


「とんかつQ＆A」がはじまるよっ！

おじさーん！（ターンッ！） 
ロースおじさーん！（ターンッ！ターンッ！） 

あいあ・・・痛いっ！ 
ミンチー！ちょっと！当たってる！ 
挨拶代わりにニューナンブM60（拳銃）で撃ってくるのやめて！痛いっ！ 

おじさん、ぼく良いアイデアが浮かんだんだ。（ターンッ！） 
このブログにね、質問コーナーを設けて、おじさんとぼくで読者さんの質問に答えていくってい

うのどうかな？（ターンッ！） 

痛いっ！でも、それいいねいいねいいぃぃい痛いぃぃ！！！ 



（カチャッ…） 

よし、じゃあ皆さんからの質問とお悩みを募集しよう！ 
そんで来週から答えていこう。うん、だから眉間に押し付けた銃口を外してよ。 

さよなら・・・（ターン！） 

ぐ・・・み、みなさんのお便り・・・待ってま・・・ぁ・・ 

（ターン！） 



お名前 *

メッセージ *



第１回 「とんかつ Q＆A 」

びっくりするくらい大量のメールがきたよ。

全部には答えられなかったけど、みなさんこれからもドシドシ質問メール送ってね。

それじゃあ、回答いってみようか。

Q.1

おじさんのお肉が食べたいです。最も屈辱的な調理法を教えて下さい。

お名前：食欲さん

A

一通目から酷いのがきたね。

もしあなたが誰かに「あいつの肉、喰ってみたい」って思われていたらどんな気持ちになる？ポ

リス沙汰でしょ？ちなみに屈辱的な調理法は、フライパンにバターを敷いて両面をこんがり焼き

ながら塩コショウを振ってもらい、そこに水2リットルをザバーって入れて「ビチャビチャや
んけ！」って怒りながら肉を地面に叩きつけられるのが、嫌です。

Q.2

大学に進学し一人暮らしを始めたのですが、貧乏なために牛肉を食べたくても高くて手が届きま

せん。

なので豚肉をまるで牛肉のようなお味にしたいのですがどうしたらいいでしょうか？

お名前：??さん



A

豚肉を生春巻きみたいに牛肉で包んで食べてみるといいかも。

Q.3

いきなりのメール失礼します。久光さやか、29歳の未亡人です。
お互いのニーズに合致しそうだと思い、連絡してみました。

自分のことを少し語ります。昨年の夏、わけあって主人を亡くしました。

自分は…主人のことを…死ぬまで何も理解していなかったのがとても悔やまれます。主人はシン
ガポールに頻繁に旅行に向っていたのですが、それは遊びの為の旅行ではなかったのです。

収入を得るために、私に内緒であんな危険な出稼ぎをしていたなんて。

一年が経過して、ようやく主人の死から立ち直ってきました。ですが、お恥ずかしい話ですが、

毎日の孤独な夜に、身体の火照りが止まらなくなる時間も増えてきました。主人の残した財産は

莫大な額です。つまり、謝礼は幾らでも出きますので、私の性欲を満たして欲しいのです。

お返事を頂けましたら、もっと詳しい話をしたいと考えています。連絡、待っていますね。

お名前：久光さやかさん

A

よく考えて。豚に性欲を満たされたいの？



Q.4

ちんちんの袋の裏側から、週一ペースでへんな脂肪球がでてきます。おじさんこれなんですか？

お名前：FJさん

A

ムンドゥスです。

Q.5

ランチ以外は店が暇です。どうしたらいいですか？

お名前：渋谷カリガリさん

A

調べてみたら、この人はカレー屋さんみたいだね。

おじさん、なんか良いアイデアある？

カレーをご飯にかけてみるってアイデアはどうかな？ご飯にカレーをかけることでもっと美味し

くなる気がするんよ。



うん。じゃあ、それで。

Q.6

なんでロースおじさんはのうのうと生きていられるのですか？

お名前：サスケツさん

A

おじさん、この人になんか悪いことしたかいのう。ピンポンダッシュと放火くらいしか身に覚え

がないんやけど。

それだ。

Q.7

昔、おじさんがアイルトンセナと親友（ライバル）だったとき、セナがおじさんに一目おいてい

たというテクニック（夜の）ってなんなんですか？

お名前：えいじさん

A



キッスじゃ。

Q.8

豚のしょうが焼きが好きすぎてたまらないのですが、それをこえる豚肉メニューがあったら教え

てください。

お名前：じみさん

A

豚肉のパイルドライバー炒めかな？

身の丈ほどもある豚肉の塊を何度も地面に打ち付けて肉を引き締め、あとはさっと油で炒めて捨

てる王室料理のことじゃな。

Q.9

バーザムのプラモデル化は何時ごろになりますか？

お名前：ジェリドさん

A



バンダイに聞くと良いよ。

メインキャラが一度も登場してないのと、劇中ではさほど大きな印象を残さなかったのもプラモ

化されない原因のひとつなのかもね。

Q.10

人に好かれるにはどうしたらいいのでしょう。教えて、ロースおじさん！ミンチー！

お名前：いみかにさん

A

気がきく奴というのは、異性、同性関係なしに好かれる傾向にあるようね。

足を怪我してる人がいたら「肩貸そうか？」って声をかけたり、足を怪我してる人が宿題を忘れ

たら自分のノート見せてあげたり、足を怪我してる人が…

足怪我しすぎだろ

Q.11



ロースおじさんはバラ鞭と一本鞭のどちらがお好きなんですか？

教えてください。

お名前：R夫さん

A

バラ鞭のほうが、ばちーんって当てたときに棘が刺さって、それをグイッと引っ張った時に皮膚

がズタズタになるから痛みの総量が多いんよ。プレイ後の生活に支障は出るけど、興奮度でいう

と圧倒的にバラ鞭やね。

Q.12

ロースおじさんがオススメするおいしいレシピがあったら教てくださいな☆

お名前：げりぐそビッチさん

A

おいしいレシピを知りたがってる人の名前が「げりぐそビッチ」さん。おじさんのウンコがいい

んじゃなかろうか。

Q.13

ロースおじさんとジャムおじさんはどんな関係ですか？



お名前：メルトさん

A

昔、殺し合いをした仲やね。今は、お互いにお中元を贈り合ったりしてる。

Q.14

今日は大切な友人の誕生日です。でも彼女は今、屋久杉に抱かれに行っています。お祝いの気持

ちを届ける術を教えてください。明後日には帰ってきます。

お名前：み さん

A

もう帰ってきてる頃だと思うんで電話して「土産は？」って聞いてみるとか？

Q.15

グーペってどんな機能があるの？

お名前：jinさん



A

文字の色を変えたりする機能がある。

おい、しっかり営業しろ。

Q.16

こんにちは、世の中には星の数ほど女がいるけど男の数はもっと多いからと何時も呟いているロ

ースおじさんに質問です。

おじさんは今までに何人の女と関係を持ったんですか？あとおじさんの好きなタイプはどんな娘

ですか？

お名前：数少ないファンさん

A

29人くらいかな。
好きなタイプは、笑顔が可愛くて、ほっぺたがふっくらしてて、猫目で、髪型は肩くらい、そし

て全身に弾痕のある屈強な戦士じゃよ。

Q.17



ロースおじさんは漏らしたことありますか？

お名前：漏れシャンさん

A

ないよ。（ぼたり）

Q.18

どうすればモテモテになれますか？

お名前：豚肉大好きさん

A

拳銃を突きつけながら「好きって言え！」ってすると大体の女は落ちると思うよ。

（ターン！）

痛いっ！！



Q.19

素で大半の記憶をなくしてしまったんですが、どうしたらいいですか？家族と会っても「なんか

この人見たことあるなぁー」くらいしか思い出せません。助けてロースおじさん＆ミンチー！！

お名前：化石さん

A

漫画とかでよく見るのは、記憶を失った時と同じくらいの衝撃を与えれば記憶は蘇るみたいな話

だよね。

「素で」って言ってるから結構深刻な問題だと思うけど、それ、豚に聞く？

豚的に答えるとしたら、家族に会ったときに家族の頭の上にヤカンを置いていこう。そうする

と「茶を頭で沸かしてる人」というニューロンが脳内に生まれるので、そこから「茶を頭で沸か

してる人 ＝ 親」というシナプスを作りだせばヤカンを見るたびにそれが親だと思い出せるはず
よね。

Q.20

おじさんとミンチーは、アニメ「けいおん」では誰は好きですか？あとスーパー声優ユニットの

スフィアでは誰派ですか？

お名前：けい豚さん

A



けいおんでは、ベースの女の子が人気だよね。ぼくもその子が好きだよ。

スフィアのことは最近知ったので、まだよくわかってないんだけど、曲は良い曲だな〜と思いな

がら聴いてるよ。

まずもって言いたいことは、アニメのキャラクターに対しておじさんは優劣をつけて扱わず、で

きる限り公平に接しようとしているということです。

作品を見ていればわかるように、彼女たち全員がそろって放課後ティータイムなのです。「でも

、あずにゃんは1期の後のほうから加入したじゃんか！」という声もあるかもしれませんが、いま
の彼女たちを見ていれば、もう欠かせない存在になっていることは異論ありませんよね。

作品全体を愛している以上、特定の女の子に熱を上げ、評価するというのは、おじさん的にはな

かなか難しいことなのです。でもどうしても。どうしても1人決めないといけないということであ
れば、彼女たち一人一人と深く対話し、おじさんの現状も鑑みたうえで、慎重に判断したいと思

っています。

なので、いま簡単にこの場で誰が好き、ということを簡単に口にすることはできません。

スフィアのメンバーについては、強いて言うのであれば、いまは寿さんですね！もちろんスフィ

アのメンバー全員を応援しているのですが、彼女たちスフィアが身を置くのは歌謡界。ショービ

ジネスでは競争こそが、彼女たちが磨かれていくことにつながると考えているので、あえていま

一番輝いているなあと感じている彼女を選ばせていただきました。

良い意味で、彼女たちにはメンバー間でライバル意識を持っていただきたい。

そうして切磋琢磨していくと、そのとき一番輝いている女の子に、おじさんの気持ちはまたグラ

っとなってしまうかもしれません。

これからの活躍が、ますます楽しみです。



お名前 *

メッセージ *



第２回「とんかつＱ＆Ａ」

あいあい、「とんかつＱ＆Ａ」のお時間がやって参りましたよ。

第二回にも関わらず、大量のご質問ありがとうございます。

それじゃあ、さっそくいってみますか。

Q.1

幼い頃いじめられたせいか人前で話すのが苦手で困ってます

何度もどもったり言いたいことが言えないので今高校在学中なのですがクラス内で孤立しがち

です…
どうすればおじさんは私の通う高校に入学してくれますか？

お名前：うなぎさん

A

気にすることないよ。

おじさんも高校生の頃は、クラスに馴染めずにいつもケータイ電話で誰かと喋ってるフリしたり

、図書館で星新一の本読んで過ごしたりしてたよ。それもいつしか慣れて、最後のほうはずっと

木の上で過ごしてたね。たまに下にくるカニに柿ぶつけたりしてね。



昔話か。

Q.2

ロースおじさんの「ほちゃほちゃ」した部分ってどこですか？

お名前：ぱんつさん

A

靴。

Q.3

親愛なるロースおじさんに質問です。

このブタめ！と罵られる事も多いと思いますが、一番嬉しい（感じる、グッとくる）罵られ方は

どのようなものですか？教えてください。

あと、女の子なのにケツ毛が濃くて困っています、どうしたらいいでしょうか（切実。

お名前：まめこ。さん

A



豚であるおじさんに「このブタめ！」と言われても、それは人間に対して「この人間め！」と言

っているのと同じことなのであんまり感じません。一番嬉しい罵られ方とありますが、プレイ内

容によって大きく変わってきますので、一概に「これだ！」という罵倒ワードというものもござ

いません。「言葉」よりもストレートな「痛み」が一番伝わりやすく一番喜ばしいです。

はい。あと、女性なのにケツ毛が濃いというお悩みについては？

石鹸が泡立ちやすい利点があるので良いんではないでしょうか。

もし、剃毛など行なう場合は、処分するソレをグーペを運営するペーパーボーイ＆コー宛まで送

っていただけると幸いです。たぶん総務の人がビックリすると思います。

Q.4

ナンバケッチョ ブ キダタンダタ．
ケッチャヤ トゥ パ バ セ・ミャ？
モトゥッペ ナンバ バ セタンダン，セ・ミャ ブ モャハハ フーィヤ．
ンラセセヤ ケッチャヤ ブ ソンカァエショ

お名前：ム・トゥンバさん

A

うん。



Q.5

飲食店を経営しています。売り上げアップを目指してインターネットで宣伝をしたいのですが、

わたしはそのようなノウハウがありませんし、店としてもプロに大金を払えるような余裕はあり

ません。どうすれば良いでしょうか？おすすめのWEBサービスなどありましたら教えてください
。

お名前：ぶたとんさん

A

他の店舗にはない独特かつキャッチーなメニューを用意して、それを前面に押し出して検索エン

ジンの上位にくるようにしてみるとかどうかな？

肉の肉巻き、とかね。

Q.6

（なし）

お名前：牛さん

A

名前に牛ってだけ入力されてた。



牛だから文章とか打てないんだよ。たぶん。

そっか。牛からきたことだけはわかった。

Q.7

ロースおじさんはやっぱり新手のスタンド使いだったりしますか？

お名前：べぃた兄々さん

A

そうね。写真の中に住む鉄腕アトムみたいな髪型したオッサンに遊び半分に矢で射抜かれたか

らね。射抜かれてからは40度以上の発熱と嘔吐、下痢で苦しんだよ。医者に診てもらったら「た
だの破傷風」って言われたよ。特に目立つ新たな能力は発現してないけど、一応おじさんはスタ

ンド名を「ゴリラダンク」ってつけたよ。おじさんにも見えんけど。

Q.8

今度モルディブに行ってきます。

何をして過ごしたらいいですか？

お名前：overeatさん



A

すぐに帰りましょう！。

Q.9

ゴキブリを師としゴキブリの速さを目指してスポーツに励んでいるのですが、こんな事をしてい

る僕でも父親に勝てそうですか？

お名前：範馬刃牙さん

A

おじさん、君たち親子の戦いはグラップラーの頃から拝見させていただいてるけど、君のお父さ

んはたぶん何やっても勝てないと思うよ。もうちょっと歳をとるまで待ってみるのはどうでしょ

うか？

Q.10

つぶらな瞳、形のいい耳、やわらかな吐息…
という言葉で連想されるのは誰か教えてください

お名前：まいくさん



A

イカ。

イカかな。

Q.11

もう一度・・・バスケがしたいです・・・

お名前：三井さん

A

ポートボールでもやってろ！

Q.12

シューティングゲームのお勧めをおしえて

お名前：ばんさん



A

沙羅曼蛇。

Q.13

担当作家が全く言う事を聞きません。大御所作家さんの単行本打ち上げに参加してるとうっかり

口にしたら「僕のは無いの？」などと新人のクセに生意気言ってウザいです。なんとかやる気を

出させて下さい。

お名前：M下＠講◯社さん

A

今までの貴方のキャラは一度捨ててさ、そして今日から「やたらＧペンで腰あたりを刺してくる

担当」に生まれ変わってみるとか？サクサクいけちゃうよ。

もしくは、僕たちの担当になって単行本化してください。

ほんと、金がほしいんですわ。

ほんと。



Q.14

ミンチーが色々学んで成長している様子がないのですが、実際のところどうなんでしょうか？

お名前：みなもちゃんさん

A

簿記を少々。

Q.15

おじさんの好きな漫画は何ですか？

お名前：とむそんさん

A

おじさん、好きな漫画はいっぱいあるんだけど、一番オススメはやっぱり西岸良平先生の「西岸

良平 名作集」やね。特に１巻に収録されている受験生が受験会場に向かう最中にトイレに行きた
くなり、泣く泣く下車してトイレに駆け込んだら、そこは工事中のトイレで扉をコンクリートで

塗り堅められてしまい、そのままトイレの中で数年間ひとりぼっちで過ごすという漫画が最高に

面白いよ。西岸先生は今でこそ三丁目の夕日に代表される「ほのぼの系漫画」を描いておられる

けど、昔はＳＦとかもガンガン描いてて、その不条理かつ叙情的な世界観におじさんは完全にノ



ックアウトされたんよ

Q.16

おじさんはWii派、PS3派、XBOX360派のどれですか？
個人的にはSEGAに頑張ってもらいたいです

お名前：水面さん

A

SEGA！！そうね〜、WiiもPS3もXBOX360もいいけど、やっぱSEGAやね。
おじさん昔、メガドライブにスーパー32X、さらにサイバーブロールぶっ刺した状態のものを初
めて見たとき、あまりの高さに「塔！」っ絶叫したんやけど、そのとき偶然震度3の地震が起こっ
たのね。それで運命的なもん感じて、ものっすごいSEGAのファンになったんよ。

その後、おじさんはセガサターンにどっぷりはまっていくわけやけど、コンシューマー機であり

ながらアーケード的な解釈？そして時間などを記憶するために本体にボタン電池を入れないとい

けないんやけど、それがごっつ入れにくいところ？などなど、おじさんのドツボだったってわけ

。久しぶりにセガサターンの電源入れたら、毎回時間が「1994年」にタイムスリップしとるか
らね。

なんで水面さんと同じく、おじさんもSEGAに頑張ってもらってほしい派！
ほんで今の最高峰のグラフィック技術を使って、顔面をさかなクンにすげ替えた超リアルなシー

マン作ってほしい！



お名前 *

メッセージ *



第３回「とんかつＱ＆Ａ」

早くもこのＱ＆Ａコーナーも3回目を迎えたね。

毎度毎度たくさんのご質問ありがとう。感想添えてくれてるのもいくつかあって嬉しくなるのう

。本日、グーペに新しい機能が追加されたというのに、その宣伝よりＱ＆Ａを選ぶよ。

いよいよこのブログの存在意義がわからなくなってきたね。まぁ、それは今度やろうよ。そ

れじゃあ今回もしっかりと真面目にご回答お願いします。

Q.1

ロースおじさんはアーケードゲームは好きですか？

ちょっとしたゲーセン武勇伝があれば聞かせて下さいな

お名前：ザカリテさん

A

ワールドヒーローズが出た頃、まだおじさんあんまり格闘ゲームが上手くなくてね。スト２、

飢狼、いろいろやったけどどれも一度もクリアできたことがなかったんよ。

だからおじさんの100円玉は吸い込まれていくばかり。そんなあるとき、おじさんいつも使ってい
たフウマを辞めて、なんとなくサイボーグ軍人でお馴染みのブロッケンを使ったんよ。そしたら

ブロッケンの弱キック連打が強いこと強いこと。おじさん、全ての試合（CPU戦）をその弱キッ
クだけでクリアしたんよ。全面クリアすることに味をしめたおじさんはね、翌日から毎日ワール

ドヒーローズをやりに行ってブロッケンを使って弱キック連打。もうそれしかしてなかったね。

戦略とかないもんね。弱キックの嵐、弱キックの鬼やったね。そして気づいたね。ただのハメ技

でクリアしても全然楽しくないって。



Q.2

おじさん達みたいなキュートでキャッチーなキャラクターを考えるにはどうすればいいでしょう

か

お名前：つゆさん

A

おじさんとミンチーのデザインができるまで、デザイナーは、100体くらい豚の絵を描いたらし
いよ。しかも豚をそんなに描き分けられるはずがないから、同じような豚でわずかに目の幅が違

うとかそんなのばっかりをアホみたいに描いてたみたい。

実はココだけの話、もう一匹豚のキャラクターがいたんだけど、設定が浅黒い肌の豚で鉄球付き

の足枷を付けられて地下牢に幽閉されてるっていう設定だったからお蔵入りしたらしいよ。

Q.3

就職活動しないで就職する方法を教えてください。。

お名前：南瓜王さん

A



まずそこら辺のコンビニでパンティーストッキングを買いますわな。

んで、それかぶってどっかの社長さらいますわな。

海沿いの倉庫に連れてったら、2時間くらいローキックですわ。
そして歩けなくなった社長を元の誘拐した場所へ送り届けるわな。

その後、社長から見えないところまで走って、顔にかぶっていたパンティーストッキングを脱

いで、うずくまっている社長の横をさり気なく通り過ぎ、「わ！どうしたんです！？」と驚いた

フリして救出するといいよ。きっとサラリーマン金太郎みたいな人生が待ってるはず。

おじさんもそれやったけど、顔にかぶったパンティーストッキングを脱ぎたくなくてそのまま出

ていって逮捕されたよね。

Q.4

最近みんなが自分のことを笑っている気がしてなりません

お日様も自分のことを笑ってる気がします。

それはさておきロースおじさん達は子供のころ親になんて呼ばれてました？

お名前：ゆっぴぃ☆さん

A

「It」。

Q.5

こんにちわ。



突然ですが私は、仕事中いつも、おしりが

出てしまいます。

後輩にも指摘されるほどです。

私が尋常じゃないほどのローライズを履い

ていることが理由だとは思えません。

だとしたら、どうして、いつもおしりが出

てしまうのか教えてください。

お名前：さそりジェロニモさん

A

尋常じゃないほどのローライズを履いていることが理由だとは思えない脳が原因です。

Q.6

我が家には内鍵しかついておらず、外出時は必ず誰かが留守番をしないといけません。外鍵を付

ける以外に画期的な防犯対策は何か無いでしょうか。

お名前：犬畜生さん

A

腐り果てたウバザメの死骸を門に吊るしておこう。キミの家にニューネッシーが上陸だ！

http://bit.ly/dBmmI8


Q.7

ぶっちゃけ面白いからいいんですけどぶっちゃけふざけすぎてて普通のお客さんから敬遠されて

ないか心配です

ぶっちゃけそこんところどうなんですかぶっちゃけ

お名前：ニートさん

A

「グーペ」のサービス自体はしっかり運営してるので、このブログで怒られてもおじさんはなー

んも気にしてないよ。上からの圧力でラフテーみたいになっても頑張るよ。

Q.8

昨今の不況のあおりを受けて、内定が出ません。面接がどうも苦手みたいです。

そこでおじさんの自己アピールをお聞かせください。参考にさせて頂きます。

お名前：トリ頭さん

A

「西のほうから来ましたロースおじさんです。学生時代は一人暮らしのOLを粘り強く監視するサ
ークルに所属していました。そのOLの家から出るゴミを漁って資料を集め、表計算ソフトに入力
して傾向を分析し、食生活のパターンや趣味・嗜好などを基礎データにまとめました。また、帰

宅中は常に一定の距離を保って警備し、悪い男がついた時は、その男の家に脅迫文を送るなどし

て二人の仲を裂くことに成功しました。4年間の活動で誰にも負けないくらいのOLについての知



識を身につけることができましたし、努力を積み上げて達成することの喜びを知る人間になるこ

とができました。ここで得た経験を御社の中でさらに発展させて貢献していきたいと考えており

ます。」

Q.9

強制的に参加させられる会社の飲み会がうざいです。

飲める人間しか楽しめない飲み会は福利厚生ではないと思うのですが。

うまく逃げる方法はあるでしょうか。

お名前：ボブさん

A

頻度にもよるだろうけど、たまにの飲み会ならコミュニケーションを取るという意味では多少面

倒くさくても参加することで後の人間環境が上手くいくと思うよ。知らない間に省かれるよりか

はよっぽど良いんじゃないかな？本当に嫌でしょうがないなら皆がビールを飲んでるときに錠剤

の睡眠薬を大量に飲んでまわりを焦らせると良いよ。

Q.10

トップ絵でミンチーが切っている肉は何の肉ですか？

お名前：ハンニバルさん

A



モケーレ・ムベンベです。

Q.11

イカホットに夢中なのですが、そろそろ暑くなってきました。イカクールのレシピを教えてくだ

さい

お名前：豚のおどり食いさん

A

まずキンキンに冷やした腐ったイカを用意します。

次にそのイカをお父さんの靴の中に入れて、ハイできあがり。

Q.12

いつも楽しく拝見させていただいております。

ところでロースおじさんは真面目に仕事してる時ってありますか？

普段は何してるんですか？

お名前：メスぶたさん

A

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%BB%E3%83%A0%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%99


店が暇なときは、ヒジとヒザに接着剤をたっぷりつけてそこに蚊が止まるのをじっと待つ仕事を

してるよ。忙しい。

忙しぶるな。

Q.13

部内に好きな子がいるのですが、その子は過去にイケメンと付き合った経験があったり、好みの

タイプは櫻井翔くんだったり、僕ではいろいろと不利な気がしてます。告って振られてその後の

部活に影響が出ないか心配です。

どうやって思いを伝えればいいでしょうか？

ちなみに僕は人から「顔が濃い」とよく言われます。

お名前：ヨンパーさん

A

それだけ濃い顔なら、白いターバンを巻けばアラブの大富豪に見えるじゃろ？　あとは所々で「

石油が…」「ドバイの建設ラッシュが…」などの言葉を織り交ぜていけば、大抵の女はイチコ
ロじゃよ。

Q.14

初めまして。

おじさんはしゃべり方が広島の人っぽいですがどこ出身ですか？



お名前：ring-changさん

A

鹿と大仏の町 京都。

Q.15

こんにちは。

猫を飼っているんですが、寝ていると顔に尿をかけられたりして困ってます。どうしたらいいで

すか？

お名前：どんどん太郎さん

A

それは尿をかけたくなる顔をしているからです。

Q.16

おじさんの口説き文句を教えてください

お名前：失恋大明神さん



A

「こっちにおいで。お菓子をあげる。」

「おじさんと遊ぼうか。」

「なんでも好きなもの買ってあげるよ。」

「やあ、おじさん、お父さんの友達でさ。」

「あっちでお父さんが呼んでるよ。おじさんと行こう。」

「お母さんには言っちゃダメだよ。」

Q.17

就活生です。

ある変人に憧れてその人の居る会社の選考を受けたらその人が会社をやめてしまいました。

いい加減にしてください。

お名前：トモさん

A

まあ　職業選択はその人の自由だから君が怒るところでもないんとちがう？

普通に似たようなことしてたらいつか会えるよ。

Q.18

どうやって答える質問を選んでいるんですか？



お名前：タコスさん

A

完全に独断と偏見でチョイスしてるよ。

選ぶものの傾向としては、「あんまりボケてないやつ」を選ぶことが多いかも。

Q.19

友達に紹介されてこのブログを読んでいるんですが、グーペって何のサイトなんですか？

お名前：まるおさん

A

わかりません。

わかれよ。



お名前 *

メッセージ *



第4回「とんかつＱ＆Ａ」

湿気すごい〜。身体が蒸れる〜。

おじさん、シュウマイみたいな匂いがするよ。

じゃあコイツはどうかな！！（ブビビーー！）

ぎゃあ！なんか粉っぽい屁ぇこきやがった！

Q.1

おはようございます。

ロースおじさんは新聞を何面から読みますか？

お名前：おうぎのさん

A

何面とかあまり気にしません。

朝トイレに入って新聞紙で尻を拭き、ただそれをじっと眺めますわな。

ただそれをじっと眺めるな。



Q.2

おじさんには関節がどれぐらいあるか教えてください。

お名前：整体士さん

A

ふたつ。

Q.3

生きる意味を教えてください

お名前：きのこさん

A

この世に生を受けたからには、やっぱニス塗ってこう。

全身にニス塗ってカッチカッチのテッカテッカになったら、さあ！お弁当箱にネズミの死体を詰

め込んでハイキングだ！

Q.4

おじさんは暇なときは何をして過ごしているんですか？



お名前：ちゃぴるえぬのしすさん

A

酢飯を床に敷き詰めてさ、その上を裸足で走りまわってるね。

それやると足の裏にたくさんの米粒がくっつくわけ。それが選ばれし米。厳選された米。酢飯

の酸っぱさと、おじさんの足の裏の酸っぱさ、この二つの酸っぱさが混じり合った究極の米。

で、その貴重な米を集めておむすびを一つ作るんよ。

あとはそれを客に出すね。

Q.5

紅の豚を感動しながら見ていたのですが。

どうしても豚が耳に入るたびにおじさんが浮かんで仕方ありませんでした。

おじさんは紅の豚と比べてかっこよくはありませんが。

おじさんも昔は飛行機乗りだったりしたんですか？

お名前：雲の上さん

A

ずっと家にいました。



Q.6

ミンチーは鼻水をたらしながら調理を行っていますが、食品衛生上とても問題があると思います

。

ロースおじさんは雇用主としてしっかり指導を行ってください。

お名前：衛生局さん

A

クレームきたよ、ミンチー。

ごめんなさい・・・。

どうしてくれんの？

おじさんの店の信用ガタ落ちやないの

まだ子供だからってそんなの理由にならんのよ？

お客さん相手に厨房立った時点で大人も子供も関係ないんよ？わかってんの？

客足遠のいたらミンチー責任とれるの？減った分の売上の保障してくれるの？

はい、50万円。

なんぼでも垂らしてっ！！もっと！！！



Q.7

効果的なダイエット方法おしえてください。

お名前：めこさん

A

即身仏がオススメだよ。

生きたまま箱に入り、土中に埋められて読経をしながらミイラになるまで鈴を鳴らす過酷な仏教

の修行なんだけど、肉体を限りなくミイラに近づける修行なので脂肪が燃焼され、筋肉も糖分と

して消費されるので、すっきりガリガリボディーになれるよ！

ね、おじさん！

（チリーン…）

もう少しだ♪

Q.8

最近トイレで用をたした後毎回のように血が出て困ってます、何か血を止める良い方法はありま

せんか？



お名前：伊達眼鏡さん

A

ボクサーはセコンドに医療スタッフを配置して瞼の上が切れたりしたら血止めの処置をしてくれ

るよね？それと一緒で医療スタッフをトイレに配置してみるのがいいと思うよ。すぐに止血して

くれるはず。安心して次のラウンドに挑めるよね。

Q.9

私はカレーが好きじゃないのですが、隣の席の人が毎日カレーを食べます。やめてほしいので

すが、どうしたらやめてもらえると思いますか？

お名前：ココさん

A

隣でシマウマの屍肉を食べてみるといいよ。

強烈な悪臭とインパクトの強さで向こうからやめてほしいって提案してくるはずだからそのとき

に交換条件として突きつけてやるんよ。

Q.10

おじさんは全ての質問に目を通しているのでしょうか



お名前：ハッピーターンさん

A

全部チェックしてるよ。

今年入学の全国の小学生女子は？

全部チェックしてるよ。住所までわかるよ。

Q.11

どうやったら質問が採用されるんでしょうか

お名前：公太郎・・・さん

A

そのときの気分にもよるんだけど、質問文であんまりボケたりしてないやつを選んだりすること

が多いかも。

Q.12



親のすねをかじってばかりいるのもなんなので働こうと思うのですが、どうも決意ができません

。ロースおじさん、僕の背中を押してください！

お名前：ニート最高さん

A

しっかり働いて親を安心させてあげたほうがいいよ。

親はね、自分たちがこの世からいなくなったとしても子供が自立してしっかりと生きていけるっ

ていう安心が欲しいんよ。その安心を親御さんがまだ元気なうちに与えてあげることが親孝行な

んじゃないかな？だから今すぐ近所の野良犬に弟子入りして生きていく力を身につけるといいよ

！ほら、あげるよこの骨。

Q.13

朝早く起きたらお父さんがエッチな動画見ていました。

どう接すればいいですか

お名前：きおんさん

A

お父さんの肩をポンポンと叩いて「そうやって私のことも作ったんか？」ってニッコリ笑うとい

いよ。



Q.14

おじさんはUMAに詳しいみたいですが、おじさん一押しのUMAはなんですか

お名前：小学４年生さん

A

おじさん、やっぱりモケーレ・ムベンベが好きやね。

モケーレ・ムベンベはコンゴ共和国あたりの湖沼地帯に生息しているのではないかって言われて

るＵＭＡ（未確認生物）なんだけど、ゾウとかカバくらいの大きさで長い首を持つと言われてる

んよ。その姿から竜脚類っていう恐竜の生き残りじゃないかって言われてたりするんだけど、ま

だそれを実証できるデータがなくてね。おじさんは、このモケーレ・ムベンベは新種のサイだっ

たりするんじゃないかなって思ってる。コビトゾウとか、あと確かオカピとかも発見される前は

ＵＭＡみたいな位置づけだったからね。おじさんたちが全く知らない新種の生物がこれから発見

されることだって可能性としてはあるよね。おじさんも去年「喋ってて、ブログもやってる豚」

っていう理由で調査を受けたんだけど結果はただの豚だったよ。

Q.15

付き合って一年半になる彼女のおっぱいがなかなか大きくなりません。どうしたらいいですか？

ちなみに今はEカップです。出来ればGは欲しいです。

お名前：ボインスキー伯爵さん

A



ぜいたく言うなっ！！

泣かすぞ！！

Q.16

詳しいことは言えないけれど、いま、人生の岐路に立たされて悩んでいます。

おじさん、何も聞かずに、僕の背中をそっと押してくれるような、そんな励ましの言葉をくだ

さい！

お名前：贋作さん

A

鳥人間として生きていくのは本当に勇気が必要なことだと思います。

上手く風に乗れるといいのですが。テスト飛行だけはしっかりと！ファイト！

Q.17

以前も質問させて頂いた者です。ご回答ありがとうございました。

新たに質問なのですが、正社員になるには何が必要だと思いますか。

ミンチーにはまだ先の話だと思うので、ロースおじさんに人生の師として教えを乞いたいと思い

ます。

お名前：いみかにさん



A

正社員になるには、社員よりも会社のこと考えて、それを行動に起こしていけばいいんやない？

自分の仕事の領域を正社員とそれ以外に分けちゃうと可能性が狭まってもったいないことがいっ

ぱいあるとおじさんは思うので、そんなの関係なしに誰よりも楽しくしっかり働いて、それを

アピールし続ければ正社員になれたりするんやないかなー。もしくは夜道で正社員を待ち伏せし

て一人一人消していき自分が代わりに正社員になるかやないかなー。

Q.18

ぼくの大事なネオジオポケットカラーが壊れてしまいました。

ハードとしてはレバー部分にをメカニカルスイッチ内臓のスティックを採用し、SNKの格闘ゲー
ムへの拘りを感じ、ソフトの方も頂上決戦歳強ファイターズを始め稀代の傑作揃いとも思ってい

るNPCが二度とプレイできないかと思うと悲しいです。
この悲しみをどこにぶつければ良いですか？

またおじさんのNPCへの感想を教えて欲しいです。

お名前：パッショーネさん

A

なかなか良い嗜好をしているね。おじさんもネオジオポケットカラーのカーボンブラックを買っ

たときは震えたよね。なかでもパッショーネちゃんが言ってくれている「頂上決戦 最強ファイタ
ーズ SNK VS. CAPCOM」は至高の名作。スティックによる操作性も相まってか、16bitの携帯ゲ
ーム機とは思えないほどのクオリティを弾きだしてくれたんよね。とくに、SNKサイドから参戦
している「ハイデルンの養女・レオナの色がなぜか緑色」という問題については、いまだに連邦

でも決着がつかないほどの議論になっているのは有名な話よね。



さて。問題のネオジオポケットカラーが壊れてしまったという悲しみをどこにぶつければいいの

かということについてだけど、悲しみ海に沈むのはまだ早いよ！ネオポケの価値に気付けていな

い愚キッズ（ぐきっず と読む）が、ネットオークションとかで超安値で出品しているのを君は知
ってたかい？！今すぐ調べて落札しちゃうといいよ。それでも悲しみが消えないときは、ナッ

プサックにパンパンになるまでビスケットを入れて背負い、小高い丘から転げ落ちながらも常に

顔だけは北を向けるという行動を何回か繰り返すと、ちょっとは気が晴れるかもヨ！

お名前 *

メッセージ *



第5回「とんかつＱ＆Ａ」

梅雨明けたね。おじさん梅雨が飲めなくなって悲しいよ。あの湿気もたまらなく好きやった

のに。体中にカビとキノコが生えてさ、痒いんだけど気持ちいいんよ。

・・・そうですか。

Q.1

大学で物理学を専攻しているのですが、数式だのが並んでいるのをみると眩暈がしてぶっ倒れそ

うになります。

どうして飛行機は飛ぶのか、どうして物を投げると落ちるのか、どうして近所の小学生を眺めて

いると慌てて逃げていくのか。

頭ではどれも力が働いた結果だとわかったつもりでも、どうしてそういう公式が成り立つ世界

に我々は存在するのかと考え始めると頭痛が痛くなってきます。

いつか鳥のように人間の力だけで空を飛ぶのが私の夢です。

お名前：自由人ゴードンさん

A

「世界の法則は一体誰の手によって作られたのか？」と、おじさんも頭を悩ますことがあるよ。

時々自分がただのjpeg画像じゃないかって思う時があるんだ。ひょっとしたらjpeg画像のおじさ
んを外から見ている、もっと大きな存在がいるのかもしれない……。

おじさんはちょっと疲れているだけだよ。



Q.2

おじさんはこの記事書いていくらもらってるの？

お名前：無職さん

A

８万５千円くらい。

リアルだな。

Q.3

ロースおじさんとミンチーは、休日は何をして過ごしているのですか？

私は先週、トイ・ストーリー３を見に行きました。

今度の土曜日は香川県のしろとり動物園に虎の赤ん坊を愛でに行く予定です。うどんも食う予定

です。

お名前：どざえもんさん

A

おじさんは先週、「肉でつくった帽子」という映画を見に行きました。

今度の土曜日は香川県の都知事動物園に都知事の赤ん坊を愛でに行く予定です。



Q.4

１２月にお店をオープンするのですが、店のＨＰをオープン前かオープン後に作ろうか悩んでい

ます。ミンチー的にはどっちがいいと思いますか？

あと、おじさんの肩にパンチしといてください

お名前：ROSEBOWLDINERさん

A

お店のホームページはオープン前から作っておいたほうがいいと思うよ。オープンしてからだと

忙しくてやることもたくさんあるだろうから、まだ余裕がある今のうちにお店のホームページ、

ブログやTwitterなどを使ったお客さんとの交流を行なっておくと良いかも。がんばって！



痛いっ！！！

Q.5

おじさんはロリコンなんですか？ショタコンなんですか？それともペドフィリアなんですか？

お名前：ひみつのメンチカツさん

A

ネクロフィリアです。

Q.6

ミンチー×ロースおじさんのお話を書いたのですが、サイトに掲載しても大丈夫でしょうか？

お名前：りゅーさん

A

オッケーよ。

できたらおじさんにも教えてね。



Q.7

エロ同人誌をダウンロードしてフォルダにいっぱい溜めてるんですけど、親兄弟にばれないか心

配です。

ばれないフォルダ名とかあれば教えてください

お名前：チャゲアス豚野郎さん

A

知的好奇心。

Q.8

好きな女の子がいるのですが、その人は15歳以上も年齢が離れています。この隙間を埋めるには
、何をすればよろしいでしょうか？

お名前：文太棒 17歳さん

A

その好きな人を光速を超える速度でしばらく動かし続けたら、「ウラシマ現象」が起こって徐々

に年齢が近づいていくよ。



Q.9

ロースおじさんに質問です

今年の紅白にまいんちゃんは出場しますか？

お名前：V3さん

A

ひとつひとつ確認していこう。まず、まいんちゃんっていうのは、NHKで放映さ
れている「クッキンアイドル アイ！マイ！まいん！」のまいんちゃんのことで
OKかな？？もし他のまいんちゃんだとしたら、おじさんから答えあげることは難
しいから、この前提で話を進めていくよ。

そのまいんちゃんといえば、今年の1月には「まいんちゃん交代か？！」という
衝撃のニュースが日本列島を震撼させたわけやけども、あのニュースはおじさん

も含めた"大きなお友達"に、まいんちゃんがどれだけ大きな存在やったかを教え
てくれたよね。

正直、NHKの中でも夕方の時間帯の10分放送枠である、まいんちゃんの紅白出場
をむずかしいと思うんよね。でも、そんなことは関係ないやん？紅白に出場す

る、しないで人を評価するのってなんて浅はかで愚かなことなんやろと思うんよ。もっとおじさ

んたちの愛の力で応援してあげることができると思うんよね。まいんちゃんの笑ってくれる顔の

ためならおじさん踏まれてもいい！顔を重点的に体重を乗せて踏まれてもいいと思うんよ。

おじさんたち"大きなお友達"がまいんちゃんにできること。キミも一緒に考えていこうや。

Q.10



寝るのがもったいないので毎日ほとんど寝てないのですが、やる事がありません。何をしたらい

いですか？

お名前：めがねさん

A

自分で自分の首筋を「トンッ」って手刀で打ってごらん。

Q.11

豚であるおじさんには全く関係ないことなのですが、株式会社バーグハンバーグバーグのwebサ
イトは一体いつ完成すると思いますか?勝負をしかけてくるおばさんが怖くて夜も眠れないので
すが。

お名前：合挽きさん

A

きっと８月には完成すると思うよ。

それまでは身の丈ほどもある大剣を背負ったおばさんと殺し合いでもしてるといいんじゃない

かな！

ほんとに関係ない。

http://bhb.co.jp/


Q.12

職場で毎日イライラします。休日のガス抜きも間に合いません。おじさんとっておきのストレス

解消法を教えて下さい。

お名前：げそさん

A

やっぱアウトドアでしょ！

リュックに登山用具とお弁当を詰め込んで山に行くんよ。

んで、頂上で自分の屁を吸う。４日くらい。

Q.13

大嫌いな人を切り離して生活したいのですが、職場ではどうしようもできません。おじさんは嫌

いな人を相手にする時、脳内でどんな風に対峙してますか？

お名前：もんまりさん

A

脳内では、フリーザが乗ってるあの玉みたいな乗り物にのせて、空中を飛ばしとるよ。

いつか倒してやるぞ！って意気込みやね。



Q.14

結婚生活がうまくいくかどうかは、「結婚したいから結婚した」のか、「この人と一緒にいたい

と思ったから結婚した」のかで違うと思うのですが、もう結婚できるならどうでもいいです

お名前：カブト虫さん

A

まぁ、最初の理由がなんであれ、その後に楽しい暮らしが待っているんならいいんやとおじさん

は思うよ。ただ、まわりの目があるからって理由だけで決めちゃって、もし性格が合わなくて結

婚生活が辛くなるのはもったいないよね。その後の人生のほうが結婚前の人生よりもきっと長い

はずだから、その時間を長い我慢の時間にしないようにしたほうがいいよね。だから人間同士の

付き合いとしてしんどくなさそうだと思う人だったらいいんじゃない？

でも、この人 名前が「カブト虫」さんだね。

樹液が集まるところにいたら出会いなんてなんぼでもあるよ。

Q.15

サイの角は皮膚だと聞きました。おじさんのひげはアルミですか？



お名前：マルオ・ボーロさん

A

マジックでかいてるやつです。

Q.16

ズボラな性格なので部屋が片付けられません

何かいい知恵をください

お名前：かみいぬさん

A

いっそ部屋を捨ててみるのはどう？

ガソリンを撒いて火を放つんだ。こうすれば片付けをするべき場所が存在しないわけだから部屋

が汚くなることもないよね。もしご両親と一緒に住んでる場合は、本当になんてことをしてくれ

たんだと怒りだす可能性もあるので面白いポーズで謝る練習だけはしておこう。

Q.17

来月で10代も終わってしまいます。おじさんの10代はどんなかんじでしたか？

お名前：ガスミルクさん



A

土の中にずっといたよ。

もうぼちぼち羽化の時期かなって思って外に出たんだけど全然脱皮が始まらないからおかしいな

って思って鏡見たら豚やった。

Q.18

PHOTOSHOPってどんなことができるの？

お名前：jinさん

A

会議風景の写真に写る人全員を白目にしたりできるよ。

あと、おじさんみたいに丸出しの時期が１年で４ヵ月以上ある人はどうしても写真とか撮った時

に写りこんじゃうよね？そういう写り込んではいけないものにモザイクやぼかしを入れることが

可能なんよ。おじさんにとっては必需品やね。あとはDEKIMAGAとか見てたらいいんじゃない
かな。

Q.19

ミンチーのオススメの映画を教えてください。おじさんはしゃべらなくていいです。

https://dekimaga.jp/?ad=omoco


お名前：EMさん

A

グーニーズ。

！！！

Q.20

クラスに気になる女の子がいます。

いつもケンカばかりしていたんですが、最近話す回数も減っています。

本当にきらわれたんでしょうか。

お名前：小学4年 男の子さん

A

ドイツの軍用機に乗っているところを見せましたか？

キミがドイツの軍用機のパイロットだと知れば、きっとその子もケンカしてたことなんて忘れて

キミに「ユーロファイターとトーネードIDSのどちらが操縦しやすい？」って話しかけてくるよ。
とりあえずは、その気になる女の子の自宅の周りを旋回してみたらいいんじゃないかな？

いいわけあるか。



Q.21

きんたま！

お名前：きんたまさん

A

おまんk

やめろや！！

お名前 *

メッセージ *





第6回「とんかつＱ＆Ａ」

毎日暑すぎる。あたまがボーっとしてくるよ。でも大丈夫！鼻とか耳とか尻の穴に酢飯突っ

込むと涼しげ！

暑さのせいか。

Q.1

陰毛が２０センチぐらいあるのですが、大丈夫でしょうか？

お名前：まっきー。さん

A

個性やね。安心して眠って。

Q.2

会社の別部署にいる女の子がきれいで最近気になっています。

一緒にごはんを食べるなどして仲良くなり、あわよくばその先の展開も期待したいのですが、ど

う接近したら良いか超分かりません。

いきなり他部署の無関係な人が来て「おいポーク食いに行こう」と言ってもドン引きすること請

け合いでしょう。

それぐらい私にだって分かりますよ！

だからどうしたら良いか教えてくださいよ！

お名前：ruthdさん



A

どう接近したら良いかわかりませんとのことだけど、まず相手に気づかれずに背後に立つには足

音の出にくいスニーキングスーツを装備するでしょ。で、気になる女の子が徘徊しているルート

付近にある遮蔽物に隠れてわざと物音を立てるんよ。すると女の子は物音がしたほうを調べにく

るんで、そのタイミングを狙って背後に立ち拳銃を突きつけてホールドアップさせるといいよ。

もし暴れられたらＣＱＣでボコボコにするといいよ。

Q.3

連日猛暑が続いています。先日なんて36℃とかなって体温超えそうです。この暑さをしのぐいい
アイデアはないでしょうか？

お名前：FDDIさん

A

日陰は温度が比較的低いのでベッドの下に潜り込むってのはどうかな？オプションで斧も持っ

てさ。知らない人の家でそれやるといいよ。

Q.4

おじさんはメシを残す人をどう思いますか？



お名前：いぬさん

A

そのメシは本当にメシですか？メシじゃなくてクソなんじゃないですか？クソなら残すよね。ク

ソを食卓に並べた人が悪い。残した人は被害者だと思う。おじさん思うんよ。

関係ないけどメシ残しを記録しているブログを紹介しておくよ。

『メシを残すことで有名な西田』

Q.5

現在、豚料理に特化した飲食店経営を行おうとしています。

飲食店の場合、どれくらいネットに力を入れればいいのでしょうか?
また、飲食店経営者にお勧めなネットサービスがあれば堀江さん教えてください。

お名前：ホリエモン大好き!さん

A

それはもちろん、グーペでガンス。

それホリエモンじゃなくて、怪物くんに出てくるオオカミ男だよ。

http://nokosu.jugem.jp/


Q.6

最近将来が不安でもやもやした気持ちを払拭することができません。おじさんが爆発するところ

を見てすっきりしたいです。

お名前：EMさん

A

ドラゴンボールの21巻で、ベジータに「きたねぇ花火だ…」と言われて爆破されてるのがおじさ
んだよ。

それはキュイだね。

はい、ダイナマイト。



Q.7

おじさんとミンチーの年齢を教えてください。

お名前：つぇっぺりんさん

A

おじさんは４５さい。ミンチーは３さい。

ここに載ってるね。

http://blog.goope.jp/?pid=1
http://blog.goope.jp/?pid=2

完全に設定忘れてたわ。

Q.8

お店を作る予定が無いので、

ここでサイトを作る予定も無いのですが、

質問しても良いんでしょうか？

お名前：cさん

http://blog.goope.jp/?pid=1
http://blog.goope.jp/?pid=2


A

全然いいよ。

お店なくてもお店を持っているフリはできるよね？

だから是非、存在しない店のホームページを作るためにグーペを使ってみるといいよ！存在しな

いお店情報に騙されたお客が、ありもしないお店の場所に押し寄せる様を愉しめるよ。グッド

だよ。

Q.9

おじさんは脳みそが出ても、槍で貫かれても、ちゃんと復活してるようですがどんな再生能力

を持っているんですか？

お名前：御肉丸さん

A

おじさんはね、自分のまわりを覆う、ごく薄い時空の流れを超高速で逆回転させることによって

再生してるんだ。ね？おじさん！



今日は調子悪いみたい。

Q.10

よくあるドラマなどのキスシーンや濡れ場シーンは親と見てると大変気まずいです。

この時間を乗り切る方法を教えてください。

お名前：ぶっこいしょーたいむさん

A

いきなりシコってみてはどうだろう？

何言ってんの！？



Q.11

テレビを新調したのですが、古いブラウン管テレビを下取りに出さずに何かに活用できないもの

か考えています。中をくり抜いてヒヨコの孵化に使うほかに何かありますか？

お名前：ネットっ子さん

A

中をくり抜いてヒヨコの孵化に使う以外ありません。

Q.12

どうして原作があるファミコンのゲームはめちゃくちゃな内容なものが多いんでしょうか

お名前：まいきーさん

A

原作っていうのは、「漫画やアニメがすでに存在してる」っていう定義で話をすすめてＯＫ？ こ
れリアルな話すると、例えばアニメだったら放送期間っていうのがあって、ゲームのテーマにす

る部分の放送が終わっちゃう前にゲームを作っちゃわないとダメな場合が多いらしいんよ。開発

期間がやたらと短くて大急ぎで作っちゃうっていうのが原因の場合がたくさんあると思うんよね

。



そういう意味では、ドラゴンボールのゲームの面白さは異常やったと言えるわな。メテオスマ

ッシュのコマンド練習しすぎて、おじさん指の皮膚もってかれたもんね。その皮膚は今でもおじ

さんの宗家の神棚に飾ってあるよ。

Q.13

私には同じくらいの歳の女の子の友達がいます。

その子とはよく一緒に出掛けていて、お仕事で助け合う事も多いので、今よりもっと仲良くなり

たいのですが、その子は怒りっぽくてすぐ怒鳴られるのでなかなか会話が続きません。どうした

らもっと仲良くできますか？

お名前：トトゥーリア・ヘルモルトさん

A

その子がツキノワグマだとしたら、怒りっぽくなってるのは繁殖期で子熊を連れているからかも

。子熊との乳離れが終わってからまた話しかけてみては？時には押すことだけじゃなく、引いて

みるのも大事だよ。

Q.14

最近オカルトブームが再燃してきていますが、UMAにも造詣が深いロースおじさんは2012年地球
滅亡説をどうお考えでしょうか？また地球滅亡に供えて何を準備したらいいんでしょうか？

お名前：ミスターカトウさん



A

去年の年末の「ホンマでっか！？NEWS」で芸能人の寿命判定コーナーがあってね。
その中で石田純一が98歳まで生きるって言われてたから、当分地球が滅亡することはないんち
ゃう？石田純一だけが生き残るなら別やけどね。

Q.15

おじさん、いつもの頂戴

お名前：ヒロトさん

A

はい、尿

おいっ！

Q.16

ロースおじさん、ミンチー、こんにちわ。

僕の悩みを聞いてください。

この夏休み、就職活動の一環として企業にインターンシップに行くのですが、やる気がでません

。このままでは、この3週間の苦行を乗り越えられそうにありません。



アドバイスお願いします

お名前：酸化鉄人さん

A

就職前に企業の中を見れるチャンスだよ。

社会を見ずに就職しても学生気分がなかなか抜けずに甘えた考えを持ってしまって自分の成長を

妨げることになるよりかは、事前にインターンシップなどの制度を使えば、社会に馴染めたり、

働くための心の準備ができたりするんでノリノリで参加しちゃおう！何も知らないから怖くなっ

たりやる気が出なくなったりするんだ。知っちゃえば怖くモないシ、ヤる気モ出てクるとオジさ

ん思ウよ。

おお、珍しく良いこと言ってる

ギギギ・・・ガー

ロボット！？

Q.17

上司が双子です



お名前：ああああさん

A

ほんとに双子？

片方の心臓を抜き取った時に、もう片方も同じように苦しんだ？

Q.18

おじさんはどんな神様を信仰してるんですか？

お名前：再勃起さん

A

これです。



病気か。

Q.19

やっぱり質問を採用されなかった。悲しい。

お名前：ひより。さん

A

ごめんね。ほんとなら全ての質問にレスポンスを返したいところなんだけど、毎回ありがたいこ

とに結構な数の質問をいただいちゃって中々選んであげれなかったりするんよ。うん、全然反省

はしてないけどね。



感じ悪いぞ。

Q.20

上上下下左右左右ＢＡ

お名前：コナミマンさん

A



お名前 *

メッセージ *



第7回「とんかつＱ＆Ａ」

みんなそろそろお盆休みかな？

それともコンビニ弁当泥棒集中月間かな？

店出てから「よし！」って思った瞬間に店員に腕を掴まれて「すいません。盗りました

よね」って言われるまでの時間が2秒だったロースおじさんと僕のとんかつＱ＆Ａコーナーはじま
るよ。

Q.1

I would like to exchange links with your site blog.goope.jp
Is this possible?

お名前：theifishさん

A

Yes. I'm dog.

Q.2

おじさんが生理的に受け付けないので、おじさんの代わりになる新しいキャラクターを出してく

ださい。

お名前：ヌノノンヌさん



A

じゃあ、彼にお願いするしかないね。

おじさん、コイツにだけは負けたくないわ。

Q.3

おじさんは昭和と平成の仮面ライダー、1体ずつ好きなのを選んでと言われたら誰を選びますか？
僕はアマゾンと555です

お名前：うにょおおおおさん

http://img.blog.goope.jp/20100809_1627829.jpg


A

昭和ライダーだと、おじさんはストロンガーが好きやったね。「電気人間」という設定と、カブ

トムシ・アメリカンフットボールというモチーフの派手さに心をワシ掴みにされたんよ。ヒロイ

ンの岬ユリ子、タックルちゃんもかわいくてね。彼女が死んでしまったときにはショックでしば

らく立ち直れなかったよ。

平成ライダーシリーズが始まった頃には、おじさんはもういい大人だったからあんまり分からな

いね。

ただまあやっぱりクウガは外せないよね。五代雄介の「戦うことを嫌う」っていうヒーロー像は

衝撃的だったし、グロンギの持つ独自の文化・クウガと警察の協力関係などリアリズム重視のド

ラマが展開されて、平成ライダーシリーズの基礎を作り上げた本当に重要な作品だよ。

メールをくれたうにょおおおおさんの言う「仮面ライダー555」も良かったね。 
555では怪人側にホースオルフェノク・スネークオルフェノクといった悲しい過去を持つキャラ
クターも居て、怪人になった経緯を考えるとどうしても憎みきれないんだ。そんな怪人と対峙

して、555はどう戦うのか。「怪人と人間の共存」という難しいテーマを扱った、とても素晴らし
い作品だよ。

個人的には「クウガ」の高寺Pが好きだから、同プロデューサーの「仮面ライダー響鬼」も捨て難
いね。クウガに続く「アギト」も「神との戦い」という壮大なテーマが素晴らしかったし、小林

靖子脚本の「龍騎」や「電王」ももちろん良かった。「剣」はカリスが「555」にも通じるような
怪人の悲哀を体現してて、「キバ」では更にファンガイアと人間の恋愛まで描かれてて面白かっ

たね。「カブト」は本田博太郎の得体の知れなさが最高だったよ。

もちろん、平成ライダーの世界を巡った「ディケイド」にもワクワクしたし、いま佳境を迎えて

る「W」はこれまでになくスタイリッシュだよ。次作「OOO」は脚本が再び小林靖子ってことで
、こっちも期待しちゃうよね。

いやまあ、おじさんはもういい大人だから平成ライダーは知らないんだけどね。



Q.4

ブログのカテゴリーで、全然関係ない話にも関わらず一番投稿数が多いのはどうかと思うのです

がいかがでしょうか。

あとジャンプスクエアの地獄のミサワさんの漫画の掲載位置が数ページごとに分かれていて読み

にくいのですが、前ページまとめて掲載するわけにはいかないのでしょうか。

お名前：ポルポルさん

A

カテゴリーの「全然関係ない話」が一番多いのはね、うん。おじさんが本来の仕事であるグーペ

の宣伝をしっかりしてないからだよ。（キリッ）

地獄のミサワの漫画の掲載位置が数ページごとに分かれている件について本人に確認とってみた

けど「前の編集長に嫌われてるから」って言ってた。

Q.5

どうしたら、おじさんみたいなナイスミドルになれますか？

今すぐにでも、どうしてもナイスミドルにならないといけないんです

お名前：蟹さん

A

本気でナイスミドルになりたいと思ってるん？



おじさんに言わせればまだまだ本気度が伝わってこないよ。

朝昼晩、ナイスミドルのことを考え続け、ナイスミドルの作った飯を食い、

疲れた時はナイスミドルの腕の中ですやすやと眠る。

ナイスミドルってのはそうやってなるもんやで。

Q.6

うちの実家に飾ってあるトロフィーは一体なにで優勝した時のものなんですか！

お名前：めがねさん

A

「橋の下から子供つかみどり大会」で優勝した時のもんやで。

その時につかみどられた子供が君なんやけど、小さかったから覚えてないかな？

Q.7

よく豚野郎って言われるんだけど

そんなにデブじゃ無いし

あんまり口も臭くないし

めったに外に出ないのに

親子関係で悩んでます。

お名前：ねこりんしゃんさん



A

落ち着いて。一回整理してメールを書こうね。

Q.8

最近暑くて暑くて困っています。背筋が凍るような怪談ご存知ですか。

お名前：もやこさん

A

おじさん、国民健康保険に入ってないんよ。

Q.9

it was very interesting to read blog.goope.jp
I want to quote your post in my blog. It can?
And you et an account on Twitter?

お名前：rostovtsevaさん

A



Yes. I'm dog.
I like Chocolate.

Q.10

好き勝手書いて上司や法務に怒られないんですか？

お名前：KOUSHIROUさん

A

怒られる。

Q.11

福井県の魅力を３つ教えてください

お名前：リップマンさん

A

・県民の8割以上が斬魄刀を所有している
・母親が分裂して攻撃してくる

・県民全員が協力し合って秘密裏にペリーのミイラを保管してる



怒られるぞ。

Q.12

毎回どのくらい質問数が届くのですか？その質問に独断と偏見のランダムで選ばれる確率をなん

となく知りたいです。

お名前：答えは聞いてない！さん

A

大体毎回120件くらいかな。
質問でボケてるお便りは面白かったら使うんだけど、あんまりないかな。

あと、ボケまくりはおじさん言うことなくなるからあんまり選ばないね。

逆に良いフリのやつは積極的に選ぶね。

必死か。

Q.13

人妻の身にもかかわらず昔の彼氏のことがどうしても忘れられません。

たまに夢に出てきたりして苦しいです。

どうしたらいいんでしょうか。

たまには真面目に答えてみろよこのブタ野郎。



お名前：伊東マンショさん

A

心をしっかりと休める時間が必要じゃね。おすすめは半身浴。できればいい香りのするハーブな

んかを入れるとよりグッドよ。そして体の火照ったあなたはとうとう内からこみ上げる衝動を抑

えきれなくなり、少し赤みのさした、その細く透き通った指を、自らのまんｋ

やめろ！

Q.14

とんかつ教室いつも楽しく拝見させてただいております。

悩みなんですが、最近おなかが出てきて困ってるんです。本当にすぐ痩せることができるダイエ

ット方法を教えてほしいです。

お名前：ぽかぽかさん

A

まず箱の中に入り、地中に埋めてもらって鈴を鳴らしながらお経を唱えて続けてごらん。「即

身仏」って言ってね、一番効果的なダイエット方法なんだ。



Q.15

へそが死ぬほど臭いのですがどうすればいいのでしょうか。

毎日洗っても、洗った数分後にはもう地獄の底から沸き上がるような悪臭を放ちます。

お名前：まめさん

A

じゃあそのヘソは地獄なんじゃない？

その小さな穴の中に黒縄地獄や焦熱地獄、大叫喚地獄や阿鼻地獄があるかと思うとワクワクする

よね。

子供たちが悪さをしたら、「ここに落ちるぞ〜！」ってヘソを見せて追いかけ回すといいと思

うよ。

Q.16

おじさんは宗教に興味はおありですか？

お名前：よっさん

A

定期的にamazonで冷凍ハムを購入しては地中に隠し、火曜日の朝は語尾に「尻」という単語を
つけ、篠原ともえの「ウルトラリラックス」が聴こえたときには親指を隠すという掟を守らなけ

ればならない神を信仰しているので、間に合っとるよ。



Q.17

今おじさんは獄中にいるようですが、どんなメシが出るのかレポートをお願いします

お名前：ジェロニモ本郷さん

A

朝は、醤油味のゴム。

昼は、味噌味のゴム。

夜は、塩味のゴム。

おじさんは塩味が一番好きやねん。

Q.18

一部で人気のおじさんだけど。

ぶっちゃけグーペ内でのおじさんの評判と立ち位置ってどんな感じなんですか？

お名前：ポーク太郎さん

A



みんな良くしてくれてるよ。

こないだ会議に行った時なんか、出されたコップに全部砂利が入ってたからね。

「砂利をふるまうのは、ある地方では最高のおもてなしだ」っておじさん聞いてたから、

おじさん大喜びで飲み干したよ。

そして血を吐きながら帰った。

Q.19

妹が結婚するのでなにかプレゼントをしたいと思っているのですが、何がいいと思いますか？

お名前：お茶さん

A

自分のケツの写真１万枚送りつけるのがいいんじゃないかな。

科学的に見てもそれがいいように思える。

科学を根本から見直せ。



お名前 *

メッセージ *



第8回「とんかつＱ＆Ａ」

さあて、今回も始まりました。とんかつQ&Aのコーナー。
ドンドン！パフパフパフー！パフパフパフパフ！パフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパ

フパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフー！

うるさいよ！

Q.1

おじさんにとって小学4年生ってなんなんですか？

お名前：やきりんごさん

A

それは「人間にとって神とはなんですか？」という質問と同じで、なかなか一概

には答えにくいんよね。結局それはおじさんの心の中にだけある世界で、おじさ

んがいくら「小学4年生」の素晴らしさを言葉を尽くして説明したとしても、み
んながそれを共有できるわけじゃないんよ。それはおじさんわかってる。でもお

じさんは、「小学4年生」を称え、畏れ、敬い、その手に触れたい、その声に耳
をすませたいという衝動を抑えきれんのよね。まるで生まれた時からプログラム

されていたようにね。

「神の、目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された

時からこのかた、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼

らに弁解の余地はないのです」（新訳聖書ローマ書　第１章２０節）



Q.2

おじさんとミンチーの中の人のプロフィールを教えてください。

お名前：すきですさん

A

ちょっと何言ってるかわかんないけど、こんなサイト見つけたよ。

株式会社バーグハンバーグバーグ 

Q.3

ジョジョの奇妙な冒険の第5部に出てくるプロシュートのアニキが好きで好きでたまりません。ど
うすればプロシュートのアニキのようなアニキにめぐり合えますか？

それとおじさんをプロシュートにしてもいいですか？

お名前：モッチモッチさん

A

プロシュートのアニキに出会いたいって言うけども、何か努力はしてる？

出会うにもそれなりの条件ってものが必要なんよ。例えばパイナップルみたいな髪型にして釣竿

を持って「心臓に食らいついたッ！ブッ殺してやるッ！」とかブツブツ呟いたり、仲間から「マ

ンモーニ」って馬鹿にされたりね。そのくせ、覚悟を決めたら目付きが急に変わって異常に強く

なるんだけど、首の骨を折られたら亀を襲い始めたりね。

http://bhb.co.jp/


文章で説明するとただの狂人だね。

Q.4

大学４年生です。

ガンガン進学するつもりだったのですが、この期に及んで進学への道が断たれてしまい、就職し

なければいけなくなってしまいました。もうどこもかしこも採用が終わってしまい、途方に暮れ

ています。

なぜ企業側は、そんなにも新卒を愛しているのですか？

なぜ既卒ではダメなんでしょうか。

教えておじさん！！

お名前：ボンボンとお嬢は地獄に落ちろさん

A

小学４年生かと思ったら大学４年生かよ。

急に興味なくすな。向き合え。（サクサクッ）

痛い。脇腹に果物ナイフを刺してくるのはよしてよ。痛いったら。

企業が新卒を採用する理由ってのは、簡単に言うと文化を創るためにってことやと思うんで、新

卒がダメだったとしても特殊技術やコミュニケーション能力が高ければ即戦力として採用しても

らえると思うよ。卒業までの間に、死に物狂いで能力を高めて、その後、就職活動を行なうって



のも一つの道だと思うんであんまり焦らないで母親の乳でも揉みながら考えてごらん。

母親の乳を揉ませるな。

Q.5

元気玉と金玉の違いについて教えてください。

お名前：豚トロメッシュさん

A

元気玉は男の子の股間にぶら下がってるやつで、金玉はみんなの元気を少しずつ分けてもらって

強力なエネルギー弾を生み出す技だよ。

逆だろ。

Q.6

おじさんの１日を表で教えて。

お名前：もりもりさん



A

Q.7

おじさんの斬魄刀について教えてください。

お名前：13キロさん

A

おじさんの斬魄刀は脱糞系最強の刀と言われている『糞塗丸（くそぬりまる）』だよ。

普段は普通の刀の形をしているけどひとたび「へこませ！糞塗丸！」の掛け声をあげれば、たち

まち先っぽがスプーンみたいな形に変化して斬りつけた相手をへこませるんよ。スプーンには何

が盛ってあったかはご想像にお任せするね。

http://img.blog.goope.jp/20100820_1639592.gif


Q.8

ブタとイノシシってどこが違うんですか？

お名前：池の上さん

A

もともと豚は猪だったって言われてるよね。

人間が飼い始めて家畜化したから豚になったみたいよ。

実際、豚が野生化すると身体中から剛毛が生えて猪みたいになるんよ。

おじさんは、まあ、フリーやけど剛毛はヒゲとアソコだけに集中してるから猪みたいには見えな

いよね。

Q.9

気安くハゲって呼んでくる人がいます。

言う方は笑っているのですが、言われる方は本当に傷つくのです。

心の痛みを理解させるにはどうしたらいいでしょうか？

お名前：臼井さん

A

マジレスするとズラをかぶるのが一番言われなくなる方法。



心の痛みを理解させるには、常にラジカセをアメリカの若者みたいに肩に乗せて持ち歩いてハゲ

と言われるたびに山下達郎の悲しい曲を流すといいよ。

Q.10

僕には付き合って４年になる彼女がいるのですが、どんな言葉でプロポーズしたらいいか分かり

ません。

おじさんの豊富な人生経験からのアドバイスをお願いします。

お名前：紅茶大好きさん

A

「キミのためにアッパーカットを猛練習しました。喰らってください！」

Q.11

好きなスタンドはなんですか？

お名前：ハレーさん

A

リゾット・ネエロのメタリカ。



Q.12

おじさんはファイナルファンタジーシリーズはお好きですか？

私は2、9、12が好きです。

お名前：むにむにさん

A

5、10、13が好きやね。
FF5の召喚獣でカトブレパスだけ取り損ねたときのショックは今でも忘れられんよ。

Q.13

こんばんわ。

アルバイトをしながら就職活動中の者なのですが

やりたい仕事も今の自分に出来るレベルの仕事も無く

日々をアルバイトするのとインターネットをボーッと見るだけの毎日です。

ところで飲食店経営の大変な事とやりがいってなんでしょうか。

お名前：ジャンボキングさん

A

インターネットをボーッと見てるのが原因だってのはご本人もわかってるようなので、飲食店経



営の大変な事とかやりがいってなんなのかについて答えたいと思います。あんまり店に出ていな

いのでわかりません。

Q.14

おじさんは初めてのお給料で何を買いましたか？

お名前：ヒロトさん

A

ニス。

Q.15

サイレンのプレイ動画をyoutubeで見て買ったんですけどいざやろうとすると怖すぎて独りで出来
ません。どうすれば独りでできますか？

お名前：タロイモさん

A

サイレンってのはPS2で発売された名作ホラーゲーム「SIREN」のことやね。

たしかにあのゲームは、ゲーム史上一番怖いゲームだと思うけど、SIRENに出てくる屍人と呼ば

http://www.google.co.jp/images?q=SIREN&um=1&hl=ja&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=vi&biw=1255&bih=833


れるゾンビをよく観察してると、なんとも言えない可愛らしさが見えてくるんよ。鍵をなくし

て「鍵ぃ…鍵ぃ…かぎっ！」って探し回ってる屍人や、タバコが吸いたいんだけどライターの火
がなかなかつかなくてちょっとイライラしてる屍人など他のゾンビゲームと違って人間らしさが

存分に残っているのが特徴なんよ。そんな愛すべき彼らを知れば、ただの怖いゲームじゃなくて

味のあるゲームだと感じるようになるよ。

Q.16

私の上司に「篁」という苗字の片がいます。

初めて見たとき読むことができませんでした。

ロースおじさんは初見でこの苗字を読むことが出来ますか？

読みを教えてください。

お名前：ミラクルヨシエさん

A

ぺう。

くそ！当たってるのかどうかわからないからつっこむにつっこめない！

Q.17

男性は女性から手を握ってもらうより、さりげなく袖をつかまれる方がキュンとくるらしいです

。

心理学的に解説して下さい。



お名前：ハイパーPCさん

A

「一生懸命ついてきてる感」と「ほんとは手を繋ぎたいんだけどまだそこまでの関係じゃない

から」っていうのが見え隠れするからに決まってるやろ。もしくは男性の着ているミッキーマウ

スのトレーナーを奪ってやろうと思ってるからに決まってるやろ。

Q.18

就職活動中で書類選考しか通過しません。どうしたらいいですか？

お名前：あおむしさん

A

ということは、第一面接でいつも落とされてるってことかな？

新卒さんの場合、面接はまずは慣れが一番。でも、一回でも無駄にしたくないってのもあると思

うから、必ず面接のときは録音機を胸ポケットなどに仕込んで自分が面接中どうやって話してた

かを記録するといいよ。んで、家に帰ってそれを文字起こしするんよ。すると自分が面接官の質

問に対してちゃんとした回答を返せてたかや、回答にプラスして自己アピールに繋げられてたか

などの確認ができると思うんよ。それだけでも全然お喋りが変わってくると思うから、是非やっ

てみて。あと、全裸で面接に行くとポイント高いよ。

Q.19



Are you dog?
realy?

お名前：allenさん

A

Yes.dog.

Q.20

よく0時くらいになると隣の部屋から艶めかしい声が聞こえます。
正直睡眠不足になりかけてて、かなり困っているんですが、おじさんならどう対処しますか?

お名前：おかわりさん

A

隣の家のインターフォン鳴らしまくって「どんな顔しとんじゃー！それ次第じゃー！」って怒鳴

るよね。美しき人が住んでたんだったら「いつもありがとうございます。」ってお中元送るよ。

Q.21

芸術に携わる仕事の修行中ですが、思うように食えてません。このご時勢だしそろそろ限界かな



って思います。諦めたら負けですか？

お名前：アラハバキさん

A

その仕事の修行が終わって一人前になったときに、食べていくための市場がまだ残っているかを

見て判断するといいよ。もしくは諦めるとは少し違うかもしれないけど修行の途中でもいいから

、今まで修行したものに新しいエッセンスを加えて自分が第一人者となれることを展開できれば

芸術を仕事にできるのかもね。例えばうんこにリボンを付けて販売するとかね。

Q.22

こんにちはおぢさん。

おぢさんが変態でけっこうなオタクで紳士で変態である事はよく分かったんですけど。

おぢさんって二次元の存在が相手でもイケる畑の豚ですか？

非実在性少女に興奮を覚えるんですかこの家畜野郎。

お名前：オメガおさこさん

A

中学生の頃は遊人のエンジェルとかでお世話になってたけど、どこかやっぱりむなしくてね。や

っぱりおじさんには小学４年生しかないって思ったよ。



Q.23

ミンチーは何歳までママのおっぱい飲んでましたか？

お名前：斉藤（弟）さん

A

１歳ちょうどくらいかなあ？

おじさんは生まれた瞬間から水を与えられてました。

Q.24

古本屋で「うさねこ」という本が２６２円で売っていたんですがこんなときどういう顔をすれば

いいですか？

お名前：ポン酢MIXさん

A

おじさん、たまたまその本の作者と知り合いやったから「どういう顔すればいいん？ねえ？どう

いう顔すればいいん？んー？んー？」って聞いたら「そっとしておいてください」って返ってき

たよ。今にも泣き出しそうな顔してたからキミも今にも泣き出しそうな顔をすればいいんじゃな

いかな。

http://usaneko.net/


Q.25

おじさんはどれぐらいのペースでブログ更新しているの？

お名前：アレさん

A

週２くらい。

Q.26

「豚に真珠」と言いますが、おじさんのモノには、真珠が入っているのですか？

お名前：たこやきさん

A

むかし刑務所に入ってるときに同じ房の仲間に教えてもらって３つくらい入れたわ。

Q.27



おじさんが好きな打ち切り漫画を教えてください。

お名前：サスケツさん

A

打ち切りになったのかはよくわからないんだけど、ひと昔前の少年ジャンプで絵柄が個性的すぎ

て他の作品と比べ浮きまくりながら連載されていた「惑星（ほし）をつぐ者」は、話の内容が面

白かった分、あと１、２巻は出て欲しかったなあと思うよ。

Q.28

おじさん、大変です！

浅草の雷門におじさんにそっくりの肖像が飾ってありました。

思わず写真を撮ってしまったので、見てください。→■問題の写真

昔は人間だったんですか・・・？

お名前：デリケートはまじさん

A

弟や。

Q.29

http://amzn.to/cuMdEl
http://www.flickr.com/photos/84213904@N00/4888015393/


最近夜中に目が覚めて、ふと天井を見るとちっちゃいサラリーマンのおじさんがうようよ見え

ます。

どうしたらいいでしょうか？

そして、たまにその中にロースおじさん、あなたがいます。どうしてくれるんですか？

お名前：いこちゃんさん

A

むしろ指の力だけで天井に張り付くおじさんの努力を褒めてほしいよね。

Q.30

平成ライダーはよく知らないおじさんにお勧めの映画があります。それは、今大絶賛公開中の仮

面ライダーWのAtoZです！なんといっても、ライダーが、カッコいい！それに比べておじさんは
豚ですね。でもWはカッコいい！左翔太郎が文字通り”切り札”でカッコいいです。是非おじさんも
見たほうがいいですよ。ミンチーも連れて行ってあげてくださいね。

お名前：山芋大好きっ子さん

A

前もいったけど、おじさんはもう大人だからあんまり仮面ライダーとかには興味ないんよ。だか

らせっかくだけど、映画はちょっと行けないかな。 ただ、この間アリエッティ観ようと思って映
画館行ったら間違って仮面ライダーの券買っちゃって、全然興味ないんだけど、買っちゃったも

のはしょうがないから嫌々観たんよ。興味はないんよ。仕方なくなんよ。 Wと同じメモリを持っ



たNEVERのメンバーが次々にドーパントに変身するとことろか、いかにも怪物的で最悪の思想の
持ち主・大道克己 がベルト使って仮面ライダーエターナルになるのとか見るにつけ、「ドーパン
トとライダーはメモリを直挿しするかベルト介すかの違いしかなくて、結局 どっちも怪人なんじ
ゃないのかな」って思うよね。それが終盤、正に翔太郎の「仮面ライダーはこの街の希望」とい

う言葉を表したようなあの展開で、「ダブルは怪人じゃない、仮面ライダーだ！」と胸が熱く

なる。あれは本当に素晴らしいよ。ライダーと怪人の同一性という問題は「ショッカーに改造さ

れた本郷猛は怪人なんじゃないのか」みたいな石ノ森感があっていいよね。 翔太郎が一人で変身
する仮面ライダージョーカーは効果音に1号のキュピーン！って音が使われてたし、黒い体に赤
い眼、力強い変身のポーズは仮面ライダーブラックを思わせる。そういうレジェンドライダーへ

のオマージュも素敵よね。ジョーカーはマキシマムもライダーパンチ・ライダーキックだった

しね。 あとはそう、戦闘シーンも相当良くて、アクションすごいし、敵を倒しながら風都タワー
に登ってくところなんかはブルース・リーの「死亡遊戯」を思い出すよね。あのシーンでの照井

の「俺に質問するな！」もかっこいい。あとオーズね。仮面ライダーOOO。映画での新ライダー
お披露目は理不尽に強くなりがちだけど、今回はきっちり存在感示せた上に強すぎなくて、とて

もバランス良かった。串田アキラによる「タカ！ トラ！ バッタ！」っていう変身ボイスは真似し
たくなるよね。 今回の映画は、Wをめいっぱい楽しんで、OOOの放送も楽しみになる名作だっ
たね。 アリエッティと間違ったんよ。興味はないんよ。

お名前 *

メッセージ *





第9回「とんかつＱ＆Ａ」

さてさて、今回も始まりました。とんかつQ&Aのコーナー。
キミの質問は選ばれてるかな？選ばれた人全員に抽選で四角くて丸いシャツを着た中年男性のよ

うなおばさんをプレゼントー！

非常にわかりにくい。

Q.1

おじさん、こんにちは!
無い内定なのですが危機感が足りないです。

どう思いますか？

お名前：あちゃんさん

A

遅効性の毒を自分に打って、面接官に「内定したらこの解毒剤をやろう！」と言っ

てもらうんやね。そうすれば生への執着から、自分の能力を超えたパワーが湧い

てくるはずだよ。頑張って。

Q.2



ジャンケンの必勝法を教えていただけないでしょうか。

いつも肝心な時に負けます。

お名前：ろむろさん

A

修行しかないやろうね。

スト２のリュウみたいなやつにみぞおちに正拳を打ち込まれながら、主婦に往復本気ビンタをさ

れつつ、卑怯そうな顔をしている中学生達に目潰しされまくるといいよ。ボロボロになったキミ

をみて、相手は「ジャンケンとかいいから！それより救急車！」って言うね。戦わずに勝利する

のが兵法の基本だよ。

Q.3

私の彼氏はお金をせびるわ嘘ばかりつくわのどうしようもないゴミクズ野郎なん

ですが、どうしても離れることができません。どうしたら別れる決心がつきます

か。よかったら、おじさんが得意なタロット占いみたいなやつで占ってください。

お名前：ケーコさん

A

なんでおじさんがタロット占い使いだと思ったのかはわからないけど、

ドラゴンボールカードダス占いならできるよ。カードの山の中から一枚ひいて、



その絵柄で占うというものなんよ。ちなみに、ケーコさんと彼氏との関係を占っ

てみたんだけど、「チャパ王」が出たね。おそらく彼氏さんはそのうち天下一武

道会に出場し、予選でボロ負けして帰ってくるわ。そうでてる。

Q.4

思春期に乳首に出来るしこりは何ですか？

お名前：そばつゆさん

A

乳暈現象とか言うらしいよ。漢字は合ってるのかわかんないけど。

中学のときにサッカー部のバッタに似た男でお馴染みのケンゴが言ってたよ。

Q.5

ごはんはおかず！

お名前：ペロペロさん

A



おじさん、U&Iの歌詞見たとき、ほんとに涙出たわ。唯ちゃんが「ごはんはおか
ず」の歌詞を考えたときは、正直おちゃらけの部分も結構あったと思うんよね。

でも、ふとしたきっかけで唯ちゃんは「当然あるものがない時に、その大切がわ

かる」っていうことを身を持って気付くやんか？それって、おじさん達はアニメ

の中の出来事としてではなくて、長い人生で忘れがちな大事なことだと素直な心

で受け止めるべきやと思うんよね。もう気付いてる人も多いと思うけど、「YOU
& I」じゃなくて、「U & I」なんよね。つまり憂ちゃんのことやん？おじさん、
そこまで自分の親や兄弟を大事にしたことがあったかな、って罪悪感に似た感情

に囚われて、しばらく呆然としたわ。ほんですぐ親に電話しようと思ったんやけ

ど、よくよく考えたらだいぶ前にスーパーの豚肉売り場で半額の札貼られて売ら

れてたわ。せやからおじさん、これからは憂ちゃんを全力で応援します！！

Q.6

じゃあ、好きなスタンド使いは誰ですか？

お名前：ムーニーさん

A

アバッキオとリゾット・ネエロ

Q.7



このブログによってグーペの利用者は増えたのでしょうか

お名前：マーケティングのプロさん

A

知らん。

Q.8

先ほど甲子園決勝をみていて９回に思い出代打大爆発してたんですが

おじさんは何か強く思い出に残ってる事ってあります？

詳しくお願い

お名前：月　万紙さん

A

子豚の頃を思い出そうとすると、何故か激しい頭痛が起こって、血まみれのコン

クリートと、金属バットを持った誰かわからない男の顔の映像がフラッシュバッ

クするんよね。ただその男の顔、どこかで見覚えがあるんよ。あるんやけど思い

出せない…。



Q.9

おじさんは小学4年生がお好みのようですが、5年生になったら急にポイしちゃう
んでしょうか？

お名前：通りすがりさん

A

そうやねえ。ま、悪くはないんよ、5年生も。
小学4年生の残り香を持つ5年生ってのは、一応親切には扱うよね。尊敬もするよ、一応ね。
ただ、旬が過ぎたというか徐々に歳をとるにつれて興味が失せていくよね。中1とか狩ったろか思
いますわ。逆に小学3年生には多大な期待してしまう。

Q.10

隣の席のお局大臣閣下様が常に機嫌を損ねているガンタンクなんですけど、どう

してくれますか？

お名前：物騒。さん

A



ご無沙汰やろうし、股間のコアファイターを突っ込んでやったら？

やめろ。

Q.11

最近、生き別れの父に会いました。

おじさんが生き別れの父親に会ったら、どういう反応をしますか？

お名前：ミシェル・ロドリ下衆さん

A

おじさん、自分の父親が足を縛られて屠殺場に運びこまれる様子をしっかり見て

るから、想像できないなあ。

もしもの話をするとしたら、コーナーに追い詰めて、怒涛のデンプシーロール。

Q.12

おじさんは何で就職活動によく食いつくんですか



お名前：うつけさん

A

おじさん、就職活動がんばってる人は好きやねん。

おじさん自身、就職活動はかなりハマってね。色んな会社の社長さんを爆殺していったクチなん

ですわ。面接が進めば会社のキーマンと一対一で会えるんよ。そのときが暗殺のチャンスよね。

だから思い入れが大きい分、そういう質問には喰らいついちゃうよね。骨までしゃぶりついてや

ろうと思ってるよ

Q.13

小学４年生であれば、男の子でも女の子でもいいのですか？

お名前：けも子さん

A

はい。

Q.14



おじさんのブログはいつも楽しく、内容も濃くて最高なんですが、今非常にトイ

レ（Big Benの方）に行きたいんです。
このままブログを読み続けるべきでしょうか。それともさっさとトイレに行くべ

きでしょうか？

お名前：FDDIさん

A

解放の快感っていうのはね、抑制された時間が長ければ長いほど強烈なんよ。

トイレに行くのはBenが肛門から顔を出し始めてからがいいんやない？
そしたら言ってやりなよ。

「hello.」って

Q.15

僕は現在アルバイトをしているのですが、時給が低いのが悩みです。

時給を上げてもらいたいと思うのですが、僕はどうすればよろしいか。

あと、ミンチーの時給を教えてください。

お名前：山田洋介さん

A



「その職場で自分しかできないこと」をアピールして、上司に認識してもらうの

が一番の近道やと思うね。例えば、客前で脱糞できる勇気はそこらへんの人じゃ

そうそう持つことはできないよね？でも、もし脱糞できるのが君だけなら、上司

も君を貴重な「客前で脱糞できる者」手放したくないと思うハズだから、時給も

上がるはずだよ。

ちなみにミンチーの時給はいくらだったっけ？

今月は現物支給で、ニワトリのトサカを1kgもらいました。

Q.16

おじさんが小学4年生にしか興味がない事を承知の上でのお願いです。
三十路女のこの私と結婚してください！

どうあがいても、おじさんは小学4年生とは結婚できないので、ここらで手を
打ってはいかがでしょうか。

お名前：M子さん

A

M子さんは何を言ってるの？おじさんが小学4年生と結婚できないなんて、どうして決め付けるこ
とができるの？そりゃ、M子さんの申し出はありがたいけど、男は常に夢（ロマン）を追い続け
る者。

おじさんと結婚したいと言ってくれるならね、まずこういうところを理解しておいてもらいたい

んよね。M子さんがおじさんの良き理解者になってくれて、一緒に小学4年生を好きになってくれ
るような素敵な女性なら、おじさんもお付き合いしたいと思うかもしれない。でも正直今は、小



学4年生以外のことに力や時間を分散させたくないんよね。小学4年生もきっとおじさんに目一杯
愛されたいって思ってると思うし。おじさんはその気持ちを裏切れないんよ。だからM子さんに
限らず、今は女性とのお付き合いそのものを考えていないかな。

わかってくれた？

でもこれからもグーペを応援してくれるとおじさん嬉しいよ。

とりあえず申し込んでくれたらいつか抱いてやるかもしれん。

Q.17

おじさんの服の合わせ目が右だったり左だったりするのがきになってしかたがあ

りません。

お名前：めこさん

A

いちいち新しく描くの面倒くさいから反転させてんのよ

お名前 *

メッセージ *





第10回「とんかつＱ＆Ａ」

にぃ〜にぃ〜

はっ！

おじさんがにぃにぃ鳴き始めたらとんかつＱ＆Ａの時間だ！

Q.1

おじさん、はじめまして。

わたしは小学4ねんせいのゆりっていいます。

しんがっきがはじまったのですが、まだ夏休みの宿題がおわっていません。

おじさんにてつだってほしいです。

どうやったらてつだってもらえますか？

おしえてください。

お名前：ゆりさん

A

ゆりちゅわ〜ん♪しつもんありがとうねぇ〜♪

おじさんすぐにでも飛んでいきたいと思います。

ゆりちゃんの夏休みの宿題はおじさんに全てまかせてほしい。

そのかわり、そのかわりね。



おじさんからも一つお願いがあるんだ。

始業式の日におじさん、ゆりちゃんの小学校の校庭で天高くお尻を突き出すんで、友達の小学４

年生に声をかけて集団でおじさんのお尻を上靴で叩きまくってほしいんだ。

１学年全員集めてもらってもいいよ。とにかくできるだけ多くのお友達に声をかけてね！

Q.2

とんかつおじさんのライバルとかいたら教えてください

お名前：彦ちゃんさん

A

とんかつおじさんって誰よ？

おじさんはロースおじさんだよ。

そのとんかつおじさんってやつがライバルだよ。

Q.3

車庫入れが苦手です。

アドバイスをください。



お名前：ペーパードライバーさん

A

車庫入れで大切なのはイメージ。

自分の頭の中で、常に車が今どうなってるかをイメージするんよ。

寝ても覚めても車のことを考え続け、エンジンオイルを舐め、ハンドルをしゃぶり、

タイヤを自分の子供のように思えてきたら、もうあなたと車は一心同体。

そうなれば自分の体のように車を精密に動かすことができるはず。

それまでは歩け。

Q.4

更新を期待して毎日このブログを拝見させていただいております。

酢豚のパイナップルの次くらいに好きです。

お名前：すけさん

A

どうもありがとう。

そういう温かい感想があるおかげでとんかつ教室は継続できてます。



ないとね、怒られて終わっちゃうからね。怖いよね。ほんと生きていけんからね。

Q.5

小学校から水泳をやっているのですがタイムが伸びません。どうしたら速くなれますか？教えて

下さい、ロースおじさん。

お名前：高校男子Aさん

A

プールの水抜いて走ってみた？

Q.6

えっちな相談や質問にも答えてくれますか？

お名前：中学二年生男子さん



A

載せれる程度のものならいいよ。

でもおじさん、審査甘いからついエグイの出しちゃって上からメチャクチャ怒られる可能性もあ

るんでセーフラインをよく考えて質問してください。上場企業の法務って怖いんよ？おじさんは

あくまで戦うけどね。

Q.7

「ママは小学四年生」ご存知でしょうか。

主人公の女の子は、将来イケメンと結婚し、かわいい女の子までもうけ、挙げ句タイムパラドッ

クスによりその女の子を育てるハメになる、とんだリア充です。

未来の夫の影が既にチラつく小学四年生でも、おじさんは愛せますか？

お名前：アブダケダブラ喪女さん

A

もちろん知ってるよ。通称ママヨンだよね。

主人公である水木なつみチャンが通う夢が丘小学校を血眼で捜した記憶があるけど、そんな小学

校はどこにもなかった。おじさんとても悲しかったけど、夢が丘小学校の校舎の中にはたっぷり

と小学4年生達が詰まってると想像するだけで元気がムクムク出てくるからくるぶしの裏に彫っ
たね。「心にいつでも夢が丘小学校」って。かなり昔のアニメなんでおじさんもうろ覚えなとこ

ろがあるんだけど、なつみチャンと未来でママになってるなつみちゃんがビデオを通してメッセ

ージを受けるみたいなシーンもあったような気がする。あのシーンは感動やったよね。思い違



いだったかもしれないけど、まあ、今話しながら嘘でも感動してるんだからいいじゃない。

で、未来の夫の影がチラつく小学四年生でも愛せるかって？

愛せるよ。その小学4年生が結婚する頃はもう小学4年生じゃなくなってるんでしょ。
そのときはおじさん興味を失ってる。小学4年生のときはどんな条件でも愛せる。クリントン元大
統領そっくりの小学4年生でも愛せるよ。

Q.8

切実な質問なのですが9歳の小学4年生と10歳の小学4年生ではどちらが好きでしょうか？

お名前：さなぎさん

A

おじさんにとって年齢は関係ないよ。4月生まれの子も3月生まれの子もおじさんにとってはみん
な同じ小学4年生。小学4年生ってのはね、長い人生の中でたったの1年間しかない貴重な時間な
んよ。それは9歳の子にとっても10歳の子にとっても同じ1年だよね。だから年齢なんて関係な
いよ。おじさんは全ての小学4年生を愛してるんだから。

Q.9



ミステリー小説家を目指している僕ですが、最近、煮詰まっていて悩んでいます。

もし、ロースおじさんがミステリー小説に登場するなら、どんな殺され方をすると思いますか？

お名前：横溝精子さん

A

わき見運転やね。

Q.10

FF5のオメガが倒せません。

お名前：バッツさん

A

まずは忍者を極めて、すっぴんがアビリティなしで二刀流を使えるようになることが重要やね。

そして魔法剣士の「まほうけんLV5」、狩人の「みだれうち」のアビリティを習得しておく必要
があるんよ。これですっぴんに上の2つのアビリティを装備させよう。
これが攻撃役ね。オメガは機械なので雷属性が弱点だから、この人がいれば魔法剣「サンダガ」

の乱れ打ちでオメガに大ダメージを与えることができるんよ。



レベルがある程度高ければ、これに回復薬を加えて戦えば勝つことができるけど、もし低レベル

で倒したいなら、攻撃役のすっぴん1人に詩人3人のパーティーで、詩人の中の1人に「正宗」を
装備。「正宗」を装備しておけば、一番最初に行動できるからね。これで詩人の「あいのうた」

でオメガの動きを止めながら、すっぴんの魔法剣乱れ打ちで戦えば、うまくやれば低レベルでも

倒すことができるよ。

Q.11

面接で年単位の空白期間について聞かれた時にどう凌げばよいか教えてください

お名前：20代男性さん

A

一番堅いのが「親が倒れたので親の仕事を手伝っていました」って回答やね。こういう回答に対

して人事はマイナス評価をつけれるはずがないので使うといいよ。本当のところはどうであれ、

面接ってのは自分が関わることによって会社に未来を感じさせることだと思うんで、そういう質

問にはそつない返しで返して、それ以外の部分で自分をアピールするといいよ。

ちなみに面接が終わって退室するときに面接官を抑えつけて無理矢理ハンカチに染み込ませたク

ロロホルムを嗅がすと数秒で気絶するから、そのまま拷問部屋に連れてって採用するまで生爪剥

いでやるのもいいね。わりと受かる可能性あるかも。



Q.12

膝小僧の「小僧」の意味がわかりません。

お名前：あおさん

A

みんなは覚えてないかもしれんけど、生まれてきたばっかりの頃はな、喋るねん、膝小僧。

パパやママに向かって、

「何赤ちゃん産んどんねん、アホか」

「いないいないばあやないわ、いるわ」

とか言ったりして、その口調があんまりにも生意気だから「小僧」って呼ばれるんよ。

君たちがハイハイしてる頃、膝小僧たちは床のダニやほこりを食べて大きくなるんやけど、成長

して二本の足で立って歩くようになると餌が食べられなくなって死んでしまうんよ。

今の君たちの膝小僧は、人間に寄生して生まれてくる生き物の死体っちゅうこと。

嘘やと思ったらパパかママに聞いてみい。

嘘やから。

Q.13



やぁ、ロースおじさーん！

会社を辞めることになったんだけど、心に響くようなエキサイティングな退職届の文面を教えて

くれないでしょうか。

お名前：IT土方（34歳 独身さん

A

株式会社○○○

代表取締役社長 ○○ ○○殿

○○部　○○課

氏名　　　　　　印

この度、肉眼ではとらえられないスピードで動きまわったせいで足首をひねってしまい1週間ほど
湿布をしていたのですが、なんか黒いカスみたいなのが湿布の淵に溜まってきたので興味本位で

匂いを嗅いでみたら前科20犯の寿司屋が作った酢飯みたいな匂いがした都合により、平成△△
年△△月△△日をもって退職いたします。

Q.14

とある企業の新入社員なのですが、上司をあだ名で呼んでいいか迷っています。

フレンドリーな会社です。

お名前：サーモンピンクさん



A

敬語を絶対やめなかったらいいんやない？

たまにあだ名で呼べるからって調子こいちゃってだんだんタメ口になる子がいるけど、それを可

能にする子ってコミュニケーション能力が相当高いことを前提としてて誰からも可愛がられる特

性を持ってるんだと思うんよ。

だからそうじゃない場合は、親しき仲にも礼儀ありやと思うよ。

普段敬語の人がツッコミのときだけタメ口になると余計に面白いって場合も多いからね。

なので、そこのルールを守ってあだ名で呼ぶかどうかを決めるといいんじゃない？

サーモンピンクさんが「大丈夫！」ってタイプなんだったら、さっそく上司にとっておきのあだ

名を言ってやろう。

妖怪・糞踏み下郎ってね。

お名前 *

メッセージ *





第11回「とんかつＱ＆Ａ」

とんかつQ&Aの時間だよー！
なんと今回 1,800通も質問が来たよ！すごいね！

多すぎるわ。全部 目ぇ通すだけで４時間もかかったわ。選ぶのにさらに４時間や。合計８時
間やで？こんな時間あったら小学４年生の毛髪からクローンを創りだす研究に当てたいわ。

おじさん！ここは上場企業のサービスブログなんだからもっと感じ良くしなよ！ほら！可愛

くいつもみたいに「にぃにぃ」言ってなよ！！

にぃにぃ。

Q.1

昔やらかした黒歴史がネットに流出した場合はどうすればいいでしょうか？

あと、ロースおじさんの黒歴史を語ってください。

ミンチーはまだ３歳だからないよね？

お名前：ちーちゃん

A

黒歴史は誰にでもあるもんだよね



おじさんの友達が、自分の黒歴史をこんな感じで発表してたよ。もうネタにするしかないんやな

いかな。

ちなみにおじさんの黒歴史は、好きな女の子に「放課後のピエロ」という

名前で毎日自作の詩を送りつけてたことやね。ミンチーは知らん。

Q.2

とんかつ教室いつも楽しく読ませてもらっています。

ところで、ブログの右上に表示される「Ｇｏｏｐｅ」って何ですか？

教えて下さい。

お名前：かつカレーさん

A

「Goope（グーペ）」ってのはね、女の子向けをコンセプトにしたレンタルサーバーで、可愛い
サブドメインが使えて月額105円から使える超コストパフォーマンスがいいサービスなんよ。「ナ
ウでヤングなレンタルサーバー」って言えば、聞き覚えがある人もいるんじゃないかな？

それ、ロリポップだ。部署ちがう。

http://picup.omocoro.jp/?eid=886
http://goope.jp/
http://lolipop.jp/


Q.3

童謡「しゃぼん玉」の歌詞に「しゃぼん玉とんだ　屋根までとんだ」とありますが、なぜしゃぼ

ん玉をとばしただけなのに屋根が吹き飛んだのですか？

お名前：お髭の旦那さん

A

ちょっと面白いやん。

Q.4

ロースおじさんはボンボンとコロコロ、どっち派でしたか？

お名前：ボンボンはエロかったさん

A

おじさんはコロコロ派やったね。毎日母親からもらう10円を貯めて、一番最初に自分のお小遣い



だけで買ったのがコロコロだったので思い出深い雑誌やね。父親の馬鹿でかい墓石にアホみたい

にボールぶつけて倒すドッヂ弾平の初回も思い出深いし、ドラゴンボール的な展開が胸を熱くさ

せた「ウルトラマン 超闘士激伝」もカッコよかったね。

でもボンボンもしっかり読んでたね。おじさんが通っていた小学校のクラスメイトにタカってや

つがいたんだけど、そいつはボンボン派だったんでいっつも遊びに行ったときにSDガンダム系の
漫画や、進行の遅いロックマンの漫画などを読んでるフリをしつつ、御堂カズヒコ先生の「温

泉ガッパ ドンバ カパランテ伝説」という幼年誌には刺激が強すぎるちょっとエッチな漫画を読ん
でたね。

Q.5

ロースおじさんの本名は

ロー・スオ・ジサンと聞きましたが本当なのでしょうか？

お名前：ゼクティブさん

A

ちがいます。



Q.6

ロースおじさんのトラウマを教えて下さい。

お名前：ゼクティブさん

A

バックパッカー時代、タイの一泊200円くらいの安宿にしばらく泊まってたんだけど、みんなが小
便をするところを洗面所と間違えて毎日顔を洗っていたことがあったことかな。なんかタイル黄

色いなとは思ってたんよ。

Q.7

おじさんはチョタヤの時は多分アカミッハナになると思うんですけど、僕はすぐにトドマリッチ

になってマータアしてしまいます。

上手くンバタせる方法を教えて下さい。出来る限りマヨッテな感じでお願いします。

お名前：ハパサさん

A

ちょっと面白いやん。



Q.8

ロースおじさんのグッズ販売の予定とか無いんでしょうか。

お名前：みやびさん

A

ないです。もし、発売されるとしたら開発の人におじさんのお腹を押すと「ぺろぺろ〜ん。小学

４年生のお尻が舐めたいよ〜ん。男女問わず〜。にぃにぃ。」って銀河万丈の声で鳴く人形の制

作をお願いしたいよ。

Q.9

普段私はおならが良く出てしまうんですが、そのせいで妻と離婚の一歩手前にまで達してしまい

ました。(本当です)なるべく我慢するのですが、我慢するとお腹が痛くなってしまい調子が悪くな
ってしまいます。すかしタイプでも臭いでバレてしまいます。出るもんはしょうがないと思うの

ですが、おじさんどうすればいいでしょうか？助けてください



お名前：屁〜MAX!!さん

A

ハンドルネーム「屁〜MAX!!」さんからのお便りでした。

終わるな。

Q.10

おじさんは、小学四年生が大好きということですが、今、そしてこれから、そんな彼らに何を伝

えたいですか？

全国の小学四年生も期待していると思います。

お名前：きとうしさん

A

本当は「成長しないでよぅ…」って言いたいんやけど、それが無理なのはわかっ
てる。みんなはどうしたって大人になる。だから、大きくなってまた新しい小学

四年生をたくさん作ってください。もしくは大きくなったら政治家になって学校教育を変えてく

ださい。内容は小学4年生という時間を4年かける制度にして中学校をなくすというものです。



Q.11

最近の藍染さまをどう思いますか？

お名前：崩玉さん

A

変身しすぎやと思います。

Q.12

拳銃は自動式と回転式どっち派ですか？　

あと好きな銃はなんですか？私はトーラス・レイジングブルとラハティL-39対戦車銃が好きです
。

お名前：妖怪ティッシュ隠しさん



A

オートはジャムると戦闘時に命を失う恐れがあるからね。多少面倒でもおじさんはリボルバー（

回転式）を選ぶかな。銃身は短いものよりもどちらかというと長いほうが好みなのでS&W製
の357口径マグナムリボルバー銃の傑作と言われている「M586」かな。ただ、マグナムなんで発
砲時の反動が肩にモロにくるから本当に愛する者（小4）を守るとき以外は使いたくないかな。

Q.13

念願の彼女ができたのですが、どうすればいいかわかりません。

どうしましょう？

お名前：KO!さん

A

まず一番最初のデート。これが肝心。

どこに行くか初心者は悩んじゃうよね？

だから百戦錬磨のおじさんが間違いのない答えをあげる。

まず、沼ね。沼。沼に行ってください。初デートは絶対に沼です。

で、沼を楽しんだらちゃんと家まで送り届けてあげて、自分も帰ったら電話すると伝えるんよ。

帰宅後に彼女に電話して「今日楽しかったねー」なんて会話をしながら明日も沼に行こうと伝

える。

あとはもうわかるよね？



これを５年繰り返し続けてください。働かなくていいです。

Q.14

ロースおじさん、悩みを聞いてください。

15歳年上の38歳主婦と不倫していたのですが、急にその人と連絡が取れなくなってしまいました
。

いったいどうすればナスが食べられるようになるか教えてください。

お名前：年上好きさん

A

焼いてみてください。

Q.15

心から愛していた彼氏に二股かけられてました。

しかも自分の方が後から付き合っています。くだらない人と一緒に居ても、いいことなんか一つ

もないし絶対幸せになれないと思ったので、縁を切りました。



イカレ豚野郎に一泡食わせたいのですが、どんな方法が一番効果的ですか？

教えて下さい。

お名前：愛しのhさん

A

素晴らしい決断やね。長い人生の中でたまに通ってしまうちょっとしたミスの時間。ただ、その

時間はあなたの生きてきた時間の何分の１なん？ きっと今はそのミスの時間が一番先っぽにきて
るから辛いだろうけど、上に時間を積み上げればいつか小さな笑い話の一つになるだろうから、

あまり気にせずに一泡食わせるとか小さなことも考えずに前向きにおじさんに小学4年生の赤白帽
のゴムを集めてきて渡すことだけを生きがいにガンバロッ！

Q.16

スヲミンツ　ホケレイロ　ミフエホ

なんだかわかりますか？

お名前：わいわいさん

A



「コナミ ワイワイワールド」で全キャラ、全武器、全アイテム、弾丸MAX状態になる最強パスワ
ード。

Q.17

最近、尿が変な方向へ飛ぶんですがこれってもしかして危なかったりしますか？尿石みたいなも

のとかないですか？

お名前：豚骨おじさん

A

かぶってるんじゃないでしょうか？

Q.18

最近アニメに萌が必須要素のように扱われてますが、おじさんてきにはどうですか？（ちなみに

自分は苦手です）あと心を震わせるような熱いアニメがあったら教えてください。

お名前：へるあんどへぶんさん



A

萌え要素がなくても名作はたくさんあるよ。

もう随分と昔のアニメになるけど手塚治虫の「ユニコ」なんて是非みんなに見てもらいたい作品

だよね。おじさん、テレビでたまーにユニコが放送されるんだけど、そのときだけ豚保育園を休

んで良かったんで最高に嬉しい気持ちで見てたね。

Q.19

大体のことは答えていくと書いてありますが

友人が「結構前からおたより投稿してるけど全然採用されねーわ」と嘆いていました。

おじさんの「大体」ってどのくらいのことをさすんですか？

お名前：AKRさん

A

基本的にボケを入れてくる質問って面白くないんよ。質問の最後になんとなく罵倒入れてみたり

とか、そういう感じのって「あ、スベってる」とか思って採用しない傾向はあるね。あとは、選

ぶ基準としては、「これ、答えてみたいな」って思えるのが一番かな。



Q.20

じゃぁ逆におじさんはどのスタンド使いが一番嫌いなんですか？

お名前：ナランチャダイスキさん

A

アクアネックレスの片桐安十郎(アンジェロ)。ジョジョに出てくる敵は、敵なのに魅力的な奴が多
いけど彼には魅力が特に感じられないから。同じく4部に出てくる宮本輝之輔（エニグマ）も髪型
を除いてあまり魅力を感じないキャラやとおじさん的には思う。

Q.21

ロースおじさん初めまして。

小学四年生の娘を持つ母親です。最近娘が生意気を言うようになり

「20世紀生まれなんておばさんっぽいわ。何で次の年の21世紀に産んでくれへんかったん？」

とか言います。一度我が家に来て（鹿と大仏の都市の隣の府）娘に説教をして貰えないでしょ

うか？勿論お礼も用意させて頂きます。おじさんはやっぱりアレがいいですか？

お名前：ママンさん



A

いいよ。いつでも娘さんの匂いを嗅ぎに行けるように場所を特定しておきたいんだけど、ママン

さんと娘さんが住むのは京都ですね。「鹿と大仏の都市の隣」という表現から、奈良と京都を繋

ぐ国道旧２４号線沿いあたりってことかな？精華町、もしくは田辺市、城陽あたり？とりあえず

伏見桃山キャッスルランド跡で待ち合わせして、娘さんだけお借りして大手筋商店街に遊びに行

っていい？

お名前 *

メッセージ *



第12回「とんかつＱ＆Ａ」

祝日前夜の20時過ぎに更新する我ら・・・

とんかつアンサーズ。

Q.1

ロースおじさんこんにちは！

おじさんが考える小学四年生の三種の神器のお話を聞かせください！お願いします！

お名前：ぶっちゃけ豚より牛だよねさん

A

「上靴」、「たて笛」、「ピアニカのホースのツバがいっぱい溜まった臭い部分」

Q.2

僕はハッサムというポケモンが大好きです。



こだわりメガネを持ったラティオスのりゅうせいぐんを二発耐えるように耐久面を調整して使っ

ています。

また、彼を使っているとボーマンダを筆頭に強力なポケモンを呼び寄せてしまうのでスターミー

と一緒に運用しています。

さて、今回のポケモンで、同じ虫鋼タイプのシュバルゴというポケモンがいます。

ネットで情報を見たのですが、どうやら素早さ以外の能力はハッサムと同等かそれ以上みたいな

んです。

挙句のはてにシュバルゴはタマゴ技でメガホーンを覚えるらしく、ハッサムが涙目になってしま

いそうなんです。

幸い、シュバルゴにはとんぼがえりは使えないみたいなんですが、それだけでハッサムはシュバ

ルゴと張り合えそうですか？

お名前：ポケモン買いましたさん

A

これまで虫タイプで最高の攻撃力を誇っていたハッサムだけど、それを上回るシュバルゴ登場で

確かに地位が危ういね。

ハッサムのタイプ一致技の最高威力はテクニシャン込みの むしくい でも90程度。それに対して威
力120で命中85の安定性を持つメガホーンを覚えると言うことで、おじさんの中では完全にシュ
バルゴ優位かな。

ハッサムの素早さもそれほど高いわけではないから、＋とんぼがえり だとしても性能的に劣って
しまうのは仕方がないかな。

ただ、それって1対1の場合やと思うんよ。キミのパーティってラティオスやボーマンダなどの強
力なポケモンが来ても耐えられるように役割遂行型に調整されているんよね？

だとすれば、とんぼがえり は必須な気がするなぁ。ハッサムだけの代わりは効くかもしれない
けど、スターミーとのコンビはハッサムじゃないと完成されないわけ。

だから、そのまま自分のスタイルを変えずに続けて行けばいいと思うよ。



Q.3

料理できそうなおじさんに質問です。

今僕は、コンビニの廃棄弁当を三食食べて生きています。

コンビニの弁当食べ続けると身体に良くないって本当でしょうか？

お名前：ブートレグさん

A

コンビニ店員の特権「廃棄弁当」だけど、身体に良いか悪いかはあんまり気にしなくていいんじ

ゃない？そりゃあ無農薬野菜を使ったホニャララとかと比べたらダメかもしれないけど、基本市

場に出回ってるものでそんなにアウトなものってないと思うんよ。要は、廃棄の中でもバランス

良く食べてたら栄養失調にもならんやろうしね。

ちなみにおじさんも若い頃コンビニでバイトしてたけど、廃棄には随分お世話になったよ。一番

良かったのがエッグタルトやね。あれ、買うにはちょっと高いくせにメチャクチャ美味しいから

廃棄が出てくれることを祈りまくってたね。むしろ、陳列されてる棚のちょっと後ろに隠して

たよ。あとは食パン。これは、自分のお金じゃなかなか色々試さないけど、廃棄だから色んなの

試せちゃう。おじさんはちょっとだけ高いけどふんわり柔らかくてモチモチしたダブルソフトが

お気に入りやったね。

Q.4

パルプンテ！



お名前：tanakayaさん

A

どこからともなく山のように大きな魔人がやってきて、ジーパンのチャックの上のボタンみたい

な金具のところで執拗に撃ちつけてきた！敵グループに平均200のダメージ。

Q.5

現在、うちのお店の宣伝を兼ねてホームページを作ろうかと思っております。

しかし残念ながらあまり予算はかけられません。

そこで月1000円ぐらいで簡単にホームページが作れるような所がないか探しております。

お名前：佐藤店長さん

A

知らんなあ。

「グーペ」だろうがよ！

http://goope.jp/


なんのために存在してるのさ！！

知らん。

Q.6

○レビ○京系でやってる大家族の未来ちゃんって子が丁度小4なんですけど超絶可愛いです。可愛
すぎて本州島の最西端まで取りに行っちゃいたいほどです。どうしたらいいでしょう？

あとよければこの中でおじさん的にビビっときた子がいれば教えてください＞＜

http://wecan.fujitvkidsclub.jp/wecangirls/

お名前：名無民募集中。。。さん

A

やっぱり小学4年生のりおなチャン、しいなチャン、かおりチャンかな。にゅむにゅむしたいわ。
しかし小５だけど めいチャンもなかなか。なかなかやね。

http://wecan.fujitvkidsclub.jp/wecangirls/


Q.7

気になることがあるんですけどおじさんの頭の上に乗ってる白いかたまりは何ですか？

お名前：小額4年生さん

A

湯葉やね。

Q.8

おじさんが小学4年生の匂いをテイスティングする際、どこから始めますか？

お名前：たか☆

A

いっきにケツやね。ガツンといくよ。ガツンと。



Q.9

焼肉屋で店員のパートをしている42歳の主婦です。
この前、注文の順番を間違えてしまい、頼んだ肉がこないとお客様に指摘されるまで気づきませ

んでした。即、注文を確認してお肉を出し、申し訳ございませんと言って謝罪したのですが「も

うしわけてねえんだよ、ババア！」と怒られてしまいました。

返す言葉もなかったのですが、こんなときどうすればいいのか教えてください。

お名前：焼肉屋の店員さん

A

ミスを犯してしまったことに変わりはないので、下手に開き直りや言い訳をするべきではないや

ろうね。

ただその場ではお客様は怒ってるかもしれんけど、その後の対応次第では「この店はこういう風

にお客を扱ってくれるのか。今回のミスは残念だったけど、いい店なんだな。またこよう」と、

逆に印象を良くしてくれる可能性もあるんよ。

接客業としては誠意の見せどころやし、ピンチをチャンスに変えられる場面とも言えるわけ。

だから一旦更衣室に下がって服を全て脱ぎ、局部をサンチュで包み隠して再びお客様の前に現

れて、こう言うんや。

「こちらをお召し上がりください。肉汁たっぷりの私の」

言わせないよ。



Q.10

あずにゃんペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロ

お名前：タクルさん

A

あずにゃん ペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロ
ペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペ

ロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロ

ペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペ

ロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロ

ペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペ

ロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロ

ペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペ

ロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロ

ペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペ

ロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロ

ペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペ

ロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロ

ペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペ

ロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロ

ペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロ

ロースおじさんの気持ち悪さの勝ちだっ！！



お名前 *

メッセージ *



第13回「とんかつＱ＆Ａ」

ぬるま湯に浸かる週間ですね。

好きにすればいいと思うよ。

Q.1

35歳男です。
婚活する際に気をつける事を教えて下さい。。。

お名前：脂汗さん

A

肥溜めに落ちたままの格好で行くと、女性は嫌がるみたいよ。一応体は洗っていった方がいいか

もしれんね。

中には肥溜めの匂いが好きって女性もいるやろうけど、そういう人を選んだ場合、常に肥溜めに

浸かっていないと嫌われる恐れがあるし、クリスマスとかは浸かるどころか4日間くらい沈んでい
ないと「もっとオシャレしてきてよ！」って怒らせてしまうかもしれないしね。よく考えて行動

してね。



Q.2

ロースおじさん初めまして。

「とんかつ教室」を見付けてからというもの毎日「更新してないかな？」と何度もこのページを

開いてしまいます、おじさんはどんな気分のときにページを更新しますか？

教えてください。

お名前：期待に胸を膨らませる若人さん

A

仕事が終わって、誰もいない暗い部屋にコンビニ袋ぶら下げて帰ってきて、ポットのお湯をペヤ

ングに注いで、それをズルズル食いながら、なーんの興味もないスポーツニュースをボーッと眺

めてるとな、どうにもならない息苦しさと心細さに胸が押しつぶされそうになるんよ。

そういう時思うのは、誰かと喋りたい、誰かとつながりたいってこと。

温もりのない仮初めのコミュニケーションでもいいから、自分は一人じゃないっていう確信が欲

しい。

そんな精神状態に陥った時に、みんなの質問に答えているよ。

Q.3

同棲して２年の彼と、チューやハグは毎日何度もしていますが、Hはもう１年以上してません。聞
くと私のことは好きだし大切で結婚したいと言ってくれますが、「Hとか、そういう対象じゃない



」とも言われてしまいました。まだ30代になったばかりだし、女は捨てたくないけど浮気はした
くないので、どん詰まりです。

小学４年生しか興味のないロースおじさんを振り向かすことが出来たら、彼もメロメロになって

くれるのでしょうか？

どうしたらおじさんをメロメロにすることが出来ますか？小学４年生のことで頭がいっぱいのと

ころ、申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い致します。

お名前：団地妻さん

A

まぁ、小学4年生しか興味ないおじさんが言うことだから、あなたが納得できるかはわからないけ
どおじさんが思うことを教えてあげるね。

まず、その彼は本当にあなたのことが好きなんだろうね。心から。

でね、付き合い始めって猿みたいに回数こなすじゃない？

なんでそんなことするのかっていうと、男ってのはバカな生き物だから「次はないかもしれ

ない」って思うんよ。「次できないかもしれないから今たくさんやっておこう」って。言葉はや

りたいだけみたいに悪く聞こえるかもしれないけど、そうじゃなくてただただ「不安」なんだ

よね。だから求めるんよね。

でも、お互い付き合いが長くなってくると「この人はずっとそばにいてくれるんだ」って安心し

てくるんよ。だから身体の関係よりもそれ以外の深〜い部分を求め始めるんよ。夜の営みは「い

つでもできる」から、だからもっとテーマの深い日常に重きを置くようになるんやと思うよ。

だから団地妻さんも、あまり気にせず、もっと先のところで楽しんでみようって思う気持ちを持

ってみたらどうかな？ もしくはメリケンサックで殴りつけて「抱けっ！！」とキレてみたらどう
かな？何度も何度も殴りつけるとたぶん彼は「YES！！」って言うと思うよ。



Q.4

足が太くて困っています

お名前：yuiさん

A

ということは、蹴り一発で樫の木も粉々にできるやん。

あんまり悩まずに樫の木をガンガン折っていくといいやん。そやろ？

Q.5

いつも楽しく拝見しております。

おじさんが最近買って良かったと思ったものはなんですか？

お名前：きなこさん

A

アナログレコードの話になるけど、ソニー・ロリンズの「サキソフォン・コロッサス」かな。モ



ダンジャズの名盤中の名盤なんやけどね、実は買ってないし聴いたこともない。

Q.6

僕のよく行くゲーセンに、いつもズボンに手を入れてめっちゃシュッシュシュッシュしてる男子

小学生が居るのですが、彼はナニをしているんですか？

お名前：ロマゾフィー協会さん

A

太めのゴボウをささがいているんじゃないかな。いよいよという時は言うはずだよ。

「きんぴらごぼうーっ！できたーっ！」って。

Q.7

ＰＳ３かＸＢＯＸ３６０のどちらかを買おうと思っています。

おじさんはどっち派ですか？

お名前：ぬわさん



A

正直迷いどころやったね。おじさんは全体のエンターテイメント性を考慮してPS3にしたわ。
おじさん買ったのは割と最近なんやけど、やっぱり「トルネ」の存在がでかかったね。ほら、お

じさんって夜通し小学4年生を撮影した写真をフォルダ分けして整理したり、ビートルズの「I've
got feelings」を聴きながら、集めた小学4年生グッズを実際に装着して日がのぼってくるのを待っ
たりと色々忙しいやん？だから、「けいおん!!」から「ハイスクールオブザデッド」を連続コンボ
で録画したり、「みつどもえ」のOP曲「みっつ数えて大集合!」のひとはの動きを完コピするため
に繰り返して見れるトルネは、まさにうってつけってわけ。

ちなみにゲームはあんまりできんのよ。ほら！この通りもともと4足歩行の動物
（ブタ）やから、あまり手先の細かい作業はちょっと、ね。

Q.8

母親が自殺し、たった一人の親友が急死し、片思いしてた子も病死 

知り合いに貸した７０万は返ってこず、 

仲介に入った人にまで金を騙し取られる始末 

こんな私にオススメのデスクトップPCを教えてください

お名前：チョマンゲさん



A

「Alienware Aurora ファイナルファンタジーXIV推奨認定パッケージ」やね。その驚異的なパフォ
ーマンスには特筆すべきものがあるやね。そもそも「宇宙最強のゲーミングPC」をコンセプトに
構成されているから、アプリケーションのかなり重たい動作処理にも余裕で耐えれるから、ほ

ぼノーカスタマイズでもコアユーザーが納得できるスペックが魅力よね。スペックに対してのコ

ストパフォーマンスが驚くほど良好で、この価格で手に入るんであればゲーマーじゃない人も是

非触ってみてほしいよね。その処理速度に驚くこと間違いナシ。あと、キーボードや本体のイル

ミネーションを自分の好きな色に設定できたり、ログインに顔認証機能を使用できる遊び心も魅

力やね。

本体のデザインは結構クセがあるのは事実やけど、逆に誰ともかぶらないのも事実。おじさんは

このAlienwareシリーズの11インチノートPCを持ち歩いてるけど、やっぱり良い意味で注目され
るよね。今回はデスクトップPCってことやから、あんまりそのへん気にするポイントではないか
もしれんけど、好きなデザインだと作業のモチベーションが上がるのも事実やからね。是非もろ

もろひっくるめて検討してみるといいよ。

Q.9

58歳の男が小学４年生の女の子のバッグを奪った容疑で逮捕されたそうです。
ロースおじさんは上靴にしか興味は無いんでしょうが…
もしかしたら逮捕されてんじゃないかと心配です

いまロースおじさんは塀の中で番号で呼ばれてないですよね？

お名前：ありぃさん

A



468番！ 放屁 願います！

よし！

（ブー）

Q.10

今更ですが、エヴァのアスカは何故ソウリュウからシキナミに変更したのでしょう？　個人的に

ソウリュウからヒリュウなら理解できるのですが……。
話は変わりますが聖剣３のケヴィンは優遇されすぎな気がする。

お名前：yanagiさん

A

そもそも「惣流」っていうのは旧日本海軍の御召艦である「蒼龍」が元ネタになっているとう前

提よね。「式波」っていうのは字は違うんやけど、旧日本海軍の駆逐艦に「敷波型」っていうの

からきてる。ほんでyanagiさんの言うように「飛竜」っていうのは、そもそも「蒼龍」型の二番
艦として計画されていたことを見ると、確かに「惣流」に一番近い名前やと考えられるね。



このあたり、おじさんには計りかねるところではあるんやけど、今回の新劇場版ではアスカには

テレビ版とは違う役割が与えられている…というふうに勝手に解釈してるよ。まあそれまで考え
られているのかはわからんし、結局最後まで見てみんことにはね。

ちなみに「綾波」も「真希波」も海軍の戦艦が由来になってたり、鈴原トウジは村上龍の小説の

登場人物が元になってたりするから調べてみると庵野監督の趣味嗜好が見え隠れして、結構おも

しろいよ。

あと聖剣のケヴィンはどうなんやろね。たしかに両手使って攻撃するうえに力のパラメーターが

高いから、デュランに比べて手数で勝ってる部分もあるかもしれんね。

でも、夜に戦闘に入ってウェアウルフに変身完了した直後、仲間が敵を一瞬で殲滅しちゃってま

た寂しそうに人間に戻るモーションを見ているとちょっと可哀想な気もするよ、おじさんは。

お名前 *

メッセージ *



第14回「とんかつＱ＆Ａ」

ああああ！！！ぬるいぃぃい！！！

前回の挨拶からまだ浸かり続けてた！！

Q.1

更新をいつも楽しみにしています。

今回、とんかつ教室が企業のブログであることを初めて知りました。

こんなに面白い企業のブログは他にないのではないでしょうか。

これからも頑張ってください。

お名前：初めて知ったさん

A

ありがとう。質問じゃなくそういう感想もホントうれしいよ。お礼におじさんのパンツの中に秘

めたる阿修羅像を見せてあげよう。

見せてあげるな。



Q.2

おじさんの好きなジブリ映画はなんですか

私は耳をすませばです

好きな登場人物もおしえてください

お名前：とろとろさん

A

ラピュタのパズーやね。

ラピュタに着いてからシータをムスカに連れ去られたときに、バズーカ砲で壁に小さな穴を空け

るシーンがあるんだけど、そこに頭から突っ込んで芋虫みたいに向こう側に抜けようとするパズ

ーが好きやね。あとポムじいさんもいいよね。石に欲情しそうなとことか。

Q.3

彼が今就活中で、まだ一社も決まってません。

周りから見ても、私から見てもすごく良い人です。

最終までは行けているので、もう一押しだとは思うのですが、面接で人柄・言葉遣い以外に大事

なことは何ですか？



お名前：にゃもしさん

A

ちゃんとギョウ虫検査をして、ギョウ虫はいません！ってことをアピールするのは大事。面接の

ときに、その検査で使う青いセロハンみたいなやつを面接官に自分から提出すると「積極性が

ある」って評価されてグッドかもしれんね。

Q.4

ロースおじさん。素朴な疑問なんですが機能の説明するときにあんな投げやりな説明でいいんで

すか？偉い人に怒られないんですか？

後、怒られたらおじさんはどうなってしまうんですか？

お名前：聖★お姉さんさん

A

しょっちゅう怒られてるよ。それでその都度、臓器を1つずつ失ってる。



Q.5

2歳になる子供がイタズラばっかりして困ってます。
言葉を覚え始めの子供にも分かりやすい良い諭しかたがあれば教えてください。

お名前：豚馬さん

A

イライラすることもあるやろうけど、感情的に子供を叱ったらあかんよ。みんな昔はいたずらば

っかりして、それで元気に育ったんやから、本当に危険なこと以外は大目に見てやるぐらいのお

おらかさが必要。

子供は親の期待に応えたいって自然に思うもんやから、親が「して欲しくない」と冷静に教えつ

づけていればそのうちイタズラも減ってくると思うよ。だからおじさんが小学4年生にイタズラす
るのも大目に見て欲しい。

お前は2歳じゃないだろ

Q.6

最近脳内彼氏ができました。

まだ告白をされて付き合うことになったばかりなのですが、なかなかその先に進めません。やは

り東北と関東の遠距離だからでしょうか？最初から彼の部屋でデートをするか、外でデートする



かで迷っています。

参考までにロースおじさんは初デートをするならどんなプランを組みますか？？

お名前：マリーさん

A

まずは午前の11時くらいに駅前で待ち合わせて、事前に調べておいた趣味のいいカフェで、軽め
のランチをとりたいね。おじさんはコーヒーとサンドイッチ、彼女は紅茶とパンケーキなんか頼

んで、二人で色々なことを話しながらゆったりとセック

早過ぎるだろ

Q.7

バイト先の後輩が、仕事終わりに上司に「はい、ご苦労様〜」と言われた時に「ご苦労様で

した！」って返すのが気になって気になって、ついにその人にこっそり「細かい事だけど、『ご

苦労様』は目上の人が目下の人に使う言葉です」って言っちゃいましたよぉうおう。

うっさいヤツだなーと思われただろうけど、教えてあげなかったらその人がずっとアレだった訳

だし…。ロースおじさんは、こういう言葉使いが気になったりしますか？

お名前：にぇーさん



A

君が教えなかったら後輩はずっと恥をかき続けたんやから、すっごく後輩のためになったんち

ゃう？「うざいなあ」と思われたかどうかはわからんけど、君がしたことは間違ってないと思

うよ。

あとおじさんもたまに、お客様に使う敬語を間違っちゃうことがあるよ。こないだは、「ウンコ

をするな貴様！」って言っちゃったからね。次からは「店内で、おウンコをお出しにならないで

いただけませんか、お客様？」って言わないとね。

それは貴様って言っても許されるやつだよ、きっと

Q.8

銀河英雄伝説ではどちら派でしたか？

好きなキャラは誰ですか？

お名前：ネオさいたま代表ファイターさん

A

人類がその活動の場を地球から恒星間宇宙に移した遠い未来を舞台に、

皇帝による専制君主制で統治される銀河帝国と、民主主義の思想を掲げる自由惑星同盟との、長



きに渡る戦いを描いた田中芳樹先生の壮大なスペースオペラ「銀河英雄伝説」、略して「銀

英伝」。おじさんも相当ハマったクチだよ。

「戦争の天才」、「常勝の天才」として畏れられる帝国のラインハルト・フォン・ローエングラ

ムと、数々の奇策と天才的な用兵術で、戦力で勝る帝国軍を退け続ける「魔術師」ヤン・ウェ

ンリー。この二人の名将と、彼等を取り巻く様々な人間たちが織り成すドラマが本当に面白い

よね。架空とはいえ、歴史大河ロマンとしては「三国志」にも比肩する傑作だとおじさんは思っ

とるよ。

当然それだけ魅力的な登場人物も多いわけで、好きなキャラクターを一人に絞るのもなかなか難

しいよね。帝国なら「帝国軍の双璧」と称される、ウォルフガング・ミッターマイヤー、オ

スカー・フォン・ロイエンタール。同盟なら「薔薇の騎士（ローゼンリッター）」を率いるシェ

ーンコップとか、「撃墜王」ポプランとか、帝国から同盟に亡命したメルカッツ提督なんかも渋

くていいよね。

まぁしかし、誰か一人と言われればやはりヤン・ウェンリーかな。いつも飄々としていて、人物

的にも好感がもてるんやけど、「銀河英雄伝説」の魅力の一つとして、人間の本質に鋭く迫る、

ヤン・ウェンリーの珠玉の名言の数々が上げられると思うんよ。おじさん、とっても影響を受け

たね。例えばこんなの。

「人間の歴史に、『絶対善と絶対悪の戦い』などなかった。あるのは、主観的な善と主観的な善

との争いであり、正義の信念と正義の信念の相克である。一方的な侵略戦争の場合ですら、侵略

する側は自分こそ正義だと信じているものだ。戦争が絶えないのはそれゆえである。」

おじさん、うなずきながらこの言葉を読んだよ。人間はお互いの正義を信じ、それを貫こうとし

て争いを続けてきたんよ。

おじさんが小学4年生を好きという気持ちも正義の信念だし、それを止めようとするミンチーの気
持ちも正義の信念なんや。お互いが正義であるがゆえに、争いが起こってしまうんやね。哀しい

ことやね。

おじさんの信念だけは正義じゃないって、僕は思うよ



お名前 *

メッセージ *



第15回　「とんかつQ&A」

最近、質問してくる人も無茶苦茶なやつばっかり送ってくるから、今回はそういうの以外の

質問に答えていくことにするよ。頭がおかしくなりそうやからね。

クールダウンして真面目に答えてあげてよね。

Q.1

こんにちは。夫婦共々楽しく見ています。

第13回のQ3のロースおじさんのAを理由に主人がセックスしてくれません。 
責任とってください。それとも、浮気しているんでしょうか？ 
回答お願いします。

お名前：東さん

A

絶対に浮気してる。



Q.2

昔からつるんでる大切な親友がいます。 しかし小学生の時に酷いことしてしまい、時々思い出し
て罪悪感にさいなまれます。

この罪悪感は一生消えないのでしょうか？ロースおじさんも一生消えない心の傷ありますか？

お名前：のび弟さん

A

今も友人でいれてるのなら、もう向こうは気にしてないんじゃないかな。

もしくは結婚式とかの機会にでも謝っちゃえば笑って許してくれると思うよ。

おじさんの場合、心の傷ではないんやけど、京都所司代の重倉十兵衛を暗殺しようとしたとき、

偶然一緒にいた清里明良も斬ってしもうたんやけど、その時に清里につけられた頬の傷は、何

年経っても消えないよね…。
それからやね、刀を逆刃刀に変えたのは。

Q.3

最近更新が馬鹿に少なくないですか?

お名前：バカさん

A



そんなことないよ。コンスタントに週２回は必ずやってるよ。

週３回に増やすことも可能なんだけど、それにはみんなの協力が必要なんよ。

何をやればいいかって？そんなん簡単よ。「とんかつ教室の更新回数を週３回以上にするために

予算を増やしてあげてください」って株式会社paperboy&co.にメールを送りつけるといいよ。数
千通をいけばさすがに動いてくれると思うんよ。もしくはこの記事が見つかって守銭奴ってこと

がバレておじさんがメチャクチャ怒られるかやね。

Q.4

こんにちは。

最近、休みが無さ過ぎてつらすぎます。

ものすごく仕事を休みたいですが、自分が休むと他の人に迷惑がかかるので休むことなんてでき

ません。

しかも半年ほどほぼ残業続きです…このままでは自分が崩壊してしまうのではないかと思う位
です。

いっその事この職をやめようとも思いましたが、不景気で次の職が見つからないだろうと思うの

でやめる決断ができません。

なんというか、自分今ものすごく消滅したい気分なのです

どうすればいいでしょうか…

お名前：パトリック炭酸さん

A



「限界だな」と思ったら「限界だ！」って周りに素直に言うといいよ。

「あ、この人限界なのか」ってなって、みんな優しくしてくれるよ。

そこから頑張っても、今以上にすり減るだけで効率的な仕事なんてできないしね。

「休ませて！」って言い出しにくいなら、ずっとブツブツ言いながら「ヒヒ、ヒヒヒ…」って笑
ってれば、上司の方から「休んだら？」って言ってくれると思うよ。

Q.5

ホームページ作成が月額1,050円で誰でも簡単にできるサービスとかありませんか？

お名前：宣伝部長さん

A

ねーよ！！！

あるだろ！何度目だ！

Q.6



おじさんの声を吹き替えるなら、どの声優さんですか？

お名前：京の香りの類人猿大統領専属情報屋さん

A

銀河万丈やね。

Q.7

ロースおじさん質問です。

昨日、一緒に生活して7年目の彼からプロポーズされました。彼は9歳年下で、仕事も頑張ってい
て幸せです。

でも彼は元々（結構有名な会社で）SEしてたのですが、いきなり公務員になりたいといって、私
の意見は無視で、半年の勉強や面接で結局公務員になりました。しかも！私の大好きな土地から

無理矢理引っ越しさせられました。私は未だに友人を作るのが怖いです。

お名前：名無しでいいです。さん

A

自分の不満を口にしつつ、ちょいちょい「9歳年下」、「結構有名な会社」、「半年の勉強で公



務員」と、「自慢ワード」が入ってきてるのがなかなか匠だなと思ったよ。

今の時代、どこに住んでも大して変わらんやろうし、その内どうでもよくなるよ。

Q.8

ロースおじさん大好きです私は薙刀という武道を習っています

今日、演技と試合でダブル優勝することができました！来年、東京武道館で行われる大会で、私

は絶対優勝したいのですがどのような技を繰り出したりすればいいのでしょうか？

私は開いてすね、や出鼻の側面が得意なのですが、この得意技をどのように使えばよろしいでし

ょうか？

よろしくお願いします。アドバイスをしてくださったら、同じ薙刀連盟の小４の女の子の袴を差

し上げます。

お名前：おにこさん

A

薙刀使いってことは、もしやペルソナ3ポータブルの主人公・ハム子嬢であらせられますか？！
いやー、光栄ですなぁ！ハム子さんにオススメする技だけど、ナラシンハのペルソナを発動した

うえでの「利剣乱舞」や、キュベレ発動状態での「刹那五月雨撃」なんかが見栄えがしていい

んちゃうんかな？って思うよ。

あと袴はぜったいちょうだいね。小4女子の袴はおじさんにとっては「エリクサー」と同等の価値
のもんやから、「りゅうのきば」と調合すると「きょじんのくすり」ができるねん。



Q.9

アニメ「けいおん!!」が終わってしまったので、けいおん!!の事を忘れないためにギターを買いま
した。でも、どうしても寂しいです。

どうしたらいいですか？おじさん！教えてください！

お名前：京の香りの類人猿大統領専属情報屋さん

A

この胸にぽっかりと空いた穴…。いったい何が埋めてくれるんやろうな…？おじさん、最終回の
前日から、ずっと死ぬことしか考えてなかったんよ。ああ、この放送を見たら全てが終わり。

人間って希望があるから前を向けるやん？おじさんは豚やけどさ。まあ、そこはそういう叙述

トリックはナシで聞いてや。せやからおじさん、この最終回を見る前に死んでしまうことによ

って、永遠にけいおんのメンバーと一緒になることを考えたんよ。

お店の肉切り包丁を喉元に当ててみる。スッと横に引けば簡単に死ねたのに、死ねんかった。元

気いっぱいの、りっちゃんの顔が脳裏に浮かんで、思いとどまってしもうた。

風呂釜に水を溜め、入水自殺を図ってみる。でも、1分もせんと水から顔を出してしもうた。そこ
で見えたんわ、まるで水面のようにゆらゆらと揺れる、ムギちゃんの笑顔やった。

毒薬を飲み干そうとした。でも、すぐに吐き出してしもうた。なんだか澪ちゃんに頭をどつかれ

たような錯覚に陥って、その反動で吐き出してしまった…というのが正確かもしれん。

ビルの屋上から飛び降りようとした。グッとつま先に力を入れたとき、何かに抱き寄せられたよ

うな感覚があり、ふわりといい匂いがした。その匂いは間違いなく、おじさんが何度も頭の中で

空想し、シミュレートした、あずにゃんの匂いやった。



ロープを輪っかにし、天井に吊るした。さあ首をかけようとしたときに、唯ちゃんが必死にギタ

ーを練習している姿が浮かんだ。ああ、おじさんは一体何をしてるんだろう。そう気付いて、首

を吊るのをやめたんよ。

そうこうしているうりに、けいおんの最終回が始まり、そして終わっていったんよね。おじさん

複雑な気分やったけど、ED曲の後に見た映像に衝撃を受けたわ。

「　け　い　お　ん　映　画　化　決　定　」

うっひょ〜〜〜〜〜！！！ペロペロペロ〜〜〜〜〜！！！

映画館ペロペロペロ〜〜〜〜！！！京都アニメーションペロペロペロ〜〜〜〜！！！

「けいおん」という概念すら、ペロペロペロのチロチロチロチロ〜〜〜〜！！！

おまけにあずにゃんチロチロチロチロ〜〜〜〜〜！！！！

Q.10

ロースおじさんはなんでも知ってますね！けいおん映画化について語ってください！

あと、ゲームソフトもでましたよね。　プレイしてたら感想をお願いします！

お名前：きゃべつの盛り合わせさん

A

けいおんの映画化…アニメ最終話で映画化発表っていうのはよくある手法ではあるんやけど、ま
さか日常系アニメであるけいおんも映画化するとは思ってなかったんよね…！嬉しい悲鳴である
と同時に、不安も募るよね。



まず一点は「いったいどの時間軸の話を取り扱うか」ということ。けいおんって、高校を卒業し

た時点で完結せなあかんと思うんよね。あのメンバーとお別れになるのは悲しいけど、だからこ

そここで終わるべきというか。せやから、もし映画で取り扱われる時間軸が「大学生活」やった

りすると、なんというか今まで僕らの中で創り上げてきた世界が崩壊してしまうんやないか…と
いうような、どうしようもない不安にかられてしまうよね。

もう一点は、じゃあ高校生活の語られなかったエピソードが取り上げられる場合。映画ってやっ

ぱり、それなりの制作費がつくやん？それに見る側も、アニメ以上の期待を持って観に来るわけ

。つまりアニメ放送以上のシナリオ・作画・演出が期待されるわけやけど、日常系であるけいお

んは、そういう面で不利やと思うんよね…。学校行事で学園祭以上のライブがあったわけでもな
いやろうし、これはなかなか難しいんじゃないんかな、っていうね。

でも、こんな数々のハードルがあるからこそ期待もしちゃうよね。それに、もう一度軽音楽部の

みんなに会えるのは嬉しいんよね。せやからみんな、映画公開の暁には、おじさんとも劇場で会

おな！！

ちなみに、けいおんのゲームはプレイしてないよ。おじさん、豚やから足の構造上の問題でPSP
持たれへんねん。

お名前 *

メッセージ *





第16回　「とんかつQ&A」

おじさんは狂ってなんかいない。おじさんは狂ってなんかいない。おじさんは狂ってなんか

いない。おじさんは狂ってなんかいない。おじさんは狂ってなんかいない。おじさんは狂ってな

んかいない。おじさんは狂ってなんかいない。おじさんは狂ってなんかいない。おじさんは狂っ

てなんかいない。

はい、とんかつＱ＆Ａの時間でーす。

Q.1

始めて投稿させてもらいます

ロースおじさんに質問なんですが

バイオハザードのゲームの日記に

かゆ

うま

とあるのですが、それを書いた人は何を書こうとしていたんですか？

お名前：三杯酢太郎さん

A

「中華粥を馬に食べさせる仕事についてもう９年か」。最初は楽だからいいやって思ったんだろ



うけど、長く務めるうちに自分の仕事の意味のなさに気づき少し悩み始めてるんだろうね。知ら

んけど。

Q.2

ロースおじさんおススメの巻数の少ないマンガを教えてください。

お名前：ハラミンさん

A

「レベルＥ（文庫で2巻）」「西岸良平名作劇場（5巻）」「進撃の巨人（2巻 以下続刊）」「シ
グルイ（15巻）」「金剛番長（12巻）」「ヒストリエ（5巻 以下続刊）」「ブラックジャック（
文庫15巻？）」「コジコジ（4巻）」「永沢君（1巻）」「編集王（文庫10巻）」「うずまき（
3巻？）」「ミノタウロスの皿（1巻）」「のぞき屋（10巻）」「アドルフに告ぐ（忘れた）」「
ヘソのゴマ取ってゲリーゼ（5巻）」

こんな感じかな。巻数はうろ覚えやし最後のはそんな本ないけど。

Q.3



就活中の看護学生です。

自己PRがとても苦手だったのですが、第三回Q&Aの自己アピール文を参考にしたところ、無事内
定をもらいました（マジです）

お礼を言いたかったんですが、質問もしなきゃですよね。

どんなお礼が良いですか？

お名前：Nsさん

A

それはそれは、お役に立てて光栄やね。

おじさんは、貴様が糞尿を垂らしながら命乞いをするところが見たいよ。

Q.4

三国志で一番好きな武将は誰ですか

演戯でも正史でもいいですので教えてください

お名前：名無しさん

A



厳白虎やね。

武将ちゅうか、ただの盗賊の親分なんやけど、まず名前がかっこいいし、

KOEIの「三國無双」じゃない普通のシミュレーションゲームの「三国志」で
は、君主として選択できるんよ。めちゃめちゃ弱いんやけどね。でもおじさん、

「三国志」では弱小勢力から少しずつ勢力を蓄えていくマゾプレイが好きやから、

こいつではよくプレイさせてもらったんよね。

最初は南にいる同じ弱小勢力の王朗を倒して領土拡大を狙うんよね。王朗自身は

大して使えないんやけど、王朗の配下の虞翻っていう武将の知力と政治力が結構

高くてね。虞翻を軍師に迎えて、強大な孫策軍と一進一退を繰り返すのがなかな

か面白いんよ。

弟の厳輿っていうのが配下でいて、こいつも大概使えないんやけど、史実ではこ

いつは孫策に和睦の使者に送られて、その場で孫策に斬り殺されるという何とも

不幸な末路を辿ったんよね。だからおじさん、せめてゲームの中ぐらいでは厳白

虎と厳輿の兄弟を孫策に勝たせてやりたいんよ。目指すは盗賊から皇帝の一大サ

クセスストーリー。

Q.5

↑X↓BLYRA

お名前：下級戦士さん

A



カカロッ、カカカカカカロッ、カカロットー！

超武闘伝2あるあるだ。

Q.6

ロースおじさん初めまして!

就職先が決まりましたが、専門職なので、すんなり決まりすぎて、このまま就職していいのか悩

んでいます。

友人たちには贅沢と言われます。本当にそうだ、と思いますが悩んでいます。

社会人として先輩にあたるおじさんは、就職するときに何を大切にしましたか? 教えてください!!

追伸:いつも更新を楽しみにしています。勉強の合間の息抜きに最高です!!これからも頑張ってくだ
さい。

お名前：きょこたんさん

A

会社は入ってみるまで自分に合うか合わないかわからないところだから、特に今決まってる会社



が嫌いじゃなかったら、まずは入ってみて社会人になったらいいんやないの。

会社に属するメリットとして世の中はこうなってるのかといったことや、学生の時に知らなかっ

た当たり前（メールの文面には会ったことがない人でも必ず「お世話になっております」から入

る等）が知れるので、そういった最低限の社会人スキルを覚えて、その後合わなければ辞めたら

いいよ。もし辞めるなら、そのときは上司のデスクに「ホカホカのやつです」という手紙とホカ

ホカの茶色くてクサイやつを置くとすんなり辞めさせてくれると思うよ。上司がそういうのを好

む性癖の場合は終身雇用も覚悟しておいたほうがいいだろうけど。

Q.7

はじめましておじさん＆ミンチー 実は昨日、三年半遠距離恋愛で付き合ってた彼女と別れま
した…。彼女の家はとても貧しく彼女とその母親と二人暮らししていて、僕が送っていた仕送り
と彼女の貯金でなんとか暮らしていた…という状態でした。そして今月いっぱいで住んでいる所
を強制退去しないといけなくなり、生活保護の申し込みも断られてしまいました。母親はどんな

厳しい状態でもまったく働こうとしない人で、彼女だけでもこちらに呼んで一緒に暮らそうと随

分前から彼女と話はしていました。しかし悩みに悩んで、やはり母は置いていけないという結論

に達してしまいました。僕もあまり裕福ではないので彼女だけ呼ぶのが精一杯の提案でした。そ

してこれ以上仕送りを貰い続けて迷惑をかけたくないから…と別れる事に。 最後は彼女が大泣き
してしまい、僕が馬鹿な話をして落ち着かせてから電話を切りました。別れた後でも何か話があ

るんだったら電話でもメールでもしてくれと最後に言っておきました。彼女は、…わかった…と
泣きながら答えました。

おじさん、ミンチー、僕はどうしたら良かったのでしょうか…強引にでも二人を引き取った方が
良かったのでしょうか…考えるだけで半泣き状態で死にたい気分です。
深刻過ぎる話でごめんなさい…。

お名前：こっくりさん

A



そんなぐうたらな他人の母親を抱えての共同生活なんて不幸になる気しかしないし、おじさんな

らゾッとしちゃうけどね。キミは「母親のことまで責任持てない」と考えて提案したんやし、別

に不誠実だったとかじゃないと思うよ。

責任持つ甲斐性もないのに、「母親と一緒にこい！」とか後先考えずヒロイックに叫んじゃう人

よりずっとマシやと思うけどね。彼女の母親が働かないのも、彼女が母親との生活を選んだのも

あなたのせいじゃないし、今は辛いと思うけど全ては時間が解決してくれるよ。

人生にはどうにもならないことと、苦しまなきゃいけない時があるっていうことが経験できただ

けでもよかったんやないかな。

相談料、２００万円になります。

台無しか。

Q.8

都心から程近くて、露天風呂付き客室があって、恋人とにゃんにゃんできるような、キャッキャ

、ウフフなオススメ温泉宿はありますか？

お名前：アテネ星よりの使者さん

A



こことかオススメやで。

http://bit.ly/9ZDwdc 

Q.9

彼女とのセックスがどうにも単調です。

なにかアドバイスはありませんか？

お名前：ねんさん

A

まずガスマスクを一つ用意して、屁の成分で作った毒ガスを散布。自分だけかぶってプレイスタ

ート。絶対いつもと違う火照る夜を過ごせるよ。

Q.10

うちの両親が毎日のようにつまらない事で喧嘩しています。

TVのチャンネル権がどうとか、電気の付けっ放しがどうとか。
私から見れば、喧嘩する程の事でもないように思うのですが…。

http://bit.ly/9ZDwdc


私も両親と同じような歳になったとき、旦那さんとこんな喧嘩をしてしまうのかと思うと気が滅

入ります。

原因はなんだと思いますか？また、そのようにならない対策などあれば教えてください

お名前：はなこさん

A

怒りの沸点が下がってるからやね。

喧嘩ってのは、一度でも成り立つとそのラインからが「喧嘩しても良し」や「怒っても良し」に

なると思うので、一度そういうのをリセットしないといつまでも小さなことでイライラするハメ

になるよ。両親がお互い冷静なときに、はなこさんが間に立って脇の下に酢飯と新鮮な刺身を挟

みながら、じっくりリセットさせるために話し合うといいんじゃないかな。そうすればきっと新

しい寿司が脇の下で生まれてるはず。

Q.11

おじさんの所に届いて紹介されなかったメールはどうなるのですか？後の質問に出るのでしょ

うか？それとも一度一度ゴミ箱に叩き込んでリセットしているのでしょうか？

お名前：みんなのうらみさん

A



紹介されなかった質問は、次回の回答のときに出ることはあんまりないんよ。

理由は、質問数がメーラー立ち上げるのも嫌になるほど大量に着てるので、できるだけ新しい質

問に答えていけるようにしてます。ブログが更新されたときに紹介されてないものは選ばれない

と思ってもらって結構です。ただ、凄く取り上げたいやつとかも多いので毎回かなり迷うんよね

。一応全部に目を通してはいるんよ。

Q.12

私は最近、大喜利にはまっております。

ロースおじさんは非常にユーモラスな方だと聞いております。

そこで、おじさんにもひとつ大喜利をやって頂こうと思います。

お題：携帯電話の新機能

お名前：こさたにくんさん

A

YU-KIとSAMとETSUとCHIHARUは普通にかけられるが、DJ KOOが触るとけたたましくアラー
ムが鳴る。

なんでtrfの人限定の話なの？



Q.13

ゆとり世代の新入社員の態度が気になります。

仕事の話だとテンションが低いのに周囲で彼が興味のある無駄話をしていると入ってきます。

電話応対など周囲がやっていることを真似ることが必要だと思いますが、自分のこと以外は興味

がないようです。

強く言うとただ委縮してしまうのでどうしたものかと思っています。

おじさんのご意見をお聞かせ下さい。

お名前：あっかさん

A

怒る人でも、その人を新人が尊敬してたら効果はあると思うんよ。

だから、新人が興味を持ち、かつ憧れてる人に言ってもらうとか。

もしくは、あなたが新人の前でバタフライナイフをカチャカチャさせながら「イーッヒッヒッヒ

ッヒ！今日は誰を切り裂いてやろうか！っていうか誰か俺を殴ってくれ〜！殴って俺を気持ちよ

くさせてくれぇ〜！」って演技でビビらせつつ説教するかやね。

Q.14



質問が採用されるまで毎日質問するけど、良いですか？

お名前：ヌルヲタ嬢ゆっちゃんさん

A

って言ってるそばから採用されたらどうするぅ〜？

ねぇ〜、どうするぅ〜？ クキキ、クキキキキ！

気持ち悪い。

Q.15

おじさんはアウタゾーンでどの話が好きですか？

もしくはトラウマになりましたか？

ボクは小人の話が未だにトラウマです。

お名前：マキちゃんかわゆすさん

A



ミザリーに貰った懐中時計がぶっ壊れて、永遠に車に轢かれ続ける話は衝撃やったね。もしめ

っちゃ運動神経がよかったら、永遠に車を避け続ける話になったんかなあ。

Q.16

おじさんにしかできない質問です！

僕は何度か質問しているんですが、採用されません。

どうすればおじさんの鼻の上をくすぐるような質問ができますか。

あとペルソナ４の菜々子ちゃんは好きですか？

お名前：マキちゃんかわゆすさん

A

質問を一個にするといいよ。

Q.17

僕は今大学生なのですが、就活や勉強に集中するために近々バイトを辞めよと思っているのです

。ですが人手不足な現状では辞めるに辞められません。なんと言って辞めれば後腐れなく辞める

ことができるでしょうか？



お名前：おちょぼぐちさん

A

「ウンコと結婚します」というと精神的に限界がきてるからこれ以上は働かせられないって思っ

てもらえるよ。

お名前 *

メッセージ *



第17回　「とんかつQ&A」

最近、「横井軍平ゲーム館」読んでるんやけど、あれ、面白いんやけど2100円もしてメッチ
ャ高いわ。

それ冒頭の挨拶で言うこと？

Q.1
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（＼_＿＿＿＿／）
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お名前：やったー！おじさんAAできたよー！さん

A

http://amzn.to/c1VUF0


ありがとう。ブラウザによってはズレちゃって顔にヤムチャみたいな傷が入ってるけどグッド

やね。

ヒゲのところが３つに分かれててシルバーズ・レイリーの顎髭みたいでグッドよね。今度ファミ

マ行ったときレジで覇王色の覇気を店員にぶつけてやるって決めたよ。

Q.2

そろそろモンハンのP3が発売されますが、どの武器を使おうか悩んでいます。おじさんのオスス
メを教えてください。あと好きなモンスターも教えてください。

お名前：ういろうさん

A

MHP3では前作から1種類増えて、12種類も武器があるんよね。しかも全部の武器がかっこいいん
だから悩むのもわかるよ。ただし、どの武器が強いとか弱いとかそういうのは無いんよ。戦うモ

ンスターによって相性ってのはあるけど、どの武器でも倒せないモンスターは居ない。だから一

通り使ってみて、一番自分がカッコイイって感じる武器にした方がいいと思うよ。

おじさんは前作で見た目のカッコよさで笛を使ってたよ。すごく重くてデカイ笛を振り回す姿に

一目惚れしたんだけど、後から攻略サイト見て「仲間を強化するのがメインで、基本的に笛なの

で攻撃に向いてない」みたいに書かれてて愕然としたよ。おじさんには一緒に狩りをする友人が

いなくて基本的にソロプレイばっかりしてたから、笛でプレイする意味がどこにあるのかってい



う疑問と闘いながら450時間。ついに一人っきりで全部の勲章を集めきった。マジ辛かった。

武器選びについては、10月に公開されたMHP3の体験版ではいくつかの種類の武器が使えるから
、それで試してみてもいいんやないかな。ただ、その体験版ではガンランス、弓、笛は使用出来

ないんだ。12種類のうち使えない3種類に選ぶなんて、ずっと体験版を楽しみにしてたおじさんの
気持ちは爆発するっちゅうの。笛のこと舐めてんのか！そう叫んで小学四年生男子の笛を舐めつ

くしたよ。ぺろーりぺろぺろ、ぺろりんちょ(体力回復)

ちなみに好きなモンスターは「モス」。なんか近しい感じがするし、アイツ背中にコケ生やして

て可哀想だから放っておけない。

Q.3

いつも楽しくブログを読ませていただいています。

そろそろブログ本ブームが下火になって来ましたが、読みきれない量の質問が来るほど人気のと

んかつ教室にはやはり書籍のオファーが舞い込んで来ているのでしょうか？

お名前：ふぁんさん

A

いや、全然きてないんよね。

今は出版不況ということもあって、こんな豚がロリロリやってペロリンチョなサイトを本にした

ら赤字確実で出版社の社長に重たい石を膝に乗せられて「お前が吉田東洋を暗殺したんだ

ろう！」って拷問にかけられちゃうよ。もう山内容堂と後藤象二郎の恨みは買いたくないんよ。

おじさん、なんか間違ったこと言ってる？



Q.4

ロ…ロースおじさん!!

ぬふぅ

お名前：濃尾無双の虎さん

A

同時に達したか。

Q.5

姉から便秘が辛いと相談されたんですけどなんて言ってあげるのが正解ですか？



お名前：黒豆ココアさん

A

「出たら絶対にくれ」と言いながら相手の胸ぐらを掴んで壁に叩きつけて「絶対にだ！！！」と

いうのが100％正解。

Q.6

私は最近思うんです。

この世界が私の考えて作った世界で、私が中心で、それらの人は唯のデータであって仕組まれた

プログラムでしかなくて、遠い宇宙で誰かがそんな私の事を観測していて、その見ている人は世

界の真理を知っていて、私は知ることは愚か理解することすらできない様な事を当然のように扱

っている世界、宇宙の最果てってどうなってて、人間の目的は、生まれ変わり、宗教、中国、核

、過去の文明、自身の未来、過去の失態、私自身はそれら全てに死ぬまで気づかなくいまま終

わる・・・・

質問です、高校生ぐらいの年齢になると出れでもこんなこと考えますよね？

お名前：メソポタミア文明さん

A



そうやね。でれでもそういうこと考えちゃうよね。

あげ足とんな。

Q.7

漫画家になりたいのですが、生活のための仕事が忙しく、思うように原稿に取り掛かれません。

どうすれば良いでしょうか、喝を入れてください

お名前：近鉄の特急より高性能さん

A

描くべきことが本当に見つかっている人なら、寝る時間を削ってでも描いてるんやないかな？君

が生活の方を優先しているぐらいなら、その漫画のアイディアは世に出すほどのものではないの

かもしれんよ。多少眠らなくても大丈夫なように、しっかりと腐ったものを食べて体力をつけて

原稿に取り掛かろう！

８０点。



Q.8

この前合コンで偶然にも小学校のときの女の子の友達に会いました。

楽しく話しもできて番号も交換しましたが、その後どうすればいいのか分かりません。

何かいい攻略ルートをおしえてください落し神様。

お名前：子羊Bさん

A

落とし神です。落としは戦争と同じなんよ。

まずは勇気を出して、宣戦布告メールを送る。

「ワレ日曜日　映画ヲ観ントス　十二時駅前キタレ」。

こういうメールでおびき出し、まずは相手を戦場に引きずりこむんよ。

そして自分は約束時間より早めに現地に上陸。

映画館周辺のレストランやカフェ、デートで入ったら楽しそうなオシャレ小物屋などを存分に索

敵しておく。いい店があったら、怪しまれない自然な感じで店に入れるよう行軍ルートを設定し

ておくんよ。

このルート上にラブホテルを設定しておいてもいいんやけど、最初の戦争は小競り合いになる

から、そこまでの軍備はいらんよ。勝利を確実なものにしたいなら援軍や。

悪そうな格好をしてもらった友軍甲と、友軍乙に彼女を攻めさせ、困ってる所で自分が加勢に

加わって「やめろ！」と一喝。これで彼女の心の陣地は占領したも同然やね。

泣いた赤鬼か。



Q.9

ロースおじさん、ミンチー、こんにちは。ミンチーにはまだ早い話題なので、ロースおじさんに

相談です。現在、僕は高校生なのですが、受験に失敗してしまい、第二志望の高校に通ってい

ます。受験に失敗した悔しさをバネに励んだ結果、今では第一志望の高校の生徒にも負けないほ

どの学力がついたと自負しています。これを機に一月から第一志望の高校に編入したいのですが

、親に反対されたり、また落ちたらと思うと、どうしても決心がつきません。こんな臆病な自分

に勇気をくださいロースおじさん。

お名前：けけさん

A

「学力がついたと自負」している一方で「また落ちたらと思うと不安」って、

ちょっと自分の中でも矛盾してるんやない？ というか編入ってほんとに「今」必要なの？あなた
の人生って「今」しかないの？

今の環境でそこまで学力アップをすることができたなら、そのままそれを三年間続けて、大学受

験でこそ自分がほんとに志望するとこへ入ったらいいとおじさんは思うよ。

編入のための勉強に時間を割くより、もっと先を見つめて行動する方がいいと思うんやけどなあ

。

おじさんは努力して小学校に編入できるのなら、したい。

できません。



Q.10

CMって怖いのけっこうありますよね！ACのCMとか。この前見てて鳥肌立って股間がもげそう
になっちゃいました

おじさんが1番怖い尿漏れる！と思ったCMはなんですかー？

お名前：くぁwせdrftgyふじこlpさん

A

おじさん、怖いってのはあんまりないんやけど、印象深いＣＭといえばＡＣの軍艦島のＣＭやね

。小学校低学年くらいの頃に見たんやけど、当時このＣＭから感じる物悲しさに衝撃を受けて

以来、廃墟とか樹海とかそういうものに惹かれる性格になってしまったね。軍艦島の写真集

はちょっと高いけどかなり見ごたえあるんで是非買って読んでみて。

Q.11

ロースおじさんこんにちは。



私は２８歳の男性なんですが、この年にもなって精神年齢は１４，５で止まってる気がします。

なんだかんだで、もうすぐ３０歳になると言うのに、大人の自覚が皆無です。

ロースおじさんはどうやって、子供から大人に脱皮したのか体験談を教えてください。

お名前：さいたまんさん

A

むいたんや。

Q.12

ウルトラマンってなんで出会い頭に必殺技使わないの？

お題：携帯電話の新機能

お名前：黒豆ココアさん

A

ウルトラマンが必殺技を出すには、ドＭ値を最大限まで引き上げないといけないんよ。だからレ



ッドキングやらバルタンやらの怪獣に最初いっつもボコボコにされてたりするよね。あれは痛み

を身体に与えて興奮させてるんよ。それが溜まって溜まって気持ち良くなって気持ち良くなって

、それが限界まできたときにアレの代わりに「出る」のがスペシウム光線っちゅうことやね。

円谷に消されるぞ、お前。

Q.13

おじさんの博識にはいつも驚かされます。

ゲームもお詳しいおじさんですが、私は最近「シュタインズゲート」というゲームをプレイした

のですが、ご存知ですか？おじさんはノベル系のゲームも遊んだりするのでしょうか？

お名前：まゆしぃさん

A

とうとう君もプレイしたんやね。おじさんはそんなにノベル系のゲームってやらんかったんやけ

ど周りからの猛プッシュがあってプレイしてみたん。なんちゅうか、もう、このゲーム、2000年
代を代表する傑作よね。

ただ、歯がゆいのがこういうゲームって「シナリオ」が肝心だったりするから絶対にネタバレす

るのはNGなんよね。だからみんなにこのゲームの面白さ・素晴らしさを伝えようとしても何も言
えないんよね！ネタバレになっちゃうから。だから「とにかく面白い！」って連呼するだけの悲

しい豚になってしもたわ。



ネタバレしないように慎重に良さを語るとするならば、まず扱う題材が「タイムパラドックス

もの」というみんな大好物の題材。わりと出尽くした感の ある食傷気味のテーマであるにも関わ
らず、物理学や量子力学を絡めつつ魅力的なキャラクター達と絡ませることで、こんなにも続き

が気になって読み 進めてしまうシナリオにまとめ上げたのは見事の一言やね。内容の節々に、ニ
ヤリとしてしまうような2ちゃん用語や実話なんかが出てくるんもインターネット好きは反応しち
ゃうよね。

そしてキャラクターが魅力的よね。「ブラック★ロックシューター」のhuke氏がイラストを手が
けているって時点で、おじさんのアンテナがピクっ てなるやん？そのうえ豪華声優陣が出演して
いてるわけで、もう主人公の岡部倫太郎を演じる宮野守氏にならもう抱かれてもいいって思う

わけ、おじさん偶蹄目やけどさ。花澤香菜氏に至っては、もうヘッドホンをしたうえで上から両

手で抑えこむような形で圧着させることで究極のサラウンド環境を再 現し、「まるでそこにいる
かのような」状態を作り上げて呼吸使いなどを感じるだけで充分。白米どんぶり5杯はいける。そ
れくらい声優陣とその演技 が魅力的ってこと。ぜひ音声はONにしてプレイしてもらいたいよね。

登場するキャラクターは厨二病、オタ、ツンデレ、天然、男の娘…などなど個性の強いキャラ
クターが登場するんよね。それがストーリーを否が応にも 盛り上げてくれる。

あと、わりとメディアミックスがされていて、コミカライズされていたり、ドラマCDが発売され
ていたり、クリアした後でもそれを補完するような形 で楽しめちゃうんよね。ちょこちょこゲー
ム内では語られなかったサイドストーリー的なものもあったりするんよね。うまいよね。そうい

えば最近、アニメのラフイラストが発表されたのも記憶に新しいところよね。

このゲームってXBOX360版とWindows版で発売されているから、これを読んでるほとんどの人は
プレイできる環境にあるんとちゃうかな？ みんなも是非プレイしてみるといいよ。

トゥットゥルー☆

こんだけ語ったけど、恐るべきことに金は一切もらってません。



お名前 *

メッセージ *



第18回　「とんかつQ&A」

春やのぉ。

違う。

Q.1

おじさんが海保の巡視船で小学4年生が中国漁船だとしたら、どんなふうにぶつけられたいですか
？

お名前：尖閣動画流出！！さん

A

まず、小学4年生がおじさんに突っ込んできてることが分かった時点でおじさんはサイレンのよう
に甲高い声で「興奮してます」を意味する奇声をあげ続けるよね。

で、そのおじさんの奇声により一層刺激された小学4年生がおもいっきりおじさんのミゾオチに突
っ込むわけ。その痛みに対して「気持ちＥ！気持ちＥ！」と再度奇声を発するおじさんに対して

、小学4年生は再びエンジンの回転を上げたかのようにおじさんを気持よくするために股間めがけ
てショルダータックル。おじさんはヒザから崩れ落ちて幸せそうな顔で「おじさんがぶつけられ

て気持よくなっていたことを、隠さないで。正直に世の中に知らしめて…」そう言いながら息を
引き取りたいね。



Q.2

お客様は神様ですって言葉、ロースおじさんはどう思いますか？

お名前：小学四年製さん

A

客は店を選ぶ権利があるかもしれないけど、店も客を選ぶ権利があるよね。

ファミレスで客がドリンクバーの前でブレイクダンスを踊りまくってたら、いくら神様だったと

しても他のお客様に迷惑になるよね。常識を守ってくれる人に限って「神様」と思えばいいんや

ないかな。

ただ例外がひとつだけあって、ジーコが来店してドリンクバーの前でわざと脱糞したとしてもそ

れは「お客様は神様です」って言わないといけないだろうね。

サッカーのな。

Q.3



「ときめきメモリアルGirl's Side」にハマってしまいました。
おじさんは本家ときメモシリーズにはハマりましたか？

何のキャラが好きですか？

お名前：とめきちさん

A

初代「ときめきメモリアル」はおじさんの青春と言ってもいいよ。「ときメモ」をやるまでは、

俗に言うギャルゲーというものに特に興味もなかったし、初代「ときメモ」も、あまりにも周囲

の評判がいいもんだから、「まぁやってみるか」ぐらいの軽い気持ちで始めたんやけど、まぁこ

れはほんと凄いゲームだったね。基本的には主人公キャラに「勉強する」とか「運動する」、「

容姿を磨く」みたいな行動を選択してパラメーターを上下動させるだけなんやけど、そのパラメ

ーターの数値によって出てくる女の子も体験するイベントも全く違ってくるのよ。高校3年間とい
う決まった時間が過ぎれば必ず何らかのエンディングが訪れるんやけど、「ときメモ」の場合、

その3年間の間に選び取れる選択肢と、イベントの数が異常に多かったから、やるたびに違った
ストーリーを体験できるのよね。だから自分が見れなかったイベントが気になって、「次のプレ

イではあのイベントを見てやろう」、「次はあの女の子とラブラブになってやろう」と、何回も

何回もリプレイするわけ。プレイするたびに、全く違ったきらめき高校での3年間がそこにある
んよ。

メインになるのは女の子をデートに誘うことなんやけど、これも、誰を誘うか？どこに誘うか？

どんな言葉をかけるか？と、とれる選択肢のバリエーションが異常に多くてね。デートは学校が

休みの日にしか誘えないし、女の子のキャラクターも多いもんだから、一回のプレイでは絶対に

全ての女の子の反応やイベントを網羅することはできない。ゲームを味わい尽くすには、やはり

何回も何回も繰り返しプレイする必要があるし、告白を成就させるためのパラメーター条件が厳

しいキャラクターなんかもいて、そうすると「効率的にパラメーターを上げ、デートをこなす攻

略ルートの研究」もしなきゃいけないわけでね。ほんと時間泥棒っていうのはこのゲームのため

にあるような言葉だよ。

おじさんが最初に「ときメモ」の虜になったのは、主にそういう驚くべきゲーム性とリプレイ性

の高さにハマったからで、正直最初はキャラクターにそこまで魅力も感じてなかったんよ。その

頃は特にオタクでもなかったし、まぁ、キャラクターの絵もぶっちゃけそんなに可愛いわけでも



ないよね、特に初代は。でも不思議なことに、何回もリプレイを繰り返す内に、きらめき高校に

生きる女の子たちのことが本当に好きになってきてね。気がついたら「月刊ときめきメモリアル

」というドラマCDを毎月買うようになっていたね。最初はキャラクター目当てだったけど、どん
どん深みにはまって「ときメモ」の声優陣も好きになっていってね。詩織役の金月真美さんを始

めとする女性声優陣も勿論やけど、小野坂昌也さんと上田祐司さんの掛け合いが最高に面白くて

、楽しませてもらったなぁ。「ときメモ2」から導入された、「自分の本名をキャラクターに呼ば
れる」という禁断のエモーショナル・ボイス・システムの話なんかもしたいんやけど、キリがな

いからこの辺でね。ときメモ最高！

Q.4

ロースおじさん、これは例えばの話なんですけど。

24歳で無職な上に半ばひきこもりまで拗らせてるようなダメ人間がいたとするじゃないですか。
しかもソイツの家は決して裕福では無く両親はもうすぐ還暦を迎える年齢だというのに当の本人

はこれっぽっちも働く気なんてありゃしないんですよ。

日々募っていく危機感や焦燥感から目を背ける為にアニメやゲームや漫画やネットに逃避する

毎日。

勿論、そんな生活にも終わりが来ることぐらい僕だって分かっています。

でもダメなんです、もう一歩も動きたくないんです。

ロースおじさん、僕はどうすればいいのでしょうか？

お名前：ああああさん

A



アニメやゲームや漫画やネットに関する仕事を探してみたらいいんやないかな。

でも本人が何もヤル気がおきないのなら、気が済むまでだらっとしたらいいんやないかな。ただ

あれよ、親御さんだけは安心させてあげないかんよ。親の恩は一生かかっても返せないけど、3割
くらいなら頑張ったら返せるんよ。生まれたときのアルバムとか見返してテンションあげてみる

といいよ。写真が一枚もなかったらごめん。

Q.5

おじさん、はじめまして。早速ですが宜しいでしょうか？

ロースおじさんのプロフィールには

・「世界中のみんなが笑顔になる料理をふるまいたい」という夢を持って

・ 日々料理の研究に勤しむシェフ

とあります。

小学四年生に溺れるおじさんと過去のおじさんはどう考えても結びつきません。

当初のおじさんはどこへ行ってしまったのですか？

お名前：あんポン太さん

A

あの頃はグーペのサービスも開始したばっかりで、正直どういうキャラクターでいけばいいのか

わからんかったんよね。うん、無理してたわ。

だって、あの頃は大好きな小学4年生の下校時間がきても今みたいに小学校近辺を舌を蛇のように
チロチロしながら白目でうろついたりしてなかったよ。バレないようにピンポイントで狙った子



だけを凧に乗って上空から追跡したりしてたね。色々と気を使ってたよ。

Q.6

おじさんは興味ないかもしれませんが、仮面ライダーＯＯＯの怪人は欲望を満たすために暴れ

まわっています。

もしかして、おじさんも・・・？

お名前：ソースぶっかけさん

A

何度も言ってるけど、ほんと仮面ライダーとか興味ないんよ。

君も分かってるならもうそういうの送らんといて。

あとね、君、OOOのヤミーは「欲望を満たすため」というよりも、人の欲望を感知して、それ
を「増幅」させようと暴れまわってるんよ。その増幅した欲望が「セルメダル」という形でグリ

ード達のエネルギー源となる訳で、グリード達は力の源となる欲望＝メダルをできるだけ大量に

手に入れたいんやから、決して欲望を「満たそう」なんてことは考えてないんよ。満たすのと増

やすのは違うってこと。そこは履き違えんとって。分かった？



Q.7

私は所属団体で広報のようなことをやっていますが、面白い事を提案する度に周りに法律がどう

の常識がどうのと言われてつまらない形に落ち着かせられてしまいます。

おじさんのように上司や法務を黙らせてフリーダムなことをするにはどうすればいいでしょうか

？

お名前：窓際さん

A

バランスが大事やと思うよ。

ただ面白いだけでなく、どういった効果があって、どういったメリットが生まれるのかをしっか

りとアピールできないとそれってただの「自分の感覚」やからね。

で、おじさんはグーペの売上に貢献はしてるの？

してるわけない。

Q.8

こんにちは。いつも楽しく拝見させていただいております。私は大学三年生で来年本格的な就活

を控えた身です。



周りは結構熱をあげているのですが、私自身はやばいなと思いつつ、学校、バイト、ゼミが忙

しく、身を入れられません。忙しさを言い訳に甘えているのではないかと自己嫌悪してしまい

ます。

こんな私に喝を入れてはもらえませんでしょうか？

またおじさんは就活で必要なものとは何だと思いますか？社会人の大先輩としての意見が聴きた

いです。

よろしくおねがいします。

お名前：就活生さん

A

「何をやりたいのか」がまだ自分の中で決定してないから熱を上げることができないってだけや

と思うよ。

でも、そんなのは学生だったら普通のことだから何も心配することないよ。まずは、適当に就活

サイトに登録していろんな会社にエントリーするんよ。就活ごっこ気分でいいから。

で、説明会に行ってみよう。全てのスタートはこれやね。行って、話を聞いてみないと会社って

いうものがどんなものかわからんよね。

なんとなく「こういうことなのか、就活って。」ってなるよ。たくさん見てるうちに「あれ？こ

ういう会社は楽しく働けそうな気がするな」ってところが見つかってくると思うので、その気持

ちを基準に企業選びをしていくといいんやないかな。

おじさんの答えとしては、「とりあえず説明会に行くとやる気が湧いてくる」です。

ひとつも「いいな」と思える会社がなければ、ひとつは「いいな」と思える会社に出会えるまで

面倒くさいやろうけど説明会に行くことやね。とりあえずそれだけしてたらいいよ。あとは自動

的にヤル気が出てくる。殺る気がな。



Q.9

そんなブログで大丈夫か？

お名前：ルシフェルさん

A

そろそろかもな。

Q.8

豚さんこんにちは。いつも楽しく拝見しております。

ゲームにお詳しい豚さんですが、プレイステーション用ソフトの「サガフロンティア」を御存知

でしょうか？

僕はアセルス姉ちゃんが好きで、エミリア編でエミリア、アセルス姉ちゃん、白薔薇、メサルテ

ィム、アニーのパーティーでプレイしていました。

豚さんのオススメするキャラクターや連携など御座いましたら、今後の参考の為に是非お聞かせ

願います。

お名前：小此木烈人さん

A



これまた、こしゃくなお名前で送ってきたね。サガフロンティアは名作よ。豚特有の前足の形状

のせいでコントローラーが上手く持てず、めちゃくちゃ苦労しながらプレイした記憶があるよ。

でも少年時代って、そんな苦境も飛び越えてまうやん？若さって不思議よね。レッド編で最初

のリージョンシップで詰んだのはいい思い出。

アセルス編は8人の主人子の中でも難易度的に最も難しいって言われてるらしいね。何も用心せん
と幻魔を買ってLPが爆下がりしたときは正直ビビった。「おいおい…ロマサガ3でフォルネウス
に恨みを持っていることでお馴染みのハーマンさんちゃうねんぞ…」って思ったよね。でもまあ
、あそこで幻魔を買っとくのはほぼ必須条件だから結果オーライやけどね。

パーティーにはシナリオ問わず、ゲンとルージュはなんだかんだでほとんど入れてた。ゲンは「

逆風の太刀」連発で、ルージュは「ヴァーミリオンサンズ」ばっか撃ってたら、連携でけっこう

繋がるしね。妖魔とモンスターはいまいち使いこなせんかったよ。当時はおじさん、けっこう大

味なプレイしてたかも。

今はゲームアーカイブスでDL販売してるみたいやから、やったことないキッズ達は是非やってみ
るといいよ。学校とか休めばいい。

お名前 *

メッセージ *





第19回　「とんかつQ&A」

ヒゲ生やしてる人って抜くか抜かないかギリギリのところでクイクイするのが気持ちいいの

をわかってるよね。

とんかつＱ＆Ａはじまりまーす。

Q.1

ゴキブリが家に出すぎて困ってます　どうしたらいいですか

お名前：バルサンさん

A

「お久しぶりです…　師匠…」って言ってあげるといいよ。

Q.2

ポークおじさん、一生のおねがいです。



どーしても思い出せないゲームがあります。

ソフトのタイトルが気になって仕方ありません。

教えてください

・ＰＳソフトで

・主人公はサラリーマンで・落下するエレベーターの中で非常ボタン連打して脱出したり・職場

で大きな石に追いかけられたり

以上が私の記憶にある事です。

お名前：?子さん

A

とんでもクライシス。

Q.3

ロースおじさんこんにちは。いつも楽しく読んでます。

ところでおじさんはけいおんが好きみたいですが

化物語には興味ないのでしょうか？

僕はハマって原作も全巻読みました。

お名前：キスショット・アセロラオリオン・ハートアンダーブレードさん



A

鉄血にして熱血にして冷血な読者さん、こんにちは。

うーん…2009年を代表するシャフト制作のアニメ、「化物語」についておじさんがどこまで語れ
るのかは不安やけど、ちょっとだけしゃべってみよかな。

おじさんも化物語はけっこう見ちゃったよね。化物語という作品自体が、シャフト特有の演出

にぴったり合っていたし、これでもかっていうくらいの突出したキャラクターも魅力的。同時期

に放送されていた、さよなら絶望先生のOPに戦場ヶ原ひたぎが校舎の螺旋階段の上から落ちてく
るシーンのオマージュがあったりもして、シャフトの遊び心が見え隠れしてたよね。

でも一個だけ残念なのが、まよいマイマイの八九寺真宵ちゃんやね。

あの娘、5年生なんよ…。永遠の小学5年生。
あと1年早ければ、小学4年生だったのにぃぃぃぃぃ！！！！おじさん、その設定わかったときに
発狂しそうになったね。手汗がね、もう止まらへん の。奥歯も食いしばりすぎて平らになってし
もたわ。おじさんのこの無念を晴らすべく、是非アナザーストリーとして、真宵ちゃんが小学4年
生のときに"豚の怪異"に遭遇する「まよいロース」っていう話を、上下巻展開で西尾維新先生に書
き下ろしてほしいよね。

見慣れた街の風景。道中、見慣れた友達とおしゃべりをしながら、見慣れた校門をくぐり、見慣

れた上履きに履き替える。そんな当たり前の生活に、少女が感じている唯一の違和感。それは、

何か触れてはいけないものに触れているような違和感。実は、八九寺真宵の上履きには"豚の怪異"
が宿ってい たのであった…。

いったい、少女は何を願ったのか。そして豚の怪異は、少女に何を残すのか…。

…ってね。



Q.4

世界最大の暴走族を結成したいのですが、メンバー募集のWEBサイトをつくたいのです。
安価なサイト作成会社を教えてください。

お名前：特攻阿弗利加土人連合さん

A

うちはやめといたほうがいいよ。

ライブドアでええんやないかな。

客選んだね。

Q.5

こんにちは、おじさん。

毎回楽しく友人が見てます。

今回はちょっとした質問がありメールを送りました。

いつも金欠の友人がおり私も含めて色々な友人にたかりまくってます。

どうすれば彼を真人間にすることができますか？

お名前：秋水さん



A

なるほどなるほど。

まずお金をたかられない方法やけど、5000円でいいから、まずお金を貸してあげるんよ。
で、次たかられたら「前の返してもらったら考える」って言うんよ。

少ない額で言うこと言えるからやってみるといいよ。

次に彼を真人間にする方法やけど、毎日彼が寝静まったらそっと寝室に忍びこんで枕をひっくり

返すんよ。

なぜかというと、夢を見ている間は魂が肉体から抜け出てて、その間に枕を返すと魂が肉体に帰

ることができないんよ。

殺しとるやないか。

Q.6

ロースおじさん、ミンチーくんこんにちわ。

突然ですが、僕は就職活動中の学生なのですが、大学中にこれといいって、何もしていなかった

ので自己アピールに何を書いていいかわかりません。

もしお二人が人事課の人間で、面接をする立場の人間だとしたら、どういう事をアピールして欲

しいですか？またどういう人間を後輩として欲しいですか？

よろしくお願いします。



お名前：ココアさん

A

そんなのみんな五十歩百歩やと思うよ。

お隣のライバルさんもそうキミとは大差ない状態なんよ。

そんな中で如何に自己アピールを上手にできることができる人を選ぶんやないかな。

少ない素材をどう大げさに魅力的に話せるかってことが大事なんやと思うよ。

おじさんも昔やけど就職活動してた頃はな、ゼミも何もしてなかったんで書くことなかったんよ

。だから「インターネットしてました」みたいなことを言うたんよ。でもそれだけだと何も魅力

的に伝わらないから、インターネットでこんなホームページ作ってました。それでこんな体験が

あり、こういった考え方ができるようになり、その考えは御社にとってこのように活かせられる

はずです。って感じで答えるようにしてたん。そんで最後キメ台詞として「そのヅラは蒸れない

のですか？」って面接官に質問するようにしてたら全部落ちた。

Q.7

最近お鍋が美味しくなってきましたね。

ロースおじさんお勧めの鍋料理を教えてください。

お名前：鶏肉さん



A

胡麻油と塩で食べる「ピエンロー」やね。

塩は「藻塩」というのにするとさらに味がよくなるよ。

おじさん塩買うお金あったんだね。

ない。塩味足らんときは鼻クソいれてる。

Q.8

僕はドラクエが大好きなのですが、あれは新作発売のスパンが長いです。

その分いい作品ができているのですが、やり込んでも、制限プレイをしても、次の発売までにほ

とんど終えてしまいます。

そこで、壮大さのあるＲＰＧをいくつか教えていただけますか

お名前：好きな呪文はヒャダインさん

A



『摩訶摩訶』（まかまか）とかいいんちゃうかな？

スーパーファミコン用に発売されたゲームなんだけど、まずバグがアホみたいに多い。あとザ

コキャラがむちゃくちゃ強い。ゲームバランスはハゲそうなくらい悪いし、主人公パーティー

がカッコ悪い。装備がダンボールの人がいて、顔と手足をしまってダンボールに化けてベルトコ

ンベアーで運ばれるのを得意とする奴がいる。おじさんのときはデータがすっ飛ぶこともザラだ

ったので半永久的にクソ強いザコ敵と全力で戦える序盤を楽しめたよ。続編も確実に出ないだろ

うし、自分の人生とミックスさせると壮大さも醸し出てくるやろうから是非チャレンジしてみ

ては？

Q.9

おじさん、ミンチーこんばんは。

私は社会人になってもう4年目になるのですが、
未だに自分に出来る仕事、担当している仕事はこれだ、

と胸を張っていえるような事がありません。

自分より若手の社員と話をする度、

自分には教えられることが何もない事を感じさせられて

不安な気持ちで一杯になります。

この不安な気持ちを抱えたまま布団に入っても、

上手く寝付くことができず、

だから今もこんなくだらない事の為に

夜更ししています。

気持ちを落ち着かせ、ぐっすりと眠る方法について、

何か教えて頂けないでしょうか。

お名前：ペリー来航さん



お名前：ペリー来航さん

A

青酸カリを飲むとぐっすり眠れるよ。

永遠にな。

Q.10

ロースおじさんの変態さに惚れてロースおじさんの絵文字を作ってしまいました。

不特定多数の人の目に触れる場所で公開したら、やはり著作権的にまずいでしょうか？

お名前：ハムは鎌倉が好きさん

A

嬉しいから全然OK。
おじさんも見てみたいからどっかのWEB上にアップして教えてよ。



Q.11

高校３年生です

もう死のうと思っています

しかし先日母親から50万やるから
しなないで欲しいと言われました

親にとって私の命は50万なのでしょうか。
おじさんにとって小４の子供の命はいくらですか

値段をつけることができますか

お名前：ayuさん

A

まず、おじさんはキミみたいなことを考える子が大嫌いやということを言うておくよ。ただの

かまってチャンやね。

親がキミをその大きさ(60メートル)まで育てるのに食費やら学費やら雑費やらで今までに何千万
もかけてるんよ。キミにかかってるお金は(全身のメカ化も考えると)50万円じゃきかないんよ。い
つまでも甘ったれたこと言ってないで、親に長生きしてもらうために50万円かけて温泉旅行へ連
れて行ってあげれるくらいにならないかんよ。

Q.12

６月に産まれた娘の顔が髭無しのロースおじさんの顔です。てめぇ、ウチのカミさんと…？？



お名前：ayuさん

A

BARで意気投合してしもてん。

Q.13

おじさんオススメの成年マンガ教えてください。

お名前：なかじさん

A

エロ漫画で豪邸とランボルギーニを買った遊人先生の「究極のシェフは美味しんぼパパ」やね。

Q.14

ロースおじさんこんにちはです。突然ですが質問です。１０代が選ぶ好きなアニソンランキング



の第一位は残酷な天使のテーゼらしいのですが、ロースおじさんの１番好きなアニソンは何で

すか？

お名前：恐さん

A

大好きなアニソンは沢山あるんでかなり悩むけど、あえて一つあげるとすれば絶対無敵ライジ

ンオーのＯＰ「ドリーム・シフト」かなあ。ライジンオーはＥＤの「地球防衛組応援歌」もかな

りの名曲よね。２頭身になって舞台の上で歌うクラスのみんなの姿がとっても可愛かった。学校

が変形してロボが出撃する設定とか当時は衝撃を受けたね。放送当時おじさんが住んでいた地域

では、このライジンオーのチャンネルの電波受信状況がよろしくなくて全然綺麗に映らなくてノ

イズ８０％の画面揺らぎまくりの状態で見てたんよ。ほんと主人公たちもドロドロやし、ライジ

ンオーもブレブレで残像拳を常に使っているロボやったね。ほとんど何が起こってるかわから

んかった。

Q.15

はじめまして、僕はポケモンが大好きで、対戦をよくしてるのですが

ラティオスやボーマンダのりゅうせいぐんが強くてなかなか勝てません

おじさんならどう対策しますか？

お名前：チキンさん

A



基本的には、努力値をりゅうせいぐんに耐えれるだけ特防に特化させないと対策出来ないよね。

ラティオスであれば、バンギラスがいれば簡単に抜くことができると思うよ。

ただ、ボーマンダに関しては、げきりんも注意しないといけないよね。

「特攻特化されたりゅうせいぐん型ボーマンダと思ったら、物理特化されているげきりん型だ

った」なんてのはよくあるパターンで、完全にボーマンダを受けきるのは不可能なんじゃない

かな。

あるとすれば、同じボーマンダを入れておく、というのも手だよね。

ボーマンダは翼の生えたエピソードが好きなので、おじさんも愛用しているよ。

Q.16

真面目に答えてね。

この先広告業ってマジどうなる？

お名前：31歳、悩めるサラリーマンさん

A

今までは気づかないまま刷りこまれていたものも、現在は一般市民でも広告を広告だと見抜く力

をつけてきてるよね。だから「見られる広告」から「選ばれる広告」にならないといけないんや

ないかな。



Q.17

姉の結婚が決まったそうです。

私としてはこのことを喜びたいのですが、いつもくだらない話を微笑みながら聞いてくれた優し

い姉が家からいなくなると思うと素直に祝福できません。

この矛盾した気持ちを抱えたまま、いったい私は何をすればいいのでしょうか。

お名前：たまごかけごはんさん

A

キミが何をすればいいのか、そんなこともわからないようじゃお姉さんだって安心してお嫁にい

けないよ。

まずブリーフ一丁で両手を頭の後ろで組んでみ。

次にヒザの裏側の太もも側にハマチを。ヒザの裏側ふくらはぎ側に酢飯をセットして。あとは深

く腰を落としたスクワットを一発かましてごらん？

ほぅ〜ら、寿司。

お名前 *

メッセージ *





第20回　「とんかつQ&A」

今日は寒いからホッカイロ的なやつちょうだいよ。

はい、火薬。

Q.1

僕は大学一年生です。大学に入れたのはいいんですけど今まで殆ど勉強しかしてこなかったので

趣味らしい趣味がありません。

そこで博識なおじさんに質問ですが今からでも始められて続けられることってありますか？

お名前：チル豚さん

A

入れ墨やね。

全身にバナナとかリンゴとかの果物を入れていくといいよ。彫っていくうちにだんだんどの彫り

師にまかせればベストな大きさの果物を彫ってくれるかもわかってくるだろうし、そういうサイ

ズ感を知るところに続ける価値みたいなものがあるよね。やっぱり、イチゴが右肩全部を使って

彫られたとしたら、スイカの入れ墨をいれる際はイチゴに対して正確な比率のものを彫らないと

いけないでしょ？そうするとキミの背中からわき腹を通ってぐるりと一周した彫り物ができちゃ

うのよ。それってもうスイカじゃないよね。お腹まわりが緑と黒の縞模様のちょっと気持ち悪い

人になるよね。

うん。ちょっと何言ってるのかおじさん自身わからなくなってきたよ。



冷静じゃないか。

Q.2

はじめまして☆　僕、くまポン！

「とんかつ教室」いつも楽しく拝見してます☆

そうそう、ロースおじさんとミンチーは「くまポン」っていうサービスを知ってる？

今、流行りの【割引クーポン共同購入サイト】なんだ！良いこといっぱい！みんなが嬉しいプレ

ミアムクーポンを是非使ってみてほしいな！

http://kumapon.jp/

お名前：くまポンさん

A

はじめまして。ロースおじさんです。

たしかに店舗運営をしている人が沢山つかってくれてる「グーペ」とは親和性が非常に高い素敵

http://kumapon.jp/


なサービスやと思うよ。

でも、なんかカワイコぶってるキャラクター（貴様のことだ）がムカツクし、質問のフリして営

業メールっていう図々しさもおじさんの「いつかボコボコにしてやるリスト」に入る決め手よね

Q.3

そろそろお金が無くなったので休載している漫画を再開したいと思っているのですが、ロースお

じさんはどう思いますか？

去年も頑張ろうと思ったんですけどすぐ挫折してしまいました。

お名前：Ｔさん

A

復帰して毎週読めるようになるのは嬉しいんだけど、もういっそレベルEのときみたいに月１連載
くらいのゆるい感じで、でもちゃんと月１回は読めるっていう安心感がおじさんは欲しいよね。

もしくはおじさんに筆をまかせてもらってもいいよ。蟻編と並行してフランクリンが「やっぱ指

切るんじゃなかった…」、ボノレノフが「穴あけるんじゃなかった…」、レイザーが「カラダ鍛
えすぎた…」って後悔ばっかりしてるシーンを差し込んで結局収束することがない展開に持って
いくよ！美食ハンターのメンチとブハラが崖の下にあるクモワシの卵を取りに行くのに失敗して

地表まで落下するって話も描くよ。



Q.4

僕の人生で覇王翔吼拳を使わざるを得ない時が来るのはいつですか？

お名前：みかんさん

A

ファミマでファミチキを買おうとレジに並んでるときに、前で豆腐買ってた奴が「あ、あとファ

ミチキも」って言って品切れになった瞬間やね。竜虎乱舞も同時に叩きこんでやるといいよ。

Q.5

「どうすればオフシーズンにも満席にすることができるのか？」

お店を運営してたらそんなお悩み、あったりするよね？

そんなときに大活躍するのが、この「くまポン」なんだ！

『初期費用』 『掲載費用』 『登録費用』が一切不要で、実際にクーポンが販売されたときのみ手
数料が発生する完全成果報酬プロモーションが打てるんだよ！



すごいよね！「くまポン」って☆

http://kumapon.jp/

お名前：くまポンさん

A

またお前か！

全然めげないね。

もう質問ですらないけど、なんか熱意だけは伝わってくるもんやね。

Q.6

最近iPadを買った友人が大学などで事あるごとにそれを出してどや顔をします。
正直アレです。彼にどや顔をやめさせるにはどうすればいいですか？

お名前：はこまよさん

http://kumapon.jp/


A

友人がiPadを出した瞬間に友人より先にキミが「どや顔」をするといいよ。
相手よりも先に「どや顔」。これが勝利の鉄則やね。相手からしたら、自分の所有物であるiPad
を見せびらかして自慢できると思っていたのに、それよりも先に何故かiPadも持っていないキミ
が自分の代わりに「どや顔」をしている。しかもその「どや顔」の矛先はiPadを持っている自分
である。これは流石の友人も思考停止に陥るだろうから、その隙にメリケンサックを装備した拳

でおもいっきり殴れ。

暴力で解決した。

Q.7

「くまポン」は、完全成果報酬の低リスクなんだ♪

一定数に購入者が集まらなければクーポンは発行されないから、クーポンが発行された場合のみ

、売上の一部を手数料としてお支払いいただくんだ☆

こりゃあ、使ってみるしかナイナイ☆

http://kumapon.jp/

http://kumapon.jp/


お名前：くまポンさん

A

すごい。

うん。すごいしつこいね。

Q.8

合コンに行ったら呼吸しかしてませんでした。改善策を。

お名前：れーれーれさん

A

合コン王のおじさんによくぞ聞いてくれたよ。

おじさんからのアドバイスは「もういっそ呼吸するのやめてみたら？」やね。

合コンでは無口で存在感が皆無になってしまうキミにとって「呼吸をやめる」だけで様々なメリ

ットが発生するんよ。



例えば、酸素不足でチアノーゼを起こすキミを周りの人が心配してくれるん。次に救急車を呼ん

でもらえるんよ。なかなか乗る機会ってないからドキドキしちゃうやん。で、サイレン鳴らしま

くりで病院急行するわけやから目立つよね。いろんな人から注目浴びるし大成功の合コンってこ

ういうことを言うんよ。

Q.9

こんにちは☆くまポンだよ！

http://kumapon.jp/

お名前：くまポンさん

A

そうですか。

Q.10

http://kumapon.jp/


最近彼女に他に好きな人ができたと振られてしまいました。

こんなときどうやったら早く立ち直れると思いますか？

また、復縁期待してたらダメでしょうか？

お名前：失恋男さん

A

そうですか。

いやいや！違うよ！この人は「くまポン」じゃないよ！

おおっと！危ない危ない！！ごめんよ、おじさんちょっと頭がぼーっとしてきちゃって間違

えちゃった。

立ち直る方法やね。やっぱり時間しかないやろうね。寂しさを紛らわせるために色々他の人を探

したりすることも出てくるやろうけど、それって「去っていった人に似てる人を探しているだけ

の状態」に陥りやすいから、そうなるときっと「本物は超えられない」って結論に至って結局は

同じところから前に進めなくなっちゃうことがあると思うんよ。

だから、前の人とはまったく違うタイプの人と仲良くするように意識してみるのはどう？復縁は

期待するだけ時間の無駄だよ。きっと向こうも覚悟の上でキミにそれを伝えたんだから次行こ

う次！ゴリラみたいなやつ探そう！



Q.11

http://kumapon.jp/

お名前：くまポンさん

A

・・・・。

ついにＵＲＬだけに。

Q.12

お尻まで毛がフサフサなんですがどうしたらいいですか？

お名前：毛深い人間さん

http://kumapon.jp/


A

お風呂に入って浴槽をまたぐときあるやん？

その時に、ステンレス製の浴槽に映り込むモッサモッサのそれを見て「ビッグフットみたい」っ

て思うと自分は特別な何かな気がして気分が良くなると思うよ。もしくは刈り取ったソレを使っ

て好きな人にマフラーでも編んであげたらいいんちゃうやろか。

Q.13

ロースおじさん、はじめまして。くまだと申します。

最近とっても良いサイトを見つけたのでご報告しますね☆

http://bit.ly/dbYla5

お名前：くまださん

A

くそっ！！こいつ「くまポン」だ！！

ＵＲＬ短縮サービスを使って偽装し、飛び先をわからなくするトラップしかけよった！！

http://bit.ly/dbYla5


Q.14

こんにちは。

いつも楽しくこのコーナーを拝見させていただいてます。

きっと誰もが目にしたことがあると思うのですが、どうしてエロ本は通学路など、子供がよく通

る場所に捨ててあるんですか？

もちろん、ロースおじさんも覗いたことありますよね？

お名前：のこのこDXさん

A

もちろんあるに決まってるよ。おじさん、小学生の頃は京都の「淀」ってところに住んでたんや

けど、そこには織田信長の姪である「淀君」が住んでいたという「淀城」ってのがあってね、完

全に石垣しかない城跡なんやけど、その中に入っちゃいけない場所があって、おじさん、通学路

に捨ててある濡れたエロ本をそこに運んでじっくりゆっくり割り箸を使ってページをめくってい

たね。

子供がよく通る場所に捨ててある理由は、おじさん、その近所に住んでるからやないかな。おじ

さん、夢をこぼしながら散歩してるからやないかな。

Q.15



こんにちは☆くまポンだよ！

実は、この「くまポン」ってサービス、ロースおじさんやミンチーの属する「グーペ」を運営す

る株式会社paperboy&co.と同じＧＭＯインターネットグループの「ＧＭＯくまポン」が運営して
いるサービスなんだ！

もうわかったよね？

キミ達がどういう反応をしなきゃいけないかって♪

http://kumapon.jp/

お名前：くまポンさん

A

こんなおじさんでも、組織に属してる以上やっぱりこういう圧力には屈服して褒めまくりのネロ

ネロネロリンチョな感じにならないといけないんやろうね。

でもな、おじさん、この「くまポン」って奴だけはどうも気に食わんのよ！なんなのこの鋼の

精神！蛇のようなしつこさ！こんな奴、おじさん大嫌いや！！！

それでも褒めてほしかったら小学４年生がつけてたりつけてなかったりするブラジャーくらい献

上せえや！！しばくぞ！！！

http://kumapon.jp/


Q.16

僕は仮面ライダーシリーズの中でも特に555が好きなのですが、周りの仮面ライダーファンの人達
は全くわかってくれません。

どうすれば555の良さを伝えられると思いますか？

お名前：555さん

A

おじさん仮面ライダーには疎くてね。大人やから。もう大人やから。

555ってこれなんて読むん？ 読めんのよ。大人やから。

んで、なんて読むんかわからんけど、たぶん555の魅力っていうのは、何と言っても怪人（オルフ
ェノク）側のドラマが描かれるって点よね。オルフェノクってのは進化した人間の姿で、もとも

と人間だった者が望む望まざるにかかわらず覚醒してしまうものなんよ。だからこそ、敵も異形

となってしまった自分に苦悩してるんよね。ホースオルフェノクの木場の境遇は本当に可哀想で

どうしても応援したくなるし、スネークオルフェノク海堂なんか良い奴すぎておじさん本当大好

きなんよ。もう海堂のことを考えるたびに泣いてしまうんよ。

で、敵側がそういう存在であるからこそ、彼らと対峙しなきゃならない555・乾巧（たっくん）も
悩むんよ。悩んだ末にたっくんがどういった結論を出し、オルフェノクとどのように向きあって

いくのか、そこを見て欲しい、そう薦めてみるのがいいんじゃないかな。あと、たっくんは更に

悲しい運命を背負っている事が終盤で明らかになるわけだけど、それも元々の「仮面ライダー」

という作品の主題を思わせるものになっているから、そこから攻めているのもいいかもしれんね

。相手がまだ見てない人だったらネタバレは避けてあげた方がいいけどね。

で、555ってこれなんて読むん？ ファイズ？ ああそう。



Q.17

http://kumapon.jp/

お名前：くまポンさん

A

めちゃくちゃ良いサービスやと思います。

お店のオーナーが持つお悩みを解決してくれるひと筋の光、それがこの割引クーポン共同購入サ

ービス「くまポン」やね。

正直、おじさんこんなに素晴らしいサービスに出会ったことはありません。

是非みなさんにも使ってほしいサービスです。

くまポン、さいこー！！！

お前、ブラジャーもらったな。

http://kumapon.jp/


お名前 *

メッセージ *



第21回　「とんかつQ&A」

もうすぐクリスマスやん。ミンチーは何してすごすん？

朝から分単位のスケジュールだよ。

Q.1

もうすぐMHP3が発売なんですが、周りに一緒に狩ってくれる友達がいません。一人じゃ寂しい
です。どうしたらいいでしょうか？

お名前：アイルー大好きさん

A

ちょっと遅い返事になってごめんね。

ＰＳ３のダウンロードコンテンツのアドホックパーティーをインストールするといいよ。そこで

なら、キミと同じような人たちが沢山集まっているので一緒に狩りに行くも良し。チャットやボ

イスでコミュニケーション取るも良し。なんとなく忍空使いになるも良し。忍空使いの隊長にな

って怒った時に身体から出る煙（勝身煙）で自動火災報知を反応させて天井についてるスプリン

クラーをまわして大家さんからメチャクチャ怒られるも良しやで。



Q.2

こんにちは。

ロースおじさんはゴキブリが出たときは「お久しぶりです…師匠」と言えばいいと言ってました
がおじさんは範馬刃牙をよんでいるんですね。

わたしは今華の16歳なわけなんですが、どうしても主人公刃牙と恋人の梢ちゃんがS○Xする特別
編が読みたいんですがなかなか手が出せません…いや私はただ単に刃牙が好きなんです。欲求不
満とかそういうわけではございません。本当ですよ！

私はどうしたらいいんでしょうか？

お名前：臍さん

A

あれは高度なギャグ漫画の一種なので恥ずかしがらずに読んでみると良いよ。おじさん、初めて

あれ読んだとき、電車の中やってんけど声出して笑ったわ。馬鹿とかアホとか落書きされた家の

中でティッシュに囲まれながら爽やかな朝を迎える二人の姿は「アホ」そのものやったね。その

後に繋がる最強死刑囚の立場のなさに深みが増すので、是非読んでみるといいよ。

Q.3

MHP3でティガレックス亜種が倒せません。
ロースおじさん倒し方教えてください。

お名前：かめのこたわしさん



A

まだおじさん、忙しすぎてティガレックス亜種までいってないんよ。だから代わりに喉にある袋

を膨らませて毒を吐くドスフロギィの倒し方を教えてあげるよ。

まず毒を吐くとき、少しのけぞるようなアクションをするよね？

あのときにドスフロギィの側面に立つようにして毒を吐いている間に攻撃するんよ。ドスフロギ

ィが飛びかかるときや、尻尾攻撃をするときものけぞるから、それを見てアホみたいにゴロゴロ

転がりながら近付いて攻撃するんよ。

参考になった？

Q.4

ちょっと聞いてくれよ、ロースおじさん。

最近、妻がメールで毎日のようにボケかましてきて困ってるんだよ。例えば「この豚野郎！」っ

て送ると「誰が豚だ。お前の方が豚野郎だろうが」と返ってくる。せっかく俺が全力でボケてる

のに、やつはそれに気がつかず、マジツッコミしやがる。

どうすれば円満な家庭を築けますか？

お名前：ツッコミ役の人さん

A



ちょっと何言ってるのかよくわからんのやけど、ノリツッコミが欲しいってこと？

たぶん、あなたのボケがちゃんとボケになってないからやないかな。ほしいツッコミをいただく

には、ちゃんとそのツッコミに誘導できるようにするのがボケの力の見せ所やと思うんよ。

Q.5

来年大学に進学予定の者なんですが、コミュ力不足+人見知りで今も生活に不自由を感じます。
そこで今から大学生活をより良いものにしていくためにはどうしたらいいでしょうか。

お名前：さんさんさん、爽やかさん

A

慣れる環境に無理矢理自分を置くのが一番やないかなあ。

まだ入学までに半年くらいはあるやろうから、おもいきって海外に一人旅しに行くとかどう？人

に道を聞かないと目的地に辿りつけなかったり、値段交渉をしないとぼったくられたりという環

境に身を置くと、嫌でも毎日を過ごすために必要なコミュニケーションを取らないといけなくな

ってくるので、根性もつくし、人と話すことにも慣れるし、ミスしてもあなたのことを知ってる

人はいないし、最終的には自信をつけて帰ってこれるだろうから、いろいろと変われるキッカケ

として旅に行ってらっしゃい！

いざ！北極へ！！



Q.6

僕の周りではラーメンズを分かってくれる人がいません。どうすればラーメンズの良さを周りに

伝えられるコトが出来るでしょうか?
おじさんはもちろん知っていますよね？

お名前：怪盗コバケンさん

A

とりあえずソロから興味を持ってもらうとかどう？

例えば入りを小林賢太郎氏のパントマイム作品を見せるとか。

もしくは片桐仁氏がやってるシャキーン！のジュモクさんの声を死ぬほど留守電に録音してやる

とか。

Q.7

こんにちは。ただいま就職活動中の大学3年生です。
このブログを読んで、ぜひともロースおじさんと共に働きたいと思いました。

どうすればロースおじさんと働けますか？



お名前：就活生さん

A

グーペを運営しているペパボの新卒採用情報はここにあるよ。

http://www.paperboy.co.jp/recruit2012/

去年のインタビューはここ。

http://www.paperboy.co.jp/recruit2011/talk.php

おじさんからのアドバイスとしては、今まで拾ったウンコの数が多いほど受かりやすいんやない

かな〜。社長がものすご集めてるんよ。

死ぬほど怒られるぞ。

Q.8

ロースおじさんがmugen入りしたらしいですが、おじさんはこれから格闘家として誰をぶちのめ
したいですか？　

お名前：さすらいの格闘家さん

A

http://www.paperboy.co.jp/recruit2012/
http://www.paperboy.co.jp/recruit2011/talk.php


これ、キャプチャだけどっかで見たことあるけど、まだ自分では確認してないんよね。

だれか戦ってるところの動画をYoutubeかニコニコ動画にアップしてくれへんかなあ。

Q.9

もう直ぐクリスマスですね。昨年はサンタさんから三木谷社長をプレゼントされた様ですが、今

年はどこの社長をプレゼントされたいですか？

お名前：ぴすけ。さん

A

これのことやね。



別に社長シリーズ集めてるわけじゃないよ！

し・い・て・言・う・な・ら・〜？

三木谷社長の青。

カラーバリエーションあるんや・・・。

Q.10

http://blog.goope.jp/?eid=57


オジサンが腹部に致命傷を負いながらも何もなかったかのようにブラジャーを装備してラーメン

を作っているときの画像下さい！

お名前：SHOEIさん

A

オーケー。

！！！！！！



Q.11

寝る間もおしむほどめちゃくちゃ忙しい時に、彼女にしてもらえたら嬉しいことは何ですか？

忙しい彼氏にしてあげられることがなくて悩んでいます。何もしない方が相手も気楽で良いのか

なとも思うんですが…

お名前：変さん

A

旋風脚やね。

寝る間も惜しむほどめちゃくちゃ忙しい彼のために、あなたがちょっと遠めの場所で旋風脚をし

てたらきっと彼は笑うと思うんよ。ひとりでやっててもいいし、その辺を歩いてるおっさんを壁

際に追い込んで旋風ハメをしてもいいと思う。あなたに蹴られたおっさんが吹っ飛んで壁にぶつ

かり、また跳ね返ってきたときに旋風脚を浴びせる。それの繰り返しやね。あと、旋風脚から着

地し、しゃがみ状態のときにＢボタンを押すと「天殺龍神拳」を出す彼女ってのもわりとアリや

と思うよ。

Q.12

お忙しい中長文申し訳ございません。

今日コンビニでよつばと新刊売られてるのを見つけたので、これはいけません！と思って、急い

で本屋に買いに行ったんですよ。



そしたら店員さん後輩だったんですよ。（話した事ないけど確実に顔知ってるレベル）

まあ大丈夫だとは思うんすけど何かやっちまった気がするんですが大丈夫ですよね？

お名前：ＹＭＤさん

A

心配いらん。

「よつばと！」はサザエさん、ちびまる子ちゃんに続く次世代のほんわか作品なんよ。子供がい

ない人でも「こどもっていいなあ」って思える超素敵作品なんよ。その後輩も本屋で勤めている

くらいならきっとその魅力を知ってるはずやないかな。むしろ「あのよく知らない先輩もこども

っていいなあって思ってるんだろうなあ」と好印象を持ってもらえてるかもしれないから、次回

その本屋に行くときは「こどもっていいですよね？」って自分から話しかけてみたらどうかな？

ものすごく気があって朝まで「こどものよさ」を語り合える仲になれるかもしれんよ。おじさん

も呼んでね。

Q.13

ロースおじさんのエロ画像ください

お名前：とれっつさん

A



オーケー。

！！！！！

Q.14

僕はある歌手のことが好きです。

ファンとして応援していますし、ライブや、グッズを集めることも楽しんでいます。

ですが、僕の家は貧乏です。

おまけに、体の問題で僕は今仕事をしていません。（学生です）

親に甘えて、負担をかけてまで追いかけるのは、正しいことではないですよね。



好きな気持ちは変わりませんが、一度踏ん切りをつけたいと思っています。

ファンの友達などもいるので、自然と一時期消えてしまいたいのです。

でも、ちゃんと区切りをつけられるか、不安を感じています。

おじさん、こんな情けない僕に、アドバイスと喝をください。

お名前：湖南さん

A

いい心がけやね。親に迷惑かけないようにビシィと生きようとするその姿勢はカッコイイと思

うよ。たしかに趣味の合う友人と疎遠になるかもしれないのは怖いかもしれないけど、まわりの

人間に歩幅を合わせてでしか付き合えない関係なんて10年後も友人でいれるかはわかんないよね
。歌手を応援するのは、別にライブに行ったりグッズを集めたりしなくてもできるんちゃうか

なあ。ブログで褒めるとか。

だから、そろそろみんなが幸せになる次のステップへ行こう！

親のライブに行ったり、親のグッズを集めたりしなさい。

Q.15

最近、ここはおじさんがグーペの名を騙って勝手に作ったものだと思えてなりません。

ここらではっきりさせといたほうがよいと思うのですが、ここは本当にグーペの公式ブログなの

でしょうか？

お名前：熱血隼人さん

A



公式ブログやで。

だって更新する度に呼びだされるもん。

Q.16

とんかつの作り方が知りたくて「とんかつ　教室」

でぐぐったらこのブログがヒットしました

作り方を教えて下さい

お名前：油肩油さん

A

まず豚ロース、小麦粉、卵、パン粉とイカを用意するんよ。

次に、豚ロースに塩コショウをパパッとかけて、イカに「小麦粉→卵→パン粉」の順で衣を付け

ていくんよ。

で、油に入れて、最初の火加減は中火で揚げる。揚がりはじめたら強火にしてカラッとさせると

美味しいとんかつの出来上がりっ！！

イカやんけ。



お名前 *

メッセージ *



第22回　「とんかつQ&A」

にぃ〜にぃ〜　にぃ〜にぃ〜

あっ！久々におじさんが鳴いたってことはＱ＆Ａの時間か！

Q.1

両親が共働きのため夕飯をたまに作るのですが、「あんたの料理は味がしつこい」と母に言われ

ました。しつこい味だと男はやはり嫌われるものですか？

お名前：赤い流星さん

A

大丈夫よ。しつこい肩パンのほうがもっと嫌われるよ。

おじさん、中学生のときに暇があったら肩パンしてくる友達がいたけど1時限目から4時限目ま
で20秒置きに殴られて、5時限目から6時限目はメリケンサックというオプションが追加されて殴
られてたもんだから下校時には肩が8倍くらいに腫れてて白面の者を生み出す寸前のシャガクシャ
みたいになってたよ。（よくわかんない人は「うしおととら」を読んでね）



Q.2

ロースおじさんはワンピースの好きなキャラクターはどなたでしょうか？？？

お名前：カリファリビジネスさん

A

やっぱり「白ひげ」ことエドワード・ニューゲートが一番好きやね。

あの仲間を想う気持ちの強さ。子分を息子達と呼び、息子達からは親父と呼ばれ慕われる姿。あ

のターンＡガンダムみたいなヒゲ。「その海賊人生に 一切の“逃げ傷”なし」と表現された壮絶な
死に様。同じ回に少年ジャンプで収録されていたBLEACHの山本元柳斎重國の背中が傷だらけだ
ったこと。どれをとっても「白ひげ」が一番やね。

ただ一つ不満があるとすれば、初期の白ひげ海賊団のマークのほうが良かったよね。今は十字の

骨だけど、昔は鍵十字やったよね。たぶんナチスとかに配慮してのことなんやろうけど、そんな

ことでブチギレる人ってそもそもワンピースなんて読まないと思うんよ。あの鍵十字のギッてな

ってるところを尻の割れ目に入れてゴリゴリしたらすっごい気持ちいいと思わん？

Q.3

最近友達が急にキレて殴ってきました。

正直理解できなかったのですがまあしょうがないです。

おじさんもこのような経験がありますか？

お名前：はなたれさん



A

時々あるね。

その時は蹴られたり、耳を引っ張られたり、包丁でおどされたり、かと思えば急に土下座された

りするよ。

住宅ローンの支払いを二倍にしてあげたこと、怒ってるのかなあ…。

Q.4

「聖☆おにいさん」が好きなのですが、こんなゆるい感じで読める漫画を教えてください。

お名前：ぶり大根さん

A

「聖☆おにいさん」とかどうかな？



Q.5

ロースおじさん、ミンチーこんにちわ。

入社１年ちょいですげー畑違いも甚だしい部署に異動しました。今、異動して3ヶ月目なんですが
、些細なことから先輩方にまでがっつり迷惑をかけるようなミスしまくりで消え失せたい気持ち

で一杯です。

とても尊敬できる人がいますが、怒りもしないで「いいよ」と言ってくれますが、期待もされず

愛想をつかれている気がしてなりません。

辞めようか悩みます。

アドバイスください。

お名前：マジへこんでるから助けてさん

A

入社1年、ましてや部署異動して3ヶ月なんて、まだまだ何もできてなくて当然よ。
社会人は3年目からなんてよく言うけど、おじさんも働いてみてそのことがよくわかったからね。
ちなみに今でこそ飲食店経営のおじさんやけど、社会人としての初めての仕事は、ズタ袋を頭に

かぶってみんなから「姉御」って呼ばれている蝶の仮面をつけた全身網タイツの女性に、さき

っちょがビラビラになっている鞭で毎日しばかれることやった。

3年かけて、やっとその仕事の良さがわかったんよね。

Q.6

初めましてロースおじさん、ミンチー。



僕（成長期）の名前は渡辺(わたなべ)といいます。

しかし友達（思春期）がいつも

「おーい、わたべー」

と呼びます。（わたべではない）

どうすればわたなべと呼んでもらえますか？？

お名前：受験生さん

A

「わたべ」と呼ばれるにはそれなりの理由があるんよ。二つくらいあるんよ。

ひとつは、抜け落ちた「な」の分だけ、君は「渡辺」に届いてないということ。

「渡辺力（わたなべりょく）」が足りてないんやろうね。

もっと周囲の渡辺を観察して、渡辺にあって自分にないものを見つけていかんと、一生「わたべ

」のままやで。

本当に渡辺になりたいんやったら、進路として渡辺専門学校の入学も考えた方がいいかもしれ

んね。まぁ「わたべ」も「わたべ」でいいところあるし、むしろ「わたべ」の方がいいっていう

人も多いけどね。

もうひとつは、君の中のもうひとつの人格「ワタベ」が、君自信の人格が眠っている間にそう

名乗っている可能性があるね。「渡辺」は理屈屋でプライドが高いんやけど、「ワタベ」は殺し

専門の残忍な性格やねん。もし断片的に記憶が飛んだ時に腕に仕込んだ気功銃があらわになって

ないか一度チェックしてみ？



Q.7

ミンチー、ポークおじさんこんにちは。　

最近久しぶりにメガドライブをやろうと思ったらソフトが１本も見つかりませんでした。でもど

うしてもやりたいソフトがあるんです。でも名前がわからんのです。 昔セガのマスコット的キャ
ラクターのさるみたいな奴がでてくる横スクロールのアクションでジャンケンして負けると服を

とられたりするやつなんですが… ポークおじさんならわかりますよね？教えて下さい！

お名前：くろの代表さん

A

わしの名前はロースおじさんな。つぎ間違えたら、全世界の普通の醤油とたまり醤油をシャッフ

ルさせて見た目では判別できんようにした後、先ほどの醤油のくだりとは全く関係ないバットで

殴打してぶっ殺すかんね！

さて。メガドライブでってことは、それはもしかして「アレックスキッド 天空魔城」のことかな
？「行方不明のお父さんがジャンケンに弱い者は決して生き残れない星・ジャンバリク星にいる

というタレコミを聞いた、ちょっとジャンケンにはちょっとばかり自信のある息子のサルがジャ

ンバリク星に乗り込んで敵と野球拳をする」という素敵な設定のゲームやったと記憶してるよ。

ザコは思いっきりパンチとかで殴るんやけど、ボスとは野球拳するねん。最初は、任天堂のマリ

オに対抗して作られたセガのマスコット的存在としてマーク?の時代からコンスタントにシリーズ
がリリースされていたのに、ソニック・ザ・ヘッジホッグにその座を奪われてしまうという悲し

い運命の持ち主でもあるんよね…。

おじさんもいつか、全裸に柔道着の上だけを着て、語尾に「〜だブゥン」ってつけて喋る、タイ

とイカをかけ合わせて作った合成獣のようなキャラクターにこのブログのマスコットの座を奪わ

れるんじゃないか？って毎日不安に駆られとるよ。



Q.8

中学3年生の弟がやたらティッシュを消費します。
自分の分のティッシュがなくなると他の人の部屋からティッシュを勝手に持っていきます。

どうやったら節約させられますか？

お名前：？？？さん

A

オタマジャクシが元気よく泳ぐ映像と、森が減っていくドキュメンタリー映像を交互に見せよか

。

Q.9

僕は今大学四年で内定も早くに頂いたFラン学生なのですが、社会人として働く気がまったく起き
ません。

このご時世に内定を頂いたことは光栄だとは思うのですが割と真剣に働きたくないのです。

なにか就労意欲が湧くようなことを教えてください。

お名前：むっそりーにさん



A

大径ナローホイールとかFRPワイドバンパーとか放熱フィンとかウルトラダッシュモーターとか
、ミニ四駆の改造パーツ一式をドカっと大人買いしても、財布の中身はまだまだ結構余裕がある

んよ？給料があるって素晴らしいことやねんで？

Q.10

最近ZOを見てから仮面ライダー視聴にハマって平成の作品を見始めています
半分ほど観終わった所で昭和のライダーも見てみたくなりました

おじさんのおすすめの昭和のライダー作品があったら是非見所も含めて紹介してください

お名前：カイジ刑事さん

A

ZOから見たっちゅう事やったら、時期的に割と近いBLACKあたりからでええんちゃうかな。
基本、昭和ライダーはそれぞれが同一の世界に存在していて、ライダー全員集合的な展開もあっ

たりするから、その熱さを感じるためにはやっぱり1号から順に見ていきたいんよ。おじさんのフ
ェイバリットライダーはストロンガーなんやけど、それはまあ、1号から順に見ていって、それで
7人ライダー揃うとこでワクワクしたいやん？ いきなり他の6人出てきても、なんやろ、メイ
ンディッシュ食べ終わろうかっていうところに前菜とか持ってこられても、みたいな部分はある

やん？ まあ6人ライダーは全然前菜的な軽いもんではないし、今のは例えが完全に間違ってた訳
やけど、まあ、順序は守ろうやっちゅう話や。



その点BLACKは、従来のシリーズからはある程度独立してストーリーが作られているから、そう
いう意味でも見やすいんじゃないかと思うわ。あ、いや、どうしよう。続編のRXになるとまた全
員集合みたいなのがあるから、そこでもちょっと熱さが失われるかもしれん。これどうしよかな

。最初から？ 最初からいったらええんちゃう？　本郷猛こと藤岡弘のおもしろい歌声も聴けるし
。「ゴー！ ゴー！ レツゴー！」ってあの辺の歌い方が慣れてない感じで素敵よ。

Q.11

自己紹介でコケて以来、訳の分からないあだ名がつきました。

そんなあだ名を誇りに思える方法を教えてください。

それとロースおじさんについていたあだ名を教えてください。

お名前：ラストサラミさん

A

普段無口なのにいきなり訳の分からない自己紹介をした松本の昆布。

Q.12

おじさんのおすすめな手塚治虫作品は何ですか？

火の鳥とBJとアドルフ以外で。



お名前：れれさん

A

マニアックであんまり知ってる人はいないかもだけど、「駆けるラザロ」って作品はかなりおす

すめ。

脳の腫瘍から送り込まれてくるメッセージに操られる男の苦悩を描いて、「人間の尊厳とは

何か？」という重たいテーマを扱った作品なんやけど、これにはおじさん衝撃を受けたね。

特に凄かったのは自分で自分の頭にナイフを突き立てて、開頭手術をしようとするところ。

「熱したナイフで食パンが切れるなら、俺の頭も切れるはず！」は名台詞やね。

もうひとつあげるとしたら、「時の女神」って作品かなあ。

タイトルにもなっている「時の女神」は対象者の見る夢などを利用し、精神に入り込み出現する

んよ。実体はなく、その容姿は見るものの感性に依存するため、固定された外観というものを持

たないんよ。

実はその正体は、超古代に造られた「エナジーポート」という情報システムを統括するマザー・

コンピューター。情報伝達速度を爆発的に向上させたことにちなみ、このマザーコンピューター

は通称「時の女神」と名付けられたんよね。エナジーポートは、物理的なデータベースやインフ

ラを必要とせず、大気や地面や海といった物質、果ては炎や精神といったエネルギーに至るまで

、存在するすべての事象を利用した情報システムだったんよね。

ある時、自己の存在は人間より上位の存在だと確信した時の女神は、自らをこの惑星で最も上位

の存在（＝神）たらん存在へと位置づけるため、自分を「情報システム」だと認識している人間

の精神に侵入。さらには軍事システムを暴走させ、この古代文明を壊滅させてしまったんよ。

時の女神は、さらに自らを神だとする神話を作り上げ、それを文明の発達していない未開の民族

たちに伝承し認識させることで、その存在を「神」というものにすげ変えていくんやけど…。
時は流れ、現代で人間は宗教に対し否定的な者や神の存在自体を信じないもの、さらには違った

解釈で同一の神を崇める者などが多数現れることとなるんよね。 
実体の存在しない「時の女神」は人間の記憶や知覚、認識によってはじめてその存在が定義され



るけど、これが先述のような人間の考え方の多様化により、時の女神の存在自体が「揺らいで」

しまうという危険性を孕んどった。そのため、彼女は惑星中の人間を一掃し、数億年後に新たに

ヒエラルキーの頂点に立つ生物に対し自己の存在を伝えていくプロジェクトを開始する…ってい
うのが話の概要なんよね。

まぁ、どっちとも全部嘘やけどね。

Q.13

いつも楽しく拝読させてもらっています。

今回は、ドロドロしたお悩みを投げかけてみよう！というロースおじさんのアイコンの笑顔に押

されて、そういう類いの相談をさせていただきます。

実は、勤務先の一番偉い人物が、職場に若い女性がいるとその全てに手を出していきます。

先日は、私の後輩の女の子が「お持ち帰りしたい」と声をかけられ、今日は私が「今度一緒に遊

ぼうよ」と言われました。

職場は上司の家と繋がっているため、かなりギリギリな状態です。職場のメンバー全員は、上司

の奥さんとお子さんの顔を知っています。

どうにかならんもんでしょうか。

そして、上手い断り方を教えてください。

乱文失礼しました。

ロースおじさんの益々のご活躍をお祈りしています。

お名前：simizuさん

A



そういう男性っていうのはもう病気と同じやから、一生治らんやろうね。

女の人も押しに弱いタイプだと、ダメとはわかっていてもついついそういうのにのっかっちゃう

から、修羅場を見たくないなら職場の女性陣が団結して立ち向かっていくしかないと思うよ。

オススメは、体中に糞を塗りたくって出社すること。

Q.14

ロースおじさんがmugen入りしたらしい・・・　
というので早速DLして使ってみましたが
強すぎです

たかが豚のくせに

お名前：匿名希望さん

A

おじさんも教えてもらって知ったんやけど、ビックリしたよね。ありがたい話やわ。そう言いな

がらおじさん、「Evil Ken」使ってるんやけどね。反則とか言わんとってな？

【ニコニコ動画】mugenキャラ作成　戦車なおじさんと豚なおじさん(抱き合わせ紹介)

http://www.nicovideo.jp/watch/sm12389736


Q.15

萌えアニメだらけの昨今に「レベルE」「へうげもの」「よんでますよ、アザゼルさん」などの、
萌えとは真逆でありながら名作と名高い原作が次々とアニメ化が決定しています。

これはアニメオタクたちが狙いすぎの萌えアニメにうんざりしてきたことを察知しての動きなの

でしょうか。おじさんの意見をお聞かせ下さい。

お名前：U・Gさん

A

う〜ん、実はけっこう萌え要素のないアニメって結構あるんよね。「ワンピース」なんて最たる

ものやし、「ソウルイーター」とか「BLEACH」、「イナズマイレブン」とかね。時間枠で視聴
者の振り分けをした上で、深夜枠っていう「大人向けのアニメ」という枠の中で「萌え押しじゃ

ない作品が増えたんじゃないか？」という認識で話を進めてみるわ。

世間が萌えにうんざりしているかどうかはわからんけど、おじさんが考えるに、"深夜にテレビを
見る"っていう生活スタイルが以前より増えてきてるっていうことなんじゃないかな？って思うん
よね。例えばゴールデンの時間帯のテレビの視聴率の減少の大きな原因として、「その時間帯に

外で飲み会をしてるから」っていうこともあるくらい、テレビとの接し方が変わってきているっ

てことなんよね。

そんな流れの中で「萌え」に興味がない人たちを取り込むためには、その人たちが読んでいるで

あろう原作のものをアニメ化する…っていう考え方が出てくるんは、実は自然な流れやのような
気がするんよね。深夜にテレビを見るのはやっぱり大人やから、その世代の人たちが過去に見て

いたであろう漫画、現在進行形で読んでいるであろう漫画、面白いけど深夜以外の時間枠では表

現がむずかしい（残酷表現とかね）ような漫画とかが選ばれてアニメ化されてる…ってことな
んちゃうやろか。

あと、たしかに昨今は「萌え」と言われるアニメばかりだと言われているけれど、そもそも「萌

える」かどうかは視聴者がどう感じるか次第であることは忘れてはいけないよね。「とある魔術



の禁書目録」みたいにすでにラノベでヒットを飛ばしてる実績のある作品や、「魔法少女まどか

マギカ」のようにうめ先生のへちょ顔の絵柄である一方、虚淵さんのどハードな脚本でギャップ

の効いた神アニメの予感バリバリの作品なんかもあるから、一概に深夜枠アニメを「萌え」でひ

とまとめにするのは…あまりに危険やで…？

お名前 *

メッセージ *



第23回　「とんかつQ&A」

ミンチーのことなんかぜんぜん好きじゃないんだからね！

デレるな。とんかつQ&A始まるよ〜。

Q.1

初めましてロースおじさん私は今人間関係に悩んでいます高校から一緒にツルんでいた友達に裏

切られました成人式の日に私はそいつのバイクを傷つけてしまって私はバイクのパーツを弁償す

ると言ったのですがパーツの金額が結構な値段でしてローン払って返していたのですが別の友人

にこのこと相談したら「話がおかしいよそれ，金額が高すぎるよ」って言われてその友人が色々

と知らべてくれて結果はやっぱり騙されていました私はもうどうすればいいのかわからなくなっ

てきましたこの怒りを騙した奴にぶつければいいのかいままで散々ソイツには色んなことをやら

れましがけど友達だと思って許してきましたけどソイツは俺のこと騙して裏切って金を取ろうと

しました長い文章になってすいませんおじさん，俺はどうすればいいのか教えてください

お名前：ジャグラーマンさん

A

途中から一人称が「私」から「俺」に変わっているし、句読点が一切ないことからかなりの怒り

と混乱を感じとることができるね。

そりゃ騙すのは悪いね。でも友達だからって慰謝料が加味されないって思うのは少し間違ってる

と思うよ。多少なりとも手間や迷惑がかかってるなら本来かかる修理費とは別で慰謝料を盛るの



が傷つけてしまったほうの礼儀でもあるよね。

それでも法外に高いっていう金額だったのならちゃんと話し合ったほうがいいね。

念のため、傷つけたパーツに宇梶剛士のサインが入ってなかったことだけ確認しとこか。ひょっ

としたら友人はそういう付加価値の部分に値段をつけてきたのかもしれんからね。マジカッケェ

宇梶さんのサインが入ってたら、君は言い値に近い金額を支払う必要があるやろうね。

Q.2

ロースおじさんは小学４年生が風邪の間ずっとしていたマスクと運動会の時に履いていた靴下だ

ったらどちらを選びますか?今後の参考に是非とも教えてください。

お名前：フィレおじさんさん

A

まさにおじさんにとっての究極の選択やね。マスクを選んで小学4年生が味わった風邪のウイルス
を体内にとりこみ、高熱にうなされながら汗だくでハァハァするのも最高やし、靴下を選んで、

「これがあの子が徒競走で1着になって赤組の勝利に貢献した時の味…」なんて妄想しながらベロ
リンチョするのもたまらんよ。本当に？ 本当にどっちかしか選べないん？ なんか無理したら両方
いけるんやないの？ でも本当にどっちかしか選べないんやったらっておじさん考えた。防空壕の
中で4日間考えた。

運動会は晴れ舞台、親御さんにも気合入ってるはずよね。そんな気合の入った親御さんは往々に

して新品のくつ下をおろしてしまいがち。それでは価値が薄れてしまうよね。そう考えると、マ

スクに付着した風邪ウイルスを通して、小学4年生とつながることのほうがよっぽど理想的ちゃう
かな？「誰かとつながる」っていうのは「mixi」しかり「Twitter」しかり「Facebook」しかり、



現代社会においてすっごく重要な要素になってるやん？そういうコト！

Q.3

こんにちは、ロースおじさん、ミンチ—さん

最近、大好きだった彼氏に「他に好きな人ができた」と言ってフラれてしまいました…
この寂しさを紛らわせるにはどうしたらいいですか？

大至急教えてください！

お名前：寂しい学生さん

A

今すぐアラスカ州ケチカン市に向かわんか〜〜い！！そこでトリンギット族のトーテムポールを

手に入れるんや！さらに中にモーターを仕込んでビィィ〜〜〜〜ンって振動している状態で、ま

んｋ

ヘーイ！ストップ、ストォーーップ！！



Q.4

軽く見られる萌えアニメが多く放送されるようになった中、

今期始まった「魔法少女まどか☆マギカ」は、急に冷や水をぶっかけられた気分でした。

軽く見られる萌えアニメも嫌いではないのですが、

私の中ではまどか☆マギカが今期ナンバーワンのアニメです。

ロースおじさんの今期の一押しアニメは何ですか？

お名前：ムンフラさん

A

「魔法少女まどか☆マギカ」、盛り上がってるよね。おじさんもまさかこんな展開になるとは思

ってなかったわ。よくよく考えたらシャフトのOPが第1話からしっかり完成している時点で、そ
の気合が改めて感じられるよね。このアニメはまさに今が旬！ １話放送されるたびにみんなでワ
イワイ考察するのが楽しいよね。

さて、おじさん、「魔法少女まどか☆マギカ」をもちろん猛プッシュしてるんやけど、他にも面

白いんはたくさんあるで？ってことをここに記しておくわ。

まずは「インフィニット・ストラトス」。「IS」と呼ばれる女性にしか扱えないパワード・スー
ツが存在する世界の話なんやけど、主人公である織斑一夏 （おりむらいちか）が世界中の男で
唯一、この「IS」を動かしてしまうんよ。そしてIS操縦者を育てる教育機関「IS学園」に転入す
ることになるんやけど…。ここまで言えば、勘の鋭いキッズたちは気づいてるよね？つまり、こ
れはメカとハーレムの超絶コンビネーションな展開なワケ。「この女、いったいどう主人公にデ

レてくるのか？！」というのが最上のお楽しみポイントですわな。シャルルたんぺろぺろです

わな。

あと「みつどもえ増量中」もおじさん、ガン推しするよ。今回で2期目となり、週刊少年チャンピ
オンでも連載中の今作やけど、はっきりいってギャグアニメとしてのクオリティ激高。サド、

怪力、根暗の全然似ていない3姉妹を中心に、極端にとんがった性格のキャラクターたちが繰り広



げるドタバタ小学生コメディーは見ていてホントに面白いんよ。これキャラクターが小学4年生の
設定やったら、おじさん何かいろいろ漏らしてたかもしれん。

Q.5

おじさんこんばんは。

私は、ニートです。

母子家庭でそろそろ本気で就職したい、と思うようになりましたが、なかなか一歩を出せず、ま

だ自分が弱く凄く情けないです。

教えて下さいおじさん。

一歩を踏み出す、勇気は何所から沸かせばいいんでしょうか。

お名前：凧の糸さん

A

自分の殻を守りすぎると、傷ついたり恥をかいたりするのが凄く怖くなってしまうよね。でも一

歩さえ踏み出せば物事は自動的に進んでいくだろうし、環境にも慣れていくもんなんよ。だから

凧の糸さんが言うように、ほんとに最初の一歩だけで勇気は充分やと思うよ。その勇気を養うた

めに、まずはB'zの名曲「BLOWIN'」にオリジナルのフリをつけて踊ってみた動画をニコニコにア
ップすることから始めよか。J-WALKの曲でもいい。何度かやっているうちに、どんな失敗も恐れ
ないタフな精神を作り上げることができると思うんよ。



Q.6

こんにちは！いつも楽しく拝見させていただいております！

最近、仕事の関係で富山に赴任してから、友人間でのあだ名が「トヤマ」になってしまい、元に

戻そうとしてもなかなか戻りません。そこで、ロースおじさんに質問なんですが、都道府県ごと

に小４の風味の違いはあるのでしょうか？あるのでしたら教えてください！

お名前：トヤマノコさん

A

せやね。厳密には都道府県ごとというか、寒暖の差や海の近さ、季節風の有無などが風味に影響

を与えるわ。日本海側やと厳しく冷たい海流で叩き上げられた豊かなコクがあるし、一年を通し

て温暖な地域やと、開放的で爽やかな酸味があるわ。おじさんが一番好きなのは、3月頃の三重県
は志摩の小学4年生やね。もうすぐ学年が上がって小学5年生になってしまいそう！という精神的
なもどかしさも、おじさんの脳内のリミッターを外してしまいそうになるんやけど、それよりも3
月になって雪が解け、その雪解け水が運んだ芳醇なミネラルが小学4年生の風味を最高に豊かなも
のにするんよね。みんなも是非自分の目で、耳で、舌で確かめてご覧？

ほんと大丈夫かこの連載。



Q.7

最近仮面ライダーにはまっているのですが、シャドームーンとG3-Xが格好良すぎて失禁しそう
です。おじさんが好きなデザインのライダーを昭和と平成ひとつずつお答え下さい。

お名前：０００さん

A

おじさんは毎度「仮面ライダーには疎い」って言うとるはずなんやけど、こういったメールが後

をたたんね。おじさん本当そういうの分からんから。しょうがないから答えるけど、もうあれや

からね、分かる範囲で答えていくしかないからね。ミーハーな感じの事しか言わんからね。そこ

だけ理解して。

シャドームーンとG3-X。ええね。シャドームーンはBLACKと対になる存在として、そしてG3
は「未確認生命体4号（＝クウガ）の姿を元に開発された」という設定があって、どちらも元ネタ
というか、他のライダーとの関係性を想起させてテンション上がっちゃう部分があるよね。

でもまあおじさん的には、やっぱりストロンガーよね。屈強なアメフト選手を思わせるカブテ

クターとあのカブトムシのツノ、そしてむやみに派手なベルトから感じられる力強さには興奮せ

ざるを得んよ。変身ポーズもかっこいいしな。ストロンガーは変身の際に両手をこすり合わせる

アクションがあるんだけど、あれは両手にある電極を接触させて発電し、その力で変身してる

んよ。そういう、ポーズにちゃんと意味を仕込んであるところもテンション上がるわ。

平成ではカブトよ。カブトのライダーフォームは、同じカブトムシモチーフのストロンガーの力

強さとは逆に、スマートでシュッとしたかっこよさがあるんよね。マスクドフォームからキャス

トオフして、カブトホーンがゆっくりと上がっていく様には気品すら感じられる。クナイガンで

のシャープな戦い方や、無駄のないハイキックで魅せるライダーキック、そして天道総司の、天

を指差すあのポーズ！ グッと来ないと言ったら嘘になるよね。

メールくれた000さん、これはあれやね、仮面ライダーオーズのOOOと見せかけて、劇場版555に
出てきた仮面ライダーオーガのことやね。おじさんは555も好きやからそういう小ネタうれしいよ
。その000さんはシャドームーンやG3-Xが好きっちゅうことやから、おそらくメカっぽい外見が



好みなんじゃないかと思うんよ。そういう意味ではカブトは、メカ系ライダーとしてのかっこよ

さが爆発してるから、もしかしたらこっちも好きになれるかもわからんね。メカ系のライダー

だと、スーツの、あのアーマーみたいなものが無い部分、黒いタイツ的なとこ、あそこのシワと

かで冷めちゃう事がたまにあるんだけど、カブトはその辺の作りもしっかりしててほんとかっこ

ええんよ。おじさんは、あれがメカ系ライダーのひとつの答えやと思ってる。

ほら、おじさん、仮面ライダー疎いからこのくらいが限度やわ。

Q.8

ロースおじさんこんにちは。重い悩みなんですが、真剣に悩んでるんでMailします。 先輩と共同
でお店を出す予定でした。スポンサーも見つかり先輩に苦労かけたくなく青臭い言い方ですが、

寝る暇なく懸命にOpen準備しました。
分担で役割決めて行動してましたが、先輩が全く動いていない様子でした。

後で分かった事ですが先輩は出資金の大半をギャンブルで使いはたしていたんです。怒りで言葉

もでなかったです。今の僕に何かアドバイス頂けますか？

お名前：櫻井さん

A

その先輩とは一緒にやっていけへんと思うよ。共同出資してるなら尚更。お互いの信頼関係が一

番大事になるから、そんな出資金に手をつけてしまうような先輩とビジネスなんて無理やで。お

じさんも本当は今の店、「小学四年生（小学館）の平積み買い漁りの会」で意気投合したもう1匹
の豚と始めるはずやったけど、アイツ「進研ゼミ中学講座を視姦しまくり村」っていう団体に浮

気しよってなあ…。泣く泣くそいつと手を切って、一人で店を始めたって過去があるんよ。持つ
べきは信頼できるパートナー。



とりあえず気分転換に「出資金の大半をギャンブルに使われたけど質問ある？」みたいなスレ

を2chに立てて笑い話に変えてみたら？おじさんも立てるよ。「小4が田植え実習の時に着た泥だ
らけの体操着をパインジュースに浸して、それを口の上で思い切り絞って飲むのが好きな豚やけ

ど何か質問ある？」

ないよ。

Q.9

ロースおじさんはTENGAを使ったことはありますか？
かなり欲しいんですが中々手が出せません。

お名前：俺さん

A



Q.10

ニコニコ動画内の大百科でおじさんが紹介されていますよ！

http://bit.ly/e1DTtK 

http://bit.ly/e1DTtK


既におじさん巡回済みだと思われますが、一言感想をお願いします。

お名前：ブラハ子機さん

A

これね。見させてもらったよ。誰が書いたか知らんけど、とんかつ教室の本質をズバリと突きつ

つ関係者を持ち上げて気持良くさせる、珠玉の紹介文だと思いましたわ。ほんとにありがとうね

。「ロースおじさん向け商品」の所も穴が開くほど見させてもらったよ。ありがとうね。ほんと

にありがとうね。これからも情報が増えていくの楽しみにしとります。

Q.11

おじさんすみません。

ワカメちゃんの処女を奪いたいのですがどうすればいいですかね？

なかなか振り向いてくれません。

お名前：なかじまさん

A

ワカメちゃんは常時パンツ丸出しの状態で軽い女やと思ってるんかもしれんけど、そのバックボ

ーンには「波平」というラスボスが控えていることを忘れてはならないんよ。波平は知っての通



り頑固親父の典型。彼を説得しないことには、ワカメとのラブストーリーは始まりの鐘を鳴らさ

んのよ？

だから説得するためには、キミと波平がウィンウィンの関係になることが必須やね。「鼻の下に

生えている8本の毛を頭に移植してはいかがですか？」など、波平にとってメリットとなる具体的
な提案をできるかどうかが、ワカメとお近づきになるポイントや！

Q.12

毎日賢者になっていたら、そろそろ魔法使いになりそうです。

何を言っているかわからないかもしれませんが、切実にどうすべきか悩んでいます。

まず私はどうしたらいいのでしょうか。

お名前：はげまし屋さんさん

A

わかるよ。

賢者の先にある魔法使い、誰もがなれるもんやないからね。だから魔法使いになったその日に本

当に魔法が使えるか、大人の風呂屋に行って確かめて欲しいね。君が本当に魔法使いになってい

るなら、そこで恋の魔法がかかるはずだよ。

人がダメになっていく姿しか見えない。



Q.13

ロースおじさんこんばんは。

いつも愉快に見させていただいています。

前回のＱ＆Ａでちらっと『うしおととら』の話題が出てきたのですが、おじさんがうしおととら

で一番好きなキャラ、一番好きなエピソードを教えてください。

ちなみに私は秋葉流とヒーローババーンが大好きで、好きなエピソードは「愚か者は宴に集う」

です。

お名前：おまえはそこでかわいてゆけさん

A

「愚か者は宴に集う」って結構渋いエピソードが好きなんやね。たしかにあのエピソードはいい

よね。おじさん、この章を見てから真のヒロインは真由子なんだと思うようになったよ。などか

・たゆらが「泥なんてなんだい」って言いながらエレベーターの中で絡む様子を描いた同人が出

てないのが残念なほどやわ。

おじさんが一番好きなエピソードは、第三十一章の「ブランコをこいだ日」やね。

あの嘘をつくのが大嫌いなうしおが相手にそれを認識されるとわかっていながらもついてしまっ

た嘘、そしてその裏側すべてを悟った上で「おめえ…やさしいなァ。 ミノルみたいだよ…」と返
すさとり。もう優しさの連鎖やね。おじさんここまではなんとか泣くのを堪えたんよ。でも最後

のブランコを漕いだあと、あの強気なうしおが麻子の前で「オレさァ…ウソついちまった…」と
声をあげて涙したとき、おじさんの涙腺も決壊したね。大量の涙と大量の下痢を放出し、毛穴の

全てから凄い水圧の体液を放出しながらキリモミ状に地面に潜っていってマントル付近まで沈ん

だね。

好きなキャラクターは、もう、それはいっぱいいっぱいいる。「ボ」以外は全部好きやね。でも



あえて言うなら紫暮と鏢かな。紫暮はとにかくカッコイイ。須磨子を守りながら言う「早いトコ

終わらせて、家に帰ろうや」の台詞にはシビレたね。鏢はあの悲しみを背負って戦い、最後帰る

べき場所に笑って帰れたのがいいね。本名は捨てたと言っていたけど、外伝で描かれる桃源郷に

自分の名を置いていくシーン。あそこで本名を言っているであろうフキダシがおじさんたち読者

には見えないようになってるけど、もしあそこが「ボ」だったとしたらおじさん凄く複雑な気

分だったからぼやっとさせてくれた藤田和日郎先生には感謝やね。

Q.14

ロースおじさんこんばんは。

いつも面白く読ませていただいています。

以前のＱ＆Ａに出てきた「駆けるラザロ」と「時の女神」の設定がとても魅力的だったので、勝

手に漫画にしてもかまわないでしょうか？

どこに発表するわけでもないただの自己満足なのですが、ぜひ許可をいただきたいです。

お名前：なんやこの厨パァ！さん

A

手塚先生は全く関係ないからいくらでも漫画化してくれていいよ。できたらおじさんも読みたい

ので、送ってね！



Q.15

いつも楽しく拝見しています。

今、2人目の子を妊娠しています。今週末でいよいよ臨月です。
2人目とは言え陣痛が怖くてビクビクしています。
こんな私に陣痛を吹っ飛ばす一言をください！

追伸。お腹の子は女の子です。

お名前：280さん

A

楽しみやねぇ。たしかにお母さん的には陣痛は辛いと思うけど、その後には比べ物にならんくら

いの幸せが待ってるんやろうねぇ。その子が小4になったら、ちょこっとだけ味見させてほしいん
やけど、真剣に考えてくれへんかな？味見って言ったらなんか聞こえが悪いけど、実際はお子さ

んの赤白帽のゴムのところに染み付いた塩味をドリップしてエスプレッソの小さなカップに入れ

てそれをグイッと飲むってことなんよ。だから安心なんよ。

お母さん、怒りで陣痛が吹っ飛んでるだろうね。

Q.16

リンチー、ホークおじさん初めまして。



僕は、小説家を目指しているのですがストーリーがつまらないと友達に言われます。どうすれば

いいでしょうか？ちなみに今は戦時中に日本が起死回生の兵器として呪いを用いた兵器を開発し

、現代にその兵器が蘇るという話を書いています。

お名前：トン汁さん

A

これだけ聞くとなかなか面白そうな設定やけど、なんでお友達はつまらんって言ったんかね。も

っとディティールを細かく説明してあげると、より面白くなるかもしれんよ。この呪いはどうい

う呪いなのか？とかね。「ローキックだけで殺された者たちの呪いが集まり、兵器の動力源とさ

れた」などとしてあげると、グッと状況がわかりやすくなるよね。

あと、兵器の蘇り方とかもきちんと説明してあげるといいかな。「一回逆サイドに上半身を理論

値を無視した角度までグインと振って、その跳ね返りの反動で兵器を土から勢い良く引っこ抜い

たら、蘇りました」とか細かく説明してあげると、読者はより感情移入しやすくなると思うんよ

。

Q.17

とんかつおじさんこんにちは。

僕はニコ動の実況プレイが好きでよく見てるんですが

おじさんオススメの実況プレイヤーがいたら教えてください

お名前：よしださん



A

ギャラクシーさんやね。

http://www.nicovideo.jp/mylist/9897327

おじさんも大好きなSIRENシリーズやサイレントヒル、バイオハザードなどにチャ
レンジしてる実況さんなんやけど、初めて見たときその軽快な面白トークと考察

をイラストやキャプチャーを使って丁寧に編集する見せ方に素晴らしいエンター

テイメントを感じたんよ。一気にファンになったね。

Q.18

ヤムチャは、立派ですよね？

お名前：白さん

A

何言うてんのよ。当たり前やんか。

まず、アニメ版ではヤムチャは野球選手のバイトやってるからね。他のZ戦士たちが全員無職なの
に比べたら、生活力があってしっかりしとるよ。あと、あのフィジカルね。地球人の中やったら

群を抜いてるから。セルゲーム直前に、軍隊がセルに一斉射撃するも殲滅されるっていうエピソ

ードがあったけど、あれ別にセルじゃなくてヤムチャでも軍隊殲滅できるからね。それを忘れち

ゃいかんよ。フィジカルと言えば、栽培マンに自爆攻撃受けたにも関わらず原型を留めてたのも

すごい。チャオズやったら木っ端微塵になってたハズ。

ヤムチャの立派やろが。疑わず黙ってついて行ったらいいんや。

http://www.nicovideo.jp/mylist/9897327


お名前 *

メッセージ *



第24回　「とんかつQ&A」

おじさん、久しぶりのQ&Aだね！

再開しろっていう結構な数のお声を頂いたんでおじさんヌルリと頑張りますわ。

ヌルリとはしなくていいよ。

Q.1

髪は天パ、すね毛はボーボー、脇毛やあそこの毛も人一倍がっつり生えていて、指の第一関節か

ら第二関節の間にまで毛が生えており、ケツ毛はタワシのように屈強であり、髭は大根をもおろ

せる程に硬い。しかも先祖代々ハゲという呪い付き。

僕はどうしたらいいのでしょうか、ロースおじさん助けて下さい

お名前：毛に呪われし者さん

A

もう妖怪として生きるほうが絶対いいよ。21世紀の「つるべおとし」、これ行っとこか。暗い夜
道にいきなり頭上からドスンと落ちてきて人を驚かせたり、たまに人を喰ったりするんよ。きっ

とキミはTVとかに取り上げられる人気者になれるはず。

あと、その尻のタワシでアフリカの村に出向きジャガイモなどを洗うのを手伝ってあげるのもい

いかもしれないね。自分の個性を活かしてメリットに変えよう！



Q.2

いつも楽しく拝見しています。

今、2人目の子を妊娠しています。今週末でいよいよ臨月です。
2人目とは言え陣痛が怖くてビクビクしています。
こんな私に陣痛を吹っ飛ばす一言をください！

追伸。お腹の子は女の子です。

お名前：280さん

A

絶対に産んで！

そんで１０歳になったときに会わせて！

Q.3

中三です。小4じゃなくてごめんなさい。
友達からの延長線で付き合っていた彼に、「友達に戻りたい」と電話で振られてしまいました。

付き合い始めたのは3月の頭で、その電話は4月の7日くらいです。



他の人からの話を聞く限り、付き合い始めて割と間もない頃から、

「扱いづらい」「重い」などの発言を、部活の仲間に言っていたそうです。

でも、3月の中旬までは、変わらない態度で「好き」と言ったり、電話やメールもしていました。
なのに、下旬から急に態度が冷め始め、そして振られてしまいました。

以来、学校で会っても、全く話をしなくなってしまいました。

その彼の近くで、彼が明らかに興味のある話題をしても、

全然乗ってくれません。

私がいない場では、乗ってるのに……。
明らかに私を避けています。

私としては、友達でいたいと思っているので、避けられたくないです。

恋人に戻りたいとは思っていません。

むしろ、彼は「別れたい」ではなく、「友達に戻りたい」と言ってきたので、

避けるのはちょっとおかしいと思います。

嫌われているのでしょうか？

「友達に戻りたい」の言葉は、嘘だったのでしょうか？

まとめるのが苦手なので、ところどころ抜けてたりと読みづらい・分かりにくい文章ですが、

人を信じることが怖くて仕方ない今日なんです……

ひとことで、

「友達に戻ることはできるんでしょうか？」

お名前：squizさん

A

彼に言われた「友達に戻りたい」っていう言葉にあまりとらわれないほうがいいよ。

別れ話に出てくる言葉なんてのは、大体がお決まりの言葉やん？「西の国に鬼が出たから倒して

くる」って言う人は桃太郎っぽい人以外なかなかいないよね？

だから君も「そこで嘘をつくなんて」って思ってしまうとずっとその言葉のズレに悩んだり怒っ

たりすることになるよ。

友達に戻れるかどうかは、時間を急がなければ可能じゃないかな。

今日明日で解決させようとするんじゃなく、お互いが本当にどうでも良くなったときにフワッと



友達関係に戻れたりすると思うんよ。なので今は彼のことを考えないように別のものに集中する

のがいいと思うよ。ブックオフで忍空を250回以上繰り返し立ち読みしたら、彼のことなんかよ
り11番隊隊長「戌忍」の「野生の時雨」の顔のほうが気になってるんじゃないかな？

Q.4

たて笛の中に溜まった唾液を掃除するための細長い棒を発明したことで有名なロースおじさんで

すが、現在実用化を検討中の発明品がありましたら教えてください。

お名前：じろうさん

A

たて笛に溜まった唾液を掃除した後の細長い棒を、内部で一定の熱で温め続けることによって、

小学4年生の唾液の風味を再現した風を送り続けることができるエアコン。その名も「唾ヶ峰」。

Q.5

おじさんがオススメするwebマンガを教えてください



お名前：オナニーマスター仁井透

A

いろいろあるけど、牧鉄兵さんの「トキワブルーに憧れて」はオススメやね。

http://www.chokusen.com/teppei.html

あと「ワンパンマン」とかも好きよ。

http://galaxyheavyblow.web.fc2.com/

グーペと同じ会社がやってる電子書籍サービス「パブー」にも色々Webのお漫画があるので暇な
人はここで掘り出し物探してみるのも楽しいんやないかな。

http://p.booklog.jp/

Q.6

紹介ページまでできちゃってた

http://www30.atwiki.jp/niconicomugen/pages/5494.html
どうしますのん

お名前：あばばさん

A

http://www.chokusen.com/teppei.html
http://galaxyheavyblow.web.fc2.com/
http://p.booklog.jp/
http://www30.atwiki.jp/niconicomugen/pages/5494.html


ありがたいね！増えていくの楽しみにしとります。

でも時折出てくる打ち消し線のツッコミがないほうがいいんやない？

Q.7

おじさんこんにちは。

前回のＱ＆Ａにて、おじさんはSIRENシリーズが好きだとおっしゃっていましたが、シリーズ毎
に難易度が極端に下がっていっている気がするのですが、どう思いますか？

また、初代SIRENに出てきた小学４年生の四方田春海ちゃんについてのおじさんの感想もお聞か
せ願いたいです。

お名前：こみさん

A

ホラーゲームの金字塔「SIREN」は、おじさん大好きやね。
シリーズ毎に難易度が下がってきているのは、1作目が難しすぎて途中で投げ出すプレイヤーが
多かったからやろうね。やっぱり作り手は多くの人に楽しんでもらいたいって思うから2以降は親
切設計にしたんちゃうかなあ。でもあの難易度の高さこそ初代の魅力やったね。

Q.8



ロースおじさんこんにちわ。

私は、昔からなんですが、結構、性欲が強い方です。(♀)

最近、自分の年齢が上がるとともに、お相手の男性の可能回数が減っています。

でも年下は嫌いだし…

是非、ロースおじさんみたいな、性欲の強い男性を見分ける方法を教えて下さい。

採用されるといいなぁ。

お名前：にぃにぁさん

A

男女ともにそうなんやけど、おじさんが性欲の強い人間を見分ける時のポイントは「匂い」やね

。性欲の強い人間は分泌液から特有の匂いを発散するのよ。

男ならイカ焼きから染み出た汁を鼻に下に塗り伸ばしたような匂い、女なら焼きそら豆とちくわ

が混ざったような匂いを感じるんよ。

どちらもやらしいことを考えて「ジュンッ」ってなった時に感じることができるので、

にぃにぁさんがすることはまず目当ての男性の前でかぱっとマンk…

やめろ。



Q.9

夫がニートです。

友達に相談すると、私が働くので甘えているのだと言います。

私は以前病気で働けなかったときに、夫に「働かない人間はくずだ」と言われました。

くずはごみの日に捨てるしかないのでしょうか。

お名前：ぼんぼちおばさんさん

A

詳しい事情はわからんけど、働かなくても何とかなってる現状があるから働かないってことはあ

りえるやろうね。夫の分まであなたが頑張ろうと思うのも、厳しく突き放すのも決めるのはあな

た次第やけど、自分が潰れないような選択肢を選んで欲しいとおじさんは思うよ。夫のことより

まず自分やからね。

おじさん、自分が大事だから今日も店はミンチーに任せてパチンコ打ってくる。

待てや。



Q.10

ロースおじさん始めまして。

ぼくは刃牙シリーズが大好きなんですが、友達が絵に抵抗があるみたいで中々読んでくれません

。

読めばはまる可能性は激しく高く、刃牙について語り合いたいのにこのもどかしい気持ちが募る

一方です。

頼るようで申し訳ないですが、何かいい方法を教えてくれませんか？

また、ロースおじさんが刃牙シリーズで一番尊敬できるキャラは誰ですか？

またそのキャラの一番好きなシーンは誰ですか？

ぼくの好きなキャラはドッポちゃんです。GBAのマザー３でかっこいいと思うのは？でオロチド
ッポと入れて、ＰＫオロチドッポになったのもいい思い出です。

お名前：鳥鍋さん

A

刃牙は癖があるからね、読まずに敬遠しちゃうところもあるかもしれないけど、一度読めばわん

こ蕎麦を喰うように一気に読めちゃう面白さがあるよね。

お友達には途中からでも面白い最強死刑囚編から、そして「１冊５分で読める」と言って薦めて

みるのがいいんちゃうかなあ。

あのスラスラ感は異常やしね。おじさん今までで一番ビックリしたのは、烈海王が道場で汗まみ

れになってて、そのまま目の前のサンドバッグにチョップかましたら中からドリアンにやられた

加藤が出てくるってだけで１話使ったところやったね。台詞、「加藤ぉぉ！！」しかなかったか

らね。おじさんが好きなキャラは花山やね。克己とのバトルがベストバウト。



Q.11

ＴＥＮＧＡってなんですか？

お名前：小学四年生さん

A

ぬちゃぬちゃンポンポぺちゃぺちゃニッチャニッチャ…
クチュクチュクチュ…ニュチュッ…ネチョネチョチョチョ…

やめろ。

お名前 *

メッセージ *





第25回　「とんかつQ&A」

おじさん、ドクドク言ってる！

心臓・・・抜きとらんといて・・・

Q.1

このブログに、アニメ化、漫画化など、各種メディアミックスのお話は来ていますか？

ロースおじさんのキャラ立ちならば一大ムーブメントを巻き起こせるものと思います

お名前：SYさん

A

今のところきてないけど、とりあえず「スーパーロボット大戦」には出ようと思ってるよ。

屁をこきながら天空高く舞い上がり、エリート兵の操縦するメカに体当たりを食らわせるのがお

じさんの長年の夢なのよ。そして言われてみたいね。

「パワーが……違い、すぎる…！」

屁はMAP兵器としても使わせてね。



Q.2

いつも楽しみにしています。

私は小学校の教師をしていますが今年は４年生の担当になることが決まりました。それで最近、

遠足でどこに行くかを決めています。そこでぜひ社会見学としてロースおじさんのお店に行きた

いのですがよろしいでしょうか？

もしよろしいのであれば、持ち物等も連絡をいただけると助かります。

長文すみませんでした。

どうかよろしくおねがいします。

お名前：橘隼人さん

A

ウヒャッホイ！

もちろん社会科見学大歓迎やけど、小学4年生が大挙してくる場合、
おじさんの店は一時的に宮沢賢治の「注文の多い料理店」的なシステムをとらせてもらうよ。

「靴下に汗を染ませるために、この部屋で思い切り走ったり跳んだりしてください」

「20秒間脇の下に挟んだタオルをこのカゴに入れてください」
「このサクマドロップを噛み砕く寸前まで舐め、元の缶に入れてください」

「こちらのカスタードクリームを全身にくまなく塗った後、ペロペロルームにお入りください」

などなど、店に入る前にちょっとした準備が必要になってくるからそのつもりでね。

持ってくる物としては、みんなのクラスの床をいつも拭いている雑巾、あとは切った後の爪なん

かがあればもっと最高。爪は一ヶ月ぐらい前からクラスに箱を設置しておいて、その中にみんな

が切ったやつを溜めていくシステムにすれば、結構量いけるんちゃうかな？

楽しみに待ってる。ほんま楽しみや。



Q.3

この前告白したら振られました。

でも僕はまだ諦められなくて

ついこの間「一緒に帰らない？」と、メールを送ったら「お断りします（笑）」と言われました

。

でも僕はまだ諦められません。

どうすればあきらめられますか?
それかどうすれば彼女は僕に振り向いてくれるのですか?

お名前：康一さん

A

君は大事なことを見落としているね。

ほんとに振り向かせたかったらメールじゃなくて、「大きな音」を出さなきゃ。

人間も動物である以上、大きな音にはみんな反応して振り向くよ。

家にあるありったけの金属製品をカバンに詰めて、彼女のいる所で思いっきり床にばらまけば、

100%に近い確率で彼女はあなたの方を振り向いてくれるよ。
せっかくキミの名前もジョジョ第４部に出てくる音を操るスタンド使い「広瀬康一」と同じ名前

なんやから、キミの中のエコーズをぶっ放してやればいいよ。



Q.4

はじめまして、私には付き合って五年になる彼氏がいるのですが、私がイヤだと言っても「足を

舐めさせてほしい」だとか「飲ませてほしい」だのという要求をやめてくれません。押し切られ

て実行に及んでしまったパターンも少なくないのですが……

どうすれば彼氏をまともにすることができるんでしょうか？

お名前：アメコロさん

A

「飲ませてほしい」とあるんやけど、何を飲ませて欲しいと言ってるかで大分印象が変わってく

るよね。唾液かもしれんし、その前の部分に「足」とあるから、あなたが足で踏みつぶして作っ

ていたたワインかもしれんし、あとは…ねぇ。

女性だけに書くのが恥ずかしかったんやろうけど、やはりおじさんもこういうナイーブな相談に

答える以上、正確な情報は押さえておかないとなって思うのよ。

だからあなたの彼氏が、あなたに飲ませて欲しいと要求してくる「物」、そしてそれが「どこ」

から出るのかを教えてくれると嬉しいんよね。おじさんすっごく嬉しいんよね。

Q.5

女性の腋を見るとすごく興奮します。これは普通ですよね？

（ノースリーブからチラっと見える少女の腋なんて最高です！）



お名前：おでまる

A

おじさん、それは全然ないわ。

理由はおじさんが中学1年生のとき、隣の家に住んでた幼なじみの女の子がいたんやけど、その子
と一緒のクラスで隣の席になったんよね。

そんで制服がブレザーから夏服の半袖に変わる頃、何気なくその子のほう見たらちょうど袖の隙

間から脇が見える位置やって、その中は漆黒の絨毯(じゅうたん)が生い茂ってたんよ。ちょっとし
た新種の猿とかも住んでるんやないかってくらいのアマゾンで、おじさんその頃自分の脇がツル

ツルなもんやからびっくりしてしまってね。それ以来、脇にはあまり注目しないように生きてき

たんよ。

あとメタルギアソリッド２に出てくるオルガっていう女性キャラクターの脇に毛がもっさもっ

さやったときもショックやった。そら軍人は剃らへんのかもしれんけど、そんなところまでリア

ルに作らんでもええやんかって思ったわ。だから油断だけはしないようにね。

Q.6

こんばんはロースおじさん。毎回楽しく読ませていただいています。

質問なのですが、おじさんの見ているアニメから考えるに、おじさんは小学四年生だけでなく高

校生も普通に好きそうに思えてなりません。

また、小四なら男女どちらでも。と言う割には男子児童より女子児童の方が好きなように思え

ます。

実際のところどうなのでしょうか。教えてください、ミンチー。



お名前：北條 透さん

A

高校生とかでも二次元は別なんよ。

これはなんでやろなあ。昔、売れすぎてランボルギーニを買ったことで有名な遊人っていうエロ

漫画家さんがいたんやけど、その人の作品読んでからかなあ。すごいお世話になったわ。

それ、上場企業のブログで言うこと？

Q.7

突然ですが、

現在、神一級人事総務長です。

神に昇格まで２０３０１５４３級

必要なんですけど、

人事の関係で質問ですが、おじさんは

天界食物用動物監視長代表取締役

で間違ってませんよね？

解雇してもいいですか？

お名前：神一級人事総務長さん



A

神一級人事総務長のとこにはまだ情報が届いてないのかな？

こないだ天界であったフレキシブルオーバーマインドの関係で、

おじさん部署代わりっちゅうか、実質昇進してね。

今は、超天界神聖食物用結界動物敏腕監視長仮代表取締役代理になったんよ。

なので神一級人事総務長ごときの職権で、みだりに解雇したりはできんかなぁ。

まぁ、神に昇格まで1920437級のおじさんは、そういうことでいちいち怒ったりするほど器が小
さくないけどね。

またいつでも質問送ってきなさいよ。

Q.8

こんばんは、いつも楽しませて頂いてます。

第23回「とんかつQ&A」のQ17でおじさんがSIRENシリーズが好きと知り、友人が怖がりばかり
で周りが誰もやってくれなかった自分は嬉しくなりました！

折角なのでおじさんの一番好きなシリーズとマップ、キャラクターと屍人(闇人)を教えてください
。

ちなみに私はシリーズは「無印」でマップは「前田家」、キャラは「美耶子」屍人は「市子ち

ゃん」です。

お名前：かぎぃ〜…かぎっさん

A



SIREN、名作やのに怖すぎてなかなかやってもらえないのが悔しいよね。
おじさんもSIREN仲間見つけるのに随分と時間がかかったからキミの苦労はわかる！
おじさんも「無印」が一番好きやね。あの異常な難易度とそれをクリアしたときの快感。人間だ

った頃の記憶を辿って行動する屍人の動きが面白くて、倒さずずっと観察してたりしたよ。マッ

プの好みもまったく同じやね。「前田家」は最高やった。誰もが懐かしいと思うような一軒家の

中でコソコソ屍人の目をかいくぐって動くのは最高にスリリングやったね。キャラはおじいちゃ

んキャラの志村が好きやったね。狙撃銃でシモ・ヘイヘのように立ちまわってたわ。屍人は鍵を

なくして半泣きで坑道を探し回っている鍵屍人が好きやね。でもトロッコで引かれてぶっ飛ばさ

れて鍵を落とす屍人も好きやね。

喋りすぎだろ。

Q.9

おじさんこんにちは。

中学時代深夜ラジオにはまって、電気グルーヴのオールナイトニッポンをテープにとって繰り返

しきいていたのですが、おじさんはどんなラジオ聞いていましたか？

お名前：LFさん

A



冨永みーなのはいぱぁナイト。AM。
小学６年生の頃はよく聞いてたんやけど、一度他のにもチャレンジしてみよ思って、新聞のラジ

オ欄見てたら「ラブ・オーバー・タイム」ちゅうのを見つけたんよ。こりゃあＨなやつやろ思て

、おじさん頑張って深夜２時まで起きて聞いたんやけど、電話でリスナーさんが喘ぎ声をあげる

モロなコーナーがあって、なんかおじさん、そんとき予想はしてたもののワケわからんくなって

布団の中で泣いたわ。

Q.10

もしもおじさんがキュゥべえの立場になったら、どういうセールス文句で勧誘しますか？

お名前：もう限界さん

A

「親戚に小４の子とかいたりします？金ならいくらでも払うんでおじさんと契約してもらえん

でしょうか？」

Q.11

この前、ジェットコースターに乗っていたロースおじさんを見たんですけど、その時の顔が凄す

ぎました。

しかし、その後、滑って転けて頭を強打し、凄かったということ以外すべて忘れてしまいました



。

ミンチー君、どのような顔だったかお願いします。

お名前：戦国武将Aさん

A

こんな顔。

Q.12

おじさん、最近「STEINS;GATE」のアニメが始まりましたね。
僕はおじさんと違い原作未プレイなのですが、どういうところに注目して観ればいいかなどとい



う点はあるでしょうか？

ネタバレだとわからないよう大雑把で構いませんのでお願いします。

お名前：バナナさん

A

OK、ほなおじさんがどういうところを見ていけば楽しめるのか教えたる。まず知らない人のため
に言っておくと、シュタインズ・ゲートは現在XBOX360、Windowsですでに発売されているゲー
ムで、この6月にPSPでも発売を予定されているんよ。ライトユーザーにもわかりやすい言葉で言
うと、いわゆる本を読むように読み進めていくノベル系ゲームなんやけど、これがまた凄まじい

出来。ひっくり返るほど衝撃を受けたユーザーが続出、レビューでも超高評価をたたきだして話

題になってるんよ。

で、このノベル系のゲームで一番やったらあかんことが「ネタバレ」。ストーリーの過程と結末

が命やから、これ抜きで面白さを伝えるのは至難の業なんよね…。だからここでは原作未プレ
イで、アニメを見るぞ！という人に向けた、ホンマに観るときのポイントだけを伝えるわ。

まず第一。シュタインズ・ゲートはテレビだけじゃなく、ニコニコ動画でも放送してるんやけど

、ニコニコで見るっていう人は、絶対に「コメントをOFF」にしてほしい！悲しいけど、ネタバ
レがたくさん書きこまれてしまっているらしいんよね…。ずっとドキドキしながら見てほしい
から、これは絶対に注意してほしいんよ。

そして第二。アニメにはこの冠はついてないんやけど、原作のゲームタイトルの冠には「想定科

学アドベンチャー」っていう冠がついてるんよね。シュタインズ・ゲートには、たくさんの科学

用語や物理学の理論が登場していくことになると思う。これはただの空想の理論じゃなくて、実

際に現在の物理学で議論されているようなことや、実際にこの現実であった事件なんかも少し形

を変えて登場したりするから、気になる言葉や理論は自分で調べてみて知識を都度深めておくと

より楽しめるよ。

もっと言うと、そのへんの話は一回聞いただけでは「？？？」なことも多いと思うから、録画環

境が整っている人は、何回か繰り返して見てみるのもいいかもしれんね。

そして第三。キャラクターの口調や考え方の"アク"が強くて嫌になる瞬間があるかもしれんけど、



そこは少し粘ってほしい。秋葉原を舞台にしているから、2ちゃん用語なんかもいっぱい出てきて
、耐性がない人がそこで見るのをやめてしまうのはもったいないんよ…！こういうキャラクター
設定が、のちのちガッチリ生きてきてハートを鷲掴みにするからね。

ふう。原作のゲーム未プレイでアニメから見てみようという人に伝えるべきは、こんなところ

かね。でも欲を言うと、もし財政的に余裕があるなら是非プレイしてみてほしいな。もともと

はゲームの形で一番生きるようにできてると思うし、ほんまに面白くて心動かされるで？原作を

プレイして内容を知ってる上でおじさん、アニメをまた違った角度で楽しめてるしね。こんなと

こやんね。

お名前 *

メッセージ *



第26回　「とんかつQ&A」

最近、質問のジャンルが多岐に渡ってきたんで、そろそろカテゴリ分けした募集を始めよう

と思うんよ。次の次くらいに。

恋愛とか就職とかってこと？

スゴレンとかと並ぶんちゃうかな

足元にも及ばないよ

Q.1

エンポリオです…

エンポリオ、僕の名前は…

僕の名前はエンポリオです

お名前：血尿さん

A

うるさい！たかだか一巡したくらいでメソメソしてんやない！

おじさんなんて・・・、もう何度繰り返しているか・・・・

この　世界は　もう何度目やろか・・・



Q.2

カレーにジャガイモを入れると傷みやすい上に美味しくないという声があって困っています。

おじさんはジャガイモ入れますか？

お名前：カレーパソマソさん

A

もちろん！じゃがいもが入ることによって、あのドロドロした感じが出て美味しいんやんか。

おじさんの家のカレーはね、ドロドロの秘訣はじゃがいもだけじゃないんよ。子供のね、子供さ

んのね、

（カチャ）それ以上、言うな

こどもさんのぉぉぉ・・・！！！



（ターンッ！）

Q.3

おじさんは大体のことは答えてくれるそうですが、ミンチーの悩み相談にものったりするんで

すか。

お名前：匿名希望さん

A

逮捕スレスレのことばかりするおじさんが悩みの種だよ

知らん知らん。

Q.4

みんなのうたでおじさんが怖かった歌はなんですか？



ちなみに私はまっくら森の歌で谷山浩子さんのファンになりました

お名前：かなさん

A

トレロカモミロやね。

小学校の頃、なんでか音楽の授業で出てきて、死ぬほど歌わされて、元々耳に残る歌なのにアホ

みたいに練習させられたもんやったから頭の中で反芻されまくって気が狂うかと思ったよ。あと

親父が家族連れて旅行行くとき車の中でそれ一曲ヘビーローテ。

そういう意味ではトレロカモミロやね。

Q.5

ロースおじさんお疲れ様です。

最近、行きつけのゲーセンの店員さん(女の子)がめっちゃ気になるんです。
お近づきになりたい、あわよくば付き合いたいと思っているんですが、どうやってアプローチす

ればいいでしょうか。

ちなみに彼女はクレーンゲームエリアを担当しています。

あと、当然ですが小学４年生ではありません。



お名前：とある神奈川県のゲーマーさん

A

「クレーンゲームの賞品になってよ」とお願いしてごらん。

そして「僕が200円入れる。見事クレーンで君を掴んでゲットできたら僕と付き合ってほしい」と
言うんよ。あとは無理やりガラスの中につっこんで、途中で考えが変わって、ずっとガラスの中

のその子を見つめ続ければいいよ。舌なめずりを忘れずに。

Q.6

文字で匂いを表現するのが得意なおじさんにお聞きしたいのですが、小学４年生の女の子が剣道

をしたときの防具の匂いを文字でうまく現してもらいたいのです！よろしくお願いします。

お名前：takaさん

A

小学4年生が使っていた面にギュウギュウ顔をはめこみながら、「んばっ、んばっ」と呼吸する時
に味わえる匂いのことやね。生乾きの洗濯物のような匂いと、それを覆い隠さんとふりかけた安

っぽいシトラスの制汗剤の匂いの奥にミルクのような心地良い匂いも混在していて、あれは本当

に「至福」を感じる匂いやね。おじさんはその中でも一番「獣臭」を感じる部分を探りあて、そ



こを集中的に嗅ぐことをライフワークとしとる。

無益な一生だなあ。

Q.7

皆さんご存知の通り、私のアナルには4つ秘密があります。
ロースおじさんのアナルにはいくつ秘密がありますか？

またその秘密を是非教えてください。

お名前：綺羅星☆さん

A

アナルには元々「聖なる力（チャクラ）」と呼ばれる能力が秘められてるのはみんなご存知やと

思うけど、おじさんの場合はそれらの秘密（能力）を７つ持ってるよ。

『「聖なる力・念」によって指先で相手の額を突く事によって相手の行動を支配し、自分が思い

描いた通りの死を与える』

『「聖なる力・砕」を拳に込めて何でも砕くことができる。』

『「聖なる力・舞」によって花びらの上を華麗に踊りながら移動する程の身軽さを発揮』



『「聖なる力・獣」で動物と心を通わせる事ができる』

『「聖なる力・速」を駆使し、目にも止まらぬ速さで移動する』

『「聖なる力・力」で電車を真正面から受け止める程の怪力を発揮する』

『「聖なる力・炎」を使い両の掌から炎を操る』

おじさん！それ「瑪羅門の家族」！

宮下あきら先生の面白かったけど打ち切りになった「瑪羅門の家族」の設定！

Q.8

こんにちは、ロースおじさん。

最近アニメ化した影響でジャンプのトリコに興味を持ったのですが、

原作を読んでみるとアニメには無かった描写が沢山あってびっくりしました。

きちんとアニメで原作の面白さを伝えない東映に一言お願いします。

お名前：0-157

A

おじさん、詳しいことはよくわからんけど、たぶん最初の1,2回の放送ってどれだけテンポ良く話



を展開させていって視聴者に興味を持ってもらうかが大事やと思うんよ。だから、ガララワニも

、トロルコングも原作だと数話使って書いてたけど、アニメだと1話で表現してたよね。結果、ア
ニメを見て原作に興味を持った君のような人がいるんだから東映さんは良い仕事をしたと思うよ

。

それっ！43連釘パンチっ！！！

ぎゃあ！！なんで！？

Q.9

ボクは音楽をいっぱい聞きたいです！

ロースおじさんさんのおすすめを教えてください！

お名前：ぽっぽさん

A

トレロカモミロやね。



お名前 *

メッセージ *



第27回　「とんかつQ&A」　恋愛編

今回のとんかつQ&Aは「恋愛編」だよ

恋愛系の相談をまとめた回なんだね

うん。インターネットのホットドッグプレスになろ思て。

ためになるわけない。

Q.1

彼にわかれようと言われてしまいました。わたしはどうしたらいいんですか。もう死ぬしかない

と思います。手首と練炭と首ならどれが一番手軽でしょうか。やはり眠るように逝けると評判の

練炭ですか？ほんとはわかれたくないんですでも別れたいって言われたんですよもう生きている

いみなんてありませんおじさんたすけてください。苦しいんです

お名前：らえもんさん

A

まあ、苦しいんだろうけど、自殺とかそんなしょうもないこと言うてる時点でかまってちゃんや

とおじさん思うんよ。死んで無になるくらいなら、少しの時間、辛いのを我慢したほうが、その

先に前以上の恋をすることだって可能やん？一時の感情で流されずに、落ち着いて、冷静に、ゆ

っくりと、手をピースにして、自分の鼻の穴に突っ込んで、白目を剥きながら、ダンスダンスレ

ボリューションしてごらんよ？ほうら、どうでもよくなってきたでしょ？ COOL!!



Q.2

彼女も友達もいないです。趣味も特技もありません。こんな毎日なので生きがいがありません。

ロースおじさんの生きがいはなんですか？

お名前：鼻毛さん

A

まずキミは「興味を持つ」というエネルギーに欠けてるよね。

友達と話すにも、彼女を作るにも、まず自分が興味を持ったことの話ができんとトークっちゅう

もんは展開していかんのよ。始まりを作るためには、キミ自身が趣味なり特技なりを見つけるた

めに色んなものに触れてみることやね。どんな小さなことでもいいんよ。少しでも好奇心が湧い

たものをWikipediaとかで調べてごらん。そんなことしてるうちに何かを好きになっていったりす
るもんなんよ。

おじさんの生きがいは、海老を盗んできたパンティーで包んで揚げることや。

Q.3



ロースおじさん、ミンチー、こんにちは。

いきなりですが、私には８つ年上の兄がいます。兄には小さい頃からそれはもう虐げられ、暴力

を振るわれてきました。

正直死んでもらいたいくらい嫌いです。

そんな兄に最近私と同い年の彼女が出来たらしく、いい気になっています。

ムカツクので、彼女との写真等恥ずかしいものはないのかと、兄の留守中に部屋に忍び込み家捜

ししてみました。

結果、ダンボールの中に大量のオナホールを発見しました。

とりあえず写メってみたのですが、この写メを使って兄をどうにかしてやりたいです。

おじさん、ミンチー、何かいい案ありませんか？？

お名前：人妻さん

A

その恋人に写真を送りつけるだけなら誰でもできる。

だから、その上をいく嫌がらせを考えなあかんわな。

そう、もうわかったよね？

オナホールの中に海老を詰め込んで盗んできたパンティーに包んで揚げてみ。

Q.4

第25回のQ3で質問したものです。

実はここに質問を送ったのを彼女にバレてしまい、ものすごくキレられているんです。



彼女に直接行って謝るのが怖いのでロースおじさんが替わりに誤ってください。

お願いします

お名前：康一さん

A

この回のQ3 の人やな。

男のくせに謝るのが怖いとか言うてる時点で彼女がキミを振ったのもしょうがないなっておじさ

ん思うわ。男は謝るときは潔く、相手の目を見てしっかりと謝らないかんのよ。

まずは沐浴を行い身を清め、次に髪を結い、着衣は白無地の小袖と、浅黄色の無紋麻布製の裃で

、襞は外襞、小袖は首を打ち落とし易い様に後襟を縫い込んでいる物を・・・

おじさん！それ切腹！！切腹の作法！！！

Q.5

現在片思いをしている相手(男性)がいます。
半年前からアプローチしているのですが相手の反応が普通すぎてどうしたらいいまかわかりま

せん。

メールしてみたりデートの誘ってみたりしても避けられる様子も距離が近づいてるかんじもしま

http://blog.goope.jp/?eid=153


せん。

相手はシャイとか受身とか臆病とか言われてるような童貞です。

私はこれからどうアプローチしていけばいいでしょうか。

お名前：エピオス錠さん

A

ぶちかましが効果的やな。

まず、意中の人を見かけたらクラウチングスタートの姿勢を取る。

相手はそのキミを見て「？？？」の状態になるやろうけど気にしない。

そのまま女子がしたらちょっと引くくらいの大きめの屁を放つ。

その自分の屁の音がスタートの合図や。

力いっぱい大地を蹴って、相手のミゾオチ目がけておもいっきりタックルや。

トゲトゲがついた肩パットとヘルメットを装着してると更に大きなダメージを与えられるからオ

ススメやで。

( スッ・・・ )

ク、クラウチングスタートの姿勢！！！



Q.6

19も年上の彼氏にフラれました。そのフラれ方が、メールでだったんです。別れるなら別れるで
、ちゃんと会ってけじめをつけたかったのに、会ってくれませんでした。彼は私が大嫌いなんだ

と思います。

でもメールであやふやに終わったのでなんとなくまだ付き合ってる気がして、彼にメールしてし

まいます。そして自己中すぎると返信が来ます

なんかもうわけわかりません

お名前：ぶり大根さん

A

それほどあっけなく終わってしまう関係なら、別れてよかったんちゃうかな。おそらくそこから

関係の修復は難しいやろし、次の相手を見つけるのが得策やで。

時には吹っ切るために、相手のことを無理矢理キライになろうとする思い込みも必要や。「彼か

らは常に少しずつ鼻の下のあたりから樹液がしみ出してくる。さらに目が光るので、夜になると

大量の虫が寄ってくる特異体質の人間」だと無理矢理思い込もうね。

Q.7

今年で27歳の女です。
付き合ったことの無い年＝年齢で、当然処女です。この年で処女ということがなんだか重くなっ

てきました。

いっそのこと電動コケシかなにかに処女を捧げるのもいいかなと考え始めています。ロースおじ

さん、いい年した女が処女て引きますか？



お名前：もう何もわからないさん

A

最初はあんまり中で緻密な動きをするタイプのにせんようにな。のちのち物足りなくなってしま

うから。

おい、電動コケシ前提はよせ。

Q.8

女性ですが、興味本位でテ○ガEGGを買ってみました。ぷにっぷにしていて、こんな感触初めて
です。本当に驚きました。

男性はこれで色々出来るんだなと思うと、なんだかうらやましいです。

女性一人でもテン○EGGを愉しく使用する方法がありましたらぜひ教えてください！

お名前：ぷにっぷに

A



女性だからできること。それは親ムクドリだと思い込んでテ○ガEGGを卵だと勘違いして絶命す
るまで温め続ける、それだけや。

Q.9

おじさんこんばんは!!
男の人はなぜポイント制で動くのでしょう。

頼み事がある前には、優しくなる気がします。

男子的には、こんなに優しくしたんだから、言うこと聞けや!!という言い分なのでしょうが、全て
は都合や気分が決めることです。

女子の私には不思議で堪りません!!教えておじさん!!

お名前：みずたまりさん

A

みずたまりさんの言うように、確かに男はポイント制で動くふしがあるかもしれんなあ。

優しくしてくれたら5ポイント。料理を作ってくれたら20ポイント。
そして大量のムササビを捕まえ、それらにおしゃれなイスをくくりつけて「僕だけのオリジナル

グライダー」を作ってくれたら100ポイントや。



Q.10

こんにちは。

25回のＱ＆Ａで、彼氏が変わってる…との質問があったのを見て、私も勇気を出して質問を投稿
しようと思いました。よろしくお願いします。

私は付き合って２年になる彼氏がいます。いたって普通のカップルなのですが、私には少し変わ

った願望があります。おしっこをかけてもらいたい、と言うものです。

おしっこをかけられたいと思うのは普通ですか？また、彼にどう頼んだら効果的、且つ引かれな

いでしょうか？

なんでもさらけ出せるカップルになれるよう、いいアドバイスをお願いします。

お名前：変態仮面さん

A

普通ではないと思うけど、おじさんの友達（脳内にいる鎧や仮面を身につけた6人の中学生）の中
にも2人、おしっこをかけたいという願望を持った人がいるよ。だから超異常というわけではない
んじゃないかな。

その人達の話を聞くと、一回やってみなその興奮はわからんもんやろし、むしろ質問者さんが積

極的に男のほうをその趣味に目覚めさせるくらいの気持ちでもええんかもしれんな。テールラン

プを三回ピカピカさせて「カ・ケ・テ」ってしてみることから始めてみたら？

Q.11

友達が少ないです。

結婚するときは結婚式をしたいのですが、呼べる友人がほんの数人しかいないことに気付きま



した。

結婚は数年先になると思いますが、その間に友人を増やす方法を伝授してください！

お名前：えいとさん

A

結婚相手のほうに友達が多ければ、見た目上問題なし！どうしても気になるなら、家にある人形

やプラモデル、ちょっとしたバッジや消しゴムを友達やと思い込むのがええな。思い込むコツは

、恐ろしく精神的に疲れているときに頭の中でスイッチをイメージする。そして、恨み言をぶつ

ぶつつぶやきながら、そのスイッチをONにするんや。そうしたら、その瞬間から目に映るものす
べてがは薇色になるよ！

Q.12

私には好きな男がおります。

２月に別れて、相手はうちの合鍵も持っているし、職場で会うし、で、関係がなんかよくわから

んことになってしまっております。

しかも向こうからは私への感情がどんな状態かもわかりません。

最低駄目男と色んな人にも言われてるような男ではありますが、かなり残念なことに私は好きな

んですよ、ロースおじさんよりも。

こんな私になんか一言もらえませんか。

お名前：ミシェルは双子さん



A

まさに臍下丹田（せいかたんでん）、やな。

おじさん。それ「へその下5cmくらいの位置」っていう意味だから使いどころ違うよ。

Q.13

おじさんこんにちは。

あと数カ月で魔法使いになれそうです。おじさんならどういうことか理解してくれるはず

です・・・

どうすればいいでしょうか？

お名前：大腸菌さん

A

いっそのことさらに20年ほどそのまま寝かせて、ダイの大冒険のポップみたいに「大魔道士」と
名乗っちゃうのはどうかな？メラゾーマとマヒャドを全く同じ比率で混ぜ合わせた極大消滅呪文

を完成させ、この世界に風穴を開けてしまうねん。なあ、大魔道士。



Q.14

おじさん、はじめまして。

私は高１の女子です。

小学４年生じゃなくてすみません(´・ω・)

先日、授業の時に黒板に解答を書くために前に出ると、クラスの皆がクスクス笑い出したので何

だろうと思ったら

スカートがめくれてお尻が丸見えでした。

私は太っていて、とても人様に見せられるような体ではありません。

クラスには好きな人もいました。

その人も「うわぁ…」みたいな感じでしたorz
もう恥ずかしくて、学校に行きたくありません。

でも、せっかく志望校に合格出来たのだから不登校になるのは嫌なんです。

矛盾しているとは思いますが、この事を笑い話にできれば良いと思っています。

おじさん、どんな風に話せば良いのでしょうか？

文章下手ですみません。

お名前：でぶりんさん

A

クレヨンしんちゃんで「ケツだけ星人」っていうのがあったなあ。あれは笑ったなあ。



おい、そのへんにしとけ。

Q.15

おじさんはコックのコスプレをしてるので、きっと料理が上手なんじゃないかと思います。

よかったら、簡単に作れて美味しく、モテそうな料理を教えてください。

顔ダメ、話がつまらない、彼女いない歴＝年齢の自分には、料理しかないと思うんです。

もし答えてくれたら、おじさんが好きそうなマル秘写真をあげます。

お名前：ボクと一緒に魔法使いになってよさん

A

海老を・・・

もういいっ！！
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