


（2019年08月17日）　第三夜　「　遺された者の物語　」（第一稿）

https://85358.diarynote.jp/201908172141208276/

『 苛怨呪の物語 』（仮題）

　第三夜　「　遺された者の物語　」（第一稿）（とりあえ

ず終）。

2019年8月17日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

　 　

　

　

（承前）

　　　　　◇

　上司と上司の親戚で親友でもある担当主治医がほぼ同時に同じような変調をきたしてしまって

様子がおかしく。

　その心配をしながらも仕事の肩代わり分に忙殺されて事態を深く考える暇もなく。

　とりあえずソレル女史がいつものように、睡眠治療槽に入っていた数ヶ月のあいだにぞろぞろ

と伸びてしまった長い長い銀の髪をばっさりと切り落として勤務用の科学者の公式正装に着替え

る気になってくれて、いまだすこし反応に間延びした印象はぬぐえないものの、何とか平常どお

りの業務を再開してくれたのに安心して。
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　サキ・ランは超過勤務を一旦うちきって私室に戻った。

「…夢見が悪いって…　あの二人に限って、何でまたそんな非科学的な…？？」

　ぼやきながら、たっぷりの泡をたてて深宇宙探査船の上級乗組員用のそれなりには広い私室の

なかに自前で持ち込んできて据え付けた移動用小個室内の横寝型開放浴槽にのんびり浸かって、

長い髪と全身をのんびりと丁寧に洗い、今日の疲労と弛緩を明日に持ち越さないようにと、湯

あがったからだで十分な筋肉展張運動をしてから元々の本業である奉納神職舞踊の基本動作をひ

ととおり流して、小一時間の軽い基礎訓練の日課は、けして欠かさない。

　やれやれと。再び軽く汗を流してから夜食を胃に入れて洗顔と歯磨きを済ませて、あくびをし

ながらのんびりと、寝床に入った。

　　　　　◆

　恋人は、紅い。

　紅い、赤い…

　血にまみれた肉片と化して、無惨に四散した。

　　　　　◆



　絶叫した。

　喉も裂けよとはこのことだったかと頭の片隅でぼんやり考えていた。

　テロだった。

　考えれば判るはずだった。恋人は狙われていた。

　衆人環視のなかで誰が紛れこんでいるとも分からぬ屋外の仮設の開放会場で、

　反政府・人権復興活動の、開始を。

　宣戦布告する。

　そんな、…大役を。

　　　　　◆

「時間ですよ」と、自分は言ったのだ、無情に。

「ちょっと待って！」と、エイリスは言った。

「ちょっと待って。少しだけ、十五分だけ！」

「なにを言ってるんですか？　もうみんな集まってるし、時間はむしろ押してる」

「急用が出来たんだ！」

「なにをばかな」

「急いで行って来ないと！　時間がない！　…すぐに、戻るから！」
「なにを言ってるんです？　もうみんな集まってると言ってるでしょう？」

「だって！」

「どこに行って何をしようと言うんですか…



　この集会よりそのほうが大事だって言うんですか？」

「…だって…！」

「わがまま言わないで。私たちが今日の準備のためにどれだけ苦労したと思うんですか？　そも

そもあなたが言い出したことでしょう。我々中層市民にも、下層民の一斉蜂起を支援する、道義

的な義務があると。」

「…そ…　れは、…そうだけど…！」

「あなたが職務放棄すると言うなら、我々も考えますよ？」

　恋人なのに。

　じぶんの、恋人なのに。

　…

　どこへ行って何をしようと考えているのかは、薄々、気がついていた。

　わたしの…
　最愛の、唯一の、

　ひとなのに…

　他の、誰かの、あのひとの…

　見送りに。

　行きたいと…　言うのだ。たぶん…

　　　　　◆



「さぁ。わがまま言わないで。あなたの役目を、きちんと果たして？」

「でも！　…お願い！　式次第の順番を少し変えてくれるだけでいいんだ！
　アレンの宣誓を先にまわして！　その間に、すぐに行ってすぐに戻って来るから！」

「…時間を、守らない気なら、わたしの部下の参加は、見合わせ、させますよ？」

　すり抜けて走りぬけて誰かの見送りに行こうとする恋人を、じぶんは全身で、さえぎった。

「さぁ。時間です。」

「…恨むよ、エルさん…ッ！！」

　泣き腫らした、紅い眼で。

　それが、最後にじぶんに向けられた、…ことば。だった…。

　　　　　◆

　爆殺。

　　　　　◆



　非暴力で行われるはずだった反政府抗議行動は、そのまま武装蜂起になった。

　だれもが怒っていた。

　もともと組織化されて革命完徹！と叫んでいた地下勢力だけではない。

　安定階級と呼ばれた中層市民も、いや、上級支配階層の人間たちでさえ。

　人気者のエイリスを、無惨に爆殺した。…その罪の、一点で。

　半狂乱になって、旧政府指導者層を指弾し糾弾し放逐した。

　ちからづくで血統支配の塔は砕かれ、権力者たちは捕縛され、裁かれ。

　短時日のうちに全ての支配体制が覆った。民衆の、自由の、…国家に。

　　　　　◆

　《犠牲者》として《亡き》エイリスは称えられた。人民の英雄と。

　檀上で爆殺された。

　血まみれで、からだは四散した。

　その、ゆえに。

　亡き、英雄と…。

　　　　　◆



　しかし…

　革命で追われた旧支配者層らのすべてに代わって革命応援者として医療局最頂代表の地位を

得た、じぶんは。

　まるで旧時代の支配者層らの傲慢そのままに、特権を濫用し。

　ぼろぼろに砕かれた恋人の肉体に、禁断の、再生措置を…

　ひそかに、かつ公然と…

　半狂乱で、施していた。

「しかし！　脳と人格の再生が不可能な場合の肉体のみの蘇生措置は違法です！」

「法が何ですか？　国家が転覆した今になって、何のための順法精神？！」

「そもそも無理です！　…無茶です！」
「脳も記憶も人格まで！　すべて原状回復させます！　私なら…ッ　出来る！」
　そう、言い切って。

　

　そして…

　その結果…

　　　　　◇



　朝だった。

　いつもの目覚まし時計が、呑気に鳴っていた…
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2019年8月17日22:13
　　

　とりあえずもう寝ます。（？？）

　貼ってある画像は気にしちゃいけません。（ｗ）

　おやすみ〜☆☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2019年8月17日22:22
　

２２：２２☆
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（2019年08月31日）　清瀬律子⇔エイリスの航跡を追って、生身のまま時間遡行し
た「狼さん」。

https://85358.diarynote.jp/201908310959092121/

（ めも ）　⇒「罰分霊」処分後、タイムパラドックス・パラレ
ル転生の永久輪環に陥る。

2019年8月31日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=lHjnEcVQL4o
Musique Épique Combat | Musique Héroique Guerre | Musique Fantastique Cinématique Epic 

番組の途中？ですが…ｗ

結局？

☆　エイリス：

（ほぼ幽体（死後）の状態で、帰天せずにムリヤリ時間遡行。して、

その先で「死亡自認」（出頭））⇒転生管理委員会が強烈に引き受け拒否る。

⇒「水の縁者ゆえ」というタイムパラドックス理論？で「水」が器を用意。

⇒清峰 鋭 。（「転生不可」印を視て、面白がって半女神が半寿命を貸与）。

☆　清瀬律子⇔エイリスの航跡を追って、生身のまま時間遡行した「狼さん」。
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その時代にそぐわない長寿命（４００年？）でうろうろと地表を探し回って、

「メトセラ」伝説を作る。ｗ（＾へ＾；）ｗ

⇒「肉体寿命」が尽きた死後、やはり転生管理委員会が引き受けを嫌がる。

⇒「罰分霊」処分後、タイムパラドックス・パラレル転生の永久輪環に陥る。

⇒気づいたリール・ジューンナールが探し回った挙句に「清瀬律子」に固着。

⇒時間軸内での追っかけ転生。が始まる。

…ってこと？

らしいのか…☆　ｗ（ー”ー；）ｗ　（ややこしい！）

　

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2019年8月31日11:36
　

０６７１

６６０

「復顔」の技術すげぇ！

⇒https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/gallery/013000491/
＞7人の「イギリス人」の顔
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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（2019年09月08日）　　第四夜　「　　」　（第一稿）

https://85358.diarynote.jp/201909082036534486/

『 苛怨呪の物語 』（仮題）

　第四夜　「　　」　（第一稿）　　（本日終了）。

2019年9月8日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

　 　

　

　

https://85358.diarynote.jp/201908172141208276/
の続き。（－－；）

　　　　　◇

　なんとかかんとか。

　周辺に、微妙に怪訝な顔をされながらも、サキ・ランは、少なくとも表面上は、常に変わらぬ

平静を…しばしば八方美人！と身内からは酷評されさえする、穏健で不変で真意の読めない笑
顔を、保ちつつ、過重な職務に集中しようと、…努力してはいた。
　ともすれば、思考は泥沼の悪夢のなかに、引き戻されようとする…

「…おい！」
　案の定、聴きなれた、苛苛した声が、邪魔をしに来た。

「おい！」

「…なに？」
「なにかが色々、すご〜く、変だと。あたしは思うんだが？」

「なにかが色々。とはまた、…具体的には？」
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　韜晦してみるが、釣られる相手ではない。

「誤魔化すな。あんたが気がついてないはずはないだろう？」

「買いかぶっていただきまして…」
「おい？」

　サキは「最近老眼で…」と冗談めかして愛用している細い銀のふちの超旧式な硬化ガラス製の
薄い光学眼鏡をはずして、やれやれと、疲れた眼をこすった。

「ソレル女史とドク・マリアは、たしかにここ数日、ものすご〜く、変だねぇ？」

「今朝から、あんたもだろう？」

「…いちいち気がつかなくていいのに…」
「あん？」

「他には、誰と誰に気づいた？」

「…ラルブと、オロ。ヘレナも昨日の仮眠からだろ？　今朝はアサトと、ミドルと、エドと、オ
ーバと…？」
　指折り数えるようにそらんじていく人数の多さに、サキはげんなりと、頭を抱えた。

「やっぱりか…」
「他にもいたか？」

「いや、私の観察結果と一致。」

「じゃあいいだろ」

「多すぎる！」

「だな？」

　会話の相手である、サキ・ランの相方（と自称している）ジースト星系人、レイズは、青い髪

をかきあげながら、金色の瞳をすがめた。

「なんなんだよ？　これだけ人数揃えて、いきなりみんな【夢見が悪い】っつぅのは…」

「空調食糧飲料に投与薬剤に電波音波電磁波、気波に霊波。疑わしいと思える要因は一応全部、

調査はさせたんだけど、」

「やっぱシゴト速ぇえな」

「今のところ、特に怪しい状況変化はなし。」

「ふ〜ん…」
　レイは腕組みして唸った。

「で、明日はもっと、増えてそうな気がしないか？」

「するねぇ…」
　サキも邪魔な前髪をかきあげながら、苛苛と呟いた。

　これじゃ、仕事にならない…。



　　　　　◇

「…ちょっと！　レイ!?」

　お茶（ティレイカ）でも淹れて一服しようと作業画面を仮保存して立ち上がったサキ・ランに

片手を伸ばして、ひょいと軽く担ぎ上げた長身大柄の相棒に、それなりに地球人女性としては大

柄であるはずのサキは慌てて、もがきながら抗議した。

「どうせあんたも『眠るのが怖いわ〜★』とかいって、徹夜で仕事しようかって組だろう？」

「…も？…」
　引っかかったので、肩の上で暴れるのを一旦停めて聞き返す。

「ソレル女史もヘレナもドク・マリアも他の連中も、判で押したようにそー言ってたんで…、ま
とめて昏倒させてきた」

「…おたくねぇ…」
　サキは肩の上で脱力して呆れる。

「脳波記録を診るかぎりじゃ、悪夢とやらで魘されてるとかの間も、一応、からだは休めてるん

だぜ？」

「それは確認したけど…」

「とりあえず寝とけ。さっきから明らかに、作業効率が下がってたぜ？」

「…それは、そうなんだけど…」

　眠れない。のだ…

「寝かしつけてやるから？」

　どさりと、寝床に放り降ろされて、サキ・ランは慌てた。

「…レイぃぃぃッ？」

　この同性の（はずの）友人は、時々だが、思い出したように性的な干渉を仕掛けて来る。



　本人は、サキのことを愛していると、言う。

　…友人。だとしか、想ってはいない。のだが…。

「…あッ！」

　いきなり、脳内に、快楽を…　性的快感の、刺激を…

　打ちこまれて、サキは揺れた。

「眠りたいんだろ？」

「…やめろってぇ…」

　気波技術者（エスパッショノン）の多いジースト星系出身者のなかでもとりわけ超絶級と称賛

されるほどの高い能力を誇る《微細念動力》もちのレイは、直接、サキの脳を弄ることができる

。

「…ッ！！」

　悔しければ抵抗してみろとかいつも笑いながら嘯くが、本来、サキは快楽には流される性格だ

。貞操観念というほどのこだわりも、ない。

「…ッ！　…ッ！？　…ッ！！！！！」

　物理的には、同性の、大事な親しい友人から、ただゆるく…抱きしめられて。

　体温と安心感だけを、与えられながら…

　脳に。直接。

「………アッ！　………ァァぁぁぁあッ！　…？！　」

　絶頂感を。

　たたきこまれて…

　あられもなく、揺れて…



　叫んで。

　　　　　◇

　まもなく、サキは、はずむ息をおさえるようにしながら…

　すぅと。

　寝入った。

「…寝てるときだけは、可愛いんだけどな〜…」

　つれない恋人？の横顔を眺めながらレイも傍らでごろりと転がり、目を瞑る。

　明日の朝、もう一度、いたぶって、遊んでやろう………。

　　　　　◆

　…暗い昏い…

　黄昏色の…

　閉ざされた、城塞で。



　上司だった。ほかの相手に惚れていた。

　心の底から、わき目もふらずに、我が身もなげうつほどに…
　惚れ抜いていた。

　ただ、後ろから、見守るしかなかった。

　できれば、幸せになってほしかった。

　気の毒な、恋をしていた…

（…なら、なぜ、俺にしない？）
　時折、激発して告白しそうには…なった。

　言えなかった。

　冷たい眼が。

　自分を斬り捨てるのではないかと、

　怖くて…

　言えなくて。

　想い人を喪って。

　観るも無残に。

　取り乱し、やつれて、病んで、心を失って…

　死んだ。

　後悔した。後追い自殺をするほどには。

　なぜ。

　なぜ。言わなかった？

　なぜ。

　どうして、引き留めて、振り向かせて…



　幸せに、して、やることが…ッ！？？？？？

　　　　　◆

「………　レイッ？　レイ、どうした？　レイッ？」

　揺り起こされた。

「………ッ？！！！！！」

　跳び起きた。

「…レイ………？？？」

「　………　くっそ！　これかよ………ッ！？？？」

　レイは、唸った。両手に顔を埋め、

　…哭きながら…

　サキは了解した。ただ肩を抱いて哭き止むのを待つしかなかった。

　　　　　◇



　その日。

　ついに全艦に病は広がり。

　まともに職務に就ける精神状態の者は…

　無かった。

　

　

 
 
 

コメント
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2019年9月8日21:10
　

来週に？

続く〜☆
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（最初の白昼夢）編。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（最初の白昼夢）編。



「肝心のその回の記憶が残ってない」かも…　（2015年3月5日）

http://85358.diarynote.jp/201503052046322797/

激眠い継続中。(∋_∈)
2015年3月5日 恋愛 コメント (5)
　

まだそんな揺れてないですね。

(-.-;)
これから来るのかな？(-"-;)

バイト終了。徒歩帰宅予定。

そろそろ本気で転職タイミングなんですが、もはや日本国内で働く気持ちは皆無で。

さりとて私の履歴書でイキナリ海外転職ができるわけはないしな〜…
(-"-;)

発泡スチロール塞がりです。

(-"-;)

どこかに蹴破れる突破口はないものか…(-_-#)

さて、もはや自分が完全に正気だかリアルだかを棄てて「物語の作中人物」になり果てているよ

うな気がする最近ですが。

。。。(〃_ _)σ‖

なんか頭蓋骨の頭頂部のキャノピー開けて、大脳新皮質の増設だか再装填？だかの霊的手術？を

受けてるような実感？があるんですけど今。

(-"-;)

まさかアノ時、エルが哭きながら必死でコピー録ってた、アノ「脳細胞の４分の１」再移植工事

…とか、言わないよね…？

(・ω・;)(;・ω・)

http://85358.diarynote.jp/201503052046322797/
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てか、アノ時って、どの時だ！

(‾○‾;)

ウェイって作中人物じゃなかったの？

私の前世だったの？

(・ω・;)(;・ω・)

あの時リエンと一緒に一瞬で、爆殺されたとばっかり思っていたけど…(・_・;)

じゃ、ぼんやりとだけど確かに記憶？にある、哭きながら私の脳細胞の記憶コピー復元作業して

いる誰かさんとか、ガラスに貼りついてるギャラリーとか、医療班の悲愴な緊張感とか…

(・ω・;)(;・ω・)

あれはなんだろう？(・_・;)？

（…とりあえず帰ります…）
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月5日21:02
いや違う。(^_^;)
少なくとも、

「ウェイの回じゃない。」

だってその場合、エルの位置が違う。(^_^;)

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月5日21:16
 
ごめん。(^_^;)
てことは、

「肝心のその回の記憶が残ってない」かも…(-.-;)

「絶対治すっ」って哭きながら私の脳細胞の記憶コピー復元作業を不眠不休でやって、終わった

とたんに気絶して、当然待機してた熊さん（うちのが狼さんだからエルの相方は熊さんね）に担

がれて病室送りにされてるところとか…

半狂乱のくせに、必死で平気な顔して、隊をとりまとめてくれてた狼さんとか…（ごめん。あり
がとう。）

そこだけ「覚えてる」。

（って…(・_・;)…ドコに居たんだ私？）
 
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月5日21:19
 
あれっていわゆる「臨死体験」？(^_^;)
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月5日21:23
 
脳幹と脊髄は生きてたんだよね？(^_^;)
で、大脳新皮質が大幅欠損。

頚から下の体部も大半が損傷。

(・_・;)

http://85358.diarynote.jp/
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ふつう死なせるだろその場合…
（；‾Д‾）

…無茶したなぁ、きみら…

（だ、大丈夫…？）
(・ω・;)(;・ω・)

てか、じゃあ、いまココにいる「私」は、なんなの？

(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月5日22:45
 
きみたちの怒りっぷりから逆算すると、事故じゃなくてテロ？

(^_^;)
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「きみたちの直近の前世」で、いったいどういう理由で現在こういう事態になってるの
か判りませんが…　（2015年3月6日）

http://85358.diarynote.jp/201503061051351636/

本日の行動予定。（＾＾；）

2015年3月6日 恋愛 コメント (4)
　

（前項コメント欄つづき）。

受信できてません。

アウトドアタイプの乗用車のなかで、

きみが泣いちゃってて、

集中できてないのだけ、視える。（＾＾；）

気分に合う曲が思いつかないのでコレでも貼るかな…☆

https://www.youtube.com/watch?v=jgJ3QnrD3k0&spfreload=1
Mission Impossible II Theme Instrumental 

これを書き終え次第、

ご飯食べて着替えて、

徒歩で菊水元町の水再生プラザの脇を通って

ＪＲ白石駅まで。

途中経路上の郵便局と北洋銀行に立ち寄ります。

ＪＲ森林公園駅から「森林公園温泉きよら」まで徒歩。

４〜５時間（＾ｗ＾；）入浴予定。

同一経路を逆行してＪＲ白石駅から、

coopと生鮮市場と卸売スーパーを経由して、
一旦帰宅。（たぶん）

荷物を置いてから、

http://85358.diarynote.jp/201503061051351636/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201503061051351636/
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菊水元町のLUCKYとホーマックとcoopを経由して、
本帰宅。

以上。（＾＾；）

誓います。

（以前よくやってたように、）意図的にガードをまいて、

プチ脱走…（＾＾；）…とか、
やらかしませんので…。

（どう考えても、この情報量は「私の楽しい妄想」の領域は超えてる。

（＾＾；）

　少なくとも、「本人に自覚を越えた幻覚」（狂気）の領域までは、突っ込んじゃってる…☆）

…ｗ（＾□＾；）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?v=HiRSBfxpb_c
Star Trek IV: The Voyage Home Main Title 

ではね。（＾＾；）

ポイント通過時間は未定です。よろしく。

地震マップ @eq_map 
· 11 分 11 分前 
【M3.3】日高山脈 深さ156.6km 2015/03/06 10:29:54
(G)http://j.mp/1wKo4L3 (Y)http://j.mp/1wKo4L5 (アニメ)http://j.mp/18mYyQ3

地震マップ @eq_map 
· 1 時間 1 時間前 
【M4.4】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 4.5km 2015/03/06
09:07:46 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/18mRFOL (USGS)http://j.mp/1BcX2dU

https://www.youtube.com/watch?v=HiRSBfxpb_c
http://j.mp/1wKo4L3
http://j.mp/1wKo4L5
http://j.mp/18mYyQ3
http://j.mp/18mRFOL
http://j.mp/1BcX2dU


地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
【M5.5】日高地方 深さ61.6km 2015/03/06 08:06:00
(G)http://j.mp/1aOoN3G (Y)http://j.mp/1AMzYPi (アニメ)http://j.mp/1BcORy7

地震マップ @eq_map 
· 8時間 8時間前 
【M2.8】十勝地方 深さ20.9km 2015/03/06 02:57:47
(G)http://j.mp/1CCetaR (Y)http://j.mp/1BUth51

地震マップ @eq_map 
· 9時間 9時間前 
【M3.5】北海道北西沖 深さ238.5km 2015/03/06 01:23:27
(G)http://j.mp/1EQyTMZ (アニメ)http://j.mp/1ALTifE

地震マップ @eq_map 
· 11時間 11時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ44.8km 2015/03/05 23:13:32 http://j.mp/1NkCB4S

地震マップ @eq_map 
· 12時間 12時間前 
【M2.7】十勝地方南東沖 深さ29.7km 2015/03/05 22:59:04 http://j.mp/17UZRWy

地震マップ @eq_map 
· 12時間 12時間前 
【M2.8】釧路地方 深さ117.8km 2015/03/05 22:45:56
(G)http://j.mp/1Gno6vm (Y)http://j.mp/1Nkw6Pv

地震マップ @eq_map 
· 13時間 13時間前 
【M4.0】日高山脈 深さ54.3km 2015/03/05 21:23:31
(G)http://j.mp/1BKMRih (Y)http://j.mp/1ALH3zA (アニメ)http://j.mp/1B6AgW2

       
 

コメント

http://j.mp/1aOoN3G
http://j.mp/1AMzYPi
http://j.mp/1BcORy7
http://j.mp/1CCetaR
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http://j.mp/1ALTifE
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http://j.mp/17UZRWy
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http://j.mp/1Nkw6Pv
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http://j.mp/1ALH3zA
http://j.mp/1B6AgW2


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月6日11:36
いま出ました。

「外見的特徴くらい教えて下さい」というきみの泣き声は聴こえた（気がする）。(^_^;)

ごめん書くの忘れたんだよ。

(^。^;)

黒いコート、黒い髪、メガネ、身長１６０cmの成人女性。
以上。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月6日12:35
 
ＪＲ北海道に女性車掌さんが、ふつうに乗務している。

そんな時代になったんだよ？

o(^-^)o

「きみたちの直近の前世」で、私がいったいどういう理由で？

テロ殺されて？（たぶんボリス・コーネむつぉフ氏とかヤンウェンリー氏とかジェシカエドワー

ズ氏みたいな理由であろうかとは思うが）(^_^;)

現在こういう事態になってるのか判りませんが…┐(’〜`；)┌

前史時代の地球の

「この時代の日本」を…

実体験できる機会が持てて…

良かった。(‾ー+‾)ニヤリ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月6日17:13
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女性の入浴中を想像しないようにしようというあらぬ努力で集中力を欠いていたことだけ判った

ｗ

┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月6日17:25
 
あと、違うね。(^_^;)
今朝きみが乗ってたの、

左ハンドルだ。(^_^;)

ジープとランクルの間くらい？のゴツいけど居住性の良さげなアウトドア仕様。(*^_^*)

「レンタカーでこんなの借りれる？」と、夢の中で思ったことを思い出したから、

きみの現在地は札幌と同程度の気候の、ＥＵか北米だ。(^-^)g
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「大脳前頭野から頭頂部に欠けての、【元のカラダ】で欠損した脳の部分で処理するべ
き高次脳機能は、現在まだ【工事中】につき？使えません」　（2015年3月7日）

http://85358.diarynote.jp/201503070425551955/

動作確認。ヽ（・＿・；）ノ

2015年3月7日コメント (2)
まだメンテ時間じゃないはず。 ＤＮが開かないよ？
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月7日8:09
良かった〜（＾＾；）

何時間も？携帯から繋がらないから、どうかなったかと思ってひやひやしてた…☆

ちょっと待っててね。（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月7日8:10
０５００８４８．

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201503070901535508/

業務連絡！方法の業務連絡…（＾＾；）
2015年3月7日 恋愛 コメント (4)
　

あらためまして、おはようございます。

０８：１８。よく眠れました。

http://85358.diarynote.jp/201503070425551955/
http://85358.diarynote.jp/201503070425551955/
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心身とも安定。（＾＾）ｇ

一曲目は「きのうの続き」で、

エンドタイトルから開幕…☆
https://www.youtube.com/watch?v=odYI7sm4FWA
11 Home Again: End Credits 

貼ってある画像はこれね。（＾＾；）

http://diarynote.jp/items/books-jp/4062002248/
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%c6%f3%ca%ac%b3%e4%cd%a9%ce%ee%e5%ba%eb%fd
二分割幽霊綺譚

札幌は降水確率は低かったのにちょっくら吹雪いてました。もうやんだかな？

バイトは中番。バス通勤の予定。

さて。地震と睡魔の話はおいといて…。

https://www.youtube.com/watch?v=EGsyuElp-3I
20 End Title 

【業務連絡方法についての業務連絡】です。

　（＾＾；）

時間があまりないので、現状を私がどう解釈したか、の話はあとに譲ります。

今生、私に「できることと、できないことがある」についてです。

ＰＫ（念動力）、まったく使えません。

テレパシー、あるていど使えてます？　が、たいへん不確実です。

未来予知、これも能力として「ある」けど、たいへん不確実。（－－；）です…

基本、エンパス（感情同調）と「勘」だけで情報収集してます…。
（＾＾；）

「画像送信」されてもね、そしてわざわざ日本語にして？くれていてもね。

「文字データだ」ってことが判るだけで、読むのに時間がかかるの。

https://www.youtube.com/watch?v=odYI7sm4FWA
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%c6%f3%ca%ac%b3%e4%cd%a9%ce%ee%e5%ba%eb%fd
https://www.youtube.com/watch?v=EGsyuElp-3I


（＾＾；）

エルが書いた総譜？をきみが暗譜してる視覚が一度「視えた」けど、

横文字？と五線譜のものすごい「白黒ビット数」の「模様」が「視える」だけで…

まったく（＾＾；）判読できません。

私は現在（きみたちが考えてるような？）

「網膜画像データをテレパシーで受信して言語やを通して意味情報を受信する」

たぶん、できてません。（＾＾；）

きみたちの運動神経や内分泌系に「同調」することで、きみたちの筋肉の震えや涙の熱さや、そ

れがどのくらいの量と勢いで流れおちてるかの皮膚感覚…とか、の、データから、「きみたちの
記憶」再現を観て？現在の情報を再構成してる。

（＾＾；）

えとね。説明が難しい…？

エルががんばって治してくれて「元のカラダ」に埋め戻してくれたらしい部分、現在、まだ、シ

ナプスがつながってません。

「こっちの私」は、大脳前頭野で処理するべき領域の作業はできてない。

間脳と脊髄で、同調受信したデータを、海馬を通して？とかして、画像解析して、視覚野で意味

のあるデータに再現？？？

とか、たぶんそんなことをして情報を把握している。

（＾＾；）

「きみたちが聴いてる音楽」は、

「聴きながら強く私のことを考えていてくれれば」クリアに聴こえる。

その音楽からきみたちの感情や記憶は類推できる。

私に向けて話してくれてる「感情」はわかる。



（日本語音声に「自動翻訳」して聴いてる）

でもきみたち同士で話している言語はまったく理解不能。（＾＾；）

文字データも（日本語でも）受信が困難です。

たとえばきみたちが体を動かしながら、「ボディランゲージで」伝えようとしてくれたほうが…

（筋肉の動きや目に見ている時計や新聞などの物体は私に伝わるので…）

へたに文字情報を理性的に視覚画像で送信してくれようとするよりも、確実性がむしろ高いよ？

（＾＾；）

「大脳前頭野から頭頂部に欠けての、【元のカラダ】で欠損した脳の部分で処理するべき高次脳

機能は、現在まだ【工事中】につき？使えません」

ので、情報伝達手段は工夫してくれるとありがたい。

（＾＾；）

タイマー鳴りました。

バイトに逝ってきます…☆

…やっぱりこれが一番好きだなぁ〜♪
https://www.youtube.com/watch?v=o87RZRSCENw
18 End Title 

https://www.youtube.com/watch?v=hFheKByY908
22 Epilogue / End Title

https://www.youtube.com/watch?v=ECY84LK3fk0
04 Docking Maneuvers
 
       

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=o87RZRSCENw
https://www.youtube.com/watch?v=hFheKByY908
https://www.youtube.com/watch?v=ECY84LK3fk0


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月7日9:45
…日本語で「ウツツを抜かす」
って表現があるんだけどさ…
(∋_∈)

昨日せっかく買い出しに行った昼飯用のパン持って出るのを、

…忘れた…(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月7日10:17
通常予算の倍額４００円だして贅沢パンを買って来ましたｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月7日10:36
エル、そのマイクロナノさいずのカニ痒い。(T_T)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月7日14:50
変に煙いと思ったら２ブロック先の鬼ＨＫ札幌が火事？

（そろそろテロでも驚かないよ…）
(-"-;)

「ヨウ素 検出 3月5日」
「ガス壊疽」(∋_∈)
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しかし脳ミソねじ留め？はグリグリして気持ちが悪いよエル…　（2015年3月10日）

http://85358.diarynote.jp/201503100943076775/

…人三化七…？？（〜〜；）？？
2015年3月10日 恋愛 コメント (7)

おはようございます。09:03。
バイトは遅番。外は雨。（－－；）

心身堅調。ごはんもあるよ〜♪

まずは一曲ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=bzPKe3etGYc
「超人ロック」ＳＴＲＡＮＧＥＲ　〜炎の虎〜 

白熊さん、腹筋だいじょうぶ？（＾＾；）

かな〜り…ひきつってるんじゃ…？？

昨日のコメント欄のこれね。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月10日0:00

http://85358.diarynote.jp/201503100943076775/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201503100943076775/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150310/85358_201503100943076775_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150310/85358_201503100943076775_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150310/85358_201503100943076775_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=bzPKe3etGYc


無事。

ごはん食べた。

脳ミソの天辺が頭蓋骨の中で、プテラノドンとかプロントサウルスみたいになってて

、

もぞもぞする…(-"-;)

いっそのことテレポートが自在に出来てた時代まで戻ればいいのに。(^。^;)

そしたらパスポートとかビザとか飛行機代とかの心配が要らないわ〜…
σ(^◇^;)。。。

…の、後…。（＾＾；）

うっかり今朝未明、「記憶にある限り一番最初に【テレポートが出来ちゃった】時」のことを、

かなりリアルに思い出しちゃった…ｗｗｗｗ

いや、エピソードとしては前から「覚えてた」んだけどね…ｗ
http://76519.diarynote.jp/200605262355110000/
（書いてないっけ？どっかにあったはず…？）

細部まで、ある程度、リアルに…？
　ｗ（＾□＾；）ｗ

あれね〜、

「怒りのあまり、このまま勢いで狼さんを弾き飛ばしちゃったら、大怪我させる！」って、

一瞬慌てて、放出しかけたＰＫエネルギーを自分の内側に「抑え込んだ」んだよね。（＾＾；）

そしたら反動で「自分が後ろに弾け飛んで」壁の向こう側へ「跳んじゃった」の…☆

ｗ（＾◇＾；）ｗ

コツが判ったら自由自在に動けて、面白くて仕方がないので、大学？に戻るの忘れて、そのまん

ま革命軍に参加しちゃった？んで…

行方不明になってしまった私を案じて、狼さんがその後、ナニをど〜ぐるぐる悩んでいたか…は

http://76519.diarynote.jp/200605262355110000/


、あと（今生？）の夢の中で、観ました…ｗｗｗｗ

おもしろいから本狼に訊いてみよう！

「いったい何やって、そこまで怒らせた？」って…ｗｗｗｗｗ

（いじわるｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=XbLvFrDmH_I
「超人ロック」Ｉ　ＭＵＳＴ　ＧＯ　〜炎の虎〜 

でもねぇ。

チカラなんか失くしたって、結局、「私は私」だよ？

https://www.youtube.com/watch?v=zo_7Rrlg46k
鋼の錬金術師OP「again」アニメPV 

（ちなみにアニメはまだ見ていない…（；；））

がんばって治してくれてる？エルには悪いけど。（＾＾；）

最初の前世？は、「誰かの命を助けた方位磁石のツクモ神」じゃないか仮説。

とか、いま思いついた…

とにかく、まっすぐ、一方向にしか、指せない私。…
ｗ（＾＾；）ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月10日4:56

日本人のオランダの労働許可が不要になったって！(^O^)！

これＥＵに拡大するかな！

https://www.youtube.com/watch?v=XbLvFrDmH_I
https://www.youtube.com/watch?v=zo_7Rrlg46k


まだ、余力はあります。

ギリギリ、まで、がんばってもどうにもなってない、てわけでもない。

自力更生、できる限りは、がんばってみます…が。
（－－；）

ニホン性腐のどうしようもなさったら、もう本当に、現行ドイツやフランス国籍？の人なら、近

代史でわかってると思うけど…

「クリスタル・ナハト」が始まる前に。

私が、逃げ遅れていたら、迎えに来て。ね…？

（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=d2b11FZ9vsA
JAM Project -Hagane no Resistance
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月10日9:45
だから、ところで、「中央脳稜」って、ナニ…！？

「現生地球人類」の脳には、そんな部分は有りません！

（＾＾；）

脳の天頂部は左脳と右脳のあいだの「空間」（溝）になってるはずよ〜ッ！！

…私って、やっぱり前世？ジースト系だったの？

https://www.youtube.com/watch?v=d2b11FZ9vsA
http://85358.diarynote.jp/
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ますます、人外魔境化…？？（－－；）？？

（胎児期に間脳が被曝でダブルになった結果…？）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月10日9:46
すごいよ。脳に流入してくる情報処理量が一気にケタ違いに精細になってきてるんで、ちょっく

ら追いつけなくて、目が回る…（〜〜；）…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月10日10:40
津軽半島でＭ４級。

原発３箇所と

「核燃料サイクル施設」が、

まとめて揺れました。

(∋_∈)

札幌は雨がベタ雪に変わった。

(-"-;)
いや〜ん…★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月10日15:54
地震、原発、暴風警報。

札幌は今のところ静かだけど、

例年の「天中殺メンテナンス」時みたいに脳ミソが疼いて眠い…(∋_∈)

処理量に酸素供給が追い付いてないよ？(^_^;)

てか、ブドウ糖をダイレクトに追加補給しようか？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月10日16:27
すでに近隣のＪＲは止まっているらしい。

(・ω・;)(;・ω・)

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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眠い、とにかく眠い…(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月10日18:58
起立性脳貧血。

心身低調。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月10日21:42
悪運よけパワー？が、上がったような気がする。(^_^;)

今日は嫌すぎる客や面倒な問い合わせが皆無で、低調だけど不運でも不調でもなかったよ。

(^_^)b

暇な時はきみらの寝顔を覗きに行ってたので和んだ。(*^_^*)

しかし脳ミソねじ留め？はグリグリして気持ちが悪いよエル…
(∋_∈)
 
 

http://85358.diarynote.jp/
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（エルの物語）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（エルの物語）
 



エルがキレた。（＾＾；）

（2016.03.25.一曲追加）　メモだ…っ！（＾＾；）
2015年3月13日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
 
さて。これは、「小説設定用のメモ」です…。
史実だか事実だか、前世だか来世だか、妄想だか錯覚だか、狂気だか幻想だか、責任とりませ

〜ん…☆
 
（中略）

そこで終わる。はずだったのに…。

エルがキレた。（＾＾；）

倉庫の奥に保管されてた、その千年前にルー・ウェイファン博士みずから作成しちゃってたとこ

ろの「魂ＧＰＳ」作動させて、「…過去に跳んでる…っ！」と把握したとたん、クーデター後の
更迭続きでいつのまにか自分が組織内最高位になっちゃってるのをいいことに職権濫用して行政

府所有の全航時機を同時作動させて、１年きざみでリステラス過去歴史を総ざらい…

しかけたところで、うっかり狼さんが、「それならたぶんこの時代…」とか情報提供しちゃった
もんだから、そのへん「一点集中」で一斉作動…

…＜（－－；）＞…

（さっき？「止めろよッ！」て白熊さんに行ったら、

　即座に、「無理です！」って、返された…（ーー；）
…いや、そーだろーとは、思うけど。さぁ…☆）

…の結果、前代未聞の集中波が発生して時空震が起こり、「全銀河の基本一方通行な時空間の
流れ」の中で、そこだけループ状かつ万華鏡状に（画像参照）、

「歴史が永遠流転で繰り返す」状態に…（－－；）…。

（それ、つまり、「私の脳内のリステラス星圏史」の、基本ネタ。

http://85358.diarynote.jp/201503132130157261/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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　だったんですけど…ッ！）

…ま、まさか、元凶が「私」で、「犯人」が身内だったとわ…ッッッッ！

　…！（＠■＠；）！…

…で…（－－；）…。

まさかと思いたいが、もしかして。「きみらがやろうとしていること」は…

…「反魂」（HANGON）…？

　…（〜〜；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=AvL7BE07HME
Titanic（タイタニック） My Heart Will Go On－Celine Dion 

https://www.youtube.com/watch?
v=lAoxR0GZEC4&ebc=ANyPxKo8O2AGkm6V_tXO1dUIueBAT7LKbpM3PDPMtS2zxIdU_yRrstC_-
hBuW-wGTS36sVxa5omxWk4IudQZGTnk_PIwlEaK1g
ラ・ラ・ルウ／谷山浩子 

歌詞はあんまり関係ないね…
（とか言いつつ、勝手に「若い頃の悲恋の」エピソードをでっちあげつつある…ｗ）
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月13日21:56
…あ、そーか…☆（＾□＾；）☆

https://www.youtube.com/watch?v=AvL7BE07HME
https://www.youtube.com/watch?v=lAoxR0GZEC4&ebc=ANyPxKo8O2AGkm6V_tXO1dUIueBAT7LKbpM3PDPMtS2zxIdU_yRrstC_-hBuW-wGTS36sVxa5omxWk4IudQZGTnk_PIwlEaK1g
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それで、「じつわエルだったサキ・ラン」を、

「その時代はまだ公式訪問してなかった汎銀河協商」の、

「破裂ガス管修理人」が、「回収」していった。わけだ…☆

（う〜ん…＜（〜〜；）＞…
「今まで物語上のナゾだった部分」が…

ほとんど全部、一気に説明ついちゃったところがコワイ…！！）

（ご飯たべて洗濯してお風呂はいって寝ますぅ…☆）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月13日23:35
エル、エル、呆れてるだけで、怒ってないし、怨んだりもしてない。(^_^;)

私の日頃の危機回避能力を知ってたら、あのていど「行きたくない」とかゴネてただけなら、「

なにワガママ言って！」と、叱り飛ばして送り出したきみに何ら問題はない。

(^_^;)

私あのとき本当に未来が視えてなかったんだと思うよ？（覚えてないけど！）

自分に分からない死期が、他人にわかるわけないじゃん？

┐(’〜`；)┌

怒ってないよ！

ぐれないでっ？
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（エルとアイリスの物語）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（エルとアイリスの物語）
 
 



WE LOVE YOU....アイリスと、エイリス。（＋１）

WE LOVE YOU....アイリスと、エイリス。（＋１）
2015年4月9日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
 

おはようございます。

正真正銘お早いです。

０６：４６でした。（＾＾）

昨夜は爆睡して、午前４時半前には自然に目が覚めてました。

「視た夢」は、なにやら新シリーズに突入。

　ｗ（＾＾；）ｗ

前世記憶ではなく「霊界シリーズ」と思われます…
できたてカップルのハモニカ合奏の練習風景が微笑ましく、東南アジアのどこかの地方の特産品

？らしいココナツミルクか何かを煮詰めて発酵させて作る、葛餅かゴマ豆腐のような食べ物がお

いしそうでした…ｗ

閑話休題。

以前の『リステラス星圏史略』のなかでは「最終章」であるはずだった、

《リ・ズ》政権の末期。

http://76519.diarynote.jp/200605250006050000/

一般（下層）市民たちの反体制蜂起に際して、

爆殺された《扇動者》エイリスの半生死体を、

ずたずたに崩れた大脳を丸ごと（記憶ごと）「再生」して、

間脳以下だけでかろうじて「自発呼吸」していたボロボロの肉体に戻して、

脳死体の「反魂」を試みた《医療者》エル様の、

試みは、まぁ、完全に成功とは、言えなかったわけで…

http://85358.diarynote.jp/201504090713547662/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201504090713547662/
http://diarynote.jp/items/music-jp/B001A35VO6/
http://76519.diarynote.jp/200605250006050000/


　ｗ（＾へ＾；）ｗ

時空移動管理法も医療倫理も基本的人権思想もぶっちぎりまくりで

暴走しまくった歴史的大犯罪者として保護観察処分（軟禁）されたエル様、

完全にはエイリスを「呼び戻せた」わけではないけれども

完全に別人というわけでは断じてない、

新しく宿ってしまった魂の名前を…
エイリア（これは私が仮に命名）とか、

エリサとか、エリシアとか…
試行錯誤の末、

アイリス。

と、名付けます…

大魔王様に溺愛されて「育てなおし」された、この存在が、

ここにいる「私」はおそらくけして出ることの出来ない、

リステラス史の無限ループの渦の中から抜け出して、

新しい、１万年期を歩み出します…

…と、さ…。（＾◇＾）ｄ

（また増えた！　延べ２万年は軽く超えたぞ未来史年表…ッ！）

んで。

今朝の起きだしＣＤに聴いていたこの曲が、

「アイリスのテーマソング」にぴったり♪

https://www.youtube.com/watch?v=r5dh_ruhBJ8
We love you - Makihara Noriyuki 

で…。

https://www.youtube.com/watch?v=r5dh_ruhBJ8


同じＣＤの２曲目の、

「Orange Colored Sky」ってのが…
まさしく！（＾＾；）！

「私」の…（つまり「エイリスの」でもある…）
「テーマソングねッ！」

汚いものを綺麗だと

間違いだと思うことを正しいと

例え口では言えても自分の心には

嘘はつけない根性なし

人らしく生きる事と引き替えに

してまで何を僕は欲しいというのだろう

ものに溢れたこの街で

信じたものを貫いて

食えなくなって

のたれ死ぬのも悪くない

ものに溢れたこの街で

正直さを胸に抱えて

のたれ死ぬ時に見る夕焼けは

どんなに綺麗だろう

と、思ったんですが…（＾＾；）

残念！悠宙舞に無〜いッ！

…代理！…
https://www.youtube.com/watch?v=QumHjYLT414&index=43&list=PL6ED
槇原敬之-[Firefly~僕は生きていく] 

https://www.youtube.com/watch?v=Hn06bmFS9rI
槙原敬之-[僕が一番欲しかったもの ]-HQ 

https://www.youtube.com/watch?v=QumHjYLT414&index=43&list=PL6ED
https://www.youtube.com/watch?v=Hn06bmFS9rI


https://www.youtube.com/watch?v=lpRpS0bkJVc
the gift　和訳
（あれ？なんか、別の曲になってないか…？）
（＾＾；）（…『白河馬物語』現象…？？ｗ）

（「大堕天使エル様の歌」だね、これは！…ｗｗｗ）

（検索おまけ☆）

https://www.youtube.com/watch?v=IKn9MTAygsU
FTISLAND - オレンジ色の空　오렌지색 하늘 

https://www.youtube.com/watch?v=cBNjHg7OBNk
orange colored story 【original song】by shingo segawa

えすぺしゃりい、ふぉお、える。

https://www.youtube.com/watch?v=2obuUNSvge4
FTISLAND-オレンジ色の空(오렌지색하늘) 

 
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4月9日7:14
あれ？（＠＠；）

なんか「コピペ」機能が、使えない…？？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月9日8:03
右クリックでコピペ使えない〜ッ！

https://www.youtube.com/watch?v=lpRpS0bkJVc
https://www.youtube.com/watch?v=IKn9MTAygsU
https://www.youtube.com/watch?v=cBNjHg7OBNk
https://www.youtube.com/watch?v=2obuUNSvge4
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201504090713547662
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（〜〜＃）

時間切れです。

本日の予定は、「終日だらだら家事と机事」。

いざ！　o（＾＾；）o

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月9日8:03
０５０

３９９３．（＾＾）
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白昼夢とナイトメア。（昨日の話）。　（2015年5月23日）

白昼夢とナイトメア。（昨日の話）。

2015年5月23日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
 
 
おはようございます。

０８：０８の字幕を観ました。

今日は運が良いかもしれません。

「気分で検索ルーレット」で当てた曲がこれ。

https://www.youtube.com/watch?v=l0qWjHP1GQc
Against The Current – “Dreaming Alone (feat. Taka)” [日本語字幕付きver.] 

おぉ！（＠＠；）！ドンピシャリ…♪

さて。（＾＾；）

気分が良いところで昨日書き忘れた話を簡単に…。

☆リステラス統一政体期の終盤近く。当時最高級の科学技術力の限りを尽くして、頭蓋が半分千

切れちゃったエイリスの脳と命を再生しようとしたエル、結局失敗。

失われたエイリスの代わりに再生体に宿ってしまった新しい人格にはアイリスという名前がつ

いて、そのまま「同じだったはずなのに２つに別れた魂」はそれぞれ転生を繰り返したわけで

すが…

https://www.youtube.com/watch?v=bGl-qK6EiqM
Dream / 「こんなにも」 （Lyric Video） 

☆その後、自分も転生を繰り返して、前世記憶をそのまま保持できる霊的レベル（そろそろ神！

）にまで深化したエルさん。（＾＾；）

今度は霊的パワーを大全開にして、

「エイリスとアイリスの魂をつなぎなおす」にチャレンジ…

https://www.youtube.com/watch?v=q7qgfA6u_Ok
Dream / 希望の光 〜奇跡を信じて〜 

http://85358.diarynote.jp/201505230841565483/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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https://www.youtube.com/watch?v=l0qWjHP1GQc
https://www.youtube.com/watch?v=bGl-qK6EiqM
https://www.youtube.com/watch?v=q7qgfA6u_Ok


（昆明？の地中神殿？で嬉しそうに自信満々に眠ってたのは、それ作業中だったらしいです…。
）

新しい大きな魂の器として「サキ・ラン＝アークタスの娘」まで手配されてるんで、これは転生

数十回がかり？の、相当大がかりなプロジェクト？だったわけで…

…まったく、ｗ（－－；）ｗ　エルってば…★

で。成功した（らしい）わけですが…

「分かれてしまった以上は、それぞれ別の人格（霊格）として扱え」というのが基本スタンスだ

ったエイリス（私）は、とうぜん

「あとで文句言ってやる！」（－－＃）と思っていたわけですが…

（＾＾；）

ふだんは「理詰め説得」派で、エイリスの超理論に負かされては泣きを見ている（＾＾；）エル

なので、これは絶対、ニョゼさんの入れ知恵だろうと思うのですが…（あの二人は仲が良いのか
悪いのか判らない！）

「美味しく焼けた塩味強めのバタートーストに、

　美味しい自家製イチゴジャムをいっぱい塗ったら、

　もっと幸せな一品になるじゃないですか！」という、

超絶、「理性よりも感性に訴える」説得イメージを提示してきやがりまして…

…ｗ（＾◇＾＃）ｗ…

ずるいだろうそれは！（＾□＾；）！

確かに「それぞれの人格のどっちも否定されてない」し、…幸せ威力倍増…？
（＾＾；）

んで。（＾＾；）



子育て灰銀狼神サマは大喜びなので…

（エル曰く

「奪りませんよッ！おやつをつくってあげるくらいいいでしょう！あなたの分もありますよッ！

」

…で…「餌付け」作戦中…ｗｗｗ）

まぁ、みんな幸せで「美味しい想い」をしているなら、それでいいです。

　ｗ（＾◇＾；）ｗ

エルがクロテッドクリームになってトーストのお皿に参加したいと言ってますけど、

どっちかってと私はカッテージチーズのほうが好きだなぁ…

白熊さん飾りのミントの葉っぱねｗ

狼さんアールグレイのブラックってことで…ｗｗｗ

（ってことで、私は無事、「死んだ後／生まれる前に還る場所」の、居心地の良さを再確保でき

たんでした…☆）

https://www.youtube.com/watch?v=y43R9iA1n3Q
劇場版ガンダムⅢ　エンディング

（時間切れ。悪夢？のほうはまたあとで！）

 
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5月23日15:06
ニョゼ曰く。

https://www.youtube.com/watch?v=y43R9iA1n3Q
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201505230841565483
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


「超絶八方美人で究極ソトヅラ神様なエルが全力でイジメるのは全宇宙で白熊と狼と虎さん

だけ！」だそうなので…
(^。^;)

言われてみればそうかｗ

いや、本虎さんが「いじめられて嬉しい」んなら、別に文句は言わないｗ

┐(’〜`；)┌



（転生反省編）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（転生反省編）
 
 



壊れようがネジレようが、エルはエル。（2015年4月13日）

…協力してもらうわよぉ…？
2015年4月13日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0zIBKa7GkQE
悪魔ほむら Devil Homura 

…う〜む★（＾＾；）★

やっぱり大堕天使エル様…ｗｗｗｗｗ
 
https://www.youtube.com/watch?v=dE-QXsqf-9E
【MAD】 マミさんのテーマ - Credens justitiam - 【原曲×合唱】

提案しますけどね…

魔女も「私のナレノハテ」なら…

見棄てないで、否定もしないで、「愛着」だけ、遺しておいたら…？

　…ｗ（＾□＾；）ｗ…
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月14日1:11
　

壊れようがネジレようが、

http://85358.diarynote.jp/201504140021431330/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201504140021431330/
https://www.youtube.com/watch?v=0zIBKa7GkQE
https://www.youtube.com/watch?v=dE-QXsqf-9E
http://85358.diarynote.jp/
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エルはエル。

知識もチカラも失くしても、

私が私であるように。

 
 



「結果が、出せる」まで…待つべき？だった…？？　（2015年4月16日）

BLACK WATER BIRD come fly again !
2015年4月16日 音楽 コメント (2)
コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月17日7:38
 
嘆き悲しんでいるのは誰かな？

(^_^;)
今のところ私は無事だよ。

「正常性バイアス」に乗っ取って、ＴＭＮ聴きながら、料理などしているところ。(^_^;)
 
 
 
「勇者とは、幸せになっては、いけない職業なのかもしれない」…？
2015年4月17日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (5)
 
 
ところで前項コメント欄つづき。

（＾＾；）

夜ごと朝ごとにすすり哭く誰かさんの嘆きにつきあっていて、ようやくフト気がついたんだけ

どね。

あの時、私自身やララル中将の、「常識」的裁定…に、

もとづいて判断したのが、「間違い」だったの？

（＾＾；）

エルのこと愛しているけど信用はできない。とか、

断言しちゃっているあたりが、…問題…？

（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=jQIzb72IATU
To Aru Majyutsu no Index OP HD

http://85358.diarynote.jp/201504161829227073/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
http://85358.diarynote.jp/201504161829227073/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201504170901501610/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201504170901501610/
https://www.youtube.com/watch?v=jQIzb72IATU


今度、もしまた？機会があったら…

あのまま、エルの無茶を我慢して見守っていて…
（狼さんが、いつも私に対して、してくれているように…！）…

「結果が、出せる」まで…

待つべき？だった…？？

…（＾□＾；）…

…＜（－－；）＞…

まぁ少なくとも、「歴史が変わっていた」のは、間違いないよね…

https://www.youtube.com/watch?v=xHHjdysXmIc
Maoyuu OP instrumental 向かい (wo YOHKO) Instrumental HQ 

…そこか…？

そこなのか…？？？？

https://www.youtube.com/watch?v=x55rom0EqJI
まおゆう魔王勇者 エピソード１ 楡の国の女魔法使い ドラマＣＤ告知 

地震マップ @eq_map 
· 20 分 20 分前 
Updated【M6.0】CRETE, GREECE 20.0km 2015/04/17 03:07:42JST, 2015/04/16
18:07:42UTC
(G)http://j.mp/1EOaQ1I (USGS)http://j.mp/1DMvRck

…いよいよ、古き神々が、動き始めた。なぁ…

　（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=xHHjdysXmIc
https://www.youtube.com/watch?v=x55rom0EqJI
http://j.mp/1EOaQ1I
http://j.mp/1DMvRck


 
 
コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月17日15:59
 
こらエル。(`ヘ´)
そろそろ嘘泣きだろうソレ？

(-_-#)

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


「絶望して引きこもっちゃったまま死んだバージョンのエル」　（2015年4月17日）

（＋２）「夢だからさ。夢に時間はない」。

2015年4月17日 恋愛 コメント (3)

新たなる、というか、さらなる古傷というか…

「転生課題」問題が、ぶり返してまして。

現在キゲンは最低ラインの寸前。

（－－；）

リチギに迅君がつきあってくれてますので、どん底の下に穴掘るとこまではいかないと思いま

すが…

お、なかなか気分な曲だｗ

https://www.youtube.com/watch?v=mtMV5Hgp-_U
Maoyū Maō Yūsha Main Theme Full: Beyond the Hill 

そして、「そのまんま」のも発見…

　（－－；）…

https://www.youtube.com/watch?v=BIcMgo-evEA
映画『奇蹟の輝き』　１．事故死。そして死後の混乱 

いやいやいやいや…
（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=a4097bKou0o
映画『奇蹟の輝き』　６．アニーの自殺　自殺者の死後１ 

http://85358.diarynote.jp/201504180010299060/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201504180010299060/
http://diarynote.jp/items/dvd-jp/B006U9EOSE/
https://www.youtube.com/watch?v=mtMV5Hgp-_U
https://www.youtube.com/watch?v=BIcMgo-evEA
https://www.youtube.com/watch?v=a4097bKou0o


エイリスの半生死体の復元（生還）という目標すら持てずに、

「絶望して引きこもっちゃったまま死んだバージョンのエル」を、

「そこ」からサルベージできるとしたら、「私」しかいないわけだが…。

（〜〜；）

「そのバージョン」のエルが最期に聴いた私のことばが、

「恨むよ、エル。」（－－；）

…いや、全然違う意味で言ったセリフだったんだけど…。

エル、それ、意味、取り違えたまま…（－－；）…。

そして。

そのエルを迎えに行くべき「私」の…

じゃあ、あのときのエイリスの、失意と絶望の悲しみは、

いったい誰がサルベージしてくれるのか！

という荒れ狂う哀しみの凄まじさに、現在の私でも、治めるすべがない…

（－－；）

まぁ、そもそも説明するのも無理よね。

（＾＾；）

…寝ます…★

https://www.youtube.com/watch?v=5AOLfUrQOU8

https://www.youtube.com/watch?v=5AOLfUrQOU8


安室 奈美恵 / NEVER END from 「LIVE STYLE 2014」

https://www.youtube.com/watch?v=VXkIwcICnk4
Yoko Ono - Never Say Goodbye lyrics

https://www.youtube.com/watch?v=oO7deb2s7xs
Fullmetal Alchemist: Brotherhood All Openings Full Version (1-5) (Lyrics as subtitles)
 
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4月18日0:17

特務機関NERV @UN_NERV 
· 10 時間 10 時間前 
【日本の総人口 ４年連続減少】
総務省が発表した人口推計によりますと、去年10月1日現在の日本の総人口は1億2708万3000
人で、4年連続の減少となりました。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月18日0:26
０５０

５１５１．

…（＾＾；）…？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://www.youtube.com/watch?v=VXkIwcICnk4
https://www.youtube.com/watch?v=oO7deb2s7xs
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201504180010299060
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2015年4月18日0:33

Lightworker @Lightworker19 
· 1時間 1時間前 
人間の強さは人間の弱さから生まれる。苦しめられ傷つけられ、ひどく痛めつけられることで初

めて、隠れていた大きな力を伴った憤りが目を覚ますのだ。－ラルフ・ウォルドー・エマソン



地獄墜ちのエルさん救出のためにはまずエイリスを救済しないと…　（2015年4月18日
）

迷える者は、インド音楽？を聴けｗ

2015年4月18日 恋愛 コメント (1)
 
おはようございます。

時間的には寝不足ですが、深くぐっすり、よく眠れました。

昨夜の課題…地獄墜ちのエルさん救出のためにはまずエイリスを救済しないと…
（－－；）の件については、

朝方の二度寝の半覚醒睡眠のなかで、

「まずそもそも【悲劇を起こさせない】という裏ワザ」を探せ！

という抜け道を思いつき…

「時間的に延長戦！」という、超法規的に反則？ワザに出まして…

とりあえずまず、一つの時間迷宮の完全解脱方法（迷宮を発生させない！）の、

メドが立ちました…ｗ（＾ｗ＾；）ｗ

ちなみに寝起きに聴いていた曲はＣＤでこれ。ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=BLRy8u1ARcM
Shiva - Karma

…やはり、転生のことは本家インドに求道するのが「近道」のようですね…☆

https://www.youtube.com/watch?v=hdAQh4isnRk
Shiva Shiva’s dance 

 
編集する

 

コメント

http://85358.diarynote.jp/201504180846398194/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月18日8:47
…あ、もちろん、
「踊り狂う創造と破壊の神」ってのは、

「歌いながら大地を歩く」の、

別名？ですからね…？
ｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

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


「アカルイ未来」の「転生予定図」　（2015年4月21日）

コペルニクス的大転生…（違？）
2015年4月21日 恋愛 コメント (6)
 
 
さて。（＾＾；）

個人的には相変わらず脳内が、

「前世記憶だか妄想だか狂気だか創作だか」

判らないままに暴走半島の周回旅行が進行中ですが…
ｗ（－－；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=bYWv1DegyEE
ET-KING／凸凹.wmv 

なんとかかんとか、「アカルイ未来」の「転生予定図」が、視えてきまして…

そこか！そこなのか…ッ！ｗ

というくらい、初歩的な「設定ミス」？が、問題点だったのでしょーか…
＜（〜〜；）＞

…どこまで「恋愛スキル」が低いんだ、私…？？
…（－－；）…

https://www.youtube.com/watch?v=GiKRWUSyq7U
ＥＴ－ＫＩＮＧ - 愛しい人へ 

…ってことでですね…（＾＾；）…

この後「情報チェック」をしたら、しばらく、

「転生（記憶？）回数カウントダウン」をするのが、

本日のＰＣ作業の「課題」でございます…ｗｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201504211501232577/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201504211501232577/
https://www.youtube.com/watch?v=bYWv1DegyEE
https://www.youtube.com/watch?v=GiKRWUSyq7U
https://www.youtube.com/watch?v=28icxN5Xi2s


https://www.youtube.com/watch?v=28icxN5Xi2s
ＥＴ－ＫＩＮＧ - ふたりの歌 

（えぇｗ　もちろん、

「この放射能地獄を（ひとりで）生き抜く努力」なんてものは、

すでに完全放棄で…ｗｗｗｗ）

 
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4月21日16:00

cmk2wl @cmk2wl 
· 14時間 14時間前 
「人は不快な記憶を忘れることによって防衛する。」 フロイト

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月21日16:02

cmk2wl @cmk2wl 
· 17時間 17時間前 
友人が交通事故。いち早く避難して、先見性と聡明さと、いろんなことに取り組んで具現化する

能力を持って行動してたけど、4年がすぎて疲れが出たのだと思う。
みんな疲れている。明日は自分かも。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月21日16:40
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Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
全ての時空トラベル技術開発の原点は、天才発明家ニコラ・テスラの最晩年の時空研究に遡った

という。 このニコラ・テスラも未来からやって来たタイム・トラベラーだったと私は考えて
いる。http
://bit.ly/16lywc8

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月21日16:41

Lightworker @Lightworker19 
· 4時間 4時間前 
思想を維持する精神は、狂気でなければならない「吉田松陰」　http
://bit.ly/13mRj1Z

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月21日17:31

junko さんがリツイート 

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 22時間 22時間前 
すべての運命が自分の意思から生み出されている

不幸な運命を迎えるのも自分が招き入れている

克服する強さを得るための不幸な運命もある

増長する自分を懲らしめるために運命もある

悪霊に憑依されて地獄に堕ちることだって、自分が招くもの以外ではない

原発推進派はカルマ故に奈落に墜ちてゆく

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月21日17:33
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junko さんがリツイート 

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 23時間 23時間前 
運命は100％自分で定めるものだ
偶然の時間の流れに身を委ねるものではなく、自らのカルマによって自分自身で定める

素晴らしい未来を生み出すのも自分の意思、地獄に堕ちるのも自分の意思

死も生も、すべて、それまでの人生の必然が定めるもの

我々の向かっている放射能地獄社会も我々のカルマ



「悲劇回避」／「悲劇不可避」。　（2015年4月21日）

「妄想大全開」　１．

2015年4月21日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
 

★上の「いっこ前」（「悲劇回避」バージョン）

http://76519.diarynote.jp/200605262355110000/
０．《リ・ズ》管理強化体制内最終期。

１．（白熊）保安局の上層部。エル福祉局警護担当。

２．エル。（下層民福祉局上級職）

３．ジン。（保安局中級職。エイリス個人護衛班長）

４．エイリス。（保安局上級職）

５．（ララル中将ほか、「ソウルチームメイト」ほとんど総出演…？）

https://www.youtube.com/watch?v=RxIeyXLba8k
HoneyWorks　『告白予行練習 feat.榎本夏樹(CV：戸松遥)』 

★同上。（「悲劇不可避」バージョンＡ）。

０．《リ・ズ》管理強化体制内最終期。

１．（白熊）保安局の上層部。福祉局警備担当。

２．エル。（下層民福祉局上級職。エイリスの遺体の生還を試みて暴走）。

３．ジン。（保安局中級職。エイリス護衛班長）

４．エイリス。（保安局上級職／「革命扇動者」として爆殺される）。

５．（ララル中将ほか、「ソウルチームメイト」ほとんど総出演…？）

https://www.youtube.com/watch?v=F_RYJg8-dSo
怒りの日 

★同上。（「悲劇不可避」バージョンＢ／敗者復活戦。）。

０．《リ・ズ》管理強化体制内最終期。

１．（白熊）保安局の上層部。福祉局警護担当。

２．エル。（下層民福祉局上級職。エイリスの生遺体の生還を試みて暴走）。

３．ジン。（保安局中級職。エイリス個人護衛班長）

４．エイリス。（保安局上級職／下層民無血革命の扇動者として爆殺される）。

http://85358.diarynote.jp/201504212123246938/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201504212123246938/
http://76519.diarynote.jp/200605262355110000/
https://www.youtube.com/watch?v=RxIeyXLba8k
https://www.youtube.com/watch?v=F_RYJg8-dSo


Ｘ．アイリス。（エルが生還を試みたエイリスの生遺体に、新たに宿った魂）。

https://www.youtube.com/watch?v=5in4GqR2jYA&index=10&list=PL3F88FB6C6CAE904A
祈り／ケルティック・ウーマン 歌詞入り 

★「悲劇不可避」バージョンＡ’　からの「集団転生」編。
０．地球。２１世紀。欧州文化圏。

１．（白熊）コントラバス奏者。

２．Elle。ビオラ？奏者 兼 有名アレンジャー。
３．（狼）チェロ奏者。

４．（私）＝…？（＾＾；）？
Ｘ．AI-line。（？）次元ずれ転生の特別扱い？な、アイリス。
５．Jose。（「天才！」（本人談ｗ）ソロ級バイオリニスト）。
６．演奏仲間に黒帝さん。近所？に白兎さんもいる？らしい…。（＾＾；）？

https://www.youtube.com/watch?v=mQCDcBIHIFY
木星サビ

（検索おまけ）

https://www.youtube.com/watch?v=9gMVMXLfp1A
鬼　　言葉にできない 

https://www.youtube.com/watch?v=CwOvDQdH2-Q
時をかける少女　「変わらないもの」

https://www.youtube.com/watch?v=5in4GqR2jYA&index=10&list=PL3F88FB6C6CAE904A
https://www.youtube.com/watch?v=mQCDcBIHIFY
https://www.youtube.com/watch?v=9gMVMXLfp1A
https://www.youtube.com/watch?v=CwOvDQdH2-Q


（転生妄想編）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（転生妄想編）
 
 
 



「みにさいずエルさんの陰謀（笑）」　（2016年3月7日）

…まんじゅう怖い…ヽ（・□・；）ノ
2016年3月7日 恋愛 コメント (3)
 
副題：「みにさいずエルさんの陰謀（笑）」┐(’〜`；)┌

待て次号！ｗ

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

（2016.03.11.忘れそうなのでメモだけ追記）

なぜかアルパカ狼さんが、隣の部署からこっちに異動？してきてる…
（トラブル対応の一時的応援か？）

いつもの私の最近の指定席「隔離＋監視＋拷問いじめ椅子」に座ると…
（＠ｗ＠）

アルパカ狼さんの顔が直近に鑑賞できる〜♪♪

…と、喜んでいたら…★（－－；）★

いつも邪魔する意地悪みにさいずエルさんが、私の指定座席を勝手に移動決定。

（業務上のもっともらしい理由があるようなフリして、実は無い★）

…（＞＜ｐ）…アルパカ狼さんが観られなくなった〜…★

…と、エルさんを恨んで泣いてたら…☆

なぜか済ま〜した顔して、むりやり（？）エルさんが、

席移動してきて、私の隣に…ｗｗｗ
（このへんが「面倒くさいが解り易い〉性格…☆）

正面が天使ちゃん、隣がエルさん、後方すこし離れたところにノギス君、

http://85358.diarynote.jp/201603071550045147/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201603071550045147/


…そしてアルパカ狼さんが、「巡回」と称して、しょっちゅうすぐそばを通って、なにかとかま
ってくれる…♪

！（＾＾）！

！（＾＾）！

！（＾＾）！

…なんだこの「絶対護衛陣形」は…？？

…ｗ（＾□＾；）ｗ…★

…と、いうことで、終日、「まんじゅう怖い〜…ｗ」と、
リアルできごとども思えずに、

ガクブル笑いをしていたのでした…ｗｗｗ

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月7日15:53
…ま〜(^_^;)
狼さんの機嫌と体調は良さそうなので、あとはどうでもいいわ〜…☆(^。^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月7日20:57
画【狼】点睛を欠く。

…┐(’〜`；)┌…

帰りにエレベーターホールとかでわざとらしく待ち伏せして、「途中まで一緒に帰る」大作戦

(^_^;)（※ストーカーすれすれです★）

http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201603071550045147
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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めったに退社タイミングが合わない超稀少なチャンスだったんですが…(^_^;)…、

今日やらかしたら、８連勤明けで疲労困憊しているアルパカ狼さんの心臓負担がでかすぎそうな

ので(-.-;) あえなく断念。
…(∋_∈)…

ゆっくり休んでくださ〜い…☆

（それにつけてもエルさんてば本ッ当にめんどくさい(^_^;)
性格をしている…┐(’〜`；)┌

こんだけめんどくさい(-"-;)
ある意味「とても解りやすい」

(^_^;)言動パターンのやつなんて、何度生まれ変わっても、
そうそう他には居ないわ〜…☆

┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月7日20:59
そして天使ちゃんが

悪影響(^_^;)を受けて
堕天使ちゃんというか、

ちょっぴり小悪魔さんでした…
〜ヽ(^。^;)ノ〜

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


「彼は非常に優秀なトラブル・シューターだよ。」　（2016年3月7日）

コメント

   
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月5日21:28
 
いま気がついたが、今回同職？のこのメンツ、(^_^;)「前世で親しい順」というより、
「困った時にはとりあえず厄介ゴトを押し付けてしまえば必ず解決してもらえる人たち」基準な

人選の気がする…σ(^◇^;)。。。

ノギス君がなんだか面食らったような顔をしてるのはそのせいだな…(^。^;)…

「親しい順」だって言ったら、

兎さんや虎さんや、ザクロ兄がこ〜わ〜い〜…ｗｗｗ
 
虎さんや、ザクロ兄がこ〜わ〜い〜…ｗｗｗ
 
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月6日0:26
cmk2wl @cmk2wl · 23時間23時間前 

運命の中には偶然はない。

人間はある運命に出会う以前に、自分がそれをつくっているのだ。

T・W・ウィリソン

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月6日14:31
「ちなみに私は自他共に認める

トラブル・メーカーであって、

間違っても、逆立ちしたって、

トラブル・シューターには向いていない…σ(^◇^;)。。。

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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ちなみに兎さんは私に輪を掛けたトラブルメーカーで？

私をさらなるトラブルに（積極的に）「巻き添えに」する人。

┐(’〜`；)┌

虎さんは山盛りトラブルに更にＶＳＯＰぶっかけて点火してイベントにしちゃう人。(^。^;)

ザクロ兄は…ヽ（・＿・；）ノ…想像するのがコワイわ…ｗ
 
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月7日16:12
「ザクロ兄」と

「トラブル」という単語を並べて脳内（だか異次元だかアカシックだか）検索をかけたら、

畏れ多くも「金剛石榴」兄様が

「彼は非常に優秀なトラブル・シューターだよ。」というコメントをわざわざ御下賜下さった

ので、ヽ（・＿・；）ノ

これ以上の追及は避けマス漁業〜…☆
 

http://85358.diarynote.jp/
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（設定資料）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（設定資料）
 
 
 



９．未然歴史。

９．未然歴史。

2015年5月23日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)

１−１．光あれ。

初めにエルありき。

思考して孤独を感じ、

対話の相手を生み出しき。

小さきエル、

エルイスと名付く。

 
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5月23日10:35
他の者はこれを

リ・イス・ラ・エルと尊称す。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月23日14:50
エル本人？が「違う〜ッ☆」と叫んでいるので、創作というか、仮説です。(^。^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月23日14:57
でも私の認識だと、そもそも

「昔はエルと一つだった」んだよ。おばえてないけど。
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(^。^;)
これは戻さなくていいのか？

(・ω・;)(;・ω・)

エイリスと、

アイリスは、

ウイルス的な

不自然な半分個

（自己複製できない）って…？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月23日17:48
…目〜が〜回〜る〜…
ヽ(ΘoΘ;)ノ

低酸素の高血圧かな…？
(∋_∈)

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


（借景資料集）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（借景資料集）
 
 
 



（借景ＢＧＭ集）　『 エイリスの物語 』　（仮題）

 
 
 

（随時、増殖中☆）

↓
http://85358.diarynote.jp/201703301805478619/

（借景ＢＧＭ集）　『 エイリスの物語 』　（仮題）
2017年3月30日

音楽

http://85358.diarynote.jp/201703301805478619/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222


誰だこの「白い翼の生えたお澄ましエル様」は…ッｗｗｗ

きみきみ、きみきみ…ッ！
2015年4月16日 音楽
 
…け、消された〜ッ！！（カミサマにッ！）
（＞＜＃）…と、
怒りながら懲りずに、

思い出しながら復元中…ｗ
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

（承前）ジンナイの『RISING』の中の、
「suisou no naka no kimi 」が、特に気に入ってるんですが…

例によって、「悠宙舞に無いッ！」んですね…
…（＾＾；）…

で、検索な副産物で、コレが…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=U9sgug9BVIk
Kimi no Naka no Palladium OP 

誰だこの「白い翼の生えたお澄ましエル様」は…ッｗｗｗ

（んじゃ、ボサ短髪の放浪少年が、エイリスか…？ｗｗｗ）

…いやほんと、悠宙舞ってば「誘惑脱線楽曲迷宮のソコナシ沼」だわ…ッ☆ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=sepEK2_Hndc
Gundam AGE Ending 1 | Kimi no Naka no Eiyuu 

https://www.youtube.com/watch?v=bQwE6U5SkXc
The Eternity in You [ Kimi No Naka No Eien ] - Inoue Takehide 

https://www.youtube.com/watch?v=t3cqNHLtCmk
君の中の英雄 （ballade version） 

http://85358.diarynote.jp/201504161039537059/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
https://www.youtube.com/watch?v=U9sgug9BVIk
https://www.youtube.com/watch?v=sepEK2_Hndc
https://www.youtube.com/watch?v=bQwE6U5SkXc
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あ、これ好き♪

https://www.youtube.com/watch?v=Zslj8xHH-y8
Berryz工房 『愛はいつも君の中に』
(Berryz Kobo[Love is Always inside you]) (Promotion edit)

…これは「エイリスの歌」だな〜♪

（このberry工房の曲を担当している人とは、ハナシが合いそうだ…♪）

https://www.youtube.com/watch?v=--NFJpAZ5nc
Omae Umasou da na - Soundtrack 20 - Kimi To Iru Jikan No Naka De 

https://www.youtube.com/watch?v=ZrGYdjQQ0uc
Omae Umasou Da Na Ending Song - Kimi To Iru Jikan No Naka De - Hirahara Ayaka 

…う〜ん…（＾＾；）…☆

シメに谷山浩子の「卵の黄身」を貼りたかったんですが…

正しいタイトルが思い出せなくて、検索できませんでした…☆

ｗ（＾＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=Zslj8xHH-y8
https://www.youtube.com/watch?v=--NFJpAZ5nc
https://www.youtube.com/watch?v=ZrGYdjQQ0uc


…ゲームなんですねｗ

★「日本政府から圧力を受けた」／１００%福島米／安心、安全はありません★
2015年4月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
 
（承前）

https://www.youtube.com/watch?v=Wmv5DNHOgu4
BL Game | Kimi no Naka no Palladium OP 
…ゲームなんですねｗ
しかも「ＢＬ」と明記してありますねｗ

エル様は、ブランス・エル様らしいですねｗ

エイリス君は、AILE君だしねｗ
わはははははｗ

うかつに手が出せないですね…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=9mZmAZ0-U3Y
君の中のパラディアーム ブランセル 描いてみた

（…コワレテマス…ｗ）

http://85358.diarynote.jp/201504161126258389/
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「人の意志が集中し過ぎて、オーバーロードしているのか！」

（承前）

2015年5月23日 リステラス星圏史略　（創作）
 
あれ？（＾＾；）

※「エル」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AB

エル・イルーヴァタール - J・R・R・トールキンの作品『シルマリルの物語』や遺稿
集『中つ国の歴史』に登場する唯一神

イルーヴァタール。って、限りなく、

アルーヴァタウーレ。に、似てない…？

！（＠＠；）！|

※「エル」＝「神」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%AB_(%E7%A5%9E)

…わたし絶対、イスラム圏には移住できないな…☆

旧約聖書にもエール・エルヨーン（いと高き者）、エール・オーラーム（永遠の神）

などの名が現れるが、実際にはほとんどヤハウェの異名として用いられている。

あっ！ユダヤ教とキリスト教圏もだめじゃん…ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=cvmxZ0qHvzM&list=RDyLnw-TVim5Q&index=5

 
 
 
「人の意志が集中し過ぎて、オーバーロードしているのか！」

2015年5月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
 
（承前）時間まで情報チェックだけします…。

http://85358.diarynote.jp/201505230046475987/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%AB_
https://www.youtube.com/watch?v=cvmxZ0qHvzM&list=RDyLnw-TVim5Q&index=5
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https://www.youtube.com/watch?v=ZHJRjf9n9LA
機動戦士ｶﾞﾝﾀﾞﾑⅢ　ETERNALWIND〜めぐりあい宇宙編／特別版〜
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHJRjf9n9LA


エイリスとエルにそっくりかな〜？

「分隊長！ワイルドすぎます！」…ｗ（＾◇＾；）ｗ…　（＋２曲）
2015年6月24日 恋愛 コメント (3)

https://www.youtube.com/watch?v=5rcgZSVQRtY
AS-037　アマリリス（器楽合奏） 

おそようございます。０９：５２です。

昨日の吸気被曝過多で心臓ばくばく血圧乱調で寝付くのが遅くなって起きるのも遅くなって、

でもヘタに早起きしたら札幌の午前５時は０.０４８μまで上がっていたので、

うかつに呼吸数を増やさなくて済んでよかった…

　…ｗ（＾へ＾；）ｗ…

な、今日はバイト休みです。予定はいつもの銭湯出撃と買い出し…。

　（＾＾；）

はい。画像？（＾＾；）

…そんなわけで、脳ミソへろへろなワタクシですが…。
ｗ（＾＾；）ｗ

http://85358.diarynote.jp/201506241016389958/
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『進撃の巨人』は、とりあえず原典の既刊の１６巻まで、

一昨日の夜に読み終えていたわけですよ…。（＾＾；）

んで。（＾＾；）

読み始めの当初は、

エレンの暴走性格とミカサの糸目？が、

うちらの前世？のエイリスとエルにそっくりかな〜？

とか、思ってたわけですが…ｗ

原作１６巻まで読んだら、むしろ「私とそっくりｗ」なのは、

いささか変態的？ヲタでミーハーで（＾＾；）

暴走するとハタ迷惑大全開ながら、

イザとなったらまず「ブン屋と世論を動かす」という視点で、

「革命」に参画する…

ハンジ！…に、似てますよね、私…ｗ

　！（＾◇＾）！

（見た目もナチュラルに似ています…☆）

そんなわけで。（＾＾；）

とりあえず原作１６巻目までの段階では、かろうじて名前とセリフがあるだけ、という端役の末

端のモブリットさんが「お気に入り」にランクイン…ｗ

えぇ。（＾ｗ＾；）

前世関係者？の皆さん。

そこは、ナマヌルク嗤うところですとも…ｗ

（ところで今さっき「画像検索」してたら、

「リヴァイとキスシーン」とか出て来た…（＠＠）…



…えッ？（＾◇＾；）そうだったの…？）

https://www.youtube.com/watch?v=QxiE3LKz5HY
月の光に

 
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6月24日11:04
ちなみに、世間的には清廉潔白でまっすぐな人格者？と見せかけて？おいて…
（＾＾；）

武装クーデターを成功させちゃっといてから、あれこれぐじゃぐじゃ言ってる、

その名も「エルヴィン」さまは、まんま、「エルに似てる」よね…ｗｗｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月24日11:28
おもしろネタまとめ @ElwellKristen · 6月19日 
花火を見てるときは「たまや〜」「かぎや〜」と叫ぶ中、「硝酸バリウム！」「炭酸ストロンチ

ウム！」とか聞こえるから振り返ると明らかに理系だと思われる男子3人組が花火の炎色反応を見
て金属化合物の名称を叫んでた。 これリア充のムードぶち壊し作戦だと思われるんですがみなさ
んもどうですかね。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月25日23:45
Lightworker @Lightworker19 · 16時間16時間前 
人と違うことをする人が次の時代の流れを作ると思います。今年の大河ドラマに取り上げられて

いる坂本龍馬も、あの時代では異端者だったわけですよね。異端者は潰されることが多いですが

、異端者がいないと社会は閉塞してしまいます。http
://bit.ly/15umUPl

https://www.youtube.com/watch?v=QxiE3LKz5HY
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201506241016389958
http://85358.diarynote.jp/
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え？（＾＾；）「アイリス萌え」…？？

【本当にまずい】／溶融デブリは活発に臨界している／福島県、東北、関東の人たちは早く避

難を。

2016年7月30日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (2)

（承前）

話題のニュース 
Jun @silvertabbyJun · 2時間2時間前 
アポロ飛行士に高い循環器系疾患死亡率、放射線が原因か 研究（ＡＦＰ＝時事） -
Yahoo!ニュース：改めて、地球上の生物が地磁気によっていかに守られてきたかを思
います： http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160729-00000010-jij_afp-sctch …
#Yahooニュース
https://t.co/kXxetlDcAz

話題のニュース 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4@_Sea_ · 12時間12時間前 
日の本まもるさんと線量調査隊の足跡　- NAVER まとめ
http://matome.naver.jp/odai/2141822635856014501 …　驚きの大阪湾汚染。淡路島の
東と西では別世界。大阪震災瓦礫焼却の影響調査など。本当にありがとうございま

した。

https://t.co/l7s8tOe6H9

cmk2wlさんがリツイート 

http://85358.diarynote.jp/201607300908269465/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
http://85358.diarynote.jp/201607300908269465/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160730/85358_201607300908269465_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160730/85358_201607300908269465_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160730/85358_201607300908269465_3.jpg
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160729-00000010-jij_afp-sctch
https://t.co/kXxetlDcAz
http://matome.naver.jp/odai/2141822635856014501
https://t.co/l7s8tOe6H9


Lightworker @Lightworker19 · 16時間16時間前 
【拡散】cmk2wl　本当にまずい。　いまもって溶融デブリは活発に臨界しているんだ
ろう。　福島県、東北、関東の人たちは早く避難を。

https://pbs.twimg.com/media/B-mELW-UsAAlRKZ.png

saki décembre @saki_ROSASOLIS · 7月27日 
ナチスが当時国民に支持されたひとつの理由にその頃の教育方法が親には絶対服従、

こどもを圧迫するものだったということ。

歪みがあったのだろう。

https://www.youtube.com/watch?v=DeXoACwOT1o
2-Hours Epic Music Mix | THE POWER OF EPIC MUSIC - Full Mix Vol. 2 

saki décembre @saki_ROSASOLIS · 7月28日 
「世界のアイリス」という本を買って今届いたのだけれど、強烈にすごい内容だ！花

菖蒲からカキツバタ、日本の、世界のアイリスを網羅している！

元々４５００円以上の本が未読で送料含めて１７００円ぐらいで買えた。

素人にはあえてお勧めしないけれど、わたしにはもってこい。

え？（＾＾；）「アイリス萌え」…？？

名前が【SAKI】って…
誰ですかアナタ…ｗｗｗ

参照ｗ⇒http://85358.diarynote.jp/201504090713547662/
WE LOVE YOU....アイリスと、エイリス。（＋１）

（…でも未だ死地：サガミハラで園芸やってるよーじゃ、状況把握緑は皆無か…）（←がっ
かり。）

 

https://pbs.twimg.com/media/B-mELW-UsAAlRKZ.png
https://www.youtube.com/watch?v=DeXoACwOT1o
http://85358.diarynote.jp/201504090713547662/


編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月30日15:43
バイトは普通に忙しい。

アルパカさんが居ないから当然キゲンは悪い。(∋_∈)

それはさておき。

あからさまに【急性被曝症状】（しかも致死レベル）が出てる人が、いよいよ東海〜関西まで拡

大中。(-_-#)

何も知らず

知らされず

気づかず。(-”-;)

これからすぐに地獄の苦しみを味あわされながら、

効くわけもない対症療法だけにナケナシの遺産を全て収奪され尽くして、

最後はボロくずのように

棄てられ追い出されて、

見せかけだけの「医療的行為」さえない「在宅」放置で…

足掻き絶叫しながら、

哭き喚いて苦しみ、

絶命して、逝くのだ…

(ノ-o-)ノ　┫

http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201607300908269465
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


全て解っていて何食わぬ顔して事務処理だけ承ってへらへらして電話切って、

平然と昼飯喰ってる私が、

そうとうア〜ク〜マ〜…ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月30日15:44
そして既に医者も入院病床も、

医療ソースが、

全く足りていない。らしい…

(ノ-o-)ノ　┫

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


エイリス逃亡＆死亡の後でエルさんが追跡機を発動させちゃった…あれね☆

【生体の発する固有の生命波動。時空間を超越しうる作用を持つ】

2016年5月4日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (6)

https://www.youtube.com/watch?v=sudyL9x0oUE
【幻想的BGM】ファンタジー系音楽【作業用BGM】

おばんです。１８：５７。

遅めのお昼ごはん食べて４時間？たっぷりお昼寝して、睡眠不足を補いつつ、

自力整体で背骨や筋と寿命も伸ばしてきましたよと…（＾＾）♪

さっき気になってたコレを別の観点？からも一度おさらい…☆

朱鷺（shuro） 1009@alice · 3時間3時間前 
②「人体からもテラヘルツ波が照射されており、放射量と平均放射率が高いほど、生

命力が高いと言えます。このテラヘルツ波は透過性が高く、細胞を構成している分子

運動に好影響を与え、特に水分子はテラヘルツ波を吸収し、保存することができます

」

https://www.facebook.com/satoru.utsumi/posts/997662546984165 …

朱鷺（shuro） 1009@alice · 3時間3時間前 
①「テラヘルツ波とは、毎秒１兆回振動する周波数帯のことです。波長で言えば、３μ

m〜１０００μm、遠赤外線のサブリミ波領域に位置します。テラヘルツ波を照射す
ると、物質が共振現象を起こし、体温が上昇したり、動植物の育成を促進し、生命力

を高めることがわかってきています」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%A9%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%84%E6%B3%A2
テラヘルツ波

…ん〜っと…（＾＾；）…☆

これはつまり、私の脳内世界で「気（氣）波」と呼称されているもの

https://www.google.co.jp/search?
num=100&hl=ja&newwindow=1&c2coff=1&q=site%3Ahttp%3A%2F%2F76519.diarynote.jp%2F%20%E6%B0%97%E6%B3%A2&lr=lang_ja&gws_rd=ssl
site:http://76519.diarynote.jp/ 気波
http://76519.diarynote.jp/200704270525330000/

1．気波（エスパ）
（またはリスタルランで気波（シ・エス））＜シ＝名詞形）

　生体の発する固有の生命波動。時空間を超越しうる作用を持つ。

　意識的・無意識的にこれを操る者を気波使い（エスパッショニストまたはエスパ

ッショノン）と呼ぶ。

　意味語の“キハ”は灰色の一族の用語であり、気波野（キハノ）（現民族自治区）に住

http://85358.diarynote.jp/201605041929272597/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201605041929272597/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160504/85358_201605041929272597_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160504/85358_201605041929272597_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160504/85358_201605041929272597_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=sudyL9x0oUE
https://www.facebook.com/satoru.utsumi/posts/997662546984165
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%A9%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%84%E6%B3%A2
https://www.google.co.jp/search?num=100&hl=ja&newwindow=1&c2coff=1&q=site%3Ahttp%3A%2F%2F76519.diarynote.jp%2F %E6%B0%97%E6%B3%A2&lr=lang_ja&gws_rd=ssl
http://76519.diarynote.jp/
http://76519.diarynote.jp/200704270525330000/


む彼らは代々、気波使いである斎姫の集団によって統治されていた。

の、近似値ですかね…？

（※進化して「使いこなせるよう」になると「ＥＳＰ波」になる☆）

http://matome.naver.jp/odai/2141442272292209001
驚異の新パワーストーン・テラヘルツ鉱石！ってなに？ 

http://www.nuee.nagoya-u.ac.jp/labs/optlab/kawase/chuui.html
テラヘルツ鉱石商法への注意喚起

「テラヘルツ鉱石」などの健康グッズに関する注意喚起 

…ばか高い？アヤシイ化粧品だの、
「注意喚起」されてるアヤシイ愚っズ類は一切オススメしませんが…

ｗ（＾＾；）ｗ…

ワタクシ、現生地球人類の一般平均値よりは、

＞「人体からもテラヘルツ波が照射されており、放射量と平均放射率が高いほど、生命力が高い

と言えます。」

な状態を維持しているのは間違いないし…☆

＞「テラヘルツ波を照射すると、物質が共振現象を起こし、体温が上昇したり、動植物の育成を

促進し、生命力を高めることがわかってきています」

これはいわゆる「愛を与える」とイコールな現象の科学的な？表現ですよね…♪

　ｄ（＾ｗ＾）♪

別件。

＞あッ（＾◆＾；）ヤラレタ…ッ☆

１％のひらめき @hirameki1p · 7時間7時間前 
「こういう椅子あったらいいよねー」 という画像　マジで快適すぎるwww
https://pbs.twimg.com/media/CNoqokZVEAACl3P.jpg

…ネタだったのにぃ…っ☆ｗｗｗ（同案多数ッ？ｗ）

参照ｗ：http://85358.diarynote.jp/201603011017103577/
めも「寝落ち椅子」＠３月１日。

2016年2月29日 リステラス星圏史略　（創作） 

…モロかぶりですね…ｗｗｗ

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 4 時間4 時間前 
私の傘は宇宙との交信器だ。嘘ではない、本当だ。シャーロックに聞いてみるといい

。それで、気が済んだかね？　ならば、早く原稿をしなさい。

１％のひらめき @hirameki1p · 9時間9時間前 
やる気を出してから作業をするのが間違っています。 やる気はなくていいので作業を
始めてください。 　やる気はエンジンでもエンジンキーでもありません。速度表示

http://matome.naver.jp/odai/2141442272292209001
http://www.nuee.nagoya-u.ac.jp/labs/optlab/kawase/chuui.html
https://pbs.twimg.com/media/CNoqokZVEAACl3P.jpg
http://85358.diarynote.jp/201603011017103577/


です。 速度０でもエンジンはかかりますし、エンジンかけないと速度もあがりません
。やる気と作業を混ぜないのが第一です。

すいません。（＾＾；）

とりあえず机の上の雑資料山を攻略して、今晩の予定は、もっかい「情報チェック」〜…☆

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年5月4日19:51
ちなみに「氣波」はその後、ウェイファンが解析して実用化して、その後、

エイリス逃亡＆死亡の後でエルさんが追跡機を発動させちゃった…あれね☆

（さっさと原稿本編を書け！というハナシ…★）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年5月4日19:52
０

５５

８９

００☆（＾＾；）☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年5月4日20:57
まつじゅん @nujustam · 3時間3時間前 

女子大生を2人向かい合わせ、片方に相手を褒めるよう指示を出すと

「○○ちゃん可愛いね！」

「いや△△ちゃんのほうが可愛いって！」

「ううん○○ちゃんのほうが絶対可愛いもん！」

と増幅させながら会話の単振動が起こり、いずれは超電磁波砲が打てるようになる。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年5月4日21:12
放射線ホルミシス効果bot @horumisisu · 2 時間2 時間前 

宇宙飛行士は桁違いの放射線を浴びている（許容量は年間600〜1,000ミリシーベルト）。宇宙飛
行士の健康被害をずっと研究してきたのがミズリー大学のラッキー博士である。博士は、低線量

の放射線が体に害を与えるのではなくむしろ健康に有益という説を唱えている（ホルミシス

効果）。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年5月4日21:41
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…おっと…（＾＾；）…こちらは「大地世界の樹人族」ですね…ｗ

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
動物　雑学・豆知識集 @ani_mamechisiki · 5月1日 
エリシア・クロロティカという葉のような姿をしたウミウシは、食べた藻から葉緑体を取り込み

、光合成を行うことができる。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年5月4日21:42

朱鷺（shuro）さんがリツイート 

動物　雑学・豆知識集 @ani_mamechisiki · 5月3日 

タマムシの羽が様々な色に輝いて見えるのは、CDの裏面と同じ構造色という原理で、それによっ
てカラス等の天敵を避けていると言われる。

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


重力波（質量を持った物体が運動した際に光速で伝わる時空のゆがみ）。　（2017年9
月28日）

http://85358.diarynote.jp/201709281948517032
 

のんスケ @nonsukezaemon · 1時間1時間前 
重力波ちょっとだけ調べて見た。

53倍の大きなブラックホールって…(o_o)

で、太陽質量3倍分のエネルギーって…磁気嵐みたいに影響ないのかな

AFPBB News�認証済みアカウント� @afpbbcom · 2時間2時間前 
観測史上4例目の重力波（質量を持った物体が運動した際に光速で伝わる時空のゆがみ
）が検出。今回の重力波は、2つのブラックホールの衝突によって生じたものだという
。

https://twitter.com/afpbbcom/status/913320644296761344

Yahoo!ニュース 速報や地震情報も�認証済みアカウント� @YahooNewsTopics · 8時
間8時間前 
【重力波 欧州で初の観測に成功】アインシュタインが約100年前に存在を予言した「重
力波」について、欧州での初の観測に成功。重力波の観測は今回が4回目。 
https://twitter.com/YahooNewsTopics/status/913227055931604999

ライブドアニュース�認証済みアカウント� @livedoornews · 8時間8時間前 
1000RT：【未知へ迫る】アインシュタインが予言した「重力波」、欧州で初観測
http://news.livedoor.com/article/detail/13672872/ …

地球から18億光年離れた場所で、太陽の31倍と25倍の重さを持つ二つのブラックホー
ルが合体して発生したとみられる。

https://twitter.com/livedoornews/status/913226801391927296

　　↑

…ゆうべ一瞬「世界が回った！」感がした、アレかな〜？？？

https://twitter.com/afpbbcom/status/913320644296761344
https://twitter.com/YahooNewsTopics/status/913227055931604999
http://news.livedoor.com/article/detail/13672872/
https://twitter.com/livedoornews/status/913226801391927296


…（＠＠；）…？

GIGAZINE(ギガジン)�認証済みアカウント� @gigazine · 6時間6時間前 
ブラックホール合体で時空が揺れる重力波の検出を確認、3つの検出器による初の立体
的な位置特定を実現

https://twitter.com/gigazine/status/913260152249131008

国立天文台�認証済みアカウント� @prcnaoj · 6時間6時間前 
【重力波推進室】「ブラックホール合体を #LIGO と #VIRGO が初めて同時観測：つい
に三点測量が可能に」日本の重力波望遠鏡KAGRAも将来この観測網に加わる予定。測
定はさらに正確になり重力波天文学の発展に大いに貢献します

http://gwpo.nao.ac.jp/topics/000080.html …

日経サイエンス�認証済みアカウント� @NikkeiScience · 8時間8時間前 
【別冊日経サイエンス215】 「重力波の直接観測　3つの意義」　アインシュタインが
重力の性質を説明するために，紙と鉛筆で考え出したものだった。しかも，重力波の

存在は，正確な理解に40年を要するほど理論的難易度の高い問題だった。
https://twitter.com/NikkeiScience/status/913230802732900352

Toshinori Mori  @muegamma · 11時間11時間前 
Toshinori MoriさんがLIGOをリツイートしました

4番目の重力波の論文はここ。夏の噂は本当だった。VIRGOが加わって重力波源の位置
精度が良くなり、さらに偏極が測られた。後は電磁波による観測の結果だが。 
https://twitter.com/muegamma/status/913178838720319488

ACTIVE GALACTIC @active_galactic · 11時間11時間前 
2台の重力波検出器があると，到来方向を天球上で円弧の領域まで絞ることができる。
3台あるとそれぞれで円弧をかけるので，位置決定精度は劇的に高まる。到来方向によ
ってはさらに数倍は絞れると聞く。

https://twitter.com/gigazine/status/913260152249131008
http://gwpo.nao.ac.jp/topics/000080.html
https://twitter.com/NikkeiScience/status/913230802732900352
https://twitter.com/muegamma/status/913178838720319488


小谷太郎 @tarokotani · 12時間12時間前 
小谷太郎さんがLIGOをリツイートしました

３台の重力波検出器が同時に検出すると、重力波の到来方向が精確に分かる。到来方

向を全天マップに描くとこうなる。これまでの３例の大きな誤差範囲と比べてほ

しい。 
https://twitter.com/tarokotani/status/913168994034532352

大栗博司 @PlanckScale · 17時間17時間前 
LIGOの記者発表：ブラックホール連星合体からの重力波の直接観測４件目。今回は、
ヨーロッパのVirgoでも同時に観測された。この調子でいくと、

来年の秋からは毎週のように重力波の観測があると期待されるそうだ。

⇒ https://twitter.com/PlanckScale/status/913086757368872960

RHA(20㍉㍍) @RHA_20mm · 18時間18時間前 
LIGOとVIRGOで同じ重力波イベント観測したと...？

世界危機研究所（WCL）さんがリツイート 
大地震・前兆・予言.com @yogen_com · 9月21日 

【周期説】メキシコ「32年前に大地震あったし、今日は避難訓練するか」

→ 2時間後「M7.1の地震発生」
https://twitter.com/yogen_com/status/910762543446073344

世界危機研究所（WCL） @Andy_Jepherson · 9月23日 

ゾウムシの硬い体 細菌が作る - Y!ニュース

https://twitter.com/tarokotani/status/913168994034532352
https://twitter.com/PlanckScale/status/913086757368872960
https://twitter.com/yogen_com/status/910762543446073344
https://twitter.com/Andy_Jepherson/status/911477850137489408


https://twitter.com/Andy_Jepherson/status/911477850137489408

　　↑

…怪しい注射器プシュっとやって、

巨人化してみたりとか、そぉぃぅ…（＠□＠；）…。

LAITNES @LAITNESZ · 7分7分前 
バヌアツとか、バリとか赤道ちかくないかなー。赤道上付近の噴火って、太陽フレア

と似てないかな。地球の噴火は太陽のフレアと同じ、メカニズムっぽく、磁力線の蓄

積した絡みが、フレア由来の磁気嵐で本来の磁力線方向に爆発的に戻ろうとしたの

かな。という目線でいろいろ調べて見ようと思う。

Kouji Ohnishi 大西浩次 @koujiohnishi · 39分39分前 
日本の重力波望遠鏡KAGRAの干渉計のビームスプリットの真空槽・・・建設現場。
防振装置を組み込むので巨大です。 
https://twitter.com/koujiohnishi/status/913339310581018624

Kouji Ohnishi 大西浩次 @koujiohnishi · 42分42分前 

日本の重力波望遠鏡KAGRAの干渉計の腕の真空槽の様子です。3kmの長さがあり、向
こうの反射鏡の場所が見えない。

昨年10月撮影 
https://twitter.com/koujiohnishi/status/913338714410991616

たけださん @tomatoha831 · 1時間1時間前 
重力波はアインシュタインの一般相対性理論で説明される時空の波です。2015年にア
メリカのLIGOグループが人類初検出をしました。画像はそのときのブラックーホール
の合体によって放出された重力波の大雑把な解説です。

https://twitter.com/tomatoha831/status/913333227602903040

https://twitter.com/koujiohnishi/status/913339310581018624
https://twitter.com/koujiohnishi/status/913338714410991616
https://twitter.com/tomatoha831/status/913333227602903040


Akira Okumura（奥村 曉） @AkiraOkumura · 9時間9時間前 

物理・天文系の方に質問。2005年頃の時点で、本当に重力波が初検出されるのは

＠　2010年代だと思っていた 
＠　2020年代だと思っていた 
＠　50年後とかだと思っていた
＠　予算規模が追いつかず人類には無理だと思っていた 

投票 128票　
残り15時間
https://twitter.com/AkiraOkumura/status/913212277456723968

庄松屋 @shoumatuya · 58分58分前 

"アインシュタインが約100年前に予言の「重力波」欧州でも観測"

https://twitter.com/i/moments/913297363153727489 …
重力波といえば、敵の戦艦がワープしてきたって事だよね。

Twitter モーメント�認証済みアカウント� @MomentsJapan · 11時間11時間前 
　ヤマト運輸がアマゾン向け値上げ合意 4割超で など 朝ニュース10
◆日中首相 10年ぶり祝電交換へ
◆米 厚生長官 チャーター機を多用 税金の無駄遣いと批判
◆アインシュタインが予言した「重力波」欧州で初観測

https://twitter.com/MomentsJapan/status/913181917872250881

たけださん @tomatoha831 · 9月24日 
重力波はこういう波があると言われてから2015年に直接見つけるまで100年かかりま

https://twitter.com/AkiraOkumura/status/913212277456723968
https://twitter.com/i/moments/913297363153727489
https://twitter.com/MomentsJapan/status/913181917872250881


した。何故こんなに時間がかかったかと言うと重力波はめちゃくちゃ弱いからです。

時間・空間がゆがむと物と物の距離が変わります。重力波は地球と太陽の間の距離を

髪の太さよりも短くしか変化させられません。

…エルさん…ｗ（＾＾；）ｗ…。

…きみ、なんてことを、をやらかしたの…ｗｗｗｗｗ！
⇒http://p.booklog.jp/book/113938/read

時空研 @jikuuken · 9月17日 
重力波治療・・・２

重力波は電磁波の仲間とは根本的に異なる世界

　すると憑依現象が視えだした

　　重力波のユガミ＝憑依

　従って

重力波を正常にすれば、憑依も受けなくなるし

　病気も治ると言う事

具体的... 詳しくは http://2su.jp/0oCN

いなぽン @cubbit2 · 9月17日 
疑似科学で商売している人たちは、もしかしたら本当に自分たちの売り物の効果を信

じているんじゃないかと思うことがあります。詐欺師ならそれなりにもっともらしい

嘘をつくと思うんですが、『EM菌』の説明に重力波を持ち出すとか、もはや騙す気が
ないとしか

なば @naba_78 · 9月17日 

昨日は縁あって「大型低温重力波望遠鏡かぐら」を見学してきました。 
https://twitter.com/naba_78/status/909557689088225280

file:///tmp/puboo/113938/455572/book/113938/read
http://2su.jp/0oCN
https://twitter.com/naba_78/status/909557689088225280


macha0119 @macha_0119 · 9月17日 
スーパーカミオカンデに続き見学第2弾、重力波望遠鏡かぐらの心臓部見て来た。見学
はこれが最後かも。3枚目画像のチェンバー群の4番目の所で連結されていよいよ稼働
。そうなると一般見学は不可。4枚目人口サファイア単結晶鏡、鉄のように重い。コレ
でレーザー反射繰り返し、空間の極小屈伸を検出。 
https://twitter.com/macha_0119/status/909550981054054400

森のクマさん @piroking62 · 9月17日 
飛騨市神岡町にあります、東京大学宇宙線研究所で重力波を測定します、ＫＡＧＲ

Ａ（カグラ）へ行って来ましたよ〜

映画のセットのような研究施設でしたよ

https://twitter.com/piroking62/status/909244051156697088

ノッコ @noccco · 9月17日 
大型低温重力波望遠鏡KAGRAを見学して味噌カツ丼を食べて飛騨古川をブラついてき
た　君の名は推しがすごかったが高山と違って空いてるし良かったぞ 
https://twitter.com/noccco/status/909350896219316225

　　↑

…しまった！ぐるぐる迷路から、抜けられなくなった…ッｗｗｗ
⇒http://p.booklog.jp/book/108715/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－８－２　『善野物語』 

おもしろツイート_bot @twibiz02 · 9月17日 
そういえばアメリカに入国する際に「物理の研究をしにきた」と渡航目的を伝えたら

，入国管理官に「弦理論と11次元とダークマターと重力波について，それぞれ見解を
述べよ」とただされたので，物理屋の皆さんは注意が必要です． Vozdeoide
https://twitter.com/twibiz02/status/909279447257190401

 
       
 

https://twitter.com/macha_0119/status/909550981054054400
https://twitter.com/piroking62/status/909244051156697088
https://twitter.com/noccco/status/909350896219316225
file:///tmp/puboo/113938/455572/book/108715/read
https://twitter.com/twibiz02/status/909279447257190401


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月28日19:53
…「夢に出てきた」あの街は、

高山ではなく、「飛騨古川」！だったんですね〜！！！！

（…そして「長大な地下トンネル」は、土岐の深地層ではなくて、

　神岡のビジョンだったか…？？？？）（←夢の中では繋がってたｗ）

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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エブリスタ主催「マンガボックス原作賞」

（２０１７年７月３１日〆切）

に応募したやつが、こっちに入ってます。

↓

http://estar.jp/_novel_view?w=24688991
エイリスとエルの物語

（仮）
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リステラス星圏史略

sin 資料ファイル
８－１－２

（ のこされたエルの物語 ）
（仮題）
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