


（キャラ設定）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（キャラ設定）
 



（ウェイファン）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（　ウェイファン　）
 
 



ちびウェイファン。

ちびウェイファン。 "本" を読んでいる
 

 
 
 
（参照したければ資料）

http://85358.diarynote.jp/201703091923167295/
【　ラングウード　】　（蘭花女神伝説）。

2017年3月9日 リステラス星圏史略　（創作）
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ウェイファン・ルー＝リュアン

 
ウェイファン・ルー＝リュアン

 

（蕗 唯歓）

へろへろの猫っけのくせっけ。

誰だよこれは☆

描くたびに顔が違う〜っ

きっと変装してるのよね☆

うん、きっとそーよっ♪

（女装をしてない限りは、女顔でも "男" 。）（？）
 



カイ・ラン＝ウェトゥ　（ウェイファンの変装☆）

　

カイ・ラン＝ウェトゥ

 

（ウェイファンの変装☆）

Ｂマイナーのような顔をして、ヒマがあれば曹美飯店に入り浸

っていた。（と言っても２日に１回ぐらいか）

美獲（ミーホ）に気に入られて、「そんなにサボってていい

のかーい？」と言われながら、お皿運びの手伝いまでしている

…☆

一見安食堂なグルマン御用達でＤランクも顔を見せる曹美は、

ウェイファンにとっては情報の宝庫であった…らしい☆

（「ほんとに "任務" だったのかー…？」）

筋肉は５年がかりで鍛えた自前。

変装が長期にわたるので、あまり小細工はせず、耳と唇だけ整形して、あとは色素を薬剤で変え

、演技力で別人に（？）なりすましていた。

でも、こっちの性格が実は地じゃないか？と、リエンは疑っている。



（リエン）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（　リエン　）
 
 



リエン・ドレングスン

（来世）リエン・ドレングスン

（画像１下）

 

なぜかシワをたくさん描きたくなる…
老成（ふける）ほどナイスなリエン☆彡

 
 

 
 
 
 
 
 
（参照したければ資料）

http://85358.diarynote.jp/201703091719575541/
なぜかシワをたくさん描きたくなる…老成（ふける）ほどナイスなリエン☆彡
2017年3月9日 リステラス星圏史略　（創作）
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（ウェイファンとリエン）

 
リエンは１０頭身。

ウェイファンは７．５頭身。（アタマがでかい）

Ａランク護衛官の平均身長が、リエンの襟の高さ。

２人が着ているのは首都惑星の高級官僚の制服で、べつにペ

アルックではないっ

護衛官であるリエンのやつには、あるていど防御用のパッドが

内装されているので、脱げば、ここまでマッチョには見え

ない……はずっ

ウェイファンの襟色は《特Ａ》を表わす《銀首》。

制服は、その時に担当している分野によって着替える。

執政官として議会や法廷に立つ時は、金に近い鬱金。

科学者やってる時は白。

軍監は緑。

医官は青。

 
 

リエンはウェイの護衛中は

『Ｂ級なりあがり者の意地』で、

暗朱（レンガ）色の襟に軍務の緑。

　　↑

（単に「そっちのほうが似合う」とウェイが言ってるから。

　かもしれないｗ）

准将として部隊を率いる時には

「権威（カッコ）つけのために」白襟。

（Ａ級を表わす色。資格試験を受けて実力が匹敵すると認めら

れたので、延命処置を受けて成り上がった。）

 



 
 
（画像２）　ウェイの手とリエンの手。

 
（戦闘用グローブとか、筋肉のつきかたとか、わーらんっっ）



（ウェイファンの家族）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ウェイファンの家族）
 
 



ベルファスト・ルー＝カミュラン　（特Ａ）

 
ベルファスト・ルー＝カミュラン　（特Ａ）

 

筋金入りの復古主義。

静かな激情家で、敵も多かった。

くすんだ金灰色のへろへろの猫っ毛。

龍額種。

（※アウンサン・スーチーさんの顔 ♪ ）
 
 



レンツェン・リュアン＝バエ　（Ａ）

 
レンツェン・リュアン＝バエ　（Ａ）

 

（連城 柳暗）（レンツェン，リュアン）。

うすい金の肌に淡いあじさい色の髪。

このかわいらしい童顔でもって、

「できることなら自分のおなかで子供を産みたい」と、

言い切ったつわもの…っ

とっさの機転でウェイファンを救った人。

生涯熱愛の理想のカップルだった。

 



ウェイメイ・カミュラン＝バエ　（Ａマイナー）

 
ウェイメイ・カミュラン＝バエ　（Ａマイナー）

 

（蕗 唯明）　養育中に死亡。

ベルファスト狙いのテロに巻き込まれ、幼くして死亡。

げんきでやんちゃで男の子のよーだった☆



ウェイレン・ルー＝リュアン　（特Ａ）

 
ウェイレン・ルー＝リュアン　（特Ａ）

 

（蕗 唯連）

青みがかった黒紫色の髪。

暗褐色の瞳。

ウェイファンの欠員を埋めるために造られた。

設計者であるアルマは、「なるべく似せないようにした」と言

っているが、

初対面のリエンが「ちょっと変装（化粧）したウェイファン

」と、

思いこんだ程度には、似ている。

《特Ａ》の見本のよーな、完っ璧な、優等生。

ウェイファンよりいくぶん背が高く、筋肉がない分、細い。

無性体。

 



（Ａ）＆（副官）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（Ａ）＆（副官）
 
 



アーマトレイデ・カラ＝ファルナー　（Ａ）

 
アーマトレイデ・カラ＝ファルナー　（Ａ）

 

（アルマ）

もと、《特Ａ》のベルファストの副官で、レンツェンの同僚。

ウェイファンに髪の色素の遺伝子を提供した、いわば第３の

母親。

現在は、遺伝子の設計から養育プログラムまで担当したウェイ

レンの副官として勤務している。

女性形態のベスト造形賞として毎回話題にのぼるボディライン

の持ち主。

温厚で芯が強い。

（うすいオレンジの肌、赤紫の髪）。

 



マリシエラ・ヘルマ＝ドルーエングリーン　（Ａランク）

 
マリシエラ・ヘルマ＝ドルーエングリーン　（Ａランク）

（ドール）

ウェイファンの副官（サイドパースン）。

彼の生還後に造られた促成種なので、経験が浅く、人間的な表

情に乏しい。

と、思われているが、意外におちゃめな面もある…☆

ウェイファンの当初のリクエストは "アルマのような女性形" だ
ったのだが、

設計者の好みで、ほとんど少年体形☆

ビスクドールとかヘルマプロディトスとかも呼ばれている…らしい。

藍黒髪（ブルネット）に闇碧の瞳。

 

民族衣装風のぞろぞろした服が好きらしい。

 





ブルレート・ネー＝ファディア　（Ａ）

 
ブルレート・ネー＝ファディア　（Ａ）

 

こう見えても、けっこう若い。たぶん２００歳代。

ウェイファンの親友（？）らしいが、

どのへんに接点があったのかは、いまいち、よくわからない…☆



（ガーディング・セクレタリー）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ガーディング・セクレタリー）
 
 
 



ワァルモア・フランソワ・ルジャール＝ド・ジャルジェ　（Ａランク）

 
ワァルモア・フランソワ・ルジャール＝ド・ジャルジェ　（Ａランク）

 

（ワァル or アンリ）

ウェイファンのＧＳ（護衛兼秘書官）。

愛人（？）に立候補中。

すみれ色の髪。明るい空色の瞳。黒茶の肌。

よくわかんない、ややこしい遺伝子の持ち主。

オーダーメイド（注文生産）タイプで、ちゃんと両親とか家族

がある。

ウェイファンが、「死んだ妹に髪の色が似ている」と言ったら、伸ばしてソバージュをかけてき

た☆

「サービス精神が旺盛すぎる、きざったらしいスケベ男」とは、リエン・ドレングスン談っ

言うだけのコトは実際やってのけるタイプだが、長男（？）の

せいなのか、多少、自意識（かっこつけ）過剰。

（気波師である☆）

（画像２）　ガキの頃はこんな顔。（キバがあるっ）

あやうくＡマイナーに落とされそうなほど、規格外れのやんち

ゃな悪ガキだった☆



 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月24日21:26
あ”〜…ｗ（＾＾；）ｗ…☆

如是さんですね…☆　ｗｗｗ
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月24日21:28
ちなみに出会った当初はウェイと見た目の「歳が近い」かったので、追い越して「勝手に大人

になってしまった」後も、なんとなく

「でかくなった弟」扱いで、憎めなかった？

気がする…☆　（一度転属して、また根性で出戻ってきた。）
 

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


ダァンデルデ・ウォルハン＝カシム

ダァンデルデ・ウォルハン＝カシム

 

ウェイファンの筆頭〈ＧＳ〉。

Ａには珍しい竜額種。

マヤ系らしい。

けっこう年齢がいっていたし、有能なので、

むりやり出世☆

させられてしまった…☆

男性体。

温厚で、けっこうおちゃめ☆

生花を育てる趣味があり、ウェイファンに、よくねだりたおさ

れている☆彡



ディウィード・メイハン＝ガルナッシュ

ディウィード・メイハン＝ガルナッシュ

 

Ａ。無性体。緑髪緑瞳。

ウェイファンの文官だったが、出世したダンについて副官に。

本人たちに自覚はないようだが、恋仲…なのかもしれない♪

まじめで有能。てぎわがいい。

リエンとウェイファンから "手料理" を習い、もはや名人芸に♪

（ツメの代わりに丸いコブのある、きゃしゃでかわいい器用な

手☆彡）

 



ガルシア・ホーツェ＝ゴウダ

ガルシア・ホーツェ＝ゴウダ　（Ａランク）

 
 
ウェイファンのＧＳの一人。（だった）。

かつてベルファストのＧＳで、レンツェンに惚れていた、ら

しい。

テロの負傷で頭骨を機械化。

テロ時のトラウマのせいか、下層市民を毛嫌いしており、ウェ

イファンの足をひっぱる結果となった。

（リエンをいたぶる小姑っっ）

（しょせん脇役だ★）

 
 
 
 
（参照したければ資料）

　　↓

http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
（ウェイファンの部下のＡクラス３人）。

2017年3月24日 リステラス星圏史略　（創作）

http://85358.diarynote.jp/201703241728164228/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


（イレギュラーズ）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（イレギュラーズ）
 
 
 



マーレント・カイトハイト＝ヘルン　（特Ｂ）

 
マーレント・カイトハイト＝ヘルン　（特Ｂ）

 
 
ヴェルデルゥレン星軍大佐。（♀）

諜報活動のエキスパート。

黒紫の髪。濃藍の瞳。

時々ウェイファンの影武者を務める。

（ウェイファンと身長同じくらい）。

性格はまじめでカタくてキツい。

特Ｂになり上がった時に、両肩に "羽" と呼ばれる外付け生体脳
を増設している。能力的にはＡランクに劣らない。

けっこうスタイルは良いはずだが、いつも性別不詳のズルタラしたダサイ服を着ているのは、職

業上の配慮。

 

たまに女装すると隊員が（ウェイファンも）喜ぶ。

早起き夜更かし小食の直立不動。

あげ底と見せかけて上げ甲の靴。





レイン・リー＝グレンフォード　（Ｃマイナー）

 
レイン・リー＝グレンフォード　（Ｃマイナー）

 

たいがい女装しているが無性体。みごとな胸は武器弾薬庫で

ある。

アルビノで奇形に近い体質なので、本人はちょっと気にして

いる。

今どき珍しい母胎出産時のＣマイナーランキング。

マーレントの長年の相棒。

性格は、へろっとしていて、あんがい面倒見がいい。

 
 
 
 
 
 
 
 





ゾラタス・バルン＝アルン　（Ｂランク、♂）

 
ゾラタス・バルン＝アルン　（Ｂランク、♂）

 
 
戦傷で両耳を失い、ヘッドセットを付けている。

顔の傷跡にわざと派手なペイントをして遊んでいる根性まがり

。

リエンが嫌い。（と、本人は言っている。）

でもウェイファンは好き♪

ココア（？）を愛飲。甘党の喰いしんぼ…☆
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
先祖がネイティブ・アメリカンだ、という自己主張（？）ら

しい、

スリットミニ…っ

（…ヤローの筋肉なんて描けな〜いっっ）

（※リエンの身長との比較線（あたま半分ぐらい低い）が引い

てあるんだけど、　画面からはみ出した★）

 





ザマルディ・アーリナ＝ベットヴァ　（Ｂ）

 
ザマルディ・アーリナ＝ベットヴァ　（Ｂ）

 

緑髪赤眼。無口で暗いかと思うと突然爆発する困ったやつ。

（酒を呑ませてはイケナイ。）

横幅はゴツイが、実は小柄。（？）

頭脳労働タイプがやさぐれたのは、リエンといっしょらしい。

「逆境に動じないので信ずるに足る」と、つきあいの長いリエ

ンは評価している。

マーレントが苦手らしい。

時々、ウェイファンに、妙〜に哲学的な質問をして、コケさせ

ている。

（※リエンとウェイファンの身長との比較線が引いてある

（リエンの肩が額くらい、ウェイファンの目線が口くらい＝つまりけっこう低い）…んだけど、
画面からはみ出した★）

 



マグダネル・ワグノールド＝ワグナー　（Ｂマイナー）

 
マグダネル・ワグノールド＝ワグナー　（Ｂマイナー）

 

ワグナー・ワグナー。

全体的に灰黒色。瞳は茶色。

えらく立派なアゴ骨の持ち主で、「耳はどこにあるんだ？」

状態。

無口だが冗談好きの、気のいい大酒飲み。



エツオ・キム＝タケモト　（Ｂマイナー）

 
エツオ・キム＝タケモト　（Ｂマイナー）

 
　男 だ ★

「エッティ」または「チンクエッティ」の「チンク」とも呼ば

れる。

堅実な中間管理職の座を捨て、性転換して諜報部入りしたアブ

ナイねーちゃん★

「人生好きにやんなきゃ♪」が口癖。

マーレントの部下だったが、イレギュラーズ（不正規部隊）在

籍中に殉職。

 



ルミカ・バングロンゴ＝ボ　（Ｂマイナー）

 
ルミカ・バングロンゴ＝ボ　（Ｂマイナー）

 

ストイックな女戦士。エッティとは犬猿の仲。

ハイなバストが男性諸氏の絶大なる人気のマトだが、

はっきり言ってテメーが「強くなること」以外にキョーミは

ない。

根性ワルの筋肉女である★（ゾラタス評★）

警戒心が強く、無欲で勇猛なので、リエンは部下として評価し

ている。

おつむの中味がちょっと粗野なので、ウェイファンは苦手に思

っているらしい。

 



（アンダグラウンド）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（アンダグラウンド）
 
 
 



曹　美吃（ソウ・ミーチー）　（Ｃマイナー）

曹美飯店（ソウミーファンテン）

「犯罪都市」《カミヤ》の郊外（廃都市）に店を構える、

由緒正しい料理人一家。

極東アジア系ルーツの、ごたまぜ料理をつくる。

 
 
曹　美吃（ソウ・ミーチー）　（Ｃマイナー）

 

もと娼婦？

文盲だが、しっかり者のばば。

事故・病死を合わせると平均寿命が６０歳に満たないＣマイナ

ーの、８０歳代であるので、近在では長老のほうだ。

Ｄランク（無法者）になってしまった息子がおり、心配して

いる。

（そのツテでリエンに紹介された）。



曹　美獲（ソウ・ミーホ）　（Ｃランク）

曹　美獲（ソウ・ミーホ）　（Ｃランク）

 

美吃の末娘で、飯店の若おかみ。

料理の腕はイマイチなので、もっぱら接客と配達。

経理の資格を持っており、近在では尊敬されている。

未亡人もしくは未婚の母。

「ガキども」は日中は近所の親戚に預けている。

４０歳代。

再婚（？）話は数多い。

 



曹 美飯（ソウ・ミーハン）　（Ｃマイナー）（orＥ）

 
曹 美飯（ソウ・ミーハン）　（Ｃマイナー）（orＥ）
 

美吃のおいっ子。（両親は行方不明？）

どもりなのか、知能障害があるのか、うまく喋れない。

ほとんど文盲。

ひとの気持ちに敏感で、その時の体調にぴったり合った料理を

出してくれる。

一級の料理人。

色素異常があるので、おそらく短命であろうと思われる。

３０代。

 



（〈特Ａ〉の狸ども）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（〈特Ａ〉の狸ども）
 
 
 



タオタイ・イーツェン＝バエ　（蕗 道太）　（特Ａマイナー）

 
タオタイ・イーツェン＝バエ　（蕗 道太）　（Ａマイナー）
 

（特Ａだったが隠居。）

ウェイファンに性染色体を提供した、いわば父親（？）。

名付け親でもある。

よわい１０００歳を超えようかという妖怪じじい。

なぜかエッティと意気投合。同じ日に死亡。

「…こんのツェツェ蠅じじぃがっ！」

「誰が睡魔病じゃ。わしのは立派な老人性痴呆症じゃい。」

「…………？！　……っっ」

５００年くらい前までは政界の大御所だった。………はずだ…。
 



ヴェヴェート・ブット＝シム　（特Ａ）

 
ヴェヴェート・ブット＝シム　（特Ａ）

 

（シム女史）

８００歳近い。

比較的初期の（？）生産のため、プライドが高い。

頭骨を誇示する為か、あたまはほとんど剃っている。

《特Ａ会議》形成の立役者の一人で、

〈ランキング〉（格付け制度）法制化の代表的先鋒。

あたまのきれる論客で、ベルファストとウェイファンの親子２

代にわたる政敵。

カリスマ性があり、下層ランクにも支持者は多い。

 



サラ・マクレーン＝ガーライル　（特Ａ）

 
サラ・マクレーン＝ガーライル　（特Ａ）

 

《特Ａ会議》現議長。

ピンクの肌。赤髪。緑瞳。５００歳ぐらいかな？

精力旺盛で、公平な判断力の持ち主。

ウェイレンの上司だが、ウェイファンとも仲が良い。

耳にはめこんでいるのは飾り石。（すごい高級なもの）。

（※議長職は１期限り。１０年ごとのまわりもち。）

「町内会長みたいなもん」：ウェイファン談☆）

 



マウル・ナン（楠）＝カーレント　（特Ａ）

 
マウル・ナン（楠）＝カーレント　（特Ａ）

 

《特Ａ会議》副議長。

（なまえからしてアルヤさんの子孫であろう♪）

青緑色の髪。金瞳。もと、ジースト全権大使。

きゃしゃだが〈特Ａ〉としては標準体形の男性。



ガルシア・ツァンホン＝オーブライアン　（特Ａ）

 
ガルシア・ツァンホン＝オーブライアン　（特Ａ）

 

Ｔシャツにカンフーパンツ☆

ウェイファンいわくの「たぬきオヤジ」or「くそじじぃ！」★

Ｄ級犯罪者対策の総責任者。ウェイファンの上司。

７００年近く生きており、ただでさえ広い額がさらに拡大しつ

つある…

本人、実は引退を考えており、ウェイファンが一人前になるま

では、ねばるつもりである★

 
 



アルフレーデア・ソルル＝カラ　（特Ａ）

 
アルフレーデア・ソルル＝カラ　（特Ａ）

 
くすんだ銀灰色の髪。促成種。

１００歳にも満たないが、法制派の論客。

ウェイファンに触発されて実地に調査に出かけた行動派

 



レテ・レ＝ルアトート　（特Ａ）

 
レテ・レ＝ルアトート　（特Ａ）

 

"紙のように白い" 肌と髪。うす水色の瞳。

社会システム科学においてはウェイファンの同僚で、

研究仲間 兼 飲み友達でもある。

女性形。同性愛好者。（おさかん☆）

"いい性格" に関しては、ウェイファンとはるらしい。

人生を愛している "忘却の河" である☆

（若づくりの３００歳代☆）



マクメイナス・ガムザル＝ギヴォン　（特Ａマイナー）

 
マクメイナス・ガムザル＝ギヴォン　（特Ａマイナー）

 

（教育中）。

無性体。龍額種。

自我の目覚めが早く、特例として《特Ａ会議》の傍聴許可を

得る。

アルレーデの弟分。（？）

うす黄色の肌に濃碧色の髪と眼。

「礼儀正しいが何を考えているかわからない」が周囲の評。

長じて《最高位》（エリスウェサ）を設計し、体制化強行の黒

幕となった。

 



（設定資料）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（設定資料）
 
 
 
 



《円卓都市》における、体型の比較。

（タイトルのみ。）



（借景資料集）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（借景資料集）
 
 
 
 



ジョン　ロビンソン

（おっと先週分のフォロー☆）

2017年3月31日 リステラス星圏史略　（創作）
 
おやおや、「参照資料」に、この人を入れるのを忘れていた…ｗ
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=53yj4hU56NA
TOKYO GO - John Robinson /　ジョン　ロビンソン 

https://www.youtube.com/watch?v=D_m2R1nAbtc
JOHN ROBINSON - CAN YOU FEEL IT 

デカイおでこ、へろへろのダークヘア—、

高そうな知性と、たかびーなプライド…ｗ

そう。まさに、「そっくり！」…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=1yMKd-Z0Xr8
JOHN ROBINSON EVERYTHING’S GONNA BE ALRIGHT

https://www.youtube.com/watch?v=W4LS8jw3now
KEEP ON-JOHN ROBINSON
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妄想爆走〜大脱線ｗ　2015年2月13日

妄想爆走〜大脱線ｗ　（追記あり。）

2015年2月13日 恋愛 コメント (3)
 

さて、実は昨日のネタだったんですが、何故か？バイトの往復とも歩いてしまった（計５時

間超？）ので、久々に「体が疲れ」て、ＰＣ画面に辿り着く前に寝床に直行してしまいました…
。

（＾＾；）

（健康！）

そして、ぜひとも貼り付けたい本があったんですが、

ＤＮさんの弱装な検索機能では引っかからなかった…ｗ

普通検索で貼りましょう。

これなんですけどねｗ　＞

http://booklive.jp/product/index/title_id/266758/vol_no/001?
mkwid=0ePjABey&pkw=%E7%A7%98%E5%AF%86%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%20%E6%BC%AB%E7%94%BB&pmt=b&pdv=c&utm_campaign=search_womenscomic&utm_source=yahoo&utm_medium=cpc

へ〜、アニメ化もされてたんだ…。
（＠＠）（知らなかったｗ）

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%98%E5%AF%86_%E2%80%95%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E2%80%95
（霊によって…じゃなくて、例によって「ぶくおふ１０８円コーナー」で集めているので、まだ
全巻は読み終わっていない…☆）

…えぇまぁ…（－－；）

何が言いたいかというと、「知ってる人」なら一瞬でご理解いただける？

とは思うんですが、非常に

「身につまされる」キャラでして、この（画像の）人…ｗ

何がって、王様で暴君でワガママでコワレかけてて繊細（？）で、

きれっぱなしで「取扱要注意人物」の、性格とか言動とかが…

＞興奮すると手当たり次第に物を投げたり、自傷行為をする癖がある。

　＜（〜〜；）＞　

…「前世の私に」…★

ちょうどこんなカンジ…？（－－；）
https://www.youtube.com/watch?v=dsUXAEzaC3Q
Michael Jackson - Bad

…まぁ、「記憶にある」（？）かぎりの「前世の私」って…、
（「何となく覚えている」だけでも何十回も？「人間やりなおし」してますが…）

自分の限界とか周囲の「常識」とかが全然わかってなくて、

いつでも「全力以上疾走」だったんで…（－－；）

娯楽小説だの他人の恋バナだの、読んでる余裕もしゃべくってる環境でもありませんでしたので

…
（－－；）

今生、「人間として」やり残しの課題の最たるものが「人間関係」っていう初歩の初歩…（
－－；）…☆

（これ再履修しないと「人間卒業」が…（霊的進化として）…できませんのですが…）

https://www.youtube.com/watch?v=Ym0hZG-zNOk
Michael Jackson - Beat It 

「当然」貼る…ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=ZcJjMnHoIBI
"Weird Al" Yankovic - Eat It 

あははははｗ　誰だこれ作ったの…ｗｗｗ
https://www.youtube.com/watch?v=zn82QiEec2g
Eat It / Beat It Comparison - Weird Al / Michael Jackson 

…いや…（〜〜；）…
https://www.youtube.com/watch?v=xo74Dn7W_pA
Weird Al Yankovic "Amish Paradise"  - Bohemia Afterdark 

いいじゃないか。他人の価値観とライフスタイルは…
ほっとけよ！　それが「紛争」の始まりなんだぞ…！？
https://www.youtube.com/watch?v=vLV3vT_r7_o
A montage of Hofesh Shechter Company’s performances 

気分直しｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=PBYFREnH32g
Les Ballets Trockadero de Monte Carlo 

https://www.youtube.com/watch?v=gsgACwdWCV0
Ballets Trockadero 
美ケツだｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=23MdOu9nm4I
LES BALLETS TROCKADERO DE MONTE CARLO

https://www.youtube.com/watch?v=VLcKX1f9tnM
STREET BATTLE Les Twins VS. Bones The Machine+Pee Fly VS. Laura+Boubou | YAK FILMS 

どんなダンスを選ぼうと、人それぞれの好みだろ？？

…こんなのまで流行ってるのか…
（＠＠；）

https://www.youtube.com/watch?v=NX7QNWEGcNI
The World’s Best Parkour and Freerunning

…「危ないからやめなさい」と言いたくなるけど…
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…（＠＠；）…

これ、「復員兵の社会復帰のためのリハビリ」に、使えないかな…？？？

かなりのとこ「命懸け」だけど、

「他人をけして傷つけることなく」

「自分の命をスリルにさらせる」よね…。
https://www.youtube.com/watch?v=QDqrFwX87pY
Falling Is Living - Rilla Hops - Parkour | Freerunning 

痛い痛い痛い…ｗ（－－；）ｗ

でもね。なんとか、「彼ら」が、これから苦しむであろう毎日のなかでも、

「平穏な生活」に、戻れる「着地点」を見つけてあげないとね…
https://www.youtube.com/watch?v=lzCaA6IazFA
MY FAV BEST SOLDIERS COMING HOME MOMENTS 

中東「ベテランズ」によるハリウッド【スタント師団】派遣会社とか作って…、

映画のなかでだけ、平和な「戦争ごっこ」をしていられる、ように…。

 
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2月13日11:41
０４９　８８００ｗ

（＾ｗ＾）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日13:21
すいません。画像に釣られて大脱線ｗ

したので、ラブネタの続きは後ほどｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日14:11
いや、BEAT IT を貼ったのは、一応、

「紛争当事者でなく、調停者になりたい」って、

「意味」はあったんですが…ｗ
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『 LONG WAY HOME 』
（キャラ設定）
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