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エルガク ダイニカン

　　ヒトリブツリガクノシンテン

　

エイゾウ

　

　

　

ハジメニ

　

　ズイヒツヲカキツヅケテイルウチニ、エルガク（ブツリガクッポイ）ニイタッタ。ソノ

アイダ、ゴ、ロクネン。カンガエテカイテイレバ、ブツリガクハデキルノダトオモウ。モ

チロン、カンサツハヒツヨウデアル。コノチョウシデカキツヅケタイガ、カンキョウノ

ヘンカモアル。ジカイハチョットチガウカタチデホンヲダスコトニナルカトオモウ。ソ

レモソレトオモッテヨンデミテホシイ。

　

　

ニセンニジュウイチネンサンガツフツカ

エイゾウ

　

　

　

　

　

ニ、『ひかりがあるところにはジュウリョクがある。』（イカ、『ひ』）サン　

　

ナニカニヒカリガアタルト、ナニカガミエル。ソレガミドリイロヲシテイルト、ミルコ

トガデキル。シカシ、ヒカリガアタラナイト、ミエナイ。ヨルヲシッテイルヒトナラ、ワ

カルダロウ。シカシ、ソノモノガヒカルトハアマリイワレナイ。ジュースノカンニ、ヒ

カリヲアテタラ、ジュースノカンガキイロクヒカッタトハ、アマリイワナイ。

モシカシタラ、ヒカリトイウデンキミタイナモノガアタッテ、キイロイジュースノカン

ガヒカッタカノウセイガアル。セイカツバメンデハ、ドチラデモヨイダロウガ、ガクモ

ントシテハ、コノサハアルトオモワレル。

クロイモノハ、ヒカラナイ。ツマリ、コノイロハ、ヒカリヲアテテモ、ヒカルハンノウヲ

シナイ。ダトシタラ、クロイモノハ、ヒカリノエネルギーヲタメラレルカモシレナイ。バ

アイニヨッテハ、ハッカスルトイウ。「ブラックホール」モヤハリ、ソノウチハッカスル

ノデハナイカ。ソレナラ、クロイモノヲ、ヒカリヲタメルノニツカエルノデハトオモウ。

　

サン、『ひ』シチ
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「ヒカリ」ガヒカルノカ、「モノ」ガヒカルノカトイウモンダイガアル（●サン）。シロイ

オキモノニヒカリガアタルト、シロクミエル。コレハスデニワカッテイルコトデアル。マ

タ、クライトコロデ、シロイオキモノヲミテモ、スガタハトラエラレナイ。フツウハヒ

カリガ、シロイオキモノヲテラシテイルヨウニオモワレテイルダロウガ、ワタシハ、ヒ

カリトイウデンキノヨウナモノガ、オキモノニアタッテ、シロクハッコウシテイルトカ

ンガエル。ツマリ、オキモノハ、テラサレテイルワケデハナク、ヒカッテイルワケダ。

ヒカリハ、ヒカッテイルトイウイミガアルダロウカラ、タイヨウカラデタソレハ、「ヒカ

リ」トイウヨリ、「ヒカラ（セテイル）」デアル。ソレデモ、ヒカリハ、ヒカッテイルトイ

ウカモシレナイ。プリズムヲトオスト、イロンナイロガミエル。ダカラ、ヒカリハヒカッ

テイルンダ。トイウカモシレナイ。シカシ、ソレハ、プリズムガアッテノイロデアル。テ

レビダッテイロイロナイロガデル。タブン、クロイイタニ、イロンナイロヲウツシダス

コトガカノウナノデハナイカ。「ヒカラ」シダイデウツルイロガカワルトオモワレル。

　

ヨン、『ひ』ハチ

　

ナニカノオンドヲヒククスルト、コタイニナル。ギャクニ、タカクスルト、エキタイカ

ラキタイニナル。ウチュウガヒロガッテイルトイウノハ、オンドガタカケレバ、キタイ

ガオオクデキテ、ボウチョウスル。ソレデモ、ボウチョウノゲンカイハアルダロウ。マ

タ、オンドガヒクイトコロモアルダロウカラ、エキタイヤコタイモアルハズデアル。

ワタシハ、ウチュウハ、オオキナチキュウミタイナモノダトカンガエテイル（●『ウ』

ヒャクななジュウニ、『ウ』ヒャクよんジュウ、『ウ』サンジュウハチ、『ウ』ニジュウイ

チ、『ウ』よん、『ス』ヒャクサンジュウロク、『スーペリアーをみつけた。』［イカ、『ス』］

ヒャクニジュウロク、『ス』ゴジュウキュウ）。アトニヒャクネンハヤケレバ、オオガネ

モチニナッタカモシレナイ。ナンノコトカ。ウチュウノソトノホウニハネンリョウガア

リソウナノデアル。チキュウデハ、ソレヲソトガワカラホッテカクニンサレテイル。セ

キユデアル。マァ、チャレンジャーダカラシカタガナイ。

　

ゴ、『ひ』キュウ

　

トキオリ、ワタシハジカンリョコウノハナシヲシテイル（●『ウ』ヒャクニジュウなな、

『ウ』ヒャクよん、『ウ』ロクジュウハチ、『ス』よんジュウニ、『ス』よんジュウイチ、『ス』

ジュウキュウ、『オンガクイチエンのジダイ』［イカ、『オ』］ゴ、『よ』ニジュウイチ）。ソ

レダト、ダイタイカコニソコニイタトイウザヒョウニモドレバ、「ジカンリョコウ」デハ

ナイカトイウコトダ。

シカシ、コンカイハホントウノジカンリョコウガデキルカモシレナイ。イヤ、ジカンリョ

コウトイウカ、デジェネレーション（タイホ）デアル。ソレハ、ドウヤレバデキルカ。エ

ル（ウンドウ）イコール ダブリュエー（あたたかさ）ワルダブリュ（シツリョウ）デア
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ル（●『ウンドウはすべてエレクトリック』［イカ、『ウ』］ヒャクニジュウキュウ、『よろ

こぶゲンシジン』［イカ、『よ』］サンジュウニ、『よ』ニジュウハチ）。コノダブリュエー

ヲソウサスル。ツマリ、ジカンヲモドシタイブブンヲヒヤスノデアル。

チキュウヲヒヤシテモイイシ、ウチュウゼンタイヲヒヤシテモイイ。シキデハ、ダブリュ

エーガマイナスニナル。シタガッテ、ウンドウモマイナスニナル。エルイコールティ（ジ

カン）（●『ウ』よんジュウ、『よ』サンジュウニ）ダカラ、ジカンガギャクニナガレルコ

トニナル。ウンドウノムキガカワルトイウワケダ。シカシ、ソレヲヤッテモオモシロク

ナイダロウ。タマニ、ドウブツナドヲコオラセテホカンスルトイウハナシガアル。ソコ

カラソセイサセルノハムズカシイラシイガ、マァ、ソウイウハナシデアル。

　

ロク、『ひ』ジュウ

　

ヨッツノコウセイニトウカンカクデカコマレタホシハ、インリョクガツリアッテウゴカ

ナイ。コレヲワタシハ、「デッドロック」トヨンデイル（●『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）。マワリノコウセイノインリョクガツリ

アッテイルカラ、ジー（ジュウリョク）ガレイノヨウニナル。カンゼンナレイデハナイ

ガ、ソレヲ、「アクティブレイ」トイオウ。

トニカクレイッポイ。アンガイウチュウノナカノコウセイナリ、ギンガノハイチハソウ

ヤッテ、ウマクツリアッテハイチサレテイルノカモシレナイ。セイテキハイチデアル。

モシ、ソウイウツリアイガ、マダトレテイナイトシタラ、ウゴキガサカンナハズデアル。

ニンゲンモレキシノナカデ、ハイチヲソレゾレガマノアルヨウニシテキタ。ソウイッタ

アクティブレイノハイチノウチュウカモシレナイ。

　

ナナ、『ひ』ジュウイチ

　

ニホンハジシンノオオイクニデアル。ハチネンマエノトウホクノジシンノトキニハ、キ

ンキュウジョウホウガワタシノケイタイデンワニハイッタ。ソレモフダントハチガウケ

イコクオンツキデダ。

ウチハチメイテキナソンショウハナカッタガ、カベニヒビガハイッタリ、タイルガワレ

タリシタ。ソレカラトイウモノ、ソノキンキュウジョウホウノオトガコワクナッタ。シン

リガクデイウ、ジョウケンヅケデアル。ビートイウサインガアッテ、イヤナエーガハッ

セイスルバアイハ、ビーガコワクナルトイウハナシダ。

マァ、ソレハトモカク、ジシントイウノハ、チカクノウンドウトイワレテイル。ツマリ、

エル（ウンドウ）デアルワケダ。エル　イコール　イー（デンキ）デアル（●『ウ』ヨ

ンジュウゴ）。ソノタメニ、チカクノデンキヲトラエラレレバ、ジシンハヨソクカノウト

ナル。

デンキナマズガヨチデキルトイウ。ヤッパリコレモ、デンキデアル。ソノギジュツヲタ

カメタラ、ヒガイハヘルトオモウ。モットダイタンニヤレバ、ユレガオコルトイウハド
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ウノギャクニソレトドウヨウノオオキサノハドウヲオコシテ、ジシンヲウチケストイウ

ホウホウモアロウ。ジシンハシンゲンカラエンジョウニソトヘムカッテヒロガルヨウダ。

コレハ、イケニイシヲナゲコンデ、ハモンガヒロガルノニニテイル。コノハモンヲトメ

ルノハムズカシイトイウカ。タブン、ギャクニカワラカライシヲトリダセバ、ギャクホ

ウコウノハモンガデキルダロウ。ソレハドウイウコトカトイウト、ジシンヲチュウワス

ルノハ、リロンテキニハカノウトイウコトデアル。タダ、シンゲンカラ、ナニカオオキ

イモノヲトリダスノハ、ギジュツテキニムズカシイ。ソウイウカダイハアル。

　

ハチ、『ひ』ジュウゴ

　

ワタシハ、ワタシノギジュツリョクガヨーロッパニクラベテ、ニヒャクネンオクレテイ

ルトオモッテイル（●『ス』ヒャクサン）。マエニモイッタヨウニ、ニヒャクネンハヤ

カッタラ、セキユヲホリアテテ、オオガネモチニナッテイタダロウ（●『ひかりのある

ところにはジュウリョクがある。』［イカ、『ひ』］ハチ、『ウ』ヒャクよんジュウ）。

ソノオクレヲ、ニバイノハヤサデオイカケルト、ゲンジョウノスイジュンマデヒャクネ

ン。ソレカラノシンポニ、ゴジュウネン、ニジュウゴネン、ジュウニテンゴネントカカ

リ、ケッキョク、オイツクマデニニヒャクネンカカル。

コノダンダンハンブンニシテケイサンスルトコロガオモシロイ。イッキニニヒャクネン

カカルコトヲイエルヒトモイルダロウガ、ジュンジョヲオッテケイサンスルトソウナル。

コレハ、シャッキンノケイサンニモツカエルトオモウ。

ニヒャクマンエンカリテ、ニバイノハヤサデカエシタラ、ナドデアル。ニバイノハヤサ

ナラ、キンリガトテツモナクタカクナケレバ、カエセルダロウ。トコロガ、ニブンノイ

チノハヤサダト、サキノヨウニケイサンシテ、キンリガナイトシテモ、ヨウヤクカエセ

ルトナル（ヒャク、ゴジュウ、ニジュウゴ、ジュウニテンゴト。）。

ナゼ、ソノヨウニケイサンスルカ。ソレハ、ツギノシュンカンニ、ベツノモノニオカネ

ヲツカッテイルカノウセイガアルカラダ。ダカラ、コレガメヤストナル。ツマリ、タカ

イモノヲカウトシテモ、キュウリョウノニバイニオサエナサイダ。ダカラ、ソウカンタ

ンニクルマハカエナイ。カウノダッタラ、チョキンヲスルヨウダロウ。

コレヲマモラズニ、キュウリョウノサンバイノモノヲカウト、ソノケイサンデハ、ロク

ジュウロクパーセントシカカエセナイ。ツマリハタンダ。ダカラ、ソレヲシテハイケナ

イ。シカシ、ニバイダトシテモ、マイカイニソレヲスルト、ヤハリハタンスル。ダカラ、

シュッピノルイケイヲキュウリョウノニバイニオサメルトイイダロウ。マタ、キュウリョ

ウノイチバイニ、レイテンゴバイニオサメレバ、チョキンモデキルデアロウ。

　

キュウ、『ひ』ニジュウニ

エル（ウンドウ）イコールジー（ジュウリョク）トカイタ（●『ウ』よんジュウゴ）。マ

タ、エル イコールダブリュエー（アタタカサ）ワルダブリュ（シツリョウ）デモアル（●

『ウ』ヒャクニジュウハチ）トイウコトハ、ジーイコール ダブリュエー ワル　ダブリュ
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トナル。

ヨウスルニ、アタタカイホド、ジュウリョクガツヨイワケデアル。コレデ、ナゼ、コウ

セイニ、ジュウリョクガアルカセツメイデキルデアロウ。チキュウモ、ナカガモエテイ

ルカラ、オナジリユウダ。ツキノジュウリョクガチキュウトクラベテチイサイトイウガ、

ソレハナカノオンドガヒクイカ、シツリョウガオオキイノデアロウ。コレラノフタツノ

スウチヲハカレレバ、ミッツノスウチガダセルダロウ。

　

ジュウ、『ひ』ニジュウサン

　

エス（ソクド）イコールディ（ミチノリ）ワル ティ（ジカン）デアル。ティ イコールエ

ル（ウンドウ）デアル（●ホンショ［イカ、ムヒョウキ］キュウ、『ウ』よんジュウ、『よ』

サンジュウニ）。エルイコール ダブリュエー（アタタカサ）ワルダブリュ（シツリョウ）

デアル（●『ウ』ヒャクニジュウハチ）。コレヲセイリスルト、エスイコール ディ ワル

ダブリュエー ワル ダブリュトナル。

コレデナニガイエルカトイエバ、アタタカサガヒクイホド、ソクドガオオキクナル。モ

シクハ、ソクドガオオキイホド、アタタカサハ、ヒクイトイウコトデアル。イッパンテ

キニハヒカリガ、イチバンハヤイトサレルガ、モットヒヤセレバ、ソクドハアガルカモ

シレナイ。

　

ジュウイチ、『ひ』サンジュウサン

　

ヒカリハ、デンキノイッシュダトカイタ（●『ウ』キュウジュウ）。デンキハ、イーエル

（デンキ）イコール イー（エネルギー）ワルダブリュ（シツリョウ）デアラワセル（イー

エル イコールエル［ウンドウ］、エル イコール イー ワルダブリュヨリ。●『ウ』ヨン

ジュウゴ、『よ』サンジュウニ、『よ』ニジュウハチ）。ツマリ、シツリョウガレイナラ、

ヒカラナイワケデアル。タトエバ、コウセイカラ、ヒカリガデタトスル。トドイタサキ

ノナニカガ、シツリョウガレイナラ、ソレハヒカラナイ。

ウチュウクウカンモソウカモシレナイ。ホシハ、ヒカッテイルガ、クウカンハヒカラナ

イダロウ。ツマリ、ヒカルノハ、ウケテノモンダイダトイウコトダ。ワタシタチノメニ

ハ、タイヨウガヒカッテミエルガ、ソレハ、ウケテデアルワタシタチノメニ、シツリョ

ウガアルカラダ。ツマリ、ヒカリニドウチョウカノウナワケダ。

　

ジュウニ、『ひ』サンジュウヨン

　

ネツモマタ、ウケテノモンダイトカンガエラレル（●『ひ』サンジュウサン）。ネツハ、

ダブリュエー（ネツ）イコール イーエル（デンキ）カケルダブリュ（シツリョウ）デア

ル（イーエル イコール ダブリュエー ワルダブリュヨリ。●『ウ』ヒャクニジュウキュ
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ウ）。ダカラ、ネツモ、シツリョウガレイナラハッセイシナイ。マタ、コウセイノチカク

ニアッテモ、シツリョウガレイナラ、ネツガナイ（ウツラナイ）トナル。ダカラ、ネツデ

ンドウセイガタカイノハ、シツリョウガオオキナモノトナル。ワタシタチモ、シツリョ

ウガアルカラ、ネツヲカンジルトイウコトダ。

　

ジュウサン、『ひ』サンジュウロク

　

ナニカヲモヤストヒカリガデル。タイヨウコウハツデンヲシテイルラシイカラ、タシカ

ニ、ヒカリガデテイルンダロウ。ニクガンデモカンソクデキル。コノモエテイルモノト、

ヒカリハハンパツスルカンケイカモシレナイ。

モエテイルモノモヨウキョク（プラス）デ、ヒカリモヨウキョクトイウコトダ。ジシャ

クヲカンガエレバ、ワカリヤスイダロウ。ソウデナイト、ヒカリガハナタレルリユウガ

ヨクワカラナイ。タダ、ブラックホールノバアイは、インキョク（マイナス）ナノダロ

ウ。ダカラ、ヒカリガアツマル。ヒカリハドコヘイクカ。ツマルトコロ、インキョクノ

トコロヘイクンダトオモウ。

　

ジュウヨン、『ひ』サンジュウハチ

　

イシキハサイボウニアルトカイタ（●『ウ』ヒャクジュウよん、『ス』ヒャクジュウよん、

『ス』キュウジュウよん、『ス』キュウジュウサン、『ス』キュウジュウイチ、『ス』ハチ

ジュウロク、『ス』よんジュウサン）。タンサイボウセイブツデモイキラレルカラデアル。

サイボウトイエバ、タンパクシツヲフクセイスルキノウガソナワッテイル。イデンケイ

デアル。イデンシハ、カガクブッシツノアツマリダガ、ソレニイミガアルトサレル。ソ

レニヨッテ、コタイノケイシツヤキノウニサガデルカラデアル。ツマリ、イデンケイハ

ジョウホウヲアツカッテイルトイエル。ジョウホウトイウヨリ、グタイテキナブッシツ

ナノダガ。

ソウナラバ、カンジョウノヨウナジョウホウヲアツカッテモオカシクナイダロウ。ヤッ

パリ、モノヲアツカウカモシレナイ。オコッタトキニハ、アルブッシツヲゴウセイスル

ヨウナデアル。ソウスルト、ノウヨリサイボウナノカモシレナイ。シカシ、ノウガオオ

キナウンドウヲウケモッテイルカラ、ニンゲンハウゴケルトモイエル。ドチラモダイジ

デアロウ。

　

ジュウゴ、『ひ』ヨンジュウニ

　

イーエル（デンキ）イコール ダブリュエー（アタタカサ）ワルダブリュ（シツリョウ）デ

アル（●『ウ』ヒャクニジュウキュウ）。コノウチミエルノハ、ダブリュデアロウ。チャ

ワンガソコニアレバミエル。コレハ、ヒカリガアルタメデアル。ヒカリガナケレバ、シ

6



目次

ツリョウハカンサツデキナイ。マワリガヒカッテイルカ、ソノチャワンガヒカッテイル

カ（●『ひ』サン）ハ、サテオキ、ヒカッテイレバ（メニミエレバ）、シツリョウハ、カ

ンサツカノウダ（タダ、ケイサンデハカルコトハカノウデアロウ。）。ダカラ、ソノヒカ

リヲシツリョウトカテイスル。

ソウスルト、イーエル イコール ダブリュエー ワルエルアイ（ヒカリ）デアル。トハイッ

テモ、モノハモノトイウカンガエカタガツヨイノデ、イーエルイコール ダブリュエー ワ

ル エム（モノ）ヤ、イーエル イコールダブリュエー ワル カッコ エム タス エルアイ

カッコナドトシタホウガイイカモシレナイ。

シカシ、デンキトイウゲンショウメンデハ、ヒカリトイッテシマッテモヨイノデハナイ

カ。シカシ、モンダイモアル。ソレハ、タイヨウノデンキリョウ（ダブリュエーワルエ

ルアイ。）ト、ライターデツケタヒノデンキリョウガ、ヒリツガオナジダトスルト、オナ

ジカズニナッテシマウ。ツマリ、ドチラモ、「イチ」ノカノウセイガアル。ソウスルト、

タブン、ジッサイテキナハツデンリョウハ、タイヨウノホウガオオキイハズダ。ソレヲ

ドウカンガエルカトイウモンダイガアル。

ソレヲ、オオキイデンキ「イーエル エル」ト、チイサイデンキ「イーエルエス」トワケ

テカンガエレバ、カイケツスル。シカシ、ソレナラ、デンキノダイショウニツイテノギ

ロンガヒツヨウデアロウ。タンジュンナノハ、ナニカノチョッケイト、タトエバ、アタ

タカサヲハカルワケデアル。ダカラ、イーエルイコール ダブリュアイ（チョッケイ）カ

ケル ダブリュエー ワルエルアイトナルワケデアル。

　

ジュウロク、『ひ』ヨンジュウサン

　

サキノシキデハ（●『ひ』ヨンジュウニ）、イーエル（デンキ）イコールダブリュエー（ア

タタカサ）ワルダブリュ（シツリョウ）ノウヘンノダブリュヲ、エルアイ（ヒカリ）ワル

ダブリュアイ（チョッケイ）ニサシカエタ。コノシキガタダシイトスルト、ダブリュイ

コール　エルアイ ワル ダブリュアイダ。

ツマリ、ヒカリガレイダトスルト、シツリョウモレイニナル。マタ、ダブリュアイガレイ

デモ、ダブリュハレイニナル。ドウイウコトカトイウト、ヒカリガナイトコロニハ、ナ

ニモナイトイウコトダ。「ブラックホール」ガ、ヒカリヲスイコンデイルナラ、ソレハ、

シツリョウガアルトイウコトニナル。ダカラ、ソレガナニカヲスイコンダトシタラ、ヒ

カリガアルハズデアル。ダカラ、ナニカガタマッテイケバ、マタモエルカ、インセキノ

ヨウニナルダロウ。

マタ、オオキサノナイモノノシツリョウハレイトイウコトデアル。ダカラ、アルモノヲ

チイサクスルヨウナアツリョクヲカケレバ、ソレハ、トテツモナクテイオンニナルダケ

デ、ナクナリハシナイ。ギャクニ、ヒロゲレバ（オンドヲタカクスレバ）、ドコマデモコ

ウオンニナル。ダカラ、ウチュウハ、ビッグバンデコワレテシマウトイウヨリ、オンド

ガアガリツヅケルカギリ、ヒロガルダロウ。シキヲイジルト、ダブリュアイイコール エ

ルアイ ワルダブリュダカラ、ヒカリガオオキクナルホド、ウチュウハヒロガルコトニナ

ル。シツリョウトヒカリノオオキサガケイサンデキレバ、ウチュウノオオキサデハカレ
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ルデアロウ。

　

ジュウシチ、『ひ』ヨンジュウヨン

　

イーエル（デンキ）イコール ダブリュエー（アタタカサ）ワルダブリュ（シツリョウ）

デアル（●『ウ』ヒャクニジュウキュウ）。コレヲイジルト、ダブリュカケル イーエル

イコールダブリュエーニナル。ツマリ、アタタカサトハ、シツリョウトデンキニヨルコ

トニナル。シツリョウヲ、サキノケイサンシキヲツカッテ、ダブリュイコール エルアイ

（ひかり）ワルダブリュアイ（チョッケイ）（●『ひ』ヨンジュウニ）ノチョッケイヲ、ア

ツリョクヲカケ、チイサクシテヤレバ、シツリョウガオオキクナル。ソウスルト、サキ

ノシキデハ、ギャクニアタタカクナル。コレハナゼダロウ。

タブン、アツリョクヲカケタデドコロノモノモ、ケイサンシキニハイッテシマウカラダ

トオモワレル。ダカラ、ソノモノノオンドハヒククナッテモ、アツリョクヲカケタモト

ハ、オンドガアガル。ソウイウコトダトオモウ。ダカラ、モノニアツリョクヲカケテ、ア

タタカサヲサゲヨウトオモッテモ、ケッカテキニハ、ヨリアタタカクナッテシマウコト

ガカンガエラレル。ウマク、ヒカリヤデンキヲオサエラレレバイイガ、ソウイウムズカ

シイメンハアルトオモウ。

　

ジュウハチ、『ひ』ヨンジュウゴ

　

ダブリュ（シツリョウ）イコール エルアイ（ヒカリ）ワルダブリュアイ（オオキサ）デ

アル（●ヨンジュウニ）。マタ、ダブリュ カケルイーエル（デンキ）イコールダブリュ

エー（アタタカサ）デアル（●『ひ』サンジュウよん）。

モノニアツリョクヲカケテ、ダブリュアイヲヘラシタトスル。ソウスレバ、アタタカサガ

ヘルハズダガ、ホカノヨウソモカワラナイト、アタタカサハチイサクナラナイ（●『ひ』

ヨンジュウヨン）。トイウコトハ、コノヨウニソウサシヨウトスルバアイニハ、エルアイ

カイーエルヲヘンカサセルヒツヨウガアル。ソノイーエルノハナシデアル。ギャクニ、

アルモノノオンドヲタカメヨウトスレバ、ダブリュアイにタイシテ、エルアイガオオキ

クナル。モヤシテミルバアイヲカンガエレバイイ。ヒカリガデルシ、イクラカキタイニ

ナッテ、モノガオオキクナル。ソレヲトメルノニハ、ドウシタライイカ（ズイチ）。
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ｅｒｕ２-01.png
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ｅｒｕ２-02.png
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ｅｒｕ２-03.png

　

　

ミズヲカケルホウホウモアルガ、ヒカリヲシャヘイスルモノヲカブセレバヨイ（ズニ、ズ

　サン）。

ソウスルト、ダブリュアイモオオキクナラナイシ、エルアイモオオキクナラナイ。エル

アイハデツヅケルダロウガ、リョウイキノゲンテイガアルカラ、ヤガテヒカリハリンカ

イニタッスルダロウ。ソノアト、ヒガヨワマルカドウカハ、ケイケンデアルトオモウガ、

ヤガテヒガヨワマル（タバコナドノバアイダ。）。

ソウスルト、エルアイガオオキク、シタガッテ、ダブリュガオオキクナル（ダブリュア

イガゲンテイサレテイルカラダ。ソウスルト、ゲンテイノソトヘチカラガハタラクトオ

モウ。）ソウスルト、ソノゲンテイノナカニアッタベツノモノガ、ソウタイテキニカルク
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ナルコトニナル。

ダカラ、ヒカリガリンカイニタッスルヨウナバアイニハ、ソノリョウイキナイニアルベ

ツノモノガウクカノウセイガアルシ、モノヲトバスノガヨウイニナロウ。ツマリ、チキュ

ウジョウデショウゴヲリンカイトトラエレバ、ゴゴノホウガ、ナニカヲトバシタリスル

ノガ、カンタンニナル。トリノハネ（ウモウ）モ、クモリヤアメノヒヨリモ、ハレノヒノ

ホウガトビヤスイトナル。

　

ジュウキュウ、『ひ』ゴジュウ

　

イシキハ、エル（ウンドウ）デアル（●『ウ』ヒャクキュウジュウキュウ、『ウ』ヒャクゴ

ジュウゴ、『ウ』ヒャクニジュウイチ、『ウ』ヒャクジュウよん、『ス』よんジュウイチ）。

マタ、イーエル（デンキ）デモアル（●エルイコールイーエルヨリ。『ウ』ヨンジュウゴ）。

ダカラ、ソトカラカンサツカノウデアル（イマノトコロハデキナイカモシレナイガ。）。

デンキシンゴウヲミルワケデアル。ソレナラ、ニンゲンニハ、ウチハナイノカトナル。シ

カシ、プライベートナシコウモアルダロウ。シリタガリナラ、アルヒトノイシキヲシリ

タガルダロウガ、ソレハメイワクデアロウ。シカシ、ソンナモノダ。ソウヤッテ、ウチト

ソトニワケルト、カンサツカノウニナルワケダ（キャッカンガカノウニナルカラ。）。ホ

ンネトタテマエトイウニホンジンナラ、マァ、ソウイウノハアロウ。シカシ、オモテウ

ラノナイヒトモイルダロウ。カンサツシテモ、シカタガナイガ、「イシキ」ハナクハナイ

トイエソウダ。

　

ニジュウ、『ひ』ゴジュウイチ

　

イシキハ、イーエル（デンキ）デアル（●『ひ』ゴジュウ）。イーエル イコールダブリュ

エー（アタタカサ）ワルダブリュデアルカラ（●『ウ』ヒャクニジュウキュウ）、ネツガ

ナケレバナリタタナイ。マタ、シツリョウモジュウヨウデアル。ダカラ、ニンゲンノイシ

キノレンジハ、マイナスサンジュウドカラ、ヨンジュウゴドテイドノハンイダロウ。ソ

ノホカノジョウケンデナリタツイシキ（デンキ）ハ、タブンカンジニクイダロウ。ソウ

イウワケデ、ホカノチテキセイメイタイハサガシニクイトオモワレル。

　

ニジュウイチ、『ひ』ゴジュウニ

　

ダブリュ（シツリョウ）イコール エルアイ（ヒカリ）ワルダブリュアイ（チョッケイ）デ

アル（●『ひ』ヨンジュウゴ、『ヒ』ヨンジュウニ）。ダカラ、ヒカリガレイデモ、シツ

リョウハレイダシ、チョッケイガレイデモ、シツリョウハレイデアル。ダカラ、ソノレ

イガアルトコロニハ、ナニモナイコトニナル。シカシ、ナニモナイトコロハ、トジテイ

ルノカ、ヒライテイルノカトイウモンダイガアル。ツマリ、レイガジツザイスルカトイ
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ウハナシデアル（ジツザイスルダロウガ。）。

エーテントビーテンカラミテ、シーテンニ、ナニモナイガアッタトシヨウ。ビーカラシー

ヲオシダシタラ、ナニモナイハ、ディテンニイドウスルノカトイウハナシデアル。タブ

ン、チョッケイガレイダカラ、オシダスコトハデキナイノデアロウガ、モシオシダセル

トシタラ、ソノナニモナイヲドウグニ、コウソクノユソウガデキルカモシレナイ。ハコ

ノヨウニツカウワケデアル。タダ、アマリソレヲヤルト、ウチュウノアンテイガクズレ

テシマウカモシレナイガ。

　

ニジュウニ、『ひ』ゴジュウサン

　

エルアイ（ヒカリ）ハ、ネツヲハコブタメノモノカモシレナイ。ドウモ、ウチュウニハ、

ナニモナイガアリソウダカラ（●ゴジュウニ）、ナニカガナイト、ネツヤシンドウハツタ

ワラナイ。ソノツタエルヤクメヲ、ヒカリガハタシテイルヨウナキガスル。

イーエル（デンキ）イコール ダブリュエー ワルダブリュ（シツリョウ）（●『ウ』ヒャ

クニジュウキュウ）、ダブリュ イコールエルアイ（ヒカリ）ワルダブリュアイ（チョッケ

イ）（●『ひ』ゴジュウニ、『ひ』ヨンジュウゴ、『ひ』よんジュウニ）ダカラ、イーエル

イコール ダブリュエー カケル ダブリュアイ ワルエルアイデアル。ツマリ、ヒカリガレ

イダト、デンキガレイニナッテシマウ。ダカラ、ヒカリハウチュウデハ、バイタイノヨ

ウナヤクメヲハタシテイルノダロウ。ダカラ、ヒカリヲサイリヨウスルコトハ、ウチュ

ウニトッテ、ニンゲンニトッテ、ダイジダロウ。

　

ニジュウサン、『ひ』ゴジュウヨン

　

サキニ、ヒカリヲツカッタコウソクウンパンノハナシヲシタ（●『ひ』ゴジュウニ）。ナ

ニカヲヒカリデオシダストイウヤリカタダ。スイソナンカナラ、カルイダロウカラ、ソ

レヲハコンダリデキルカモシレナイ。ヒカリファイバーデ、カクカテイヘツナゲバイイ

ダロウ。ソレナラ、コンゴネンリョウニコマラナイカモシレナイ。

　

ニジュウヨン、『ひ』ゴジュウゴ

　

ヒカリハウンドウヲスルモノニトッテ、ダイジデアル。エル（ウンドウ）イコールダブ

リュエー（アタタカサ）カケル ダブリュアイ（チョッケイ）ワルエルアイ（ヒカリ）ダ

カラダ（●『ひ』ヨンジュウニ、『ひ』ゴジュウサン、『ひ』ヨんジュウサン、シキノイー

エル［デンキ］ヲエルニカエテ。『ウ』ヨンジュウゴ）。ソウイウワケダカラ、ヒカリヲム

ダニシテハイケナイ。

デキレバ、ウチュウデモ、リサイクルヲシタホウガイイダロウ。ソウダトスルト、ウチュ

ウガキュウケイナラ（●『ひ』ハチ、『ウ』ヒャクななジュウニ、『ウ』ヒャクよんジュ
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ウ、『ウ』サンジュウハチ、『ウ』ニジュウイチ、『ウ』よん、『ス』ヒャクサンジュウロ

ク、『ス』ヒャクニジュウロク、『ス』ゴジュウキュウ）、ハンシャシテ、マタウチュウノ

チュウシンニモドル（ズヨン）。ダカラ、ウチュウノカタチヲカエルヨウナコウイハツツ

シムベキデアロウ。

　

ｅｒｕ２-04.png

　

　

ニジュウゴ、『ひ』ゴジュウロク
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イーエル（デンキ）イコール ダブリュエー（アタタカサ）ワルダブリュ（シツリョウデ

アル（●『ウ』ヒャクニジュウキュウ）。コレヲテンカイサセルト、イーエルカケル ダブ

リュ イコールダブリュエートナル（●『ひ』サンジュウヨン）。ダブリュ イコールエル

アイ（ヒカリ）ワルダブリュアイ（オオキサ）トオモワレルノデ（●『ひ』ゴジュウサ

ン、『ひ』ゴジュウニ、『ひ』ヨンジュウサン、『ひ』ヨンジュウニ）、イーエルカケル エ

ルアイ ワル ダブリュアイ イコール ダブリュエートナル。

ツマリ、デンキトヒカリヲカケテ、オオキサデワッタモノガ、アタタカサトナル。オナ

ジリョウノデンキトヒカりナラ、オオキサガチイサイホウガアタタカイトナル。コウセ

イハオオキイガ、カナリオオキナデンキトヒカリヲモッテイルダロウ。ギャクニツメタ

イトナルト、デンキトヒカリガスクナイハズダ。シカシ、アタタカイキタイト、ツメタ

イキタイハ、マザロウトスル。ソウイウセイシツモアル。コノシキデハ、オオキサヲフ

ヤスト、ツメタクナル。コレガドウイウコトカ、マタカンガエテミタイ。

　

ニジュウロク、『ひ』ゴジュウナナ

　

エル（ウンドウ）イコール ダブリュエー（アタタカサ）カケル ダブリュアイ（オオキサ）

ワルエルアイ（ヒカリ）（●イーエル［デンキ］イコール ダブリュエー カケルダブリュ

アイ ワル エルアイ。『ひ』ヨンジュウニ、エル イコールイーエルヨリ。『ウ』ヨンジュ

ウゴ）ダ。

コレデ、ヒカリガレイダトスルト、アタタカサガレイニナル。ウンドウモレイニナル。ツ

マリ、セイブツハ、ヒカリガナイジョウケンデハ、イキラレナイトナル。ウンドウモセ

イリツシナイカラ、ソウイウジョウケンデハ、ロボットモウゴカナイノデアロウ。エル

イコール　イーエル（デンキ）ダカラ、デンキガツカエナイトナル。クラヤミデウゴク

ロボットモアルダロウガ、ヒカリガナケレバ、ウゴケナイダロウ。ソウイウワケデ、ヒ

カリハダイジナノデアル。

　

ニジュウナナ、『ひ』ロクジュウニ

　

モノガエーカラビーニイドウシタトスル。コレヲバラバラニミタノデハ、ソノウゴキニレ

ンゾクセイガナイトニンシキサレル（タトエホントウニウゴイタトシテモダ。ニマイノ

シャシンヲカンガエレバイイ。）。シカシ、「イシキ」トイウノハソレヲニンシキスル。ソ

レガ「イシキ」ノスゴサダ。ジカンジクデ、ダンペンテキナジョウホウヲセイリデキル。

コレカライエルコトハ、モシ、エーチテンデノエイゾウヲモッテイナケレバ、「ウゴイ

タ。」トハイエナサソウデアル。ツマリ、キロクガナケレバ、「イシキ」ハツカイモノニ

ナリヅライトイウコトデアル。ソノレキシヲニンシキデキルノガイシキノツヨサダ。

キロクトイシキハベツモノカモシレナイガ、イシキノキノウハソンナトコロダロウ。ダ

カラ、ソレガデキルカギリ、イシキハナイトイエナイデアロウ。ディニエサヲオイタト
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スル。ディニムカッテイルムシガイルノダガ、エサヲイーニイドウサセタトスル。ソレ

デ、ソノムシガイーニムカウトスレレバ、ソノムシニハ、イシキガアルンダロウ。タン

サイボウセイブツニモアリソウナキガスル。

　

ニジュウハチ、『ひ』ロクジュウサン

　

マイナスノエネルギーガアルトスル。グタイテキニハ、マイナスノダブリュエー（アタ

タカサ）デアル（ダカラ、ツメタイ。）。ソウルト、ジー（ジュウリョク）イコールダブ

リュエー ワルダブリュ（シツリョウ）ダカラ（●『ウ』ヒャクニジュウキュウ）、マイナ

スノジュウリョクニナル。ドウイウコトカトイウト、イママデヒッパッテイタトスレバ、

ギャクニオシダスコトニナル。ソウヤッテ、ヒッパルノガコウオンデ、オシダスノガテ

イオントカンガエルトワカリヤスイ。キタイトコタイデアル。

　

ニジュウキュウ、『ひ』ロクジュウヨン

　

イーエル（デンキ）イコール ダブリュエー（ネツ）ワルエルアイ（ヒカリ）ワルダブリュ

アイ（オオキサ）デアル（●『ひ』ゴジュウナナ、『ひ』ゴジュウゴ、『ひ』ゴジュウサ

ン、『ひ』ヨンジュウサン、『ひ』ヨンジュウニ）。ダカラ、ダブリュエーイコール イーエ

ル カケル エルアイ ワルダブリュアイトナル。ツマリ、ネツトハ、デンキトヒカリヲカ

ケテ、チョッケイデワッタモノトナル。

ダカラ、デンキヤヒカリガツヨイホウガアッタカクナルシ、マタ、オオキサガチイサイモ

ノノホウガ、ネツハオオキクナルトイウコトダ。オオキイモノヲアタタメルコトハ、タ

クサンノデンキナドヲツカウトイウコトニナル。

チキュウオンダンカガラミデイエバ、デンキヤヒカリノリヨウリョウヲチイサクスレバ、

キオンハジョウショウシナイトナル。シカシ、カセキネンリョウモソウダガ、デンキヲ

リヨウシナイトイウノハ、ムズカシイダロウ。ナニカホウホウハナイカトオモウ。

　

サンジュウ、『ひ』ロクジュウナナ

　

イーエル（デンキ）イコール ダブリュエー（ネツ）カケルダブリュアイ（オオキサ）ワ

ルエルアイ（ヒカリ）デアル（●『ひ』ゴジュウナナ、『ひ』ゴジュウゴ、『ひ』ゴジュウ

サン、『ひ』ヨンジュウサン、『ひ』ヨンジュウニ）。ソレヲ、ヒカリヲケイサンスルヨウ

ニセイリスルト、エルアイイコール ダブリュエー カケル ダブリュアイ ワルイーエルデ

アル。ツマリ、アタタカサトチョッケイガオオキイホド、ヒカリハツヨイトナル。

シカシ、デンキノバアイモソウダガ（ヒカリガナイトセイリツシナイ。）、ヒカリノバア

イモ、デンキガナイトセイリツシナイ。ニンゲンハ、マダ、ヒカリガナイセイカツヲミ

イダシテハイナイ。チキュウオンダンカヲオサメルニハ、デンキノシヨウリョウヲヘラ
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サナケレバナラナイガ、ゲンコウノリヨウリョウヲシュクショウデキルダロウカ。

　

サンジュウイチ、『ひ』ロクジュウキュウ

　

マエニタイミックノハナシヲシタ（●『「ウ」ヒャクニジュウイチ、『ス』ニジュウ、『オ』

ハチ）。ティ（ジカン）イコール ゼッタイジカン ワル タイミックトイウハナシダ。ソコ

デハ、ティイコール ゼッタイジカン ワルタイミックトシタガ、タイミックヲワルノデハ

ナク、カケルヨウニシタイヨウニオモウ（コマカイスウジヨリ、オオキナスウジヲコノ

ンダトイウコトダ。）。

ヨウスルニ、ティ イコール ゼッタイジカン カケルタイミックダ。コウセイヤワクセイ

ガソレゾレ、ティヲモチ、ソレゾレノタイミックヲワッテヤレバ、ゼッタイジカンガデ

ルトイウハナシデアル（ゼッタイジカンイコール ジカン ワル タイミック。）。

　

サンジュウニ、『ひ』ななジュウ

　

コトバヲシャベルノハウンドウダロウカ。シャベルトイウコウドウジダイハウンドウデ

アル。カガクブッシツヤデンキシンゴウガウゴク。シカシ、ハツオンサレタコトバハ、

ベツノウンドウダロウ。クウキヤモノノシンドウデアル。コトバヲハッスルコトニヨッ

テ、シンドウヲオコスワケダ。ソシテ、キキテハ、ソレヲヨミトル。ブンショデ、コミュ

ニュケーションスルバアイハ、ブンショヲカキ（ウンドウダ。）、ソノカカレタモノヲヨ

ミトル。カカレタモノヲヨミトルコトガデキレバ、イチオウ、コミュニケーションハカ

ンリョウデアル。

コウヤッテ、イマノニンゲンハ、モノヲツカッテコミュニケーションヲスル。シカシ、

モットチョクセツテキナノハ、ミタメトカ、ニオイデカンジルコトダロウ。シカシ、サイ

キンハ、ソウイウノヲ、コミュニケーショントハカンガエナイカモシレナイ。スクナク

トモ、イシキテキニソレヲヨミトルノハムズカシイダロウ。シカシ、ソウイウホウホウ

モアル。ソレダト、ワリトチョクセツテキナコミュニケーションダ。イズレニセヨ、コ

ミュニケーションニハ、ナンラカノウンドウガヒツヨウダトイウコトダ。

　

サンジュウサン、『ひ』ナナジュウイチ

　

ナゼ、ニンゲンノカラダノサイボウニ、ミトコンドリアガマジッテイルノカ。コレハ、ニ

ンゲンノソセンガソウシタカラ、ソウナッタンダロウ。タブン、タンサイボウドウブツ

デアッタトキニ、ミトコンドリアヲキュウシュウシタノダロウ。

ミトコンドリアガ、ショクブツダトスレバ、ドウブツハ、コウゴウセイヲシテ、サンソ

ヲツクルキノウガホシカッタンダロウトナル。トクニ、サンソガスクナカッタリスルナ

ラバ、ソウイウセンタクヲスルノハ、ゴウリテキダロウ。ヒョットシタラ、ドウブツハ、
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ハジメ、ウミニスンデイタノカモシレナイ。

　

サンジュウヨン、『ひ』ナナジュウニ

　

ナツハムシガオオクミラレル。ナゼ、ナツニオオイノカ。スゴシヤスイジキダトイウノ

デアロウガ、カワリニトリガスクナイカラトイウキモスル。トリハムシヲタベル。シカ

シ、ナツハアツイカラナノカ、オオキメノトリガアマリミラレナイ。タブン、キタノホ

ウニイッテイルンダトオモウ。トリガスクナイカラ、ムシガハンショクスルトイウワケ

ダ。マタ、スズシクナレバ、ムクドリガミラレルデアロウ。

　

サンジュウゴ、『ひ』ナナジュウヨン

　

シニソウニナッタヒトハ、イキノコッタアト、「サンズノカワ」ヲミタトカ、ソウイウイ

メージガドウモ、イキルカ、シヌカノトキニハ、アラワレルラシイ。タブン、ソノカワ

ヲワタッテシマッタラ、アウトナンダロウ（タトエバ、シャカイカラダ。）。

トイウコトハ、ニンゲンハ、ソノヒトノイシデ、イキルカ、シヌノカヲエラベルノカモ

シレナイ。シカシ、キョウセイテキナアウトモアルダロウ。ゲンドガアルダロウカラダ。

　

サンジュウナナ、『ひ』ナナジュウロク

　

アルモノハ、ソクドガハヤイホウガツメタクナルヨウダ（●『ひ』ニジュウサン）。ツマ

リ、ダブリュエー（アタタカサ）イコールエス（ソクド）ブンノイチデアル。ココデイチ

トイウテイスウヲツカッテイイノカワカラナイガ、ソウスルコトニスル。

グタイテキニドウイウコトカトイエバ、センプウキヲマワスト、ソコカラハッセラレル

カゼハヤヤスズシクカンジラレルトイウコトダ。ソクドガツイタカゼハ、ヤヤオンドガ

ヒクイト。カゼハモノデハナイガ、サンソヤナンラカノキタイガフクマレテイル。ソウ

イウコトダ。

コレニカンレンシテイエルコトハ、ヒカリノソクドヲコエラレナイリユウデアル。ダブ

リュエーイコールエスブンノイチデアル。モシ、オンドニゲンカイガアレバ、ソクドニ

モゲンカイガアルトナル。ダブリュエーノトルアタイガ、カゲンデニダッタラ、ソクド

ハ、レイテンゴガサイコウトナル。ソレユエニ、ヒカリノハヤサヲコエラレナイノデハ

ナイカトイウコトダ。タブン、ソレガサイコウソクナンダロウ。

　

サンジュウハチ、『ひ』ナナジュウナナ

　

ヒカリノハヤサノハナシヲシタ（●『ひ』ナナジュウロク）。ヒカリノハヤサハサイコウ
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ソクダトイッタ。ダブリュエー（ネツ）イコールエス（ソクド）ブンノイチダ「●『ひ』

ナナジュウロク）。コレカラ、アルオンドノカゲンニタッスルト、ソレイジョウソクドハ

ノビナクナルトイエル。

ソノオンドノカゲンハナニニヨッテキマルカ。ウチュウノオンドデアル。ウチュウノソ

トデジッケンスルト、マタチガウカモシレナイガ、ドウモソンナキガスル。

シカシ、モシウチュウガチヂンダラドウナルカ。ナニカヲアッシュクスルトオンドガサ

ガル。キタイカラエキタイ、コタイヘトイウヘンカダ。ソウスルト、ソノオンドニアワ

セテ、ヒカリノハヤサガカワルノデハナイカ。ツマリ、ウチュウガボウチョウシテイル

トナルト、ヒカリノハヤサハ、スコシオソクナルトイウコトデアル。エスピーダブリュ

アイ（ウチュウノオオキサ）イコールエルアイエス（ヒカリノソクド）ブンノイチトイ

ウコトダ。

　

サンジュウキュウ、『ひ』ナナジュウハチ

　

ダブリュエー（ネツ）イコールエス（ソクド）ブンノイチノハナシヲシタ（●『ひ』ナナ

ジュウナナ、『ひ』ナナジュウロク）。コレハウヘンのスウジがイチだが、ダブリュアイ

（オオキサ）ナドニシタホウガイイカモシレナイ。マタ、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）ブンノイチニシタガ、ウヘンノウエヲ

ナニカノテイスウニシタホウガイイカモシレナイ。

　

ヨンジュウ、『ひ』ナナジュウキュウ

　

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

イチトイウハナシヲシタ（●『ひ』ナナジュウハチ、『ひ』ナナジュウナナ）。コノシキデ

ハ、サヘンヲウチュウノオオキサニシタガ、モットチイサクテキヨウサセルタメニ、ダ

ブリュアイ（オオキサ）イコールエルアイエス（ヒカリノハヤサ）ブンノイチトカンガ

エル。ソレデ、ダブリュアイ　イコールエルアイ（ヒカリ）ワル ダブリュ（シツリョウ）

（●ダブリュ イコールエルアイ ワルダブリュアイヨリ。『ひ』ヨんジュウサン）ダカラ、

ダイニュウスルト、エルアイエスブンノイチイコール ダブリュブンノエルアイニナル。

コレヲセイリスルト、ダブリュ ワルエルアイエス イコール エルアイ、ダブリュ イコー

ル エルアイ カケルエルアイエスニナル。

ツマリ、シツリョウトハ、ヒカリノリョウトハヤサノモンダイトナル。ナゼ、モノガヒカ

リトイエルカ、タブン、ジョウケンシダイデハ、モノハヒカリニナルンダトオモウ。ウ

ンドウヲアラワスシキ、エル（ウンドウ）イコールダブリュエー（アタタカサ）カケル

ダブリュエー（アタタカサ）カケルダブリュアイ ワルエルアイ（●『ひ』ロクジュウナ

ナ、『ひ』ロクジュウヨン、『ひ』ゴジュウナナ、『ひ』ゴジュウゴ、『ひ』ゴジュウサン、

『ひ』ヨンジュウサン、『ひ』ヨンジュウニ）デ、ネツモケイサンスルコトニナル。ダカ

ラ、ソウイウソウテイデモモンダイナイトオモウ。
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トニカク、シツリョウハ、ヒカリノコトダトイウコトデアル。リョウガオオキクテモ、ハ

ヤサガオオキクテモ、シツリョウガオオキクナル。タダ、ソノイッコノハンイ（ウチュ

ウナラウチュウ、ゲンシナラゲンシノジョウケンニサユウサレルンダロウ。タダ、トウ

イツテキニイウト、ソウナルトイウコトデアル。

　

ヨンジュウイチ、『ひ』ハチジュウ

　

セイブツハ、シゼンニセンタクサレタコタイガイキノコルトイウ。アラアラシイカンキョ

ウヤキョウソウニカッタコタイガイキノコル。シカシ、コレハ、トシノホウニイクト、ソ

レダケデナク、シャカイニヨルセンタクモアル。ニンゲンニヨル、ニンゲンノセンタク

デアル。

タンジュンニイウト、イジメデアル。アルヒトハ、シゼンニセンタクサレタトシテモ、

シャカイニハセンタクサレナイカモシレナイ。ギャクニ、シャカイニセンタクサレルト

イウヒトモイルカモシレナイ。コノリョウホウデセンタクサレレバイイガ、スクナクト

モ、カタホウニセンタクサレタホウガイイダロウ。

　

ヨンジュウヨン、『ひ』ハチジュウヨン

　

ヒカリガアタルト、モノハアルイロニヒカル。モモイロノモノナラ、モモイロニヒカル。

シカシ、プリズムヲツカエバダガ、ヒカリハイロンナイロニナルカノウセイヲモッテイ

ル。デハ、モモイロニナッタヒカリイガイノヒカリハドウナルノカ。ヨウスルニ、アマッ

タブブンデアル。ソウイウノハ、ソトナラハンシャサレルカモシレナイ。イエノナカダッ

タラドウナノカ。イエノナカヲズットハンシャシテイルンダロウカ。

モシ、モモイロノモノガヒカルトカンガエレバ、モモイロノモノニ、ヒカリノチカラガ

ウツッテ、トクテイノイロ、モモイロニ、ヒカルノカモシレナイ。タダ、ウチュウニア

ルインセキガ、チャイロトイウイメージガアルノデ、サンカシタサンソノハタラキカモ

シレナイガ、ヒカリガアタルト、チャイロニナルノカモシレナイ。ツマリ、ツチニナル

ワケダ。ソノイチブニハ、ネンリョウニナルセイブンモアルダロウ。

　

ヨンジュウゴ、『ひ』ハチジュウゴ

　

ヘヤノホコリガドコカラデテクルノカトイウモンダイガアル。ドコカラデルノカハワカ

ラナイガ、シバラクソウジヲシナイト、イクラカタマル。ソレハ、モシカシタラ、ヒカ

リガカワッタスガタデハナイノカ。モシソウダトシタラ、ヒカリヲネンリョウニスルニ

ハ、カナリタイリョウニアツメナケレバナラナイトナル。

ワタシノヘヤデハ、ネンカンニヒャクグラムテイドシカデキナイデアロウカラダ。ネン

リョウトシテハココロボソイ。ダカラ、ネツエネルギートシテツカッタホウガ、コウリ
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ツガイイノダロウカ。タトエバ、リクジョウニイケヲタクサンツクッテ（ミズガジョウ

ハツシテカゼノナガレガデキル。）、フウリョクハツデンデデンキヲツクルナド。

　

ヨンジュウロク、『ひ』ハチジュウロク

　

エル（ウンドウ）イコール ダブリュエー（ネツ）カケルダブリュアイ（オオキサ）ワル

　エルアイ（ヒカり）デアル。（●イーエル（デンキ）イコールダブリュエー カケル ダ

ブリュアイ ワルエルアイ。『ひ』ヨンジュウニ、『ひ』ななジュウキュウ、『ひ』ロクジュ

ウナナ、『ひ』ロクジュウヨン、『ひ』ゴジュウナナ、『ひ』ゴジュウゴ、ゴジュウサン、

『ひ』ヨンジュウサン。エルイコール イーエルヨリ。『ウ』ヨンジュウゴ）。

コレダト、ダブリュエーガナクテモ、ウンドウハセイリツシナイシ、ダブリュアイガナク

テモ、ウンドウハセイリツシナイシ、エルアイガナクテモ、ウンドウハセイリツシナイ。

ツマリ、ネツヤヒカリガウンドウノモトデアルワケダ。ウンドウヲダイジニシタカッタ

ラ、ネツヤヒカリヲダイジニスルヒツヨウガアル。マサシク、「ヒカリアレ。」トイウワ

ケダ。ヒカリハネツモツタエルシ、ウチュウデイエバ、オオキサヲキテイスルヨウデモ

アル（●ウチュウノオオキサ、『ひ』ナナジュウハチ、『ひ』ナナジュウナナ）。ソウイウ

ダイジナシゲンナノダ。

　

ヨンジュウナナ、『ひ』ハチジュウハチ

　

ヒトヒガハンパツシアウトイッタ（●『ひ』ハチジュウサン、『ひ』ナナジュウゴ、『ひ』

イチ）。シカシ、コレハ、ヒダケナンダロウカ。「ヒ」ニハ、ヒカリガツキモノデアル。ダ

カラ、ヒカリトヒカリノハンパツカモシレナイ。モシ、ヒカリトヒカリノハンパツガカ

ノウナラ、リョウホウツカッテ、チョウコウソクノウンドウガカノウダロウ。

　

ヨンジュウハチ、『ひ』キュウジュウイチ

　

ヒカリハウンドウニナクテハナラナイトカイタ（●『ひ』ゴジュウナナ、『ひ』ゴジュウ

ゴ、『ひ』ゴジュウサン、『ひ』ゴジュウサン、『ひ』よんジュウサン、エル［ウンドウ］

イコールダブリュエー［ネツ］カケル ダブリュアイ［オオキサ］ワルエルアイ［ヒカリ］

ヨリ。）。ツマリ、ヒカリノナイトコロニ、ウンドウハナイワケデアル。ロボットガクラ

イトコロデウゴケルトイワレソウダガ、デンチガキレタラオシマイデアル。デンチガヒ

カリヲフクンデイタカモシレナイ。

コウセイガモエ、ワクセイモナイブガモエ、ヒトツノケイヲツクッテイル。ヒカリガコ

ウセイカラデテ、ワクセイヲテラス。ゲンシモソウイウフウニ、リカイサレルコトガア

ルラシイ。ヤハリ、ソノバアイモモエテイルノダロウカ。マタ、ヒカリガデテイルノデ

アロウカ。モシ、ソウナラ、コウセイケイノシュクショウバントシテリカイデキル。
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ヨンジュウキュウ、『ひ』キュウジュウニ

　

ゲンシノシュルイニヨッテ、オンドモチガウダロウ。マタ、キタイニナッテモ、ソノコ

ウゾウヲイジスルノカトモオモウ。モシ、ソウダトシタラ、ウチュウニミエナイ、キタ

イノ、コウセイケイガアルカモシレナイトナル。ソレハ、オンドノタカイトコロニアリ、

ダンダンツメタイホウニイキ、コタイトナルダロウ。

ソウカンガエルト、ウチュウハ、ビッグバン（オオキナバクハツ）デハナクテ、タカイ

ネツ（ビッグホット）ニヨッテショウジタトモイエソウダ。ソシテ、ネツガタカイカギ

リ、ウチュウハヒロガッテイク。チュウシンブニハ、キタイノコウセイケイガオオイノ

デハナイカ。ダカラ、コンゴモミエナイコウセイケイガ、ミエルヨウニナルコトモアル

ダロウ。

　

ゴジュウ、『ひ』キュウジュウサン

　

ヒカリガウンドウノイチヨウソデアルカラ（●『ひ』キュウジュウイチ、『ひ』ゴジュウ

ナナ、『ひ』ゴジュウゴ、『ひ』ゴジュウサン、『ひ』ゴジュウサン）、ひかりがとどかな

いところでは、ウンドウガセイリツシナイ。ダカラ、ヒカリガシゲンギレニナッテハマ

ズイ。

ウチュウガ、カツテワタシガイッタヨウニ、ワクセイノヨウナカンジダッタラ（●『ひ』

ゴジュウゴ、『ひ』ハチ、『ウ』ヒャクナナジュウニ、『ウ』ヒャクヨンジュウ、『ウ』サン

ジュウハチ、『ウ』ニジュウイチ、『ウ』ヨン、『ス』ヒャクサンジュウロク、『ス』ヒャ

クニジュウロク、『ス』ゴジュウキュウ）、イイガ、ヒカリガソトヘイッテシマウノデハ、

ウチュウニヤガテウンドウガナクナル。イッテミレバ、スベテコタイニナルコトニナル。

ソレデハ、オモシロクナイカラ、リサイクルデキルホウホウヲカンガエタリシテイル。

　

　

　

　

　

エルガク ダイニカン ヒトリブツリガクノシンテン シドクバン

エイゾウ

　

ニセンニジュウイチネンシガツニジュウゴニチ　
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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

　

　『ひかりが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

　

　『シソウしそう ニカン』ニセンニジュウネン

　

　『シツギョウヲヘンピンシテハイカガカ。』ニセンニジュウイチネン　

　

エイゾウのデンシサイトからコウニュウできます。　
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