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シツギョウヲヘンピンシテハイカガカ。

エイゾウ

　

　

ハジメニ

　

イマハショウガツ。コトシハ、イクブンサムイカトオモウ。オオユキナドトイウハナシ

モアル。ワタシガコンカイノベタ、キコウヘンドウノハナシトハ、アワナイヨウナゲン

ショウデアルガ、マァユックリカンガエタイトオモウ。イチタスイチハ、ニトイウヨウ

ニハ、カンタンニイカナイノデアロウ。

ココノトコロ、マイネンマツニモチツキヲシテイル。ニホンジンナンカハ、ソレデイイン

ダトオモウ。ナマイキニモガンタンノヒニ、ネントウショカンナドヲネッタリシタ。キ

ギョウケイエイシャハ、ケイキヨクダロウガ、セイジカハ、ケイキ（ザイセイ）ヒキシ

メダロウ。ソノチュウカンヲコトシハカンガエタ。コトシモイイトシデアレバイイトオ

モウ。

　

　

ニセンニジュウイチネンショウガツジュウニニチ

エイゾウ

　

　

　

　

イチ

　

　サイキンハ、エーアイカ、コンピューターニツナガッタナニカガワダイニナル。シン

セツニソレヲツクルト、シャベルコンピューターニナル。ジッサイニソウイウセイヒン

ハ、ウラレテイルラシイ。ソレガススムトドウナルカ。シャベルモノダラケニナル。レ

イゾウコモシャベルシ、ヤカンモシャベル。ダカラ、「ヤカンガ○○トイッテイタ。」ト、

ムセイブツシュゴガフエルダロウ。

ソウイウノヲムカシノヒトハナントイッタカ。「アニミズム」デアル。ソノセンデイクト、

シャベルハナモ、シャベルヤマモヒツヨウダロウ。ソウイウソウチヲハナヤ、ヤマニイ

ンストールスルノカ。ワタシハソコマデスルヒツヨウハナイトオモウ。

　

ニ

　

サキニカイタヨウニ（●イチ）、キカイガシャベルヨウニナルト、アルモンダイガハッセ

イスルヨウニオモウ。ソレハ、シャベルブブンノレイゾウコガタダシイノカ、シャベラ
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ナイブブンノレイゾウコガタダシイノカトイウモンダイデアル。ヨウスルニ、ニンゲン

ノニンシキトシテ、ドチラニヒジュウヲオクカデアル。

コトバガタダシイトイウヒトモイルダロウガ、ジッタイガタダシイトイウヒトモイルダ

ロウ。タンジュンニ、「シャベル」レイゾウコヲカウノカ、ナニモイワナイレイゾウコヲ

カウノカデアル。シャベルキノウガホシイノカ、タダノレイゾウコガホシイノカデアル。

ワタシハ、ソウイウシャベルキノウヨリモ、レイゾウコガホシイトオモウ。レイゾウコ

ノキノウガホシイワケダ。デキレバ、シャベラナイレイゾウコヲウリツヅケテホシイト

オモウ。ソンナニ、フタツノセカイヲイッタリキタリシタクナイワケデアル。

　

サン

　

セケンノケイキガワルクナルト、ダイタイコウキョウトウシヲハジメル。ドウモ、ドボ

クコウジヲヤルト、ケイキガヨクナルトイウホウテイシキカ、ゲンジツカガアルラシイ。

タダ、ソレニコウカガアルニセヨ、ナイニセヨ、オカネガカカル。ソレニナンチョウエ

ンカヲツギコムコトガ、セイフノヒトツノシゴトトオモワレテイルラシイ。ソレニハン

タイスルヒトモイル。セイフノアカジガフエルカラダ。

ソンナノシラネーヨ。トイッタッテ、ケッカ、ドコニセイキュウショガイクカワカラナ

イ。ソレナラ、アンゼンニ、コジンガコウキョウトウシヲスレバイイカモシレナイ。コ

トシハ、ジュッチョウエンクライコウキョウトウシスルトイウカラ、ヒトリガジュウマ

ンエンホド、ヨブンニオカネヲツカエバヨイ。コレナラ、セイキュウショノモンダイハ

ワカリヤスクナル。

　

ヨン

　

ガッシュウコクジンハ、コンピューターヲコウアンシタ。ソシテ、ソレヲショウヒンニ

シタ。イマデハ、ガッシュウコクジンガ、モノセイヒンヲツクルコトハヘッタガ、フゴウ

セイヒンヲツクッテウッテイル。フゴウセイヒントハ、コンピュータープログラムナド

デアル。ソレデ、セカイデジョウイノウリアゲヲホコルカイシャガイクツカデキタ。ソ

レヲカウホウモ、アワヨクバ、ソウイウセイヒンデカセイデヤロウトオモッテイル。ソ

レガヒトツノブームデアル。

シカシ、ヨノナカハ、ソレダケデカタレナイ。ホカニモ、カテイヨウノセイヒンガアル

カラダ。ガッシュウコクジンノイチブハ、ソウイウセイヒンニモ、コンピューターキノ

ウヲツケテシマエトオモッテイル。ソノホウガ、カレラガモウカルカラダ。ヨウスルニ、

「サイバー」セカイデハ、ガッシュウコクジンガツヨイカラ、ドンドンソノリョウイキヲ

ヒロゲテシマエトイウワケダ。サイバーコロニアリズム（ショクミンチシュギ）トヨベ

ルカモシレナイ。

ソレヲヨシトスルカ、ヨシトシナイカハトモカク、ヨノナカニハ、カンキョウモンダイ

モアル。チキュウオンダンカナドダ。センシンコクデハ、トクニソレヲモンダイニスル。
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ソレヲドウスルノカノカイギモデキタ。ガッシュウコクハ、ソレカラリダツシタ。カン

キョウモンダイカラハ、テヲヒクワケデアル。

タシカニ、ショクミンチヲツクレバ、バクダイナトミガエラレルダロウ。シカシ、カン

キョウハアッカスルダロウ。デンキヲツカワナイコンピューターハ、イマノトコロナイ

カラダ。ソレナラ、コンピューターガツイタレイゾウコデハナク、カンキョウヲアッカ

サセナイショウエネレイゾウコダロウ。ソノタイリツヲドウスルノカトイウモンダイガ

アル。

　

ゴ

　

イチマンゴヒャクニジュウキュウエンニ、ゴセンサンビャクキュウエンヲクワエルトド

ウナルカ。イチマンゴセンエンダトイウノモ、ヒトツノセイカイダロウ。イチマンロク

センエントイウノモセイカイダ。コマカクケイサンスレバ、イチマンゴセンハッピャク

サンジュウハチエンダ。コレモセイカイ。

ヨウスルニ、ケイサンニハ、カイゾウド（コマカサ）ガアルトイウコトダ。エデモ、チュ

ウショウガヲカクヒトモイレバ、セイミツニカクヒトモイル。ソレハ、ドチラバカリガ

セイカイトイウコトデハナイ。オオザッパニサギョウヲススメルノモダイジダシ、コマ

カクサギョウヲスルコトモダイジダロウ。

ニホンデハ、コマカイセイカイガユイイツノセイカイトサレルメンガアルガ、アライモ

ノモダイジナノデアル。コマカクスベテヲヤレバ、オオクノジカンガカカル。ジカンガ

アレバ、ソレモヨイガ、オオザッパニススメルコトモデキル。ツカイカタダトオモウ。

　

ロク

　

ニンゲンハ、スウガクニトリツカレテイルメンガアル。タシカニオカネノカンジョウハ

ダイジダロウ。シカシ、タトエバ、ミッカゴノヨソクハ、ソレホドダイジダロウカ。ケ

イザイテキナヒトナラ、ダイジダトイウダロウ。ゴジュウネンゴノチキュウノザヒョウ

（ウチュウデノイチ）ナラドウカ。ソレヲケイサンデキナクテモ、アマリモンダイナサソ

ウデアル。

ウチュウノハジマリハ、「ビッグバン」ダッタトスル。タンジュンニイウト、「イチ」ヲテ

ンカイサセタトイウコトダ（レイテンレイイチのヒャッコがイチトイウヨウニ。）。ミカ

タニヨレバ、ヒキザンダシ、ワリザンダロウ。ソノスウジヲサラニ、ヒキザンナリ、ワ

リザンヲシテイク。コノシキガイツマデモツヅクノガ、ウチュウデアル。

ギャクニ、タシザント、カケザンヲシテイケバ、「イチ」ニナル。タンジュンニイエバ、

「イチ」ノモンダイデアル。ベツニ「イチ」ノママデモイイカモシレナイガ、ウチュウガ

テンカイシタノダカラショウガナイ。ソレヲエンエントケイサンスルヒトモイルカモシ

レナイ。ウチュウガソンナカンジダカラ、スウガクガデキル。ウチュウガテンカイシナ

カッタラ、スウガクハデキナカッタカモシレナイ。タダ「イチ」ガアルダケダカラダ。
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ダカラ、スウガクハ、ウチュウノタメニヤッテイルノカモシレナイ。ゴウケイデ、「イチ」

ニナルヨウナケイサンヲデアル。ゴウケイガ「イチ」カラヘッテシマウト、ウチュウガマ

ズシクナル。ダカラ、「イチ」ニシナケレバナラナイ。ソウイウワケダカラ、イチヒクレ

イテンレイハチハ、レイテンキュウトコタエテハイケナイトナル。セイカクニケイサン

シナケレバ、ユタカサガヘッテシマウカラダ（スクナクトモ、リネンテキニ。マタ、ゲ

ンジツトノサガデキル。）。キチント、レイテンキュウニトコタエナケレバナラナイ。

ソレガ、ニホンノスウガクキョウイクデアル。タダ、リネンテキナケイサント、ゲンジツ

テキナケイサンガアワナイコトモアルダロウ。ソレヲオリアワセテイクトイウノガ、ゲ

ンザイノヤリカタダトオモウ。ベツニ、ウチュウガゴウケイ「イチ」デナクトモカマワナ

イカモシレナイガ、「イチ」ニスルヨウニケイサンスルヒトガイルワケデアル。ダカラ、

ケイサンガメンドウクサクテモ、スウガクハナクナラナイ。タダ、コジンガ、スウガク

ヲステタイキカタガデキルカモシレナイ。

　

シチ

　

エーアイニチカラヲイレテイルキギョウガアル。エーアイガヨサソウダカラ、ツクルノ

ダロウ。エーアイヲタンジュンニイウト、ジドウケイサンキノウダロウ。スウガクヲオ

ウヨウスルト、ヨソクガデキル。データガナケレバムズカシイガ、ソレラヲツカッテヨ

ソクスル。ソレガイキスギルト、ヨゲンシャノヨウニナルダロウ。

アシタハ、ドコドコデジコガオコリマストカイイダス。ナニモタイショシナケレバ、タ

ブン、ジゴガオコルンダロウ。シカシ、ソノミチヲサケテトオレバ、ジコハオキナイ。

エーアイヲツカウナラ、ソウイウコトダロウ。タダ、ヒトガコウドウヲカエルト、エー

アイモ、サイケイサンスルダロウ。ダカラ、ツギハ、バツバツデジコガオコリマスニナ

ル。アンゼンニクラシタケレバ、ソノジョウホウヲズットキイテイレバイイダロウ。シ

カシ、ソンナコトヲシテイラレルカ。ズット、テンキヨホウヲミテイルヨウナモノデア

ル。エーアイモタイヘンダ。ズットケイサンシツヅケル。ヨウスルニ、アタラシイシュ

ウキョウガデキルヨウナモノデアル。

カイハツシャモソレガモウカルトオモッテイル。キゾンノシュウキョウハドウナルデア

ロウカ。アタラシイカミガニンキニナルノデアロウカ。ダレカノケイサンハ、スベテマ

チガエナノガ、スウガクノトクチョウカモシレナイ。ケイサンケッカガデルコロニハ、

ジョウキョウガカワッテイルトイウコトデアル。ダカラ、ケイサンノタイショウヲミラ

イヤカコニスル。カコナラタダシイコタエガデルガ、ケイサンシテモショウガナイカモ

シレナイ。シカシ、ヒトガランダムニウゴケバ、ヤッパリケイサンハマチガエデアロウ。

ニンゲンノジユウハマモリタイモノダ。スウガクシャニイワセレバ、ソウデハナイノダ

ロウガ、スベテノケイサンケッカハマチガエデアル（ジダイオクレデアル。）トイウニン

シキハアッテモイイカモシレナイ。ダカラ、カガクニモゴサガアル（トウケイノシュホ

ウ）。ケイサンケッカガタダシクナルトスレバ、ドウブツヤウンドウガナクナッテシマウ

コトデアル。
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ハチ

　

コウセイカラヒカリガハナタレル。コノヒカリハヤッパリオモサヲモツダロウ。チキュ

ウジョウカラ、ジョウクウニヒカリヲハナッタラ、ジョウクウニムカッテイク。ダカラ、

カルイダロウコトハワカル。カルクナカッタラ、ヒカリガオチテクルダロウカラダ。マッ

スグナヘイメンヲヨウイシテ、ドレダケチキュウニヒカレタカデ、チキュウジョウデノ

オモサハハカレルダロウ。コウセイノジュウリョクカラモリダツデキルノダカラ、ソウ

トウカルソウダ。タダ、ブラックホールニハヒッパラレルノダロウカ。

イゼンニ、エルアイ（ヒカリ）カケル エルアイエス（ヒカリノハヤサ）イコール　ダブ

リュ（シツリョウ）トカイタ（●『ひかりのあるところにはジュウリョクがある。』［イ

カ、『ひ』］ななジュウキュウ）。ココデノエルアイハ、コマカイゲンシヤ、ブンシモフク

マレル。ナゼ、ヒカリノハヤサモモンダイニスルカトイウト、ソノソクドデ、モノノア

リカタガカワルカラアル。ハヤサガハヤケレバ、コタイニナルトオモワレルカラダ（●

『ひ』ヒャクよんジュウニ、『ひ』ヒャクサンジュウハチ、『ひ』ヒャクサンジュウなな、

『ひ』ななジュウハチ、『ひ』ななジュウなな、『ひ』ななジュウロク、『ひ』ニジュウサ

ン）。ダカラ、ミツドガタカイ。シカシ、アタタカイトミツドガヒククナル。ダカラ、イ

チブダケデハカルト、ソウイウコトニナル。ヒカリノハヤサハハヤイカラ、ヒカリハコタ

イトミテイイカモシレナイ。ホカノゲンシヤブンシハ、イロイロナジョウタイガアロウ。

　

キュウ

　

スイソハ、チキュウジョウデ、モットモカルイブッシツトイワレル。キタイダトウクダ

ロウ。コノ「ウク」トイウコトハ、ドウイウコトデアロウカ。ソレハ、ジュウリョクヲ

モッテイルトイウコトダロウ。ツマリ、ジュウリョクニヒカレレバ、マイナスノジュウ

リョクヲモッテイルトイエルガ、ギャクニ、ハナレレバ、プラスノジュウリョクヲモッ

テイルトイウコトデアル（チュウガッコウノトキニナラッタチカラノズニスルトワカリ

ヤスイ（ズイチ）。

　

5



eru2-01.png

　

　

ツマリ、コレデイウト、チキュウノジュウリョクヨリ、スイソノフリョクノホウガツヨ

イコトニナル。モットモカルイトイウコトハ、コノヨウニ、モットモフリョクガツヨイ

トイウコトデアロウ。ギャクニ、キンゾクハオモイ（ズニ）。
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eru2-02.png

　

コレハ、フリョクガスクナイトイエルダロウ。コノマエ、モットモデンシガオオイゲン

シヲツクッタヨウダガ、ソレハ、モットモフリョクガチイサイノダロウ。ソウヤッテ、デ

ンシヲフヤシテイクト、フリョクガレイトカ、マイナスノジュウリョクヲモツブッシツ

ガデキルカモシレナイ。トニカク、ジュウリョクニヒカレヤスイトイウコトダ。

　

ジュウ
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ヒカリハクウカンヲススム。シゼンノヒカリハ、コウセイカラデテイルカラ、コウセイカ

ラシュッパツトイウコトニナル。ヒカリハ、コウセイノジュウリョクニサカライ、シュッ

パツスル。トチュウニナニカガアッタラドウダロウ。ソレヲコウセイノホウニヒキヨセ

ルノカ、ギャクニオシダスノカ。ヒキヨセルヨウナラ、ヒカリハコウセイノジュウリョ

クノイチブダロウシ、オシダスノナラ、ヒカリヲスイシンリョクニデキルダロウ。キカ

イガアッタラ、ジッケンシテミタイモノダ。

　

ジュウイチ

エキタイヤキタイハ、ドンナカタチモトレル。タダ、コタイノバアイハ、カタチガキマ

ル。ソレガモノノセイシツデアル。モシモ、カガクジッケンヲシタカッタラ、エキタイ

ヤキタイハユウヨウデアロウ。カゴウシテ、ブンシヲツクレルカラダ。デンキトシテツ

カイタイバアイモ、エキタイヤキタイナラ、ラクニソウサデキルデアロウ。

　

ジュウニ

　

コノマエニ、デンシガオオイブッシツノハナシヲシタ（●キュウ）。マイナスノ「ジュウ

リョク」、ギャクニ、オシダスチカラ、ヲモツブッシツガデキルカモシレナイトイウハナ

シダ（プラスデモ、マイナスデモナイジュウリョクヲモツブッシツガデキタラ、アンテ

イスルダロウ。）。ソレハ、ビッグバンニニテイルカモシレナイ。ツマリ、オシダスダ。ソ

レジタイガフクランデモイイシ、フクラマナクテモイイ。モシ、ソンナゲンリデ、ウチュ

ウガデキタトスレバ、デンシガホウフニアッタトイウコトニナル。ニンゲンガ、ジッケ

ンデツクリダスコトモデキルトオモウガ、チョットコワイ。

　

ジュウサン

　

クロイモノハ、モエルトカイタ（●『ひ』ニヒャクサンジュウゴ、『ひ』ニヒャクサン

ジュウニ、『ひ』ニヒャクジュウゴ、『ひ』ニヒャクジュウニ、『ひ』ニヒャクジュウイチ、

『ひ』ヒャクキュウジュウロク、『ひ』ヒャクななジュウなな、『ひ』ヒャクななジュウロ

ク、『ひ』ヒャクゴジュウサン、『ひ』ヒャクゴジュウニ、『ひ』ヒャクよんジュウイチ、

『ひ』キュウジュウゴ、『ひ』キュウジュウよん）。ナゼ、クロイトモエルノカハ、ワカラ

ナイガ、ホカノイロノモノヨリ、モエヤスイダロウ。タダ、チキュウジョウデノジレイ

カラハ、スグニモエルトハイエナイデアロウ。スグニハモエナイトイウコトハ、マガア

ルワケデアル。ソノマニ、ヒカリヲタメルヨウナハナシデアル。デンキダッタラ、デン

キヲタメルトイウコトダ。ソシテ、アルテイドノリョウニナルトモエル。コレヲウマク

ツカエバ、ヒカリヤ、デンキヲタメルモノガデキソウダ。コレヲデンチョトイッテオク。
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ジュウヨン

　

セイブツハ、サイボウカンデ、デンキシンゴウヲオクリアウ。コレニヨッテ、コタイヲ

イイジョウタイニタモツワケデアル。ニンゲンモ、イマハ、デンキシンゴウヲツカッテ、

ベツノヒトトツウシンスル。イーメールナドデアル。コレガデキルトイウコトハ、シャ

カイヲイイジョウタイニタモテソウデアル。イイカエルト、ニンゲンハ、シャカイノイ

チサイボウトイウコトダ。ニンゲンガハッセイシテ、ナンオクネンデ、ソウナッタ。モッ

トススムト、シャカイモ、イチサイボウニナルカモシレナイ。コクサイシャカイモ、マァ

マァツウシンシテイル。ダカラ、イイジョウタイヲタモテルノデハナイカトオモウ。

　

ジュウゴ

　

カネモチガエーアイヲリヨウスルコトヲエランダ。タブン、コレハヨテイデアロウ。モ

ウケルコトモカンガエテイルカモシレナイ。カネモチガミライヲキメルワケダカラ（●

『ひ』ニヒャクニジュウロク、『ひ』ニヒャクニ）、コレハモウケッテイテキダ。ダカラ、

ソレノナニカヲキョウキュウシテ、カセガセテモラエバヨイ。サイコウノコキャクヲマ

ンゾクサセルノガ、サイコウノビジネスマンダカラダ（●『スーペリアーをみつけた。』

［イカ、『ス』］ヒャクニジュウよん）。エーアイハイッタイナニニツカウノダロウカ。

キョクロンスルト、ヨゲンシャデアル（●シチ）。ソレヲドウツカウカ。テンキヨホウガ

マァカンタンナレイダ。シカシ、ソレハ、イチニチイッカイツカエバイイダロウ。カンガ

エラレルノガ、ショウケントリヒキデアル。トウシハンダンガ、セイカクナラ、ドンド

ンシサンガフエルダロウ。ジッサイニ、イマデモツカワレテイルラシイ。シカシ、エー

アイガフキュウスルト、ミンナガオナジメイガラヲカウコトニナル。ソウスルト、ソノ

ショウケンノネダンガアガル。ソレデイッセイニウッタラ、ネダンハモトニモドル。モ

ウケヨウトシタラ、イッシュンアガッタカイネデウルコトデアル。ダカラ、エーアイヲ

カスタマイズスルヒツヨウガアロウ。ソウイウキノウヲイクツカツケテ、グレードベツ

ニエーアイヲウルノデアロウカ。

　

ジュウロク

　

ヒカリハ、ナミノヨウニツタワルトイワレル。チョクセンデナイトイウワケダ。ナゼ、

ナミノヨウニナルカ。デルモトノコウセイガヒクチカラト、オスチカラヲモッテイルカ

ラデアロウ。ヒトヒハハンパツスルトイウハナシデアル（●『ひ』ニヒャクジュウシチ、

『ひ』ニヒャクジュウロク、『ひ』ニヒャクジュウよん、『ひ』ヒャクロクジュウ、『ひ』

ヒャクよんジュウロク、『ひ』ヒャクサン、『ひ』ハチジュウハチ、『ひ』ハチジュウサン、

『ひ』ななジュウゴ、『ひ』イチ）。ヨウキョクトインキョクノフタツノゾクセイヲモッテ

イルトイウコトダ（●キュウ、『ひ』ヒャクよんジュウゴ、『ひ』サンジュウロク）。ダカ

ラ、オシタリ、ヒイタリデ、ナミノヨウニナルノダロウ。
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シカシ、コウセイカラトオクハナレルトドウナルカ。チョクセンニススメバ、モットハ

ヤクススメソウダ。ソレガデキルノハ、ウチュウノソトガワダロウ。ダカラ、ヒカリガ

モットハヤクススメルカノウセイハアルガ、ゲンジツテキニハムズカシイダロウ。モシ、

ウチュウノハテデモ、ススミカタガカワラナイトスレバ、ウチュウハ、キュウケイデ、ソ

ノカラノムコウガワ（ウチュウノソト［「カ」トワタシハナヅケタ。］）ノエイキョウヲウ

ケテイルトイウコトダロウ。

　

ジュウシチ

　

ダブリュエー（アタタカサ）イコールイーエル（デンキ）カケル ピー（リュウシ）ワル

ダブリュアイ（オオキサ）デアル（●『ひ』ヒャクハチ、『ひ』ヒャクなな、『ひ』ヒャク

ロク、『ひ』ヒャクよん）。コレダト、リュウシノリョウヲヘラセバ、アタタカサハオサ

エラレルトイウコトニナル。シカシ、リュウシノリョウヲヘラスコトハムズカシイダロ

ウ。モノノタイキュウセイガギセイニナルダロウカラダ。

ソレナラ、ドウヤッテチキュウオンダンカヲフセゲルカ。ヒトツハ、モノヲカコウシナ

イコトダロウ。タンジュンニイエバ、ゲンシジダイニモドスデアル。ソウスレバ、カコ

ウデツカウブンダケエネルギー（ダブリュエーヤイーエル）ノショウヒヲオサエラレル。

シカシ、ゲンジツテキデハナイ。

モウヒトツホウホウガアル。ソレハ、チキュウオンダンカガススンデイルアイダハ、チ

キュウノモノヲカセイナドニウツスコトデアル。ピーガヘルワケダカラ、チキュウノオ

ンドハサガル。マタ、サムクナッタラ、チキュウニモドセバイイ。サキニイッタ、モノ

ノカコウヲスルバアイニ、ドノクライエネルギーヲツカッタカヲヒョウジスルコトモデ

キルダロウ（●『ひ』ヒャクゴ、『ウンドウはすべてエレクトリック』［イカ、『ウ』］ヒャ

クよんジュウニ、『ウ』ななジュウキュウ）。ソレナラ、ドリョクデキヨウ。

　

ジュウハチ

　

ワタシハ、エルガク（ブツリガクッポイ）ヲヤッテイルノデ、モノニメガイキガチダ。ダ

カラ、アマリヒトヲミテイナカッタ。ヒトヲブツリガクデセツメイスルノハムズカシイ

カラダ。カナリナガイスウシキニナッテシマウダロウ。タダ、コノマエ、ヒサシブリニ

ヒトヲミテイタ。ヒトトイウトシャカイダ。アマリニ、シゼン（ツクラレタモノヲフク

ム）ヲミテイルノモダシ、シャカイヲミテイルノモドウカダ。ソコソコノバランスデミ

レタホウガヨイヨウニオモウ。

　

ジュウキュウ

　

ニホンニハ、アマリフウシャヲオイタハナシヲキカナイ。フウリョクハツデンノコトダ。
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タシカニ、フウシャガアルト、ケイカンヲソコナウカモシレナイ。ヨウスルニ、フウリュ

ウガダイジニサレテイルトイウコトダ。シカシ、ゲンダイノセイカツニデンキハカカセ

ナイ。ソレデハドチラヲエラブカ。ソレガトワレテイルヨウナキガスル。

　

ニジュウ

チキュウオンダンカヲフセグナラ、キカイヲツカッタコウギョウカラ、テサギョウデオ

コナウシュコウギョウニスレバヨイ。ソレナラ、アブラモ、デンキモ、ツカワナイカラ、

ダブリュエー（アタタカサ）イコール イーエル（デンキ）カケル エルアイ（ヒカリ）ワ

ルダブリュアイ（オオキサ）（●ジュウシチ、『ひ』ヒャクハチ、『ひ』ヒャクなな、『ひ』

ヒャクロク、『ひ』ヒャクよん）ノケイサンデ、チキュウガアタタカクナラナイ。イマサ

ラ、シュコウギョウカデアルガ、ソウイウジジョウヲカンガエレバ、ヤムヲエナイトオ

モウ。アートトカ、マニュアルトイウハナシデアル。サキホドイッタ、エネルギーノシ

ヨウリョウヲヒョウジスレバ（●ジュウシチ、『ひ』ヒャクゴ、『ウ』、ヒャクよんジュウ

ニ、『ウ』ななジュウキュウ）、ソウイウリカイモススムデアロウ。

　

ニジュウイチ

　

チキュウオンダンカヲカンガエルト、イギリスハツノサンギョウカクメイハ、シッパイ

ダッタトイエルカモシレナイ。セキタンヤセキユヲツカッテ、キカンヲウゴカスノハ、イ

マデハ、アマリイイインショウヲモタレナイカモシレナイ。シカシ、ヤッテミナケレバ

ワカラナイコトモアル。

セキタンヤセキユデキカイヲウゴカスト、チキュウガオンダンカスル（モヤスノダカラ、

トウゼンダロウ。）。ソレガワカッタコトハヨカッタ。ナラバ、デンキデダガ、ソレモ、ダ

ブリュエー（アタタカサ）イコール イーエル（デンキ）カケル エルアイ（ヒカリ）ワ

ルダブリュアイ（オオキサ）ノシキ（●ニジュウ、ジュウシチ、『ひ』ヒャクハチ、『ひ』

ヒャクなな、『ひ』ヒャクロク、『ひ』ヒャクよん）デ、デンキヲツヨクスレバ、オンドガ

アガルトナルカラ、カナラズシモデアル。ソレヲドウシテイクカガ、コンゴノカダイデ

アロウ。キカイコウギョウヨリ、シュコウギョウ。イノベーションヨリ、デノベーショ

ンデアル。

　

ニジュウニ

　

コンピューターネットワークニツナガッタナニカ、トイウコトヲイウ。ソウイウモノヲ

フヤソウトイウハナシダガ、カンキョウノモンダイヲカンガエルト、ツウシンキノウノ

ブンダケ、ショウヒデンリョクガフエルカラ、ドウカトナル。エーアイモカンキョウニ

ヤサシクハナイ。ケイサンカイスウガフエルコトデ、ショウヒデンリョクモフエル。

モシ、コクサイテキニ、コンピューターノカズヲ、キセイシヨウトハナシガススメバ、コ
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レラヲツクルノハ、アマリモウカラナクナルダロウ。ソウイウキノウヲフヤストイウ「イ

ノベーション」ヨリ、キノウヲヘラス「デノベーション（●ニジュウニ）」ガダイジナヨ

ウニオモウ。フルイイイカタダト、ショウエネダ。クルマモバシャニスレバ、カンキョ

ウニヤサシイダロウ。コウギョウモ、カテイナイシュコウギョウトカ。ニホンハ、カセ

キネンリョウニエネルギーヲタヨリスギテイルノデ、ソレヲカイゼンシテイクドリョク

ガヒツヨウダロウ。

　

ニジュウサン

　

セイジノ「セイ」トハ、シンノシコウテイノナマエデアル。ダカラ、ドウシテモソノエ

イキョウガデル。カンリョウセイガユウメイデアロウガ、オオゼイヲドウインシテ、バ

ンリノチョウジョウヤ、カレノハカヲツクラセタノモユウメイデアル。マタ、フンショ

コウジュトイッテ、ノウギョウヤクスリニカカワルモノイガイノホンヲヤキ、ガクシャ

ヲコロシタノモユウメイデアル。コノヨウニ、ワリトネガティブナコトヲシテイタカラ、

ヨクハンランガオコッタ。ソレガ、ホンライテキナ「セイジ」デアル。

ダカラ、「ミンシュセイジ」トイワレテモ、ソレハドンナモノカトナル。ソレホド、コノ

フタツノタンゴニハキョリガアル。ダカラ、チュウゴクジンハ、ミンシュセイジナドカ

ンガエナイ。ソンナモノガデキルカワカラナイカラデアル。ソレナラ、ミンシュカント

クトイッタホウガイイカモシレナイ。ミンシュシュギ、ミンシュカントクナラ、ツウジ

ルカモシレナイ。

　

ニジュウヨン

　

スイソナドノゲンシノキョウカイハトジテイルノダロウカ。キョウカイガトジテイナイ

トスレバ、ソレニベツノナニカガハイリコンダリ、デテイッタリスルデアロウ。アマリ

カワッタスイソノハナシハキカナイカラ、ゲンシハキホンテキニ、トジテイルノダトオ

モウ。ツマリ、ゲンシカクトデンシトイッタケイデアル。コレガコタイダト、チイサク、

キタイダト、オオキクナル。

ナゼ、ソウナルカ。コタイニスルニハ、ヒヤスノガヨクアルヤリカタダ。ヒヤシタラ、ゲ

ンシカクトデンシノネツガサガルデアロウ。ゲンシカクトデンシガ、コウセイトワクセ

イドウヨウニ、モエテイルゼンテイデアル。ソウスルト、ゲンシカクトデンシノモエカタ

ガヨワマルトイウコトデアル。ソレニヨッテ、ジュウリョクトハンパツリョク（●ジュ

ウロク、『ひ』ニヒャクジュウシチ、『ひ』ニヒャクジュウロク、『ひ』ニヒャクジュウよ

ん、『ひ』ヒャクロクジュウ、『ひ』ヒャクよんジュウロク、『ひ』ヒャクサン、『ひ』ハチ

ジュウハチ、『ひ』ハチジュウサン、『ひ』ななジュウゴ、『ひ』イチ）ガヨワマルデアロ

ウ。ツマリ、ネツガタカイホウガ、ゲンシカクトデンシニレンジガデルトイウハナシデ

アル。ソレデ、チイサクナル。ギャクニ、アタタメルト、レンジガヒロクナル。ダカラ、

キタイダトオオキイワケダ。ウチュウモオオキクナッタリ、チイサクナッタリスルデア

12



ロウガ、ソトノエイキョウモアルダロウ。ウチュウノバアイハ、カゴウブツデアロウガ。

　

ニジュウゴ

　

マエニ、「デッドロック」ノハナシヲシタ（●『ひ』ジュウ、『ウ』ロクジュウキュウ、

『ス』ヒャクなな、『ス』ヒャクよん、『ス』ニジュウ）。ヨッツノコウセイニカコマレタホ

シハ、ジュウリョクガツリアッテ、ウゴカナイトイウハナシデアル。

マエハ、コレハ、トクシュナバアイニ、コレガオコルトカンガエタガ、ジツハ、ウチュ

ウハ、コレデコウセイサレテイルノデハトオモウ。ソウデナイト、セイザノハイチモカ

ワルダロウカラダ。ビッグバンロンニジュンキョスレバ、チュウシンノホウカラ、スコ

シズツハイチガキマッテイッタンダロウ。ソトガワノホウハジユウドガアルガ、サラニ

ヒロガルノカハワカラナイ。

　

ニジュウロク

　

マエニ、マスターゲンシノハナシヲシタ（●『ひ』ニヒャクよんジュウゴ）。マスターゲ

ンシトハ、ゲンシカクダケノゲンシデアル。ソレカラ、デンシガツクヨウニナッタトオ

モワレル。シカシ、ゲンジョウデハ、デンキガナイコトハ、カンガエヅライノデ、マス

ターゲンシハミツカリニクイダロウ。

　

ニジュウシチ

　

コウセイノマワリヲ、ワクセイガカイテンスル。マエニモイッタトオリ、ヒニキョクセ

イガアルカラ、コウセイトワクセイハブツカラナイ（●ジュウロク、キュウ、『ひ』ヒャ

クよんジュウゴ、『ひ』サンジュウロク）。マタ、アルスイソクデハ、キョクトカイテンガ

アルコトカラ、デンキガショウズルトイエルカモシレナイ。ソコデデキタデンキハ、ド

コニムカウデアロウ。ソレハ、ブラックホールニムカウノデハナイカ。ブラックホール

ハ、ソノデンキデコウネツニナル。ソコデ、ヒカリノリサイクルシテイルノデハナイダ

ロウカ。

　

ニジュウハチ

　

　ゲンシハ、コウセイトワクセイノヨウナエデエガカレル。ゲンシハ、ホカノゲンシト

クッツキ、ブンシニナルトイワレテイル。サキノエノヨウニエガクトシタラ、ドウナル

デアロウ。デンシトデンシガクッツイテ、ゲンシヲマワスヨウナエデハナイカ。ブンシ

ノバアイハ、ゲンシガジュウゾクテキニナルトイウコトデアル。ゲンシガマワラナイト
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スレバ、ナンラカノアツリョクノヨウナモノガショウジルダロウトオモウ。

　

ニジュウキュウ

ガッシュウコクト、チュウゴクガ、ケイザイキョウソウヲスルトドウナルカ。ガッシュ

ウコクノホウガサキニススンデイルカラ、ガッシュウコクガカツトイウカモシレナイ。

シカシ、ロウドウリョクノリョウデハ、チュウゴクガ、ガッシュウコクノヨンバイアル。

トイウコトハ、チュウゴクジンガイイシゴトヲスルカギリ、チュウゴクノホウガユウリ

ダロウ。ココジュウネンデ、ダイブサガチヂマッタヨウニモオモウ。ニホンジンモ、チュ

ウゴクトマッショウメンカラブツカッタラマケデアロウ。ソウイウロウドウリョクノサ

ガアル。コンゴハ、ニホンジンニトッテ、ソウトウキビシイトオモウ。

　

サンジュウ

　

ジドウウンテンシャガデキルトイウ。コノキョウソウニ、ニホンキギョウガマケレバ、ニ

ホンジンハ、マズシクナッテイク。ヘタヲスレバウエジニダロウ。ナゼカ。ショクリョウ

ノジキュウリツガヨンジュッパーセント。エネルギーモユニュウガオオイ。ツマリ、ガイ

カヲカセガナイト、ショクリョウヤネンリョウガカエナクナル。ソウイウセンガ、モウス

グミエルカ、ミエナイカニナル。ソレゾレガ、クエルケイエイヲスルヒツヨウガアロウ。

イマセイシャインデモ、ユシュツガフチョウダト、カタタタキニアウカノウセイガアル。

イマノウチカラ、フクギョウデモ、クエルヨウニナッテイタホウガイイダロウ。

　

サンジュウイチ

　

ニホンハセンゴ、フッコウヲヘテ、ユタカニナッタトイワレル。シカシ、ワタシノオヤジ

ヤ、オフクロハ、ゼイタクヲシナカッタ。クルマモチュウコデカッテイタシ、ガイショ

クモシナカッタ。オカネハアルハズナノニ、ナゼダロウトオモッタ。

シカシ、ヨクカンガエテミルト、ニホンハ、ハイセンコクナノデアル。ハイセンコクガ、

センショウコクヨリユタカニナルハズハナイ。ダカラ、ソウイウセイカツヲシテイタノ

ダロウ。

バブルイコウ、エンダカモアッテ、ニホンジンノイチブハオゴッテシマッタガ、ソレデ

ハナガクナイ。ホウマツノユメデアロウ。イママタ、ハイセンコクトイウコトヲオモイ

オコシタホウガイイトオモウ。

　

サンジュウニ

　

ゲンシカクノマワリヲデンシガマワルトイウゲンシノモデルハ、コウセイノマワリヲ、
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ワクセイガマワルトイウカンサツカラキテイルトオモウ。ダトスルト、ゲンシカクモモ

エテイルシ、デンシモモエテイルトイウコトニナル。ワクセイガモエテイナカッタラ、

コウセイニノミコマレテシマウダロウ（ヒトヒノハンパツ［●ジュウロク、『ひ』ニヒャ

クジュウシチ、『ひ』ニヒャクジュウロク、『ひ』ニヒャクジュウよん、『ひ』ヒャクロク

ジュウ、『ひ』ヒャクよんジュウロク、『ひ』ヒャクサン、『ひ』ハチジュウハチ、『ひ』ハ

チジュウサン、『ひ』ななジュウゴ、『ひ』イチ］）。

シカシナガラ、ゲンシヤブンシヲエキタイノナカデ、ジッケンテキニソウサスルコトガ

アル。ソノケッカ、ゲンシヤデンシノヒハキエテシマウノダロウカ。ナニカガモエテイ

ルヒヲ、ミズノナカニイレレバ、キエルカラデアル。ソウダトスルト、ヒガキエタジテ

ンデ、ソノゲンシハ、キノウヲシナクナルノデハナイカ。ヨウスルニ、インセキノヨウ

ニナッテシマウトイウコトダ。

シカシ、アマリソウイウハナシハキカナイ。ダトスレバ、ミズノブンシガオオキクテ、ゲ

ンシニエイキョウヲオヨボサナイノデハナイカ。ワタシタチニトッテ、ミズハミズダガ、

ゲンシニトッテハ、アブラノヨウナモノカモシレナイ。コウシャノバアイハ、ミズノナ

カニゲンシヲイレテオイテ、ミズガヘルカカンサツスレバワカルダロウ。

　

サンジュウサン

　

ナゼ、ヒカリハナミノヨウカ（●ジュウロク）。ソレハ、ヒカリノデドコロノコウセイナ

ドガカイテンシテイルカラデアロウ。コウセイガカイテンスルト、シンドウガハッセイ

スル。ソノシンドウノケッカガ、ヒカリノシンプクニナルワケダ。ウミモオナジリユウ

デナミガタツダロウ。

ソウイウワケダカラ、ヒカリノハヤサハ、ハヤイトイッテモ、シンプクガアルブンオソ

クナル。ツマリ、ジュンスイナヒカリハ、コウセイカラデルヒカリヨリ、モットハヤイ

コトガソウテイサレル。

シカシ、ソウイウヒカリヲハッセラレルジョウケンガアルカトイウコトデアル。ウチュ

ウクウカンデ、ハッシタトシテモ、ジュウリョクノエイキョウヲウケルカノウセイガア

ルカラダ。エルアイエス（ヒカリノハヤサ）イコール アイエルアイエス（リネンテキナ

ヒカリノハヤサ）ワルエフアール（シンプク）トイウワケデアル。

　

サンジュウヨン

　

ショッキノサラヤ、カップニハ、エガカカレルコトガアル。ホトンド、ショッキデハナイ

トイウヨウナサラヤ、カップモアルダロウ。ソレダケテガカカッテイルモノガアル。ワ

タシハ、ソウイウモノハスバラシイガ、ジツヨウテキニハドウカナトオモウ。ワタシハ、

ケンキュウナド、「エ」ヲカクシゴトヲシテイル。ジブンデ、カクモノダカラ、ショクジ

ノトキニ、「エ」ガアルト、チョットウットウシイ。ダカラ、アマリエガカレテイナイノ

ヲエラブ。エガセイミツニカカレテイルノハスキダガ、ニンゲンハソンナモノデアル。
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サンジュウゴ

　

アルフクロヅメサレタショクリョウヲカッテキテ、アケテタベルト、ニンゲンニトッテ

ノエネルギート、ゴミニナル。ナニガイイタイノカトイウト、ナニカノヤクニッタツコ

トヲスルト、ゴミガデルトイウハナシダ。オオザッパニイウト、ワイエー（ヤクニタツ

コト）ヒク ダブリュエーエスティ（ゴミ）イコールレイトイウコトダ。ドコカヲキレイ

ニスレバ、ホカガヨゴレルトイウハナシデアル。

ニホンジンハセイケツトイワレルコトガアル。トイウコトハ、ゴミソウジニオオクノロ

ウドウリョクヲカケルトイウコトデアル。ロウドウリョクノソウワハカワラナイカラ、

ソノブン、ヤクニタツコトヲスルコトガスクナクナル。ダブリュオー（ロウドウリョク）

ヒク ダブリュエーエスティエス（ゴミソウジ）イコールワイエートイウワケダ。

ソレハ、セイサンセイノヒクサトイウキガスル。ヨウスルニ、ニホンジンガキレイズキ

デナクナレバ、セイサンセイハアガルダロウト。シカシ、ワタシノリョウシンガキレイ

ズキデヨカッタトオモッテイル。オオキクワケルト、ヨゴスヒトト、キレイニスルヒト

ガイルワケデアル。

　

サンジュウロク

　

マエニ、トリノケガ、ヒカリノリンカイコウカデウクトイウハナシヲシタ（●『ひ』ヒャ

クジュウロク、『ひ』ヒャクジュウゴ、『ひ』ヒャクジュウよん、『ひ』よんジュウゴ）。ナ

ゼ、ヒルノホウガ、トリノケガトブカトイウセツメイデアル。ホカノセツメイトシテハ、

ヒルノホウガスイジョウキガオオクハッセイスルカラダトイエル。ソノジョウショウキ

リュウニノッテ、トリノケガウクトイウワケデアル。ダカラ、ヨルニトブトリハメズラ

シイダロウトイウコトニナル。

　

サンジュウナナ

　

マエニ、エスピーエル（ウチュウノオオキサ）イコールエルアイエス（ヒカリノハヤサ）

ブンノイチトカイタ（●『ひ』ヒャクサンジュウハチ、『ひ』ななジュウキュウ、『ひ』な

なジュウハチ、『ひ』ななジュウなな）。コレカラカンガエルト、コウセイナドガカイテン

シテ、シンドウシナイト、ヒカリノハヤサガハヤクナルユエニ（●サンジュウサン、ジュ

ウロク）、ウチュウハチイサクナル。ウチュウガヒロガッテイルトシタラ、コウセイナド

ノシンドウガハゲシイカラトイウコトニナル。ウゴキガチイサクナレバ、ウチュウハチ

ヂムトイウコトニナル。
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サンジュウハチ

　

ヒノツイテイルストーブハ、シンドウスルコトガアル。ヒガカイテンスルカラ、シンド

ウシテイルノカハワカラナイ。シカシ、ソウイウゲンショウガアル。

マエニ、コウセイガカイテンスルカラ、ヒカリハシンプクガアルトカイタ（●サンジュ

ウナナ、サンジュウサン）。ギャクニカンガエレバ、シンドウハカイテンニカエラレルト

イウコトデアル。ヨウスルニ、ヒカリデナニカヲカイテンサセテハツデンスルトイウコ

トガカノウダトイウコトダ。ドウロノシンドウモ、ヤハリカイテンウンドウニサセルコ

トガカノウダトオモウ。

　

サンジュウキュウ

　

ニホンジンノアツマリハ、ワリトドウシツテキダトイワレル。ヨウスルニ、ミンナガア

マリ「サ」ガナイトイウコトダ。トクニ、ヒセイキロウドウガテイチャクスルマデ、ソ

ウイワレテイタ。トナリガクルマヲカッタラ、カイ、ムコウガステレオヲカッタラ、カ

ウトイウグアイニダ。

「サ」ガナイトハドウイウコトカトイウト、オナジトイウコト、チガウデハナイコトダ。

イチジキ、「コセイ」トイワレテ、チガウヲソンチョウシタトキガアッタガ、「チガウ」

バッカリデハ、キョウドウタイハナリタタナイ。ワタシハチガウ。ワタシモチガウトナッ

テシマッテ、クニナンカナリタタナイ。ダカラ、オナジハダイジナワケダ。

イデンシモソレゾレデチガウトイワレル。コノイデンシノチガウブブンヲ、マッタンカ

ラ、チガウデハナイニシテイッタラドウナルカ。ツマリ、サヲナクシテイクトイウコト

ダ。ソレヲクリカエシテイクト、ヒョウジュンテキナイデンシガ、ヒョウジュンテキナ

ニンゲンガデキルダロウ。「チガウ」ガナカッタラソウナル。

ソレヲサラニクリカエシテイクト、ヒョウジュンテキナドウブツニナルダロウ。ソシテ、

サラニクリカエスト、ヒョウジュンテキナセイブツニナル。タンジュンニイウト、セン

ゾガエリダガ、ソレガショウメイサレレバ、ニンゲンハモトハ、○○ダッタトイウハナ

シニナルダロウ。チガウガ、フエタカラ、ニンゲンニナッタトイウハナシデアル。

　

ヨンジュウ

タマニ、クロウシテイルヒトガイル。アルジョウケンガクロウヲヨウセイシテイルノダ

ロウ。ソレヲ、「チガウ。」トイッテ、ベツノコトヲスルコトモデキル。シカシ、ソレデハ

セイカツデキルカワカラナイ。

ニホンジンナラ、オオカタガ、「チガウ。」トイウマデ、ソレヲツヅケルヒトガオオイダ

ロウ。キホンテキニ、ニホンジンノアイダデハ、「チガウ。」トイイヅライワケダ。オナ

ジカ、チガウカダト、オナジガツヨイワケダカラ、ニホンシャカイハ、アマリシンポシ

ナイ。ドウシテモムズカクナイト、カワラナイ。

ニホンシャカイデハ、シンポハビトクデナイカモシレナイガ、シンポサセテモイイトオ
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モウ。ガイコクガシンポシテカラ、ワレワレモヤロウデハ、ショウギョウテキニカテナ

イダロウカラダ。

　

ヨンジュウイチ

　

ムカシハ、セイゾウギョウトイウト、ミナテサギョウダッタ。ソレヲエネルギート、キカ

イデヤルヨウニシタノガ、サンギョウカクメイデアル。エネルギート、キカイデツクル

ホウガヤスケレバ、イロンナギョウシャガソウスルダロウ。ソウシナイト、カカクキョ

ウソウデマケテシマウカラダ。

タダ、ソノヤリカタハ、ギョウシャノツゴウデアル。エネルギート、キカイヲタクサン

カエルギョウシャガカツダロウ。ソレニハ、マッタンノユーザーハ、アマリカンケイガ

ナイ。シホンガイチバンツヨイトコロガカツ。ソレダケダ。ソンナカネガアルカ、ナイ

カノキョウソウヲシテモ、ショウガナイキガスル。

エネルギーモタクサンツカエバ、チキュウカンキョウヲアッカサセルシ、ジュウギョウ

インニナッテイキノコレルカドウカモ、オカネデキマル。ソンナセカイデハタラクノモ

イイカモシレナイガ、テサギョウデモノヲツクルノガイイノダトオモウ。ソレガデキナ

クナルト、モハヤキカイニシハイサレルトイウコトダロウカラダ。

マエニモイッタヨウニ（●『ひ』ニヒャクニジュウサン）、ニンゲンノイイトコロハ、ウ

ンコヲスルトコロデアル（●『ひ』ニヒャクニジュウサン）。ソレニヨッテ、ショクブツ

ガセイチョウスルカラダ。ダカラ、キョクロンスルト、ニンゲンハ、ウンコヲシテイレ

バ、アトハドウデモイイトナル。ソウイウワケダカラ、バアイニヨッテハ、キカイヤ、シ

ホンカニヨッテ、ニンゲンガ、ニワトリガタマゴヲウムコウジョウノヨウナトコロニオ

カレテ、ウンコヲスルダケノイキカタニナルカモシレナイ。ソレデハマズイトワタシハ

オモウ。

　

ヨンジュウニ

　

ワタシハ、シーオーツーノハイシュツリョウヲ、センキュウヒャクキュウジュウネンヒ

デ、ゴジュッパーセントヘラシタ。タンジュンニイウト、ユブネニハイルカイスウヲヘ

ラシタカラ、コレガタッセイデキタ。デモ、イマノニホンジンカラスレバ、ソレハキョ

クタンナレイダロウ。

シカシ、ニホン（ジン）ハ、キョウトギテイショデ、シーオーツーヲロク、ナナパーセン

トサクゲンスルトシタ。シカシ、サクゲンサレタトイウハナシハキカナイ。ムシロ、ニ

センジュウイチネンノジシンノサイノゲンパツジコデ、ゲンパツヲトメ、カワリニ、カ

リョクハツデンヲフヤシタカラ、ムシロフエテシマッテイルノデハナイカ。シカシ、コ

ノサクゲンモクヒョウテイドヲタッセイデキナイト、チキュウニスミヅラクナル。

サクネンモオオアメガアッタ。カイスイオンドガジョウショウシタカラダロウ。コノフ

ユハ、アマリユキガフラナイトモイウ。コレモ、ミズブソクトイウケッカヲモタラス。ソ
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レナラ、ドリョクスルノガイイノデハナイカ。キョウトギテイショノダンカイデ、ロク、

ナナパーセントダッタカラ、ツギハジュウゴパーセントクライノサクゲンカモシレナイ。

ゲンジツテキナサクゲンノホウホウトシテハ、シュウニイチニチ、ネンリョウトデンキ

ヲツカワナケレバ、ソレハタッセイデキル。シュウニイチニチフロニハイラナクテモナ

ントカナルダロウ。アカリハ、ロウソクヲタテレバヨイ。ストーブヤエアコンモツカワ

ズ、ヒバチヤホンモノノコタツニスレバヨイ。レイゾウコハトメルワケニハイカナイノ

デ、ソノブンヲナニカデケズレバヨイ。ソンナカンジデ、ジュウゴパーセントハサクゲ

ンデキルトオモウ。

　

ヨンジュウサン

　

ニホンジンハオンコウダロウカ。ワタシハ、ソウデモナイトオモウ。カラオケヲハジメ

ルト、ココゾトバカリニ、「シュヤク」ヲエンジルカラダ。セイヨウニハ、カラオケノブ

ンカトイウノガナイ。ムシロ、ダレカガウタッテイタラ、ハーモニーヲクワエルノデハ

ナイカ。

アッチノヒトノハーモニーハウマイ。ニホンジンデソンナウマイヒトヲミタコトガナイ。

ハーモニーヲクワエルトイウコトハ、「ワキヤク」ニテッスルトイウコトダ。ニホンジン

ガウタッテイルカラオケニハーモニーヲツケタラ、イヤガルヨウナキガスル。

ツマリ、フダンハ、「シュヤク」デハナイガ、「シュヤク」ニナッタトキニハ、スキホウダ

イヤルトイウコトデアル。ソウイウゴウマンサガアルヨウニオモウ。

　

ヨンジュウヨン

　

タベルコトハダイジダ。タベナカッタラ、シンデシマウ。タダ、オイシイモノヤ、タカ

イモノヲタベルコトガダイジカトイウト、ソウデモナイ。ナゼナラ、ビショクヲシテイ

ルト、ザイサンヲキズケナイカラダ。

ワタシハ、ジュウナナネンマエ、インスタントラーメンバッカリタベテイタ。ガクヒヲ

タメルタメダ。シカシ、サイキンハ、ビショクニナッテ、カケイヲアッパクシテイタ。セ

イカツレベルヲアゲテシマウト、ソレヲサゲルコトガムズカシイ。キャッシュフローガ

ヨクナッテカラ、ビショクヲスルベキダ。ワタシノビショクハ、コンビニベントウナド

タイシタモノデハナイガ、ソレデ、ガッキヲウルコトニナッタ。

カンガエテミレバ、オヤジモオフクロモ、コンビニベントウナンテカッテキタコトガナ

イ。ジブンデツクルノガダイジダロウ。ソウイウスガタヲミテイタカラ、セイカツレベ

ルヲオトセルワケダ。

　

ヨンジュウゴ
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コノマエ、ワタシノパソコンガ、マルウェアニヤラレタ。ソフトウェアヲキュウシュツ

スルノニ、イヤデモ、ソノマルウェアトタタカウヒツヨウガアッタ。フツカカンカケテ、

ソフトウェアヲキュウシュツシタ。

サイバーコウゲキハジドウカデキルガ、ボウギョハジドウカスルノガムズカシイダロウ。

ソウスルト、ロウドウリョクノショウブトナル。ソレナラ、ソウイウタタカイヲスルナ

ラバ、コウゲキリョクモモッタホウガイイ。シカシ、ソンナセンソウヲシテモ、ダレモ

モウカラナイ。

ソレナラ、サイバーコウゲキヲハンザイトスレバイイダロウガ、ドコカノクニハ、サイ

バークウカンヲシハイシテ、イロンナトコロニ、サイバーショクミンチヲツクロウトシ

テイルノカモシレナイ（●ヨン）。ダカラ、ハンザイトハシヅライノカモシレナイ。ソレ

ナラソレデ、サイバートハ、スコシキョリヲオイタホウガイイダロウ。

　

ヨンジュウロク

　

ツヨイタチバノヒトガ、「ケンリ」ヲシュチョウスルコトハスクナイ。ヨワイタチバノヒ

トガ「ケンリ」ヲシュチョウスルダロウ。モトモト、セイヨウデハ、オウノチカラヲヨワ

メルタメニ、「ケンリ」ガシュチョウサレタ。ニホンデハ、アマリ、シハイガキツカッタ

コトガナイカラナノカ、「ケンリ」トイウモノヲ、ミズカラガカクトクシテイナイ。セイ

ヨウノマネヲシテ、「ケンリ」トイウカンガエカタヲイレタノダロウ。ソウイウイミデ、

ニホンジンハ、「ケンリ」ノシュチョウガヘタカモシレナイ。

　

ヨンジュウナナ

　

タマニ、ビジネスヤ、セイジノブンヤデ、チャレンジャーガアラワレル。ヨウスルニ、ア

タラシイセイヒンヤ、サービスガデテクル。ソレヲツクルヒトガ、チャレンジャーデア

ル。タマニソレデ、ビジネスヤ、セイジノチズガカワッタリスル。チャレンジャーニナ

ルコツハナンダロウ。

フツウノヒトハ、シジョウノイマアルジュヨウヲミタソウトスル。シカシ、チャレン

ジャーハ、イマアルヒトノフマンヲカイケツシヨウトスル。ソレガチガイダトオモウ。

　

ヨンジュウハチ

　

チュウゴクト、ガッシュウコクハ、ケイザイセンソウヲシテイルトモイワレル。ナニガ

モンダイナノカ。タンジュンニイウト、カミカ、パソコンカトイウセンソウデアル。

チュウゴクハ、カミヲハツメイシタ。ガッシュウコクハ、パソコンヲハツメイシタ。イ

マデハ、チュウゴクデ、パソコンヲツクッテイル。ソレデ、チュウゴクジンガ、カミヲ

テバナスカトイウタタカイデアル。セイジテキナコトバデイエバ、モシ、チュウゴクジ
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ンガ、カミヲテバナセバ、ソレハカクメイデアロウ。ソウイウセンソウナノデアル。

カトイッテ、パソコンヲツクルノヲ、チュウゴクジンガヤメルカ。ナカナカムズカシイ

モンダイデアル。パソコンハ、サキニノベタヨウニ（●ヨンジュウゴ、ヨン）、サイバー

ショクミンチヲツクレルヨチガアル。ソコデハケンヲキソウトイウセンタクモアル。ド

ウナルダロウカ。

　

ヨンジュウキュウ

　

サイキンハ、コウソウジュウキョガハヤリダソウデアル。イッケンヤヲカワズニ、ソウ

イウトコロニスムトイウ。ソレハソレデスムヒトノカッテダガ、ナンゼンマンエントイ

ウウリネハ、ハッキリイッテタカイトオモウ。

カリニ、ゴセンマンエンシタトシヨウ。ソノコウソウジュウタクニハ、ニヒャククカク

ガアッタトスルトスル。ソウスルト、ゴウケイノウリネガヒャクオクエントナル。ソノ

タテモノノチカハドウダロウ。イイトコロニタッテイレバ、ジュウオクエンハスルダロ

ウ。トイウコトハ、イックカクアタリノチカハ、ゴヒャクマンエンデアル。ツマリ、ト

チダケデヒョウカスルト、ソノコウソウジュウタクノイチクカクアタリノシサンカチハ、

ゴヒャクマンエントナル。カイネノジュウブンノイチデアル。

コレハドウイウコトカトイウト、バブルミタイナハナシデアル。ゴヒャクマンエンシカ

カチガナイノニ、ジュウバイノネダンガツイテイルトイウコトダ。ツクルホウハ、タカ

イタテモノヲツクレバ、トチガ、トイウカ、シュウヨウデキルモノガ、フエルカラモウ

カルダロウ。ジュウオクエンノトチデモ、ニジュッカイダテニスレバ、ニヒャクオクエ

ントデキル。

タダソレハ、ツクルホウノリクツデ、フドウサンヲアツカウホウカラスレバ、ジュウオ

クエンノトチニスギナイ。ニホンジンハ、ソレヲガッシュウコクジンカラマナンダノダ

ロウ。ニューヨークナドノフウケイデアル。タカイタテモノヲツクレバモウカルト。ニ

ホンジンハソレニダマサレテイルダケダ。サキニイッタヨウニ、イックカクアタリ、シ

サンカチハゴヒャクマンエンニシカナラナイ。ニホンジンハ、ガイコクジントウシカノ

コトヲドンヨクナドトイッタリスルガ、ニホンジンモソウナノダ。

　

ゴジュウ

　

「リョウロンヘイキ」トイウコトバガアル。ヨウスルニ、アルコトガラニツイテ、サンセ

イテキナイケント、ハンタイイケンヲリョウホウカクコトダ。

コノカンガエカタヲ、セイジデオシススメルト、ニダイセイトウセイニナル。ツマリ、

ナニカニサンセイスルセイトウト、ハンタイスルセイトウガ、チカラヲモツコトニナル。

モットイッテシマエバ、サンイイカノセイトウハ、ナイモトサレテシマウ。マルカバツ

カデセンタクガオワッテシマウカラダ。

キギョウモソウカモシレナイ。イチイノキギョウト、ニイノキギョウガゲンキデ、サン
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イイカノキギョウハナイモノトサレテシマウ。ソウイウワケダカラ、ナニカヲスルトキ

ハ、スクナクトモ、ニイイジョウヲネラウヒツヨウガアル。サンイイカダト、ナクテモ

オナジヨウナモノダカラデアル。

　

　

シツギョウヲヘンピンシテハイカガカ。

エイゾウ

　

ニセンニジュウイチネンイチガツニジュウニチ

iii toga b012 　

　

　

エイチティティピーコロンスラッシュスラッシュアイアイアイティオージーエーピリオ

ドシーオーエム　

ティエスユーエスエイチアイエヌアットマークアイアイアイティオージーエーピリオド

シーオーエム　

　

エイゾウのホン

　

　『アルクカラカンガエル』ニセンジュウゴネン

　

　『むしのツゴウニンゲンのツゴウ』ニセンジュウシチネン

　

　『よろこぶゲンシジン』ニセンジュウハチネン

　

　『オンガクイチエンのジダイ』ニセンジュウハチネン

　

　『スーペリアーをみつけた。』ニセンジュウキュウネン

　

　『ウンドウはすべてエレクトリック。』ニセンジュウキュウネン

　

　『エルガク～ひとりブツリガクのチョウセン』ニセンジュウキュウ　

　

　『ものみダイからのケイザイガク』ニセンジュウキュウネン

　

　『ひかりのあるところにはジュウリョクがある。』ニセンジュウキュウネン　

　

　『シソウしそう』ニセンニジュウネン
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　『シソウしそう ニカン』ニセンニジュウネン

　

　

エイゾウのデンシサイトからコウニュウできます。

　

http://eizo09.com/b012.htm
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