種類。さらに「B・COM」には、「デリバリー」「デッキ」「ベ
ーシック」という3種類の荷台を用意している。ラゲッジの容量は「P・COM」で
約150リットル「B・COM」の「デリバリー」で約350リットル。

価格は「P・COM」が79万8000円、「B・COM」の「デリバリー」で77万3000円、
「デッキ」73万1000円、「ベーシック」66万8000円となる。

また、キャンバスドアなどのオプションも用意する。

　……例によって、「役に立たない予知夢シリーズ」で視た、

「女性用クォク」の、「原型」だ、これは……☆

　ｗ（＾＾；）ｗ””””

　参照魚ｗ　http://76519.diarynote.jp/200611160021200000/

※ 「男性用クォク」の原型はコレね☆
　http://www.yamaha-motor.jp/atv/
 
 
 
クォクだw2013年7月6日 リステラス星圏史略　（創作）

月面作業車はヤンマ〜製品らしいw

（2013.09.18.追記。）
　https://www.google.co.jp/search?
num=100&hl=ja&newwindow=1&c2coff=1&q=site%3Ahttp%3A%2F%2F76519.diarynote.jp%2F%20%E3%82%AF%E3%82%A9%E3%82%AF&lr=lang_ja#c2coff=1&hl=ja&lr=lang_ja&newwindow=1&q=site:http%3A%2F%2F76519.diarynote.jp%2F+%E6%9C%88%E9%9D%A2&tbs=lr:lang_1ja
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「クォク」有ったし…　（2013年10月19日

「クォク」有ったし…
2013年10月19日 リステラス星圏史略　（創作）

清クンと好のか？

(^。^;)
　http://76519.diarynote.jp/200611160004460000/
 
 
またしても偶然の…
2013年10月16日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)

「読めない字のオオノ」を発見。

σ(^◇^;)。。。
 
 
「被曝スリッパ」。

2013年10月13日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

標記タイトルにてツイッタ検索どうぞ？

個人的に問題なのは、これとそっくりなのが「デモンサ—ド」（ＤIII）大量ジュウタン爆撃散布の
結果として砂漠化されたかつてのオアシスに散乱しまくっていた映像を、作中では磯原岳人の写

真として、

まさに「見覚えがありすぎる」と、思ってしまった自分だ…

。。。(〃_ _)σ‖
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「オオノ」 城趾じゃないか……ｗ2
013年10月9日 リステラス星圏史略　（創作）
「偶然」発見。

　http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/topics/west_life-16790-t1.htm
＞雲海に浮かび上がる「天空の城」として人気のある

＞兵庫県朝来市和田山町の国史跡「竹田城跡」

さいきん「偶然」が、多すぎる……。

　……（〜〜；）……
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（借景発見…ｗ）　（2016年9月22日）

☆　あるはずのないまち　☆　（時期不明／もしかして一番最初のメモ。）

2016年9月22日 リステラス星圏史略　（創作）
 

 
（＾＾；）

借景発見…ｗ
　↓

http://www.msn.com/ja-
jp/money/news/%E3%83%A4%E3%83%9E%E3%83%8F%E7%99%BA%E5%8B%95%E6%A9%9F%E3%80%8C%E3%81%93%E3%82%8D%E3%81%B0%E3%81%AA%E3%81%84%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%80%8D%E7%AC%AC3%E3%81%AE%E7%A7%BB%E5%8B%95%E4%BD%93%E3%81%AE%E6%8C%91%E6%88%A6/ar-
BBwcKlj#page=2
ヤマハ発動機「ころばないバイク」第3の移動体の挑戦
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