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仕切り直しの、やりなおし…（　目次　）

2020年2月23日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

　　　…（　目次　）…

Ａ：（一応完成）原稿：（作者執筆順）

Ｂ：（一応完成）原稿：（作中年代順）

　＝＝＝

（一応完成原稿＋【設定＆借景】資料）（作中年代順）

０：『 上古神代 』

１：『 四界神話 』

２：『 大地世界物語 』（女神たちの日々）

３：『 水の大陸 』（年代記）

４：『 女神の遠き孫 』（続・大地世界物語）

５：『 放浪者たち』（『水の子たちの物語』〜『 地球最終戦争 』）

６：『 皇女戦記編 』（続々・大地世界物語）

７：『 時を惑う船たち 』（－三界の物語－）

https://85358.diarynote.jp/202002231918305332/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/202002231918305332/


８：『 麗天地 〜 リ・イス・スタル・アルラーナ 〜 』（年代記）

９：『 白と黒の物語 』（『 二重星：ジレイシャ・アンガヴァス戦史 』）

10：『 地球（再）統一記 』

　＝＝＝

11：『エスパッション！』シリーズ

12：『 三界統合譚 』（－エクウスの物語－）

13：『 汎星雲協商 』

14：『 二分の壁 』（銀河星雲府、崩壊）

15：『 独立惑星三部作 』

16：『 リズから外へ 』

17：『 銀河の星の海 』

18：『 末法宇宙の物語 』

19：『 涯てなき世界の物語 』

　＝＝＝

20：『 女神たちの転生課題 』

付：　『 あらすじです 』＋『 総合年表 』他。

 
 
 

コメント



霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2020年2月23日19:20
 　
「　死んでるヒマなんか無いッ！　」
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【　総合ＩＮＤＥＸ　】

 
 
 

【　総合ＩＮＤＥＸ　】

 
既発表作品＆設定資料ファイル

 
さくさく検索用リスト

 
★【 工 事 中 】★

 
（２０２０年０１月１９日〜２０２０年０２月０６日）

 



Ａ：　（一応完成）【 原稿 】 ＠ （作者執筆順）。

https://85358.diarynote.jp/202002232059002373/

（仮）

2020年2月23日 リステラス星圏史略　（創作）
　

Ａ：　（一応完成）【 原稿 】 ＠ （作者執筆順）。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（小学１年夏）　「アキカンぼうやのぼうけん」（人生初作品）（原稿逸失）

（中学１年夏）　「山百合と銀の楡」（夏休課題⇒横浜市銀賞）（原稿焼失）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（高校２年〜）＠（文芸部＋『 政経友の会』＠ 直筆回覧 ）

『俺と好』シリーズ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（専門学校〜）＠（創作同人『 粗菜獲茶 』－ソサイェティ－）

　《 エスパッション ！ 》シリーズ

（1984年??月）　『 ブラインド・ポイント！ 』https://ncode.syosetu.com/n5374fr/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
（ながいながいながーーーーーい、…断筆…

　せざるをえなかった…　期間があってな…　）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　１－１　《ヤツィー族》の伝承歌

（2006年4月10日）　http://p.booklog.jp/book/108069/read#none

リステラス星圏史略　新資料ファイル　１－２　『ヤツリーダムの物語』　２

（2017年6月30日）　http://p.booklog.jp/book/115854/read

https://85358.diarynote.jp/202002232059002373/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://ncode.syosetu.com/n5374fr/
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/108069/read#none
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/115854/read


 
　＝＝＝

『　あらすじです。』（宇宙史）（リステラス星圏史略・第１部）

（2018年02月）http://p.booklog.jp/book/120562/read

『 リツコ 冒険記 』〜夏休み・異世界旅行〜
（2018年07月）http://p.booklog.jp/book/123124/read

『堕天烙』 （だてん・らく）
（2018年10月）http://p.booklog.jp/book/108700/read

『 ♡ 森林 ♡ 温泉 ♡ 公園 ♡ 惑星《 ティアラ 》の日常 』
（2018年11月）http://p.booklog.jp/book/124466/read ・
https://estar.jp/creator_tool/novels/25538972

『 逃 げ な さ い ！ 』 
（2019年02月）http://p.booklog.jp/book/126062/read

『 星海女王伝　１　』
（2019年04月）http://p.booklog.jp/book/124957/read

『 苛怨樹 』 … 夜ごとの悪夢 …
（2019年09月）https://ncode.syosetu.com/n4805ft/ ・ http://p.booklog.jp/book/127521/read

『 善の物語 』　… おおの ものがたり …　（再掲まとめ版）
（2019年10月）https://cervan.jp/story/s/918

『 ピンク・千代子麗套 』　（投稿済み。結果待ちで未公表。）
（2019年10月）
 
　＝＝＝

『ビンボー自炊マニュアル！』（2019年11月）
http://p.booklog.jp/book/129820/read

　　↑

☆【 ＮＥＷ 】☆
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　＝＝＝

『　純白の、なまえ。』　（投稿済み。結果待ちで未公表。）

（2019年12月） 

　『　独身女が　集団で　』

（2020年01月）https://novema.jp/book/n1585991

『　ト キ ・ マ サ ト 伝　』
http://p.booklog.jp/book/129658/read
 
 

https://novema.jp/book/n1585991
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/129658/read


Ｂ：（一応完成）原稿　（＠作中年代順）

https://85358.diarynote.jp/202002232059567668/

Ｂ：　（一応完成）原稿　（＠作中年代順）

2020年2月23日 リステラス星圏史略　（創作）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

０：『 上古神代 』

リステラス星圏史略　古資料ファイル　０－１　上古神代

http://p.booklog.jp/book/112923/read

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

１：『 四界神話 』

リステラス星圏史略　古資料ファイル　０－２　四界神話

http://p.booklog.jp/book/102553/read#none

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

２：『 大地世界物語 』（女神たちの日々）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

３：『 水の大陸 』（年代記）

リステラス星圏史略　古資料ファイル　１－１　《ヤツィー族》の伝承歌

http://p.booklog.jp/book/108069/read#none

リステラス星圏史略　新資料ファイル　１－２　『ヤツリーダムの物語』　２

https://85358.diarynote.jp/202002232059567668/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/112923/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/102553/read#none
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/108069/read#none
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/115854/read


http://p.booklog.jp/book/115854/read

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

４：『 女神の遠き孫 』（続・大地世界物語）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

５：『 放浪者たち』（『水の子たちの物語』〜『 地球最終戦争 』）

＝＝＝『放浪者たち』＝＝＝

『堕天烙』 （だてん・らく）
http://p.booklog.jp/book/108700/read

＝＝＝　『出立の類型』シリーズ　＝＝＝

「アキカンぼうやのぼうけん」（原稿逸失）

「　鳥 に な り た い　」 
http://p.booklog.jp/book/109000/read

『 逃 げ な さ い ！ 』 
http://p.booklog.jp/book/126062/read

＝＝＝（さつき・やみシリーズ）＝＝＝

file:///tmp/puboo/127527/460931/book/108700/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/109000/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/126062/read


リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－４－１　『五月病』 
http://p.booklog.jp/book/114731/read

＝＝＝（ヒーロー交差点！シリーズ）＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－Ω－イ　『過激な かぐや姫』 
http://p.booklog.jp/book/111824/read

＝＝＝（門外不出！シリーズ）＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－Ｈー1　『 P i c t u r e 』 
http://p.booklog.jp/book/115069/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－Ｈ－２　『　Picture・ II　』 
http://p.booklog.jp/book/114887/read

＝＝＝（黒木と桃乃）＝＝＝

『 ピンク・千代子麗套 』（投稿済み。結果待ちで未公表。）

『　純白の、なまえ。』（投稿済み。結果待ちで未公表。）

＝＝＝　『俺と好』シリーズ　＝＝＝

file:///tmp/puboo/127527/460931/book/114731/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/111824/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/115069/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/114887/read


『 善の物語 』　… おおの ものがたり …　（再掲まとめ版）
https://cervan.jp/story/s/918
　||
☆　まとめサイト：　『 善の物語 』　… おおの ものがたり …
https://cervan.jp/story/p/7006
　||
リステラス星圏史略　新原稿ファイル３『 善の物語 』… おおの ものがたり … 
http://p.booklog.jp/book/127524/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－８－２　『善野物語』 
http://p.booklog.jp/book/108715/read#none

リステラス星圏史略　古資料ファイル　5-2-1-1　『ありえる・たうん』 
http://p.booklog.jp/book/109537/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　5-2-1-2　『十三祭の禁ようデイ』 
http://p.booklog.jp/book/109564/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　5-2-1-3　『　Ｅ．Ｔ．』 
http://p.booklog.jp/book/109565/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　5-2-1-4　『 Never Ending Streets 』
http://p.booklog.jp/book/109566/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　5-2-4-1　「無言の下駄箱争奪戦」 
http://p.booklog.jp/book/109989/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　5-2-4-2　「 The Laugh Sketches 2. 」 
http://p.booklog.jp/book/110114/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　5-2-4　「俺と好」（中学編） 
http://p.booklog.jp/book/109752/read

https://cervan.jp/story/s/918
https://cervan.jp/story/p/7006
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/127524/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/108715/read#none
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/109537/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/109564/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/109565/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/109566/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/109989/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/110114/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/109752/read


　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　5-2-5-0　「街の外れの高い壁」
http://p.booklog.jp/book/109754/read　（完成稿「NATSUKI」ver.）（1987） 

＝＝＝　『最終戦争』シリーズ　＝＝＝

『　独身女が　集団で　』

https://novema.jp/book/n1585991

『　ト キ ・ マ サ ト 伝　』 
http://p.booklog.jp/book/129658/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－Ｘ　《地球星府憲章》 草案 
http://p.booklog.jp/book/112862/read

＝＝＝（未完史）＝＝＝

（※旧題：『 俺と好』）

第１部　第１章「ほんの発端」

　１．プロローグ・「エリア８８」

　http://p.booklog.jp/book/110371/read 
　

　２．ヒーロー・会田正行

　http://p.booklog.jp/book/110390/read 

　３．唐突ですがスペースオペラ。 
　http://p.booklog.jp/book/110579/read

file:///tmp/puboo/127527/460931/book/109754/read
https://novema.jp/book/n1585991
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/129658/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/112862/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/110371/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/110390/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/110579/read


第１部　第２章「月は無慈悲な夜の女王」

　１．夜想曲〜セレナーデ〜

　http://p.booklog.jp/book/110594/read

　２．《ムーン II 》・会田正行、ゆきかたしれず。
　http://p.booklog.jp/book/110718/read

　３．ところで一方こちらでは。 
　http://p.booklog.jp/book/110850/read

第１部　第３章　俺たちは無鉄砲のかたまり。 
http://p.booklog.jp/book/111026/read

第１部　第４章　間奏曲…空中分解 Part.１． 
http://p.booklog.jp/book/111212/read

第１部　第５章　１．月を売った男。 
http://p.booklog.jp/book/111240/read

第１部　第５章　２．地球の緑の海よ。…空中分解 Part.2。 
http://p.booklog.jp/book/111484/read

第１部　第６章　扉をあけて。　１．地底都市パンドラ。…空中分解 Part.3。 
http://p.booklog.jp/book/111631/read

第１部　第６章　２．アトムの子ら。 
http://p.booklog.jp/book/111641/read　（未完）

＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　７－７－？　『 《最終戦争伝説》 伝説』
http://p.booklog.jp/book/109770/read

リステラス星圏史略　古資料ﾌｧｲﾙ 5-X-1-4-x　『未完史』　第１部　第４章

file:///tmp/puboo/127527/460931/book/110594/read
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file:///tmp/puboo/127527/460931/book/110850/read
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file:///tmp/puboo/127527/460931/book/111212/read
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file:///tmp/puboo/127527/460931/book/109770/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/111216/read


http://p.booklog.jp/book/111216/read　（あとがきでっせ。） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

６：『 皇女戦記編 』（続々・大地世界物語）

リステラス星圏史略　古資料ファイル　４－１　『山百合と銀の楡』 
http://p.booklog.jp/book/103201/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　４－２　『宝玉物語』 
http://p.booklog.jp/book/105923/read

　＝＝＝

『 リツコ 冒険記 』〜夏休み・異世界旅行〜
http://p.booklog.jp/book/123124/read

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

７：『 時を惑う船たち 』（－三界の物語－）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

８：『 麗天地 〜 リ・イス・スタル・アルラーナ 〜 』（年代記）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

９：『 白と黒の物語 』（『 二重星：ジレイシャ・アンガヴァス戦史 』）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

file:///tmp/puboo/127527/460931/book/103201/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/105923/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/123124/read


10：『 地球（再）統一記 』

太陽の猫 
http://p.booklog.jp/book/108964/read

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

11：『エスパッション！』シリーズ

リステラス星圏史略　古資料ファイル　７－１－１　『 未 来 伝 承 』 
http://p.booklog.jp/book/116437/read

＝＝＝　《 エスパッション ！ 》シリーズ　＝＝＝

『 ブラインド・ポイント！ 』
https://ncode.syosetu.com/n5374fr/
　||
『 ブラインド・ポイント ！ 』　（いわく付き最新バージョン）【没】 
http://p.booklog.jp/book/129944/read
　||
リステラス星圏史略　古資料ファイル　７－６－０

http://p.booklog.jp/book/116540/read　『ブラインド・ポイント！』 

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　７－５－０　「惑星の夜明け」

http://p.booklog.jp/book/112387/read　（最終稿＋没原稿）

リステラス星圏史略　古資料ファイル　７－５－１　「エスパッション、始動。」 
http://p.booklog.jp/book/112539/read　（最終稿＋没原稿）

file:///tmp/puboo/127527/460931/book/108964/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/116437/read
https://ncode.syosetu.com/n5374fr/
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/129944/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/116540/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/112387/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/112539/read


　＝＝＝

『 苛怨樹 』 … 夜ごとの悪夢 …
https://ncode.syosetu.com/n4805ft/ ・ http://p.booklog.jp/book/127521/read

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

12：『 三界統合譚 』（－エクウスの物語－）

＝＝＝　『三世界』シリーズ　＝＝＝

『 ♡ 森林 ♡ 温泉 ♡ 公園 ♡ 惑星《 ティアラ 》の日常 』
http://p.booklog.jp/book/124466/read・https://estar.jp/creator_tool/novels/25538972

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

13：『 汎星雲協商 』

リステラス星圏史略　古資料ファイル　８－４　「汽車から降りたつ人」 
http://p.booklog.jp/book/109285/read

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

14：『 二分の壁 』（銀河星雲府、崩壊）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

15：『 独立惑星三部作 』

https://ncode.syosetu.com/n4805ft/
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/127521/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/124466/read
https://estar.jp/creator_tool/novels/25538972
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/109285/read


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

16：『 リズから外へ 』

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

17：『 銀河の星の海 』

『 星海女王伝　１　』
http://p.booklog.jp/book/124957/read

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

18：『 末法宇宙の物語 』

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

19：『 涯てなき世界の物語 』

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

20：『 女神たちの転生課題 』

＝＝＝（きりぎりすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）＝＝＝

⇒リステラス星圏史略　古資料ファイル　Ω－Ｘ－０

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（前史）（〜2014） 
http://p.booklog.jp/book/117103/read

（以下略）

file:///tmp/puboo/127527/460931/book/124957/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/117103/read


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

付：　『 あらすじです 』＋『 総合年表 』他。

『　あらすじです。』（リステラス星圏史略・第１部）

http://p.booklog.jp/book/120562/read 

　＝＝＝

リステラス星圏史略　０－０－０『自己紹介シリーズ』　（仮題） 
http://p.booklog.jp/book/118778/read

パッチワーク・キルト　〜物語の断片〜 
http://p.booklog.jp/book/44110/read

file:///tmp/puboo/127527/460931/book/120562/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/118778/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/44110/read


（原稿）＋（資料集）＠（作中年代順）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（原稿）＋（資料集）

＠

（作中年代順）
 



★（設定資料など）関連リスト（作中年代順）★

 
 
 
 
 
 

★（設定資料＆旧・没原稿）★

 

関連リスト（作中年代順）

 
 
 
 
 

【　総合ＩＮＤＥＸ　】

http://p.booklog.jp/book/127527/read
↑

（この本です。）

（旧バージョン？です。）

↓

りすは卵巣から出なければならない。この巣は、旧世界だ…。
http://p.booklog.jp/book/127509/read

 



０１：　『 上 古 神 代 』 〜 『 四 界 史』

https://85358.diarynote.jp/202002161608091452/

仕切り直し中。　１

2020年2月16日 リステラス星圏史略　（創作）
 
 
０１：　上古神代　〜　四界神話

リステラス星圏史略　古資料ファイル　０－１　上古神代

http://p.booklog.jp/book/112923/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　０－２　四界神話

http://p.booklog.jp/book/102553/read#none

リステラス星圏史略　（講談社投稿用）　０－２　四界神話

http://p.booklog.jp/book/115206/read#none

　＝＝＝

『　あらすじです。』（リステラス星圏史略・第１部）（一応完成）

http://p.booklog.jp/book/120562/read 

https://85358.diarynote.jp/202002161608091452/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/112923/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/102553/read#none
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/115206/read#none
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/120562/read


０２：　『 大地 世界 物語 』（上代 ）

https://85358.diarynote.jp/202002161620154200/

仕切り直し中。　２

2020年2月16日 リステラス星圏史略　（創作）

０２：　『 大地 世界 物語 』（上神代 〜 古人代）

リステラス星圏史略　古資料ファイル　２－０　《大地世界》 物語 
http://p.booklog.jp/book/103339/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　２－１　『女神たちの物語』 
http://p.booklog.jp/book/102572/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　２－２　（女神の娘とその孫たち） 
http://p.booklog.jp/book/102982/read

 

https://85358.diarynote.jp/202002161620154200/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/103339/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/102572/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/102982/read


０３：　『　水 の 大 陸　』 （年代記）

https://85358.diarynote.jp/202002161624384169/

仕切り直し中。　３

2020年2月16日 リステラス星圏史略　（創作）
　

　

０３：　『　水 の 大 陸　』（年代記）

リステラス星圏史略　古資料ファイル　１－１　《ヤツィー族》の伝承歌

http://p.booklog.jp/book/108069/read#none

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　１－０　《水の大陸》年代記

http://p.booklog.jp/book/107225/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　１－２　『創球神話』

http://p.booklog.jp/book/108564/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　１－３－１　『碧葉国の七恋歌』

http://p.booklog.jp/book/107606/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　１－３－２　『銀の谷の物語』

http://p.booklog.jp/book/107609/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　１－３－３　《ハユンのアマラーサ》

http://p.booklog.jp/book/107591/read 

リステラス星圏史略　古資料ファイル　１－４　『還るべき者 』
http://p.booklog.jp/book/107611/read 

https://85358.diarynote.jp/202002161624384169/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/108069/read#none
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/107225/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/108564/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/107606/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/107609/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/107591/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/107611/read


リステラス星圏史略　新資料ファイル　１－２　『ヤツリーダムの物語』　２

http://p.booklog.jp/book/115854/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　１－５　《苦夏》 〜サタナクラ〜
http://p.booklog.jp/book/108068/read 

リステラス星圏史略　古資料ファイル　１－６ー？　《 タ〜ヤ 》　－東より来たる徒士－　（
仮題）

http://p.booklog.jp/book/118302/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　１－６　『四民平等』（仮題）

http://p.booklog.jp/book/108560/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　１－７　『優等生－サイラス－』

http://p.booklog.jp/book/108257/read 

リステラス星圏史略　古資料ファイル　１－８　《空から襲う者》

http://p.booklog.jp/book/108561/read

file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/115854/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/108068/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/118302/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/108560/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/108257/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/108561/read


０４：　『 大地 世界 物語 』（古人代）

０４：　『 大地 世界 物語 』（古人代）
 

リステラス星圏史略　古資料ファイル　２－３　「女神のとおき孫」 
http://p.booklog.jp/book/102984/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　２－４　二皇分裂 
http://p.booklog.jp/book/103200/read
 
 
 

file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/102984/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/103200/read


０５－０１：　《 放浪者たち 》

https://85358.diarynote.jp/202002161659108393/

仕切り直し中。　０５－０１

2020年2月16日 リステラス星圏史略　（創作）
 
 
０５－０１：　《 放浪者たち 》

リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－０　〜放浪者たち〜（仮題） 
http://p.booklog.jp/book/107475/read

　＝＝＝

『 堕 天 烙 』

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　３－X　『アースとエフの物語』（仮） 
http://p.booklog.jp/book/115852/read

リステラス星圏史略　資料ファイル　３－３　麦の谷の物語 
http://p.booklog.jp/book/116310/read

リステラス星圏史略　資料ファイル　３－５　ンテウェケ族の叛乱。 
http://p.booklog.jp/book/116311/read

　＝＝＝

〜 カヴァロニア領主三代記 〜

リステラス星圏史略　（新）資料ファイル　３－？　『たいくつな話』

http://p.booklog.jp/book/119819/read

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　３－Y　『 花 の お 墓 』　〜アドリの物語〜（仮） 

https://85358.diarynote.jp/202002161659108393/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/107475/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/115852/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/116310/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/116311/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/119819/read


http://p.booklog.jp/book/115853/read

file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/115853/read


０５－０２：　（出立の類型）

https://85358.diarynote.jp/202002161724317369/

仕切り直し中。　０５－０２　（出立の類型）

2020年2月16日 リステラス星圏史略　（創作）
　

 
０５－０２：　（出立の類型）

出立の類型 
http://p.booklog.jp/book/21061/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－５－９　『出立の類型』 
http://p.booklog.jp/book/109122/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　５－Ｘ－？　「楠木綾子の物語」 
http://p.booklog.jp/book/109806/read

＝＝＝（さつき・やみシリーズ）

リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－４－１　『五月病』 
http://p.booklog.jp/book/114731/read

　＝＝＝（門外不出！シリーズ）

リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－Ｈー1　『 P i c t u r e 』 
http://p.booklog.jp/book/115069/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－Ｈ－２　『　Picture・ II　』 
http://p.booklog.jp/book/114887/read

https://85358.diarynote.jp/202002161724317369/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/21061/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/109122/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/109806/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/114731/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/115069/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/114887/read


０５－０３：　（はざまの時節のものがたり）

https://85358.diarynote.jp/202002161800574179/

仕切り直し中。　０５－０３

2020年2月16日 リステラス星圏史略　（創作）

０５－０３：　（はざまの時節のものがたり）

　＝＝＝（暗闇の童話集）

リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－？　（暗闇の童話集） 
http://p.booklog.jp/book/108706/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－？－０　「青い鈴の花の草原」 
http://p.booklog.jp/book/108976/read　（暗闇の童話集）

（えのきのひこのものがたり）

＝＝＝（清瀬律子）

リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－３－２－１　「清瀬律子の物語」

http://p.booklog.jp/book/109779/read

「　鳥 に な り た い　」 
http://p.booklog.jp/book/109000/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－Ω－？　（ぱられる律子） 
http://p.booklog.jp/book/109108/read

　＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/202002161800574179/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/108706/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/108976/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/109779/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/109000/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/109108/read


リステラス星圏史略　古資料ファイル　５－３　『朝日ヶ森の物語』 
http://p.booklog.jp/book/108717/read

　＝＝＝（ヒーロー交差点！）

リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－Ω－ア　『ヒーロー交差点シリーズ』

http://p.booklog.jp/book/111781/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－Ω－イ　『過激な かぐや姫』 
http://p.booklog.jp/book/111824/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　X－Ω－X　（転生管理委員会） 
http://p.booklog.jp/book/109314/read
 

file:///tmp/puboo/127527/460931/book/108717/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/111781/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/111824/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/109314/read


０５－０４：　（はじまるまえの物語）

https://85358.diarynote.jp/202002161734161455/

仕切り直し中。　０５－０４

2020年2月16日 リステラス星圏史略　（創作）

０５－０３：　（はじまるまえの物語） 

リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－２－０　『 水 恋 』 
http://p.booklog.jp/book/108710/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－２－０－５　「 Not. Yet. 」
http://p.booklog.jp/book/110246/read　（はじまるまえの物語）

　＝＝＝

『 始まりの物語 』 
http://p.booklog.jp/book/129818/read

リステラス星圏史略　新資料ファイル　５－０－１　『 始まり の 物語 』 
http://p.booklog.jp/book/127114/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－３－０　（清峰 鋭 の 物語） 
http://p.booklog.jp/book/104348/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－３－１　「第１章・ナツキ」 
http://p.booklog.jp/book/109773/read　〜 「墓無き者」の物語 〜
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０５－０５－０１：　『 ＠ 善野 』

https://85358.diarynote.jp/202002161826021042/

仕切り直し中。　０５－０５－０１：

2020年2月16日 リステラス星圏史略　（創作）
　

　

０５－０５－０１：　『 ＠ 善野 』

☆　まとめサイト：　『 善の物語 』　… おおの ものがたり …
https://cervan.jp/story/p/7006
　||
リステラス星圏史略　新原稿ファイル３『 善の物語 』… おおの ものがたり … 
http://p.booklog.jp/book/127524/read
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－８－２　『善野物語』 
http://p.booklog.jp/book/108715/read#none

リステラス星圏史略　古資料ファイル　5-2-1-1　『ありえる・たうん』 
http://p.booklog.jp/book/109537/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　5-2-1-2　『十三祭の禁ようデイ』 
http://p.booklog.jp/book/109564/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　5-2-1-3　『　Ｅ．Ｔ．』 
http://p.booklog.jp/book/109565/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　5-2-1-4　『 Never Ending Streets 』
http://p.booklog.jp/book/109566/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　5-2-1-X　（ありえる・たうん　没原稿） 

https://85358.diarynote.jp/202002161826021042/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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http://p.booklog.jp/book/109568/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　５－２－？　「祭！」…「大野大祭」異聞… 
http://p.booklog.jp/book/109946/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　5-2-4-1　「無言の下駄箱争奪戦」 
http://p.booklog.jp/book/109989/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　5-2-4-2　「 The Laugh Sketches 2. 」 
http://p.booklog.jp/book/110114/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　5-2-4　「俺と好」（中学編） 
http://p.booklog.jp/book/109752/read
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０５－０５－０２：　「（裏）善野物語…」

https://85358.diarynote.jp/202002161843507446/

仕切り直し中。　０５－０５－０２：

2020年2月16日 リステラス星圏史略　（創作）
　

仕切り直し中。　０５－０５－０２：　「（裏）善野物語…」 

リステラス星圏史略　古資料ファイル　５－２－ｘ　「（裏）善野物語…」 
http://p.booklog.jp/book/109780/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　5-2-5-0-x　「街の外れの高い壁」
http://p.booklog.jp/book/110147/read　（没原稿）（「会田サン」ver.）

リステラス星圏史略　古資料ファイル　5-2-5-0　「街の外れの高い壁」
http://p.booklog.jp/book/109754/read　（完成稿「NATSUKI」ver.）（1987） 

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　５－２－H　『俺と好』（没原稿）（ＢＬ編） 
http://p.booklog.jp/book/111944/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　５－２－５　「俺と好」（高校編） 
http://p.booklog.jp/book/108821/read
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０５－０５－０４〜０６？　（第三次世界大戦）

https://85358.diarynote.jp/202002221958478888/

続・仕切り直し中。　０５－０５－０４〜０６？

2020年2月22日 リステラス星圏史略　（創作）

リステラス星圏史略　古資料ファイル　５－？－？　「リイナと奇妙な海賊船」 
http://p.booklog.jp/book/109410/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　５？　『オードンリー・ジョーン』　

（大迫害時代） 
http://p.booklog.jp/book/112797/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　５－４　（第三次世界大戦） 
http://p.booklog.jp/book/108705/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　５－６　（アルヴァ・タウレの物語） 
http://p.booklog.jp/book/108967/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－Ｘ　《地球星府憲章》 草案 
http://p.booklog.jp/book/112862/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　５－７　『トキ・マサトの物語』 
http://p.booklog.jp/book/105153/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　『 ☆ 銀河英雄 ☆ 電設 』 
http://p.booklog.jp/book/108889/read

『　イカめん！　』　〜イカイカ男を探して〜 
http://p.booklog.jp/book/114522/read
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　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　５－５　『　Ｇ Ｏ！　』
http://p.booklog.jp/book/108966/read　　＝ 豪田 行 の 物語 ＝ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（ファイル破損de廃棄） 
http://p.booklog.jp/book/127526/read

file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/108966/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/127526/read


００：　『 あらすじです。』 ＋総合年表など＋『試験に出る宇宙史』

https://85358.diarynote.jp/202002161603377083/

仕切り直し中。　０

2020年2月16日 リステラス星圏史略　（創作）
 
 
０：　『 あらすじです。』 ＋総合年表など＋『試験に出る宇宙史』

リステラス星圏史略　古資料ファイル　Α〜Ω　『 リステラス星圏史略 』 
http://p.booklog.jp/book/112686/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　０－０　（総構成とか目次とか） 
http://p.booklog.jp/book/108676/read

　＝＝＝

「あらすじです。」　（宇宙史）（リステラス星圏史略・第１部）

（最終稿） （一応完成）
http://p.booklog.jp/book/120562/read

　＝＝＝

「あらすじです。」　（宇宙史）（リステラス星圏史略・第１部）

（草稿＋没原稿〜第１稿） 
http://p.booklog.jp/book/117527/read

「あらすじです。」　（リステラス星圏史略 概要）
（　改稿準備資料　０－０　）

http://p.booklog.jp/book/105931/read

「あらすじです。」

（転生史）（リステラス星圏史略・第２部） 
http://p.booklog.jp/book/117640/read
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　＝＝＝

リステラス星圏史略　０－０－０『自己紹介シリーズ』　（仮題） 
http://p.booklog.jp/book/118778/read

パッチワーク・キルト　〜物語の断片〜 
http://p.booklog.jp/book/44110/read

　＝＝＝

Tokipedia [ I ] 土岐真扉『リステラス星圏史略』全シリーズ主要登場人物（予定）
総合人名録（執筆中）

http://p.booklog.jp/book/20017/read

Tokipedia　[ II ] 『リステラス星圏史略』辞典　〜地名・国名・組織名〜（予定）
http://p.booklog.jp/book/20783/read

Tokipedia　［ III ］ 用語辞典〜制度・概念・慣習・日用品・その他〜（予定）
http://p.booklog.jp/book/21519/read

Tokileaks 
土岐真扉のネタばれ注意報〜☆ 
http://p.booklog.jp/book/20016/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　Ω－Ω　『試験に出る宇宙史』 
http://p.booklog.jp/book/113219/read
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０５－０５－０３：　『 未 完 史 』

https://85358.diarynote.jp/202002222016346541/

続・仕切り直し中。　０５－０５－０３：　『 未 完 史 』　（※
旧題：『 俺と好』）

2020年2月22日 環境は、生命圏で、生存権。
https://85358.diarynote.jp/202002161853387841/
の続き。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

０５－０５－０３：　『 未 完 史 』（※旧題：『 俺と好』）

リステラス星圏史略　古資料ﾌｧｲﾙ 5-X-1-1-1『未完史』

第１部　第１章「ほんの発端」

　１．プロローグ・「エリア８８」

　http://p.booklog.jp/book/110371/read 
　

　２．ヒーロー・会田正行

　http://p.booklog.jp/book/110390/read 

　３．唐突ですがスペースオペラ。 
　http://p.booklog.jp/book/110579/read

第１部　第２章「月は無慈悲な夜の女王」

　１．夜想曲〜セレナーデ〜

　http://p.booklog.jp/book/110594/read

　２．《ムーン II 》・会田正行、ゆきかたしれず。
　http://p.booklog.jp/book/110718/read

https://85358.diarynote.jp/202002222016346541/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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　３．ところで一方こちらでは。 
　http://p.booklog.jp/book/110850/read

第１部　第３章　俺たちは無鉄砲のかたまり。 
http://p.booklog.jp/book/111026/read

第１部　第４章　間奏曲…空中分解 Part.１． 
http://p.booklog.jp/book/111212/read

第１部　第５章　１．月を売った男。 
http://p.booklog.jp/book/111240/read

第１部　第５章　２．地球の緑の海よ。…空中分解 Part.2。 
http://p.booklog.jp/book/111484/read

第１部　第６章　扉をあけて。　１．地底都市パンドラ。…空中分解 Part.3。 
http://p.booklog.jp/book/111631/read

第１部　第６章　２．アトムの子ら。 
http://p.booklog.jp/book/111641/read　（未完）

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　５－８　『禁未来シ』

http://p.booklog.jp/book/108974/read#none　（旧題：『俺と好』） 

リステラス星圏史略　古資料ファイル　５－X－Z　『俺と好』
http://p.booklog.jp/book/111946/read　（没原稿）（本編） 

　＝＝＝
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リステラス星圏史略　古資料ファイル　５－９　『 最終戦争伝説 』
http://p.booklog.jp/book/108818/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　７－７－？　『 《最終戦争伝説》 伝説』
http://p.booklog.jp/book/109770/read

リステラス星圏史略　古資料ﾌｧｲﾙ 5-X-1-4-x　『未完史』　第１部　第４章
http://p.booklog.jp/book/111216/read　（あとがきでっせ。） 

file:///tmp/puboo/127527/460931/book/108818/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/109770/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/111216/read


０５－０５－０？　：　　（まだ途中）。

https://85358.diarynote.jp/202002222018438051/

続・仕切り直し中。　０５－０５－０？　：　　（まだ途中）。

2020年2月22日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
https://85358.diarynote.jp/202002161957253181/

０５－０５－０？　：

（２０１９年３月２０日の借り日記）（ＤＮＡさん旧魚宇宙！） 
http://p.booklog.jp/book/126307/read

　＝＝＝

冗談社がビビった日。 
http://p.booklog.jp/book/129816/read

　＝＝＝

SAP＊ORO　の　物語　（仮題）
http://p.booklog.jp/book/116419/read

　＝＝＝
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file:///tmp/puboo/127527/460931/book/126307/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/129816/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/116419/read


０６：　『 大地 世界 物語 』（皇女戦記編）

https://85358.diarynote.jp/202002222019558501/

続・仕切り直し中。　０６

2020年2月22日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://85358.diarynote.jp/202002161748219762/

０６：　『 大地 世界 物語 』（皇女戦記編）

リステラス星圏史略　古資料ファイル　４－Ｘ　『皇女戦記』

http://p.booklog.jp/book/108651/read　（最初期設定資料） 

リステラス星圏史略　古資料ファイル　４　『皇女戦記』（梗概） 
http://p.booklog.jp/book/108661/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　４－０　皇子と《森の木洩れ日》 
http://p.booklog.jp/book/107094/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　４－１　『山百合と銀の楡』 
http://p.booklog.jp/book/103201/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　４－２　『宝玉物語』 
http://p.booklog.jp/book/105923/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　４－３－１　『皇女戦記』（皇都陥落・そ

の後） 
http://p.booklog.jp/book/108659/read

https://85358.diarynote.jp/202002222019558501/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/108651/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/108661/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/107094/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/103201/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/105923/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/108659/read


リステラス星圏史略　古資料ファイル　４－３－３　『皇女戦記』（地球から異世

界へ） 
http://p.booklog.jp/book/102985/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　４－４　（大地探索） 
http://p.booklog.jp/book/108654/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　４－６　『皇女戦記』（暗洞界編） 
http://p.booklog.jp/book/108652/read

　＝＝＝

『 リツコ冒険記 』

『 リツコ 冒険記 』　〜夏休み・異世界旅行〜
http://p.booklog.jp/book/123124/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　４－10　『大地、終焉』 
http://p.booklog.jp/book/108653/read

file:///tmp/puboo/127527/460931/book/102985/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/108654/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/108652/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/123124/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/108653/read


０７　『 地球統一史 』

https://85358.diarynote.jp/202002222034033753/

続・仕切り直し中。　０７

2020年2月22日 リステラス星圏史略　（創作）

太陽の猫 
http://p.booklog.jp/book/108964/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　６－０　『 地球統一史 』
http://p.booklog.jp/book/108825/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　６－？　『アンダーヘルへようこそ！』 
http://p.booklog.jp/book/112863/read
 
 

https://85358.diarynote.jp/202002222034033753/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/108964/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/108825/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/112863/read


０８　（リスタルラーナ前史）

https://85358.diarynote.jp/202002222034538988/

続・仕切り直し中。　０８

2020年2月22日 リステラス星圏史略　（創作）
 

リステラス星圏史略　古資料ファイル　６－０－１　《 ユヴァの猿族 》 
http://p.booklog.jp/book/113315/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　６－１　《 ングサインスカ 》
http://p.booklog.jp/book/113317/read　〜初期帝国の成立〜 

（『酷薄の物語』）

『 兄弟の物語 』 
http://p.booklog.jp/book/129817/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　６－０　《麗天地》

http://p.booklog.jp/book/112661/read　（リスタルラーナ前史） 

リステラス星圏史略　古資料ファイル　６－２　《 ナシルの谷 》 史略。 
http://p.booklog.jp/book/113334/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　６－６ー？ 
http://p.booklog.jp/book/117264/read　（とある国境警備隊長の突然死の話）（仮題）

https://85358.diarynote.jp/202002222034538988/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/113315/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/113317/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/129817/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/112661/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/113334/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/117264/read


　＝＝＝

『 脚本第一稿「兄弟の物語」（仮題）』 
http://p.booklog.jp/book/121528/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　６－ｘ　『ハタラ・キアリの物語』 
http://p.booklog.jp/book/116302/read

　＝＝＝

『　火涙沢 mono-noke-騙り　〜 働 酷 〜　』　 
http://p.booklog.jp/book/44113/read
 
 

file:///tmp/puboo/127527/460931/book/121528/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/116302/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/44113/read


９－０　《 ジレイシャ ＆ アンガヴァス 》

https://85358.diarynote.jp/202002222035529182/

続・仕切り直し中。　０９

2020年2月22日 リステラス星圏史略　（創作）
 
 

リステラス星圏史略　古資料ファイル　９－０

http://p.booklog.jp/book/112667/read　《 ジレイシャ ＆ アンガヴァス 》
 

https://85358.diarynote.jp/202002222035529182/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/112667/read


７－０　『 エスパッション・シリーズ 』

https://85358.diarynote.jp/202002222055472331/

続・仕切り直し中。　１１

2020年2月22日 リステラス星圏史略　（創作）
 
　

リステラス星圏史略　古資料ファイル　７－０ 
http://p.booklog.jp/book/112554/read　『 エスパッション・シリーズ 』

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　７－１－０　（邂逅）（仮題） 
http://p.booklog.jp/book/112759/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　７－１－１　『 未 来 伝 承 』 
http://p.booklog.jp/book/116437/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　７－２－０　（ サキ ＠ 幼年期 ）
http://p.booklog.jp/book/112758/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　７－３－０　『ＳＳＳの悲劇』 
http://p.booklog.jp/book/112730/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　７－４　（ジースト開国）（仮題） 
http://p.booklog.jp/book/112803/read

　＝＝＝

『 ブラインド・ポイント ！ 』　（いわく付き最新バージョン）【没】 
http://p.booklog.jp/book/129944/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　７－６－０　『ブラインド・ポイント！』 

https://85358.diarynote.jp/202002222055472331/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/112554/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/112759/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/116437/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/112758/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/112730/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/112803/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/129944/read


http://p.booklog.jp/book/116540/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　７－６－０ー没　『ブラインド・ポイント！』 
http://p.booklog.jp/book/112774/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　７－５－０　「惑星の夜明け」

http://p.booklog.jp/book/112387/read　（最終稿＋没原稿）

リステラス星圏史略　古資料ファイル　７－５－１　「エスパッション、始動。」 
http://p.booklog.jp/book/112539/read　（最終稿＋没原稿）

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　７－６－１　『 テラザニアの斎姫連 』 
http://p.booklog.jp/book/112692/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　７－６ー？　『癒えない傷跡』

http://p.booklog.jp/book/112798/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　７－７－？　『 《最終戦争伝説》 伝説』
http://p.booklog.jp/book/109770/read

リステラス星圏史略　古資料ﾌｧｲﾙ 5-X-1-4-x　『未完史』　第１部　第４章
http://p.booklog.jp/book/111216/read　（あとがきでっせ。） 

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　７－８　『　《気波者》人権宣言　』 
http://p.booklog.jp/book/112800/read　（仮題）

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　７－９　《魔樹》　（仮題） 

file:///tmp/puboo/127527/460931/book/116540/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/112774/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/112387/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/112539/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/112692/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/112798/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/109770/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/111216/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/112800/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/112802/read


http://p.booklog.jp/book/112802/read

《 苛怨樹 》　… 夜ごとの悪夢 …　リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　７－９ーＸ 
http://p.booklog.jp/book/127521/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　７－X　（次世代＆転生編） 
http://p.booklog.jp/book/112816/read
 

file:///tmp/puboo/127527/460931/book/127521/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/112816/read


７－１－１　『 未 来 伝 承 』

https://85358.diarynote.jp/202002222058084885/

続・仕切り直し中。　１０

2020年2月22日 リステラス星圏史略　（創作）
　

　

（ソレル女史の物語

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　７－１－０　（邂逅）（仮題） 
http://p.booklog.jp/book/112759/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　７－１－１　『 未 来 伝 承 』 
http://p.booklog.jp/book/116437/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　７－４　（ジースト開国）（仮題） 
http://p.booklog.jp/book/112803/read
 
 

https://85358.diarynote.jp/202002222058084885/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/112759/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/116437/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/112803/read


８－０　《 リス テラス 》　星圏統一

https://85358.diarynote.jp/202002222101084974/

続・仕切り直し中。　１２

2020年2月22日 リステラス星圏史略　（創作）

リステラス星圏史略　古資料ファイル　８－０　《 リス テラス 》　星圏統一 
http://p.booklog.jp/book/112668/read

（エクウスの物語）

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　X－７　《 汎 宇宙 協商 》 
http://p.booklog.jp/book/112674/read
 

https://85358.diarynote.jp/202002222101084974/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/112668/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/112674/read


８－１　『 LONG WAY HOME 』

https://85358.diarynote.jp/202002222119099870/

続・仕切り直し中。　１２　（二分の壁）

2020年2月22日 リステラス星圏史略　（創作）

　

リステラス星圏史略　古資料ファイル　８－１－Ｘ　『 LONG WAY HOME 』
http://p.booklog.jp/book/113843/read　（キャラ設定） 

リステラス星圏史略　古資料ファイル　８－１　『 LONG WAY HOME 』 
http://p.booklog.jp/book/112669/read
 
 

https://85358.diarynote.jp/202002222119099870/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/113843/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/112669/read


８－１　（独立惑星三部作）

https://85358.diarynote.jp/202002222119415556/

続・仕切り直し中。　１３　（独立惑星三部作）

2020年2月22日 リステラス星圏史略　（創作）
　

　

リステラス星圏史略　古資料ファイル　８－２　『惑星 《 緑 》 の物語』 
http://p.booklog.jp/book/114083/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　８－１－１　『惑星 《 紅蓮 》 の物語』 
http://p.booklog.jp/book/112672/read　（ エイリスの物語 ）（仮題）

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　８－１－２
http://p.booklog.jp/book/113938/read　（ のこされたエルの物語 ）（仮題） 

　＝＝＝

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　８－３　『惑星 《 白 》 の物語』 
http://p.booklog.jp/book/117422/read
 

https://85358.diarynote.jp/202002222119415556/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/114083/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/112672/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/113938/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/117422/read


８－５　《 リズ 》 から 《 外 》 へ。

https://85358.diarynote.jp/202002222121468509/

続・仕切り直し中。　１３　（銀河崩壊史）

2020年2月22日 リステラス星圏史略　（創作）
　

　

リステラス星圏史略　古資料ファイル　８－４　「汽車から降りたつ人」 
http://p.booklog.jp/book/109285/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　８－５　《 リズ 》 から 《 外 》 へ。 
http://p.booklog.jp/book/112673/read

　＝＝＝

『夏休み宇宙海賊』

 

https://85358.diarynote.jp/202002222121468509/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/109285/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/112673/read


８－６　『 星海女王伝 』

https://85358.diarynote.jp/202002222128151322/

続・仕切り直し中。　１４　（末法宇宙）

2020年2月22日 リステラス星圏史略　（創作）
 

リステラス星圏史略　（投稿用）原稿ファイル　８－６　『 星海女王伝 』 
http://p.booklog.jp/book/114472/read　（執筆中⇒没！）

リステラス星圏史略　古資料ファイル　８－６　『 星海女王伝 』 
http://p.booklog.jp/book/112899/read　（旧原稿捜索中）

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　８－４　『惑星ダリーナースの物語』　

http://p.booklog.jp/book/114462/read　（仮題） 

『惑星《 白き沙 》』

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　８－９　「末法宇宙の物語」（仮題） 
http://p.booklog.jp/book/114361/read

 

https://85358.diarynote.jp/202002222128151322/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/114472/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/112899/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/114462/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/114361/read


α　『喪われた星の物語』

https://85358.diarynote.jp/202002222132036164/

続・仕切り直し中。　１４　（…やっぱり項番の構成がおかし
いぞ…？？）

2020年2月22日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

https://www.youtube.com/watch?v=68pFj0Lwyw4
Final Fantasy XV ~ Calm Mix 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　４－０－Ｘ　－苛怨樹魂－

http://p.booklog.jp/book/107093/read　《灰色姫》 と戦士《黒百合》 

　＝＝＝

リステラス星圏史略　Sin資料ファイル　α　『喪われた星の物語』 
http://p.booklog.jp/book/116300/read

　＝＝＝

（閉店準備作業のための予備ファイル）　５ 
http://p.booklog.jp/book/127515/read
 

https://85358.diarynote.jp/202002222132036164/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/202002222132036164/
https://www.youtube.com/watch?v=68pFj0Lwyw4
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/107093/read
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（ 詩・画 など）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 詩・画 など）
 
 
 

 
 



『 春 ま だ き 』　＋ アルファ。

https://85358.diarynote.jp/202002161711144497/

仕切り直し中。　X

2020年2月16日 詩とか詞とか句とか歌とか、写真とか☆
　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

『 春 ま だ き 』

春まだき　（１） 小学４年〜卒業式
http://p.booklog.jp/book/20297/read

春まだき　（２） 中１〜２年
http://p.booklog.jp/book/20469/read

春まだき　（３） 中学３年・１
http://p.booklog.jp/book/20552/read

春まだき　（４） 中学３年・２
http://p.booklog.jp/book/21251/read

春まだき　（５） 中学３年・３
http://p.booklog.jp/book/21063/read

春まだき　（６） 中学卒業
http://p.booklog.jp/book/21441/read

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

『 春 眠 』

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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『 どしゃぶり前線 』

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

『 歌いながら大地を歩く 』

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

『 白 萩 の家 』

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

『 わが幻燈の アルカディア 』

【 わが幻燈の アルカディア 】　（Ｘ） 
http://p.booklog.jp/book/127525/read
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 

file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/127525/read


（ りある？【 前世ネタ 】など）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ りある？【 前世ネタ 】など）
 
 
 

 



０５－０６－０１　：　（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

https://85358.diarynote.jp/202002161923301390

仕切り直し中。　０５－０６－０１　：　

2020年2月16日 恋愛 コメント (1)

０５－０６－０１　：　（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

リステラス星圏史略　古資料ファイル　Ω－Ｘ－０

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（前史）（〜2014） 
http://p.booklog.jp/book/117103/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　Ω－Ｘ－没

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年）（没）
http://p.booklog.jp/book/113059/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－１

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年１月） 
http://p.booklog.jp/book/117220/read

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－２

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年２月） 
http://p.booklog.jp/book/117239/read

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－３

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年３月） 
http://p.booklog.jp/book/117418/read

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－４

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年４月） 
http://p.booklog.jp/book/117606/read

https://85358.diarynote.jp/202002161923301390/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
https://85358.diarynote.jp/202002161923301390/
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リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－５

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年５月） 
http://p.booklog.jp/book/117983/read

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－６

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年６月） 
http://p.booklog.jp/book/118152/read

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－７

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年７月） 
http://p.booklog.jp/book/118325/read

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－８

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年８月） 
http://p.booklog.jp/book/118395/read

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－９

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年９月） 
http://p.booklog.jp/book/118516/read

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－10
（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年10月） 
http://p.booklog.jp/book/118859/read

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－11
（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年11月） 
http://p.booklog.jp/book/119238/read

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－12
（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年12月） 
http://p.booklog.jp/book/119981/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１６－１

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2016年01月）
http://p.booklog.jp/book/120366/read
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リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１６－２

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2016年02月） 
http://p.booklog.jp/book/120902/read

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１６－３

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2016年03月） 
http://p.booklog.jp/book/121507/read

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１６－４

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2016年04月） 
http://p.booklog.jp/book/122020/read

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１６－５

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2016年05月）
http://p.booklog.jp/book/122681/read

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１６－６

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2016年06月） 
http://p.booklog.jp/book/123094/read

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１６－７

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2016年07月）
http://p.booklog.jp/book/124102/read

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１６－８

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2016年08月） 
http://p.booklog.jp/book/125150/read

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１６－９

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2016年09月）
http://p.booklog.jp/book/125637/read

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１６－10
（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2016年10月） 
http://p.booklog.jp/book/126125/read
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リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１６－11
（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2016年11月） 
http://p.booklog.jp/book/127020/read

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１６－12
（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2016年12月） 
http://p.booklog.jp/book/127083/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１７－０１

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2017年01月） 
http://p.booklog.jp/book/127165/read

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１７－０２

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2017年02月） 
http://p.booklog.jp/book/127246/read

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１７－０３

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2017年03月） 
http://p.booklog.jp/book/127323/read

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１７－０４

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2017年04月） 
http://p.booklog.jp/book/127383/read

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１７－０５

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2017年05月） 
http://p.booklog.jp/book/127511/read

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１７－０６

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2017年06月） 
http://p.booklog.jp/book/127512/read

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１７－０７

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2017年07月） 
http://p.booklog.jp/book/127513/read
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リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１７－０８

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2017年08月） 
http://p.booklog.jp/book/127514/read

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１７－０９

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2017年09月）
http://p.booklog.jp/book/127517/read

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１７－１０

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2017年10月） 
http://p.booklog.jp/book/127518/read

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１７－１１

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2017年11月） 
http://p.booklog.jp/book/127519/read

 
ひみつ日記

 
（まだ途中）。

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2020年2月16日19:44
　

０７

０

６３

６３
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０５－０６－０２　：　（りある苦労譚ズ）

https://85358.diarynote.jp/202002161924039380/

仕切り直し中。　０５－０６－０２　：　

2020年2月16日 就職・転職
 
 
０５－０６－０２　：　（りある苦労譚ズ）

【 痛 】（ita） セクス ａ りす。　…　トラ死魔な ウマしか　… 
http://p.booklog.jp/book/127522/read

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

四カ国語 『四界神話』 四種言語 【四世界的神話】
4 languages 《 The 4 Worlds myths　》 4 Idiomas 《 Los mitos de Mundos 4 》 
http://p.booklog.jp/book/71266/read

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

復讐は、ビシソワズ。　（一年目） 
http://p.booklog.jp/book/114795/read

復讐は、ビシソワズ。　（二年目） 
http://p.booklog.jp/book/116517/read

復讐は、ビシソワズ。　（三年目） 
http://p.booklog.jp/book/119239/read

復讐は、ビシソワズ。　（四年目）（一旦完了） 
http://p.booklog.jp/book/127516/read

復讐は、ビシソワズ。　（五年目〜未完の巻） 
http://p.booklog.jp/book/127520/read

https://85358.diarynote.jp/202002161924039380/
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　＝＝＝

復讐は、ビシソワズ。　（四年目）　（データ破損）（廃盤） 
http://p.booklog.jp/book/127467/read

復讐は、ビシソワズ。　（四年目） （廃盤） 
http://p.booklog.jp/book/127021/read
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★（一応完成）原稿リスト（執筆／発表順）（！作業中！）

 
（小学１年夏）　「アキカンぼうやのぼうけん」（人生初作品）（原稿逸失）

（中学１年夏）　「山百合と銀の楡」（夏休課題⇒横浜市銀賞）（原稿逸失）

　＝＝＝

（中学１年〜）　《 大地世界 》シリーズ
（高校２年〜）　『俺と好』シリーズ

 
（専門学校〜）　《 エスパッション ！ 》シリーズ
（1984年??月）　『 ブラインド・ポイント！ 』https://ncode.syosetu.com/n5374fr/
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
（ながいながいながーーーーーい、…断筆…
　せざるをえなかった…　期間があってな…　）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
 
リステラス星圏史略　古資料ファイル　１－１　《ヤツィー族》の伝承歌

（2006年4月10日）　http://p.booklog.jp/book/108069/read#none
 
リステラス星圏史略　新資料ファイル　１－２　『ヤツリーダムの物語』　２

（2017年6月30日）　http://p.booklog.jp/book/115854/read
 
　＝＝＝

『　あらすじです。』（宇宙史）（リステラス星圏史略・第１部）

（2018年02月）http://p.booklog.jp/book/120562/read

『 リツコ 冒険記 』〜夏休み・異世界旅行〜
（2018年07月）http://p.booklog.jp/book/123124/read

『堕天烙』 （だてん・らく）
（2018年10月）http://p.booklog.jp/book/108700/read

『 ♡ 森林 ♡ 温泉 ♡ 公園 ♡ 惑星《 ティアラ 》の日常 』
（2018年11月）http://p.booklog.jp/book/124466/read ・ https://estar.jp/creator_tool/novels/25538972

『 逃 げ な さ い ！ 』 
（2019年02月）http://p.booklog.jp/book/126062/read

『 星海女王伝　１　』

https://ncode.syosetu.com/n5374fr/
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file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/126062/read


（2019年04月）http://p.booklog.jp/book/124957/read

『 苛怨樹 』 … 夜ごとの悪夢 …
（2019年09月）https://ncode.syosetu.com/n4805ft/ ・ http://p.booklog.jp/book/127521/read

『 善の物語 』　… おおの ものがたり …　（再掲まとめ版）
（2019年10月）https://cervan.jp/story/s/918

『 ピンク・千代子麗套 』　（投稿済み。結果待ちで未公表。）
（2019年10月）

『ビンボー自炊マニュアル！』（投稿済み。結果待ちで未公表。）

（2019年11月）

『　純白の、なまえ。』　（投稿済み。結果待ちで未公表。）

（2019年12月） 

　『　独身女が　集団で　』

（2020年01月）https://novema.jp/book/n1585991
 
『　ト キ ・ マ サ ト 伝　』
 
http://p.booklog.jp/book/129658/read

 　　↑
☆【 ＮＥＷ 】☆
 

file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/124957/read
https://ncode.syosetu.com/n4805ft/
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/127521/read
https://cervan.jp/story/s/918
https://novema.jp/book/n1585991


（一応完成）原稿リスト（作中年代順）★（作業中）

＝＝＝　『　宇宙史　』　＝＝＝

 
『　あらすじです。』（リステラス星圏史略・第１部）http://p.booklog.jp/book/120562/read 
 
 
＝＝＝　『四世界史』　＝＝＝

 
 
＝＝＝　『 水 の 大 陸 』　＝＝＝
 
リステラス星圏史略　古資料ファイル　１－１　《ヤツィー族》の伝承歌

http://p.booklog.jp/book/108069/read#none
 
リステラス星圏史略　新資料ファイル　１－２　『ヤツリーダムの物語』　２

http://p.booklog.jp/book/115854/read
 
 
＝＝＝　《 大地世界 》シリーズ　＝＝＝
 
「山百合と銀の楡」（原稿逸失）

 
『 リツコ 冒険記 』〜夏休み・異世界旅行〜
http://p.booklog.jp/book/123124/read
 
 
＝＝＝　《水の大陸》シリーズ　＝＝＝

 
 
＝＝＝　『放浪者たち』　＝＝＝

 
『堕天烙』 （だてん・らく）
http://p.booklog.jp/book/108700/read
 

＝＝＝　『俺と好』シリーズ　＝＝＝

 
『 善の物語 』　… おおの ものがたり …　（再掲まとめ版）
https://cervan.jp/story/s/918
 
 

file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/120562/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/123124/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/108700/read
https://cervan.jp/story/s/918


＝＝＝　『出立の類型』シリーズ　＝＝＝

 
「アキカンぼうやのぼうけん」（原稿逸失）

 
『 逃 げ な さ い ！ 』 
http://p.booklog.jp/book/126062/read
 
 
　＝＝＝（黒木と桃乃）＝＝＝

 
『 ピンク・千代子 麗套  』（投稿済み。結果待ちで未公表。）
 
『　純白の、なまえ。』（投稿済み。結果待ちで未公表。）

 
 
　＝＝＝　（漫画原作）関連　＝＝＝

『ビンボー自炊マニュアル！』（投稿済み。結果待ちで未公表。）

 
 
＝＝＝　『最終戦争』シリーズ　＝＝＝

 
　『　独身女が　集団で　』

（2020年01月）https://novema.jp/book/n1585991
 
 
『　ト キ ・ マ サ ト 伝　』 
http://p.booklog.jp/book/129658/read

 　　↑

☆【 ＮＥＷ 】☆
 
 
 
＝＝＝　『地球（再）統一』シリーズ　＝＝＝

 
 
＝＝＝　『美麗天地』シリーズ　＝＝＝

 
 
＝＝＝　《 エスパッション ！ 》シリーズ　＝＝＝
 
『 ブラインド・ポイント！ 』https://ncode.syosetu.com/n5374fr/

file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/126062/read
https://novema.jp/book/n1585991
https://ncode.syosetu.com/n5374fr/


『 苛怨樹 』 … 夜ごとの悪夢 …
https://ncode.syosetu.com/n4805ft/ ・ http://p.booklog.jp/book/127521/read
 

＝＝＝　『三世界』シリーズ　＝＝＝

『 ♡ 森林 ♡ 温泉 ♡ 公園 ♡ 惑星《 ティアラ 》の日常 』
http://p.booklog.jp/book/124466/read・https://estar.jp/creator_tool/novels/25538972

＝＝＝　『末法宇宙』シリーズ　＝＝＝

『 星海女王伝　１　』
http://p.booklog.jp/book/124957/read

 

https://ncode.syosetu.com/n4805ft/
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/127521/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/124466/read
https://estar.jp/creator_tool/novels/25538972
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/124957/read


（旧版）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 旧 版 ）
 



０５－０５－０３：　『 未 完 史 』（※旧題：『 俺と好』）

https://85358.diarynote.jp/202002161853387841/

仕切り直し中。　０５－０５－０３：　（まだ途中）

2020年2月16日 リステラス星圏史略　（創作）

０５－０５－０３：　『 未 完 史 』（※旧題：『 俺と好』）

リステラス星圏史略　古資料ﾌｧｲﾙ 5-X-1-1-1『未完史』　第１部　第１章「ほんの発端」
http://p.booklog.jp/book/110371/read　１．プロローグ・「エリア８８」 

リステラス星圏史略　古資料ﾌｧｲﾙ 5-X-1-1-2　『未完史』　第１部　第１章「ほんの発端」
http://p.booklog.jp/book/110390/read　２．ヒーロー・会田正行 

リステラス星圏史略　古資料ﾌｧｲﾙ 5-X-1-2-1　『未完史』　第１部　第２章「月は無慈悲な夜の
女王」

http://p.booklog.jp/book/110594/read　１．夜想曲〜セレナーデ〜
 

https://85358.diarynote.jp/202002161853387841/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/110371/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/110390/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/110594/read


０５－０７　：

https://85358.diarynote.jp/202002161957253181/

仕切り直し中。　０５－０７　：　　（まだ途中）。

2020年2月16日 環境は、生命圏で、生存権。

０５－０７　：

（２０１９年３月２０日の借り日記）（ＤＮＡさん旧魚宇宙！） 
http://p.booklog.jp/book/126307/read

　＝＝＝

冗談社がビビった日。 
http://p.booklog.jp/book/129816/read

　＝＝＝

SAP＊ORO　の　物語　（仮題）
http://p.booklog.jp/book/116419/read

https://85358.diarynote.jp/202002161957253181/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/126307/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/129816/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/book/116419/read


０６：　『 大地 世界 物語 』（皇女戦記編）

https://85358.diarynote.jp/202002161748219762/

仕切り直し中。　０６

2020年2月16日 リステラス星圏史略　（創作）
 
 
 
０６：　『 大地 世界 物語 』（皇女戦記編）

リステラス星圏史略　古資料ファイル　４－Ｘ　『皇女戦記』

http://p.booklog.jp/book/108651/read　（最初期設定資料） 

リステラス星圏史略　古資料ファイル　４　『皇女戦記』（梗概） 
http://p.booklog.jp/book/108661/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　４－０　皇子と《森の木洩れ日》 
http://p.booklog.jp/book/107094/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　４－１　『山百合と銀の楡』 
http://p.booklog.jp/book/103201/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　４－２　『宝玉物語』 
http://p.booklog.jp/book/105923/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　４－３－１　『皇女戦記』（皇都陥落・その後） 
http://p.booklog.jp/book/108659/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　４－３－３　『皇女戦記』（地球から異世界へ） 

https://85358.diarynote.jp/202002161748219762/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/108651/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/108661/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/107094/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/103201/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/105923/read
file:///tmp/puboo/127527/460931/b14abd4881a604187e5b/book/108659/read


http://p.booklog.jp/book/102985/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　４－４　（大地探索） 
http://p.booklog.jp/book/108654/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル　４－６　『皇女戦記』（暗洞界編） 
http://p.booklog.jp/book/108652/read

　＝＝＝

『 リツコ冒険記 』
 
『 リツコ 冒険記 』　〜夏休み・異世界旅行〜
http://p.booklog.jp/book/123124/read

　＝＝＝

リステラス星圏史略　古資料ファイル　４－10　『大地、終焉』 
http://p.booklog.jp/book/108653/read
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奥付

旧：（閉店準備作業のための予備ファイル）　17
↓

 

【　総合ＩＮＤＥＸ　】
 

既発表作品

＆

設定資料ファイル

さくさく検索用リスト

 
★【 準 備 中 】★

（作業開始＠２０２０年０１月２０日）

 http://p.booklog.jp/book/127527

著者 : 霧樹 里守 （きりぎ・りす）
著者プロフィール：http://p.booklog.jp/users/masatotoki/profile

感想はこちらのコメントへ

http://p.booklog.jp/book/127527

電子書籍プラットフォーム : パブー（http://p.booklog.jp/）
運営会社：デザインエッグ株式会社

 


