


花粉症の考察

 お久しぶりです。

なんか最近、ってか前からですが、世の中のことに対してツッコむブログになっていることに改

めて気がつきましたｗ

ネットサーフィンをしてたら、別に全く季節はずれなんですけど、花粉症についてみつけて、

なるほどなぁ

って思ったのがあったのでご紹介しようかなと。

ホント季節はずれですねｗ

ワタクシは４〜５月に花粉がひどいです。

何の花粉かテストしたことないけど、多分イネとかヒノキちゃうかと。

花粉症ってホント大変で、人が死ぬんです。

・・・いや、ウソですけど、死んでるのと同義っぽいです。

それで見つけたのが↓

-----------------------------------
たとえば花粉症で、一人の国民が、一日５分間（本当はもっとずっと多いです

が）仕事にならなかったとします。

すると花粉シーズンが、二ヶ月こと60日続いたとして、

5×60＝300分。
すなわち総計、５時間がムダになります。

ここで現在、人口の15％くらいが花粉症とのことで、だいたい1500万人。



すると全体で、

1500万×5時間＝7500万時間。

さらに7500万時間＝だいたい300万日＝だいたい1万年です。

人間の寿命が70年と考えると、それで割って、だいたい140人。

すなわち１年につき140人分の一生がムダになるのと同じ

言ってみれば1年で140人が、花粉によって殺されるのと同じなのです。
-----------------------------------

なるほどーと思って。

日本は1万年分損してるんやな〜って感じですね。

まぁ花粉時期が書き入れ時の企業もあると思うので、全部なくしてしまえばいい！ってもんでは

無いかもしれませんが・・・

そもそもそういう状況にしてしまったのが悪いんですよね。

でももしイネやったら・・・米は食べるのでガマンしますｗ

スギは別に無くてもいいと思うけど（オイ）米はなくなったら生きてられへんし・・・

まぁ、忙しいくせにしょーもない事しか考えていませんｗ

今日の一文字は「駄」



常識的に考えて

 まーこんなこと書くのが頭固いおっさんになっていってる証拠なんかもしれへんけど・・・

通勤の電車の中に、受験問題が載ってますよね？

確かこんな問題だったと思うんですけど、

「船で沖に出たら目の前に台風が来ました。

右と左、どちらに避けたら被害は少ないでしょうか？

　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　／

　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　／

　　　　　　　　　　　＼　　台風　／

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　左←　　　　→右

　　　　　　　　　　　　　　　船

」

いやいやいや

台風来てるのわかるやろ！

海に出るなよ！



ていうか、

右が左かに曲がって避ける前に

Ｕターンやろ！！！！！！

ちなみにこの答えは

「右に避ける」

だったと思います。

絶対Ｕターンが正解やわｗ



今日の一文字は「突」



診察券のエゴ

 ふと持ってる診察券を見て思った。

なんで診察券て

○○殿

って書き方するんやろう・・・。

客商売やから一応○○様やと思うんやけど・・・。

まぁ医者が居ないと成り立たないやろ？って思ってるところがこういう所に出てるんちゃうかと

、

かなり自分の中での偏見で思ってしまった自分が居ますｗ

だいぶ視点が歪んできてますｗ

部下のマネージャー陣が少し仲悪くなって来た感じがします・・。

コミュニケーションを密に取れる環境を作らねば・・・。

今日の一文字は「殿」



甲子園を見ていると思うこと

 高校の頃ぐらいから甲子園を見るのが嫌いになりました。

理由：みんな輝いてるから

自分はここでぼーっと何をしてるんだと・・

彼らのように何かを頑張ったのかと・・

特に高校のときは同年代が出てる大会だったし余計に思いましたね〜

高校ん時が一番楽しくなかったし・・

うちの地元の文化に全然なじめんかったから。

まぁでも今もさっきちょっと見てたけど、若い子があんな頑張ってるのに、自分は何してるんや

って気になるので、テレビ消しましたｗ

自分が動けばいいやん！って思うかもしれませんが・・

そういう元気が無いんだよな〜・・

鬱なんやろか・・

鬱でも肩こりて成るもんな〜仮面うつって言って・・

まぁこんなん言ってる時点で鬱やし、社会的に鬱診断されるのって簡単やしな〜

ネガティブに質問答えれば成ると思ってる自分ガイル

口だけのベースはやめて、ベースギターとか始めてみようかしらん

今日の一文字は「憂」



矛盾

 テレビ見ててちょっとした矛盾を見つけたので忘れないうちにかいとこう。

·節電をテレビで求める矛盾

テレビも電化製品じゃないんけ？

·ソーラーパネルは一見エコに見えるが、作製する段階でかなり大量の二酸化炭素を発生させる。

・ソーラーパネルは意外と早く壊れるらしい。

・・・思ったより見つかってないので打ち止め。

そういえば「ほこ×たて」は面白いですよね。

鍵開け名人と開かない金庫が面白かった。

最近他に思ったこと

KARAのジェットコースターラブのPVをたまたま見て、「ハラハラ、どっち、せつないよ」

のところ。ハラがお腹さすって、他のメンバーがハラを指差してたんで、

「めっちゃ日本語用やけど、原曲って中心ハラじゃなかったり、ダンス全然ちゃうかったりする

んかな？」

と思ってYouTubeを探してみた。

おっ、ハングルで書いてる題名のやつがある。ポチっとな。

・・・・・・・・。

日本語の歌詞と、中国語訳？が載ってるやつやった・・・。



いくら探しても見つからないので、wikiにまで手をだしました。

・・・・日本オリジナルなんやｗ

外国人が日本オリジナル出すってすごいな〜と思った日がありました。でぃりりでぃりり。

今日の一文字は「矛」



アカペラおもしろ動画

1年弱くらい前、つるくんたちに教えてもらった面白動画を何故か思い出してしまったのではっつ
けて見るｗ

そんときみんなで見て笑ってたけど、

15秒目くらいに出てくる「ディリリディリリ」っていうおっちゃんのどや顔ｗ

どや顔サミットに出てほしい

「ディリリディリリディリリディリリディリリディリリディリリディリリディリリディリリトン

トントン」

アカペラって書いたけど実際はドラム使っちゃってるんやけどねｗ

今日の一文字は「笑」



ピップマグネループ♪

ピップマグネループ♪って書かれると脳内再生されるのは私だけだろうか・・・。

マロニーちゃん♪　も脳内再生されるけど

肩こりがひどすぎて最近よくマッサージのRelaxに行くんですが、1週間くらいでまためっちゃ
凝る。

なんか呪われてるんちゃうかって言うくらい。

明らかに背中の凝りの部分だけ少し盛り上がってるし。

肩は大丈夫やけど痛くてあがらんし。

うつなんかな・・・

最近元気ないし。

仮面うつ病なら頭痛とか肩こりが表面に出てくるらしいし。

まぁいいわ、気にしんとこ

そこでピップマグネループ買いました。

1980円。意外と高い。ただの磁石なのにｗ

でも、何か聞いてる気がした。少しマシになってる。

普段何もしなくても痛くなる状態は無くなった。

動かしたら痛いけど。



でも、これつけっぱやったら、これが無いと自分で何ともできなくなる、

自然治癒力がなくなるって部下に脅された・・・。

でも外せない・・・。外したらまたちょっと痛くなったし。

エレキバンよりマシよね。

カタチとかも。まだ見せれるし。エレキバンは見せられんｗ

今日の一文字は「磁」



いらんもん見てもた・・・

 久々に早く帰ったので色々マイミクを渡り歩いていたら・・・

完全にいらんもんみてもーた・・・

なんか知ってたけどﾄﾞｷﾄﾞｷとショックが止まらん・・・

はぁ・・・・

今日の一文字は「悸」



送別会

 会社の同期の送別会でした〜。

もう3人しかいない同期の送別会だったので何か感慨深い。

色々苦労を分かち合った仲やし。

なんか色々準備が出来ればよかったけど出来ず、ロクシタンだけ上げました。

てか、三連休の最後の日やのに、休みを重ねる毎にどんどん疲れていって、

今日とか肩こりがひどく痛くてコリも盛り上がってて、首を回すのも痛くて、テンションメッチ

ャ低い状態でした・・・。

なんか眠そうな感じになっててごめんなさいｗ

たまにでいいから元気いっぱいって状態になってみたいなぁ。

最近は特に、バイオリズムで言ったらずっと下の方にいる感じ。

上に上がってこない感じ。

Relaxも行ってきたけどコリは取れん。

自分で肩とか背中押してもめっちゃ痛い・・。

別に重いものもったりしてるわけちゃうねんけどなぁ・・・。

とりあえずマグネループ買おう・・。

今日の一文字は「凝」



半年以上も止まってるやん・・

 最近余裕が無かったから更新してなかったけど・・・。

ゆうに半年以上も止まってるやんｗ

今年の終わり頃、今年何が有ったか結構このブログで振り返ったりしてたのに、

もうできひんな・・・。

もう7ヶ月も経ってるし・・・早いわ〜・・・。

半年あればいろいろ動くね。

自分もだいぶ偉くなりました。

ただ、休みの日の使い方がひどすぎる。

普通アラサーやったら旅行行ったりドライブしたりとかが普通だと思うけど、

なんと、無料で手に入れたパタポンっていうゲームを必死にやってました

（PlayStationNetworkが止まってたお詫びで、PSP用のちょっと前のゲームが2本無料でダウンロ
ード化なんですよね・・・。ただ、ゲームダウンロードはPSPかPS3じゃないとできないと
いう・・・しかも容量大きいからPSP goじゃないとつらいという・・・うちはなぜかPSP goな
のでダウンロードがちょうどいい・・・）

明日は飲み会やけど、それまでパタポンしてるんかなぁ・・。

あ、ちょっとは走ったよ。体力衰えまくってたから。2キロくらいｗ

あと、Q太郎が宣伝してる、フォースコリー、飲み始めてみましたｗ

今日の一文字は「駄」



テレビみてて・・・

 親がテレビを見てて一言

母「最近このらくしんごって子よーでてくるね〜〜」

弟「ああ、たのしんごね」

母「えっ、たのしんごって読むんや」

弟「うん」

母「それにしてもこのらくしんごって子変な子〜」

楽しんごで楽しんごに引かずに親に引いた

今日の一文字は「痴」



忘年会ラッシュ

 お疲れ様です。年の瀬いかがお過ごしでしょうか。

ワタクシは忘年会ラッシュです。

実に

6連荘

あと2回上がったら役満・・・とかじゃないんです

先週の金曜から忘年会やらなんやら続いてます

去年までそーんなにでしたが、今年はヤバイです

まぁそこそこの役職についていると上から下から横からと大変ですね

ウコンの宣伝いっぱいやってるのも合点。

肝臓強いほうですがさすがにラリってきました

完全にラリげです。

明日あさっては予定ないのでまっすぐ帰ろうと思いますが、

仕事の方も色々あって明日あさってあったら土曜日曜もあるので10連荘

３回役満・・・とか言ってる場合じゃないんです。

最近毎日ミネラルウォーター買ってます

どうしよ



とにかくアルコールを分解することしか考えてないです。

年末ってこんなんだっけ？？

とりあえず

みんながプライベートに忙しくなるクリスマス待ちです

クリスマス以降はヒマになるんで(ｏ´_｀ｏ)ﾊｧ···

まぁいいや

ちょっと休肝日がほしい

今日の一文字は「酒」



目と目で通じ合う

 いや、誰かと目と目で通じ合ったわけじゃないですよ

そんなんウハウハですやん☆

・・・・

ふぅ

のっけからテンション高いですが実生活は真逆ｗ

死んだ魚の目ですよｗ

仕事が大変です。自分の部署の仕事を他社に盗られて・・・

こんな重たい責任を感じるものかよって感じです＿|‾|○､;'.·　ｵｪｪｪｪｪ

まぁ後は自業自得ですが練習とかのスケジュール調整、練習そのものに追われて。

プロちゃうか？ってくらい練習してるｗ

家でも練習してますが・・・

最近は特に飲みが多い・・・

もう6連日くらいで飲みに行ってるｗ

まぁうちの部署が潰れるんで部下のケアとか上司のケアとか自分のケアとかｗ



自分の肝臓が強いことに感謝☆

ただこのままいくと将来怖い病気になるんちゃうかって飲む量は減ってきてますｗ

どーでもいいことですが

タイトルの件、単純に昔の工藤静香にハマってますｗ

それもこの曲だけ。

なんかこの曲いいんですよ。

ちょっとユチュってみ（ググるのYouTube版）

カワカッコイイんで。

AメロBメロはマイナー調になんとなく聞こえるのに実はメジャー調みたいな

なんかそういう感じというか。振り付けというか。

この振り付けネタバンドでやりたいなｗ

そして題名は「MUGO・ん・・・色っぽい」

阪大の現役バンドの子がやっててMCで「MUGO、って無駄にローマ字表記した意味がわからん」

的なことを言ってましたが、まさにそれｗ

まぁ、「無言」と「ん・・色っぽい」を掛けたかったんでしょうけど。

でも「ん・・色っぽい」ってどういう状況や？

そんな言葉使ったことないし使われたこともないｗ



まぁ後はCメロ？の後のシンコペーション（ってここは表現すべきでしょうか）がいいのよね

毎回口ずさみたくなる

やっぱアカペラで歌いたいな

楽譜かこうｗ

誰かやらんかな

今日の一文字は「魅」



重すぎる責任

 お久しぶりです。タスクです。

詳しくは書けないですが、こう責任が掛かる事に携わることは無いと思ってましたが、

有りました。有ってしまいました。

詳しくは言えませんが、まぁ、部下になんて説明すんねんと。

会社にとっても損害ですよ。

部下とか上司に頭下げまくるんやろうなぁ・・・。

どうも最近調子がよくないな〜

バイオリズムが下がりっぱなしの様で。

昨日たまったま全くなんも無かったんでバイオリズムを上に向ける感じでストレスケア？

しましたが、今回のこの始末・・・。

またバイオリズムが、がくーっと下がりました。

昨日の休みの日、やっと髪切れるわ美容院いこ〜と思ったら、

いつも切ってもらってた中いい美容師さんがなんといつの間にか腰療養の為に退社と・・・。

なんか色々うまくいってないわ〜

色々タイミング悪いんやろうけど。

そしてあらゆることに振り回されてたら年末調整の提出を忘れてて怒られ・・・ｗ

元気が出るわけが無い。



そしてグループの忘年会の幹事もやらされるし、てんやわんや。

そしてクリスマスからは一人さみしく過ごすんだろうなぁｗ

ホント、ピエロですね。

月面ピエロです。

こんな私にサンタはどんなプレゼントをくれるんでしょうか（他力本願ｗ）

今日の一文字は「謝」



関学学祭2回目

 行ってきました。関学の学祭に。今年二回目。

てか他大の学祭へ同じ年2回行ったのってあるかな？

あ、あるわｗ

でもそれはプレイヤーとしてで、客として2回見に行ったのは初めてですｗ

前回も思ったけど、やっぱみんなうまなってた

うちらのときとレベルが違ってます。

最初からいいものをもってて、それをどんどん磨かれるとなると、

ホント、うかうかしてられないです。

多分今でもたくさんの人に追い抜かれていますｗ

まぁ、もうアカペラから離れて久しいですし。

今日は外でみんな歌ってましたね。

やっぱテレビの影響もあってか、たくさんの人が立ち止まって聞いてた。

観客から聞こえてくる声も「ホントにこれ声だけ？」みたいな声があった。

なんかそういうのいいですよね。

そのバンドはしらんやろうけど、アカペラ冥利に尽きるというか。

ちなみにGoneとか歌ってたスムースエースのカバーバンドのときでした。

残念やったのは、観客の人が（特に座席の人）年配の人ばかりだったのか、



いまいち乗せ方がわからず、手拍子とか出なかったことですかね・・・。

glitterのメンバーとかめっちゃノリノリでがんばってたのに、なんかお客さんが

微妙にノリが悪くてしんどかったと思います。

自分もあーゆーときしんどいですｗ

しかし１７０バンドでしたっけ？２５０人？そんな巨大サークルになるとはびっくりですね〜

まとめてるどんちゃんや幹部の人たちはホントに大変だと思います。

その辺の中小企業よりまとめるの大変やろうからね。

あと三日で交代という事で本当にお疲れ様でした。

6日はブルックリンのにもお邪魔します。

誰か14日はキャッシュに遊びにきてください☆

今日の一文字は「歌」



クレパ学祭→winefallライブ。もうすぐ自分もライブ

 いや〜今日ほどアカペラアカペラした日ってなかったかも。

ホント客に徹したっていうのかな

聴いて聴いて聴きまくった。

アカペラってやっぱいいですね。

何がいいんかまだわからんけどいいですよね。

いい刺激をもらって帰ってきました。

ちょこちょこやっぱ現役生に学ぶところはあったしね。

お昼にクレパの学祭に足を運び。

バトルライブの打ち合わせをしてからクレパ歌ってる教室に。

ちょっと熱かったですｗ

みんな若かった（当たり前だ）

その中で目を引くうまい子も何人かいて、うらやましかったｗ

一番気になってたんは王子公園でも見たLaylaですかね。

1回生がヤバくて勝手にかなり期待してますｗ

クレパOBでもないのに何言ってんだｗ

あとパオーンとかもよかったけど変な小ネタはどうなんかと・・・

ボサノバめっちゃ頑張ってほしいですね。



結局クレパ最後までみて、その後移動してミノヤホールへ。

ぎりぎりになっちゃいました。

ブルはへんたいとwinefallが出てましたね〜

へんたいは何かもうちょっとヘンタイの道を突き進んでほしかったな〜

振り付けしてお客さん乗せたいなら乗せる、歌うなら歌うって感じで

突き進まないと中途半端になっちゃうから気をつけて・・・。

winefallは前のOBライブからの付き合いですが、うまくなったね〜。

特に自分がアレンジしたってのがあるんですが、

LoveAddict、あの変な和音をよく頑張ってると思います。

あと服装がすごかったな〜みんなあんな過激な服どこで見つけてるんや？？ｗ

あ、チャオズはちょっと音の出し方をもう少しこだわったほうがいいかも。

ベースって一応リズム隊なんで、今のやり方だと単に音出してるだけに近いから、

リズムを刻む必要のある所は刻む必要があるからね。

現役の子みんな頑張れ！！

今度のバトルライブ、関学のラインナップを見ると、完全にガチ本気でかかってきます。

関大OBとしても本気でかかる必要があるんで対策を練ります。

あ、ちゃうんです、バトルライブだけじゃなくて、自分ももうすぐライブになってしまいました

。

あの人の日記から宣伝部分だけ抜粋します。

「KOBE BOYSワンマンライブ＠CASH BOX」 



「KOBE BOYSワンマンライブ＠CASH BOX」 

11月14日(日) 
＠三宮CASH BOX 
18時半 OPEN 19時START 
チケット代　2000円(ドリンク別500円) 

オープニングアクトにゲストバンドあり 

ヘルプ頼まれちゃって・・・３ｒｄとボイパとして出ます。

偉そうに言ってるけどお前はホンマにできるんか？って人、是非来てくださいｗ

そんな事言われると来にくいかｗ

まぁ、お待ちしています。

今日の一文字は「歌」



この日記は一部のマイミクさんに公開してます··。

なんか地雷バトンふんじゃいましたｗ

まぁ別に自分のを知ってもあんま興味ないかもしらんけどｗ

実におもしろい

私も、やってみよう。

1．タメか年下かなぁ。でも年上付き合ったことないので年上でもおｋｗ
2．やっぱ長めのストレート。でもショートも好きかも。
3．やっぱ優しさかな。面白さは自分がついてけない気がする。
4．毎日メールとか電話とか、どっちでもいいからしたいかな。
5．毎日会えたら最高だよね。同棲してる人とかうらやましい。
6．スポーツは苦手なんで別に求めてないｗ
7．自分が眼鏡かけてるんでどっちでもいい。
8．自分が変な血液型なんで全然なんでもおｋ。
9．おっとり、天然な人に弱いのかも。
10．Mでしょうね。Sだし。
11．煙草吸ったらいいがな。
12．お酒がんがん一緒に飲みましょうよ。
13．放置してもいいけどたまにかまってくれたら可能。
14．浮気はまぁ、状況によるけど、最後に帰ってきてくれたら。
15．春のパステルカラーのワンピースみたいな。さわやかな感じがいいな。
16．背丈は別に気にしないけど。自分より高い人とも付き合ってみたい。
17．スレンダー系かな。あんまし肉付きにこだわりません。
18．ナチュラルメイクくらいが好きです。
19．好きでい続けてくれることかな。自分もその分努力します。
20．やっぱボディタッチですかね。すぐ勘違いするｗ
21．束縛はどっちでもいいです。されてもいいし、されなくてもいいし。
22．やたらと好きと言ってください。
23．やっぱ自分を好きで居てくれるんが重要ですかね〜。 
24．髪型かなぁ・・・意外と見てる気がする・・・。
25．一度好きになったら冷めませんが何か。



26．追いかけたい。最近やっと「愛されるよりも愛したいマジで」の意味がわかってきた。
27．尽くしますよ。
28．恋・・・してるんかなぁｗ 
29．同期。
30．好きだーーーーーーー！！！ 

こんな感じですかね。

見た人はやってください。

強制バトンなんで。

言ってくれたら質問送ります。

今日は久々に０１年度の人たちと飲みました。

めっちゃ懐かしかった。

みんな全然変わってないし。

もっとからんでくれたらいいのに。

またみんなのみましょう☆

今日の一文字は「酔」



あの頃の気持ちが・・・

はい。

えりちゃんも書いてたと思うけどこのCMが良い。

トレンヂー。

続きが気になってたけど、今日テレビを見てびっくり。

めっちゃ急展開やん？ｗ

えっ？えっ？って言ってたら弟が一言「ちょっと前からもうやってるで？」

しらんかったし。

曲が気になるんよね〜いい曲だ。

あのこ〜ろの〜き〜も〜ちが〜♪

歌手名曲名未発表のCMオリジナルソングらしい。

どこかに配信されてないかしら。

今日の一文字は「懐」



SPANKYお食事会

 久々に「バンドとして」集まりましたね。SPANKY。

3月以来かな。懐かしい。

でもあんまりみんな変わってないところが嬉しかったですね。

お題はもちろん「バトルライブ対策」

SPANKYは真っ先に出場に名乗りを挙げてくれました。

それが自分も嬉しかったですね。

なんかしゃべってるうちに最初の頃は歌う曲とかどういう事したいとか話してたけど、

次第に昔を懐かしむ話になったり、あの子が今どうしてるとか、この子はどこに行ったとか、

ウワサ話。

なんかしばらくこういうウワサ？に触れたことなかったから新鮮でしたｗ

学生時代はリズム隊って少なかったから、ガールズトークの中に混じって話してたりとかしてた

けど

そんな感覚全然忘れてる自分が居ました・・・

時間の流れって恐ろしいわ・・・

昔自分がどういう反応をしたとか、どういうキャラで居たとかも忘れて、

皆の話に笑ってばかりで。

でも楽しかった。

たまさん全然変わってないけど、ちょこちょこ浦島太郎なんがおもろかったわ〜。



えりちゃん相変わらずするどい物の見方でしたｗ人生観を教えてください。

みどりも相変わらず頭の回転が速いのか自由なのか、周りとの会話の流れにかみ合ってないｗ

さちこは仕事帰りくささと疲れがにじみ出てましたｗ名古屋行きましょうｗ

これからの練習も楽しみ。

家ではまだ毎日ベースだけは練習を欠かさずしてるんで、

きっと役に立てると思います！

歌は・・・やったりやらなかったりなんであんま役にたちません。あとボイパも。

多分ボイパはレベル１に戻ってると思います。Vパラで不思議な踊りを踊ったからです。泥人形。

最近一つ分かったこと。ってか学生のときは実践できてたのに忘れてしまってたこと。

「いい人」は「どうでもいい人」。

社会人になってから、全員に好かれようとしてた気がする。

なんかしらんけどいつの間にか周りの目を気にして色々動いてた気がする。

で、全員に好かれたいと思って色々がんばってた気がする。

でも、意味無いことを再認識した。

全員に好かれるなんて有り得ない。

全員に好かれる必要なんかない。

好いてくれる人だけ好いてくれたらいい。

後の人間に何言われようが自分は自分。



昔は実践できてた気がするのになんでだろう。

多分歳のせいだな・・・。

年取ったら気が小さくなるかなんかそんな事聞いた事あるし。

ちょっと1週間くらい休もうかな。

来年になるだろうけど。

多分何も考えずにどっか行ってたらごちゃごちゃ考えなくなって、

元通りになって帰ってこれる気がする。

今日の一文字は「歳」



焦る

 お久しぶりです。

最近結構思うのが、なんかこのままダラダラと過ごしてていいものなんかなぁと。

ホントダラダラと過ごしてるなぁと。

やっぱ目標をもって色々頑張ったり、趣味をとことん突き詰めたり、

仕事に精を出してる人って輝いてるしね。

昔はどうだったかしらんけど、最近はめっきり輝いてない

無駄に月日を重ねていってるだけな気がする

気にしてるのは周りの反応、周りの目だけ。

昔はそんな事これっぽっちも思わなかったのに、何か小さくなった希ガス

アカペラでも真剣にやればいいのに、なんかモチベーションがあがんない

とりあえず衰えない様に声だしだけはしてる毎日

ただ何かの役に立つとは思えない

そんな堂々巡りをしてる毎日

なんか一人で打ち込めるもの見つけたい

こんなん聞いて和んでます



個人的には佐藤竹善かな。

元ネタのページに画像関係ない、ご容赦って書いてたけど、

結構画像がしっくり来てて結構好き。

でも黒沢さんもうまいよね

よくも悪くも黒沢さんって感じ。

今日の一文字は「虚」



久々の二連休

 二連休です。

今が連休二日目です。

なんかこういうぼーっとした日を過ごすのもいいなぁ・・。

本当にやることがないなぁ・・ｗ

いややることはあるんですが、気合が全然はいらん。

だからこーやって日記なぞを書いているわけですが。

最近の変化

・ケータイ変えましたｗ（キーボードついてたけどフツーのに変えました。バッテリの持ちが悪

いから）

・1ヶ月前に彼女が出来ましたが、1週間前くらいに別れて傷心ですｗ

・毎日腹筋75回、スクワット50回やってみてます。

・家に一人でいるときは本を読むか電車でGOをするか、iPod touchで買った「もしドラ」（マネ
ジメントの本です）の電子文庫を読んでます。

・週２〜３回行ってた会社の飲み会も２〜３週に1回に減ってます。

ってとこかなぁ

またなんか思いついたら書きます

今日の一文字は「況」



自転車横断帯の矛盾について

 昨日、しょーもない矛盾に気づいてしまった。

基本昼休みのときは会社の裏のコンビニでカップめんを買うか（学生時代と変わらない生活ｗ）

、マネージャー陣で一緒に外に食べに行くので気がつかなかったんですが、

昨日たまたま誰も居なくて、コンビニにいいカップめんもなかったので普通に外食しにいきま

した。

焼肉とから揚げ（変わらないダメ生活）定食を食べ、さー帰って仕事するかと思った矢先。

会社の前の横断歩道がなぜか気になって気になって。

違和感の元が

前からめっちゃいっぱい来る自転車の人たち。

もう大阪の自転車はよけることをしらない。

よけろよけろ

自転車横断帯があんねんからそっちとおれ

とか思ってました。

そこで自転車横断帯についてふと思いました。

ちょっとした矛盾に気づきました。

自転車って軽車両じゃないですか。

原則車道を走るって免許取るときにならいました。

やむなく歩道を走るときは歩行者優先。止まる。



ですが。

問題の自転車横断帯は

「歩道に繋がっている」

つまり

道を横断するときはもう基本

歩道を走れってことよね？

だって、横断帯は歩道から出ているんだから、歩道を走ってきた状態じゃないと乗れないやん？

車道を走ってて、急に横断帯に乗るのも変な話で。

てことは最初から、もう歩道を走るのは暗黙のオッケーって事っしょ？

それを法律で認めちゃってるってことよね？

でも自転車通行の基本は上記の通りで。

ちょっとした細かい矛盾でした。

意味分かりますか？？ｗ

まぁ頭おかしくなってこんなことばっかり毎日考えてますｗ

今日の一文字は「謎」



おひさしぶり

みなさまお久しぶりです。

なんかこの夏は忙しかった・・・

仕事に遊びに・・・って感じ

充実してるのって最高やけど、体力がなくなっていくのが手に取るように分かるｗ

ホント歳とった・・・

どーしよｗ

だから更新する余裕も無く夜はバタンキュー。

朝も寝起きが悪い状態で出勤。

で

今日何ヶ月かぶりぐらいにねだめした。

13時間寝た。

まだ寝足りなかったｗ

13時間寝てデフォルトのちょっとマイナスくらいｗ

起こされなかったら何時間も寝てたかも・・・

ていう事でまたちょこちょこ更新しだします

近況とか書きたいし。

今日の一文字は「更」



また遺伝子についての考察（植物）

 なんか最近日記あまりかかないんで、毎回同じ事書いてる気がします・・・。

同じ事かいてたら「また同じ事書いてるで！」ってコメントにでも通報してやってくださいｗ

物忘れが最近激しくてｗ

さて表題の通り、今日ほんわかテレビみてたら食虫植物のことをやってまして

実はワタクシ、植物園とか水族館とか行くの大好きなんですけど（魚食べるの嫌いなくせに）

いったらいっつも遺伝子の不思議？みたいな事をぶつぶつと考えてしまいます・・・。

特に食虫植物。

例えば虫が乗ったら葉っぱが閉じて食べちゃうやつとか、落ちたら最後、飛べずに消化されたり

するアレです。

気持ち悪いのであまり好きじゃないんですが（だって虫だべるんだよ・・？ｗ）

いつもあれをみて不思議に思ってました。

何で植物って虫の存在知ってるんやろう・・・？

って

なんか前同じ事書いた気がしてきたｗ

まぁいいや。何回も同じ事を書こうｗ

だって、あいつら目とか無いんですよ

でも空からなんか栄養分が飛来してきて



捕食したら生きられる、っていうのを植物が感じてるんですよ？？

すごい不思議くないですか？

まずそのなんかふわっと乗ってきたやつを食べるっていう感覚がどっから生まれたのか。

そもそもそれに栄養があるってわかったのはなぜか。

とか考えると

植物園で２時間くらいぼーっとしてるときとかありますｗ

てか普通の植物もですよ。

花粉を運ぶとき！

虫に運ばせたり、風にはこばせたりやってますけど

それも何か運んでくれる媒体があるって

判断して初めて花粉を出す意味があると思いますが（特におばなとめばな分かれてるやつ）

そういうシステムにしてるのはやっぱ、

風とか虫の存在をやっぱ植物自体は分かってて、

利用する様に進化したのかなぁ・・・

とかって考えると夜もねむれ



ます。

どうせ答えは出ないけど、こんなこと考えてたら神様がそのシステムを作ったんやろ

っていう答えを出してしまったら手っ取り早いんですよね。

こんなこと考えるのって現実逃避なんでしょうか・・・

でもワタクシのしょーもない思考パターンは止まりません・・・。

てことで寝ます。

今日の一文字は「秘」



mixiの友達検索機能

 最近mixiを触っています

というのも、OBサークルのなんやかんやを最初mixiでやってて、

その後処理をしてるんですけど

そしたらmixiっていろんな機能が追加されていることにびっくりｗ

んで、最近一番使ってるのが

「友達検索機能」

ですね〜

最近は直に会って

「え？自分もmixiやってるん？」
「やってるで〜マイミク検索してや〜」

みたいなやりとりしなくても

共通の知り合いが何人か以上で『この人も友達じゃありませんか？』

みたいに判別してくれる機能があるんですね〜！？

もしかして昔から？？

最近になってやっとこの存在を知り、まー知ってる人の多いこと！

中には「これ誰やろ・・・？」って人もいるけど・・・ｗ

結構同年代や後輩で知ってる人が登録されてなくて・・・

今めっちゃ色々な人に送ってるのがそれですｗ



マイミク申請きちゃった人、諦めて承認してくださいｗ

そういえば最近世の中の流れにホンマ疎いんですが・・・

昨日もしかしてジブリやってました？

またこのブログのアクセスが一日だけめっちゃ上がりましたｗ

どうせトトロなんだろうなぁ・・・

そして、近況を書こう！って他のマイミクがやってましたが・・・

あ、近況っていうか日記を書こう！か。

結局書いてないなｗ

また書きます

多分今日は選挙で外出しないといけないので、

そのついでに西宮ガーデンズでも見に行こうかと思います

夏服なさすぎｗ

今日の一文字は「友」



ライブ成功ありがとうございました！

 ライブに来ていただいたお客様の皆様、スタッフとして動いてくれたみんな、出演してくれたみ
んな、本当にありがとうございました！

正直最初は開催が危ぶまれた感はあったけど、無事に成功して本当によかったです☆

特にスパイシーは会場の手配とかタイムスケジュール、パンフとかたくさんやってくれてホント

に陳謝です。ありがとう☆

またくぼちぇけも全員へのパイプ役になってくれたりお金についてｾﾞﾝﾌﾞやってくれたりと助かり

ました☆

たけしは・・・まぁいいかｗでも最初の幹部を誘ってくれたり、いろんな人に出演交渉とかして

くれたんで多謝☆

マサイ族・・・若いのにパワフルでした！縦が気になってるって言ってたので、メンバー感でア

イコンタクトを取ったり体の動きを全員で合わしましょう。ただ、チャオズに４割かかってるん

でチャオズは仕込みますｗでもあーゆー曲やってるとこ最近すくないから最高！どんどんやっ

ていってね〜また呼んでくれたら行きます(·∀·)

winefall・・・最後winterfallと間違えてごめんなさい(ｼ_ _)ｼたけしのアドバイスでfake starは転調
に変えたんやね☆そういう風にどんどん他の曲もアレンジを変えていったらいいと思う！「Love
Addict」は難しいので、ハネた３拍子をめっちゃ全員で意識できるようがんばって☆それもみ
っちーとチャオズにかかってますｗ

kangaroo-paw・・・まぁ特にいう事ないんやけどｗ東京から来てくれた組はホント遠いところか
らありがとうございました☆さらに大人になって色気も増しましたね！スパもheart-burnとかさら
に打ち込み方が進化しててよかった！あと今更やけどシーツうまなったなぁｗあかゆこんときも

そう思った！これからもみんなセクシー担当よろしく〜。

SUBARU・・・若いのにみんないい歌声よな〜おっちゃん感動したわ☆あーゆー曲を５人でばっ
ちりキレイに歌うのって結構練習したんじゃないでしょうか！ｗあと馬場ちゃん！有望！響きが

すでにできあがってる！あとはその控えめすぎるところを何とかすればいいと思うｗ多少控えめ

くらいでｗ

Andante・・・みんなの世代オンリーバンドを見るのはマジ久しぶりｗなんかsmoothとかしああ



ことか懐かしかったわ〜。またぜひ歌ってな☆お父さんベースも評判よかったみたいよ！てかで

もとにかくAndanteのメンバーって珍しくてあまり見ないので、これからはさらに出演よろ！

月面ピエロ・・・はもういいかｗ次に衣装決めるときはちゃーーんと決めようかｗでもゆるいの

好きやからなぁ・・・ｗ

Second to none・・・もいいかｗカモンダウン☆が決まってよかったな〜。あと一番最後で盛り
上げられたのもよかったと思う！サンクス☆今度はあの曲ですな！

なんかノリで総評書いちゃった。

mixi登録してない人にも見てほしいなぁ・・・是非「今日の一文字」で検索をクリックしとけ〜
ってマイミクじゃない人にも教えてあげてほしいです！

多分OBライブは１年に１回のペースでやると思うし、他のイベントも飲み会オンリーとか、他
大OBとのライブもちょこちょこあると思います。

んで、それに伴ってHPとかメーリングとかも考えてます☆

このライブを機にOBサークルどんどん盛り上げようと思ってるんで、よろしくお願いします！

今日の一文字は「快」



いまさら潔癖症

 なんか最近潔癖症？になりかけで怖いんです

きっかけはさっき。足のつめ切ってて。

ワタクシ臭いものすごい敏感なんですよ。

ちょっと爪の洗えていないところが若干の臭いを感じると

物凄い嫌悪感ｗ

そっこー切り終わって、手ぇ洗いまくりｗ

せっけんもったいないｗ

そしてお昼くった後の歯磨きも、それまで全然気にしてなかったのに、

つい３ヶ月前くらいに始まりました・・・

んで今日昼後全然時間なくてたまたま歯磨きせんと

フリスクでガマンして仕事もどったら、

その後の口の中の気持ち悪さと、

口臭におってるんちゃうかっていうことの気になること気になることｗ

とにかく梅雨で服とかしっけて、そんで汗でにおいやすくなるのに

別の所が臭いだすなんて想像したらまた嫌悪感ｗ

元々そんなキレイ好きじゃなかったんですけどね〜

身の回りのものは除菌ウェッティで結構拭いてるし・・・

女性って香水とかつけて無くても石鹸とかシャンプーで



いい香りがする人多いですが、それを目指して

石鹸とかシャンプー、リンス多めにつかってみたりｗ

もっと、他んとこにこだわらなあかんとこあるやろっ！

ってツッコミが聞こえてきそうですが・・・

まぁ汚いよりはキレイなほうがいいかと思い、

続けますｗ

今日の一文字は「潔」ｗ



自分が歌ってた映像

 を見返しています

もちろん、来週土曜２6日にある『Brooklyn305 Acapella Live 2010』のためですよ。

やっぱ魅せるのもライブの一つなんで。

音だけよくしたってお客様はライブを『観に』来てるしね〜

それなりにキレイな動きとかカッコイイ動きしないと。

と思って現役の頃後輩とかがくれたDVDを最近ちょこちょこ見たりしてるんですが・・・

いや〜・・・

これは恥ずかしいｗ

よく昔やってしまった事をたまに思い出して

うわ〜〜〜！！

って過去のあやまちに苛まれることってちょこちょこあるんですが

それが映像で鮮明になった感じですねｗ

自分では普通だと思っていたフリつけとかがめっちゃ汚かったりｗ

普通のMCだと思っていたのが何言ってるかわからなかったり、



全然面白くなかったりｗ

また自分でしゃべっている姿を見ないので、

改めてこういう映像でみたら、

自分のしゃべってる姿ってキモいなぁ〜〜〜〜〜

ってよく思うｗ

ここを直したいｗ

あと歌ってるときもカッコよく歌いたい・・・

DVDみたら結構目をつぶって歌ってる・・・

リズムの取り方とかも、どうすれば普通に見えるのか研究してます

今は便利になったよなぁホント、昔はビデオカセットやったもんなぁ

今はデータになってDVDに入れて簡単に手渡しできるしね〜

みんな若いな〜

当たり前かｗ

久々の大きなライブなんでがんばるぞ〜〜☆

今日の一文字は「魅」



体で一番汚い場所

 自分でタイトル書いといて、ちょっとシモ想像しましたが

違いますよ

まぁ今まで気づいて気づかぬフリをしていたというか

特に気にしてなかったんですが、最近気になってきた

最近っていうか今日気になってきました

というのも

腕が汚いんです。

腕っていうのも、二の腕っていうのかなぁ？

肩より下の外側の部分。

パンチとか腕でガードしたりするときのところ

筋肉むきっとさせて見せたいところですね。

ここが子供のころからずっとなんですけど、ぶつぶつがあるというか、

にきびだらけの子というか、とにかく荒れた感じなんですよね



それも両腕とも。

あーきったな

他の人の腕全然気にしたことないから、自分も全然気にしてないし、

気にしてなかったぶん余計恥ずかしい気がしてきたｗ

どうしたらいいんでしょう？

プロアクティブでも使ってみようかしらｗ

カオより腕に出るにきび

ふぅ

さてさて

日記はさておき、宣伝をみんなにまかせてないで、一応自分もライブ宣伝しとこうｗ

『Brooklyn305 Acappella Live 2010』 

●日時：2010年6月26日(土) 
　　　　OPEN／16:00 START／16:30（休憩含め約3時間） 

●場所：Another Dream （大阪難波） http://www.an-dream.com/ 

●チケット：¥1200（別途 1ﾄﾞﾘﾝｸ¥500） 

●出演バンド 
・マサイ族 
・黒船 
・winefall 
・Kangaroo-paw 

http://www.an-dream.com/


・Kangaroo-paw 
・SUBARU 
・月面ピエロ 
・Andante 
・second to none 

※終了後、サークル関係者のみの飲み会有り！

ってとこで、昔活躍してたバンドと今活躍してるバンドが一緒のライブします！

みなさん是非来てください！

ブル民関係者は飲み会にも参加してください☆

今日の一文字は「汚」



1回飲むと続く・・・

 最近不思議なんですけど、

１日飲みにいってしまうと、その次の日も、その次の日も飲みが入るんですよね。

それも断れないタイプのやつ。

なんでかな？

そういう星の元に生まれたんでしょうか。

飲んじゃうとホントにだめですね最近

リカバリ能力が完全に失われてる。

ビールも４〜５杯飲むと酔う。

そして30分もしたらテンションがさがる、じゃなくて、無くなるｗ

体力がどんどん失われていってる・・

すごいお年を召した人みたいになってる

なんで自分より年上の人でもあんなテンション維持できるんやろ〜

そらﾑﾘしてるんかもしれへんけど、ｾﾞﾝｾﾞﾝﾑﾘしてがんばろ、って気にもなんないし

こういうとこ社会人っぽくないんかなぁ〜

気をつけよう

あー休みの日ってホント退屈・・・

ずっとスマブラＸやってるわ・・・



勉強とかせえよって感じですが・・・

なんでかしらんけどやる気でないな〜いろんなことに

どうしたんやろ

なんかいろんなやる気が上がる様なことって無いかなぁ・・・

↑の考え方がすでに他力本願ｗ

今日の一文字は「連」



アンケートの報酬で初お買い物♪

 なんか

ここまで来るの長かったですね・・・

いやー

ついに

ついに

念願の「報酬で得た金で買い物」ですよ！

長かった・・・

まぁ買ったのもしょーもないものですけどねw

自分で出すほどでもないけど、有ったら欲しいみたいなものです。

前オークションでAQUOS買ったって書きましたっけ？

型落ちですけどね。25000円で20V型。

傷一つなくて地デジを楽しんでるんです。

で、PS3をHDMIケーブル買ってきてつなげて、めっちゃ奇麗な画質も楽しんでます。

で、Wii、ずっと赤白黄色のコンポジットケーブルだったんですけど、

それのデジタルにするケーブル「D端子ケーブル」買いましたw

商品そのものは違いますが、こんなやつです。

コンポジットケーブルだとアナログ信号に変えてしまうから画質が

めちゃめちゃ落ちるんですが、これを使うとデジタル→デジタルで通すので、

画質めちゃくちゃきれいなんですよね〜



これ９００円で買いました。

それが、

アンケートに答えた報酬で得た金なんです！

ちなみに去年の秋くらいから初めて1400円たまってました（すくなw）

でも、今どんどん登録を増やしていってるので、これからじゃんじゃん稼ぎます！

いやー意外といけるもんです！

まぁ腹の足し？にはならないけど、こういうちょこっとしたものを買う時に、

eバンクとかにちょこっとお金があると便利！

ぐぐったら出てくるんで、アンケート試してみてはいかがでしょう☆

あ、いちおーはっとこ

今日の一文字は「得」

http://monitor.macromill.com/int/?entry_kbn=240%E2%88%AB_id=Z3947813A


はつ恋と呼ばせて・・・

 はい。特にワタクシの初恋の話ではありませんでした。

ってかそんな手にひっかからないかｗ

聞きたいならまた別の機会にしますが、初恋っていつやったんやろうな〜

小学校のときなのかな・・・中学校のときなのかな・・・

多分、気ばっかり多い男の子だったはずですｗ

まぁそれは一旦おいといて

福山雅治の「はつ恋」って歌。

今さらかよｗって感じだと思うんですが、いつも歌を歌ってるときってホント歌詞を見ないんで

すよねｗ

特に洋楽なんて歌詞みたってｾﾞﾝｾﾞﾝ意味わからんし・・

後で誰かに訳してもらったり、日本語訳のサイトとかみたりして、改めて、「ああ〜こういう歌

詞やったんや〜」って感慨深くなったり、逆に興味が無くなったり・・・

まぁ、メロディ重視という事ですよ。

で、日本語の曲もしかり。

ちょっと前にプロアクティブのCM曲とかの話しましたが、あれなんかまさに歌詞何言ってるかｾ
ﾞﾝｾﾞﾝわからんので、全く歌えませんでした。

結構知ってる曲がそういう状態で放置されてて、改めて歌詞を見て感銘を受けたのがこの曲で

した。

歌詞見てみましょう



この 想いが君を苦しめてしまうとしても
傷つけてしまうとしても 君が欲しくて
互いに手に入れた 新しい幸せ
今 この手で壊してしまいそう
帰るべき場所がある 守るべき人がいる
愚かすぎる 過ちと知っているから

※友だちではいられないことも

恋人には戻れないこともわかってるよ

でもこの真心を 永遠のはつ恋と呼ばせて
またひとり読み返してる

誕生日に君がくれた手紙

ささやかな君の夢が 胸をかきむしる
君が抱えていた 消えぬ愛の傷跡
触れないことが優しさと思ってた

どんなに大切でも 言葉にも形にも
できなけりゃ優しさなど無意味さ

ずっと探してた これが愛ならば
愛の謎はもう解き明かしてる

かなわぬけれど かけがえのない想いを
ひとり抱きしめて 生きるよ

時はいつかこの恋に答えをくれるの

もう一度あの日のように

人を愛することなどできるの

※繰り返し

せめてはつ恋と呼ばせて

永遠のはつ恋と呼ばせて

・・・・



このPV、歌詞が入っててダサいけどｗ

福山かっこいいよね。

40オーバーには見えないし。

しかしこれ、ホンマ福山世代の人の歌ってことよね？

昔付き合ってた人が居て、でもお互いもう結婚してて、それはもうどうしようもないけど好き、

みたいな内容よね？

深いな〜

こんな状況になったらどうなるやろなぁ

この中で一番好きな歌詞は「ずっと探してた、これが愛ならば、愛の謎はもう解き明かしてる」

まぁそんな簡単じゃねぇんだよ、ってことの言い換えがいいですよね

Aメロから繋がってるから全体の意味が少し難しいけどね・・・愛の傷跡ってなんだろう。

そこが分かれば一気に開けそう

最近こういう気持ちになるのもないよな〜・・

結構そんな事ばっかり考えてますｗ

今日の一文字は「悔」



休日の過ごし方に困っています

 みなさん休日ってどういう風に過ごしてるんかなぁ？

まぁ大型連休だとどっかいくかもしんないけど、一人でどっかいくもん？

なんか今日とかずっとゲームとテレビとネットとかしてて終わってしまった・・・

まあ後はその作業をしながら歌ってたりしたけど。

資格とかの勉強でもすればいいんやけど、そんな気も起きないし・・・

そして本を読むにしても何を読めばいいのかわからないし・・・

あ

五月病？ｗ

ネガティブになってるわ〜

結婚したい

今日の一文字は「暗」



五月病じゃないかな・・・なんなんかな・・・

 またまたお久しぶりです。タスクです。

GWですね。ちなみに全く関係ない生活を過ごしていますｗ

ただ土日はたまたま休み・・だからと言ってなにをするわけでもありません。

ぼーっと歌って、ゲームして過ごすのでしょう・・

今やってるんは2007年度のパワプロｗ古っｗ

はぁ〜ﾀﾞﾒ人間・・

五月病だからか、花粉症がひどいからなのか（現にずっと目のかゆみと鼻水が止まりません）進

退について色々考えるこの時期・・・

１、ある方面からのお誘い

あれはまだ生きてるのかしら・・・給料が１０はあればそっち行くんやけどなぁ・・・なかなか

難しい世界なので、行きたい希望と現実とで葛藤中・・・

２、↑に加え、上司がめんどう

まぁどこの会社でもよくあることなので特筆しませんが、成績がいいのに、成績のことで怒られ

ず日常態度について怒られる・・・（エアコンをつけろとか、引き出しを静かに閉めろとかｗ）

３、そしてお金がｾﾞﾝｾﾞﾝ足りない

貯金がね・・・ｾﾞﾝｾﾞﾝ貯まりません。まぁ本気で貯めたいなら副業すればいいんですが・・・副

業ばっかりになって主業が疎かになるものイヤなので。

４、ｾﾞﾝｾﾞﾝ脈絡無いけど、ライブが成功するかも心配

色々あって転がりだしたライブですが、ちゃんと成功するのか心配・・幹部のみんな色々やって

くれてホントありがとう☆

５、ヒマなときと忙しいときのギャップが激しすぎる

そろそろ進退と関わり無くなってきたけどｗホンマ何も無い日ってマジでヒマでｗパワプロとか

しかやることが無い感じなんですよね・・・あとは歌ったり・・Podcast作ってアップデートし



たり・・・お金があまってるときとかは一人で服買いに行ったりしますけど。忙しいときは家族

とか会社とか友達とかに対してやらなアカンことが一気に来て、何も出来ずに終わるパターンが

あります。

６、お腹が出すぎている

毎日腹筋と休みの度にブートキャンプかジョギング（最近は花粉がひどいので毎回ブートキャ

ンプ）をしていますが一向に腰周りだけでっぱってて、横からみたらダイヤモンド型の体型にな

っています・・・お腹は堅いんですけどやせませんｗ後は何すればいいでしょう・・・ちなみ

にビールはやめませんｗが、あまり量も飲めなくなってきましたｗすぐ眠たくなる。

７、ごはんの後の歯磨きがブーム

ガチャ歯なので口臭を撒き散らしたりお歯黒を見せたりとあまりいい印象が無いと思うので、最

近は毎食ごはんの後にはしっかり歯磨きしてますね〜オフィスでもお昼食った後には歯磨きして

リセットしてますね〜あとフリスクとブレスケア。これで口臭だったらどんだけ臭いねん、って

感じですが正直自信ないですｗ多分きっかけは玉木宏のクロレッツのCM「だって、好きになっち
ゃうんだもん」です。ものすごい単純な動機です。

なんか途中から最近の状況をまとめただけになっちゃいましたが・・・まぁ最近ホンマ日記書い

てなかったからありですよねｗ書いてない間にマイミクになってくれた人も居るし☆

また書きます☆最近文章力落ちてるよな〜興味を惹く文章じゃなくなってるもんな〜・・・

今日の一文字は「長」



朝青龍の本名

お久しぶりです。

今日久しぶりに母校にお邪魔しました

ほぼサークル員全員分かりませんでしたｗ

これからじゃんじゃん絡みます。

一応OBライブの出演者にも現役生は説明が終わったので、これからどんどん頑張っていこうかと
。

やるぞー

なんかアカペラ久しぶりだからがんばろう☆

で、題名なんですけど、

ちょっとYahooニュースで気になったので載せてみました。

既出かもしんないすけどｗ

朝青龍の本名

ドルゴルスレン・ダグワドルジ

すごい名前ｗ

めっちゃ噛みそうｗ

それだけｗ気になったので。

また書きます☆

http://www.geocities.jp/michiocolumn/jj41.htm


調べよう調べようと思って忘れるもの

 とてつもなくお久しぶりです。

タスクです。

このごろは仕事はおろか、プライベートまでめちゃめちゃ多忙なんです。

ただ、昨日今日連休で、予定が全部ぽっかり空いたんで、

そんな用事全部ほっぽらかして過ごしました

多分、この2日が無かったら情緒不安定に間違いなく陥ってたかと思われますｗ

一人でずっと「ゼノギアス」っていうプレステのソフトやってました

最近のゲームってすごいんですよ。

プレステ３を持ってて、ネットに繋げたらソフトがダウンロードできるんですよ。

この前弟が自分のために買ったみたいなんですけど、目ざとく見つけてやってます。

今では自分の方が進みすぎましたｗでもなんか12年前！って感じがする。あのゲーム。

ちょっと暗いし。あの頃エヴァンゲリオンとかFF7とかの世代なんで、どれも暗いしｗ

-----------------------------

で。表題の件なんですけど、

いつもいつもふとした瞬間に気になって、ｱﾚあとで調べとこ〜とか思って

忘れてたってパターン良くありませんか？

ワタクシ結構あるんですよ(ｏ´_｀ｏ)

んで、今日は気がついた瞬間に調べて解消しました



何に気になったかというと、　「プロアクティブ」のCMの曲の歌詞ｗ

ちょっと気になりません？前から気になってて、そん時は

調べよう調べようと思ってたらいつの間にか忘れてたみたいな。

会社も最近厳しくて関係ないサイトは見れないですからね〜当たり前かｗ

ていうか、正直歌詞を見て、ぎりぎり聞こえるか聞こえないかくらいのレベルやんこの歌ｗ

逆に、外国の空耳みたいな感じですわ

多分、皆様も一度は気になったことがあるはずｗ

今日、覚えて帰りましょう。

雑学王のフレーズ「明日みんなに話したくなる」雑学はこの話題の方が話したくなると思うんで

すよね〜ｗ

それでは聞いてみましょう。

『ラッキーカラー』 SHY
「この後　チョッと抜け出せない？」って 
彼が誘う　でも慌てない 
「強引ね」って微笑む 
そうさ　この日を待ってた　Friday night 
ソワソワしないで　最終兵器スマイル・ミサイルでOh, yeah 
300戦連勝すんです　baby 
メイキャップ　ベース・ファンデからパール入りOh, yeah 
今日アイ・パックしたてのテュルテュルyeah 
Uh, アイライン・リキッド、エンド丁寧にひいて 
お姉なキレイを　演じたい

キスをしたくなってくるでしょ　強気がグラマラスなるガール 
今夜は勝負　ラッキーカラーでLove　手に入れたい
「このままどっか消えちゃわない？」って 
まだまだそんなつもりじゃない 



一番だって褒められたって二番があってだそうじゃない 
イライラしないで　最終兵器スマイル・ミサイルでOh, yeah 
この一戦大勝すんです　baby 
メイキャップ　チークはピンク・ブラッシュでOh, yeah 
銀色のフェイス・パウダーでツヤツヤして 
Uh, グロス・ライン　ベージュ・オン・レッド　キスでぬぐって 
ヌーディで隙を見せたい

キスをしたくなってくるでしょ　続きはドラマチックなるタイム 
今夜は勝負　ラッキーカラーでLove　手に入れたい 
キスをしたくなってくるでしょ　続きはドラマチックなるタイム 
今夜はもっともっと　あなたのLove　いただきたい
キスをしたくなってくるでしょ　強気がグラマラスなるガール 
今夜は勝負　ラッキーカラーでLove　手に入れたい 
Special dayのメイキャップ気付かない　男になんてBye-byeね 
今夜のネイル　ラッキーカラーのRed　ひっぱたいちゃえ！！！

--------------------------------------

絶対空耳やんｗ

てか、気になった項目思い出したらここに書いちゃおうｗ

今日の一文字は「P」



ビールがあんまはいらん

 最近酒を飲み続けているからか、ビールが入りません。

昔は１０杯くらい飲んでたのに、最近は3杯で酔いが回ってきだしてます。

歳のせいもあるでしょう。もちろん。

完全にアラサーやし。

ただ

飲みすぎ？

毎日飲んでる気がする・・・

ハンパない

みんな年末年始はこんな感じになるんやろうなぁと思ってます・・・

年末年始はねぇ、仕事が無いからいいんですよ。

なんでワタクシは仕事も練習もあるのにこんなに飲みまくってるんやろう

酒の運が今頃回ってきてるのかしら

普通の人と同じ様にはいかない星に生まれているのかしら

さて、今年のチョコの戦績ですが

1コ！

くれたあのコには感謝です！



がんばって歌いますｗ

会社ではくれなかった・・

まぁ今日休みだから仕方ないんですが・・・

がんばろう・・・

3月になったら一人旅に行ってきます・・・

といっても、多分一人で温泉にでも出かけてきますｗ

静かに癒されてきます。オーシャンビューでビールでも飲むか。

今日の一文字は「麦」



Brooklyn305協力者募集

 多分ポニョがワタクシの知らないところでやっていたからだと思いますが、

またアクセス数がめちゃめちゃ増えてますｗ

多分トトロの怖い話でヒットしてしまったんではないでしょうか・・・。

まぁそれはさておき。

ちまたでは「Brooklyn305てホンマにやるの！？」

とか騒がれている様です。

やります。

もちろん。

ただ、なかなかどうして、Brooklynてまとめるのて大変そうなんだよね。

まぁOBサークルなんてどこもそうか。

大体ハコでやるのかストリートでやるのか、

ハコでやるなら観客がどのくらいで、何バンドが何曲やってどういうコンセプトでやるのかとか

全部一気に決めてしまっていいのだろうか・・・

という考えにいきつきますし、そもそも一人でその辺決めるの大変ｗ

だから、誰か手伝ってください。



今のところ決まってるのは、アジのカメラマンだけですｗ

他会計とか副会長とか（要るかな？ｗ）

立候補をお待ちしています。

んで、動き出すのは早めの方がいいと思うので、3月くらいにミーティングでも

したいと思います。日にちはまた決めて連絡するのでよろしくお願いします。

なんか世の中の変動に全然ついていってないわ〜

何か事件が起きても「へ〜」くらいにしか思ってないし

時効伸びたのはいい事ですよね。警察はどう思ってるのかしらないけどｗ

うちはPS3とかをつなげているテレビが壊れてどうしようか悩み中です。

今またブラウン管のテレビ買っても使えなくなるし、

かと言って液晶テレビ買うのは金が無いし・・・

ただHDMIケーブルで液晶テレビにつなげた時の映像を見てゲームしたい！ってのはありますｗ

しかし、服と酒に金が流れて行く最近このごろ・・・

がんばりましょうｗ

今日の一文字は「宣」



もう1/12が終わりました

 まだ２０１０年っていうのに慣れてないのに

もう１/12月が終わりましたよ

はやいね〜〜〜

1月なんもしてないわ〜

どうしよ

今年もあっというまに終わるんかな

あーもう歳やしな〜

どうしましょ

最近またアカペラやってます

後輩のために歌うためです

後輩なのに先越されることが多いです

早く身を固めないと・・・

結婚衝動に駆られる事がちょいちょいあります

そうだ、6月26日、ちゃんとOBライブします

ちまたではライブホントにやるのかどうかと真偽を問われているみたいで・・・

ちゃんとやりますよ



でかいハコでやろうと考えています

一緒に構想を練ってくれる人募集中ですｗ

今日の一文字は「卯」



早く歌おう

 なんか

早く歌おう

最近は

う〜うごっくん、ウコンの力！

っていうのと

おこげ〜　カロリーいい感じ♪

っていうのが集中して繰り返されてなんか気持ち悪いです。

絶対音感だからでしょうか

気持ち悪くてしかたがない

とりあえず早く歌おう

んで

Brooklyn305のサークルミーティングとかしたいです

どうすればいいんかわからんもん

教えてｗ

ミーティングしましょう

もちろん酒ありでｗ



だって、サークルんときは酒飲んでたら怒られるしｗ

今も怒られるかｗ

まぁ、メンバー募集中ｗ

今日の一文字は「議」



大量虐殺好き？？

 すいません、タイトルがかなり怖いんですけどｗ

というのも、なんか最近ゲームやってて、そういうゲーム多いなと思って・・・

んで、自分の持ってるゲーム見返したらそんなんばっかだったんですよ。

このまえオークションでPS3買って、そん時セットでつけてくれてたのが

「CALL of DUTY4」

戦争ものです。

フツーに戦争やります。ばしばし人殺します。

しかも、このゲーム内ではみんなマシンガンとかでめっちゃ攻撃してくるのに、

スナイパーライフルで、ぱすっと1発で決めるのがなんか楽しいんです。

鬱ですかね？

病気かもしんないｗ

あと、ガンダム無双１も２も三国無双も戦国無双もあるし

今やってるのが「メタルギアソリッド4」



楽しい(´ω｀)

あと「龍が如く3」

おもしろそう(´ω｀)（やり始めたばっかなので）

殺しすぎ？

ﾀﾞﾒ人間かも

6/26空けといてね(´ε｀)

今日の一文字は「戦」



大量虐殺好き？？

 すいません、タイトルがかなり怖いんですけどｗ

というのも、なんか最近ゲームやってて、そういうゲーム多いなと思って・・・

んで、自分の持ってるゲーム見返したらそんなんばっかだったんですよ。

このまえオークションでPS3買って、そん時セットでつけてくれてたのが

「CALL of DUTY4」

戦争ものです。

フツーに戦争やります。ばしばし人殺します。

しかも、このゲーム内ではみんなマシンガンとかでめっちゃ攻撃してくるのに、

スナイパーライフルで、ぱすっと1発で決めるのがなんか楽しいんです。

鬱ですかね？

病気かもしんないｗ

あと、ガンダム無双１も２も三国無双も戦国無双もあるし

今やってるのが「メタルギアソリッド4」



楽しい(´ω｀)

あと「龍が如く3」

おもしろそう(´ω｀)（やり始めたばっかなので）

殺しすぎ？

ﾀﾞﾒ人間かも

6/26空けといてね(´ε｀)

今日の一文字は「戦」



Brooklyn305

 今盛り上げるためにいろんなとこで宣伝しようと目論んでいるワタクシがいますｗ

新サークル「Brooklyn305（仮）」を立ち上げました。

ただの「Brooklyn304」のOB・OGサークルですｗ

なのでどなたでも加入可能です。

まだ会費とか集合期間とか全然考えてないけど、忘年会で話が出たので立ち上げました。

とりあえずOB・OGライブしたいなぁと

そんならフルムーンパーティみたいにサークルにして、これから半年に一回くらいの割合で

やっていけたらいいなぁと思って勝手に立ち上げました。

なので勝手に加入、退会してくださいｗ

別に止めやしませんｗってかそこまで管理してませんｗ

でもとりあえずmixiで全部管理してるんで、mixiやっててくれたら一番助かります

なのでmixiアカウント持ってない人は誘うからワタクシなり他のアカウント持ってる人なり

連絡お願いします☆

んでmixiやってる人は参加お願いします。

コミュニティ押して検索で「brooklyn305」って検索したらすぐに出てきます。

ライブ久々にやってみたいなぁ・・・と思う人があれば是非ｗ

ちなみに次回のライブは6/26に予定してます。

ハコの予約とかはしてないですが、場所は大阪になるはず。



ホストは話を出してくれたHuman Avenueになると思いますｗ

なのでHumanのメンバーのみなさんよろしく☆ｗ

ただ他のバンドの方も全然出てもらいたいと思ってるんで、参加お願いします！

いけそうならすぐに連絡ください☆

今日の一文字は「輪」



おっかいものっ♪おっかいものっ♪

 いかがでしょうか。

タイトル、脳内再生されましたか？

いや、まぁそれはいいんですけどねｗ

倖田來未が最近そのCMでてますよね？

おっかいものっ♪おっかいものっ♪って歌うやつ

一回くまちゃんの子供の声が入って倖田來未が歌うやつ

「今日はこんなもの？」

「うそん・・・」

あれって

音が外れてるから？m9(^Д^)ﾌﾟｷﾞｬｰ

子供の方が音あってるしなぁ・・・

妹のmisonoもそうなんだけど、結構あの姉妹音のとり方が甘いんですよね〜・・

一番顕著に出たんが、ヘキサゴンで里田まいと歌ってた「バイバイ」の歌。

里田まいはサビちゃんと音の移動ができてるんですが、misono・・・

てっきとうやな〜ｗ

おっかいものも、ちゃんと音の移動が出来てないんだよな〜ふり幅が小さい、って伝わるかな



てか新年早々何書いてるんやｗ

ちょっと気になったのでｗ

そうそう、関係ないけどPS3買いましたｗ

でもFF13は買えませんでしたｗPS３もオークションでソフト付きで25000円だったので

しかも旧式のごついやつ。

でもなんかこっちの方がPS3らしくて好きだからちょうどよかったかも

前使ってた人が40GBを１２０GBにチューンアップしてくれてたからいいかいものでした。

ただ、その後福袋失敗したｗ

HEPのsemanticで買ったんですが・・・なんかカラフルｗ

また着て行って笑われたらオークションかなｗ

今日の一文字は「音」



あけましておめでとうございます。

 明けましておめでとうございます。

昨年はたくさんの人にお世話になりました。

2010年もよろしくお願い致します。

2009年も色々あったなぁ・・・

2009年はどちらかというとなんかプラスかマイナスかといえばマイナスだった気がするなぁ

なんとか今年はプラスにもって行きたいですね。

あとアカペラをもっとやりたいかな〜

去年は全然出来なかったし

特に自分らでなんかやるやつをやりたい

半年に一回でもいいから。

なので

今年はワタクシの周りのバンドを集めてライブします。

みなさん、巻き込まれてください

多分2009年なんかマイナスやったのってあんま歌ってないからかなぁ

前にも書いたけど、やっぱみんなで歌ったり練習したりすんのが

ストレスの発散になってたんやろうなぁ

それがあったから勉強とか仕事とかできたんかなぁ

とか考えた



なので、よろしく

今日の一文字は「宣」



フィギュアスケート

 うちの家、ワタクシ以外、フィギュアスケート好きなんですよ

ワタクシあまり好きじゃないんですよｗ

なんか失敗しなかったら勝ち、トリプルアクセルしてこけなかったら勝ちみたいな

感じがして仕方が無いので、あんま見ないんですけど・・・

オヤジとかが言うには、鈴木さんとかが

「あんなん手足バタバタしてるだけやで」

「手の使い方が成ってない。優雅や無いから、もっと手の動きに注意しなアカン」

「全然ﾀﾞﾒ。20位」

結果

2位でした。



分かってるようなフリして言うなっつーの

やっぱサッカーとか野球とか、分かりやすいスポーツが好きですね。

今年も後少しか

今日の一文字は「煩」



余裕ないな〜

やばい

書き入れ時です。

一年で一番もうかるときです。

ワタクシは全然もうからないですが。

出来高払いだったらいいのにな〜

ただ別に直接稼ぐ要員では無いので意味ないんですが・・・。

仕事忙しい〜〜〜

忘年会も多い〜

自分の肝臓じゃなかったら多分死んでるんちゃうかな

まぁだったらそんなに飲むなよって感じですが

払った分取り返そうと思ったら飲むしかないんですよね

幹事もやって手配とか会計とかして会計しながら飲んでた様な感じですからね。

そろそろ、一日二日寝て過ごしたいかも

寝正月になるかなぁ来年はｗ

↓こんな風にぼけーーーっと過ごしたいｗ



部下に、3ヶ月間家から出なかった、一年間働いてませんでした、っていう人が入ってきました。

家から出なかった3ヶ月間何してたのか！？

リネージュ

ｱﾎかと

そんなヤツにこの仕事は勤まらんぞと。

しゃべれる？みたいな

自分もしゃべるほうじゃないけど、度が過ぎるわｗ

まぁ案の定何も出来なくて、ぼーっとしかしてないけど・・・



・・・そういう話はやめましょかｗ

そろそろクリスマスやな〜

今日の一文字は「裕」

 



1000000人のキャンドルナイト

梅田茶屋町で開催されたキャンドルナイトですが、

会社の元同僚が出展してると聞いて行って来ました。

なんかいいですね

自分の作品、もしくはグループの作品をあんな風にどーんと見てもらえるっていうのは。

みんな写メ撮ってたし（自分もですがｗ）

あと思ったのが、LEDとかのイルミネーションもいいけど、

こうゆうろうそくとかで自然の火で彩るのもいいなぁと思いました。

やっぱ風流。

ろうそくが燃えているときの臭いって好きだし。

ちなみに元同僚の作品はこれ



正面から見たやつ。で次のが

横からみたやつ。

また、別の人の作品ですがベストショットがこれ



またろうそくの飾り方も凝ってて（この写真の中にもありますが、ペットボトルの底と色をつけ

たぷちぷちを巻いてきれいにデコレーションしてたりしてます）

一見の価値はありました。

また10日に西梅田であるらしいので行ってみたほうがいいですよ。

元同僚も退職してやりたいことをやってて、生き生きしてました。

いいなぁ

いつか自分も・・・夢追い人になるかもしれませんｗ

今日の一文字は「揺」



めぞん一刻読みたい

 最近パチンコの宣伝でめぞん一刻やってますよね

ただ単にそれだけですｗ

なんかあれみてたらめぞん一刻読みたくなったｗ

さっそくあのCMの曲もゲットしました。

ただ、あのCMの曲って全然カンケーないですよね？ｗ

誰か持ってないですかｗ

たまには本とか読んでだらだら一日すごしたい・・・

多忙極まりないわ〜

本とかめっちゃ読んでないの溜まって行ってるしｗ

今日の一文字は「漫」



家庭訪問しました

しました

年上の

おっさんの家に

なんでやねん

キレイなお姉さんならいいけど

年上のおっさんて

しかも理由が

「無断欠勤」

今までどうやって生きてきたんやろう

社会人初めてじゃないはずやねんけどな

疲れたわ

なんかどうしようもない人ってホント



ﾀﾞﾒですね

なんか楽しいことないかなぁ

今日の一文字は「冒」



いつか現実主義者（リアリスト）は少年に戻る

 別に意味ないですよ

この歌いいなぁと思って

歌詞なんですけど。

ちょっと前のアルバムかな

知ってる人がいたら教えて

このフレーズと

「どんな悲観論者（ペシミスト）も恋をして変わる」って歌詞がいいですよね。

最近なんかちょいちょいこの人らの歌聞いてるかも

何でかな

Jﾎﾟｯﾌﾟだよ。

珍しいわ

他にもですね

「めぐり合った恋だから　一度は打ち明けてみよう　夢に終わったら君の幸せだけ祈ればいい」

なんかいいですよね。夢に終わったら、っていうのは思いつかないわ

しかもこの歌詞、知らなかったんですけど、アルバム版とシングル版が違うくて、

この歌詞はアルバム版の男バージョンなんですね。

なんかよかった。



リアリストな話しよ

ストレス溜まったらザクを倒しまくります。

ただ

敵も

ザクそんだけ作る金があったら

ガンダムみたいな強いやつ一個作れっつーのｗ

て思った。

だけ。

今日の一文字は「実」



学祭終わってから深くアカペラに関わりたくなってきた

 正直、学生終わった頃のワタクシはアカペラへの興味をちょっと失ってたかもしんない。

完全な飽和状態？

何を聞いてもいいと思わず、ちょっとした不良みたいな状態。

先輩、プロのを聞いても飽き足らず、海外のばっかり聞いて満足している自分。

しかし、お前は何ができるんだと。

正直、別に何が出来るわけではないですよ。

多少、人より絶対音感があるくらいで、ベース的にもDまでしか出ないし、

普遍的な人と変わんない。

コーラスもリードも、音を外さないくらい。それがうまさに繋がるかといえば、そうでもない。

そう考えてみたら、怖くなりましたね。

今まで学校の単位を捨ててまでやってきたのはなんだったのか。

音楽の知識が欲しいから単位を捨てたんじゃなかったのか。

今この歳になってなんかやっと理解しました。

学祭が終わって、いろんな子のアカペラを聴いて、なんか、

まぁ、いいな、と思いました。

まぁ音的には知らんけどｗいや、後輩も俺らが同じくらいの歳ん時よりいい音全然出してた。

環境がいいんかなと。



アカペラに囲まれて過ごして、その環境がいいなと

ワタクシとしては、今アカペラに囲まれる環境じゃない。

たまに誰かのライブに行くくらい。もしくは練習があるくらい。

毎日誰かのアカペラを聞いて歌って、って環境じゃない。

だから常にやっぱ歌ってたい。給料とか関係無しに。それがやりたい事の一番目なんだって気づ

いた。

酔っ払ってるからかもしれんけど（かなり飲んだ後でこれ書いてます）

やっぱ、プロかなぁ

つるくん、正式なオファーくれんかなぁ

とか思った

そしたら今より時間できるかもやから、ブルックリンとかに顔出せたりもするんかなぁって思っ

た

くぼやたけし、つるくんとかが後輩に知られてるのが羨ましかった

まぁサークルに行ってないし、年齢的にどうやねんてとこがあってかなり自制してたとこもある

けど

でも、今二年間どうでもいい会社でガマンしてきたから、そろそろやりたい事やらしてよと。

スガシカオ目指したいなと。

思いました。

未だに夢多きおっさんやけど、許してね

んで、今までは色々人とのつながりがめんどくさかったけど、



やっぱアカペラとか仕事も、人とのつながりでしかやってけないんやと思いました。

だから

マイミク申請とかそのへんからガンガン攻めるけど、なるべく拒否らないでねｗ

申請してから見てくれた人は、こういういきさつがあって申請したんやと、

かわいそうな人なんだと思っといてくださいｗ

今日の一文字は「愛」



学祭出させてもらいました

 学祭おつかれさまでした☆

いやーなんか後輩の歌とかたくさん聞いたけどなんかいいな〜

自分も学生のころあれくらい歌えたら今どうなってたかなぁとか

考えるとうらやましいです。

んで自分らが歌ったステージっていうのは・・・

なんか失敗w

なんか慣れないステージってのはやりにくいな〜w

でも全然後輩のことしらなかったけど、名前とかも教えてもらったし

その後の飲み会とかで色々絡めたし

ますこ、ビビ、エリザベスには感謝してます！

まぁよくあのおっさん集団と逃げずに絡んでくれたなと。

また機会があればおねがいします (=ﾟωﾟ)ﾉ

とここで言っても伝わらないわなw

ますこ、もしくは絡みがある方々、お伝えくださいw

あとなんかバンドクリニックとかして下さいと言われて（まぁ社交辞令かもしれんけど）

本気であれば全然やるんで声掛けて下さい！

待ってますw

次ライブできるのはいつだろう・・・



早く歌いたいわ・・・

今日の一文字は「歌」



仕事もプライベートも仕事みたいになってます

 皆さんお久しぶりです。タスクです。

気がつけば毎回日にちが空いてますね・・・

最近はとにかく何かと忙しい日々が続いています。

仕事はセンター長（普通の企業で言えば部長クラス）がワンマンでみんなしんどそうです。

さすがブラック企業と名高いうちの企業。

就活始めてますｗ

誰かいい仕事あれば紹介してください。

貴方の部下として働きますｗ

プライベートも今月面ピエロが始動しています。

楽譜が意外と時間かかってしまっててすいません・・・

会社から帰った後ってパワーが無いもので(´д⊂)

今日はたまたま休みだったので家でぼーっとこんな時間に日記なんぞ書いています。

しかし会社帰りで練習行って、次の日休みだけど楽譜めっちゃ書いてその後練習行ってと

休日がもはや休日でなくなってます

カラダボロボロ

まぁプライベートの方は好きなことやってるんでいいんですけどね

Podcastも全然進んでないし・・・どうしよ



とりあえず今からの時間がんばります。

あ、あと一個

学祭月面出れそうです。

ぺ、ありがとう☆

おっさんら誰やねん空気を出して来ます。

みなさん見に来てください。

今日の一文字は「潰」



同期の結婚

 会社の同期が結婚しましたとさ・・・

んで京都に二次会行ってきたんやけど、なんか演出がよかった。

新風館ってショッピングモールっぽいところなんやけど、

でっかいモニターに新郎新婦の今までの写真とかメッセージとか流れて

一般のお客さんにも拍手されててなんかよかった

んで幸せそうやったし・・・

あー

結婚したいね。

あーゆーのみると。

ホント色々結婚するのって大変やろうし、それ以降も大変なんやろうけど

家庭を持つのもいいなって思った

ていうか年下とか同期とかがどんどん結婚してるし、

なんか自分の今の年齢考えたら適齢期って言われてる歳なんかなって思うし

親父が結婚した歳聞いたらあと４年しか無かったし・・・

こういうのを「焦る」って言うんかなw

焦ってるのかな？w

まぁどうせ結婚式するんやったら盛大にしたいかな



でも相手の要望に合わせるかな。

花嫁募集中。

今日の一文字は「憧」



仕事してると歌いたくなるし書きたくなってくる

 ただいま〜

仕事中はホント仕事の事で頭いっぱいになりますね

またうちの会社残業が禁止で、絶対８時間で一日の仕事を終えなきゃあかん

出来なかったら何で出来ないんって話になるので結構キツい。

まぁ社会人っぽいんで全然いんですが

去年なんかマジバイトと変わらんかったしw

しかし家に変えると全然変わりますね

てか帰り道から変わってる

楽譜書かな〜とか

練習日きめな〜とか（これはもう完全に人任せになっちゃってるけど）

Podcast録音しな〜更新しな〜とか

↑用の楽譜かかな〜とか

あとはザク１０００匹ころさな〜とか（ガン○ム無双）

ホント、社会人って正直やりたい事がおなざりになりますよね。

まぁ、学生時代あんだけやってて、まだやるんか？って言われるけど

やりますよね。好きなら



成りたい作家にも全然何も書けてないし

ホント仕事を言い訳にして、夢への一歩を踏み出せて無いんだもんなぁ

なんでもいいけど書け！って思うけどなかなか何でか腰が上がらない

なんでだろう

自分でも分からんけど、何か腰があがんない

アカペラもそう

アカペラじゃなくて弾き語りとかもしたいけど

全然腰があがらん

自分もベースとかだけじゃなくて、ボーカルとしてやってみたいと思うけど

全部自己流だし・・・ボイトレでもいけよとか思うけど、いかない・・・

ピアノとかギターとか習いにいけよとか思うけど、いかない・・・

休日とか精力的に習い事とか行く人もそうだけど、おしゃれしようと買い物とか

めっちゃする人とかも、すごいなって思う

ただ単に体力が無いのかしら

そう思って休みの度に走るんだけど、距離も延びないし〜

イライラして酒に走るし

あ〜



だめだな

今日の一文字は「重」



立ち寝

 電車通勤、通学に慣れた人にマスターできるというワザがあるという

それが

立ち寝

このワザは通勤、通学中に朝の睡眠が足りない場合、

足りない睡眠時間を充足させるために使うワザである。

しかも、座ってではなくて、立ちながら。

混雑した車内にて寝る事のできる究極奥義である。

まぁ睡眠時間が足りなければ誰にもできるけど、素人がこのワザを真似しようとすると、

必ずひざががっくんとなり、前に立ってる人、座ってる人に必ず迷惑をかけるし恥ずかしいとい

う諸刃の剣。

素人にはオススメできない。

まぁお前ら素人は、優先座席で寝てろってこった。

んで

今日も使っちゃいました。立ちね。



実はこれ、中学のときに使えるようになりました。

というのも丁度震災で疎開してて、中学校まで電車で二時間くらい通ってました。

大学か。

部活終わって帰っても大体8時回ってる。寄り道しなくても。

朝も6時半とか出。無理

子供の頃は全く起きれない子で、小学校のときとかも日曜の朝仮面ライダーとか見るために

起きたりできなかったですｗ

なのでまずは練習から。ひざがっくんするのは子供の頃から知ってたので。

ひざをとんとんと叩き、まっすぐに伸ばす。ドアの手すりにもたれかかり、半分斜めになって

寝る。

がっくん

がっくん

まぁ当時は素人なのでがっくんがっくんなった。当たり前だ。素人には使えない。

ただワタクシは使えないと死活問題なので恥ずかしいとか関係ない。

練習。次の日も練習。

そして時は流れ・・・・



今現在

つり革につかまって寝られます。

ただ

体力は回復しません。

余計眠気が覚めずに仕事場に向かうだけになります。

はい、意味なし。

ただ、睡眠欲にはたえられん

今日の一文字は「技」



ストレスストレスストレス

 あー

最近毎日打ち上げしたい気分

どこでこの怒り？気持ち？を発散したらいいんじゃ？

別に会社が嫌とか無いけど、同僚が嫌w

まぁ先輩なんですが

同じ立場のくせにがみがみ怒鳴るし

まぁワタクシが入った時から、ワタクシの立場に居た人なんでなんも言えないですが

だから余計に腹立つ

しかもなんか今不況やからか知らんけど色々厳しくて

全然余裕ない

楽譜書いてる余裕もない

ポッドキャスト更新する余裕もない

なんて住みにくい世の中なんや

明治維新がちゃんとしてたらこんな事には成ってなかったのかな

タイムマシンもってこい

ホンマしばくホンマしばく

なんか力が有り余ってしゃーない

悟空が言ってた



「くりりんのことかーーーーー！！！！！！！！！！！！」

みたいな状態で何やっても力が入りすぎてる

多分酒入ってるからだ

会社に酒飲んでから出社してやろかな

めっちゃうざい人になりそう

うっさこいつ！みたいに思われそう。下の人から

でも別に気にしない。人類最強を目指してるワタクシは気にならない

仕事しながらプリッツ食ってやろうかしら。サラダ味。バター味は味が無いからあんまり好きじ

ゃない

怒られる？人類最強を目指してるワタクシは気にしない。

大体仕事中仕事場でくっちゃ行けないなんて誰が決めたん？国家？いや、決めてない

会社？てかそんな決まりあったっけ？いつも飲食禁止とは言われるけど

（ちなみに社内で食はしたことないですけど）

まぁいいや、どこで何したって人類最強には関係ない

これを解消するにはあれだ

歌しかない

早くライブしたい

月面しましょう

シンパしましょう



そしてこの前のキヨさん企画のやつ混ぜて下さい

めっちゃ歌いたい

ピアノ後ろで弾いてもらいたい

これしかない

ちなみに横でパソコンからシャッフル再生でカーペンターズのTop of the worldが流れてる

うざくなってきた

曲を変える

Rider ChipsのRide a Firstway

何、ご存知無い！？

あれだあれ、京楽のぱちんこ　仮面ライダーのテーマソングだ

藤岡弘がカッコいいんだよ！！

わからんやつはググれ

You Tubeで「パチンコ　仮面ライダー　CM」って検索したら出てくるはずだ

今日は伏せ字とかも使わないぞ

ってか個人ブログで伏せ字を使う意味が分からねーんだよ

しかも最強だから伏せない。むしろ出す。めっちゃ出す

あー早く歌いて〜

最強でもロケーションの用意は協力が要る。だからよろしく。

しかし楽譜は書けない。最強は四次元ポケットから出しそうだが時代がワタクシに着いてきて



ない。

まぁいいや。どうでも良くなってきた

寝る

今日の一文字は「強」



新iPod

新iPod

やめてくれ

待ち人数100人とか

むりだ

買って

ちなみにiPod nanoカメラついてるけど、動画しか撮れないからねw

ただ、まだ今の段階では音が成りません

だからiPodを動かしている風で盗撮とか平気で出来ます。

この前東京だっけ？靴の上にiPod nanoくっつけて盗撮しようとして捕まったバカがいましたよw

はやっ

安直ww

こんな事すんの日本人だけなんだろうなぁ

そのうちアップデートで改善されます

多分



今日の一文字は「忙」 



長い検索文字

 多分誰しもが思っている事だと思うんですけど、

CMとか番組の最後とか、なんでも

「○○○○」『検索』

っていう、このキーワードで検索かけて、っていうのあるじゃないですか。

んで、さっきのCM

「エネオスエネゴリエネファームで検索して下さい」

長いわ

そんな打ち込ますなや

しかも、これで検索かけたら

全然違う人のページが検索結果に出てくるし。

まぁCMの書き方も

エネオス

エネゴリ

エネファーム

で検索して下さい。

って書いてた



ややこしいわ

ていうか、

わざわざ検索する奴おるか？

まぁ、検索させるよりは別の方法を考えた方がいいね

今日の一文字は「告」



久々にベース

 あーアカペラはいいもんですね。

昨日久々にkambridgeの練習をしました。

めっちゃ久々のベース

ベースって、久々にやると楽しいですよねww

毎回やってると飽きる飽きる飽きるけどw

しかしホント忘れてる・・・

だめだなぁ

アカペラも出来なくなったらワタクシには何が残るんだろう・・・

練習後にはお隣で練習していたクレパの後輩バンドの歌を聞かせてもらう。

うまい

うまい

うん



いや、ホントにねぇ、アドバイスを上げて？みたいな状態になってたけど、

全然アドバイス要りませんでした。

っていうか自分で考えて果たして１回生の時あっこまで出来ていたかと。

ベースあんなに音出てなかったし、女性陣もうちんとこ多分ハモってなかった（失礼w）

それに比べて全然ハモってたし、ベースの音は聞こえたし、

追加注文するぐらいしか出来ませんんでした。

先がすごい楽しみだよなぁ

いいなぁ

我がBrooklynは大丈夫なのだろうか・・・

最近まともに見た事ないから不安だ・・・

こいつらマジヤベェ！みたいな人出てこないだろか

学祭出たいな見たいな

出れなかったらせめてお忍びで見に行こ

今日の一文字は「期」



連休2日目

 まず色々報告が・・・

iPodが結局色々でましたね・・・

しかもiPod nano、カメラで静止画の撮影が出来ないとかw

動画しか撮れないとか・・・

iTunes9もWindowsとMacに入れていろいろ検証中です。

んで

今日は免許更新に行ってきました

初回更新。

青くなっただけ

ゴールドにはあと3年か

がんばろ

更新中にメールが来てライブに誘われたので行ってきました

なんか懐かしい人たちがいっぱいいました

アカペラとか弾き語りとか見ました。

なんかいいよな〜



アカペラもやりたくなったけど弾き語りもやりたくなった

ピアノ部屋に置いて練習しよかなもう一回

かろたさんみたいに弾けたら楽しいだろうな

あとみんな歌うまかったな〜

りえさんのHEROよかった

また来月とかにあるならぜひとも混ぜてほしいな〜

もしこの日記見てたらよろしこ (=ﾟωﾟ)ﾉ

明日は・・・たぶん夜に飲み会だけど

それまでなにしよ

今日の一文字は「奏」



まさに今恐怖の・・・

 大発表が行われています。

Apple社のWWDC。

毎年この時期に新iTunes、iPodが発表されてました。

今年もくるかと思うと・・・怖い・・・

またしんどくなる

ちょっとくらい事前にどんなもんかとか教えたらいいのにね

マスコミとかみんな興味しんしんだろうし

ただ

明日・・・いや、もう実質今日ですが、今日から４連休！

４連休とか仕事始めてから初めてです。

なにしよ

意外と時間を持て余しそうだな・・・

練習とか飲み会とかで頭数足りなかったら呼んで下さい。

多分ぼけぼけしてるんで

新iPodとかももし出ても店頭とかで触ろうとか思わないし

どうせ人多いし



今の時間はiTunes9、iPhoneOS3.1のリリースだけ発表されてます。

iPod来ないでほしいな・・・

iTunes9もCocktailって新機能、iTunesLPっていう新フォーマットが追加されてる見たいなんで

９割恐怖、１割期待というか楽しみにしつつ、寝ます

今日の一文字は「檎」



バカの一つ覚え〜選挙速報編〜

お久しぶりです。

何かめっちゃ久しぶりになってしまいました。忙しかったです。 

はい

またこの時期がやってきました。

選挙です。

いや、選挙やるのはいいんですよ。日本を良くするためにね

ワタクシも行きましたし。ランニングのついでにw

ただ

今この時間

テレビ

どこ変えても

選挙速報。

バーカ



バーカ

まぁ今回は自民が初めて負けるだろうって事で注目はしてるんでしょうけど

今までも自民が圧勝していた頃も、同じ事やってたし

んで、その度ワタクシ日記に書いてると思いますが、

チャンネルどこに変えても選挙

選挙

また選挙

偽善の24時間テレしゃーないから見るか〜と思ったら

選挙速報

バカにしてんのか

ここでとっとこハム野郎でもテレビで流してみろ

視聴率めっちゃあがるぞ

普通視聴率稼ぎたいなら、周りと違う事しないと行けないと思いません？



どこもおんなじ事やってるし

ホンマバカ

野球の下にも割り込んでるし。

偽善24時間テレビの上にも割り込んでるし

ワタクシがテレビ局のえらい人ならとっとこハム野郎やりますね

まぁそれかレッドカーペットみたいな普通の番組

アニメとか

選挙速報なんてどこもやってるからいいやん！

差別化を計って数字取るぞ！

みたいなね

誰かこの選挙速報だらけのテレビに賛成の人居たら挙手をお願いします。

テレビの意味が無い

てか、募金する人もする人

その募金、２４時間テレビの出演者のギャラですよw

全然使い道透明じゃないしね

テレビなんて・・・



見てなかったら遅れてると言われて、見てたらイライラさせられる

誰かなんとかしてください

今日の一文字は「呆」



絶叫マシーン、お化け屋敷の意義

 こんばんは・・・

連日仕事のくせに終電に間に合って無いタスクです。

途中の駅までは電車があるのでそこまで電車で帰って、後タクシー

だめだよな〜こんな生活してたら

普通の人より所得少ないし

今日は久々に１９時までに家に帰宅できましたｗ

ただもうすごいおねむです。

さて、表題の件ですが

これを思ってたのが「世界の果てまでいってＱ」

でしたっけ？なんかお祭男で宮川大輔？漢字不明。が絶叫マシーンとかお化け屋敷に行ってたん

です

んで、怖い怖いとずっと言ってたんですけど

確かにちょっと怖かった

ブランコとかめっちゃ３００ｍ下に放り出されそうな感じやったし・・・

んで、今日は何が言いたいかというと

なんであんな絶叫マシーン系って遊園地並ぶんですかね？



ワタクシホントみんなの反感を買うんですが、絶叫系が嫌いです。

チキンってわけじゃないです。チキンでもいいですｗ

別に乗れって言われたら全然乗るんですが、何が楽しいのか（ ´,_ゝ`）ﾌﾟｯ

んで、何が嫌かっていうと、普段あまり感触のない、

落下時の無重力、っていうかちょっと浮力がある感じのとき。

内臓がうわって上に上がってきて、オエってなるんです。

なんか長嶋監督みたいに何言ってるかわからなくなりましたｗ

とにかく内臓が上がるのが気持ち悪いんです。

んで、無い腹筋で内臓を押さえつけようとするからしんどいんですｗ

アレさえなかったらどれだけいいか、

ってか何でみんな怖いのにいくんですかね？

おばけ屋敷もそうなんですよ

絶対みんな罰ゲームで行ってるわけじゃないじゃないですか

自分から好んで入る人が多いでしょ

んで

「ぎゃー！」

とか

「わー！」



とか

怖いの分かってるんだから行くなって

いっつも思うんですよ。

何で皆様怖さを求めてるんですか？？？

平穏が一番じゃないですか。

スリルとかホンマいらんし

そういうのに振り回されるのがいや

なので、怖いだけの絶叫系やお化け屋敷の存在意義も分からなくなりました。

テレビでお化け屋敷からぎゃーって声がしてたけど

怖いって分かってるなら行くなよ！

って思ってしまうんです。

明らかにムジュンしている！ですよ。

しかもわざわざ何時間も並んで怖いの求めてどうするんだっつーの

あーあ

これで一緒にテーマパークに行ってくれる人が居なくなりました(´д⊂)

なに？元々居ない？



｡·｡ﾟ·(Pд`q)ﾟ·ﾟ｡ 

明日走ろ

誰か飲みに連れて行ってください

今日の一文字は「怖」



走ってきました

 頑張って走ってきましたヽ(○´∀｀○)ノ

んでビリーもやったし

椅子で足上げ？５０回とかもやった

今日はいい具合にカラダが疲れました

ただ今日起きたら１４時でしたｗ

どんだけ疲れてたんやｗ

まだ起きて１２時間経ってないですからね・・・

普通なら２０〜２１時に起きて１２時間が来ますからね〜

ただ別に普段カラダを酷使してるってわけじゃないんですけどね

精神力が弱いんかな？

ＭＰないんやろな〜

でもＨＰもないやろな〜

だから今とりあえずＨＰつけるために走ったりしてます

ＭＰってどうやって高めるんやろ？

座禅とかかな？

あとソフトマッチョとかになりたい気がしてきた

なったらなったで細くなりたくなるんやろうけどｗ



最近ずっと家いるときはリストに重りつけてるんですけど

ちゃんとしたダンベルとか買ったほうがいいんだろうか

自重（腕立てとか腹筋）は効率が悪いとか効果が薄いとかってウワサ利いたことあるし

ただ前ペケポンみてて上手いこと言ってた川柳があったんですよ〜

「ダイエット　減るのは金と　意欲のみ」

確かに

それ分かる気がする

ワタクシも金はどっちでもいいけど、このモチベーションコントロールが結構大変です。

なんかONE OUTSとかONE PIECEとかみたりして、細マッチョ希望を維持してます

あともうちょっと黒くなったほうがいいかな〜

ホント今の状態、黒髪白ブタ野郎以外の何者でもないしな〜

がんばらねば。海とかヒトリでいこうかな〜

ビールも最近飲んでないな〜

先週の金曜から飲んでないな〜

いい事だろうけどしんどいわ〜



今日の一文字は「豚」



明日も走ります

 明日も走ります

ＮＩＫＥ+iPod使います

ただモチベーション維持ってこれ結構むずいかも

元々運動全くしない人なんで、なんか部活やってて、走ることが癖づいている人ならいいだろう

けど

ワタクシの場合走ることが元々大嫌いとキタｗ

しかもうちの地元アップダウンが激しすぎてジョギング向いてないんです。

下り坂でつまさきが痛いか、上りでしんどすぎるかみたいな

なんかジョギングコースみたいなんわざわざ行って走りたいです。

アップダウンあるとすぐへばる···

明日は走るのと、ビリーやろう

あと多録と

ピアノとかもそろそろ練習したいな

なんでその曲ひいちゃったん？みたいなん弾きたいな

ただのＪﾎﾟｯﾌﾟとかｗ

あとできればドラムとかもしてみたいな〜

ただ手二つと足一つ（場合によっては二つ）と、同時に違う仕事を３つやること絶対無理



仕事でも誰かが聞きに来たら自分の手完全に止めて聞いてきた人に集中するし

じゃないとどっちかが絶対おろそかになるし

ホンマこういうところおっさんやわ〜

女性なら一気にいろんなことできるもんな〜

なので

カラダ、体力づくりと音楽をやります。

最近酒のんでないな〜〜〜〜

やばい

将来、後ろ指差されながら

「あいつは昔すごかったんだけど、今やアル中さ」

いや、それならまだいいか

「あいつは全然何もしてないくせに勝手に酒におぼれて死んだのさ」

とかいう人になったらどうしようかと

今から心配してますｗｗ

今日の一文字は「予」



RPGの名前決め

 今日練習でスパイシーとマルコ（なんかこれだけ読むと日本に居ないみたいです）

と一緒に話していたんですが

ドラクエとFFって最近のは違いがあって

主人公の名前決めるんですよね、ドラクエ

んで今度の９って全員顔とか決めないとだめなんですよね

んで名前も全部決めるとか

確かに感情移入できるとは思うんですが

なんかな〜

名前決めるのってめんどくさくないですか？

ちなみにみんな結構適当な名前つけてますが

（子供の頃は何でもかんでも「うっピー」って名前つけてる奴とかいましたが）

だれにでもその名前呼ばれるんですよ！？

う○こなんて名前をつけたら

「おお！よく戻ったう○こよ！」

とか

「助けて頂いてありがとうございました。う○こ様！」

とか



なんかみんなう○こ扱い。

ワタクシもクロノトリガーで「バカアホか」とか名前をつけた事があります。

オープニングで母親に起こされるシーンがあるんですが

「バカアホか・・・

　バカアホか・・・

　バカアホか！！」

と起こされて物語が始まります。

そして母親がカーテンを開けて一言

「ああ、リーネの鐘があんなに気持ち良さそうに歌ってる」

思いっきり罵倒しといて

何事も無かったかの様に振る舞う母親

みたいな状態になりました。

そしてクロノトリガーってワールドマップからどこかに入る時って地名が出るんですが

自分の家に入る時



自分の家に入る時

「バカアホかの家」

なんか

すごいダメ人間が済んでるみたい

みんなどんな名前つけるんですかね？

自分の名前つけたら

聖剣伝説なら

「その後、タスクの姿を見たものは居なかった・・・」

とかになるし

なんか「ランティス」みたいな『っポイ』名前をつけたら

誰かに見られた時はずかしいし

めっちゃ本気やんみたいな。

だから、

4以降？のFFみたいに全部キャラ設定してもらっている方がうれしい

すぐ物語に入れるし。

ドラクエやる前に絶対30分から1時間かかるんでホントいや

9は4人だもんな〜



超めんどくさい

だから３もやった事ない

一番人気あるのにw

5とか6はやりました。

6はこの前やりだして3日くらい前に越しましたw

ティナとかスコールとか全部決まってて楽。

もし子供とか生まれたら

14日間までに子供の名前決定できるかな・・・

絶対、絶対悩むわ。

今日の一文字は「名」



羞恥心「泣かないで」の最初

「顔を上げなよ」

「もう泣くなよ」

「大好きだから」

前から思ってたんですが

この最後の「大好きだから」って

三段論法になっていますか？？

※三段論法っていうのは・・・まぁ、何がどうでどうなったみたいな文の組み立て方みたいなや

つですわ

なんか急に大好きだからって言われてもw

しかも歌詞中には「氷った心が解けるまで好きだと伝えずずっと暖めてあげるよ」

って



最初に好きって言っちゃったよ

みたいな

まぁこんな細かい事言ってると羞恥心ファンにおこられそう

でもなんか他にあったでしょうに

「そばにいるから」とか

「そんな顔はみたくないよ」とか

おっ

いい事言った (=ﾟωﾟ)ﾉ

----------------------------

ちなみに同じ事を弟に聞いてみたら

「上地やからなんでもあり」

「おバカだから『好きだと伝えず』の前に好きって言っちゃった」

との事です

なるほど

でも最近さらにバカキャラが出てなんか影が薄い気がします。

上地とかは好きなんですが、いつの間にか出てきたあの山田

前も書いたっけ？なんかあのレベルでテレビに出していいのかって

あの会話レベルで？

まともな仕事できへんであれw



まともな仕事できへんであれw

てかあの人なんの人？w

まぁいいや

iTunesでシャッフル再生してたら今回の話を思い出しました。

-----------------------

昨日Nike+iPodのセンサーとアームバンドとNikeの専用シューズを買ってきて

早速走りました。

あかん

体力めっちゃ無くなってました。

あえなく5kmでギブアップ・・・

まぁ、最初はこんなもんですよね・・・

徐々に目標を遠くして行きたいと思います。

休みの度に走ります☆

今日の一文字は「論」



走ります

 NIKE+iPod買います。

まぁ実際はiPod touch持ってるんで、センサー買います。

あとＮＩＫＥのシューズ買います。

ジムいくよりとりあえずお金かからない方でやります。

仕事の役にも立つし

がんばろ

最近ショッピング行きたいです

なんか服ないし

靴もないし

いってきます

今日の一文字は「走」



楽器バンド

 今日上司のバンドに歌を教えに行ってましたw

なんでやねんw

でもホントなんです。

上司（といっても歳近いですが）が前からバンドをやってはりまして、

そこのボーカルが結構下手で

お前アカペラやってたなら教えに来いって言われて行きました。

まぁ聞いた感じはというと

正直、なんや別に何もないやんただ聞かせたかっただけやん

って感想を言おうかと思ってましたが

正直

ロック向いてないw

まぁそのボーカルの人は会社関係ないんでずばっと言えますが

直接は言えなかったなぁ〜

まぁノドいためる歌い方してましたし

声でてなかったし

ピッチは低すぎるし



なんか全部の文字でしゃくってるから

なんか聴きづらかった・・・w

まぁお腹から歌って下さいねとは言ったけど

やりにくかった

そしてバンドの人は車で５人で帰り、ワタクシは電車で帰りましたとさ

何で！？w

まぁ別にいいけど

最近なんかずっと会社帰りとか休みの日飲みたい症候群やわ〜

いや別にアル中とかじゃなくて、なんかどっかからまっすぐ帰るのが嫌になったっていうか

んで夜にどっかいくならビールかなとw

シフトで早番だと五時半には帰るからホントにアフターファイブ生活なんだよね

みなさんどっか行きましょ☆

今日の一文字は「授」



最近また書いてないなぁ

 また滞ってました

タスクです。

忙しい

なんでだろう

平和に毎日過ごせないものでしょうか

まぁいいんですけど

平穏すぎるのもヒマだろうし

最近だから１日があっというまです

だめですね〜

色々やりたいことがあるのに手が回らないし

多録も手回らないし

どうしよう

今日はアレ○から電話をもらいました

iTunesの再生回数が消えた〜

と嘆いていました

身近でそんなとこ気にしている人がいるんや！



と、ちょっとハッとしました。

お問い合わせであるとイラッとするんですよ

再生回数なんかにこだわってるなんて、なんてケツの穴の小さい男だ！

って

自分もそんな豪快な男ってわけじゃないですが、

そんなどうでもいい所気にしないわ〜

まぁ彼は友達に電話をかけて聞いてるからいいですけど

そういうの聞いてくる人って、わざわざサポートセンターにかけて

「データ移動したら再生回数が消えた！どうしてくれるねん！」

みたいな人ちょいちょいいます

自分がそんな問い合わせしたところ想像したら

なんかめっちゃ隠れたくなりますねw

俺なんでそんなとこにぎゃーぎゃー言ってたんやろ？みたいな

世の中ホントいろんな人いるわ

今日の一文字は「忙」



多録で苦労

 すいません、やっと気がつきました

ワタクシって全然歌ができないｗ

ライブで誰かつっこんでくれよｗ

結構音ずれちゃうもんですね

まぁ家静かなんで、んで録音したやつをインイヤーヘッドホンで聞いてるから

ちょっとずれてもやたらと聞こえてしまう・・・

なんか全体的にぼかすエフェクターみたいなんないかな？

MacのGarageband08だとエフェクターが微妙なのよね

ちょっと反響するようなだけみたいな

ミキサーに付いてる簡易エフェクターみたいな感じ

本物みたいに高音と低音だけ出したり、なんかもっとエフェクターらしく

いろんな効果に変えれるとかないんかな

こっちもあるけど、変わりすぎｗ

だれか機械に詳しい人募集ｗ

iLife０９中古で買ってGarageband09を入れます

んでPodcastで流します（まだ言ってる）

もし流せたら聞いてください



ああ

タスクはこんなもんかとｗ

今日の一文字は「痴」



ライブで「みんなで！」っていう催促

表題にもあるとおり、

有名な歌手のライブって

まぁ有名じゃない人も真似して

サビとか

「みんなで！」

とか

「エヴィバディセイ！」

みたいなん言って歌わせようとしますよね

あれホンマうざいｗ

歌ってる人からしたらめっちゃ気持ちいいでしょうけどね

前も書いたっけこれｗ

こっちは聞きに来てるのに、しんどなったんか歌詞忘れたんかしらんけど

歌わせんなとｗ

トライトーンのアカゆこんとき全部歌わせるから

ホンマキレそうになったｗ

あー首里そば食いたい



今日はバーベキューして楽しかったです

ホンマフルパの皆様お邪魔しました。ありがとうございました。

機材だせなくて残念でした。

OBの歌いっぱい聞きながら肉食いながらビール飲めたらどんだけよかっただろうかヽ(○´∀｀○)
ノ

でもいろんな人が絡んでくれたので楽しかったです☆

ボーリングもしたしね

ボーリングとかホンマ２年ぶりくらいちゃうかな

弱くて迷惑をかけましたｗ

まぁバーベキューも言ったら５年ぶりくらいだけどねｗ

なんか１回生とか入ってきた時覚えた人がもう就活してる、卒業するんですとか

２回生とか思ってた人がもう働いてる、自分と同じOBとかって話を聞くと

ホント時間が過ぎるのは早いな〜って実感してしまいます。どうしても

少なからずショック受けたｗ

まぁ、時は過ぎても覚えてるんでまた絡んであげてください

じゃあまたOBライブで(´ε｀)

今日の一文字は「皆」



多録出来るようになった☆

今まで多録って人んちのMTRでやるしかなかったけど

ついに

家にある機材だけで多録できるようになった〜！！

遊ぼｗ

MTRだと高いけど、持っていたMac使ったら

あとはUSBで音を取り込めることさえできればいけた！

30000円ださなあかんかな〜って思ってたのが10000円弱でいけた！

録音、編集、音重ねはMacのOSについていた

Garagebandというソフトでできてしまったのだ

これでPodcastにして配信してやろｗ

変な歌いっぱい録音して流してやろうｗ

Podcastはただだから著作権とか言われないだろうしｗ

わーい

どんどんひきこもりになるワタクシｗ

今日の一文字は「録」



今日の一文字は「録」



服盗られる

 盗られると言っても

親にですけどｗ

前買った服をオカンがくれくれって話をしていましたが、

ついに奪われました。

机に３０００円ぽーんて置かれて

「あの服もらうから」

安いな

交通費とか歩き回って選んだ料金とか含めたらとても足りないし

ってか服代も３０００円で買えたとは言ったけど消費税とかあるし

って言っても後の祭

自分で探して買ってくるって事をなんでしないんだろう

しかも男物やし

まぁちょっと中性的ではあるけど・・・５分袖だし



あーまたなんか買いにいかなアカン・・・

どうしよ

いつどこに買いにいこ

誰かついてきてください

まだヒトリで服選ぶの苦手やわ〜

今日の一文字は「盗」



ホットミン

 っていう商品最近CMでやってるじゃないですか

会社の冷房が冷えすぎて耐えられないから中からあったかいみたいな

どんだけ贅沢な話やねんw

って思いませんか？

消せばいいだけなのにw

うちの会社経費経費言われてて暑いですしw

てか冷房ごときに体調を調整しないと行けないってのがいやですよねw

わざわざお金払って冷房対策ってw

どうかと思うな〜

エコしろよ

存在意義の分からない商品かと

今日の一文字は「無」



オバハン志向・・・

 今日たまたま、前に書いたガーデンズで買った服を着ていったんです。

帰ってきたらオカンがワタクシの上着をやたら気に入って

「小さくなったらちょうだい！」

ワタクシが選ぶ服は

オバハンもんか！？

まぁ5分袖やし

そうなるんかな

しかも「小さくなったら」ってw

この歳になって服が小さくなる事ってないしw

毛糸かw

もうセール終わってるかな

違う都市のセールいこうかな

今日の一文字は「歳」



休日・・・

 何しよう

最近やる事ない

MTR借りようかな

Podcastでも作ってみようと思う

誰かMTRモッテコイ

最近ずっとインターネットでターちゃんみてる

あんなむきむきに一回なってみたいです

今日の一文字は「暇」

誰か飲みに連れてって



男の夏のオシャレ

 誰かオシャレってどんなもんなんか教えてください。

なんかホンマわからんくなりました。

いや今までも別に分かってなかったけど、これまで以上に分からなくなりました。

というのも、前に一人で買い物行ったって書いたと思いますが、

そん時にあった服がないですね〜ってのも書きましたが、

ほんとにね、なんか夏服ってなんでこんなどこもダサイんやろとか思うんですよ。

大体めんどくさい原色系とかばっかやし

なんかくしゃくしゃのダサイ半袖Yシャツやし

ガラもんやし半袖のくせにまくるためのボタンは袖についてるわ

なんかみんなカッコいい人はどうやって過ごしてるんだろうかなと思いました

ガーデンズにもそんなカッコいい服来てる人全く居なかったし

その前に美容院行って、ちょっと高めのUrban Research（スペル忘れました）とか

Journal Standard（スペル不明）とか行ってみたらいいですよ〜って言われて、

高いのは知ってたんで結構大金もっていったんですよ

でもなんか

周りの店と変わんないし

これ買うなら隣の店の3000円ので済ますわみたいなね



結局済ましたしw

でもガーデンズにあるのってurban Research Doorsだったからかな？？

なんか安めの店なんですよ〜って言われていったけどなんか大した事なかった

ちゃんとイーマのやついけばよかったかな？？

なんかちゃんとした服着たい衝動がなんか出てきました。

がんばります。

あとちゃんとした服が着れる様にジムとかにもいこうかな

たださっき調べてたらコナミとか月13000ちょいやったし

たっか〜

いけるかな

がんばります

今日の一文字は「観」



七夕に

これgoogleのトップページ

すごいいい絵やわ

キレイ

こういう粋なことする所好き

うちの会社は絶対ないｗ

今日の一文字は「夕」



買い物

 買い物いった〜

ヒトリでｗ

ガーデンズ、カジュアルなんしかないわ〜

もっとフォーマルなんがいいのに

なんか最近、スーツのベストみたいなんをTシャツの上に着るのと、

Yシャツのそでをまくるのが流行ってる？？

なんかYシャツの袖をまくるやつってボタンがついてて、

なんか15年くらい前に流行っていた感じじゃね？

ボタン

あれダサイ気がする

まぁそんなおしゃれじゃないからワタクシの方がダサいのかもしれませんが

服選びってむつかしい

結局今までと同じ様なん買っちゃうんだよな〜

服の選び方誰か教えてくれ

ただ行きかう人も、この人かっこいい服やな〜って人いないしな〜ｗ



ところで

今テレビ見てて思ったけど

シャ●プのCMですが

佐藤隆太が雨がどうのこうの〜って言ったあとに

「何か気づかない？」

「・・・・生乾きの臭いがない！」

・・・・・・・・・・・

そこには行き着かない

普通何か気づかないって女性に言われたら

なんかアクセサリつけてるとか髪形変わったかとか見ると思うけど

生乾きの臭いってｗ

今日の一文字は「独」



月月火水木金金

 タイトルの言葉ってご存知ですか？

キン肉マンも歌ってたような気がしますが・・・（キン肉マン知らないからあんまわからない）

まぁずっと働いてるよって事です多分

今週は特にそんな感じでした

ていうか先週の水曜からずっと働きっぱなし？かも

先週の水曜はシフトで休みやったんですが

まぁ普通日曜休みで月曜もシフト休みやったんですが

そん時ある方の葬儀になりまして

日曜月曜と一日中受付とかお金の管理とか行ったら突然やらされて死にそうになりました

んで帰ってきたらショックな出来事もあり・・・

んで会社行ったらクライアントに提出するレポートを全部ヒトリで仕上げ・・・

普段やらなアカン仕事はできず・・・

他の先輩は普段やらなアカン仕事しかやらず手伝ってくれないし

木曜に提出、プレゼンで死んでその後から今日まで猛追で1週間分の仕事を終わらせました

社会人ってこんなもんなんかなぁ

残業したいなぁ

まにあわな過ぎるし

体力、気力ともに完全になくなりました・・・



お昼抜きとかしょっちゅうやし

あってもカップめんやし

健康に悪いな〜

ビリーも先週できなかったし

明日絶対やろ

髪もきりにいこ

また行ったら「普通の人の２〜３人前ですね〜」って驚かれるんだよｗ

折角の休日に髪の毛切りにいこってなかなかならないんだよな〜

でも夏だから暑いしムレるし

ワックスつけてもつけなくても一緒になるし

髪も絶対切りにいこ

受付とかお金の管理とか全部したのにそれに対する御礼とかもなかったし・・・

まぁ無いだろうけど・・・

ちょっとしたお礼の言葉だけやったし・・・

折角の二連休を完全につぶしてがんばったのに・・・

んでちょっと腹立ったから、葬儀屋さんが間違えて２つ後会葬御礼（きてくれた人に渡すちょっ

としたみやげ）

をくれたんですよ。てかお通夜の分もらってなかったからちょうどいいやと思って

中みたら500円の図書カードやったし、これで文庫本でも買って気を紛らわすかと思ってたら



親に見つかってめっちゃ怒られたし

ていうか見つかるって観念じゃなかったし。

別に向こうが勝手に渡したし、ちょっとした役得やって思ってたけど

後で向こうに請求が行くからアカンって

いやいやいや

お前らメソメソしてただけやん？何手伝った？

全部まかせっきりにしやがって

俺だってちゃんと参列したかったし

お前らが通夜んとき親族でメシ食ってビールとか飲んでる時に弔問者の相手したの誰やと思って

るん

って感じですわ

よくこのテンションで1週間過ごしたな

クライアントにプレゼンするときも先輩だけど同じ役職の人が

前日の業務終了50分前になってプレゼン資料をみて

これじゃアカン、まったく結果とアクションが伴ってない

とか言われて

ああしろこうしろって言われて残りの50分、次の日プレゼンする前の2時間くらいで急いで仕上げ
て提出したら



クライアントにばばつっこみされて

なんか俺がやらかした風になって

その後その人は、この部分はあーだったとか、もっとここはこうしたらよかったとか言い出して

お前が言ったところだけがおかしかったんだよ

俺が自分で作ったところはいいねって言われたんだよ

その後ずっと仕事中キレてたみたいで怖かったんですって。周りの人に後で聞きました

あーなんか、

疲れた

仕事に存在意義があるのか疑問

とりあえずゆっくり寝て考えよう

もしここまで長々と根気よく付き合ってくれた人がいたら

ありがとう

あなたのおかげで少々救われてます

今日の一文字は「働」



すべらんなぁ〜っていう台詞

 すべらない話ってありますよね

私途中からしか見れなかったのですっごくくやしかったんです

録画も出来なかったからYouTubeで見てますが・・・

いっつも思うんです

なんかどうでもいいゲスト？面白くないゲストがCMのキャッチアップっていうんですか？

「すべらんなぁ〜」

っていうやつ

あれいる！？

いらんやろ

そのあとのどうでもいい人の感想とかコメント

ホンマいらんやろw

あれなんか意味あるん？

まぁいつも言ってますが

存在意義の無い事が嫌いなんですが

あれホンマいらんわ〜



どうでもいい人にモニター越しで見せてどうするん

じゃあDVD配れよ

ホンマでもこれ面白いな〜

こんな風に日常会話語れたらいいやろうなぁ

この人らって誰かに聞いてもらってネタ作ってるんかなぁ

いいわ〜

ワタクシもなんかないかなぁ

今日の一文字は「滑」



ビリー隊長

 ひさびさに今日はビリーズブートキャンプをしました。

めっちゃ体びきびきになったし

体動かないもんですね〜

ただ体力これから作っていきたい。

めっちゃ

体力欲しい

そしてお金をかけずに体力が欲しい

ただ家でビリーさんをしていると

家族に見られたら恥ずかしいし、

ねっころがる場所とか両手広げられる場所が無いし

でもこれから早番で早く帰れる日はかえってから毎日30分間しようかしら

やろう

あと会社の部下？に借りたスティーブ・ジョブズの伝記？も読めてない

よも

本って文庫本の大きさ以上のやつって持っていけないけど

電子辞書じゃ自由に読みにくいし

なんかいい方法ないかしら

あとエンジャパンみよ



みていこう

所信表明

今日の一文字は「頑」



すべらない話ってないなぁ

 さっきちょっと、いやがっつり

すべらない話を見ていました。

おもしろいですよね〜あれ

みんなあんなネタ色々用意してすごいな〜と思います

なんでみんなあんなに面白い話があるんでしょう

まぁ面白く無い普段の逸話も面白く話せるから職業にできるんでしょうけど

そういうのって自分にホンマないなぁって思います

普段の生活でそんなおもろい事ってあるかなぁと

ふと振り返ってみて

あるいは聞いた話でもいいけど振り返ってみて

・・・・・

・・・・・

ないわ

全く無い



これ話したらどこでもウケる

とか

まぁちょい笑いが起きるかな

みたいなん

マジない

これはヤバい

アカペラでMCする時致命傷

MCだけやのにおもしろいしゃべりする人いますもんね

なんでそんな何気ない事を面白くしゃべれるんだと

そこでそんな単語が出てくるか

みたいな人いますよね

あーゆーのって成れるんかなぁ

がんばり次第とかで

最近いろんなもんに成りたい

今は面白い人に成ってみたいです

人生一度だし

まぁすぐ飽きるだろうけどw

今日の一文字は「芸」



似てる曲

 どこでこれを感じたか忘れたけど

今日思ったのは

福山雅治の「桜坂」と

宇多田ヒカルの「First Love」

なんか似てません？

なんでやろ？

まぁ同じキーなのはわかるけど

コード進行も同じなんかな？

まぁ別に精査した事はないから何となくでしかわかりませんが。

楽譜に落としたら分かるやろうけど

なんかそういう風にして作曲するのもありかな〜とか思ったり

ってか作曲する人って結構そういう名曲のコード進行だけ借りるとか多そう

違いますか？

あとマイナーコードをメジャーコードに変えるとか

そんなんしてたら楽しそうw

なんか最近音に触れてないから（カラオケすら行ってない）



ホンマ衰えてそう

いろいろなもんが

どうしようかな

なんか色々やり直してみようかな

今日の一文字は「似」



笑イガーマスク

 まぁエンタが面白くないことはみんなご承知のうえだと思うんですが

なんかどうかなと思うところが

ネタが面白くなくて

まぁそれでも笑うのはいいと思うんだけど

「笑イガーマスクです」

「わははは」

自己紹介したトコになぜ笑いが！？

 
まぁいいと思うんだけど

ムリに笑うのは良くないよな

でも今ムリに笑って治療するって方法もあるもんな

ビーイングとかだよあれ絶対・・・

そこ笑わなくていいよ



今日の一文字は「笑」



○のもんたのペリペリ

 みなさまこんばんは

今日は○のもんたがどの番組でも多様する「ぺりぺり」についてです。

ペリペリはご存知ですか？

アレです、フリップとかパネルについている、

ジャン！っていう音と共に公表したい時に使うぺりぺりと剥がすアレです。

ちょっと思い返してください。

○のもんたが出ているテレビ番組であれの使用がなんと多い事か！

特に朝にやってる「朝ズバッ」は多いですね。

んで何でこれを書こうと思ったかというと、

さっきたまたまケンミンショー見てたんです。

あの嘘ばっかりの番組w特に大阪のコーナーがうそばっかりのw

そこでもぺりぺりどんだけ使うねん！ってつっこみそうになるくらい

使ってたんです。

そこで思ったんです

これは何かあるなと

まぁ実際はちょっと分からないですが

ワタクシの予想では、

○のもんたは実際ぺりぺりを作る会社、もしくはぺりぺりを使ってパネル、フリップを作って

テレビ会社に売る会社を持っているんじゃないかと。

んで出演する代わりにフリップをうちの会社から買え、とかって契約をしてる・・・

とかって思いません！？

じゃないと○のもんただけあんなぺりぺり多い理由が分からんし！

あんな環境がどうとか朝ズバで言っときながら紙の無駄遣いして

あんなのパワポみたいなやつで画面上に表示させた方が



あんなのパワポみたいなやつで画面上に表示させた方が

どんだけ効果的で経済的に作れるか。

今使っているMacのKeynoteとか使えばパワポより十分いいのができるし。

テレビ的にも問題が無いのが作れるし。

って言いたい。

小一時間問いつめたい。

以上w

今日の一文字は「剥」



楽しみ

 いや、何が楽しみって言う訳じゃなくて

楽しみな事ないなぁ・・

と

悲観しています。

なんか学生の頃ってあーもういくつ寝ると〜

今なら夏休み〜とかあったし

クリスマスとか正月とかやたら楽しかったし

そういうのありましたが

ホント社会人になってから

ワタクシだけかもしれませんが、そういう

楽しみイベントっていうんですか？

なんか無くなったなぁ・・・としみじみ思ってしまうわけです(>_< )ヾ(^^ )

みんなはどうやって、どんな気持ちで日々を過ごしているのかしらん

なんかあーもういくつ寝ると・・・みたいなんあるんかしらん

仕事でもそういうのあるんかしらん

もう少しするとあのプロジェクトが始まるからめっちゃ楽しみ！とか

そんなんなんかなぁ・・・



もうこの年になると楽しみって飲み会だけみたいな感じがするんやけど

どうでしょう？

なんかよくあるお父さん像で

家族がどっかいこうよお〜とかって言ってて

お父さん疲れてテレビの前でゴロゴロしてる状態から動けずみたいなんあるけど

あんなん信じられへん

ワタクシやったらドライブの一つや二つに連れてくけどなぁ

とにかく休みは家にいたくない

外にいたい

家に休日居る事のつらさといえば無いって感じですね

遊びたい

遊びがない

ホンマない

まぁ企画する事もないけど

なんかいい事ないかしら

誰かどこかに連れてって

今日の一文字は「痍」



パンデミック宣言

 パンデミック宣言

なんなんでしょう、これ

まぁ結論から言うと

新型インフルエンザが

フェーズ「５」から「６」に移行されたらしいです。

MSNのニュース記事です。

どうなんですかね。

実際のところ

このパンデミック宣言っていうのは香港風邪っていう昔の病気以来の宣言らしいですよ。

その香港風邪っていうのは記事にもありますが、死者１００万人。

普通の季節インフルエンザは毎年５０万人（結構怖いんですね！）

一方このインフルエンザは

感染者２万７７３７人、死者１４１人

http://sankei.jp.msn.com/life/body/090611/bdy0906112332005-n1.htm


いや、まぁ死に至る病気、という所では怖いですよ？

ただ

季節性インフルエンザの方がパンデミックじゃね？

明らか大したことないやん。

2万人って

いつものインフルエンザ感染者が５０万人じゃなくて、死者が50万人でしょ！？

普通のインフルエンザの方が怖いわε=ε=ε=ε=ε=┏(ﾟロﾟ;)┛ﾀﾞﾀﾞﾀﾞｯ!!

やっぱあれなんですね

未知の恐怖には過剰に反応しちゃいますよね。

フェーズ６か

がんばりましょうねｗ

名前「パンデミック宣言」に変えようかｗ

ちなみにパンデミックは「世界的大流行」やって

いい名前かも！！！



今日の一文字は「６」



テイネンピー

みなさまこんばんわ

突然ですがこれご存知ですか？

くらら〜

ぺ〜〜た〜〜〜

て〜〜ねんぴ〜〜〜〜〜

ばかか？



まぁ、楽しげでいいと思うけど

何の宣伝やねん。

今日の一文字は「馬」



秀逸だなぁ

 こんなこぴぺを見つけました。

ネットの中ってホントいろんな人がいて、そういう人の考えを

ダイレクトで記録としてみることが出来るからすごいですよね〜

-------------------------------

真実なんていくつもあるので、別に6つじゃなくてもいいのですが、
きっと少ないほうがややこしくなくていいのかもしれません。

ただはっきり言えるのは、人生の真実を求めている人は多いと思います。

ある人生の真実をご紹介します。

真実１．自分の舌ですべての自分の歯に触れることはできない

真実２．きっと大半の愚か者は、真実1が本当か試している

真実３．真実1は真っ赤な嘘である

真実４．きっとあなたは自分の間抜けさにニヤニヤしている

真実５．もうすぐあなたは別の愚か者にこれを教えようとする

真実６．あなたはまだニヤついている

むしろ真実でないほうがよかったという例です。

ええ、世の中の真実なんてこんなもんです。

-----------------------------------



いや〜

これやってもーたし

愚か者ｗ

こういうの考える人ってホンマすごいと思うな〜

普段どんな生活してるんやろ

こういう事ばっかり考えてるんだろうかｗ

たまに考えるのは

こういういろんな人の知識や考えをまとめて

自分の頭にいれらんないかなとｗ

一気にいろんなこと出来るようになりそうｗ

今日の一文字は「逸」



人類の不思議＞訂正印について

 ワタクシはこのブログで常々言ってますが、存在意義の無いものが嫌いなんです。

その中の一つが「訂正印」

これはホンマ日本人のみの特徴ですよね。

ワタクシは最初訂正印のことを知らなかったんです。

訂正○みたいなんがあると思ってました。

そしたら何のことは無い、その人の印鑑やと。

間違ったとこに印鑑押してどうすんねん。

まずそういう重要な書類は捺印が必要ですけども

それと同じはんこを二重線引いたとこに押してどうすんねん。

自分の承認印と訂正するはんこが同じって。

押す必要あれへんやん

ってか訂正したのって二重線引いたらわかるやん

あれをホンマに押す意味がわかれへん

もうなんか訂正しすぎて紙が半分真っ赤になってる書類とかあるし



書類の意味あれへん

やめよう。あれ。

はんこいらん

二重線でわかる。

別に失礼やないし

ってかはんこだらけの紙の方が失礼やし

赤ちゃんのいたずらか！？

みたいな

なんかやっぱ日本の変な風習変わらんかなぁ〜・・・

改革！

改革が出来ないのなら！私がぶっつぶす！

今日の一文字は「慣」



ネットの即金広告ってなんでどれも一緒の様な広告？

 こんばんは

今夜の考察はネット上で昔からある「即金ビジネス」の広告についてです。

まぁ具体的なリンクを張ってしまうと何かとまずいと思うので

こんな感じであると思うんですよ、一般の即金ビジネスサイト。

------------------------------------------------------

今までは会社の給料じゃ足りなかった・・・

深夜のコンビニアルバイトをして稼いだ金も借金を返す金になり、

ずっと一文無し。

借金もついに１０００万円を超え、人生のどん底でした。

それが

今や私は車を２台所有し、借金も全て返済しました。

家も購入でき、資産は２億を超えました。



私がなぜ借金地獄から抜け出す事が出来たのか。

きっかけはインターネットの「○○」という広告を見て思いつきました。

これをすれば、私もお金が儲けられるかもしれない・・・

その頃はろくなパソコン知識も無い私でしたがすがる様にインターネットを調べました。

すると、ある日突然

銀行の残高が

（実際の？通帳の画像）

※実際の私の通帳の画像です。

そこから天国の生活でした。

今は何もしなくても、お金が入ってきます。

毎日する事はパソコンの前で一時間作業を行うだけ。

それ以外の事は何もしていません。

余った時間でカフェに行ったりドライブに行ったりと、以前とは全く違う生活をしています。

今回は、私が編み出したこの方法を特別に伝授しちゃいます。

本当は誰にも教えたくは無いんですが



本当は誰にも教えたくは無いんですが

やっぱり同じ思いをしている人を見過ごせないので、今回の決断に至りました。

ただ、短期間で万〜億単位のお金を生むやり方なので、ただでという訳には行きません。

特別に

１００万円！

と言いたいところを

１０万円！！

何ですか？

貧乏だからそこまでのお金を持っていらっしゃらないと。

分かりました。

では期間を限定します。

○月○日○時○分までにお申し込み頂いた方は

19800円でご奉仕させて頂きます！

クレジットカード、銀行振込、郵便振込どれでも対応しています。



気になった方はまずここにお持ちのメールアドレスをご登録ください。

無料で案内メールをお送り致します。

（大体このあたりに↑の時間までのカウンターがある・・・）

ぜひこの機会にお早めにお申し込みください。

-----------------------------------------------

ってまぁこんな感じじゃないですか？

ってか今全くほんまに何も見てないんですが、結構似てる風に書けたと自負しますw

この手の広告めっちゃどこにでもありますもんね・・・

アフィリエイトやってるとこういう広告がよく出てくるんやけど・・・

ほんまに儲かってるんかいなw

Yahoo知恵袋とかで聞いてみよかな。

んで、一番今回言いたいのは

気になってるのは



なんで全部センター揃えやねん！！？

内容がどうとかより、ワタクシはめっちゃそこ気になってたんですよ。

なんでどの広告もこういうたぐいのやつってセンター揃えで誇大広告してるんやと。

なんか小学生が初めてホームページ作りました、タグ使ってみました的な作りなんですよ？

めっちゃ見にくいし、下まで読むの長過ぎるし、あれって何か研究された結果なんかな？

まぁそういう人ってお金払わす心理にする様にするんが長けてると思うから、

なんか意図があってそうしてると思うんですが、

なんで

それで

よく儲けれたなと

問いたい

今日の一文字は「謎」



無臭が重要

 こんにちは

臭いがするところが嫌いなタスクです。

見た目しわくちゃな服しか着てなさそうに見えるし、部屋汚そうに見えますが

結構キレイ好きなのです。

部屋ばっちり片付いていると思います

今日もやってたけど、ビフォアアフター？あの家改造するやつ。あれ見ててよく思うんですが

狭い狭いとかって嘆いているけど

片付けろ。

なんか全部敷地とか構造のせいにしてるけど、明らかに部屋ぐちゃぐちゃすぎるねん

んでリフォームが終わったら

「うわぁ〜（泣）」みたいな感じでちょっと泣きを入れるとOKみたいな

結局全部捨てたから広くなっただけでしょうあれはｗ

部屋汚い人とか、部屋狭いと思ってる人って、ホント片付けるのが苦手だと思います。

片付けるの＝捨てるのが苦手な人かな

これ後で何かの役に立ちそうと思って置いといたり、これ捨てたらもったいないなぁとか思って何でもかんでもおいて

いる人がいますが（うちのオカンとかそうなんですが）

これがよくない

ばっさり切り捨てる感じでやらないといつまでも片付きません。

ばっさり捨てましょう



片付けるブログみたいなん作ろうかなｗ

流行ったりして

最近、あなたも片付けられる！本みたいなん多いですもんね。

まぁワタクシもオヤジから教わったので自分ではここにたどり着かなかったかもしれませんが

みんなきれいに過ごしましょう

そうすればすっきりした気持ちになれるはず！

今日の一文字は「片」



新型インフルエンザが東京で発生しないワケ

 おこんにちは

最近はなんか新型インフルエンザってすごいですね

待ち行く人ほぼマスクつけてるし

誰かに聞いたけど、名古屋へ営業いくとき、大阪から営業に来た人が

「マスク未着用で来ないでください」

って門前払いを食らったとかw

バロスw

どんだけ過剰反応やねん

アホやろ

すっかりテレビにいいように煽られてるw

やっぱテレビの影響力ってすごいですよね〜

ワタクシも未知の病気にびびって・・・

ないですよw

かかったらかかったでええやん

てか周りにかかってる人おらんし

それやったら大丈夫やろ



さて、一番おかしいのは兵庫、大阪ばっかり感染者がいて

他の都市部に少なすぎるって言う事ですよ

大阪にそんだけおるなら東京はもっと絶対おる！

って思うんですけどね〜

関東はまったく発生しないですね

それはありえんやろ

そこで思うのが

陰謀

これは慎太郎の陰謀じゃないか？

この前騒がれていたのは「オリンピック東京誘致」

もしかしてこれにやっきになって、

「東京に感染者がいるって分かったら誘致できないから、陰性って診断しとけ！」

みたいな極秘勧告を出してるんちゃうか！！！！？？？

って親父と弟がメシ中にわめいてましたw



でも確かにありえなくもないなぁと、ワタクシにしてはめずらしく

家族の意見に関心してました。

まぁ、もしそれが本当なら

慎太郎、もう遅いw

すでに世界４位にランクアップしてるんだよ

（１位メキシコ、２位アメリカ、３位カナダだっけ？、４位日本らしい）

どう考えても今ここにはIOCも来たくないw

がんばってくれたまへ

ただ無駄金になるのはしゃくですがね

今日の一文字は「謀」



こんな時間じぇねえか

ちょり〜す

あ〜働いているのにこんな時間まで起きているとか・・・大丈夫かいな

丑三つ時っていうんですよね、こういう時間の事を。

早くねないと

iPod touchでこんなゲームやってます

なんかゲーム以外する事ないんかってねw

てかみなさま休みの日は何してるんかな？

ショッピングとかドライブとかじゃない日。

家に一日いる日ってたまにあると思うんですけど

そういう時ってどうしているのかちょっと気になるわ〜

ちなみに私は右手でゲームやって

左手でMacでこういうブログとかアフィリエイトとかやってますw

時間は有効に☆

有効なのか！？w

もっと有意義な使い方教えてください

今日の一文字は「意」



結婚！？

 えっ

松本人志結婚！？

Yahooニュース

久々に書いたと思ったらこんな内容で・・・

なんか書く書く言っててもこんな調子です。

近況報告

・FF7CCっていうPSPのソフトやってたんですがようやくクリアしました。
なんかめっちゃ強くしすぎて最後のボスの一撃が６とか、７とかくらいしか食らいませんでした

。なんか逆に可哀想でした。でも最後は・・・なんか泣きそうになった・・・

・電話取る人じゃ無くなりました。なので今ストレスってあんまりありませんw

夜中起きれるのっていいよね

また明日

明日？w

今日の一文字は「驚」

http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/entertainment/marriage_and_divorce/?1242566489


久しぶりだ〜

 JUGEMテーマ：日記・一般

皆様お久しぶりです☆

ふー

何ヶ月ぶりだろう

あけましておめでとうございます・・・はさすがに言ってるかw

てかもうすぐ今年も半年なんですね〜

まだたまに平成２０年か２１年か迷うし

またそろそろ日記書き出していこうかなぁ

ところで一言世の中に申し上げておきたいのは

これは多分皆様も十分に分かってると思うけど、

「県民ショー」

どんだけウソ書くねんw

ポールウインナー？

まったく見た事ないw

見た事、食べた事あるんやろうけど、多分魚肉ソーセージやと思ってるw

んで他県民の人驚き過ぎw

http://jugem.jp/theme/c1/1/


魚肉ソーセージくらいあるやろw

魚肉ソーセージの様な合挽ソーセージみて

「こんなの見た事ない！！」

ちょっとは魚肉ソーセージかなと思え。

あーゆーのって、あれは伊藤ハムからお金もらって、売れないものの宣伝をしてるのかしらん

みんなめっちゃおいしいおいしい言い過ぎやもん

ずるいわ

大阪はあんなウインナーみんな食ってると思われるやん

まぁワタクシは大阪じゃありませんがw

今日の一文字は「挽」

追記

今ブログ確認したら、４月の最初に「ミラクル久しぶり！」

どんだけ野放しにしてんだw



ミラクル久しぶり

 みなさんお久しぶりです！

めちゃくちゃ日が開いてしまいましたが・・・いかがお過ごしだったでしょうか？

こちらは退屈な日々が続いておりますw

まぁなんで急に日記また書くようになったの？というと

Mac買いました！

写真とかはまた今度はっつけるとして、

Mac miniを購入したんです。

めっちゃちっちゃいMac。

といってもオークションなんで中古ですけどね。

このブログもそのMacから書いています。

仕事場で使ってたキーボードの感触がめっちゃ好きになってしまい、

同じキーボード、マウスも買っちゃいました。

もちろんオークションでw

ただ奇麗な状態で来たんで当たりでした。

でもなんか仕事してるみたいw

てなわけで

それだけ伝えたかったからブログにまた手を出してみましたw



今日の一文字は「M」



英語の問題

 突然ですが、ワタクシは勉強が苦手です。

小学校、中学校とかホント毎日が地獄でしたなぁ・・・

今日は少し思い出すところがあったので、その時の話をしましょう。

ワタクシが嫌いなもの：存在意義の分からないもの

なんですよ

人間はなんで存在しているの？って言われたらそれまでなんですがｗ

それはおいといてｗ

勉強でもこれが顕著に出ていたんですよ。

例えば国語。

結構得意でした。

全国模試で４位とかになったりもしました。１回だけ。

やっぱ、国語って必要だと思うんですよ。日本人である以上一生ついてまわるし。

質問の意味もちゃんと理解できるんですよね。

あと日本史

自分の国の歴史も知らない人にはなりたくないですしね。

自分の国で何が起きているか、もしくは起きていたかくらい把握できる人間にならないと。



日本史はめっちゃ得意でした。点数も8〜9割取ってました。

あと生物

なんか生き物の事分かることまで知っていたら便利かなと。

人間の体の構造とか。これも自分に一番関わることだし。

何か異変があったとき祈祷に頼るのとかいやだしｗ

得意でした。

逆に苦手なもの＝存在意義が分からないもの。

数学

いや、これは知る必要は在るんですよね、実は。

現在社会って経済とか何でもかんでも数字で計っているし。

ある意味合理的で仕方の無いことだから出来たほうがいいんですけど。

あのよく分からない定理？

三角関数、微分、数列、方程式・・・・・

あれって何のために存在してどういう意味を持っているのか、誰も教えてくれませんでした。

それを知っていれば代わっていたかもしれません。

ただ、ワタクシが受けてきた授業は、定理そのものを証明しろとかそういう話はあったけど、



それが何を表すのか、どういう意味を持っているのか、本質の部分を教わりませんでした。

だから嫌いなんでしょうか・・・ホンマ苦手でした。

英語

英語・・・・いや、ホンマに必要なんですけどね

この社会で生きるに英語は必須なんですよね。

だから必死で覚えましたよ。ターゲット1900とか。全部覚えたし。マジで。

ただ

問題がホンマに意味分からん。

全く存在意義の分からないものばかり出してきて、ワタクシのやる気を著しく損ねました。

英語の問題で一番苦手だったものがあります。

多分あれが最低に苦手。

数学の難しい公式くらい苦手。

それは何かと言われたら？



イントネーションを問う問題。

分かりますか？

あれですよ。

vol-un-teer

どこにイントネーションをつけますか？という問題。

すぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅ

どうでもいいわ。
 
どこにイントネーションがあるかなんてどっちでもいいやん 

中国語みたいに、どこにイントネーションがあるかで全く違う言葉になるんやったら別ですが 

同じ言葉やん 

関西弁みたいなもんやんボランティーアーってのっぺり言っても伝わるやろ！！！ 

とか思って全くイントネーションの勉強をしませんでした。っていうかしたくありませんでした



。イントネーションがなんやねんと。 

お前ら 

す-ごい 

どこにイントネーションつけますか？　

　　　・

す-ごい　　？

・

す-ごい　　？
 

正解ある？

関西人は前者ですよね。 

東京の人もそうなんかな。 

ワタクシは下なんですよねｗ 

要するに、伝わるやんと。 

それが英語の知識においてどのくらい重要なんだ！？ 

とすんごい疑問視していました。 

結果、えらいことになりましたがｗ

そういう意味の分からない教育ってダメですよね。 

先生方には頑張って欲しいものです。 

存在意義を分からせたら成績が伸びる！ 



存在意義を分からせたら成績が伸びる！ 

な気がするんですよね〜。 

今日の一文字は「意」



サッカーでのやってないアピール

 えーっと

昨日？

おととい？

３日前？

なんか覚えてないんですけど、サッカーありました。

なんか思っていたんですが、

まぁ頑張ってるけど、日本ってホント決定力無いよなぁ

とか思ってました

サッカーできへんくせにねｗ

一番思ったんが

サッカー特有のあのアピールっていうんですか？

自分が相手ゴールの後ろ（何ラインっていうか分からないんですけど、相手チームの人間が出し

たらコーナーキック、自チームの人間が出したらゴールキックになるところ）に出しているのに

、日本の選手の誰かしらんけど、マイボールアピール。

いやいやいや

お前が明らかに勝手に出したんやん



相手にぶつけて出しましたよ的なアピールはやめなさい

誰かが痛がったら、やってないアピール

両手を挙げて私やってません〜知りません〜みたいな

あれって必要なんですか？

あれをやれって教えられるんですか？

野球には無いあの動き。

なんかアレいややわ〜

カメラのスローで見たら分かるやん

審判もそこそこちゃんと見てるって

もう少しアピールの練習する前に

ゴール決める練習したほうがいいんちゃうんかなぁ

とか

サッカー全く出来ない人間がうだうだ言ってみたり

ただのひがみｗ

今日の一文字は「訴」



ユーポス・・・

JUGEMテーマ：日記・一般

ユーポス

このCMはなんなんだ

いろいろひっかからんのか？ｗ

こいつはヤバイｗ

キティちゃん・・・・

いいいのかキティちゃん！！？

サンリオもよくOKしたなこれ！

イメージってもんがあるだろうに・・・

まぁ

ユーポスもキティも鼠もみんな売れてハッピー！って感じなんかな・・・

ユーポスでこれ考えてる人誰！？

ユーポスの宣伝作ってる人毎回すごいわ〜

ユーポスのCM作る仕事したいｗ

誰かコネないか・・・？

http://jugem.jp/theme/c1/1/


ないか・・・

でもわらかされたｗ

もっと話題になってもいいと思う

あのCM

要チェック

今日の一文字は「異」



寝れど寝れど・・・

JUGEMテーマ：日記・一般

寝ても寝ても・・・

ねむい

なんでこんな眠いんかな〜〜

春じゃないのに

冬なのに

風邪まだ治ってないからかな〜

明日はちょっとゆっくり寝てみます

でも寝てたら寝てたで腰いわすからな〜〜〜

今日の一文字「睡」

http://jugem.jp/theme/c1/1/


しんどさの象徴

JUGEMテーマ：日記・一般

これ、見てください

すごい、けだるそう

いま

ワタクシは

こんな感じです。

ものすごいけだるい

寝ても寝てもしんどい感じがします。

寝すぎるから？

まぁやばいです。

http://jugem.jp/theme/c1/1/


ぬ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜ん

って感じで生きてます。

アカンよなぁ

ただの体力低下なんかな？

しかし何か何もする気おきひんなぁ

しかもこういう事にしか写メ使おうとしないし

宝の持ち腐れｗ

今日の一文字は「怠」



電話プッシュホンの音

JUGEMテーマ：日記・一般

今日も仕事忙しかったなぁ・・・

忙しかったんですが・・・

忙しいなりに

なんかたまにぽっかりと暇を持て余す時間が発生するんですよ。

で

そん時ひますぎて

風邪で頭がおかしいのも手伝って

そうや

電話の音を使って、もっこり遼さん（シティー●ンター）が番号解読ってやってたけど、

ホンマに出来るんか！？

とかって考えに何故か至り・・・

手元にある電話で遊んじゃいました！！ｗ

バカス

http://jugem.jp/theme/c1/1/


おもむろにワタクシは電話機を手に取り

ぴっ

ぴっ

なるほど、確かにちょっとずつ音が違う感じがする。

ならば！

俺の特殊能力発動！！

絶　対　☆　音　感　！！

キュピーン

タスクは絶対音感を発動した。

（ちなみに絶対音感は意識して発動するものではありません・・・勝手にそう聞こえちゃうもの

です・・・）



ぴっぽっぱっぴっぽっぱっぴっぽっぱっぴっぽっぱっぴっぽっぱっぴっぽっぱっぴっぽっぱっぴ

っぽっぱっぴっぽっぱっぴっぽっぱっぴっぽっぱっぴっぽっぱっぴっぽっぱっぴっぽっぱっぴ

っぽっぱっぴっぽっぱっぴっぽっぱっぴっぽっぱっぴっぽっぱっぴっぽっぱっぴっぽっぱっぴ

っぽっぱっぴっぽっぱっぴっぽっぱっ

まぁアホなオサーンがいましたよそこには

判明！！

ずばり、載せましょう

まぁ果たしてこれが全てのプッシュホンに該当するか、というとそうでもないと思いますが、

公衆電話とかはこれに当たると思います。

もっこり遼さんみたいに公衆電話の電話機に盗聴器しかけておけば、電話番号もばっちりだぜ！

まぁ公衆電話使う人そんなにおらんけどｗ

ずばり図解！！

1（下ファ　上レ）　2（下ファ　上ミ）　3（下ファ　上ファ＃）



4（下ソ　上レ）　5（下ソ　上ミ）　6（下ソ　上ファ＃）

7（下ラ　上レ）　8（下ラ　上ミ）　9（下ラ　上ファ＃）

＊（下シ♭　上レ）　0（下シ♭　上ミ）　＃（下シ♭　上ファ＃）

となってました。

それも、どれも機械の中で鳴っている音だからかわかりませんが、

レにしてもレとレ＃の半分間くらいなんですよね

だからファ＃とかはファ＃とソの間くらい。

シ♭はシ♭とシの間くらい

だからものすごい不協和音を奏でているんですよね。

それであの独特の音が鳴るという。

誰が考えたんやろ

そういえば今書きながら思い出したけど、これコナンでやってた！！？？

歌うたう人と受話器が外れている状態で歌って鳴らしたっけ？？？？

あれってワタクシが解読したのそのままやっけ？？？

まぁいっか



ワタクシはこう解読しました。

はい暇人

でもそのあとメッチャ仕事忙しくなったとさ☆

今日の一文字は「音」



大西ライオンを見直す

JUGEMテーマ：日記・一般

まぁまたタスクが意味不明なことを言い始めたと思っていただければ結構なんですけどもね

今まで大西ライオンなんて見向きもしてなかったわけなんですよ

それがふとたまたまみたイロモネアに出てはったんですけど、

結構おもしろいですね？

ワタクシこの人、

心配ないさ〜〜♪

っていうくらいしか芸が無いと思ってたんですけどねｗ

いや実際テレビを見る機会が少ない人間はそのくらいにしか捉えてないとおもうんですｗ

でも

イロモネア見てたら結構引き出しあるんですね〜〜

なんかやたらミュージカル知ってるのもおかしいっていうかアンバランスというか

声もいい声なのかおもしろい声なのか分からないしｗ

んで、ようつべで確認したらなかなか

いやホント、心配ないさ〜だけで通すのかと思っていたら、全くそれ出てこないしｗ

逆にいろんなミュージカル風を貫き通していてよかった☆

http://jugem.jp/theme/c1/1/


ワタクシが好きなのは

この３つ目

バ〜〜〜〜〜〜〜〜〜ンバババババ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜ン

オペラ座の怪人☆

ミュージカルみたくなってきたかもヽ(○´∀｀○)ノ

今日の一文字は「獣」



風邪を引いてました

JUGEMテーマ：日記・一般

かなり更新が遅れました···すんません。

ていうか久々に風邪を引きまして。

まぁその前から違和感はあったんですが、あれってホンマ急に来ますね？

違和感とかはあったものの、特に風邪の諸症状は出てなかったんですよ。

それが、しばらくしたらある日のお昼くらいからちょっとコホコホしだして

んでその日は普通にイ●ジンでうがいとかしまくって寝たんですが

その次の日起きたら

あれっ・・・

ばたっ・・・・

みたいな感じで起きれなくて

そのまま何も出来ず

３日間寝ました。

http://jugem.jp/theme/c1/1/


しかもその間もほんとに何も出来ませんでしたよ。

子供の頃とか熱なのをいい事に、ファミコン三昧とかやってたのに

いまやそんなことをする余裕が全く無いです。

医者とかばっちり行って、なんもせずに寝まくって寝まくって

回復に３日かかりました

しかもこうやってPCの前に座ってますが、まだマスクしてるし何も手につかんし

くらくらするし・・・

これってなんなんですかね？

回復力が無くなってきてる？

ハガレンで言ったら再生力が無くなってきている？

年齢のせいですか？

それとも運動不足のせいですか？

野菜不足は無いと思うんですよ。

お医者さんに行ったときもビタミンB1を補う薬とかって出されて

それだけ２錠飲むように言われて、どんだけビタミン足りてないと思われてるねん

みたいな

野菜食いまくってるっちゅーねん



成年男子の中では結構野菜食ってるほうやと思うけどなぁ

魚は成年男子の中で一番食ってないほうやけどｗ

魚かなぁ魚食ったら風邪にならんのかなぁ

まぁなんにせよ

空気おいしいとこに行きたい

このへんどこ行っても空気悪い

たまには外で深呼吸したい

でも春も深呼吸禁止の季節だしなぁ

花粉症になるし・・・

今日の一文字は「倒」



いかがお過ごしですか？

JUGEMテーマ：日記・一般

正月も終わり、成人の日も終わり、皆様いかがおすごしでしょうか。

さて

このあたりから平凡な日常ですねそろそろ・・・

年末は忙しいけどクリスマスとか晦日とか、その後正月とか、色々とイベントが目白押しになり

ますよね。

１月のこの時期迎えたら

何も無いですね

ほんま何も無い

まぁイベント事が無い。

この時期に何したいねんって言われたらそれはちょっと困りますがｗ

何かもうバレンタインの特集とかしてるし

気がはええよ

チョコ今から買ったら腐るだろうが。

でもちまたではチョコの話がちらほら。

http://jugem.jp/theme/c1/1/


それ終わったら卒業式がどうのこうのとか言うんだろうな・・・

春までのこの時期って今思えばあんま好きくないかもです。

寒い

とにかく寒いし

イベントないし

バレンタインは(ﾉ＝ﾟﾛﾟ)ﾉ ⌒┫:·’.::ﾔｯﾃﾗﾚﾙｶﾆｬｱｱｱｧｧｧｧｧ!!!!

だし・・・

卒業も無いし

卒業旅行も無いし

次楽しみなん

花見までなんもない！！！

　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─┐ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　｜も｜ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　｜う| 
　　　　　　　　　　　　　　　　　│来│ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　│ね│ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　│え | 
　　　　　　　　　　　　　　　　　│よ | 



　　　　　　ﾊﾞｶ　　　　ｺﾞﾙｧ 　 　 　│!!│ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　└─┤　ﾌﾟﾝﾌﾟﾝ 
　　　　ヽ(`Д´)ﾉ　ヽ(`Д´)ﾉ　(`Д´)ﾉ（　`Д） 
　　　　|‾‾‾|─|‾‾‾|─|‾‾‾|─□（ ヽ┐U 
〜 〜　‾◎‾　　.‾◎‾　　‾◎‾　　 ◎−>┘◎ 

あー

つまんね

誰かなんかおこさんかな

今日の一文字は「鬱」



お一人様１日３箱まで！

JUGEMテーマ：日記・一般

たまにお昼ごろにやっているテレビショッピングで、

青汁？かなんかの宣伝をやってます。

そこで、子供でも飲みやすい！！って宣伝をしてます

そんな青汁あるかなぁ？

とツッコミながら見ていると、

さらに、

「大人気商品につき、お一人様１回３箱までにさせていただきます！」

いやいやいや

http://jugem.jp/theme/c1/1/


３箱一気に買うやつおらんやろ

何売れまくっちゃって無くなっちゃうからガマンしてね的な事を言ってるんだ！？

オイルショックならぬ青汁ショックか。

すごい自意識過剰なCMやなぁと思ってみてました。

人間心理をついたCMなのかしらん

ロフトとかで同じ様な商品が並んでいて、在庫状況が著しく少ないものがあれば

そっち選ぶ人結構いるもんなぁ

心理を突くのって人間社会で生きるのに重要だよなぁ

とか思いました。なんか飛躍したかもｗ

今日の一文字は「傲」

ブログ持ってるなら登録したほうがいいですよ！１００人くらいは登録しただけで

一気に来てくれます！たくさんの人にブログを見て欲しいならまず無料登録しときましょう！

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓



http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1HNI8G+GBMVMI+1RMA+5ZMCH


冬の日の2009

JUGEMテーマ：日記・一般

classってデュオご存知ですか？

しらんかｗ

なんかめっちゃ年をさらけ出してる気がするけどｗ

別におっさんじゃないですよ？ｗ

いや知ってる人は知っている

夏の日の1993ていうめっちゃ有名な曲を出した人たちです。

結構いい曲なんですよね〜〜

カラオケでもちょいちょいいまだに歌ってる人いるし

んで

なんでこんな話をしてるのかというと

classが新曲を出してたんですよね

その名も

「冬の日の2009」

http://jugem.jp/theme/c1/1/


ひねれば？

しかもメンバー１名代わってるとの事で。

さらにメロディー一緒との事で

いや〜

ひねれば？

と何回でもいいたくなる

この一緒感。

まぁ歌詞的には1993の人らが2009年まで歳くって

そんときどうやねん、みたいな話らしいんですが

ワタクシは歌詞をまともに聴いている歌はな〜〜〜〜い

日本人にしてはめずらしいんですかね？

曲よけりゃなんでもいいねんみたいな

なのでむっちゃ一緒感。

いい曲やからいいんですけどｗ

一度聞いてみるべし。

今日の一文字は「同」



ブログを持ってる人は登録してアクセスアップ〜〜



http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1HNI8G+GBMVMI+1RMA+5YRHD


ゴールデンに只野・・・

JUGEMテーマ：日記・一般

前回只野になりたいといいましたが

まぁあくまで人間的というか、あの役割的というか、そういう話です。

しかし正月夜中やってたけど、たまたまそん時家族全員でボードゲームの人生ゲームやってて（

まずそれが意味わからん）

そこにヤってるシーンとかおっぱいシーンとかが結構出る出るｗ

一人で見るのは全然いいですが、家族で見るとあれほど気まずいものは無いですなｗ

でも何か私以外の家族はみんなストーリーとか知ってるんですよね〜

んで

今日とか

メシ食うときワタクシと親父しかいなくて、

親父と２人でテレビみてたら、只野・・・

そして

案の定

アンアンシーンがｗ

いや、ちょっとはマシやったか

モロだしは無くなったし、ブラパンティ着用やったし

http://jugem.jp/theme/c1/1/


しかし気まずいわｗ

そういうエロ系の話する家庭じゃないし。

しかし８時（９時）にあんなモロだし番組やっていいんか・・・？

まぁ昔やってた失楽園よりはマシなんかな

いや、あれは重いけど、こっちＡＶみたいに結構モロだししてるぞ・・・

なんかこの文章読み返したら、エロ系に興奮してる小学生の文章みたいｗ

今日の一文字は「露」



恥ずかしいヤツ

JUGEMテーマ：日記・一般

仕事帰り、道を歩いていたら

チーマーみたいな格好したおっさんがしゃがんで、隣でぼーっと突っ立っているおっさんと談笑

していたと思うんですが、

「うひゃひゃひゃひゃ！なんやそれはひゃひゃはしゃぎすぎやって！こっちが恥ずか

しくなるわ！はしゃぎすぎうひゃひゃ」

多分その場に居たら分かると思うんですが

お前の方がはしゃぎすぎじゃ

普段からあんな笑ってたら人生楽しいんだろうか・・・

いやどうなんだろうか、なんかバカでずっと暮らすのも嫌やしな・・・

ホンマは全てをお見通しの上で、バカみたいに笑えるのが一番いいんやろうな。

最近正月テレビみてて思ったけど、只野仁になりたいｗ

http://jugem.jp/theme/c1/1/


あーゆーのいいよね

ただ、あーゆー風に能ある鷹的な人やったらいいけど、

今生きるのにいっぱいいっぱい！

な人はどうしたらいんでしょうｗ

今日の一文字は「鷹」



無欲

JUGEMテーマ：日記・一般

なんかちょっと金銭的に余裕が出てきたので、何かごほうびに自分に買おうかなって思ったら

なんか何かっていいかわからんｗ

ちなみに今日は靴下を買いましたｗ

何か他にないんかっちゅーねんｗ

服とかも自分でがんばって買う気にならんしな〜なんでかな？

本とか見に行ってもまったく何も買いたい本無かったし・・・

物欲どこいっちゃったんやろ？

儲けた金ほぼご飯とかで終わってる気がする。

まぁいいことなんかもしらんけど、ダメだよなぁ・・・

なんか使えたらOKみたいな感じになってるわぁ〜・・・

今日の一文字は「悟」

http://jugem.jp/theme/c1/1/


あけましておめでとうございます！

JUGEMテーマ：日記・一般

明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い致します。

早いものでもう2008年が終わったのですね〜

もう2009年ですか。早いなぁ〜〜

去年であれば、やっと2007じゃなくて2008という年に慣れてきた頃に、また

2009年になってしまうという···

またこの2009年というのに慣れるのに時間がかかるんですよね。

「2008年１月···違う違う、2009年や」

みたいな。

しかし今年はいい年にしたいなぁ

とりあえず躍進を目指します。

でも去年下半期の目標でもあった、作品を１つは書き上げる、という目標は達成できず・・・。

意味ないなぁ

じゃあ今年、っていうか２月までの目標は、２月最終日までに１作品を書き上げる、にします。

がんばろう☆

今日の一文字は「躍」

http://jugem.jp/theme/c1/1/


おなかちっちゃなった

JUGEMテーマ：日記・一般

いや、おなかはでっぱってますよ？ｗｗｗｗｗ

ちっちゃなったのは

胃袋とか

中身？

なんかメシの量とか酒の量とか、許容範囲が確実に小さくなってる。

昔とかはフードファイターのドラマ（草なぎ剛主演）とかみて、

「フードファイターにでもなるかぁ」くらいに考えたこともありましたｗ

事実、北海道に行った時はすごかったです。

地元でラーメンを食べた時の物足りなさはどこへやら？

家族で行ったんですが、いつも家族でラーメン屋行くときは半チャンセット（ラーメンとチャー

ハンのハーフセット）を食べているんですが、

ワタクシはその少なさが許せなくて、ラーメンとチャーハン１つずつ頼んでました。

なんと贅沢な子供・・・・

で

いざ北海道

http://jugem.jp/theme/c1/1/


行ったのはもう完全な食べ盛りです

まぁ家族もいつものように半チャンセットを頼むわけですよ。

ワタクシもいつものようにラーメンとチャーハン１つずつ頼みました。

するとどうよ

でかっ！！

うちの地元のラーメン、チャーハンの2.5倍はありました。

いや、マジで。

その時は子供ながらに、コレが北海道か！と感動したモンですｗ

そして、それも平気で平らげて、

しかも家族全員がラーメン、チャーハンを残している（半チャンのくせにうちの地元のラーメン

、チャーハン１つずつ頼んだときのサイズと同じ）ので

まとめて平らげました

なんか北海道の宣伝みたいになりましたがｗ

とにかく昔はそんくらい食えたんですよ



ところが

いまは

今日のお昼

カレーパン

野菜ジュース

以上

しかも時刻、17：10〜

朝飯食べた時間、07：10

まぁ、それは夕飯やというツッコミがきそうですが、

とにかくそれくらいしか食べなくても平気になりました。

去年のいまどきとかも弁当作ってもらって、その上春雨ヌードル食ってたのになぁ

歳、だよなぁ

忘年会シーズンですが、明らか自分より年上のおっさんがビールを浴びるように飲んだり、

メシをぎゃあぎゃあ騒ぎながら食ってるところをみると思います

うるさい



もそうなんですが、それ以上に

元気やなぁ〜

と感心します・・・

だめだよなぁ

なんで普段から元気がないのでしょう

なんかどっかに溜まってるんですかね？

なんかたまに思うんですよね〜普段こうエネルギー使わないんですが、

いつか何かあったときにそれが全部爆発して何かやらかすんちゃうかいなみたいなｗ

ないかｗ

マンガのみすぎｗ

今日の一文字は「騒」

北海道の話思い出したからはっとこｗ

産地直送でおいしいもの食べれます☆

でも北海道のラーメンは最高やったなぁ・・・

さすが札幌ラーメン(´ω｀)



http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=UB5EO+GF7H96+1KO+69P01


電話を受ける側、かける側

JUGEMテーマ：日記・一般

今日久しぶりに某大手通信会社に電話しました。

インターネットつながらなくなったんです・・・。

PCには自信があるので、PC上とかモデムとか終端装置とか散々いじったんですが

結果はアウト・・・

最終手段として電話しちゃいました。

そしたらショック、機械自体がおかしかったらしいです。

そらいくら頑張っても治らんわけだ・・・＿|‾|○

まぁそうすると係の人が直接来て見てくれるっていうんですが、

話を聞いていると１０〜１７時までしかできないらしくて、来る時間も１０〜１２時か１２〜１

７時っていう大きな縛りでしか予約取れなくて・・・

仕事１１時からのときとか９時に来てくれたらいいなと思っていたのに無理らしい・・・。

結局次の休みまで来れないことになってしまいました・・・。

こういう仕事ってそのシステムをそのオペレーターの人が動かせないのを知っているから文句も

言えず・・・

その間ネット仕事している人とかはどうなるんやろう？やっぱ優先的に回せたりするんかな？

そんな事ないやろな〜ネットって使えなかったらこの時代ホント困るし・・・

でもその会社には結構ネットが切れてよく電話しているんですが・・・そういう時って会社変え

た方がいいんかなぁ・・・？

http://jugem.jp/theme/c1/1/


何にせよ、ワタクシも仕事が似てるし、電話をかける人ってこういう気持ちで掛けて来てるん

やなぁ〜っていうのが分かりました。

ただ、パソコンの問題をこっちに持ってきて文句言う人とかは無理ですけどね〜パソコンは専

門じゃないし。

電話に出てくれたオペレーターの人は今どういう症状で、この操作をするとどういう事が分かる

とか教えてくれなかったんで全く何をしたかよく分からなかったんですが・・・

自分は気をつけよう

人の振り見て我が振り直す。

某デジタルオーディオプレーヤー買って電話してめっちゃ難しい質問したら私が出てくる可能性

が高いですｗ

お待ちしておりますｗ

今日の一文字は「掛」

iPodを持っている人、持って無くてiTunesのトラブルがある人、いろんなトラブルの解決方法を
載せているのでぜひご覧下さい！

http://ipodtrouble.cyber-ninja.jp/


宇宙まで890万円

JUGEMテーマ：日記・一般

ニュースでやってました

民間のお金持ちが890万円で周回軌道？のところまで連れてってもらうらしいです。

いいですよね、宇宙旅行とか本当になったら。

まぁ事故とか怖いですけど・・・

宇宙とか行ったらどうなるんやろ？

周回軌道って行っても地球の周りをぐるぐる回ってるだけやろ？何がおもろいねん、

というなかれ。

宇宙に行ったら今までと同じ人生を送れなくなるらしいですよ。

まぁ、いい意味でか悪い意味でかは分かりませんが・・・

まぁいい意味でしょうｗ

生きてるうちに宇宙にいってみたい

いいですね、こういう事が現実的に言えるようになってきた世界って

しかし師走に入る前からぐらいからか、どうでもいいニュース？が多すぎる

不景気やからやろ

はよ不景気直ってくれ・・・

http://jugem.jp/theme/c1/1/


今日の一文字は「観」



光陰矢のごとし

JUGEMテーマ：日記・一般

早いですねぇ〜

もう１２月か・・・

2008年に慣れてきたと思ったらもう2009年がくるわけですな

ホント今年何もしてないなぁ

何か成果があったんだろうか。

今月終わりに今年一年を振り返ってみるか〜

流行語もおわったし

FNSも終わったし

後はレコード大賞と忠臣蔵と紅白と・・・って感じでしょうか・・・

イブも仕事やし

はぁぁ

今日は寝よう

明日は家でぼーっとの日だ〜

今日の一文字は「早」

http://jugem.jp/theme/c1/1/


これは・・・

JUGEMテーマ：日記・一般

さ 砂糖
し 塩
す 酢
せ 青雲
そ それは

今日の一文字は「虚」

http://jugem.jp/theme/c1/1/


外から帰ったら手洗いうがい・・・

JUGEMテーマ：日記・一般

最近外から帰ったら手洗い、うがいを家では絶対しています。

仕事場がやっぱ空調かなんかで乾燥していてのどがらがらになります。

気温変化も激しくて体調管理も厳しくやらんとだめなこの時期、

うがいはイソジンでやってます(´ε｀)

そして足元を暖めるヒーター？もちょいちょい点けているので、家の部屋も乾燥します。

風邪をひかないように、家も換気を・・・

あれ？

ここで一つのムジュンに気づきませんか？

気づいた貴方は逆転裁判シリーズ製作スタッフになればいいと思います。

まさに重箱の隅をつつくようなムジュンｗ

そもそもムジュンしているかわかりませんが

http://jugem.jp/theme/c1/1/


換気ってしますよね？ワタクシは帰ったら毎回部屋の空気を入れ替えるようにしていますが・・

・

「外は雑菌だらけ！帰ったら手洗いうがいを慣行しましょう！ヽ(○´∀｀○)ノ」

「冬は部屋が乾燥して大変！暖房をつけっぱなしにしないで、何時間に１回くらいは

部屋の空気を入れ替えよう！ヽ(○´∀｀○)ノ」

そう、

まさに換気をしたときですよ。

※

外の雑菌だらけの空気が入ってくるわけですよ

びゅ〜〜〜

そしたら？

手を見てみよう・・・



・・・・・・

雑菌だらけ！！！？？

うわ！のども雑菌だらけ！

まどしめて！

早く手洗いうがいしな・・・・

がらがら・・・ごしごし・・・

ふー落ち着いた

ん・・・・

部屋があったかくなってきたけど、今度は喉がいがいがしてきたぞ・・・

部屋の換気しないと・・・

※繰り返し（エンドレス）



というわけです！

換気したら外の雑菌が入って手洗いうがいした意味ないけど、

部屋を閉め切っているとまた風邪の原因になる・・・

どないせぇっちゅーねん

これってそういう事じゃないんですかね？

なんかどれが正しいのやら分からなくなってきたぞ

こんちくしょう

とりあえず今は願掛け的に手洗いうがいと換気をちゃんとしてますが

何かいい方法あれば教えて下さい。

風邪ひかんぞ〜

あとあとめんどいし

だから寝よう

今日の一文字は「矛」



iPod、iTunesで何かお困りのトラブルがあった場合はこちらを参照！
貴方が求めているトラブルの解決方法が見つかるかもしれない！

http://ipodtrouble.cyber-ninja.jp/


iPodか〜

JUGEMテーマ：日記・一般

みなさま

ご無沙汰しております。タスクです。

なんか仕事が忙しい、ってわけでもないんですが、

なんか更新めっちゃしてなかったし・・・

いやね、

三国無双オンラインってご存知ですか？

なんかハマっちゃって

ほら、今までってストレス解消ってPS2の無双だったじゃないですか。

でも知っている史実の人ががんばっているだけなのでまぁいまいち感情移入ができないとい

うか・・・

でもこのオンラインだったら自分のキャラなんですよ〜

だからはまっているんかな？まだ下っ端ですがｗ

なんかコーエーの回し者みたいｗ

それはさておき

iPodのトラブルを解決するページを作ったんですよ。

まぁ目的としては仕事が楽になるように？ｗ

なんかiPodのトラブル多いんですもんなんか・・・

http://jugem.jp/theme/c1/1/


みかねてつくりました。

なんかあったら参照してみてください。

iPod、iTunesのトラブルはコチラ

今日の一文字は「嵌」

http://ipodtrouble.cyber-ninja.jp/
http://ipodtrouble.cyber-ninja.jp/
http://ipodtrouble.cyber-ninja.jp/


余生やん・・・

JUGEMテーマ：日記・一般

両親が二人で旅行に行くらしいです。

今までそんなんなかったからやっと子供に心配が無くなったのだろうか・・・

でも弟には一人で大丈夫？としきりに聞いています

弟も成人してるしそんな心配いらんっちゅーねん・・・

まぁ今まで旅行なんて二人で行かなかったからいいけど、

行かなかった分、今になって行きだすとつくづく思います。

親が余生を送っている・・・

だめだよなぁ

もう世代が交代しようとしている・・・

歳とったんやなぁ

まぁ

これからも勝手に元気でいてくれたら助かるｗ

今日の一文字は「壮」

http://jugem.jp/theme/c1/1/


ダイエット

JUGEMテーマ：日記・一般

今日のお昼は〜〜

春雨チゲとシーチキンマヨネーズおにぎり☆

食べた時間は〜〜〜

17時10分〜

仕事忙しい・・・

まぁ社会人ってこんなものなのかなと思いつつ

社会の荒波って大変なんだなぁと思いつつ

しかしなんでこんないっぱいいろんな不具合起きるんだろう・・・

まわり持ってる人は全く不具合起きたとか聞いたことないのに

使い方が悪いんやろな〜ｗパソコンも使い方悪いんやろうな〜ｗ

http://jugem.jp/theme/c1/1/


そして最近やせたと言われます

ダイエットはしていません

そしてお腹の幅も変わってませんｗ

でも最近結構やつれたと言われますｗ

まぁ痩せればなんでもいいんですけどね☆

そして白くなったとも言われます

そんな日に当たってなかったっけ？まぁ夏の間中も今までは外で練習したりしてたけど、今は全

く外に出てないもんなぁ

まぁ、

何もせずダイエット達成？ｗ体重計ってないからわかりませんが

今日の一文字は「蒼」

ダイエットをしてボディを作りましょう☆

ダイエットのサポートをしてくれるのはこのサイト☆

http://777beauty.nekonikoban.org/top.html


IKEAに行った

JUGEMテーマ：日記・一般

ホントに普通の日記ですが・・・

IKEAに行きました。鶴浜。

めっちゃ大きいですね〜

故に広い！

けど・・・・

上から回ろうと思ってエスカレーターを上れば・・・

あれ、２階が無い・・・

そしてもう一つ昇れば・・・

駐車場だよ・・・

そっから上全部駐車場。

なんか構造おかしくないか？

気を取り直して一回に戻ると、ちゃんと順路がありましたｗ

なんか中二階？みたいなとこに昇ると、インテリア〜インテリア

めっちゃたくさんの家具、家具・・・

結構休めのソファとかがあって目移りしました。

しかしさすがスウェーデン製（いえ、made in chinaと書かれているものが結構ありましたがｗ）

http://jugem.jp/theme/c1/1/


なんかセンスはいいけど変わったセンスのものが多かった。

そして家具類はいいんですが小物がなんかすごい外国産っぽかった。

ハンガーとか売り物がゴミの様に積んであったり（失礼ｗ）

でもキッチンのモデルとか寝室のモデルとかがあって、それはすごいよかったです。

キレイだし、快適そう。

あーゆー家に住めたら勝ち組なんだろうなぁ〜〜

憧れます

そして今日の収穫。

食事を運ぶ「トレイ」に、「まないた」

合計300円くらいｗ

ホットドック（100円）も食べました。

100円のくせに普通のよいホットドックでした。

しかしバスの前にいるおっさんもバスの運転手も店員もなんか不親切やったなぁ

カタログみているやつだけ選んで買いにいこ

でも家具も自分で解体されている部品を組み立てなきゃ使えないし、

自分でその重たい、でかいもの持って帰らなあかんし

小物を買ってその袋？も有料やったし

店員さんは「なんでここのシステムしらんの！？」みたいな感じで



すごい戸惑ってはったし

いやしらんから

紙袋有料とか

最初トレイとまないた素手で持って帰ろうかと思ったわｗ

今日の一文字は「具」



大統領選

JUGEMテーマ：日記・一般

アメリカっていいですよね

トップを決めるのにちゃんとみんなの投票で選んで

んで演説とかもみんな聞きに行ったりね。

んで話もちゃんと聞いていてその内容に一喜一憂して。

日本じゃ考えられんよな〜

日本なんかトップ勝手に決められるし。

議員の選挙とかみんな行かないし

投票した人の顔とか、何を考えてるとか公約とかも知らずに投票するし。

こういうのを形骸化って言うんやろうなぁ〜

アメリカみたいに変わらないかなぁ

タロウにがんばって欲しいですね

今日の一文字は「革」

http://jugem.jp/theme/c1/1/


学祭に出させていただきました

JUGEMテーマ：日記・一般

学園祭に歌いに行きました。

久々の学園祭でした。

歳の割りに結構張り切ってきましたｗ

現役生のみなさんありがとう（　^ω^）

なんか久々のステージやったから焦ったわ

酸素が足り無すぎて顔真っ赤になりすぎましたｗ

なんか白い白いみんなに言われすぎてたんですがｗ

美白？今年の夏はどこにも行ってないしな〜

できばえはどうやったかな〜・・・

なんかライブなんて久々やから自分の音を聴くのとか周りの音を聞くのとか

適当になったしｗ

だめだよなぁ

まぁ

楽しかったですｗ

http://jugem.jp/theme/c1/1/


できそうなら、覚えていればまた来年とか呼んで欲しいです☆

普通のライブにも呼んで欲しいです。

んで

そろそろこっち主催のライブもしたいです。

来てください☆

やっぱ久々に学祭すると楽しいですね☆

今日の一文字は「祭」



仕事・・・

JUGEMテーマ：日記・一般

なんか今まで先輩とか同年代とかが早期退職？していくのがわかる気がする・・・

就職活動はちゃんとやらんとあかんなぁ

仕事・・・

違うの探したい

でも男がリタイアするのはかっこ悪いしなぁ

クビやったらまだカッコ？がつくが、クビは無いしなぁ

仕事楽しいって言える日が来るんかなぁ

とりあえず自分で掴みに行く努力をしよ。

もっといい仕事が見つかったから辞めますって突きつけたい・・・

当面は作家目指します。

一文字でも書いて前にすすもう

一文字も書かずにゲームしてストレス発散するより、倒れるまで一文字でも多く書いて、自分の

可能性を試してみたくなりました。

仕事がこんな状態なんでより夢に力が入るというか。

ガンバろ(´ω｀)

今日の一文字は「発」

http://jugem.jp/theme/c1/1/


生きてる事が辛いなら・・・

JUGEMテーマ：日記・一般

生きてる事が辛いなら・・・

嫌になるまで生きる〜がいい♪

いや生きるけども

辛いって言ってるやん。

まぁこういうのって難しい問題ですよね

ワタクシは生きるのは全然つらくないんですが

仕事がイヤｗ

辞めるｗ

いやすぐには辞めませんが

まぁどんな仕事もしんどいでしょうけどね

今日美容院いって、

趣味とか無くて、仕事で忙しくて、彼女も居なくて大変、とかいう人が担当だったんですが、

「仕事がしんどいけど楽しいのが唯一の救い。仕事無くなったらやっていけない」

って言ってました。

http://jugem.jp/theme/c1/1/


これって結構いいことですよね〜

この歳になったら生きている時間の大半って仕事じゃないですか。

仕事が楽しいか楽しくないかって、仕事以外の時間が楽しいか楽しくないかよりも

重要だと思いませんか？

ワタクシも自分の仕事に誇りが持てたり、仕事をしていて楽しい、と思える仕事に

就きたいです。

ただ今景気悪いっていう話ですもんね〜

再就職とかしばらく無理かな〜

でも諦めませんｗ

辞めるのを諦めないって変な話ｗ

誇りが持てて、楽しい、働き甲斐がある！って言える仕事見つけたい☆

今日の一文字は「職」



車内広告

JUGEMテーマ：日記・一般

電車で変な車内広告見つけました。

＜ぬりぬりぬりぬり・・・。あっ、またぬるのに夢中になっていたわ！

あっそう

ていうかリトルナース？だっけ？に何言わせてんねん

あの広告はなんだったんだろうか。

金と銀のきんきらの吊り広告で、やたらといい紙質なので目立ってた。

確かにワタクシの目を引いてたので効果はあったと思うが・・・

引いたわ。

メンタムから楕円形のリップが出るんだと

ワタクシはリップ全く使いませんがねｗ

おわり

http://jugem.jp/theme/c1/1/


今日の一文字は「煌」



休みすぎて

JUGEMテーマ：日記・一般

休みすぎて余計体おかしくなったｗ

腰は痛い

頭はめっつあ痛い

お腹壊れてる

何か風邪っぽいけど熱は無い

どうなってんねん

新種のウイルスか？

今日の一文字は「過」

http://jugem.jp/theme/c1/1/


休日

JUGEMテーマ：日記・一般

休みになるとなんか久々すぎて忘れてる〜

体の調子が悪い

おなかいたい

頭いたい

しんどい

だるい

何か調子が止まらん

何か今まで溜まってたんかなぁ

でも仕事しているときは何ともなかったのに

で

少し考えてたんですが

仕事がしんどすぎるんですが、これはやらないとダメだったので

しんどさ

めっちゃしんどいけど

しんどすぎてマヒして意外と通常

↓

↓

↓

http://jugem.jp/theme/c1/1/


↓

↓

↓

しんどい

↓

↓

↓

↓

↓

元気！

の状態で、今「しんどい」の一つ上くらいまでやっと下がって、

色々と諸症状が出ているのではなかろうか？

とか思った

後風邪引いてたけどしんどすぎて麻痺してて意外と普通で

寝まくったら意外と風邪の症状を自覚した、とかではなかろうもん？

なので寝ます

はよねろよって話ですよねｗ

今日の一文字は「休」



月面ピエロ更新２

JUGEMテーマ：日記・一般

月面ピエロ集まりました。

久々に歌いました。

やっぱあれですね

全然忘れてるｗ

しゃーないですが

まぁしかし中身全然変わってないですね

いいのか悪いのかｗ

みんな社会人とは思えない仕草？造作？動作？

へんな奇声を発したりするしｗ

最近の学生の方がしっかりしてる(´ω｀)

まぁそれがよいところでもあるのかもしれまへんな〜（ ´,_ゝ`）

これからオンシーズン（シーズンオン？）ですが、どこかのステージに立てたらいいな

自分たちでライブ企画して出来たら楽しいなぁ

とか考えています☆

来てくださいｗ

今日の一文字は「唱」

http://jugem.jp/theme/c1/1/


月面ピエロ更新

JUGEMテーマ：日記・一般

こんばんは

最近イライラして、

三国無双ばっかりやっているワタクシです。

あーばっさばっさ斬ってるｗ

大体残り時間がある限り斬り倒しまくってるなぁ

大体1ステージ１０００人くらい斬ってます

前もこうかいて、誰かに相場がわからんって突っ込まれたなｗ

大体普通の人なら最高でも５００人くらい多めに斬っとけば

余裕でクリアする数なんですが

ワタクシは１０００人斬りをやってしまうと

まぁゲームだしｗ

電話越しにウザイやつを見立ててばっさり斬ります

だめだなぁ

そうそう、タイトルの話をしましょう

話が通っているのか通ってないのかは分かりかねますが、月面ピエロが復活します。

http://jugem.jp/theme/c1/1/


まぁ、なんじゃそれ、っていう人が大概でしょうが・・・

アカペラバンドです。

ホントいきおいだけでやっちゃうバンドです

しかもコンセプトとかステージ作りとか

そんなメンドくさいもの一切やらない

ホンマに自己満足だけのバンドです

そしてメンバーの満足も考えていない

やりたい事とかのリクエストも聞いていない

ワタクシ個人の好き勝手にやりたいバンドですｗ

思えばバンドが立ち上がった時期とメンバーがよかったんやろうなぁ

メンバーはあまりこう前に出たがらないというか、私が私が、という人たちではなくて

わかった〜やります見たいな人たちの集まりなのでｗ（スマソｗ）

自由にやらせてもらってます。

久々のステージ楽しみです。

そこで、

月面ピエロのホームページがまた新しくできました

場所はコチラです。

月面ピエロ新サイト：http://www.geocities.jp/getumenpiero/

http://www.geocities.jp/getumenpiero/
http://www.geocities.jp/getumenpiero/


↑今、新サイトと書こうとしたら、神サイトと出てきて笑ってしまいました。

こういうの懐かしいなぁ〜・・

足跡残してください。お待ちしてま〜す

今日の一文字は「宣」



人間てむずかしい

JUGEMテーマ：日記・一般

なんか何でみんなそんな怒れるんだろうか・・・

ワタクシは個人的にそうですが、全然怒らないかな

親とかも結構怒るほうですが

どうでもいい事で声を荒げたり

街でもよくみかけますよね〜どうでもいい事で怒ってる人

お店とかでも水を持ってくるのが遅いとか、飯を持ってくるのが遅いとか

まぁ遅いと嫌だけど、別に怒らなくてもいいのに

なんで人間に怒る機能がついているのかが分からない

まぁワタクシもちょいちょい怒りますが・・・

今までで一番キレたのは奈良の鹿ですよｗ

人間にはキレてないっすよｗ

ホンマ人間って自分勝手だよなぁって思う

なんでかなぁ

まぁワタクシも自分勝手だけど

なんでかなぁ

なんか心理学に興味湧いてきたｗ

http://jugem.jp/theme/c1/1/


こういう気持ちもなんか言葉とかになってるんじゃないかと。

なんかおかしいな

頭おかしくなってるんかな

元々か

今日の一文字は「怒」



毛をひっぱるやつ

JUGEMテーマ：日記・一般

あの毛をひっぱるCM知ってます？

いや、毛をひっぱるだけならいいんですけど、

あのあらぬところに毛を生やして引っ張るやつ

手の甲とか

おでことか

ひっぱって、取れませんよ、みたいな

キモイ！！

よく女の人があの実験体？をやってるけど、

断れよ！！

ワタクシはあのCMやりたくない

まぁそんな話はないけどｗ

他のCMで稼いだらいいやん？

まぁでも１００万円とかつまれてるんかなぁ

http://jugem.jp/theme/c1/1/


CMってすごい稼ぎですもんね

１００万円積まれたらやるかなぁ・・・

意志が弱いなぁ・・・

あれはだめだ

きもい

久々に書いたと思ったらこんな内容ｗ

なんで昨日何も書いてないのに600人見ていただいているんだろうか

今日の一文字は「毛」



日記書く暇なし

JUGEMテーマ：日記・一般

みなさまお疲れ様です。

しばらくです。

なかなか家でこれ書く暇が無い・・・

まぁ社会人なんてそんなもんか

芸能人で売れっ子の人とか毎日っていうか何時間ごとに書いてる人って

すごいんやなぁ・・・

改めて実感した

なんか色々どんどん忙しくなっていってるなぁ

今ほしいもの

秋物の服

学校のとき着てたやつを会社に来て行っているから・・・

時代がかなり古い服・・・

まぁ別に流行を追っているわけでは無いのでよかですが・・・

もう少し大人っぽい服きないとねｗ

今日の一文字は「忙」

http://jugem.jp/theme/c1/1/


ややこい電話

JUGEMテーマ：日記・一般

なんか仕事が一つ上の位になりました

全然嬉しくない

むしろややこい仕事ばっかり来る

しかも給料変わらんという・・・

これどうすんねん

死ぬやんけ

残業ふえそうやし

めっちゃふえそう

残業嫌い

どうしよう

今日の一文字は「業」

http://jugem.jp/theme/c1/1/


リズムに乗るぜ・・・２

JUGEMテーマ：日記・一般

最近もずっとやってます。リズム天国ゴールド☆

楽しいね☆

でもなんかよくみるとツッコミどころもいっぱいあっておかしいｗ

前にも書きましたが、FF3とか、なんかツッコミどころばっかりあるゲームはもう

気になって気になってしゃーない。

ツッコミどころ１　ブルーバーズ

なんか回想シーンでいろんな訓練していますが、

今実際やっているこのゲームの訓練は

一体なんの訓練ですか？

つっついて！

こんこんこん

とり「だから何？」

ってなんで三人とも突っ込まなかったのでしょうか・・・

そしてあのはねさせるやつ

何言ってるかわからんし

http://jugem.jp/theme/c1/1/


家で「コレは何を言っているのか」と論議になりました。

うーいーあー　うー　わっ！

って聞こえますｗ

何かわからんしｗ

まぁ全然いいんですけどね、面白いし

ツッコミどころ２　カラテカ

電球の後に

樽が来て、ハイキーック！

したら爆弾が・・・・

その爆弾どうすんねん！

最初めっちゃあせりましたｗ

しょーも無いことばっか考えて生きてますｗ

また書きます。しばらくリズム天国が続きそうだｗ

今日の一文字は「刻」



ハンターハンター

JUGEMテーマ：日記・一般

ハンターハンター見てます

最近結構見てます

初めてみた。

結構おもしろいなぁ

なんかでもおかしくなってきたｗ

この音聞きまくる人おもしろいなぁ

後ろで敵の団長を捕まえているけど、

「俺には人質の価値なんかない」

みたいな事を言って、そしたらこの左の人が心音を聞いて、死にかけてるけど平気やから

「なんでそんな音が出せるの？」

みたいにおかしくなって、

「その人の音も、あなたの音も聞きたくない！」

クラピカ「えっ、俺もっすか」
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クラピカ「えっ、俺もっすか」

「なんで俺も？」

なんか動きが悪くて止まったらいい絵が撮れましたｗ

クラピカが主人公みたいｗ

ってゆうか、一族全員殺されたんなら、団長さっさと殺せばいいのに・・・

今日の一文字は「狩」



9連勤

JUGEMテーマ：日記・一般

９連勤・・・

９連勤ですよ

完全に法律違反です。

まぁこれを達成した後には

いつでも上長のクビを切れるカードを手に入れたって事になるんだね

誰に使ってやろうｗ

今から使いたくてうずうずしていますｗ

まぁおもしろい仕事なら９連勤でも何でもするけどね〜ｗ

今日の一文字は「吐」
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リズムに乗るぜ・・・

JUGEMテーマ：日記・一般

最近はまってます

リズム天国ゴールド

おもしろい

てゆーか

ワタクシはリズム感悪い？

今まで結構リズム感には自信があったんですが・・・

正直、崩れた＿|‾|○､;'.·　ｵｪｪｪｪｪ

こんなに悪かったっけ？みたいな

まぁパターン覚えないとできないってのもあるけど・・・

個人的には「恋の実験室」っていうやつで使われている曲が好きです☆

なんか平井堅調っていうんですかね？

で、カワイサ的に好きなのは「コーラスメン」ですかね〜

コーラス歌う人たちがキモカワイイ系？

ていうかあの、トントンとペンで押すだけでも難しいのに、

はじく？あれがめっちゃリズムを乱される・・・

んでアカペラで築いた、シンコペーションの間隔とか、
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表拍がどうとか、裏拍がどうとか、色々考えながらやってたり、

小節とか音符とかに換算しながらやってみたりもしてますが、

正直しんどいｗ

てゆーかつんくはすごいですね

そんなに曲を思いつくか

その思考能力が欲しい

あんだけ曲考えたら尽きると思うんですけどねぇ

何かコツみたいなものをつかんでいそうですよね

あーゆー才能欲しい

みんな欲しいかｗ

しかしDSかおっかな

弟に借りていますが、零?教授とかFF3とかまだ全然手をつけてないし、

なんかQMAとかクロノトリガーとか買うと言ってるし

かおう

今日の一文字は「拍」



季節の変化、環境の変化

JUGEMテーマ：日記・一般

お久しぶりです。

季節の変化もそうですが、環境の変化が多すぎて着いていけていない者です。

最近気温がマシになってきましたね〜

正午に窓を開けてても涼しい空気が入ってきますよね

相変わらず外に出ると日差しが暑いですが＼(∴｀┏д┓´)ノ

でもまぁ環境の変化の方が最近多いですね〜

特にやっぱり仕事かなぁ

上半期がもうすぐ終わりそろそろ下半期になるので、バタバタしています

ちょっと部署も移動することになっています

しんどい

がんばろう

やっぱ体力作ろうかなぁ

体力ないと頑張れないよなぁ

走ったりしようかなぁ

ただ目的なく走るのいややしなぁ

なんも目的地無しに体力作るだけのために走っている人みるとすごいなあって
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思います。

こんなんだから体力作れないんだよねｗ

精進しよう

はい

名古屋城に行ったときの金のしゃちほこです

また行きたいな

歩きつかれたけどｗ

今日の一文字は「化」



名古屋のアップルストア

JUGEMテーマ：日記・一般

仕事がら、気になっていた場所のひとつです。

やっと理解した

こういうとこやったんや

中めっちゃキレイやし
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まぁ大阪にある心斎橋店と似てますけどねｗ

iPhone欲しいなぁ

地味に初めて触ったし

なんかお客さんよりもスタッフが多くて何もできなかったけどｗ

ipodも新しいものが出るんかなぁ

どうなるんかなぁ

今日の一文字は「檎」



名古屋はええよ！

JUGEMテーマ：日記・一般

名古屋に行きました。

決めたの、一昨日。

行ったの、昨日と今日。

泊りがけでいってきました。

まぁなんと見切り発車で行って来たんだろう・・・

まぁぱーっと気晴らしをしてきました。

意外と簡単にいけるもんですね？

車とか新幹線使わなくても

新快速で２時間４０分くらい？

もちろんあの止まりやすいJRがなんの事故もなく止まらなかったらの話ですがｗ

ちなみに写真はテレビ塔です！
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そしてテレビ塔の前にある、オアシス２１という

よく分からない建造物の前から撮ってます！

あれはなんだったんだろうか・・・

カップルはあーゆーとこで待ち合わせたりするんだろうな〜

夜景とかきれいそう！

んで飯がめちゃうまい！

味噌カツ食いすぎたｗ

手羽先も食いたかったがなんかタイミング合わずｗ

有名な山本屋も言ってきた！多分総本家の方かな？

本場の味噌煮込みうどんもくってきた〜おいしかったヽ(○´∀｀○)ノ

ただうどんうどんにも出来ず、きしめんが食えずｗ

ひつまぶしも言われていたけど、食べられず・・・というかワタクシのわがままで

食べずｗ

しかしあれよね

歌にもあるけど、道路が広い。

んでどこもあんま人おらん

大阪みたいにうざくないｗ

でも食いモン屋とかそのへんの店の対応とかはめっちゃ悪く感じたけどｗ

ありがとうございました〜って言わないのね？



ありがとうございました〜って言わないのね？

たまたま運が悪かったんかな？

でも行く先々でそう思ったけどなぁ〜

まぁ楽しかった！

歩きまくって死ぬほど疲れたけどｗ

明日からの仕事に喝が入りました！

今日の一文字は「栄」



テスト

てすと



24時間テレビ

JUGEMテーマ：日記・一般

なんかあれですよね

24時間テレビ・・・

24時間募金の寄付を求めてますよね？

K大か！？

募金詐欺乙

いや、まぁ募金するのはいい事だけどさ・・・

なんかテレビの力を利用して強要しているようにも見えるんだあれは

２７時間テレビみたいに笑いばっかり取ってたらいいのに別に

マラソンとかしなくてもいいのに

なんかなぁ

まぁ見てないからいいんですけどねｗ

今日の一文字は「欺」
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ベガスの恋に勝つルール

JUGEMテーマ：日記・一般

見てきました。ベガスの恋に勝つルール。

中々おもしろかった☆

あーゆー向こうのコメディチックな映画は面白いですよね〜

日本もこういう軽い？というかこういうコメディチックな映画作ったらいいのに

なんかこっちのは暗いねん

てか向こうの人はすごいよな〜

自分の国の一地域を取り上げても全然遜色ないんやもんな〜〜

日本やったらどこでやるんやろ？

新宿二丁目？ｗ

しょぼっ

ベガス行ったことないけどめっちゃキレイで過ごそうやった！

話は変わりますが

字幕で見てたんですが、訳が微妙やったｗ

まず、ベガスの恋に勝つルールじゃねぇ！

その邦題だと映画がおもしろくない。

正式名称は「WHAT'S HAPPEN IN VEGAS」（スペルとか詳細は不明）
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確かこんなんです。

まぁ「ベガスで何があった！？」見たいな題名なんですよ

その題名で見ないと意味がよくわからんｗ

これから見られる人はこの題で見てくださいｗ

主役の人実はめっちゃかっこいいですね〜男前☆

あんなん目指したい

また見たいヽ(○´∀｀○)ノ

今日の一文字は「題」



トトロパワーが下がる・・・

JUGEMテーマ：日記・一般

ドラゴンボールでいったら戦闘力が落ちるって状態です。

ゆうはくで行ったら霊力がなくなるってとこです。

このブログはトトロ力が落ちれば終わりですｗ

まぁなぜかというと

前は「トトロ」とか「トトロ　怖い話」で検索すると完全に一番上に表示されていましたが

今は

2番目ヽ(｀Д´#)ﾉ

なんでやねん

ワタクシの影響は？

がんばりは？

がびーん

せっかくそんな系のお金を企業がかけている分を

ただで手に入れられたと思ったのに
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だめだった

落ちている

なぜだ

トトロ様〜

トトロ様〜

今日の一文字「呂」



元気が無い

JUGEMテーマ：日記・一般

こんばんわ

最近元気が無い人です

別に夏ばてて訳じゃないんですよ

ってか最近のここ近辺の気温は過ごしやすい！

あんまし暑くない！

夜とかめっちゃ過ごしやすい。

クーラーもあんまいらんし。

窓開けっ放しで寝てても風邪引くかもって感じなので

夏ばてじゃないと思うんですよ

んで飯もばりばり食いすぎてるんで問題じゃないんですよね

多分あれですかね

毎日の単調な日々に飽き飽きしているんでしょうねｗ

なんかニートの様に無限の可能性を秘めている方がワタクシは好きかもです。

次どう転んでも状況は変わるみたいな。

今は転んだら転落しかないですからね・・・

だから現状維持に必死になる
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ただ年を取るだけの大人ですよｗ

現状を何とか打破しないと・・・

何とかしないと・・・

がー

でも何とかする元気が今はない・・・

悪循環

旅行とか一発行ったら元気も出てくるんだろうか・・・

行こう

今日の一文字は「維」



おひさし

JUGEMテーマ：日記・一般

なんか仕事してるのに酒最近結構飲んでるわ〜

何か人の家いきーの飲みーのやし

彼女連れてはのみーの

同期に誘われては飲みーの

パーティーしーの飲みーの

つまみーの飲みーの

飲みーの飲みーのやし

なんかお正月だね〜

仕事行ってるのに・・・

でもやっぱ夏はビールが止まらない。

最近枝豆好きやし

ここ２〜３年前くらいまで枝豆嫌いやったんよね〜

家の枝豆がまずすぎてｗ

枝豆まずいとかどうやればできるんやろう

ってか家の枝豆と店の枝豆て何がちがうねん

塩絶対うちのやつかかってないからかな
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ばりまず

あー肝臓休めないと

今日の一文字は「麦」



マージャンの後遺症

JUGEMテーマ：日記・一般

なんか昨日マージャンしてた後遺症が・・・

多分普段デスクワークやし、家でぼーっとしてるときもイスなんで、

んでマージャンしていたとこが畳だったので

やたらと足がしんどい。

乳酸が溜まりまくってる感じ？

マラソンの後2時間後みたいな感じが今日1日続きました。

どうしよう

明日はもう仕事やのに

休みの日の方が疲れてるってどうよ

足しんど

やっぱ運動しなあかんのかなぁ

なんか運動する体力もないもんなぁ

運動って結局どうなん？

それまでに受けていた疲れとかは運動したらふっとぶもんなん？

それとも体力減って余計にしんどいもんなん？
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運動のブルース

運動のブルース聴いてくれ〜〜

ちょっと休みが取れて、さぁたまには運動でもしよかって思ったときの話やけど

「さぁ休みやからめっちゃ走って運動するぞ〜！」って思ってランニングとかに

出かけるのかそれとも、

「もうたまの休日くらい休もうや〜しんどいやんけ〜」と言って寝倒すのかは

自由だ〜〜

運動イズフリーダムー　運動イズフリーダムー　いっしょに〜

運動イズフリーダムー　もっと〜　運動イズフリーダムー

センキュー

でも、寝倒して、逆に腰痛になったら意味ないで

センキュー

今日の一文字は「乳」



マージャン

JUGEMテーマ：日記・一般

たまに二連休やったらマージャンやらされる・・・

明日家族みんな休みやからやろうとか親から提案されて・・・

やっと終わった

ヤのつく怖い人たちかｗ

しかも親が勝つまでやらされるｗ

あーつかれた。

ぼーっと休ませてくれよｗ

今日の一文字は「雀」
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銅メダル投げ捨てて・・・

JUGEMテーマ：日記・一般

多分有名なんで知ってると思いますが、スウェーデンのレスリング選手が

表彰台で銅メダルもらったあとに捨ててましたね

はじめてみたわ〜あんなん

まぁ元々あんまオリンピック見ないんでそれで今までにあったのも知らんだけやろうけどｗ

スポーツマンシップにのっとりっていうのに反していますよね

なんか理由も、「準決勝の審判の判定に不服だった」とか

どんな理由やねん

子供化ｗ

ていうか最初から表彰台にいかんかったらいいのに

わざわざあんなことしなくても・・・

まぁ怒るのは分かるけどさ（試合見てないけどｗ）

あれですよ

今テレビ見てるスウェーデンの人なんかは

「この非国民が！！」みたいな事言ってたりするんかなぁ

国を代表して行ってるのになぁ・・・

んで国に帰ったら缶かんとか何か投げられたり。
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レスリング協会から資格を剥奪されたり

銅メダル持って帰ってたら教室の先生とか解説者くらいはできただろうに

いつまでも今回のVTRを流されて、

友達をなくし

企業からは解約され

どこへ行っても一人ぼっち・・・

ああ

なんであの時銅メダルを捨てたんだろう・・・・

って

こんなアホのワタクシでも簡単に分かることが

どうして銅メダリストが分からない！？

ちょっとその行為をしたら後でどうなるかなんてすぐに分かるのに・・・

ばかだなぁ



ホームレスになってはったらどうしよう

ショック・・・

はい

妄想終わり

今日の一文字は「捨」



マビノギ

JUGEMテーマ：日記・一般

お盆もどこにもいけなかった・・・

とりあえず夏中にどっかいこ！

それまでは・・・

異世界で遊ぶｗ

あかん〜これじゃオタクや〜〜〜

まぁ楽しいからいいけどｗ

ていうか何でかこの世界も雨ばっかりやねんけどｗ

なんで？ｗ

こっちが雨ばっかやから？

今日の一文字は「妄」
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夏祭りの思い出を教えてください！

夏祭りの思い出を教えてください！

という事で思い出なんですが・・・

まぁこの前の花火大会が今んとこ思い出かなぁ

花火みながら雨ざーざーぶりになっててｗ

めっちゃ雨降ってるのに全くムシして雨ぶっかぶりながら

ビール飲みながら花火見てるとか完全におかしい人やしｗ

でもキレイやったから最高でした！

来年もあれば行きたいなぁ

でもとりあえず雨はいやだ

来年はどの花火大会かで有料席かVIP席を買う！！

優雅にみたい！

終わりｗ

今日の一文字は「鮮」

http://trackback.jugem.jp/?eid=221


気持ち悪・・・

JUGEMテーマ：日記・一般

寿退社の同期の子用の飲み会

２〜３杯しか飲んでないのに

気持ち悪・・・・

あかん

学生気分ではあかん

社会人の嗜みというものをみにつけなければ

あーしょぼ

しょーぼしょーぼしょぼ普通の子〜♪

今日の一文字は「酔」
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水も滴る・・・

JUGEMテーマ：日記・一般

最近２回も水びちゃになりました。

最近やったら雨ばっかりじゃね？

んで重たいから傘を持っていくのを忘れたら

じゃじゃ降り

絶対異常気象

もうなんか体中がカビくさい

除湿してくれ・・・

ぱりぱりの日とかないんかなぁ？

汗かいてちょうどいいみたいな

ていうか

財布の中にはいっていた

おさつが

びちゃびちゃ！

へろへろ
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１０００円札が１円くらいの価値が無さそう！

だからと言ってあげませんがｗ

かわかそ

はじまりはいつも「雨」



居酒屋でみつけました

JUGEMテーマ：日記・一般

居酒屋にいったら見つけました

まぁ上の方が見えないんで内容がわからないですが、

とりあえず夏だから生もの食べるとき100％自身がないんで、

おなか壊しやすい人とか体調悪い人は注意してみたいな感じｗ

んで

なんだろう、この下のほうにある、

エスパー伊藤系はお断りみたいな

ていうかビール飲みまくってたんで全然みていないんですがｗ

のせちゃいました

勝手にｗ

http://jugem.jp/theme/c1/1/


あかんかなｗ

まぁいつも行っている行き着けの店なんでいいよねｗ

生ものは食べたらあかんな〜

今日の一文字は「生」



ゲームがたまる

JUGEMテーマ：日記・一般

弟がゲームを持ってきます

これやったらみたいな感じで

インターネット上でおもしろいゲームを紹介されます。

そしてついふらっと立ち寄ったヨドバシで（ヨドバシふらっと立ち寄るのもどうかと思いますが

）

自分へのごほうびとかいって

ついパソゲーを買ってしまいます。

それもクリアなんかない、某街づくりゲームｗ

そして昔にクリアしていなかったゲームとかが片付けていたら出てきます

んでどれもこれもやりたくなる

あーあかん

これは

オタクスパイラルや・・・

こうやってオタクはオタクになっていくのではないだろうか・・・

だめだ〜〜

普通の社会人って家帰ってきてから何してるんかな？

特に３０歳くらいの人
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ごろごろするんかな？まぁ家帰ってくるのは遅いとおもうけど

ゲームする人もいるとは思うけど、やっぱ出かけるんかなぁ？

あーアフター６の使い方間違ってるよな〜〜〜

社会人になりきれない私ｗ

今日の一文字は「遊」



神戸みなと花火

JUGEMテーマ：日記・一般

神戸行ってきました！

めっちゃ懐かしい神戸〜

ポートタワーとかめっちゃ久々やし

っていうか地元のくせに神戸の花火キタん初めてやし

いっつも淀川いってたしなぁ

めっちゃすごかった！

花火豪華すぎる！

返す返す残念やったのはオリエンタルホテルやっけ？あれ？オリエンタルはキタの方やからあれ

はなんやっけ？

とにかく↑の写真みたらわかるようにホテルがじゃま！

あのホテルの窓から見られたら最高そうやのになぁ〜〜〜
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また行きたい！

行きます

今日の一文字は「爆」



毎日夜中起きる

JUGEMテーマ：日記・一般

最近毎日夜中起きてしまいます・・・

ストレス？

いやいや（それで起きてたら結構人生ヤバイｗ）

悪夢？

いやいや（完全に何かにとりつかれているやん）

熱帯夜？

いやいや（それはありますけどね）

まぁ

あれですよ。

弟のゲームの怒号で起こされます。

はいしょーもない〜
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まぁあれですよ

いつものようにオタクな彼はガンダムの新しいゲームを買ってきて、

夜な夜なやっているんですが（子供か）

敵がありえへんくらい強いのか、めっちゃ怒るんです。

そんなにむかつくならやめたらいいのにｗ

ていうか

このせいで今週は仕事中メッチャ眠い

早く寝よう〜

今日の一文字は「起」



涼風

JUGEMテーマ：日記・一般

なんか雨降ったからからだと思いますが、やたら昨日涼しかったですね〜

今日も微妙に残っていて過ごしやすかったし。

こんな日が続くといいんですけど〜

昔って二酸化炭素全然出してない時代は夏てこれくらいやったんかなぁ

とかってよく思う。

夢枕獏さんの陰陽師とか読んでたらよくそう思う。

平安時代

絶対二酸化炭素そんな出てない

多分植物は二酸化炭素あんまなくて光合成できなかった気がする

絶対涼しかったんやろうなぁ

こんなかんかんでりじゃないやろうし

じゃないとクーラー無いとか耐えられへん

人類はその時点で滅亡している。

とか思った。

なんで夏の気候から平安時代の話になったんだろう・・・

最近また変な方向に頭がトリップしてるわ〜
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今日の一文字は「涼」



腹筋！

JUGEMテーマ：日記・一般

夏にむけてふっきんだ〜

しかしほんまデスクワークってだめだ

だめすぎる

むいてない

いや向いてたｗ

工事現場とか無理やし

たまにはめっちゃ運動したいなぁ

今日の一文字は「重」
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ムービングウォークで歩く人

JUGEMテーマ：日記・一般

梅田のムービングウォークってご存知ですか？

あれ便利ですよね〜

その横に普通の道があるんですが、普通に歩いている人の横を早く歩けるところが好きです。

ですが

朝は混みまくっていて普段よりも動きが遅いです。

んで

今日は何が言いたいのかというと

ムービングウォークでもエスカレーターでもそうなんですが、

降りるときずっと手前で止まってそのまま終点まで動かない人いますよね

特にお年寄りに多いんですが

あれが許せない。

なんで止まるん

止まったらつっかえるやん

あ

わかった。

わざと？
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それからずっと詰まって動かないムービングウォークのできあがりやし

隣の普通の道歩いている人の方が早いし

あれは屈辱やね

だから嫌。止まる人がめっちゃいや

ホント歳を取っていくとなんでああ視野がばりばり狭くなっていくんでしょうか

うちの親とかもめっちゃ視野狭いし。

いろんな意味で。

あの歳になったらみんな物理的にも精神的にも視野が狭くなるのかなぁ

人にぶつかりそうになっているのにぶつかるまで全く気づかないしなぁ

ぶつかっても悪びれないしなぁ

自分がジャマになっているのにも全く気づかないしなぁ

せめてワタクシは今の視野の狭さよりは狭くならないようにしたい・・・

今日の一文字は「遅」



社会人飲み会

JUGEMテーマ：日記・一般

なんか社会人になってやっぱり来てます。

飲み会が

この平日の夜にやるのはホンマ勘弁して欲しい

やっぱとしなんでめっちゃ体に来てる

なるべく酔いを完全に無くしてから寝ないと明日にひきずる

ひきずるのってホンマいや

明日すっきりしていきたい

めんどくさいなぁ〜〜〜

ホンマいきなり言うなよなぁ

こういうご機嫌取りって大変・・・

学生のころってホンマこんなん無かったもんなぁ

先輩とか普通に叩いていたもんなぁ・・・

昔から考えたらありえへん

社会人ってめんどくさいなぁ

もうちょっとみんなアメリカ的な生活にならんかなぁ

アメリカとかそんなんなさそう
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仕事できたらなんでもいいみたいな

上座とか下座とかめんどくさいのないやろうし

あー寝よう

今日の一文字は「面」



海の日か

JUGEMテーマ：日記・一般

海の日ですね。

あー旅行とか行きたいな！

海の近くの露天風呂に入りながら日本酒でも飲みたい！

そしてその海の近くの旅館の癖に山の幸ばっかり食べれたらいいなｗ

海の幸は食べられないしｗ

しかし

お盆休みなし

お給料安し

あーいつまでこのしんどい状態が続くんや

休みと金くれ

癒されたい

癒されたいとか思うけどそこで働く人もいるんやなぁ・・・
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誰かが癒される一方でさらに他の人にストレスを溜める悪循環・・・

クーラーで誰かが涼んでいる一方で誰かに暑さを与えている悪循環・・・

ケ○ロ軍曹が言っていました。

深いなぁ

誰か何とかして

今日の一文字は「酒」



トトロ効果

JUGEMテーマ：日記・一般

トトロが昨日あったそうですね・・・

いや全く知らなかったんですけどｗ

焼肉食ってましたからｗ

んで今日アクセス解析をみてびっくり！！

それまで一日200〜300人来ていたのが、

昨日1日で909人！！

ていうか、検索文字列も見れて、皆様がどうやってこのサイトにアクセスしたのか

も見られるんですけどこのジュゲムさんは。

みたら大体皆様、

「トトロ　怖い話」

「トトロの怖い話」

とかなんです。

映画見てて何を思いつきましたかｗ

ホンマに影が無かったとか？

っていうかなんでこのページがYahooとかでその単語で検索したら
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1番に出てくるんでしょうか・・・ｗ

なんか世間ではいろんな企業様がSEO対策がどうのとか叫んでいるのに

よくNHKスペシャルとか見ていたら8番目、9番目とかに出てきたら死、みたいな

2ページ目以降に出てきてしまったら会社人生クライマックスみたいな事をいってるのに

なんか適当にやってるだけなのに1番上に出てきてしまってすんまそんｗ

これからもごひいきによろしくお願い致します。(ｼ_ _)ｼ

ちなみに来週はルパンだそうですね。

楽しみ☆

今日の一文字は「映」



http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=h/uy9CaFyDI&offerid=94348.10000040&type=4&subid=0


『啓発本』論

JUGEMテーマ：日記・一般

ワタクシはたまに自己啓発本みたいなものを立ち読みしたり、

普通の本に飽きたら読んだりしています。

んで大体パターンとしては・・・

「かの有名な○○氏はこう述べている。このように、△△はこうあるべきだ」

みたいな、誰かの有名な言葉を引用して自分の意見を述べているんですよね

まぁ言えば、

「あの有名な○○氏が言っていることは俺が言っていることと同じだから聞けよ」

みたいな？

「あの○○氏がこう言っているから俺の意見は正しい」

みたいな？

まぁ啓発本ってその書いている人が実行できている事がわからないと意味がないんで

俺の意見は正しい的なことを書くのはわかりますが・・・

要するにあれですよね。

その本丸ごと、

その人の考え方なだけじゃん？

例えば『男の生き様』みたいな本とかよく見かけるけど、
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んで中を見れば前述のような内容で色々と書いてあったけど、

大体の筋はその人の主張でした。

いい仕事してますね〜〜

いやリアルに。

ワタクシは人間の下から数えて２、３番目くらいのところに位置する仕事をしているので

そういう風に上から書ける人がうらやましいです。

まぁその人もそこに至るまではかなり苦労しているからそうなんでしょうけどね

でもこういう本って元々持っているその人の考え方だから、

小説とかを創作するよりも痛くもかゆくも全く無いですよね？

っていうか、よく考えたら

このブログと同じくね？

うわぜってー一緒じゃけ〜（どこの人）

発見したぜよ〜

じゃじゃあ、ワタクシが一つのテーマに付いてずっと一日何行かこんな風に書いたら

売れるやん！！！

誰か買ってｗ



そういう仕事したいなぁ〜

早くも転職したいです。

就活中はとにかく内定が欲しくてがんばったけど

もういいでしょう。

転職してもｗ

これ以上給料下がることはまずありえんしｗ

今日の一文字は「本」



結婚式

JUGEMテーマ：日記・一般

土曜日なんですが、友人の結婚式の２次会に行ってきました。

なんかよかったね。

あーゆーのみたら結婚したくなった。

なんかいいよな

たくさんの人に祝ってもらえるし

あーゆーとこでうたいたいな☆

しかし仕事帰りにいったもんだから

ついでに仕事は私服だからめっちゃ浮いてしまったし。

２次会やからとたかをくくっていたらえらいことになってしまった。

みんな結構ぴっしりした服を着てた・・・

もっとフォーマル？え？カジュアル？な感じで、一人カッターシャツとかきて

何カッコつけてるん？って浮くと思ってたのに

逆やん

きったないカッコして、って思われた〜〜〜

ショック
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いいか。

別に主役じゃないしｗ

とにかくお幸せに、って事が言いたいってことよ。

今日の一文字は「婚」



テレビについていけない

JUGEMテーマ：日記・一般

最近・・・

歌番組をみると

どっちが歌手名でどっちが曲名かわからない・・・

最近・・・

テレビでどれが一般人でどれが芸能人かわからない・・・

へりょん？

ぽにょ？

いや、すいません。

ぽにょは知ってます。

ぽ〜にょぽ〜にょぽにょさかなのこ〜

彼女が言ってたんですが、あれが大人が歌ってたらいやだなぁ・・・

今日の一文字は「遅」
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今はまっているもの

JUGEMテーマ：日記・一般

最近のマイブームは「いただきストリート」

ご存知ですか？

なんかモノポリーみたいなもんです。

盤上のマス１つ１つに「店」があって、店を買収して、誰がどれだけ

資産をつくれるかゲームみたいなもんなんですが

まぁ経済とかがちょっとは分かるようになるかなぁとか思ってやってるんですが

はっきりいって

こんなんサイコロによって変わるやん！

とか思いながらやってます。

ホンマにサイコロによって出来不出来が変わってくるんです。

っていうかもう最初から流れ決まってるんちゃうか的な。

こういうあたりがゲームって気に入らないんですよね

ホンマに公平なのかどうかわからないみたいな。

言えば麻雀の自動卓みたいなもんですよ。

どんな風に積まれているかわからんし、もしかしたら誰かにめっちゃ有利なように

仕組まれてるかもしれないし。
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くっそ〜

こんな仕組まれゲームに負けるか〜〜

あ

また負けました。

弱いです。ワタクシは。

頭使う系向いてないんかなｗ

今日の一文字は「占」



七夕だ

JUGEMテーマ：日記・一般

七夕って絶対曇ってますよね〜ｗ

今日は七夕です。

願い事をかけましょう

そういえば最近願い事ってないなぁ〜

なんか物欲みたいなものというか

金銭欲くらいしかないよなぁ〜

別にそこまで出世したいとも思わないし・・・

ただ、なりたい職業に就けるように努力はしたいな、とは思いますが

この年になるとだめですね

最近年のせいにばっかりしてるけど、ホント子供の頃の状態が失われてますよね

だめだよなぁ

もっと子供のときのようにイキイキしないと！

行動力ださないと！

そして運動しないと！

今かなりおなか来てます。

だめだーーー
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やったるで〜

今日の一文字は「☆」



あー上司がいや

JUGEMテーマ：日記・一般

いや、別にいいんですよ

対面であう人は。

ワタクシがイヤといっているのは

顔の見えない上司です。

顔が見えない上司？

まぁ意味が分からないと思いますけど

本当に会ったことがありません！

何しろその人は

チャットでの住人なのです。

はい

コンプライアンス無視ですね。

まぁ怪しいお付き合いを想像された方もいるかもしれませんが・・・

またワタクシがニートである人を想像した人もいるかもしれませんが・・・

本当に技術的な内容を教えてくれる人はチャット先の人なのです。
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まぁその人は

かなりいいかげんで（といっても文字の上でしかわかりませんが）

ホントにほしい情報をくれません。

「この案内はどういう意味ですか？」と聞いたら

「それはいいからとりあえずこう案内してください」と書かれるし

「お客さんがこう質問してきたんですけど・・・」って聞いたら

「その前に先ほどの問題を先に解決してください」と切られるし

「さっきのこれはこうですか？」と聞いても

「さっきから何回も説明していると思いますが」

と返してきます。

こいつはやばい。

対面であったら絶対殴ってる。

新人で入ってきた研修生にもむちゃくちゃ言います。

とにかくこれを案内して、コレを案内して、と一方的に言われて、

他にご質問はありますか？って切られてしまいます。

いや、その言われた内容が分からんっちゅーねん、と

怒鳴りに行きかけたらワタクシの直属の上司である人になだめられました。

チャットは切ったもの勝ちなのです。向こうはそれだけが仕事です。

ホンマそんな仕事楽すぎるやろ



楽やねんからちゃんと教えろよ。

っていうかやっぱ仕事場ではへーこらしてたら可愛がってもらえて、

偉そうにしてたら叩かれるけど、

結局勝つのって声がでかい人ですよね

へーこらしてたらアカン気がしてきた。

チャットで散々言ってやろうかな

あーむかつく

なんか日記に中傷ばっかり書いてる？

もしかして面白くないですよね？

関係者じゃない人は意味分からんやろうし

あー

あー

今日の一文字は「怒」



メールか？

JUGEMテーマ：日記・一般

何か最近ぶるぶると反応したらケータイのメールか電話キタと思います

まぁそら思うんですけど

例えば会社の中で使うかばんとかはケータイ入れられないんですけど

ペットボトルとそのビニールバッグがすれて震えると

ケータイのメールが来た、て勘違いします。

ケータイ病ですね

何か誰かに当たってかばんがぶるってなってもメールキタって思います

病気やなぁ

メール欲しい人なんかなぁ

そんなことないと思うんやけどなぁ

今日の一文字は「届」
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仲間からの電話

JUGEMテーマ：日記・一般

なんか最近仲間からの電話やメールが増えて懐かしいです。

まぁこの年になったらしゃーないですよね

みんな元気でやっているかなぁ

ホント昔の仲間とか顔ほとんどみてないなぁ

そんときはいて当たり前だったのがすっかり会わなくなったなぁ

今は職場の仲間がいるから寂しくはないけど、

たまに昔の仲間と遊びたいよなぁ

さっきもまた電話してくれたし。

あー昔の仲間みんなでまたなんかできたらいいなぁ

今日の一文字は「懐」
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東大って

JUGEMテーマ：日記・一般

最近東大の人がやたら出てますよね〜テレビに

ホンマね〜

東大でてるのにテレビ出るってどうよ

っていうか

なんで東大生やったらなんでタレントになれるん[:怒り:]

ずるいし

しかも何の芸もない。

あんま常識もしらんし

できるん数学だけやん。

クイズやったらワタクシまけません。

ていうかあの人たちは東大の名を背負ってあんな恥かきにいくのに

耐えられるのがすごい。

東大の名前やったら答えられて当然、間違えたら面白いみたいなとこあるじゃないですか。

ワタクシだって自分の名前背負ってクイズに出るんいややし

まぁ高校生クイズやったらバカ高校やから評価上がることしかないけどｗ

いやでなかったけどｗ
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出たかった。

ロザンの宇治原さんはすごいけどなぁ

まじなんでも知ってるし

あれくらい知識欲しい。

クイズ出たいな〜

アタック２５でも応募しようかなぁ

あれめっちゃむずいけどｗ

今日の一文字は「問」



花より男子最新巻

JUGEMテーマ：日記・一般

出ましたね。

いや、知らなくて、ちょっと驚いて、勢いで買いました。

まさか続きが出るとは。

何でだろう。

映画のせいだろうか。

映画の影響で最終巻の続きが出るなんていいですよね。

なんか映画のような話の展開になっているのかなぁと思って買いました。

あ、楽しみにしている人はここからは見ないでくださいｗ

うーん、感想は、まぁ映画のような内容か後日談かどっちかかなぁと予想はしてましたが、

http://jugem.jp/theme/c1/1/


あてが外れていませんでしたｗ

まぁどっちかはおいておくとして、やっぱあれですね

続きが気になっても、あとは読者の想像にまかせる、ってした方がいいですね

無理やり続けるとなんか尻切れトンボみたいになるし。

ドラゴソボールGTみたいに中途半端になるし。

まぁ最新巻の内容はおもしろかったけど、ちょっと中途やったｗ

でも今回の巻でやっと花沢類が好きになったｗ

そんなこと考えてたんや〜へ〜みたいな

いや大体そう思っていたのは分かっていたけど、ちゃんと描いてくれた感じ。

何か宣伝の人みたいになってしまったｗ

続きはまんがでｗ

今日の一文字は「花」



海豚と河豚

JUGEMテーマ：日記・一般

いや、別にただちょっと気になっただけですよ。

海豚と河豚。

海豚はなんで海の豚やねん。

河の豚。

絶対川にいれたらあいつは生きられないはずです。

昔の人は何を思ってこの漢字を当てたんだろう。

海の豚が河豚でいいと思うんですよね。

んで海豚は海猫とか海犬でいいんですよ。

ややこいから。

っていうか、普段からこんなことばっかり考えてます。

いや、ニートじゃないですよ？

おっす、オラニートじゃないですよ。

仕事しながら考えてますｗ

仕事別に暇じゃないんですけどね？

1日あっという間に終わるんですけどね？

http://jugem.jp/theme/c1/1/


だめだよな〜

早く夏休みにならんかな〜

ないけど

今日の一文字は「豚」



久々に寝た

JUGEMテーマ：日記・一般

しかしよく寝た

今日13時間くらい寝てしまった。

若くないのに。

おかげで腰がめっちゃいたい。

腰どうしよう

何しても腰いたい

腰ってめっちゃ大変やなぁ

どの体勢でも腰って体重かかっているもんなぁ

うつぶせになってもかかってるもんなぁ

こしに負担かけないにはどうすればいいんやろ

今日の一文字は「腰」

http://jugem.jp/theme/c1/1/


あかん・・・

JUGEMテーマ：日記・一般

あー

今日ビール5杯くらい飲んだだけやのに

やたらあかん

疲れてる。

疲れた〜

しんどい

なんでかな

昔はあんな呑めたのに

全然アカンやん

どうしよ

酒にホンマ弱くなってる

やっぱ年取るとあかんのかなぁ〜

ホンマ弱い

5杯でこんな状態とわ

あーあかん

どうしよ

http://jugem.jp/theme/c1/1/


毎日のまんとアカンよなぁ

どうしよ

今日の一文字は「麦」



パソコンがうるさい

JUGEMテーマ：日記・一般

最近やたらパソコンがうるさいです。

あ〜今も音が出てきた。

最初の頃からちょっとうるさい奴だったけど、

今はかなりうるさいです。

きっかけはあれだと思うんです。

Microsoft社のゲームのAge of Empires3っていうゲームをインストールしたから。

あのゲーム、ワタクシが買ったパソコンよりも1年前くらいに発売したにも

関わらず、

このスペックじゃ誤作動を起こす可能性があります、といいやがる。

えっ

じゃあ発売当初から使えていた人はどんだけすごいスペック持ってたんや？

しかも出たのがＸＰでてまだサービスパックとか１とか出だした時代ちゃうかなぁ

だって今容量多いソフトってＤＶＤでインストールするけど

このソフト、昔方式の、ＣＤロム3枚組みという

なんか超古生代的な方法でインストールさせられました。

なのに軽くワタクシのパソコンの限界を超えてやがる

http://jugem.jp/theme/c1/1/


でも普段までうるさくなるってのはどうよ？

システム構成ユーティリティとかみても、別にこのソフトによって

何かが増えてる感じはしないけど・・・

タスクマネージャを見るとめっちゃうるさいときはＣＰＵ稼働率が60％を越えてます。

別に何もしてないのに。

起動してるの、このエクスプローラー1枚くらいやのに。

それが5分周期くらいでうるさくなったり無音になったりします。

何とかせなあかんなぁ〜

どげんかせんといかん。

ＰＣのスペックを見直すか・・・

パーツとかなんかいいのあったら買おうかな

メモリとかも。

買い換えるより効率的よな〜

今日の一文字は「騒」



ぶっ笑う

JUGEMテーマ：日記・一般

ワタクシの彼女が・・・

会話のどの拍子に言ったか忘れたけど

「ぶっ笑う」って言いました。

ぶっ笑う！？

どういうことかと聞くと

「ぶっ殺す」の「ぶっ」と笑うを合わせたそうです。

いやいやいや

その言葉はおかしいやろ

「ぶっ殺す」のぶっは、殴るって意味の「ぶつ」から来てると思うから・・・

だって「ぶち殺す」でしょ？

てことは「ぶち笑う」っておかしいしょ

何回も聞き返してしまったしｗ

今日の一文字は「打」

http://jugem.jp/theme/c1/1/


顔の下半分だけ荒れている

JUGEMテーマ：日記・一般

この状態はなんだろうか。

鼻の下辺りから異様に荒れている

なぜだ？

顔洗う石鹸を変えたからだろうか？

その割りには顔の上半分は全く何も出ていないんだよな。

めっちゃ不思議

胃が荒れているんかな？

別にストレス感じてないんやけどなぁ？

食欲もあるし。

ただ最近食欲っていうか、すぐおなかいっぱいになる上に

やたら腹持ちがいい

なんでかな？

別に米ばっかり食ってるってわけじゃないんやけど

サンドイッチとかでもやたら腹持ちする。

これって

年ですか？

http://jugem.jp/theme/c1/1/


今日の一文字はまた「年」

最近やたら年ばっか感じてる気がするｗ

ゆとりある暮らしをデザイン☆

http://h0me.blog.shinobi.jp/


雑貨やさん

JUGEMテーマ：日記・一般

いい店見つけました。

雑貨屋さんなんですが

いや、実世界じゃなくてヴァーチャルですがｗ

女性向けの雑貨が多いですが、ワタクシも自分の机とか

部屋とかにあったらいいなぁ〜と思うものが多いです。

ファンとかな〜アロマとかもあってもいいかもなぁ〜

最近こういう小物とかあったらいいなぁってよく思います

ワタクシの部屋はかなり殺風景です。

なんかかざりっけがないというか。

ポスターとかも一つもないし

なんかこういうのあった方が充実した感じがするんやろうなぁ・・・

てことで一度行ってみてください☆

今日の一文字は「物」

http://jugem.jp/theme/c1/1/
http://h0me.blog.shinobi.jp/


マジックアワ〜

JUGEMテーマ：日記・一般

今日マジックアワ〜みました！

めっちゃおもろい！

かなり笑ったｗ

でも笑いも泣きもありで結構おもしろい

日本の映画ほとんどみないけど、見てよかった☆

日本の実写映画みたん初めてちゃうかな？映画館でみたの

あんな作品を作りたいなぁ〜

がんばろう

今日の一文字「泡」

http://jugem.jp/theme/c1/1/


娯楽を与える物を勉強する

JUGEMテーマ：日記・一般

みんなに娯楽を与えるものがあります

音楽プレーヤーですよ。

ウォークマンみたいな

まあ通勤途中に音楽聴いたり、勉強中に聞いたり、

色々活用されている方いらっしゃいますよ

その物・・・

そんなに色々起こるん！？

んて感じです。

いや、色々と不具合がね

出るらしいんですよ。

娯楽を与えるはずのものが、苦痛を与える

すごいムジュンですよね

あーしんど

頭パンクしそう

この知識覚えていても役にたたないやろうな〜〜
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テレビの知識より役に立たないやろうな〜

って感じです。

近況報告でした。

今日の一文字は「i」



iPhone！！

JUGEMテーマ：日記・一般

iPhoneがとうとうソフトバンクに競り落とされましたね！（？）

うわ〜〜

日本にホンマにくるんや

あんなんめっちゃ

指紋つきまくりでっせ。

しかも絶対電池の減りが早いはず

ていうかどうしよ

iPod touchとかですら全然触ったこと無いのに

触ったら指紋だらけになるからあまり触りたくないのにｗ

あれでしかも耳につけるんやし

きたないｗ

あーまた勉強することが増える

怖い

どうしよ

勉強ホンマおいつかへん

今日の一文字は「電」

http://jugem.jp/theme/c1/1/


イヤーパッド破れる

JUGEMテーマ：日記・一般

イヤーパッドっていうんですかね？

イヤホンのカバーなんですけど

あれ

破れました。

なんでなん

かったばっかやのに

これって電話したほうがいいんかな？

電話嫌い

どうしよ

でもびりってなったん初めてやし

１００均のケータイイヤホンのカバーでもびりってなったことないのに

しかもこれすぐぽろぽろ取れるし

おかしくね？

1000円くらいしたのに

あー

でも電話いや

http://jugem.jp/theme/c1/1/


今日の一文字は「耳」



あまいもの

JUGEMテーマ：日記・一般

甘いもの久々に食いました。

なんか

めっちゃ

1個でおなかいっぱい

最初はめっちゃ食いたくなるんやけどなぁ〜

1個食べたらめっちゃ満足

もう半月くらいは甘いもの食べなくても大丈夫ｗ

なんでかなぁ

年かな？

ていうか嗜好が最近おっさん

ちょっと前までは子供の好きな食べ物好きやったのに

最近居酒屋に出てくるつきだし？がやたらうまい

あと定職についてくる1品物がうまい

あかんわ〜

年を感じる

運動もしてないせいか、やたらとすぐ疲れるし

http://jugem.jp/theme/c1/1/


運動しよ

今日の一文字は「老」



勉強しないと

JUGEMテーマ：日記・一般

勉強しないと・・・

今はお金もらって勉強してるんやもんなぁ

なんかいい身分

いや、これが当たり前かｗ

でもなんか意味ない勉強しなくていいからいいよなぁ

生活に役立つ勉強というか

なんかこういうのいいよなぁｗ

勉強してお金もらえるしなぁ

小中高とかなんやったんやろｗ

遊び場やんｗ

今日の一文字は「学」

http://jugem.jp/theme/c1/1/


このままずっと続くのか・・・

JUGEMテーマ：日記・一般

あー

休みちょっとしかないってツライよなぁ

しかもこれずっとやろ〜

休み一気にどか〜んとくれたらいいのになぁ

でもその後また仕事やもんなぁ

あー

休みほしいな

旅行行きたいな

でもお金もいるねんな

ムジュンしてるよな〜

だらだらしながらお金入る方法ないかな

でもその境地に行き着くまでにはすごい苦労するんやろな

自分にいい言葉を見つけました

「怠惰を求めて勤勉に行き着く」

雀聖・哲也の漫画の師匠の言葉です

いい言葉や

http://jugem.jp/theme/c1/1/


ばくちってのは楽して稼ぎたい人やけど、ばくちで勝つために

めっちゃ修行してるから結局勤勉だそうです

そうだよな

そのとおりだよ

今日の一文字は「勤」



メールしたらつかまりますか

JUGEMテーマ：日記・一般

裁判官がメールをしつこく送り続けていたら

ストーカー規制法？でつかまりましたねｗ

すごいｗ

どんだけメール送ったんやろ

まぁ名無しで送ったからやろな

いや多分名前付けて送ったら余計タイーホ早かったと思うｗ

つきあってなかったらメール送りすぎたらﾀｲｰﾎされるんやなぁ・・・

まぁあんまメールおくらんから大丈夫やけど

なんか最近いらいらしてるんかしらんけど、

なんとか無双系にはまってます

ばっさばっさ斬ります

斬りまくります

１ステージ１０００人を越えます。

ムダに斬ります。

あかんよな〜それってストレスやっぱたまってるんかなぁ

だめだだめだ

http://jugem.jp/theme/c1/1/


セルフコントロールしようかな

今日の一文字は「制」



かぜひいた

JUGEMテーマ：日記・一般

なんかこの前も風邪引いたって言った気がする

またかよ

よ〜ひくな

かんぷまさつでもしたほうがいいんだろうか。

なんかホンマ抵抗力ない。

予備校の先生に教えてもらったけど、

人の健康には３つの柱？みたいなんがあって、

睡眠

食欲

ストレス

この３つのうち２つが無くなると（ストレスは「増える」ですが）

体を壊すそうです。

１つまではなんとか耐えられるそうです。

しんどいながらも

でも別にな〜

睡眠きっちり6時間くらいはとってるし
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食欲旺盛やし

まぁストレスはかなりあるけどｗ

ストレスなんて考え方次第やしね

なんだっけ、セルフコントロール？え？なんだっけ

考え方を変えるやつ

そのへんは大丈夫やねんけどなぁ

なのでまぁ考えられる原因は１つ

もらい風邪

めっちゃしんどい

のど痛すぎる

今日の一文字は「邪」



時間が足りない

JUGEMテーマ：日記・一般

なんか休日はもとより、平日も最近あっとゆうまに過ぎている気がする

気がつけばもう5月。

今年ももうすぐで折り返し地点

どんだけ早いねん

ホンマ宇宙の膨張が早いんちゃうん

宇宙の膨張の速度が速かったら時間の流れが速くなるんちゃうん

それやったらめっちゃ早いスピードで膨張したらいややな

あっという間に人生終わる

ていうかその理論嘘やな

相対性理論を研究している人に怒られるな

はいアホ〜みたいな感じで

なんか色々今も学んでいっている最中ですが、やること多すぎて

学ぶこと多すぎておいつきません

ゲームしてたら終わりｗ

なのであまりゲームもできません（やってるけどｗ）

早く色々覚えないとな〜

http://jugem.jp/theme/c1/1/


今日の一文字は「覚」



PC自作

JUGEMテーマ：日記・一般

自作したいです

PCの自作を狙っています

ただ

高そう

しかもリスク高い

なんか安くハイスペックのPC手にはいらんかな

全然このPCやってられへんし

設定だけで早くしているけど

ホンマにネットの処理とか求められるときとかめっちゃ遅い

おっそ

今日の一文字は「遅」

http://jugem.jp/theme/c1/1/


今、イチオシの芸人は？？

今、イチオシの芸人は？？

JUGEMテーマ：日記・一般

みなさまお久しぶりです。

なんか最近疲れぎみでかかなかったけど

吹っ飛びました

教えてもらいました

久々に泣くほど笑ったし

なんなんこのセンス

こういうのめっちゃ好き

教えてもらってホンマ感謝

毎日ずっと見てるわ

早く水曜にならんかな

昨日終わったばっかやけどｗ

しかもまだこの系のねた2個しかないけど

あれば教えてください

今日の一文字は「神」

http://trackback.jugem.jp/?eid=209
http://jugem.jp/theme/c1/1/


知識が欲しい

JUGEMテーマ：日記・一般

どうしよう

明日のための予習が全然出来ていない

こういう時ってどうすればいいんだろう

１、夜中を徹して勉強して、明日に備える

２、頭がぼーっとしたらいかんから、早めに寝て明日に備える

ていうか土日の間にやっとけよって話ですよね〜

全く手がつけられない

なんでかな

遊び癖かな？

必要に迫られないと出来ないってダメな証拠ですよね

なんとかしないと

２００８年中になんとかしよう

この遊び癖

今日の一文字は「癖」

http://jugem.jp/theme/c1/1/


夢のためにがんばる人

JUGEMテーマ：日記・一般

なんかやっと就職したときにこんな話きて

おとといくらい若干へこんだけど

弟の友達のお兄さんでワタクシと同い年の人がいるんですが

その人はやたらいい大学行ってて、就職も確かかなりいいとこに就職したはず

詳細は忘れましたが・・・

んでも

最近その仕事をやめたらしいです。

早い・・・

んでその理由が

作家になるのが夢で、会社勤めしていたら文章を書く時間がない、とのこと。

んで学生時代に行ってたバイトにいきつつ、文章をがんばっているらしいです。

すごいなぁ

なんかその甲斐あってか、ってか辞める前から何回か色々なものに応募していて

あと一歩で入賞、デビューみたいなところまで行ってるらしい

完全に負けてる
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どうしよう

そういう話聞くと焦る

ワタクシもそうしたい

ただそれだけの思い切りの心がない

お金がないし

親に甘えることになるし

しかしそれはいやだし

でもそれって結局言い訳であって。

このままだと人生後悔するってわかってるんですが、けど１歩が踏み出せない

彼のように全てを振り切って一つのことに集中したら成功する気がする

ワタクシもそうしよう。

いつしよう

早くしよう

めっちゃ焦る

今日の一文字は「夢」



勉強が・・・

JUGEMテーマ：日記・一般

おいつかない・・・

やっぱ年取ると覚えが悪くなるわ〜

絶対昔のほうが覚えてたわ〜一瞬で

いや一瞬では覚えへんな

一瞬で覚えてたら今頃東大いってるな

あれ

うわこんなことしか書くこと無い

どうしよ

今日の一文字は「無」

http://jugem.jp/theme/c1/1/


吉兆・・・

JUGEMテーマ：日記・一般

またやらかしましたね、吉兆

ホンマ頭悪いですよね〜

そういう時期だけでもちょっとやめとこかって誰か言わなかったんかなぁ

まぁそんだけやってたらなおらんか・・・

ていうか料理長上がりの幹部しか記者会見してないし

社長どこいったんや社長

あのさちことかいうおばあちゃん

記者会見に出てきたらなんていうんかな

頭が真っ白で・・・っていうんかな

むしろもう開き直って欲しい。

↓

さちこ「わざとだよ？」

こんな感じ

http://jugem.jp/theme/c1/1/


今日の一文字は「偽」



意外と人が少ない・・・

JUGEMテーマ：日記・一般

やっぱりＧＷはどっか遠出しますよね？

なんか今日めっちゃいろいろ大阪を歩いたけど・・・

意外と普通の休日かそれよりちょっと少ない感じはしました

人の多さが。

しかし服かわず

ユニ○ロで下着買っただけ

なんも買うとこない

なんかないか

映画おもしろかった〜

この映画色々見るものがある中で選んだ映画「○ンポコ」

クレしんです

おもしろかった〜クレしんの映画久々にみたし

またみたい

ＤＶＤ買いたい

明日は何しよう

今日の一文字は「暇」

http://jugem.jp/theme/c1/1/


GWどうしよう

JUGEMテーマ：日記・一般

始まってしまいましたＧＷ

みなさん予定は決まっていますか？

ワタクシは全く決まっていません。

いやいまさらじたばたしても仕方ないんですが・・・

やっぱ社会人は休日の計画とか立てとかないとだめですね・・・

ムダに休日を過ごしてしまうことになりますね

初めて気がついたｗ

今まで計画なんか立てなくても、行きたくなったその時に行けばよかったのが、

普段仕事に追われるようになって、そんな余裕なくなって、

いざ休みになればすることが無い、みたいな

ていうか

なんか連休といってもがっつり続くわけじゃないし、

５月にある休日の２つくらいをせめて６月に回して欲しい

６月はホンマになんとかならんのかね

なんで梅雨で外出たくないのに休日がないねんみたいな
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あ〜でもむしろ逆かな

せっかくの休日が雨で台無しになって、誰も外でなくて、

そうすると経済に影響するからかな

そんなこと考えて政府の休日決めがされていたらすごいと思うｗ

ていうか何を基準に決めているんやろう

７月２０日の海の日とか意味わからんしなｗ

年がら年中海はあるっちゅーねんｗ

休日の話でした

今日の一文字は「休」



仕事中に

JUGEMテーマ：日記・一般

　和歌山県紀の川市は１日、勤務時間中に公用パソコンでインターネットのアダルトサイトを頻

繁に閲覧していたとして、同市建設部地籍調査課の課長補佐（５７）を停職３か月の懲戒処分

にし、係長に降任したと発表した。

　課長補佐は昨年７月の１か月間だけでも約１７万回、アダルトサイトにアクセスしていた。

　同市によると、昨年６月から今年２月にかけ、自席に置かれた行政システムネットワークの端

末機でアダルトサイトを閲覧、パソコンをウイルスに感染させたことから発覚したという。

はい

１ヶ月に１７万回

みすぎ

元気すぎ
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ワタクシより絶対おっさん元気

今日の一文字は「弊」



仕事中に・・・

JUGEMテーマ：日記・一般

いや、ワタクシの話じゃないんですけど・・・

　和歌山県紀の川市は１日、勤務時間中に公用パソコンでインターネットのアダルトサイトを頻

繁に閲覧していたとして、同市建設部地籍調査課の課長補佐（５７）を停職３か月の懲戒処分

にし、係長に降任したと発表した。

　課長補佐は昨年７月の１か月間だけでも約１７万回、アダルトサイトにアクセスしていた。

　同市によると、昨年６月から今年２月にかけ、自席に置かれた行政システムネットワークの端

末機でアダルトサイトを閲覧、パソコンをウイルスに感染させたことから発覚したという。

えっ、１７回ですか？

いえ、１７万回です。
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みすぎやろ。

どんだけすきやねん。

元気はつらつな高校生とかでも１ヶ月に１７万回もみーへんわ。

どこまでアクセスしていったｗ

どんだけ元気やねん

まぁ確実にワタクシより元気やろうな

こういう元気あまってる人うらやましい・・・

最近何やっても疲れるねんもん〜多分精神的にじゃなくて、

肉体的にかなり衰えてきているか、かなりの運度不足かです。

だめだ〜〜

今日の一文字は「弊」



ゴールデンウィークなのに

JUGEMテーマ：日記・一般

予定なんもないなぁ・・・・

どこいこっかなぁ

どこいっても人いっぱいやし

なんか隠れ家みたいなんないかなぁ

今日の一文字「隠」
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自殺流行

JUGEMテーマ：日記・一般

みなさん、お久しぶりです。

なんか休日のほうが忙しいってどうよ

ワタクシは服を買いにずっと歩いてました。

もう足が棒過ぎてしんどいですｗ

女の子ってめっちゃあるいて全然疲れないからすごいよな〜

しかもヒールとか歩きにくそうな靴はいてるのに・・・

そのへん尊敬するわ〜なんかホンマ体力ないもん

ていうか、自殺なんか流行ってますよね

部屋の中で硫化水素。

やめろよね

めっちゃ近所迷惑やし

ていうかやっぱその自殺を広めてるのってメディアよね？

なんか殺人方法とか自殺方法とか、めっちゃ広がりやすいね

なんでなんかな？

そういうのってホンマ悪影響ですよね・・・
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ホンマ空気やから周りにめっちゃ迷惑やろうし

死ぬときは人に迷惑をかけずにしねよな〜

ワタクシもせめて人に迷惑をかけないように生きたいですね。

今日の一文字は「亡」



肉

JUGEMテーマ：日記・一般

肉食べました

なんかしんどい

肉くいすぎた

くいすぎるのってだめやね

もう歳や〜〜

歳ってこわい

こんなにダメになるもんかと

にく苦しい

うまいの代名詞はどこへいった

いやうまいねんで

めっちゃうまいけど後苦しい

あー苦しい

今日の一文字は「肉」
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何花粉症ですか？

JUGEMテーマ：日記・一般

最近鼻水と眼のかゆみが止まらないワタクシ。

絶対花粉症

小４くらいのときからずっとです。

毎年気がつけば４月３１日か５月１日に眼科に行って、薬をもらってました。

毎年大事な時期にズビズヴィです。

手術とかしたほうがいいんかな・・・？

この時期にこれはつらい。

ただでさえ年度初めでしんどいのに

ていうか

杉って時期じゃないし・・・もっと早めやし

ヒノキとかもうすぐ終わりそうって聞くから違うと思うけど

これって一体何の花粉？

稲？

稲穂？

米こんなに好きやのに？
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朝ごはんにサンドイッチが出てきたらちょっとがっかりするくらい

ご飯が好きやのに？

殺生な

なんか

ねこめっちゃすきやのに、ねこアレルギーな人みたいです。

米すきやのに、アレルギーｗ

あーつらい

しぬ

今日の一文字は「稲」



いつの間に映画撮った？

JUGEMテーマ：日記・一般

最近よく思う

「お前なんか、ＮにぎってＹやる！」

とかゆうけどさ

みんな映画っていつ撮ってるわけよｗ

何か告知なく撮られて、急に提供されるのもどうかと思うわけよ

言えば、どこぞのクラスの子が映画撮りました、

視聴覚室で上映するのでみなさん見に行きましょう？みたいな？

いやまぁそれはいかんけどさｗ

モンゴルとか

3年かけたんやっけ？

言えよｗ

そんだけ頑張って誰もみにいかんかったらどうすんねんｗ

まぁ浅野忠信？に限ってそんなことはないやろうけど

そういう集客って俳優に頼りきってるとこあるよね

雑誌の媒体とかにも頼りきってるとこあるよね

事前にこんな映画やります、みたいなん作るときに言えばいいのに
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そういう告知って映画の始まる前だけやん

あー最近映画みていないな〜

姫さまと王子さまが現実になるやつみたいな〜

映画みたいです

ＤＶＤでもいいｗ

でも時間ない

なんかまとまって2時間取るのって結構勇気がいるｗ

がんばろうｗ

今日の一文字は「告」



お笑い療法

JUGEMテーマ：日記・一般

お笑い療法ってあるんですよね

なんか手術とか、そういうマジもんの医療に頼るんじゃなくて、

落語とかみせて、笑わせて、自然治癒力を高めるんかな？

なんかいい話ですよね〜笑って病気も治って。

手術しなくていいしお金かからないし傷つかないし。

一石何鳥やねんっちゅーね。

それで、それをふと思い出しました。

そして考えました。

これはひょっとしてワタクシにも使えるんじゃないか？と

先週土曜から熱と腹痛を患い、腹痛なんか全然治る気配ありません。

常に下痢で出ます。急に波が来てめっちゃ困ります。

週始めとか電車乗ってたら絶対くるから最悪やったし。

今日も朝来たし。

なんとかして欲しい。

でも医者はワタクシの勤務時間しか開いていない。
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そこで

イメージ、お笑いによる自己療法に頼ることにした。

医療器具：麒麟。

なんで麒麟やねんと？

いいやん

昔結構好きやったんでｗ

最近は貧乏ネタをしても、儲かっているの知っているから微妙ですね。

川島さんにもっとがんばって欲しいｗ

まぁ

昔の映像を見て笑います。

笑います。笑かせてもらいます。

今

平気です。

ご飯おなかいっぱい食べ過ぎて、時間ちょっと経ってますが何ともありません。

一昨日くらいなら確実にトイレ2回は行ってます。

意外と効いた？

これから使うと思います。お笑い療法。

でもめっちゃ高熱んときとか無理ですよね・・・テレビ見る元気ないし・・・



てか熱は笑いでは直らんか・・・寝るのが一番の薬やしな〜

今日の一文字は「医」

JUGEMテーマ：日記・一般

http://jugem.jp/theme/c1/1/


ネット回復

JUGEMテーマ：日記・一般

やっと回復しました。

なんか原因とか色々みてて、ケーブルとかルータにアクセスしたり、

色々原因を探っていたけど、どうしても全く改善できなかったので、

電話しました。

電話ってめっちゃ嫌いやねんけど・・・

もう諦めました。

そしたら

オペレーターが出るまでもなく

「登録された電話番号からかけてください。まずは自動診断して、

その後オペレータにおつなぎします」といわれました。

しばらくして

「料金が3ヶ月分未納のため、接続ができなくなっております。つきましては・・・」

とか言われた。

オペレーター、出るまでもなし。

ていうかモデムのせいやと思っていた分、恥かくとこやったｗ

最近はすごいな〜自動で全部やってくれるとか。

オペレーターいらんやん
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まぁワタクシやからよかったけど、お年寄りとかはいらっとくるかもしれんなぁ

人が対処しろよみたいなｗ

でも無事復活してよかった〜

ネットのない生活がなんと暇で何もすることが無いことか。

何も調べることもできへんし。

またこれからネット楽しみますｗ

今日の一文字は「復」



ちょっとまて

ネットにまったくつながらん

なんでやねん

今日で二日目

めっちゃ不便。どうしよ

なんかモデムが電源とパソコンとこしか光がついてなくて

データとかそういうとこが全く反応してない

電話はやく回線あけろ〜

今日の一文字は「切」

-----------------
sent from W-ZERO3



知識をつめこむか、バカに生きるか

JUGEMテーマ：日記・一般

久々に早く帰って、テレビをみてました。

久々にヘキサ○ンみたわ〜

みんなめっちゃバカやん・・・

まぁそれで売ってるんやろうけど・・・

なんか色々考えてたんですが、

まぁ女の子はいいやん。

夫に養ってもらう事もできるし、色々な道があって。

おとこ。

羞恥心歌ってる人たち。

大丈夫か？ｗ

今は若くてカッコイイからいいけど・・・

ハゲ散らかして、アホすぎて・・・とか

やばくない！？

とか考えてしまってました。

でもね
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バカとか罵りながら、少しうらやましい。

バカバカいわれながらも、知識を詰め込んでもちょっとしか給料もらえない

自分たちに比べたら、あの人たちはめっちゃもらってるやろうし

それこそ何倍ってくらいで。

バカになり続けてお金をもらうのができれば一番だろうなぁと

ただ、やっぱいい年になってきたらいやですがね・・・

電車とかでバカのおっさんとか見つけたらめちゃめちゃ腹立つし、

こいつええ年して頭悪すぎる、みたいな人結構いるしね

でも結局この価値観って育った環境かな

うちの家って結局頭よい人ナンバーワンみたいなとこあるから。

あれよーわからんくなってきた。鼻かみすぎて鼻血でてきた。

また明日〜。まだおなかいたい〜

今日の一文字は「馬」



ひこにゃんと平城京のアイツ

JUGEMテーマ：日記・一般

ニュースでみました。

こいつのおかげで彦根城の客がめっちゃ増加したとか。

名前は『ひこにゃん』

まぁ彦根になんもカンケーないとは思うけど、来るよな。

以外とキャラって重要やねんなぁ

キッ○ロとも○ぞうみたいな。

そのま○ま東みたいな。

最近は名所おこしをするのにもキャラがいるとは

なんかキャラ市場に色々洗脳されすぎている気がするけど・・・

まぁいいやん。キャラもうはうは、客もわいわい、彦根もうはうは

win-win-winですな。
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しかし

こいつ。

名前があるのだろうか。

しかし嫌われている。

なんかコアな人には気に入られているみたいやけど

マル○メに鹿の角が生えただけやん

むしろ玉木宏使ったほうがよくねぇか？

まぁあっちこっちで議題されていることなので言及しないけどさ・・・

考えろよなｗ馬ー鹿。

今日の一文字は「鹿」



故障中・・・

JUGEMテーマ：日記・一般

なんか毎回、新環境に移動したら体が壊れます。

色々原因はあるんだろうなぁ・・・

てか小中高大とかその他色々環境が変わるたびになんかやらかしてます。

それも大体4月の2週〜3週あたりに決まって。

そして毎年花粉症のピークが4月31日あたりに来ます。

体がそうなってるんかな？

毎回熱とかで休め警告を出すんやけど、

今回はきつかった。

もはや社会人やから熱だけじゃやすまんと思ったのか、

熱と下痢がいっぺんにきた

これは無理

ｶｴﾙ＼(∴｀┏д┓´)ノｳﾜｧｧｧﾝ

まぁ幸いか不幸にしてか、

ちょうど土日だからよかった。

貴重な休日がつぶれるんは痛かったけど・・・
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まぁ背に腹はかえられん

これはなんだろう

不治の病かな

毎年度環境が変わると病気になるよ病かな

まぁ自分でも花見とか無茶が続いてるんかなとは思っていたけど

腹はカンケーねぇだろう腹は。

そういうカンケーないとこ攻める人めっちゃ嫌いｗ

あーしんどい

ずっとまだひきずってます・・・

だれか助けて〜〜〜

今日の一文字は「病」

いつも思うけどホンマ一文字ってひねりないよね・・・ｗ



ブログで人が死ぬ・・・

JUGEMテーマ：日記・一般

いや、別にのろいの日記とかじゃないですよｗ

それは無理やから

そんな器用じゃないから

さっきやふーニュースみていたら、有名なブロガーがみんな亡くなったそうです。

理由は働きすぎで血栓症とか心臓発作とか

どんだけブログに命かけてんねんｗ

書いているところによると、職業ブロガーみたいですね〜

眞鍋か○りみたいなものじゃなくて、それしかやってへんみたいな

んでそれで生計を立てられるそうですね。最高ですねｗ

ワタクシもそんな生活したいですよ。ブログを書くだけで食べられる。

でも死ぬのはちょっとなぁ・・・

なんか他のブログよりもいち早く！とかって思っていると、死ぬようですね

24時間労働になってしまって。

会社勤めもいややけど、在宅24時間労働もいやですよね・・・

っていうか休憩とか休みとればいいと思うけど・・・まぁ実態がわからんから

なんともいえへんけど・・・
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っていうかこのブログで生計って立てられるんかな？

そんな人おるかな？

ていうかワタクシが生計を立てたいです。

今日の一文字は「働」



コレはない

これはない

なんでやねん

意味わかりますかねｗ

淡路駅という駅で、梅田行きと天下茶屋行きが普通は来ていて

どっちかのホームにどっちかが来ています。

後は急行梅田行きと普通天下茶屋行きとかもあります。

しかし

どっちを向いても天下茶屋行きかよ

梅田行きたい人はどうしたらええねん



今日の出来事じゃないんですが・・・・

まぁカンに触る一枚ですｗ

今日の一文字は「茶」



うまい！

ごはん食べにいきました。

これは十三にある店で···名前なんやったかなｗ

なんかマーボー丼が陳麻飯（ちんまぁはん？）とかって名前で、

あと坦々メンとかあるんやけど

かなりおいしかった。

いや、多分ワタクシの大好物がこう揃っていたからかな？

辛いもの大好きな人にはかなりオススメ。

駅から近くて元々なかうがあったところに出来てます。

呑み放題もあって２９８０円くらいで呑み放題とこういう系のご飯が



呑み放題もあって２９８０円くらいで呑み放題とこういう系のご飯が

まぁまぁ出てきたと思う。

かなりそれ使いたい。

まぁマーボー丼なんて専門で取り扱っている店がなかったから

ワタクシはかなりうれしい。

もっと増えたらいい。

松やとか吉野家とか、牛とか豚とかいっぱい使うものより

マーボー丼のチェーンの方が売れるはず。

肉より豆腐の方がやすそうやし

今日の一文字は「麻」



アカペラブーム再び

JUGEMテーマ：日記・一般

前これかいたっけ？

なんか最近やたらアカペラ聴いています。

会社の行き帰りは必ず聞いてますね。

あとボイパとかも練習してます。

まぁベースとかはいつも行きしな帰りしないつも歌ってるけどｗ

なんでかな

ちょっと前まで変な邦楽の曲が好きだったのに

んでまた洋楽にはまって

回りまわってアカペラに帰ってきました。

まぁ結局音楽に憧れたらやりたいと思って、

やりたいと思ったらアカペラしかできないから帰ってくるんかな

できないのはつらいね

カラオケ行くくらいしかないしなぁ

アカペラといっても最近のブームはNaturally7

なんかこれも回りまわって、というか、手を着けずに残していたものを

解禁したって感じですかね
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いうなれば最後の砦

１人パートがラップのくせに歌がむっちゃうまいっていいですよね

ギャップにひかれるってやつですか

その感じでJEROとかもそうなんかな

HIPHOPとかめっちゃラップやってそうやのにこぶしまわすの上手すぎｗ

音楽したいなぁ

仕事に就いたら余計音楽関係につきたいと思った。

今日の一文字は「ペ」



まぶたが１００ｋｇ

JUGEMテーマ：日記・一般

最近まぶたが１ｋｇあるんです

ふとまばたきをした時にそれはやってきます。

急に重くなるんです。

まばたきをすると、そこには違う景色が広がっています。

大学だったり、家だったり、最寄りの駅だったり···

しばらくすると筋肉が回復して（？

まぶたが上がっていくんですが···

めちゃめちゃ上げる行為がつらいです。

重量挙げの選手ってこんなんなんやろなぁ···(´ω｀)

うんしょっ・・・で肩まで持ち上げて・・・その後

うおぁぁっ！！

あげました！１００ｋｇ上げました！金メダルです！

はい

こんなん書いてるとか眠い証拠やな

今日の一文字は「挙」
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うざいCM１

ケータイで〜　検索するなら　もばげー　げげ

げげって何？

最近うざいCMが多い

Softbankの犬のCMも嫌い

あとたまホームのみのも嫌い

しかしもばげー〜の時、おっさんが歌ってるバージョンで、

もばげぇ〜[:上向き:]ってしゃくる奴がいて、

うざすぎる

今日の一文字は「ゲ」



自動で水が出てくる

JUGEMテーマ：日記・一般

まぁふと思ったけど、石鹸で手をよく洗ってるけど、

自動で水が出てくるトイレの洗面所

せっかく石鹸つけたのに

ごしごししていると

じゃー

いやいやいやいや

空気よめよ

って思いませんか？

結構これをやってしまって、石鹸の二度手間になるんですよね

いつもいつも

んで石鹸をキレイに落としたいと思っているのに、

いつの間にか水が止まる
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そこで止まって、何でごしごししてる時は出る？

ってよく思う

トイレどんだけいくねんな

今日の一文字は「厠」



リズム感が・・・

JUGEMテーマ：日記・一般

なんか変な感じがする

太ったかな？

いや、

音楽をしていないからかな

カラオケもいってないしな〜

なんか声ががらがらやしでーへんし

去年オーディション受けてたとはおもえへんほど汚い声

なんでかな

なんもしてへんからかな

やっぱあの世間一般的に見て無駄な日々ｗはムダじゃなかったって事ですかな

柔軟とかもしてたけど今もう絶対からだかちかちやわ・・・

昔は足がやっと120度くらい開くようになってたけど、９０度ひらかなそう。

あーあかん

運動会になってぎっくりか、走ってる途中にこけてまうお父さんになってしまう

ダイエットしよかな

WiiFitかおっかな
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ホンマ仕事ってあれですね

まぁ仕事のせいにはしたくないけど、

食っちゃね生活ですよね

ストレスがまあまあ大きい仕事のはずやのに

やつれへん

ぷくぷくしてきた

結構やせたのにまた太ってきた

いかん

なんかしよ

普段の生活から改善していかなければ

今日の一文字は「改」



しんど

JUGEMテーマ：日記・一般

ああしんど···

しんど

２７日を越えたら

研修始まるから多分８日連勤

むり

今日の一文字は「連」
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無事終わる

JUGEMテーマ：日記・一般

やっと勉学から解放された

やっと教育から解放された

自由だ〜〜〜〜＼(∴｀┏д┓´)ノ

まぁこれからも色々学んでいくわけですが、

その学びにはお金が入ってくるという

なんといい制度なんだろうか

今までなんて半年に50万近く払わなアカンかったけど、

これからは入ってくるねんなぁ

イヤ今までも入って来てたけど金が···

あー勉強しながら仕事とかわけ分からんことしなくてええんやな〜

仕事だけすればいいんやな〜

しかし卒業式は···

あー普通やった

なんもなし

あの卒業証書とか普通の配布物みたいに配られましたねｗ
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先輩らみたいに胴上げとか１升ビン一気飲みとかしてみたかったｗ

風物詩体験？みたいな

まぁ遅れといて卒業させてもらってそんな贅沢はいいませんよｗ

さぁ今の仕事もあと６回くらい行ったら終わりや

がんばろ

今日の一文字は「修」



風邪ひきまんた(´ω｀)

JUGEMテーマ：日記・一般

声が低い

ベースしてた時など全くでんかったような音がなる

おかしい

あきらかにおかしい。

お電話してる時、何回も相手にえ？え？は？とかって何回も聞きなおされた。

てか聞きなおす時に、は？って聞くやつは死ねばいい。

まぁ話を元に戻して

調子に乗って今まで出にくかった曲を今歌いながらこれ書いてますが

まぁ出やすいのかしら

リアルさんが余裕ででる

はぁ

明日で一応区切りやのに

なんかあれですかね

大の大人が今勉強したいってのと一緒かな

いや、
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現役時代に嬉々として練習してたのでちょっと違うか

バチスタ最近かりて読んでるけどおもしろいヽ(○´∀｀○)ノ

今日の一文字は「響」



ばさし乙

JUGEMテーマ：日記・一般

まぁ昨日の話だが

馬刺し乙でした

めっちゃおもしろかった

昔ねたバンドやってたけど、全然凝り度が違った！

アテレコとか映像とか、めっちゃ凝ってるし、ネタもめっちゃ考えてるし

ちゃんと詰めてる感があって安心したステージやったなぁ・・・

なんかもう完成されたステージを見てる感じでした。

ていうかあのamHallが満員御礼とかすげぇよ

みなさんお疲れ様でした。

まぁ見てないかもしれんけどｗ

名前がスペシャルサンクスで出ていたり、Vパラとか名前出してくれたり、

曲を歌ってくれたり考えた振り付けをそのまま真似してくれて

嬉しかったです(´ω｀)

なんか先輩冥利に尽きるというか

ありがとうございました☆

まぁ解散したわけですが
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早く復活してくださいｗ

Xjapanとかでも復活したから、復活すればいい！

まぁとりあえずお疲れ様でした。

昨日の一文字は「馬」



かぜかも

JUGEMテーマ：日記・一般

のどいたい・・・

ひさびさや

かぜひいたかも

すとれすかな

頭もいたい

あー

最近シミュレーションの三国志ばっかしてる

今日の一文字は「病」
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ヘブンズドア開く

JUGEMテーマ：日記・一般

まぁ以前からヘブンズドアの話をしましたが、

開く。

開く！！！！！！！

はい

報告終わり。

やっと終わった。

学習というしがらみから抜けられた。

うれし涙でちょちょぎれました。

毎回そうなんですよ。

出る度に、普通ならさみしい〜とかまたあおうね〜とか

そういう事で泣くと思うんですが、

ワタクシの場合はそうじゃない

やっと終わった···

やっと抜けられる···

とか考えてます。

はぁ
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よかった。

やっと終わった。

今そればっかり考えている。

今日の一文字は「出」



あと

２日···

あーー

いやや

あーー

もういや

おれミラじゃねーし

今日の一文字は「２」



ヘブンズドアまであと・・・

３日です。

思い出すたびに心臓がドウン、ってなります。

はい

これによってワタクシの人生が生きられるか決まります。

運命の日まで

あと

３日

今日の一文字は「獄」



仕事続けられるかな・・・

JUGEMテーマ：日記・一般

なんかこんな仕事がイヤになってくるなんてって感じ・・・

毎日毎日寝る前がめっちゃ憂鬱

世間一般様のように、サザエさんが憂鬱とかは無いからいいけど・・・

何しろ土日出勤やし・・・

まぁ土日出勤って色々電車とか楽やし、社内も人少なくてやりやすいから

好きやねんけど・・・

まぁ今している仕事がとてもじゃないが、どこの役にも立ってない感じ

Win-Win-Winを目指している（お客さんも会社も自分も満足みたいな）

会社のくせに、ワタクシがしている仕事はlose-lose-lose？っていうの？

どこにも満足をさせず、逆に不満を募らせるだけ、みたいな・・・

まぁこの中に入っていない、クライアントさんだけは満足する仕事やねんけど

なんかなぞなぞみたいｗ

もう入社までずっとお休みにすればよかった

まぁお金には換えられんけど···

お金より大切なものを失っていっている気がするｗ

まぁゆーても友達よりは楽なとこに働いている自信があるけどｗ
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楽すぎて意味がないっていうかｗ

わかるかな・・・？

誰か助けて・・

まぁ時間が解決してくれるか・・・あと２３日やし

今日の一文字は「負」



深夜テレビは意味がないだと？

JUGEMテーマ：日記・一般

なんか題名にもあるとおり、国会議員が言ったそうです。

１２時以降のテレビは意味がないって

確か女性議員の、森なんとか議員やったと思います。

（伏せてるわけじゃなくて、忘れたｗ知ってたら全開でだしますｗタイーホされるかな）

何か国会で、「なんで１２時以降にテレビをやってるか」みたいな話をして、

私は１０時くらいに寝るし、１２時以降のテレビはムダだからやめればいい、みたいな

話をして、じいさん議員がそれに同意したそうです。

もうね、アホかと。バカかと。

その辞めることに引き合いに、オイルショックの頃はそんなのなかった···みたいな

話をしたらしいですが、

時代遅れもはなはだしい。

誰のおかげで国会議員させてもらってると思ってるんだか

宅急便とか夜警とか２４時間やし、コンビニとかも２４時やし

誰のおかげで経済が回っていると思っているんだろうか。

自分の主観でしか物事を捉えられず、

しかもオイルショック時代とか、昔の時代から時間が進んでない人なんて
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老害以外の何者でもない。

誰？そんな人に投票してる人。

このブログが日本中のほとんどの人に見てもらえて、

「確かに老害やなぁ」と思ってくれたら、

日本とかって変わったりするんかなぁ・・・

なんかすっごい他力本願やけど、

みんながもっと危機感をもって政治の革新とかできたらいいなぁ

あんな議員を残したらアカン。

駆逐しなアカン。

その発言した議員の名前がわからないけど、わかれば載せたいと思います＼(∴｀┏д┓´)ノ

政治家になる他に日本に影響を与える方法ってないかな

こんな１個人が影響を与える方法、あれば誰か教えてください。

今日の一文字は「老」



歯に何か挟まっている

JUGEMテーマ：日記・一般

のが取れた時ってうれしくないですか？

まぁ歯並びがいい人には分からないやろうけど···

ワタクシなぞかなり歯並びが悪いほうだし

マッキーとどっちが悪いかってくらい悪いし

まぁ食べ物が歯に挟まる。

よく挟まる。

かばんにいつもスペアのつまようじを５本くらい持ち歩いています。

最近のコンビニってすごいよね

いや前からスーパーのおてもとにあるとこはあったけど、

最近のコンビニの箸は絶対つまようじがついている

なんてサービスがいいんだろう

絶対あれそのまま何も使わず捨てている人が大半だと思うけど

もったいない···

そのつまようじでワタクシがどれだけ救われるか。

スペアを忘れてきたときの苦しみといっちゃあ

ないよこれ
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スペアが無いときは舌で何とかしようとするけど、

そん時の顔が大体超キモイし

あと、歯を擦るから大体舌が荒れまくってしゃーない

しかしさっきずっと気になっていたものがつまようじでやっと取れたので

こうして喜びの文面をしたためてはいますが、

なんて汚い日記なんだろう

日記ってこんなもんだったっけ

そうなんだよなぁ

最近小学生の夏の宿題「絵日記」状態なんですよね···

あの頃って毎日ファミコンかテレビしかしていなかったので、

絵日記なんか全く描くことないねんな〜〜

半分くらいでっち上げですよ。

どこへ行ったとか、何をして遊んだとか

インドア派のくせに外に遊びにいったような事を書いて。

ていうかあの制度は家に篭って平穏な生活を送らせない為のものですかね？

今更ながらに思ってきた。

昔は日記めちゃめちゃ嫌いやったくせに今こうして日記を書いているから不思議〜



はい

長くなりそうなので退却〜

今日の一文字は「楊」



こ、このフレーズは···

JUGEMテーマ：日記・一般

ちょっと風呂で鼻歌を歌いながら考えていました。

あのフレーズあるじゃないですか、

ネコふんじゃったの最後とか、

ミニモニのじゃんけんぴょん？の最後とか。

音名でいうとあれですよ

ドッソソラーソー、シ、ド♪

ってやつ。

あれ考えた人って誰ですか？

すごい何ていうか、オチらしいフレーズの音やなぁ・・・

とかって一人で感心してました。

あれって元は、やっぱり「猫踏んじゃった」ですかね？

ちょっと気になる

なんか最近ものの始まりをすっごい気になる。

よくWikipediaみてる

会社で最近Wikiばっかりみてるわ〜

よく見るのが
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「宇宙」とか「ビッグバン」とか？

なんでかなぁ

自分でも気になるわ

ものの始まりばっかり気になるって

しかしすべらない話おもしろいな

ずっと見てます

今日の一文字は「源」



３月ですね・・・・

JUGEMテーマ：日記・一般

この前正月と思ってたらもう３月ですね···

早いですねぇ···

あーはや

もう今年の６分の１が終わってしまったのですね。

今月が終わったら今年の４分の１が終わるという···

あーどんどん歳とっていくなぁ···

なんかせんとなぁ・・・

でもなんかサラリーマンが夢を諦めていくのわかるなぁ···

忙しさにかまけて、もしくは逃げて、全然夢に手がつけられないまま

一生を終わってしまう・・・みたいな

うわーいやだーそんなの

とりあえず今だから言っちゃうが、私の夢は

１「作家」２「歌手とかそんな系」３「漫画家」

とかかなぁ

漫画家とかは絵とか全然描けないからアレやけど・・・

まぁ一番しゃーなしで許せるのは、４「ゲーム会社で働いてる」姿かなぁ
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だから色々就活したけど敗れ去った···みたいな

結局今のところは一番苦手な仕事の一つかなぁ···今思うとそんな気がした

ちなみに多分一番苦手なのは飛び込み営業とか・・・そんな系やと思う

まぁいいふらしたもん勝ちって言うしなぁ

これを読んだ人には覚えておいて欲しいなぁ···ワタクシの夢など···

言えば引っ込みがつかなくなる、って言うし

だから一番手っ取り早いから文章をこうやって書き続けているわけなんですが···

そろそろ行動に移さないとダメだよな・・・

仕事の忙しさにかまけてたらダメだよな···

てか

目標でも決めるか。このまま。

じゃあとりあえず「１」の夢？を達成する事の第一歩として

「今年中にとりあえず１作品を何かに応募する」としよう

うん

宝くじも買わなければ当たらない、って言うし。

いやアレは買っても当たらないけどねｗ

よーし言った。

言ってやった。

いや、多分最近この日記の閲覧者数が少なくなっているから



いや、多分最近この日記の閲覧者数が少なくなっているから

強気になっているだけだと思うけどｗ

見てくれてはる人が多いと下手な事いえんしｗ

はい

今日の一文字は「標」



放出。

JUGEMテーマ：日記・一般

放出。

えっ、何を放出するのかって？

いや別に放出しませんよ。

今日会社でちょっとしたおどろきがありまして

「新しいJRの路線って使う？」って言われて、

「いや、僕は阪急なんで···」

と言ってそのまま放置しましたが···

新しい路線ができるんや〜

とか思って、会社のパソコンでインターネットで遊びながら笑

ちょっと検索したんですよ

すると

「３月１５日　放出〜久宝寺間路線増設」

···何を出すねん。
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とか思いながら。

このニュースの文章の意味わからんとか思いながら、

まぁ仕事を続けていたんですが、

少し暇になった時、聞いてみました

「なぁ、この放出って何？」

「えっ、これ、ホウシュツじゃなくて、

ハナテンですよ」

えっ

ハナテン！？

ワタクシは思わず聞きました

「ハナテンってあの、ハナテンちゅうこしゃセン（ッ）ター♪ってあれ？」

「そうですよ」



＼(∴｀┏д┓´)ノ

ε=ε=ε=ε=ε=┏(ﾟロﾟ;)┛ﾀﾞﾀﾞﾀﾞｯ!!

おいおい

初めてきいたぞ

すいません

大阪の人じゃないんで···

てか大阪の人はみんな知ってるんかな

気になるな

キタ系の人はしらなそう

キタよりもっと上の人もしらなさそう

かしこくなりました。

ありがとうございましたｗ

今日の一文字は「放」



無事でいて欲しいですね

JUGEMテーマ：日記・一般

あれですよ。

最近テレビを見ているワタクシは世の中に少し詳しいですよ？

あれですよ、ほら、あれ

すいません。関係者の方が見られていたらすいません。

海で海自と事故を起こしたやつですよ

なんかうやむやになっている感じがしますが気のせい？

なんか事故直後しか防衛庁も釈明しないし

なんか、

すでに線香とかあげちゃってるし

いやいやいやいやいや

無事を祈ってよ

祈ってる？

祈ってるならいいけど・・・・

なんか
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好きな食べ物をあげるからな

って

海に蒔いてたら

なんか亡くなっているみたいやん！

ワタクシは最後まで無事を祈りたいですね

どこかに泳ぎ着いて、通信手段がないだけかもしれんし

なんか扱いが悪い気がする

なんかそういう事件が世の中には多い気がするなぁ

みなさま覚えていらっしゃいますかね・・・

世田谷一家４人殺害事件

なんかめっちゃうやむやになっている

まだ事件未解決やし

アメリカは偉いですよね

まぁ州によっても違うんだろうけど、

むかーしの事件の新展開をみせて。

あのロス疑惑？だっけ？

全くしらんかったし・・・

エリートが未解決事件をずっと捜査してるって。



エリートが未解決事件をずっと捜査してるって。

ワタクシもそんな仕事したいなぁ···

なんかかっこいいですよね、そういうの

ずっと追い求めてやるぜ！見たいな

なんかあんまりこの辺深く突っ込むのやめとこｗ

今日の一文字は「裁」



らいよん

しばらくです。

なんか疲れた。

仕事とか内定者研修とかあったけど、

なんかなぁ

４月からの仕事、何か自信ないわぁ···

他に取ってくれるとこがなかったからいいけど···



電話の仕事やっぱ合ってないわぁ

上の写真見てください。

らいよん

あんな風に

ぼーーーーーっとしたいなぁ

ぼーーーーっ

ぼーーーーっ

あっ

寝過ごした

はい

今日かなり寝過ごした

今日の一文字は「眠」

JUGEMテーマ：日記・一般

http://jugem.jp/theme/c1/1/


へけけ(゜∀゜)(゜∀゜)(゜∀゜)(゜∀゜)━━━━━━━━━━

へけけ(゜∀゜)(゜∀゜)(゜∀゜)(゜∀゜)━━━━━━━━━━
へけけ(゜∀゜)(゜∀゜)(゜∀゜)(゜∀゜)━━━━━━━━━━
へけけ(゜∀゜)(゜∀゜)(゜∀゜)(゜∀゜)━━━━━━━━━━
へけけ(゜∀゜)(゜∀゜)(゜∀゜)(゜∀゜)━━━━━━━━━━

しょこ○んブログからぱくってきました

すごいなこのセンス

最近いろんな人に怒られすぎて、頭んなか

へけけ(゜∀゜)(゜∀゜)(゜∀゜)(゜∀゜)━━━━━━━━━━
へけけ(゜∀゜)(゜∀゜)(゜∀゜)(゜∀゜)━━━━━━━━━━
へけけ(゜∀゜)(゜∀゜)(゜∀゜)(゜∀゜)━━━━━━━━━━
へけけ(゜∀゜)(゜∀゜)(゜∀゜)(゜∀゜)━━━━━━━━━━
へけけ(゜∀゜)(゜∀゜)(゜∀゜)(゜∀゜)━━━━━━━━━━
へけけ(゜∀゜)(゜∀゜)(゜∀゜)(゜∀゜)━━━━━━━━━━

[Ctrl]+[V]キーさえあれば

脳内破綻絵図ができあがるのだ

さぁ、みんなで↑を選択して[Ctrl]+[C]アンド[Ctrl]+[V]だぜ！

へけけ(゜∀゜)(゜∀゜)(゜∀゜)(゜∀゜)━━━━━━━━━━
あーもう上司とか客とか親とか、会う人会う人に怒られてへけけ(゜∀゜)(゜∀゜)(゜∀゜)(



゜∀゜)━━━━━━━━━━

最近もう壊れてるｗ

普通に上司とかにも切れるし客にも切れるしかなり問題児ｗ

でも人手が足りないからクビにならないｗ

まぁ普通クビとかならんけどな

今日の一文字は「被」



日本の頭首

JUGEMテーマ：日記・一般

最近のテレビみてまた思った

オバマ氏とヒラリー氏の対決をみていて

まぁ個人的にはオバマ氏派やけどまぁどっちが買ってもどっちも

初めての試みだし、頑張って欲しいと思っている。

ただ

なんかアメリカ人がうらやましいと思った。

あんだけ候補の後ろに立って、候補の一言一言に耳を傾け、

候補の支援に熱血になれる国民性というか、その制度というか？

日本ってないっしょ？

せいぜい選挙前に選挙カーの前にちょいちょいたむろするくらいでしょ

しかもそんな光景って大体東京くらいじゃね

しかも大体県民性が発揮された候補と、

そうじゃない、党の上から順番に決まっていく候補がいて、

微妙に民意が反映されてないでしょ

しかも首相なんて勝手にきまるし

http://jugem.jp/theme/c1/1/


首相性を取ってるとこって絶対こうなん？

イギリスもこうなん？

なんか大臣も国民投票で決めたらいいのにね

単純だし。わかりやすいし

文句があればおろせるし

なんでこんなややこしいことになっているんやろう

っていうか福田なんて誰が投票したんやろう

あんなのに期待誰がしたんだろうか

まぁどうせ古い人間が「あの代議士さんとこのぼっちゃん」って感じで

投票してるんやろうなぁ

死ねばいいのに

あー毒吐いた

最近しったけど、aikoの「木星」ってめっちゃいい曲やね

aikoで一番好きかも

じゃあね〜もくせ〜いに〜

今日の一文字は「酋」



鼻が光る

JUGEMテーマ：日記・一般

トナカイさんもびっくりです。

まぁ今に始まったことではなく、前々からわかってたけど、

最近特に思う。

はな光りすぎ

まぁどの写真みても光っているからおかしいなとは思っていたんですよ

合宿の写真とか、ライブの写真とか、明らかに一人おかしい

真夏の炎天下の下を歩いて、全く拭かなかった鼻みたいに

てかてか

はげで光るって、こういう現象かしらん

太陽拳ならぬ、太陽鼻ですよ。

太陽拳ですらまともなワザじゃないのに、こっちはワザですらない。

現象ですよ。現象。

なんでみんなそんなに光らないんですか？

ワタクシは朝ビオレしてるし、光りだしたら油とり紙してるし

夜もかお洗ってるし。

２週間に一回くらい鼻の墨ぱっくもしてるのに

http://jugem.jp/theme/c1/1/


この努力の報われなさはなに？

気にしすぎ？

いやいや、

気にしてなかったときはもっとすごかったんですよ

眼も当てられない。

なんと周りの目を気にしなかったことか。

はぁ

誰かいい方法しりませんか

今日の一文字は「脂」



究極の選択

JUGEMテーマ：日記・一般

今、あなたの財布には３１５円しかありません。

周りに銀行らしきものは無く、セブン○レブンしかありません。

ちなみに、おにぎりだけはもってきています。

しかし、そのおにぎりは湿気でふやけた焼き海苔しか巻いていない、味の無いおにぎりです。

さて、ここでお立会い。

今、時刻は１１時半です。今から３０分以内でご飯を食べねばなりません。

持ち物は数個の小さいおにぎりと３１５円のみ

お茶は残りペットボトル半分しかありません。

仕事は１８時までやります。１２時から６時間あります。

ここでどう買い物をすればまだマシな６時間を過ごせるでしょうか？

まぁなんと小学生な買い物。

初めてのお遣いレベルの金しか持ってないし

まぁこの後いるものといえば

１、おかず
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２、水とか飲み物

３、絶対おなかすくからおやつ

これを３１５円でどう買えと。

それが

買えるんです。

ワタクシが買った品目

１、セブン○レブンオリジナルカップめん（１０８円）

２、セブン○レブンオリジナル麦茶（９９円）

３、アルフォート（１０３円）

占めて、３１０円

５円のおつり。

てゆうか、そもそもおかしが必要になるような、

１１時半からの昼飯ってのがおかしい。

ていうかホンマは１１時からだったのを、延ばしに延ばして１１時半にやっとしたし。



１時半とかに食わしてくれたらおやつとかいらんのに。

あー１日くらい金を使わない日とかないかなぁ

まぁ自分の心がけしだいなんですが···

世の中かねかねですね

でも毎日３１５円ずつためていったら車だって買えますよね

あー使わないで置きたいな

今日の一文字は「菓」



平凡な日々

JUGEMテーマ：日記・一般

あれ、何か最近おかしい

何か色々なものが普通に感じてきた。

いや、それは当たり前やねんけど

寒かったら寒いし、暑かったら暑いし

あれ、何言ってるかわかりますかｗ

何か昔はね〜常にてんぱってて、

寒くもなかったし暑くもなかったし、

っていうか日記とか何書いているか訳解ってなかったし

まぁ常に寝不足だとか、変なストレス？とかが原因やったんですが

常に時間に追われている感じやったし

でも最近無くなった。

あー普通の日々

いいなぁ

まぁ文章とか色々な中身とかが

以前も面白くなかったのがさらに面白くなくなったと思うけどｗ

普通の生活していててんぱった頭にならないかなぁ
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いや別にならなくてもいいか···

えっどっちがいいんやろう

今日の一文字は「普」



DDハウス

JUGEMテーマ：日記・一般

捕まりましたね。

犯人。

まぁ無差別殺人と思っていたので、

トイレ行けませんでした。

しかも問題のトイレ使ったことあるし。

おなか痛く成り過ぎて、あの和式に３０分くらい居座ったことあるし

こわいですよね・・・

ワタクシも酔っ払って下手に声掛けないようにしないと・・・

っていうか酔っ払っても知らん人に声掛けないけどね

まあ人のおらんとこでトイレいかれへんな···

今日の一文字は「和」
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主人公はかっこいいか美人を想像する

JUGEMテーマ：日記・一般

借りた本のしおりにそう書いていました。

確か角川○庫（隠れてない）の本のしおりかと

それをみてワタクシは思いました。

確かに。

そらそうですよね〜〜

わかるわ

どうしてもカッコイイor美人を想像する気がするなぁ

んで本を読み薦めていって、４０代で小太り、とかって紹介されると、

なんかがらがらがらってイメージが音を立てて崩れ去る

なんでかなぁ

不思議やなぁ···

なんかホンマ普通の人って主人公になりにくいよなぁ

まぁあの子には悪いけど、せかちゅーはすごいと思う

まぁあの子のファンもいるし深くは言いませんがｗ
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絶対ドラマのせいですよね

そんなやつおらんやろみたいな

最近会社でよくあのドラマみてる

なんだっけ、堤真一のやつ

あれ思ったけど、最初「やまとなでしこ」の続編かと思ったｗ

矢田亜希子はまた堤真一にふられる役やしｗ

まぁそれはいいとして。

どのドラマもいい人使いすぎですよね

でももう絶対かっこよくないキャラ？や人を使ったら

ドラマや小説は売れないですよね

買えよ

でも本を読みながらたまに思う

この言動をしてて、顔とかしょぼかったら、

めっちゃきしょいやろうなって

終わり

今日の一文字は「役」



ホームページを作りたい

JUGEMテーマ：日記・一般

とか思っているんですが、

何もテーマが思いうかばない···

ゆうたら自分の言いたいことはココで言えるし···

ていうかいちいちページにして日記更新とかめんどいしなぁ

でも自分が得意なもんとか何もないし···

やっぱホームページ作っている人って何かしらそういうテーマがありますよね

何もない自己紹介のページなんて···

小学生やん。

授業で作るページをインターネットにアップしてみましょう、レベルやんｗ

何かあればなぁ

誰かワタクシにあった、こんなページを作ればいいんじゃない？っての

あれば教えて欲しいです。

あーなんかこういう時に、自分はあまり一つの事を一生懸命しないなぁ、とか思う。

あー

あー

何か考えよ
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今日の一文字は「創」



アジアハンドボール！？

JUGEMテーマ：日記・一般

いやいやいや

さっきのニュースみて驚いたんやけど

アジアハンドボール連盟の通達が

違反したので、

10万円払ったら最終予選出場を許可する

えっ？

アホか

そんなん言うんやったら、ワタクシなんかなんぼでもいえますよ！

「お前はウザい客なので、10万円払ったら電話かけてきてもいい」

とか
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「お前はキモいから、10万円払ったらご飯食べてもいい」

とか

同じレベルやん！

しかも

世界的な協会のはずやのに

10万て

なんかリアルやねん

あのヘンってこのくらいの値段で大金になるんかな

どうなんやろ

ていうかリアルにかねに困ったんかな

こんなん払うバカいるんかな

マンションの隣の人から

お前はうるさいから10万円だしたら許す

より理不尽やでｗ

アジアハンドボール協会ﾎﾝﾏにわけわからんな

てかこんな風にはやし立てると向うも調子乗るわな

やーめたっと

まぁニュースみて笑いが止まらなかったので書きましたｗ



今日の一文字は「玉」



カニに拒否反応

JUGEMテーマ：日記・一般

がでました。

なんかしらんけどテレビでカニの話をしていたのね

多分、あの、石原と長嶋が、「変」っていう番組

あの番組もどうかと思うけど

ギャップ狙いですか？あれは

もっと普通の人を選んでこいよ

まぁなんにせよカニの話を始めてですね・・・

まぁおいしそうに堀内？たかお？が食べるんですよ

んでその後かにかにかにづくしの映像

かにのぷりぷりの腕、かにそうめん

あ〜〜〜

吐き気がした

ほんまねぇ、なんか鍋を食ってたら吐き気がしてきて

なんか知らんけどかなり気持ち悪くなった。

確実にかにのせいや
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なんか鍋がカニ鍋の味してきたもん

あの、かに鍋のあとの鍋っておいしくないんよね···

あ

今日のなべ

水餃子鍋や···

やべぇ

氏ぬ〜〜〜〜

うん

多分大丈夫

今日の一文字は「蟹」



まめ・・・

JUGEMテーマ：日記・一般

まきましたか

うちの家はおかんと弟がまいてました

巻き寿司食べましたか

うちの家は手巻き寿司を食べました

まめを食べています

この数え年の個数を守ったことはありません

なんでこれ数えて食べるん

ストレスたまるっちゅーねん

無意識で食べさせてや

あーなんかこのまめも

海苔とか巻いてたらおいしいやろうになぁ・・・

いや、これはこれで好きなんですが、20粒くらい食ってると飽きてくる

ふぅ

まめまめ

今日の一文字は「蒔」
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ぎょうざ・・・

JUGEMテーマ：日記・一般

最近・・・

どこみても

ぎょうざ、ぎょうざ、ぎょうざ

ぎょうざ食いたなってくるっちゅーねん

あんね

仕事、大体お昼食えるのが、

１２時ちょっと前か、２時以降なんですよね

お昼は人入れ替わるからあんま離れられないんで···

んで、

仕事場では常にミュートでテレビ見てるんですけど

あの問題の、パックをみてたらおいしそうなぎょうざ···

そしてぎょうざ店が映る···

「うちのぎょうざは国産です」

そしてそこには焼いているぎょうざの映像が・・・
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なんか、

最近国民の意に反して

ぎょうざ食いたくなってきた

いや、今はまぁご飯くっておなかいっぱいだからいいけど・・・

仕事中は結構ぎょうざ食べたい

っていうか、気持ちはわかるけど、最近やりすぎですよね。

NHKのバラエティくさいのやっててもやってるし

衆院選の開票速報か。

ふー

チャオズ

今日の一文字は「餃」



環状線で毎日誰かが···

JUGEMテーマ：日記・一般

亡くなってます。

なんでやねん。

ほんまに

自殺でっか？

自殺は一人でひっそりやってくれい

自殺だけですら、最悪なことなのに

無関係な人間を巻き込みまくるな

とか思いました。

というのも

昨日、今日とも、帰りの電車が止まって

完璧満員電車の中を帰ってきました

しかも満員の癖にいつもの１０倍は遅い

会社を７時過ぎに出ているのに帰宅したのは１０時前

なんでやねん

おかしいやろ

死んでこんだけ人に迷惑をかけて、最後の最後で大きな人間になったつもり
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かもしれんけど

んなこたない

こっちは仕事で疲れてんのに、これはない

しかも２夜連続

今日なんか今宮で立ち往生して、かなり待った。

吹きさらしの中。

死ぬかと思った。

壁とかなんもないし

あー

ワタクシも最後は人に迷惑だけはかけんようにしたいです

そんなん最悪やし

今日の一文字は「惑」



なんかこの日記を

JUGEMテーマ：日記・一般

あの本を買って帰るくらいなら、

帰ってあのページを見ればいいやん

的なブログにしたいなぁ

まぁそんなブログやったら

本になってますけどね···

時間があれば凝りたいけど···

会社で時間もないしなぁ···

なんか社会人になるとやりたい事いっぱい出てくるってホンマやなぁ

高校生んときとか大体授業終わりに家に直帰して

遊び倒してましたよ。

あーあの時間を今にもってこれへんかなぁ

ってかよくそういう機能があればいいなと思う

あの時間を全部まとめてここに使いたいとか

あの極寒の温度をまとめて夏の猛暑の日にもっていきたいとか
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どれだけ科学が発達しても、それはできひんやろなぁ・・・

でも、料理で６０億人納得させるものを作るより

そっちの方が簡単やと思う

気がする〜

こんくり〜ろ〜ど

こ・・・・・この日記は・・・・

本を買って読んだ方がマシだ・・・・(´д⊂)

今日の一文字は「本」



ひさびさにねた

JUGEMテーマ：日記・一般

ひっさびさに１１時半までねたった

でも色々と理由があってぐっすりではなかった。

だから今夜１１時やけどもう死ぬほど眠いし

疲れてる

なんでだろう

体力落ちすぎなんかなぁ

なんか普段の生活で体力をどんどん元に戻してくような、

なんか座りながらできることってないかなぁ

デスクワークばっかしてるとかなり弱ってく

今日の一文字は「弱」
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起きてられへん

JUGEMテーマ：日記・一般

最近気づいた···

テストとかが最近あったけど、

昔はめっちゃ徹夜とかしてたけど、

最近全く起きてられへん

なんかホンマ最近早寝早起きという規則正しい生活をしてからというもの、

お肌のつやは戻り、若さは若干戻りｗ

健康的な体になってきたけれども

それと引き換えに

全くおきてられなくなってしまった。

もう夜なんて最近は12時くらいになったら眠さが限界。

すぐねます。

最近起きてる時間は最長12時半ですね

大体早いときは11時半に寝ます。

っていうか誰がワタクシの生態を知りたいっチュー話ですよねｗ

まあそんなこんなで起きてられないという話でした
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明日も一個テストがある···最終がんばらな···

今日の一文字は「起」



クレーマーじゃないんだよ

JUGEMテーマ：日記・一般

何かよーく考えたら···

ずーっと団塊の世代を嫌っている気がする

ホントよく考えたら

まず親がそれ···

小中高の先生がそれ···

バイトのときの客が大体それ···

そして今回の仕事の客···

っていうか仕事場の上の方の人もおんなじような感じ

今日のお客さんなんかびっくりした

「音がでなくて困ってるっていってるじゃないか、何でわからないの！」

いやいや···

「早くしてよ、それくらいわかるでしょ！」

http://jugem.jp/theme/c1/1/


ていうか何でそんな態度でかいの

しかもパソコンの文句言われても、

ここ、買い物相談の窓口だから。

全くわかんねぇ

番号間違えてますよ。

「早く！今すぐつなげよ！僕だってねぇ、クレーマーじゃないんだよ」

いや、そういうのをクレーマーって言うんですよ

「いいから早くつなげよ！」

っていうか、音が出ないとかねぇ・・・

買ったばかりだったらわかるけど、

絶対その人が何かしてるんだよね

テレビとかと違って。

いや、テレビも絶対なんかしてるはずなんですよ。

最初からおかしい機械なんて何万台に1台やから。

そんなみんな初期不良なんておかしい。

前も、グーグルツールバーの更新が出てきて、

「毎回こんなんでてくるなんて、絶対不良品や〜」



と言って3回もパソコンを換えてもらっている人がいました。

アドオンとか、ダウンロードとか、しらん人は

パソコンやめろ

ホンマ迷惑

それで怒ることがありえへん

絶対なんかそいつに原因があるはずなんだよ

ホンマ態度悪いし

っていうか

仕事についてこんなに書きまくっていいんかな？

最近はコンプライアンスがどうとか言われているけど

これ、違反しまくってない？

いいんかな

みなさんおつきあい下さいｗ

今日の一文字は「禿」



テスト終わった

JUGEMテーマ：日記・一般

みなさんお久しぶり

死に掛けたタスクです。

なんで去年の1月に日記が少なかったかわかった。

テストや・・・

これはきっつい

ホンマ

社会人大学生って最近はやってるみたいやけど

考えられん

絶対卒業できひんそんなんで

仕事しながらテスト勉強は辛いですよ

ホンマ時間なさすぎて、仕事中ずっと過去問みて、

ネットで解答とかずっとしらべてたしｗ

最低社員ｗ

いや、いいんだ

単位が取れれば何でもいいんだよ

何やったっていいんだよ

http://jugem.jp/theme/c1/1/


背に腹はかえられん

あーしんどい

テスト終わったらまたみっちり仕事が待ってるし

ホンマ1日でいいから休日が欲しい

1日なんもしてない日って全く無い。

ここ3ヶ月くらい。

どないせぇっちゅーねん

今日の一文字は「T」



てすと

JUGEMテーマ：日記・一般

おわた・・・・・・・

どうだテストめまいったか

ていうか

ワタクシがまいってる模様

あにわからんわいわんやおえ

ε=ε=ε=ε=ε=┏(ﾟロﾟ;)┛ﾀﾞﾀﾞﾀﾞｯ!!

今日の一文字は「眠」

http://jugem.jp/theme/c1/1/


ケンミン・・・？

JUGEMテーマ：日記・一般

ちょっと・・・

この番組、

県に済んでる人を一まとめにしすぎやろ

なんでもみのも○たを出せば視聴率があがるってもんじゃねぇ

大阪に対するこの番組の扱いはひどすぎる

そして愛知県の人の食文化は

若干おかしいとこもあるかもしれんが、

そんなにはおかしくないと思う。

本場の味噌カツと味噌煮込みうどんは最高だ。

ていうかまたあのテレビやらせやろ

ホントあの人の番組は全部やらせちゃうか

朝○バッとか、この番組とか、貧乏脱出···とか・・・

誰かゆってやれ

今日の一文字は「蓑」

http://jugem.jp/theme/c1/1/


磯人

JUGEMテーマ：日記・一般

最近自分の中で流行ってる

イソジン

後、

ハンカチ、ティッシュ。

なんかやっぱ、基本は大事やなと思った。

風邪ひいてたの治った気がする。

ハンカチ

これ結構大事

会社勤めして初めてわかった

これがアカギレを防いでくれるｗ

ちゃんと手を洗ったら拭かないとダメですね。

そしてイソジン

これが大事

のど痛いの一発で治ったし

やっぱずっと昔からあるだけありますよね〜

っていうか少しおどろいたんが、

http://jugem.jp/theme/c1/1/


イソジンて

Meiji製！？

おかし！？

いいん？

ていうか一部の人あれ飲んでるしな

のど痛いときはこれや！ゆうて

すごい

あれはマネできひん

今日の一文字は「磯」



行儀の悪い団塊の世代

JUGEMテーマ：日記・一般

はい

今行列のできる法律相談なんちゃらを見ているのでかけてみました

行しかかかってません。

今この書いているウィンドウの右上にテレビが表示されてますヽ(○´∀｀○)ノ

しっかし

今日は行儀の悪いおっさんばっかみてきた

まず朝。

環状線ですよ

平日じゃまくさい、人の多い環状線も、休日だけは仕事の助けになるくらい

がらっがらの電車なんですけど

おさんおばん2人ずつ乗ってきた

「亜sｋじわじょえじょｊｓｆｓじょえいあおｆ」

いや、何をしゃべってたかわからんけど、

なんかもううっさ過ぎて逆に何しゃべっているかわからんかったけど

ほんっまうっさい

http://jugem.jp/theme/c1/1/


なんかワタクシは何回も言ってるけど、

子供はしゃーないやん

なんもわかってないんやし

でも大人はちゃうやん

わかるやん

アホか

うるっさいねん

何回けったろかと思った

ワタクシがべジ○タならばこーって蹴って電車の外まで吹き飛ばして

その後かめはめ○打ってるとこやわ

※ちなみにべジ○タはかめはめ○うちません

今日の一文字は「爺」



手ぶら出勤

JUGEMテーマ：日記・一般

昔からよく手ぶらで出勤してる初老の人みるけど

あれはなに？

何しに行ってるん？

いらんゆーねん

意味ないやん

手ぶらでくるなんて仕事なめてるやん

ていうか、なめれる状況をいい事に仕事を適当にやってるやん

まぁうちの会社にもそんな人多いけど

明らかに会社で窓際族っぽい人ばっか集めて、老人救済をしていますね

あんなやつら辞めさせたらいいのに・・・

給料泥棒やん

うるさいだけやし、態度でかいし、挨拶しても無視するし

ホンマ社会人としてどうなんとか思う

ほんで、結構てぶらで来てるやつがおる

意味ないやん

若い奴にまかせたらいいのに

http://jugem.jp/theme/c1/1/


ホンマあーゆーやつら頭固いし意味ないわ〜

まぁ、クライアントなのであまり言えないですが

とか言いながら散々言っちゃってますがｗ

いつかクビになったりしてｗ

でも絶対そういうのいつか面と向かっていいそうやわ〜

損をするよな〜

無難に生きた方が得なんはわかってるのに・・・

言わずにはいられない

なんでかな

まぁ

荷物くらい持て

今日の一文字は「鞄」



テレビが映った

JUGEMテーマ：日記・一般

なんか、今頃になってパソコンの機能がどんどん解放されてきたｗ

購入してそろそろ2年

今頃

機能の3分の2は使えるようになったはず

今日始めて

テレビみれるようになりましたｗ

ていうか

テレビチューナーついてるなら言えよ！

テレビを画面の一画面に出しながらこれ書いてます

すげ〜な〜これ

しかもほこりかぶってるリモコンをだしてきて、

ほこりまみれまくってるリモコン受光部をふいて、設置して

すると使える！

ほこり使える！

http://jugem.jp/theme/c1/1/


いや〜

捨てずにおいといてよかった〜〜ｗ

これからは

テレビっ子にがんばってなろうｗ

世間しらなすぎやから

とりあえずテレビつけっぱなしにしとこ

今日の一文字は「T」



かぜかも

JUGEMテーマ：日記・一般

かぜひきまんた(´ε｀)

どうしよ

休めないよ〜

いや休めるけど

終わらない〜仕事は〜ない〜♪

ま〜たつ〜ぎのしご〜と〜が始まる〜だけ〜♪

今日PCの買い物相談の窓口の研修を受けてきました。

しかも仕事の後にｗ

なんでやねん

みなさまパソコン買うときはご相談ください

ばっさり斬ってあげますｗ

特に○ャープ製品のパソコンを買うのはやめましょう

スペックとか付属ソフトとか

あらゆる面で悪すぎるｗ

サポートやっといて、なんでこんなパソコン買うんやって

お客さんに突っ込みたくなるｗ

http://jugem.jp/theme/c1/1/


まぁ誹謗中傷はそのへんにしといて・・・・ｗ

なんか最近、自分の使っているパソコンも、なんか勉強をしてて

展望が開けたというか、新たな可能性を見出したというか

もっといろいろ使えるんやなぁとか思った

っていうか改めて最近しった事実

このパソコン

アンテナつけたらテレビみれて、録画できるｗ

あーあー

あーあー

そう、最近気づいたこと

あなたがあ〜な〜たが〜♪

やと思ってたら

あなたがは〜な〜なら〜♪

やった！！



はよゆえよ

今日の一文字は「風」



明けましておめでとうございます

謹賀新年

明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い致します。

あー

なんか結局去年終わりにやってた振り返りできなかったよ〜

しかも今年になって続きやっても微妙やし

っていうか日記かけなかったのもそれが原因の一つでもあるしｗ

ていうかもう1月9日かよ・・・

早いですなぁ

みなさま正月はいかがお過ごしだったでしょうか

ていうかなんかこの日記書いていない間も毎日平均５０〜６０名くらいの

足跡？っていうか閲覧者数がついていたので、なんかありがたい話ですわ

ありがとうございますヽ(○´∀｀○)ノ

今年も多分だらだら書き続けると思うので見てやってください

ホンマこれ見られてなかったら書く意味ないもんなぁ・・・

しかしなんか早くも日常に戻ってしまったって感じですよね

会社は始まるし、電車はいつものように混みだすし



もうちょっとみんな休んでればいいのに

日本は働きすぎですよね

外国みたいに、クリスマスから正月にかけて全部休みにすればいいのに

まぁワタクシは年末年始と会社のお休みいただきましたが、

ホンマなら年中休みなしですよ

会社に出て働いてる人もいるわけですなぁ

特に上司とか。大変そう

いずれはああなってしまうのだろうか・・・

せめて社会人になれば、年末年始の休みくらい欲しいものです

もう夏休みとかはいらんから。別に働くから

せめて人間らしく（？）みんなが休んでいるときは休みたいものです

去年みたいに年の変わり目をコンビニで過ごすとかはないようにしたいものです

ていうかむしろ、

帰国ラッシュとかに巻き込まれてみたい

いや、実際はイヤやけどねｗ

正月はハワイで過ごすとかやりたい

お金持ちになったらやろう



３０過ぎになったらしたいよなぁ

今のうちからなんかやっとくか・・・

去年１２月頭くらいから読んで、3日で読み終わってしまった

サイバーエージェントって会社の社長の生涯？（まだ４０過ぎの方ですが・・・）

の本読んで、こんなんできたらいいなぁとか思った

いや、実際は先駆けの時苦労してはるみたいで、毎日会社に寝泊りとからしいけど・・・

それはちょっといややな・・・

普通にくらして、巨万の富を得られないだろうかｗ

はぁ、ダメ人間ですな

なんかいい儲け話ないですか？

前から言ってるけど、

せめて、缶コーヒーを買うとき毎回財布の中身をチェックしないで済む人生を送りた

い

小学生かっちゅーねん

むしろ小学生のほうがなんのためらいもなく買うわｗ

はい

金の亡者な話で1年始まりました

こんな1年にならないようにがんばります

まず出来ることは貯金かなｗ



今年1番目の一文字は「金」ｗ



今年１年を振り返るか【５月】

JUGEMテーマ：日記・一般

５月か〜

なんか何があったかなぁ

日記を振り返ってみる

ああ

坂井泉水さんが亡くなったんもこんときか・・・

映画は「３００」か・・・

東京にも行ったみたいやな。

あーそやそや、免許とったんも五月や

意外と変革あったんやなぁ

あー明日もう来年か・・・

明日に全部かけるかな

あと７ヶ月分・・・

５月の一文字は「免」

http://jugem.jp/theme/c1/1/


今年１年を振り返るか【４月】

JUGEMテーマ：日記・一般

なんかやっぱ色々年の瀬は忙しくて

中々かけませんなぁ・・・

まぁ気を取り直して４月ですが

この辺はとにかく就活ですな・・・

あとはバイト・・・

そういえば４月にバイトの店長と寒空のした花見したっけなぁ・・・

緑のヱビスめっちゃ呑んで気分よくなってたっけなぁ

んでバイトのあの子とあの子がくっついたとか話したなぁｗ

んでもって説明会と授業と夜勤とかで体痛めてたなぁ・・・

まぁ日記の内容がその３つに偏ってるよ・・・

あー懐かしいな

桜さいてたなぁ

今年はちょうどよかった気がした。桜が咲く時期は。

いつもは暖冬だったり２月とかにあったかくなったりとかで、

めっちゃ桜咲くの遅かったりめっちゃ早かったりしたけど

今年は大丈夫だったと思う

http://jugem.jp/theme/c1/1/


またみんなで花見でもいきたいなぁ・・・

最近大人数の花見いってないし

でも会社組織で花見とかは行きたくないなぁ・・・＿|‾|○､;'.·　ｵｪｪｪｪｪ

絶対はしゃげないし。注いで回って終わりでしょｗ

でも毎朝毎夜家の前とおるたびに桜みてたなぁ

どこもかしこも桜やからね

また来年もこの季節が待ち遠しい

今日の一文字は「桜」



今年１年を振り返るか【３月】

JUGEMテーマ：日記・一般

３月はなんと言ってもアレですね

inspiのオーディション☆

あんなちゃんとしたオーディション受けにいったの初めてやし

まずあんな雑誌にでかでかと載ったん初めてやし

なんか微妙に自慢になれへんような自慢やけどｗ

東京に初・・・じゃないけど、あんだけ長くおったんは初めて。

なんかいろいろつかれたしねｗ

あとはいろんな解散ライブかなぁ

せかとぅとかね〜

なんかアレもこれも解散させなあかんかったけど

なんかあんまちゃんとできたバンドはなかったなぁ・・・

せかとうとかだけで死にそうになったし

曲とかもインスピのせいでまったくちゃんとしたもの用意できなかったし

打ち上げの準備とかも死ぬほど手間どったし

え○きちとかにもお世話になりました。

そのほかく○ちぇけ、え○ちゃん、い○みんに（二人目いろんな人が該当します・・・）

http://jugem.jp/theme/c1/1/


お世話になりました。

なんかあれ以来解散ライブの企画とかそういうのがイヤになったねｗ

やったら（やたら）疲れるし

あー

アカペラか

懐かしいなぁ

ついこの前までまだアカペラに熱血してたんだよなぁ

すごいなぁ

今や・・・

あーあーあ

３月の一文字は「歌」

っていうか、会社で書くとか宣言したけど、無理ｗ



今年1年を振り返るか【2月】

JUGEMテーマ：日記・一般

おいおい

残り12日ちょうどあるから1日1月ずつ振り返るって言ったのに

できてねぇ＿|‾|○､;'.·　ｵｪｪｪｪｪ

まぁ

しんどいからｗ

やることもちょいちょいあるしｗ

まぁ2月見てみるか

２月

なんか日記好き放題やなぁ・・・

ちなみに２月の日記はこちら

なんかあわあわトイレを作れとか・・・

栗田さんのコメントとか

眼の錯覚とかまりもっこりとか

http://jugem.jp/theme/c1/1/
http://tasuku.jugem.jp/?page=1&month=200702


とにかく日記じゃないよなぁ

誰かが見ているの前提に書かれていますねほんま・・・

２月何があったんやろう

とりあえず家の中での大きな変化は

免許を許可されたってことかな

んで来月にやっと免許の学校に申し込みにいくわけですな

でも確かいろんな解散ライブの準備に追われてた気がするなぁ

なんか今とえらい違い・・・

あー

明日も仕事いややな

２３、２４共に仕事

普通はたらかんよなぁ

あと残りの３月とか４月書いてないのは

仕事中にかこうかなｗ

２月の一文字は「免」



今年1年を振り返るか【1月】

JUGEMテーマ：日記・一般

あーもうあと今年も１２日しかありまへんなぁ・・・

なんか長いようであっという間やった

前にココで書いた、人生の折り返しは１９歳や！っての誰か覚えてはるかな？

ホンマに最近その通りやわ・・・

今年の1月1日とかまだ昨日のように思い出せるのに、もうそれがもっかいされようとしてる・・
・

あーはや

ってかね、今日からちょうど12日あるんで・・・

今年一年を振り返るか。そろそろ。

そして来年に同じ轍を踏まないようにしよう。

んでも、1月って何があったかなぁ・・・とか思ってみた

手帳をみても、学校のテストの予定しか書いてねぇｗ

あ

何のためのこのブログだよ＼(∴｀┏д┓´)ノ

http://jugem.jp/theme/c1/1/


そうだよ、ずっと前から日記を書いていたんだよ

そう思って、ワタクシは今1月の項目を開く！！

・・・・・・

＿|‾|○､;'.·　ｵｪｪｪｪｪ

４日分しかかいてねぇ・・・

まぁいいか

ちょうどそんとき、深夜バイトとテストとライブとか重なって悲惨な時期やったっけ

そやそや

今思うとよく深夜に働いてたなって思いますよ

最近なんか11時にはお風呂はいって、12時には寝てるからね



考えられん。

昔はそろそろ働き出すか〜って感じの時間やし

でも給料は今の2分の１以下・・

ありえん

そうそう

日記を読み返して気がついた

あ〜いとぅいまて〜んやってｗ

おったおったそんな人

最近まったく出てこないし

それとも名前と芸を変えて他の芸人としてまた出てるんかな？

そらないか。

っていうか

ワタクシの日記

世間で何が起きてたんか全くわからん＿|‾|○

まぁ世捨て人みたいな日記やで

兼好法師もびっくりやわ



でも1月の日記にある

「規則正しい生活したいです」

は達成できてる！！

おお〜〜〜ヽ(○´∀｀○)ノ

なんかちょっとうれしい

したかったことが出来てるっていいよね

少し前進してるよね

はい

世の中の動きに全く触れず、1月振り返りを終了しましょうｗ

長々とご清聴（？）ありがとうございました。

1月の一文字は「宵」



肩が痛すぎる

JUGEMテーマ：日記・一般

今日仕事中

震えて・・・

あせがとまらんかった

死ぬかと思った(／lll´O｀lll＼) 

まぁそうなったんが若干仕事終わりかけやったから

よかったけど

あーあれはしんどかった

電話してる途中死にそうになったし

お客さんの相手とか放り出そうかと思ったｗ

ほんまね

ぶうぁーーって、あせかいたし

つっかれた

なんでかな

ていうか最近ﾎﾝﾏ肩いたい
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前も書いたかもしんないけど、

電車で寝たら寝違えた

肩を

器用やなぁとか自分で思います・・・

なんで電車で座り寝してたら肩を寝違えるんやろう

不思議や

あー誰かもんでくれ

なんかやっぱ仕事しんどくなってきたんかなぁ

最近残業ばっかやし

まぁサービス残業はないからいいけど

今日の一文字は「肩」



ひげそり

JUGEMテーマ：日記・一般

ワタクシは毎日シェーバー使います

シェーバーってご存知ですよね？

あのおっさんが毎朝じーじーってひげをやるやつです。

今必死に洗っていました。

っていうか

洗いにくいシェーバーって意味解らん

ごみ取り替えにくい掃除機と一緒ですよ

あれだってごみ自動で除去してるのに

やっすいシェーバーっていうのは

「洗い禁止」

どないせぇっちゅーねん

そして最近どうもひげをそった後、

そったとこにそった後のひげの粉がついている
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もしやと思ってシェーバーのふたをあけると

わさっ・・・

これをハゲの頭に振り掛ける粉につかえないのかな

っていうくらい

わっさーって出てきました

もうね

やること多いのに

やらせんな

って感じです

あの自動洗浄ってやつかおっかな〜

1万以上しますよね？



でもこんだけ毎日お世話になってるのに、ひげも最近それてなかったし

あーやっぱ金かけなアカンとこってどうしてもでてくるよな〜

今日の一文字は「髭」



きらきら〜まぶしくて〜♪

JUGEMテーマ：日記・一般

きらきら〜まぶしくて〜♪

さて、これは何の歌詞でしょう

まぁなんかどこにもありそうな歌詞やけど

ふと、ラジオ放送を聴いていて、懐かしい曲がかかったんです

宇多田ヒカルの「Automatic」

覚えてらっしゃいますでしょうか？

まぁそら知ってるか

あんだけ話題になったしね

んで聞いてて、っていうか耳に入ってきたのが聞こえてた状態でした。

そしてふと、曲を真剣に聞いたのです

そしたら飛び込んで来た歌詞が

「きらきら〜まぶしくてウォウウォウイエッ♪」
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・・・・・・・・・・

よく考えると、意味がわからない。

どういう意味やろう

まぁ

深く追求しないでおこう

っていうかその周りの歌詞とつなぐと普通なんやろうけど

ふと、その部分だけ残ってしまったので

変に思ったという話でした

まぁそんな歌多いよね。

些細な言い合いもなくてらららいらららい♪

とか

もしかして字数余ったら使うんかな

そういうことにしよ



今日の一文字は「意」



うに

JUGEMテーマ：日記・一般

うに

あのとげとげ

おいしいってよく聞くけど

うそこけ

あんなのがぜってーおいしいわけね〜

っていうか

最初になんでも食べてみた人尊敬するって言ったけど

まずアレを食べれるって思った人がすごい

むしろ生き物やろうって思った人がすごい

絶対ワタクシやったら生き物やと思わずスルーするわ。

あーなべくいたいな

うちの家では絶対できないキムチ鍋とか
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うちの家やったら絶対みそのうどんすきとかやわ

まぁあの味の無さといったらすごいものがある

前日記に書いた料亭のお吸い物より味が絶対うすい自信がある

食ってみろｗ

今日の一文字は「棘」



1年ぶりの再結集

JUGEMテーマ：日記・一般

なんか久々に歌いました

月面ピエロってバンド

なんか

全然覚えてない

歌詞とか飛びまくってる

あーだめだよな〜

いらん知識を増やしすぎて

わすれてる

なんか保護機能とかあったらいいのにな〜

確かに忘れる機能ないとやってけんやろうけど

おぼえとかなあかんことも忘れてる

・・・・・・・・・・
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まぁ覚えておかなあかんことでもないか。

まぁ歌ったの久々やな

あんな感じで

っていうかあの練習場所は初めてやったし

なんか変な感じｗ

でもなんか何人かの人が見ててくれました。

ありがとう☆

見るに値する歌が歌えればいいが・・・

まぁ

1月４日にむかってがんばるか・・・

ってかライブしたいな1年ぶりに

今日の一文字は「月」



じゅうだい

JUGEMテーマ：日記・一般

えー

昨日の件ですが

我らがSぱいしーのおかげで

見つかりました。

ていうか

じゅーだいじゅだい♪じゃなかったし

ちゅーないかよ

Sぱいしーありがとうヽ(○´∀｀○)ノ

ていうか

なんだこの歌は

全く意味わからんすぎる。

持ち歌にしよ。

こういう意味わからん歌最近好き
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なんかアカペラ現役時代から考えたら考えられん嗜好やなｗ

おしり○じりむしとかも好きやし

昔売れた「ラーメン大好き○池さんの歌」とかも最近やたら好きやし

いいなぁ

なんか

イケメンのVぱらみたいやなぁ

ごちそうさま＿|‾|○､;'.·　ｵｪｪｪｪｪ

今日の一文字は「V」



誰か教えてくれ！！！！

JUGEMテーマ：日記・一般

すいません

誰か教えてください

多分Jポップなんですけど

「じゅーだいじゅだい、じゅっじゅじゅだーい♪」

っていうサビの歌！！！

なんていう歌か知りませんか！？！？

先月あたり

どこの店や行っても（どんき、ファミマ、ジャパンなど・・・）この

曲が流れてて、これはなんやと

きになりまして

多分男主体でうたってて

横に女子供が何人もの声が聞こえるんです

マジで誰かしらないっすか？
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アーティスト名と曲名キボン

今日の一文字は「十」



みっちまっち？

JUGEMテーマ：日記・一般

通り道である大阪を通ってふと思った

「MISCH　MASCH」

まぁこの店の存在は知ってたけど

三番街、ヘップとかいろんなとこにあるみせですよね

みすち、ますち？

はい

英語力の無さを路程しました。

ていうかずっとそう思ってました。

そして

ある結論に達する

HOUR

これは　アワー

うん

発音しない文字がある英単語があることは知ってる
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これは

読みにくいやつを飛ばすんや

MI（S）CH　MA（S）CHやろ

みっちまっちやろヽ(○´∀｀○)ノ

と結論づいてました

そしてふと帰ってきて思い出す

ホントはなんだろう

調べてみた

みっしゅまっしゅですか

へーーー

ていうか

MIS（C）H　MAS（C）H

ですか？



難しいね英語

よめねー＼(∴｀┏д┓´)ノ

今日の一文字は「M」



おしり○じり虫

JUGEMテーマ：日記・一般

いっそおしりかじ○虫になりたい・・・

人間の世界に疲れたよ・・・

『かじってナンボの商売だ♪』

そんな商売したいわ・・・

１回５００円かな？

あ

ちょっとまって

それ割りにあわんわ

1日1人かんでも

５００×３１で１５５００円か

バイトにもならんな・・・

1日がんばって１０人かめば・・・

1日５０００円

５０００×３１で１５５０００円
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うん

1日１０人かんで1ヶ月のねだんか

あ〜でも歩合制やろな〜

タクシーも1人乗せても５００円もらえんもんな〜

そう考えると微妙に大変ですな〜

1人１００円かな？

基本給１０マンとかで・・・

うわ

むり

あー

むしも大変やなぁ

そらスクランブル交差点のど真ん中で倒れるわ

参照：おしりか○りむしのうた

あー

明日も仕事・・・

かねくれ



このむしはギョウチュウというウワサがあるがそうなんですか？

解答キボン

今日の一文字は「蟲」



こっちこいよ！

JUGEMテーマ：日記・一般

すいません。

今日の題名はホンマただの思いつきです

じゃあ今日は思いつきで話を進めていくか・・・

あーはばねろ食いたい

なべくいたい

水炊きいいな

味ポンっておいしいですよね〜誰が考えたんかな？ミ○カンかな？

天才。そういや最近パソコンの構造とか勉強させられてるけど

あーゆーの考えた人も天才。

ってか普通おもいつかん。ワタクシは普段の生活でそんなん考えたことない

普段の生活何考えてるかっていうと

このケータイでゲームできひんかなぁ

とか（なんかいろいろできるケータイに変えたけどできないんすよね）

あーもう今年も１２月か・・・とか

いろんなお問い合わせに対して「ワシに聞かれてもそんなん知るかいや」とか

どうでもいいことをもそもそ考えています
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なんか最近どんな食べ物食っても薄く感じる。味が

海原雄○もびっくりですよ

あの漫画に出てくる食べ物って絶対薄いですよね。あじが

海原雄○とかお吸い物塩分０．９％とかゆってるんかな？

あのお吸い物の０．９％って薄いですよね・・・

味ないやんみたいな。

またそのお吸い物に「はも」とかが入ってたら最悪

においでのまれへん

まったけとか入ってても最悪

においきつすぎる

あと永○園のまったけの吸い物

あれ作った日にゃ家全体が作り物のまったけくっさいねん

あーなんかしらんけどダイの大冒険の１〜２１巻と３２、３３巻があって

一番おもろい部分とクライマックスの２巻分がないっちゅーねん

親父はまたどこに隠しやがった

隠すなら全部かくせよ〜気になるやろ〜

あー書いた書いた

なんとまぁ身のない話や。みのもんたや。



風呂はいろ

今日の一文字は「然」



携帯爆弾

JUGEMテーマ：日記・一般

なんかみんなと違って世の中に対することしか書いてない気がする

だって身の回りで面白いこととか起きないんやもん

今日なんか会社で始終タイピングの練習してたっちゅうーねん

逆に時間経つのおそいわ

なんかケータイが最近はバクハツするみたいですね・・・

こわ

しかもワタクシがあまり好きじゃない会社ですやん

なぜ嫌いなのか

それは

仕事でこいつらの機械に悩まされているからです

そんな仕様全くわからないのにこっちに聞かれてもｗ
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んで

明日また電話で聞かれたらどうしよう・・・

おたくの携帯もバクハツするんか！とかって・・・

なんかそのうち

小学校が爆発！犯人は恨みを持っていた少年（１４）

凶器は○○電子の携帯電話と思われている

※ちなみに確か○○電子の携帯は日本参入してなかったなぁ・・・

ああでも充電池では参入してるんやっけ・・・こわ

なんか

上の伏字、隠れてない？

この日記、ヤバい？

まぁいっかｗ

実際迷惑してんのはこっちやし

あーなんかいろんなとこでいろんなご不興買ってそうやなぁ最近・・・

今日の一文字は「爆」



今日の一文字は「爆」



かっこいいな

子供のころってなんでこういうポーズに憧れたんかな？

なんかかっこよく見えていたよね

しかし今となってはとてもできないようなポーズだ・・・

この人しってます？

っていうか部屋片付けてたら漫画がでてきたんですよ〜

数少ない持ち漫画のうちの一つ

なつかしい・・・



今日は仕事も休みやし、

内定先のＥラーニングを適当に流しながら

この漫画でも読むかｗ

今日くらいはゆっくりしないと

普段歩いてたら最近鉄橋の上を歩いているような感じになって

がっくんがっくん揺れてる感じになるんだよな〜〜

平衡感覚が絶対イカれてますよね

あとたまに歩いてても普通に立ってる状態でもひざががくって

なることあります

電車とかで寝だすと眠りが止まらないし

まぁ今日は家にあんまいなくてやらなあかんかった事をゆっくりやるか

今日の一文字は「氷」



ヨーグルトうまい

JUGEMテーマ：日記・一般

やっと休みや〜

なんか仕事しんどなってきた

もう１１月半ばからはしんどい

なんか今ワタクシはありがたいことに仕事できる人な位置づけでして

するとやっぱ仕事いろいろ任される

から余計しんどい

でも全然知識なくって役に立たないおばちゃん同期とかと給料一緒

なんでやねん＼(∴｀┏д┓´)ノ

あーなんか久々にヨーグルトくった

プレーンに砂糖いれて食べるんです。これがうまい

そういえば

ヨとＥってどう違うんやろう

アルファベットとカタカナって全然違うのに似てるってすごいなぁ

今日の一文字は「ヨ」
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カツオ昆布だしさらにドーン

JUGEMテーマ：日記・一般

これ、知ってました？

まぁスマップ中居くんのＣＭなんですが・・・

なんと

西日本と東日本でＣＭ違うみたいです。

・・・・

そんなにすごくない？

あそう

あのリズム好きなんですよね〜

「オッケーカツオコンブダシさらにドーン」
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「オケー」

みたいな

１、２、３！みたいな

それが

東日本のバージョンだと

「オッケーカツオだし　さらにドーン」

なんか歯抜け

１、・・・３！みたいな

なんか一瞬がくってなる

まぁいつも西日本版みてるからかな？

でもなんで昆布いれへんのかな関東は

昆布いれた方が味濃い気がするけどなぁ

でも味わい深い気もするけど

あんま好きくないんかな？



東京の人って昆布だけでうどん煮こんで、うどんすきとか生醤油うどんとか

食べないんかな？

おいしいのに・・・

まぁごらんあれ

どん兵衛ＨＰです。

今日の一文字は「丼」

http://donbei.jp/kabu/cm/index.html


それって私だけ・・・

JUGEMテーマ：日記・一般

昨日だっけ？おとといだっけ？

なんかお茶の間の真実、それって私だけ

とかって確かそんな名前の番組がやっていたんです。

まぁめっちゃ深爪とか、新聞の折り目が気になるとかがあったんですけど

まぁ自分はなにかあるかなぁと

うちの家は大概変なんですが・・・

多分これはうちだけだと思うんですよ

「朝ごはんの前に歯磨きをする」

親にこれを聞いたら

んなわけないやん、おかしいんちゃうん？

とのこと。
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いや、ワタクシが聞いた話ではみんな朝食食べ終わってから歯磨きしてるみたいだが・・・

ていうか意味ないですよね？磨いてから汚してどうすんねんみたいな？

手を洗ってからトイレ行ってるようなもんだと思うんですよ。

いかがでしょう？

今日の一文字は「変」



ひさびさにキレる

JUGEMテーマ：日記・一般

久々に怒った気がします。

それも大きなものに対して。

お前らはそれでいいのかと

その相手は「シ○ープ」

微妙にわからんな、ＯＫｗ

もうね、体質がいや

ていうかそのお客さんのクレームをここでせき止めているうちの会社も微妙。

結局ＣＳ（カスタマーコンフィグレーション、お客さんの満足度）も下がってるはず。

でもワタクシがお客さんのためを思って色々言ってあげると

ワタクシの上司が怒られた。というかたしなめられてた。

上司の人はすげー優しいので、ほとんど何も言いません

だから余計腹がたつ。

文句があるなら自分に直接言えよ「シ○ープ」。

こっちだっていってやりたいことは山ほどある。
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いくら「シ○ープ」がお客さんやからって、言ってもいいでしょう。

本当にリピーターをつけたいなら、ワタクシのやっていることは間違っていない。

それでうちの会社が起こられるなら、喜んでクビになってもいい

ていうかクビにしてくれたらいい。その方が辞めやすい。

それにトップからうざがられて辞めたなんて若干かっこいいじゃん

何も言えないで過労死する人なんかよりよっぽど自由に生きてる感がする

まぁその後の就職はしんどいかもやけどねｗ

はい

これからも自由人です

なんか人に怒らないけど、体質とか、企業とか、大きなもんによく腹を立てるなぁワタク

シは・・・

実体のないものが嫌いなんだろうかｗ

今日の一文字は「憤」



あしたもあさっても

JUGEMテーマ：日記・一般

仕事しごと・・・

あーしごと

まぁもう社会人やってるみんなには全然普通の話やろうけど・・・

ワタクシは休みの日は学校とか違う作業をしてるので

マジ休みない

１日くらい家でゆっくりしたい日がほしい

今日の一文字は「忙」
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子供に怒る大人も態度悪いときはどうしよう

JUGEMテーマ：日記・一般

今日帰りの電車

子供がぎゃーーーって走って邪魔でした。

電車の中でね

一番前に乗ってて、その車両はケータイOFF車両でした。

そしたらワタクシはイヤホンつけてたからよく聞こえなかったけど

なんかおっさんが子供に注意して、

子供はしゅんとしてました。

そしたらそのおっさんは

足を広げてケータイずっとかたかたやりはじめました。

どないやねん。

なにがしたいねん。

注意するやつが注意されるようなことをしてどうすんねん。
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異議あり！！

あームジュンばっかつきつけられるわ最近

ヤ○ダ電機にすすめられて買ったのにこんなん最悪やとかよく言われる

お前が選んだんやろって

ジャ○ネットたかたが保証してくれるって聞いたのにって言われる

じゃあそっちに聞けよと

ホンマ団塊世代以上って嫌いやわ〜〜

アホ

のくせに

自分が正しいと思ってる

今日の一文字は「塊」



最近無銭生活してる

JUGEMテーマ：日記・一般

あ〜かみさまピッコロさま

なんでこんな金ないんでしょう？

しかも生まれてこのかたずっと

親も金ない親戚も金ないからお年玉もない

まぁ周りみんな金もってる人ばっかやったから上を見るときりがないけど

横をみると弟がお菓子をぼりぼり食べながらゲームしてる。

一方ワタクシは残り所持金４０円（この状態で４日間くらい過ごしてます）で何も買えない生活

。弁当です。お菓子とかホンマ最近全く食べてないわ〜

でもやせない。なぜ

ていうかあきらかに弟の２倍は稼いでいるはずなのに。

やっぱ金遣いが悪いんかなぁ〜そんな何も買ったつもりないんやけどなぁ

自分の周りに物とか増えてないし・・・むしろ減っていってるし

本とかも最近は親父の読み古しばっか読んでますｗ（本とかためになるけど買ってたら結構バカ

にならないのよね）

でもそのおかげで、まぁ通勤も片道１時間半あるので、本１冊めっちゃ読むのはやいです。

本かじり虫。

本かじり虫〜・・・本かじり虫〜・・・本かじり虫〜・・・

http://jugem.jp/theme/c1/1/


今週は金曜から火曜まで５連勤です。

誰か応援してくださいｗ

今日の一文字は「賃」



やばい死ぬ・・・

JUGEMテーマ：日記・一般

なんか最近休憩中も営業マンのようにずっと電話してる・・・

あーやばい

んで街を駆けずり回るワタクシ

まさか自分がこんな状況になるなんてなぁ

働きマン！！

金ないマン！！

寝ます明日も仕事だ

今日の一文字は「×」

http://jugem.jp/theme/c1/1/


映画

あーひさびさにいい映画みた

なんか６０年代を題材にした映画やったけど

題名「ヘアスプレー」

まぁあまり内容を書くと微妙なのであんま書かんけど

なんか歌好きにとってこの映画は

イイ！(´∀｀)

めっちゃ歌うまいしみんな

しかもなんかちょっとみんなのセンスが古臭い感じが

またレトロですごくいい！

んでなんかやることが気持ちいい！

よっしゃやったったみたいなｗ

ぜひオススメ

てか映画久々にいったわ〜

でもやっぱいいよね〜〜

これからは映画とかちゃんと行くようにしよ

最近あんまもう見たいのないけどな〜



デスノートのＬの話とかみにいこかな

あれは違う人が書いた話なんやっけ？

まぁいいわ

やっぱ感性くらい鍛えとかないと

では今日は久々にゆっく〜り寝ます

おやす

今日の一文字は「映」



３連酒

でした

あーもう今日の朝とか気分悪すぎた

なんかホンマ年々ダメになっていってる気がするわ〜

昨日とか翌日仕事なのわかっていたからあまり呑まなかったのに・・・

今日はしんど気持ちわるかったｗ

なんでかな？

最近ゆっくり寝てないしな〜

まぁ社会人なんてみんなそんなもんか

でもワタクシは

週休２日の日に学校行ってますからねｗ

マジ休みなし

たまに学祭とかでもらう休みもそうやってイベントに使ってるので

マジ終わりかけ

はーメタボになりそうｗ

今日の一文字は「残」



学祭に出させてもらった

学祭にでたよ〜〜

飲み会もいったよ

はい、

ジャマしてすいません＼(∴｀┏д┓´)ノ

またおじゃましますｗ

今日はしんどいおやす〜

今日の一文字は「祭」



菊正宗

やっぱり〜おれは〜〜〜

きくまさ〜はうめ〜〜

って思ってました

この曲いい曲ですよね

ずっと歌われているし

昔は「菊正〜は旨ぇ」

って歌ってると思ってて、菊正宗〜って歌ってるの気づいたの中学はいってからです。

この酒おいしんかな〜また呑んでみたいな

さけのみてぇ！

最近体なんも動かしてないのに、ストレスによる疲れがむっちゃ体を

むしばんでいます！

これで重労働やったら死んでるｗ



きくまさ〜むね〜〜〜

一発変換できるからすごいブランド力ｗ

今日の一文字は「酒」



またニュースにつっこみ

いやニュースにつっこみっていうか

ワタクシの世の中の接点は

唯一、ヤフーニュースです。

まぁ今日も懲りずにそれを見てたわけですが

行員が就活生にセクハラ！

という記事。

みればＯＢを装ってカラオケに誘って触りまくってたとのこと。

（世の中には悪いやつがいるもんやな〜）

とか思って

ふと、ヤフーニュースの分類を見ると

知能犯



知能犯！？

知能犯とかちょっと頭よさそうなのは憧れるけど

これは

欲やん？

本能犯やん？

知能いらんくね？ｗ

とか思った



はいおわり

最近だめだな〜日記

そろそろ昔のように凝ったのを書こう

昔凝ってたの！？って言われると

すんません

今日の一文字は「欲」



土日は電車の中の人少ない

土日は少ないですね

なんか

自分がスーツきてんのに

朝からがやがやとうっさいおっさんおばちゃんが

どっか遊びにでかけるん見ると

はらたつ

ゆーたらいつも電話で罵られたりメンドウ掛けさせられるのは

この世代ですからね

ほんまうちの親父の世代とその上の世代あたり

なんとかならんかなぁ

ワタクシはあの世代になっても柔軟な思考でいくぞ

てか今柔軟な思考になれよって話ですよねｗ

どうしたら柔軟になれっかな

誰か頭やわっかくしてくれ

いろいろどうしたらいいんかわからん



今日の一文字は「堅」



らーい

らーい見て癒されてます

あー今日の業務はストレスためまくりでした

らーい

らーい

らいらいらい

こんなん見てんとやってられまへんな

最近何も体動かしたりしてないのに肩こってます

なんでかな

っていうか

足に力入れたらすぐつりそうです

誰かマッサージしてくれ・・・

肩と足？こりすぎ・・・

きっつー

自分で足押したらむっちゃ痛い＿|‾|○､;'.·　ｲﾃｪｪｪｪｪ

エクササイズとかしたら治るのかしらん

運動しないと

ビリーもっと本格的にやろうかしら

えーすいません



最近とりとめもない日記でｗ

今日の一文字は「来」



あれっ

なにかくんやったかコロっと忘れたｗ

あるある（ねーよｗ）

最近テレビとかビデオとかについて勉強中です

あとパソコンについても

なんか録画系とかでわからんことあったら聞いてください☆

機械に強くならんと・・・

とか思ってるけど

自分が最新の機械もってないｗ

でも最新の機械もってる人より機械強いのっていい気がしません？

中学んときとかニンテンドー６４出だした頃で、

当然もってなくて

それでも持ち主の子を倒すのがカイカンでしたねｗ

いえ、ゲーマーじゃありませんよ☆ｗ

今日は久々にメタ○ギアやって寝ます。

今日の一文字は「忘」



寝るりらくま

ちょいとオーストラリアで寝てます

こんな風に人生すごせたらなぁ

あー

そんなことしたらお腹３倍になるわ

界○拳でお腹３倍だーーーー！！

お疲れ様です

今週休みがほぼありません・・・

あー



早く来年度になって土日きっちり休みにならんかな

今日の一文字は「熊」



５分か〜・・・・

今年の学祭総出演時間

５分か〜・・・

なんか学祭でずっぱりな頃を比べると

OBって感じすんなぁ〜〜〜

まぁ

楽しませてもらって

たこやきとか食って帰ろうε=ε=ε=ε=ε=┏(ﾟロﾟ;)┛ﾀﾞﾀﾞﾀﾞｯ!!

年が過ぎてゆくのが少し物悲しい

今日の一文字は「疎」



口内炎が治りません

口内炎

あれはなんの為にあるんでしょう？

うちの親父が言うには

「胃が荒れてこれ以上荒れてほしないから食い物あんま食べれんように体がそうなっとんねん」

だそうです

もう２週間くらい経つけど一向になおらんどころか

最初は針でつついたくらいの大きさだったのが

今は枝豆程度の大きさになりました。

最近意識して野菜とか結構食ってんのになぁ

なんでかな？

別にそんなストレスとかもないし

そういえば口内炎はそんな理由考えられるけど

ホクロってどういう意味があんのかな？

良性腫瘍とかどっかに書いてあった気がするけど

あれは何？

たまに増えてるから気になるんやけどｗ



なんとなく増えるんかなぁ

いややなぁｗ

今日の一文字は「体」



今日は仕事二人

でした。同期の男子と

まぁそんな忙しくなかったけど、仕事大変でした。

二人て

またワタクシもそんな話題豊富じゃないから

話とぎれたら

きまづいねん！

まぁいいけど

なんか仕事場のパソコンと今使ってるパソコン似てるねんな〜

まぁ同じメーカーやからしゃーないけど・・・

キーボードとか同じキータッチの感じやし

大きさも大体一緒

なんか日記が仕事みたいに感じる

あかん、職業病や

はや

しかも会社で通りすがりの人に会釈しろと教育されてるため

駅とかの普通の通行人に挨拶しそうになるｗ

労災おりんかなｗ



今日の一文字は「業」



あー

明日も仕事や

日曜

ワタクシの日曜・・・ｗ

月月火水木金金☆

今日の一文字は「日」



じいちゃんとしゃべる

のは疲れる

いや普段接してるのはいいんやけど

なんか機械の操作説明とかになるとこれほどやっかいな人たちはいないｗ

いちいち画面のどこがどうなって、

リモコンのどこを押してと説明しなければならない

めっちゃ大変やな〜

ワタクシは今おっさんでも

死ぬまで若者には負けんようにしたいなぁ

機械とかなんでそんな知ってるんみたいな人がいいな

あーっていうか機械を知ってるとか知ってないとかじゃなくて

時代の流れに常に流動的でありたいなぁ

時間止まってる人結構いますよね

昔いってた地元商店街の薬局のおばちゃんとか

ワタクシを見て未だに「ぼくちゃん」とか呼ぶし

イメージが２０年くらい止まったまんまやんｗ

やっぱ年を経るとそうなるんかな

まぁはやりとかに流されるのはいややけど

時代の流れくらいわかってたいなぁ



今日の一文字は「獪」



残業〜

残業しました

１時間くらい

微妙に疲れた

まぁいいけど

お金くれ

あーなんか

社会人やな〜

遅くなったわ

社会人てすごい

今日の一文字は「社」



は〜ねむ

なんか今日は休みやというのに

休みってやたらと眠い

なんか仕事中はやるぞ！って感じで起きてられるのに

休日だと眠たくなる

休日も気合いれて休めってことでしょうかｗ

今日の一文字は「睡」



なんとかファンドとかに興味を抱く

すぐ影響されるワタクシの悪いくせでございますｗ

クロサギを読めば詐欺師に興味をもちｗ

最近読んでた本に影響されなんとかファンドに興味をもちましたｗ

Ｍ＆Ａとかにも興味をもちました

すげー

ホリエモンとか村上ファンドの社長とか

まぁ犯罪したけど、あそこまで大きくしたのってすごいってのはあるなぁ

あんだけ金持ちになるには何勉強したらいいんかなぁ

とか思って

ウィキペディアを見ていました。

最近もう家族いや一族でやれ金だのやれ何万円だのと

なんかお金の話してるのがちっぽけでならんなぁと思い

お金持ちに興味を抱きました

んであーゆー人らは何をならって来たのだろう

経歴みました

ほりえもん

東京大学文学部中退



いやいや

入るだけで大変ですからねｗ

すげーなぁ

んで塾講師してて会社の仲間を見つけ、学生やってるうちに会社立ち上げたとか

すごいなぁ

ワタクシなんか

アカペラばっかやってたっちゅーねんｗ

村上さん

灘中、灘高卒、東大法学部卒

はーーーー

まぁ小中時代の友人に同じ道を行ってる人間２人知ってるけど、やっぱそいつらは頭の構造違う

んやなって思いましたけど

やっぱ頭の構造が違うんやｗ

でもこの人金持ちのぼんぼんやったみたいですよｗ

小学生にして１００万渡されて、それ元手に株やって小遣い稼いだとかｗ



あー

参考にならん

うちの大学ですごい人いないかな

山ちゃんとか矢井田とかは聞くけどワタクシに一芸もないしなぁ

織田？

高橋？

( ·`д·´)　知らんガタ

誰かこれから金持ちになるにはどうしたらいいか一から教えてくれ

せめて缶コーヒー買うのに財布のお伺い立てなくてもいいくらいは稼ぎたいｗｗｗ

しょぼっ。

今日の一文字は「金」



いっぱい書いたのにきえやがった！

亀田とかほっといたれよ、とか

勝手なことめっちゃ長いこと

長編スペクタクルで書いたのに

全部消えた！！！！

あーーーやる気なくした

ほんまにもーーーー

あーーー

もうやらん

最近

大根おろしが好きです

大学入りたての頃は嫌いで食べれなかったはずです

おろしポン酢最高☆

湯豆腐くいたいな

麻婆豆腐の次にｗ

豆腐すき

テレビでやってるので反応しました。

ホンマ自分の話題の引き出し少ないですよね



こういう人の為にテレビってあるんかな

しゃべり話題ない人ってこういう公共電波の話題しかないやん

とか思ったｗ

今日の一文字は「消」



赤福の事件を受けての農林水産省のコメント

たらんぼ！たらんぼたらんぼたらんぼ！

ちぃーっ

なんか題名がキックのネタの題名みたいだったので書きました。

赤福の事件ありましたね

また賞味期限偽装ですよ

あれ結構好きな人多いですよね

ワタクシはあんまり好きくないｗ

やっぱそーゆーみやげブランド確立しちゃったら何やっても売れるから

やっちゃうんかなぁ

他のメーカーもやってそうやなぁ・・・・

まぁそういう不祥事はあるでしょうよ

赤福は残念でしたというしかない

それを受けて、農林水産大臣は何を言ったと思います？

そこは厳粛な記者会見の場

カメラのフラッシュが飛び交う中



緊迫した空気の中、彼はこういった・・・・

「昨日も夢に赤福がでてきましてねぇ♪」

「おいしくいただきました☆」

きいてない！！！！！

そんな大規模な記者会見開いといて、言いたいことはそれだけか！？

バカなワタクシですが

自分のほうがもう少しまともなこと言うわ

おｋ

農水大臣、代わったるわ。

あの男、このレベルｗ

ホンマ自民党の大臣やってる人って、コメントこのレベルかよって思う



だってその人より農林水産に関して（？）えらい人っていないわけでしょ？

その人が一応日本のそのへんを担ってるんでしょ？

何が夢の話やねん

ワタクシですら、赤福の会社に対するコメントくらいするわ。あの場なら。

ていうか

テレビにそこしか流れてないってことは

そんなことしか言ってないってことですよねｗ

はぁ〜

なんか

もっとレベル高い人っていないかなぁ

ついていきたい

あんま周りにそんな人いない

いい師にめぐり合いたい。探したい

終わり

今日の一文字は、人の夢と書いて「儚」



ＨＰについての考察

なんかゲームネタが続いてますが

お断りしておきますが

今日はゲームしてませんｗ

ただちょっと頭に浮かんだ内容です。

ＨＰ（ヒットポイント）。まぁ、あれですよね、生命力の値みたいなもんで、これが０になれば

死んでまうＲＰＧの定番の値です

んで

大体主人公は最初、ＤＱ（ドラクエ）は２０くらいです。

ちなみにこの時点、あのスライムというぷよぷよみたいなやつからも１ダメージは食らいます。

要は、あのぷよぷよに２０回体当たりされたら死ぬわけですよ。

いくらからだを鍛えてないワタクシたちでも

あのぷよった物体に２０回体当たりされたところで死にはしないでしょう？

ていうかソレより強い普通の人間に２０回体当たりされても、よっぽど打ち所が悪くない限り死

にませんｗ

んで、主人公は戦いの果て、強くなります

ＤＱやったら最高値９９９ＨＰ、ＦＦ（ファイナルファンタジー）では最高値９９９９（最初は

２００くらい）まで成長します。



どんだけ強くなんねん

５０倍は強くなってるで

いくら戦いまくっても

５０倍は強くならんやろ

皮膚の硬さとかそんなかわらんやろ

うたれ強さとかも

筋肉とかも限界があるっぽいし

じゃなきゃオリンピックあんな接戦じゃないしｗ

また、ＨＰ１って

瀕死ですよね？

文字通り動けないし

絶対病院で半年くらい安静状態ですよね？

まぁ、宿屋で１日寝たら回復するけど。

まさに病院要らず。

こんな話があります



ダイの大冒険という昔はやった、ＤＱを題材にした漫画があるんですが

その中にでてくる戦士、ヒュンケルは兵士の大群に攻められかけて、大ピンチ

敵の大将は「スーパースキャン！！」とかなんとか言って、ヒュンケルのＨＰを見ました。

残り２１ＨＰ。

大将は周りの自分の兵士に命令し、ボコにします。

ヒュンケルの残りＨＰは１に減ります。

敵の対象は「勝った！あとかすり傷程度で死ぬぞ！」と言って、ホンマにかすり傷程度の攻撃を

兵士にしかけされ、ヒュンケルはかすり傷を負います。

「やった！死んだ！」

ところがヒュンケルはぴんぴんして立っています。瀕死じゃありません。

なんでやねん。

ヒュンケル「お前らはただの駒に過ぎない！！！」

パンチで、オリハルコン製（その世界で一番硬いといわれてる鉱物）の兵士を砕き倒します。

ＨＰ２１のとき以上に攻撃をくらいつつ、１から減りません。絶対１から減りません。

しまいには虚をつかれ、ヒュンケルは敵の大将（オリハルコン製。１?くらいありそう）にどしん
とのしかかられます。

死んだ！



と思ったら

意外と平気なかおｗ

まぁ、ただそれだけなんですけどねｗ

今ワタクシの最大ＨＰと、現在のＨＰっていくつくらいなんやろう

５くらいかな？

でもＨＰ１がスライムの体当たり分１回と考えると、もう少し強いかも・・・

でも、１?がどしんとのしかかるくらいやったら、１もないかも。

まぁ、みんな１ないと思いますがｗ

はー

しょーもないこと長々と書きました。

まぁ

あんな数値、適当だってことですよねｗ

またゲーム考察しよう



今日の一文字は「Ｐ」



久々にＰＳ２やった

全くできひん

どうしよう

わー

コントローラーの握り方からまずあやしい

んでどのボタンがどれやったか全然わすれてる

ああ

敵にみつかった

昔はこの人はどんな人生を送ってきたとか考えずに

ぱぁぱぁ殺してたなぁ

まるでねずみを退治するかのように

今は人命尊重してるので

麻酔銃です。

結局撃ちます。

はい

何の話かわかりませんね



メタルギアソリッド２です

懐かしいｗ

隠れて敵の目をかいくぐって進んでくゲームです

ちょっとしたホラーよりはスリルですよ

なんかホラーみたいなファンタジー系より

ワタクシはこういうリアルなやつのほうがスリルあっていいな☆

今週いっぱいこれやろかなｗ

今日の一文字は「遊」



逆に早く寒くなれ

ちなみにワタクシは寒いの嫌いです

夏男ですよ

よくインドアとか

暑いのダメそうとか言われますが

昔は野山で駆け回ってたんですよ

木の葉に隠れてかくれんぼとかしたんですよ

朝から夕方までぶっとおしでとか

まぁそれはいいとして

暑いのか寒いのかはっきりしてほしい。

昨日は半そで短パンでも暑かった。

今日は長袖長ズボンでもちょっと冷えるくらい。

といっても今半そで短パンで頭生乾きを扇風機で乾かしながらこれ書いてますが（個人情報漏洩

）

びしっと夏物スーツで朝すんごいちょうどよくても

満員電車にはいったり

会社はいったりすると汗がぶわっとでる

結構あついから



うちの仕事場空調工場のくせに空調全然利いてないんです。

紺屋の白袴、医者の不養生

後者はすこし違うけど、そんな感じです。

なんか温度変化が激しいとめっちゃ体調てくずしやすいですよね

まぁ最近は昔と比べて超規則正しい生活してるんで

最近お肌がきれいになってきたともいわれましたｗ

ストレスもないし

食欲の秋やし

健康なんですけど

油断ならん

ていうかコロコロ温度変わられるとこっちもしんどいし

服に困る

寒かったらさむ〜ってゆって厚着したらいいし

今日の一文字は「涼」

この涼っていう字結構好きかも

ホンマにすずしいって感じ



また久々練習

また久々に練習しました

ていうか学祭○回も出れるってすごいねｗ

ありえないｗ

でも出させてもらえるだけありがたいことです

しかも違う大学でｗ

うちの大学はＯＢ出ないor来ないんかな？

その前に学祭いけるかな・・・

仕事詰まってなきゃいけるはず・・・

はーねよ

今日の一文字は「久」



変なだんじり

今日地元でだんじりやってまして

なんか大人も子供もゆかた着てひっぱってました

あーゆーのはいいですね

いくら騒音でも我慢するわｗ

ただコンビニ時代はあれに参加してる子供たちが

やたらうっさくてうざかったですがｗ

今はもうただ単に伝統芸能として楽しめる

一町民になりましたｗ

まぁ外で見てたんですけど

えんやーさー！

いい掛け声が響き渡ってます

大人　えんやーさー！

子供　えんやーさー！

大人　えんやーさー！

子供　えんやーさー！・・・っぴ



ん？

なんか変なものが混じってるぞ

大人　えんやーさー！

子供　えんやーさー！お・・・っぴ！

？

ワタクシは耳を凝らしました

っていうかその辺りから周りの子供たちにそれが伝染したようです

大人　えんやーさー！

子供　おっぱっぴー！

大人　えんやーさー！

子供　おっぱっぴー！！



子供たち。

それはない。

まぁいいんですけどね、ノリさえよければ

でも

あんな裸芸人に伝統が汚されるのもなんだかなぁｗ

子供たち

あれはもうすぐ消えるんだと気づいてくれｗ

でもワタクシも好きですけどね。こじま

ワタクシ何様ｗ

今日の一文字は「染」



気分変えてみました

ちょっとみにくくなるかもしれないけど

ハロウィンにしてみました

ハロウィンか〜こういう習慣日本にないですよね〜

ちょっとバカができる日といいますか。

こういう日とか公で作ったら

日ごろの鬱憤とか晴らして

犯罪とか自殺者が減る気がしませんか？

はい

安直です

なんか最近こんなしょーもない日記ばっかやな〜

もっとしょーもなくても味のあるの書きたいのに

やっぱ大人になると夢がなくなるって

こういうことなのかしらん

今日の一文字は「瓜」



あつい

なんか毎年書いてる気がしますが

あと１〜１.５ヶ月後

さむ〜っていうん！？

今日むし暑い〜〜

まじあつい

みんな半そでやん

秋はどこいった

小さい秋すらみつからん

今日の一文字は「夏」



中年にもマナーを。

今日、道を歩いていたら

酔っ払ったおっさん５人が横に並んでぎゃーぎゃー言いながら道をふさいでいました。

「私なんかただのヒラ部長やから」

「何をおっしゃいますか〜統括部長のくせに！」

など言いながら、ぎゃはぎゃは言いながら歩いている。

そしてワタクシは先に行きたいのに通れない。

おっさんの千鳥足と同じ牛歩で進んでいました。

まぁ若い奴がマナー悪いのはまだわかりますよ。

確かにウザイし、うっさいしうっとおしいし（３Ｕとなずけましょうｗ）

でも若いじゃないですか

まだガキなわけですよ

社会とかわかってないじゃないですか。アホだし

それを注意する大人がですよ



げらげら笑いながら道をふさいで

後ろの人にも気づかないでいいの？

怒るというより

日本はダメやなと思いましたね。

こういう人たちが普通にワタクシたちを管理して

動かしたり時にはクビ切ったりするわけじゃないですか

あんなのに管理されたくない。

なんかもっと中年はさ〜

みんなの見本となるような生き様をしめしてほしいものです。

ダンディーな感じとか

だしてほしいものです

はっきりいって

ださい



そういえば

ジョージアかなんかの宣伝ですけど

渡哲也、かっこいいですよねｗ

あんな中年、初老になりたいです。

今日の一文字は「醜」



涼しい〜

涼しくなりましたね

職場ではクールビズが一斉に禁止になりました

まぁ朝はあれちょーどいいんですけどね

夏用スーツが

山からのひんやりした空気がまた気持ちいい☆

早朝のすっきりした空気を吸って、さぁでかけよう！

と意気込むもつかの間

１５分後には

満員電車。

おっさんの熱い吐息

おっさんの水たっぷりのくしゃみ

そしてたまに臭うげ○ぷやオ○ラ・・・・



まさに

阿鼻叫喚

そして職場に着くころにはすでに太陽があがりきり、

あっちい

おっ

なんか普通の日記やｗ

これが毎日の朝の行動です。

おわり

今日の一文字は「朝」



バトンって最近ないですね

バトン昔みんな回してたのに

最近全くないんですね

ワタクシは昔からないですが

はいひがみましたよｗ

まぁあれ書いてる本人は楽しいけど

読んでるほうはうんざりしてきますからね

今書いてて思ったんですが

前から言ってたようにブラインドタッチの右手を矯正中で

なんかいつもよりちょっと遅いし、

押す場所がぎこちないっていうのかな？

なんか変な指つかっちゃうってことが多いｗ

あれ

いらんことかいてたら書きたかったこと忘れたｗ

また

考えておきます

でも何度も書きますが



土日を休日としてしっかり休みになるのはいいですねぇ

今日の一文字は「休」



ウ○ナンのお笑いのやつ

みました。

なんかテレビ久々にみたわ〜

もちろん

仕事中テレビみまくりですけどね

時間帯的にどうしても

おもいっき○テレビ

とか

ザ・○イド

とかになるんですけど

そうそう

この二つ終わるんですってね！？

でも

みの○んた強し・・・・＿|‾|○､;'.·　ｵｪｪｪｪｪ

ただ単にリバイバルされるだけのようです・・・

もうええやろ



水１０だっておわったのに

アデージョすきやったのに

まぁいいとして

あのお笑いのやつ難しそうですよね〜

どんだけ引き出しがあるかですよね

コンビによっては、相方にまかせっきりのとことかありましたよね

フットボー○アワーとかとか

いいんか？

芸能界そのままやめさせられるパターンやで！？

んで

毎回抽選で笑ってくれる人を決めるんですが、

絶対２〜３人笑わないやつが入ってる

あれは絶対ビー○ングでしょう？



そうじゃなかったら

あんなわざわざお笑い見に来てんのにわざわざずっとふてこい顔しないでしょう？

だってあれで一般人やったら

「お前は何しにここへ来てるんだ」と

「お前の面白さとは一体なんぞや」と

「何のためにう〜まれて〜」と

「何のためによろこぶ〜」と

問いたい。

小一時間問いたい。

まぁ微妙なネタの人もいるけどｗ

もう少し感情に素直な客になれ

なんか見ててむかつくｗ



おわり

今日の一文字は「藁」



涼しいですね

今日も昨日に引き続きすずしいですね〜

平和★

世界では戦争とかに巻き込まれて苦労してる人とかもいるのに

ふー

なんか仕事も楽やし

やっぱバイトのほうがきっついわ

今の仕事九時から１８時までおっても平気やし

明日は仕事やすみ〜

ホンマは仕事いきたいですわｗ

今日の一文字は「勤」



名月はきれいだ

キレイでしたね

中秋の名月

やっぱね〜〜

自然はいいですね

あんなばっちり中秋の名月みたのは・・・

なんか

何回もある気がするｗ

一回ね〜

天の川みたいです。一回もばっちりくっきりみたことがありません。

どっか真っ暗な山、梅雨のない地域にいって、

満天のミルキーウェイを堪能してみたいですなぁ

あとオーロラとかね

お金たまったら絶対カナダとかアラスカに

外でこたつに入りながらオーロラ見るぜ!ツアーみたいなん

いきたい！！

あとだいぶ一気に涼しくなって過ごしやすくなりましたね〜〜〜★

おわり。ｗ

今日の一文字は「月」



やっぱ有名人の名前出すと客は来る

はい

昨日の来客数が一気に倍になってました。

やっぱ日本どっかではそうやってググりまくってる人がいるんやなぁ〜〜

驚き

アフィリエイトとかもそういうのを利用してみなさんやってるっぽいしなぁ〜

それが利口なんやろうなぁ

ワタクシは

やっぱ普通の儲け方しかできひんのかなぁ

「アイツはアルバイトが本業だから」

って言われてみたい〜

副業とかもって、本業以上に稼いでみたいなぁ

どうやったらいいんかなぁ

アイデアだけではいかんともしがたいよなぁ

誰かビジネスのやり方を教えてください

セミナーとかどこでやっててどういうの行けばいいか教えてください

今日の一文字は「勉」



福田さんか・・・

まぁ、わかってはいたけど

いやだな・・・内閣

なんか

政治に無関心になりそうｗ

とかいっときながら政治ネタを挙げてる矛盾したワタクシですが・・・ｗ

あの人

もちろん新総裁となったあの人ですが・・・

何！？

まえから思ってたんですよ

そんなコメントしかできんのか

候補に上がったときのコメント

「まさかこんなことになるとは、夢にも思いませんで・・・」

「やるしかないでしょう」

「やるからには全力を・・・」



しゃーなしか。

もっとさぁ

大臣になったらコレコレしたいんだ！

みたいなんないんかい！？

官房長官時代もさ

「悪くないんじゃないですか？」

「そうなんですか？」

ワタクシでも言えるわ

官房長官なったるわｗしゃーなしでｗ

そもそもね、あの人ね

前夜勤一緒にはいってた

おもちゃ屋にそっくりｗ

なんか世間に流されて生きてきたような

自分というものが全くないような



誰かが操りやすい人といえば全くその通りで

誰か黒幕でもいるんちゃうか？と思わざるを得ない今回の総裁選

なんか

こんなことコメントできるのも、今仕事が楽だからなんだろうなぁｗ

なんか

大臣はもーちょっとカリスマ性がほしいよなぁ

絶対ワタクシのほうが

あのおっさんより器でかいわ

多分みなさまのほうがもっともっと器でかいわ

少なくとも、発言とか行動を見てる限りでは人を引っ張っていける人とは思えない

辛らつな意見でした

撃たないでε=ε=ε=ε=ε=┏(ﾟロﾟ;)┛ﾀﾞﾀﾞﾀﾞｯ!!

今日の一文字は「臣」



りんごオムレツ

今日

おなかすいた〜と、お昼を食べに起きてくると

まぁ親父が飯を作ってたわけですわ

んでまぁいつもは普通のご飯でして

今日も普通のごはんだったんですよ

いや

実は普通に見せかけて普通じゃないものがまぎれていました

それは

オムレツ

まぁなんかいつもより膨らんでいたけど、なんか白いぶつ切りの塊がはいってたんで

ボイルしたジャガイモでもはいってるんかなぁおいしそうやなぁ

と思って食べたら！

りんごのぶつ切りがはいってました



＿|‾|○､;'.·　ｵｪｪｪｪｪ

最近魚を我慢して食べてもならなかったのに

えずきました＿|‾|○､;'.·　ｵｪｪｪｪｪ

最近っていうか

えずくとか中学生以来くらいかも

えずくってわからない人もたくさんおられると思いますが

なんか嫌いなものを体が受け付けない拒否反応とでもいいますか、

しばらく噛んでると「おえっ」ってなる生理現象ですね。

ていうか嫌いな方も多いと思われますが

塩系の食べ物の中に甘い食材（特に果物系）を入れた食べ物が大嫌いです。

よく言われる酢豚のパイナップルしかり

甘いもん入れる意味も意義もわからん

お前の存在意義はなんぞやみたいな



あれもです、サラダにはいってるリンゴとか

マヨネーズかけんなや！みたいな

あと

そうめんにたまに付いてるミカン１きれとか

つゆにはいったら最悪！！

他にも多々あるけど

割愛ｗ

今日の一文字は「混」



電車で誰かが座ってた後のぬくもりが嫌い

最近通勤退勤してて思うんですが

この季節限定ですが

なんかくさそうなおっさんが

電車で座ってるとこを想像してください。

そのおっさんは目的の駅についたらしく、立ち上がってでていきました

さてお立会い

その席に

すぐ座りますか？

ぬくもりが引くのを待ちますか？

例証１　ぬくもりを気にしない場合



どさっ（座った音です）

・・・・・。

（うわ〜この場所湿ってる上にめっちゃ熱いやんけ〜なんでおっさんってあんな熱いねん？

大体汗臭いのがしみこんでるんか、なんかすえたにおいが周囲に広がってるし

しかもなんか周りの人こっち見てくるし！俺汗かいてないっちゅーねん

おいとなりのおばはんお前いらんとこだけ起きてくるなや！

んご〜ゆうて寝てたらいいねんっていうかお前の口臭のほうがめっちゃ臭ってくんねん）（これ

マジ話）

という羽目になりました。

ゲームオーバー

例証２　ぬくもりを気にする場合

・・・・・・。

（あー疲れてるから座りたいけどさっきのおっさんめっちゃくさそうやったし、

なんかこのイスの部分だけ色変わってるから、冷房でちょっと冷えるまでまっとこ・・・

え？

おい、おばはん！

俺が取っといた席にすわんなや！！



俺が取っといた席にすわんなや！！

席に足つけて立ってたのにそれを割り込んで座るか普通）（これもマジ話）

そして、疲れ死にました

ゲームオーバー

仕事は全然疲れません

そのぶん

行き帰りで疲れます。

でも最近はこの時間を有効活用しようと、読書してます

本の虫

１時間１５分くらい電車乗ってます

ふー

今日の一文字は「温」



仕事楽になってきたヽ(○´∀｀○)ノ

なんか最近楽です。仕事

まだ研修中ですが

もうすでにＯＪＴ（なんか＿|‾|○に似てるなぁ）

にはいりました

んで他の同期の研修者に教えてます。なぜか

まぁ

最近はちょいちょいと業務の体験をして

何故か同期に教えて

あとはずっと

テレビみてます☆

スト○ッチマンみました

最近はぜんまい？かなんかを頭に乗せた侍みたいなアニメもやってるんですね？

全然しらんし

んで

初めて

生ピタゴ○スイッチみた！！

あの球がごろごろするやつずっとみてたい！

んでいつここのたいそう？も初めてみたｗ



あんな時間いつも家にいなかったからなぁ・・・

最近は

なんかいま流行ってるという

おしり○じり虫？がみたいｗ

やっぱＴＶいじる機会増えると見ますねｗ

今日の一文字は「Ｔ」



迷子かあ

梅田の二階改札にもいたなあ…



ハモ○プやったん？

どうでした？

なんか後輩諸氏はみてそう・・・

ワタクシは

仕事でしたｗ

なんかビデオにとっておいてくれてるらしいｗ

頼みもしてないのにｗ

まぁ土日ゆっくりできるときにでも見ますか

ホント仕事初めてわかったけど

土日の週休二日制の場合

平日って

ホンマ

消化日やねｗ

野球でいう消化試合みたいな

でも

とりあえず夏休みの間は空気みたいな生活してたんで

まぁまだマシかと・・・



あー今日もいらんムダ知識が増えていきますｗ

あげたい

絶対音感ももっと使う人に貸したげたいｗ

１時間２００円ｗ

たっか

今日の一文字は「腸」



ぽっぽないない

ぽっぽないないという言葉をご存知でしょうか・・・？

なんかたまに聞くんですけど

こっち独特の言葉なんですかね？

ていうか親独特の言葉ですかねｗ

まぁちょっと前の話ですが

ワタクシが算数、数学がめっちゃ嫌いになった原因の先生が

ワタクシの中学の母校に居てはったんですが

そちらの先生がどうやら毎年

修学旅行費を親から徴収して、そのおつりを返す際

なんか役員とかは普通に返すんですが、何も言ってこない親には返さないで

そのおつりを「ぽっぽないない」していたそうです。

ニュアンスわかります？

まぁその先生は捕まり、

定年前だというのに懲戒免職になったようですが（いい気味だ＼(∴｀┏д┓´)ノ）

母親がそのことを最近はなしてて



ぽっぽないないって発したんですよ

なんだそれ

と思ったんで

知ってる方おられませんか＼(∴｀┏д┓´)ノ

今日の一文字は「鳩」



メモとかとったほうがいいんですかね？

最近やばい

すぐもの忘れする

なんか小さいメモ用紙とか携帯しておいたほうがいいんかな？

最近

この日記

書くネタがないｗ

毎日平和なんでしょうねｗ

まぁ今日書くべき内容といえば

あお○ちさんと地元であったといったことくらいでしょうか（書くことあるがな）

それも１時間くらいですけどね・・・

東京んときは散々呼び立てといて

ホンマ、すんまそんｗ

またこっちに遊びに来てください☆

まぁ、それはいいとして（いいんかい）

なんか普段生活してて

あ、これ日記に書いたろ！みたいなことを思いついたり見つけたりするんですよね



んでそんときは覚えてたりするんですけど、

家帰ったら絶対忘れるｗ

まぁ思いついたそんときにケータイとかで書けばいいんですが

ケータイはめんどくさいｗ

なんか字早くかけないし

書いてるうちにイライラしてくるし

いらちですｗ

あそうそう、あとあお○ちの他に、初めてキャンベさんともお会いしました☆

ブログ上での知り合いみたいな感じでしたが、初めてお会いできました☆

またお邪魔させて頂きますヽ(○´∀｀○)ノ

あれ、意外と書くことあったなｗ

まぁでも個人情報面からして、あまり今日起こったできごとをタレ流すのはよくないので、

なんかネタを書きたいなぁとか思ってるんですが

うーん

思いつかん

すいません、まとまらない日記でｗ

ケータイのメモ帳機能でも活用すっか



今日の一文字は「帳」



おいおい、こっちにも決めさせてくれよ

まぁ無理なんですけどね・・・ｗ

あれですよ

今はやりの

首相決めｗ

福田・・・

根回しやん

それで決まっていいん？

いまどきアカペラのＡ−１ですら投票で決めてんのに（カンブリですｗ）

小学校の学級委員みたいな決め方

それも民主国家が始まって毎回

かは知りませんがｗ

なんとかしてよ、ドラ○もん



大体あれですよね

○○派、○○派とか

影でやれよ・・・・

あんなんいいん？

おおっぴらにやって

まぁどこの会社とかにもあると思いますよ

学校にも

ジャイ○ン派みたいな感じで

なんとなくあるじゃないですか

こいつとこいつがなんか仕切ってるなみたいな空気

それを

政治はおおっぴらにやってるんですかね

ていうか

国民投票で決めたらいいやん？

なんか

そらめんどいやろうけど

普通そうだと思うんですよね



デジタル放送に完全に切れ替わったら

候補同士が討論して、みんなそれみてその後誰かにテレビから投票とか

したらいいのに

バカ同士で決めんなや

はー

政治の文句なんていったって

ていうか誰がトップをやったって

暮らし向きはあまりよくならない・・・

はー

ｗ

でも最近は仕事できてるんでまだ充実してるかな・・・

少なくとも大学でどうでもいい授業聞いてて半分寝てる生活とかよりは

５００倍くらいマシ

(´ε｀)

今日の一文字は「決」



あーなんもない

夏休みはぐだぐだ過ごしてて・・・

今もぐだぐだ過ごしてますが・・・

ちゃんとクールビズきていって会社でぐだぐだしてますから

まだマシかな

でも行き帰りが時間かかるからそれにしんどい

６時に終わってダッシュで帰っても８時前になるし

まぁ、しばらくどうなるか見といてやってください

今日の一文字は「暫」



ＴＶの知識、ＤＶＤの知識

今結構身についてきました。

液晶テレビとか段々わかるようになってきました

なんか昔と全然違うんですね？

ワタクシも習ってびっくりしました。

配線めっちゃむずい！！！

業者に頼むともったいないから配線は帰って自分でやるという方も結構いらっしゃるみたいです

。

まぁ昔のテレビとビデオならいいんだけど・・・

最新の機器は絶対やめたほうがいいです。

あれはムリ。



っていうか、時代が進めば進むほど便利になっていくはずなのに・・・

未来にいけばいくほどややこしくしてどうすんねん。

アンテナ線とかテレビとラジオつなぐケーブルとか全部１本になればいいのに

しかもデジタル対応機器をもう購入済みの方は知ってる方もいるかもしれませんが

アンテナ線

ＤＶＤレコーダーとか

液晶テレビとか

テレビのデジタルアンテナ出力からアナログ入力につながなくてはならないんですよ

すなわち

テレビから１本線が伸びていて、どこにつながってるのかな？と思ったらテレビに帰ってきてる

やん！状態です

意味わかりますか？ｗ

自分で言ってて意味わかりませんｗ



ブルーレイディスクとかハイブリッドダブレコとか

あーーーーーーー

がんばろ

今日の一文字は「Ｖ」



アクオス使う方は・・・

ご一報ください

なんか使うのめっちゃ得意になった☆

かなりマスター

配線とか完璧ですよ？

ワタクシもアクオスほしいな〜〜〜

最新の一番でかいやつ

１００万越え

んで

なんかサラウンドスピーカーセット



１００万越え

最新ブルーレイディスクレコーダー

１００万越え

全部つなげばファミリンクが使えてとても便利でございます☆

誰が使うねん。

今日の一文字は「額」



運動不足

エセ社会人になって１週間・・・

なんか

すごい運動不足感・・・

と思い

運動しました

といっても

インドア運動ｗ

とりあえず腹筋５０回やって

そのあと

Wiiｗ

とりあえず前に買ったパワーリスト？をつけて



パワプロｗ

自分で振るやつね

んで

Wiiスポーツｗ

の

ボクシングｗ

むりやりはっちゃけて動きました

めっちゃ筋肉痛になった・・・

その後も野球とかテニスとかさらに

ドラクエソードとか重りをつけてやって

腕あがらんくなった・・・

あーあー

とりあえず土曜日は毎週ちゃんと運動しよ

この歳でばりばりのビールっぱらいややし・・・

でも



なんか休日は平日より過食になるなぁ・・・

気をつけないと

普段デスクワークやし・・・

ていうかワークもしてないしスタディやし

しかもちょいちょいしか知識ついてないし・・・

しかも家で復習したいのに社外秘やから教材とか持って帰れないのよね・・・

会社で厳重に保管されてます

あーいやだいやだ

はやく給料はいらんかなｗ

今日の一文字は「腹」



やっとやすみ〜〜っていう気持ちがわかった

土日が待ち遠しいね・・・

あ〜社会人ｗ

まぁ歳とっていくと土日が休みとかゆーてられなさそうやけどｗ

久々に夜更かしです

花（華？）金ですよ

でもなんか

この調子なら社会人オッケーかもｗ

今までずーっとぼーっと家で何もしないですごすよりマシな気がするなぁ・・・

ビバ！お金儲けｗ

だって〜ちょいちょいっと勉強してるだけでお金はいってくるんだもんね〜〜

前のコンビニより全然楽やし、こっちのほうが給料１．５倍くらいあるし。

おいしい

助かる

しかも生活規則正しくなったし

最近の自分の課題は

ブラインドタッチしてるとき



右手は中指１本で右手の範囲全部を押そうとするのですが

親指以外全部ちゃんと使いたい・・・

この前上司の方（一応内定してる会社の先輩・・・になるのかな？）がめっちゃすごい

勢いで人の話を聞きながらブラインドタッチしてたんで

ブラインドタッチ得意やけど、聞きながらできるかなぁとか思った・・・でもワタクシがやる仕

事にはその技術が必須なんだよね〜〜

だから今も気をつけて

矯正しています。

親父になんか最初のころ聞いてたから

右手は中指で全部処理する癖が移っちまったｗ

矯正しないと・・・

今いつもより若干遅くしか打てないです・・・

なんかこういう作業もたまには大事だよね・・・

現状に満足しないっていうか

・・・・・・

なんかおすすめの本あったら教えてください

最近帰り紀伊国屋によるんですが

何読んだらいいかわからん

どれも中途半端に見えてくるんです

人がおもしろいと思ったものは読めるかもしれないので



人がおもしろいと思ったものは読めるかもしれないので

お願いします

ただ

最近の話

死ぬのと病気ので感動さそうのが多すぎるので

それ以外でｗ

ホンマ死ぬのと病気すんのブームちゃうかってくらいある

せかちゅーあたりくらいからか？

暗いねん

暗いのはいつくらいからや？

多分ＦＦ７がでたくらいちゃうけ？

今映画で再燃しているエヴァンゲリオン？がやってたころくらいちゃうけ？

前ちら見したらヤバ暗かったし

不況は暗い話ばかり生み出します

なんか完全に明るいお話とかないんかな

子供の絵本とかにしか

あと漫画とかね

なんかいい話にめぐりあいて〜〜



病気とか死ぬの以外で感動させられて〜〜〜

お便りまってますｗ

今日の一文字は「練」



これはいやされる!(笑)

SA410055.jpg

仕事の帰りですが

虹が見えました(´∀｀)ノ



今日は講師が最悪やったけど

まあこれで明日もきてやるかって気にはなりました(笑)

今日の一文字は「虹」



この前の軽井沢研修!



これが八月29〜31日まで会社の研修にいってきた写真!

一番上は会社の保養所！ってか保養のくせにホテルよか全然きれいやったし！！

食堂て名前のくせにレストランよかキレイやったし☆

二番目は渋谷！てかハチ公も撮ったのにどっかいったｗ

三番目は本社ビルから取った東京タワー（右）と六本木ヒルズ（左）・・・ｗ

以上ですわ〜〜

この日の一文字は「知」



八尾デビュー

いってきました。八尾

厳密にいうと久宝寺

な〜〜〜〜んもないｗ

今日から半年間、ここが自分の職場です

まぁ１年半遅れてるし、ぜいたくはいってられん

半年経てば梅田に返り咲きやし

でも

通勤１時間３０分はつらいｗ

まぁ電車の時間は１時間ちょうどくらいやけど

歩きが１５分１５分くらいあって結構かかる

大学んときですら５０分ちょいやったのに〜

こんだけ時間かけて毎日通うのって初めて・・・

なんか電車時間の有効活用法を考えないと・・・

明日紀伊国屋にでもよろうかな・・・？

この前みた新しい囲碁の本とかも面白そうやったし



経営の本とかも読みたいし

簿記の本とかも読みたいし

自己啓発本とかも読みたいし

普通の小説も読みたいし

はやく給料はいらんかなｗ

今は交通費だけであっぷあっぷｗ

お昼とかお金かけられへん・・・

お弁当にかけるお金を飲み物代に回さないとのど渇いてやってられん

話す仕事やから余計ね〜

職場は飲み物ＯＫって言われてるし

はー

寝ます

めっちゃ健全や〜ヽ(○´∀｀○)ノ

今日の一文字は「習」



就業一日目

あー

なんか研修うけてただけやけど

つかれた・・・・

デスクワークしんどいな〜〜

ずっと座りっぱなしやし

んでめっちゃセキュリティしっかりしなさいみたいな事植えつけられた

企業ってあーゆーふうに染め上げるんやなぁ・・・

大変やなぁ・・・

社会人って大変

みんなよくやってるわ

土日が待ち遠しいねｗ

はやｗ

１日目やのにｗ

でもなんか勉強してるだけでお金もらえるって罪な感じやなｗ

勉強してるだけで今までのバイトの１・５倍以上もらえるんすよ？

らくよね〜

何時間でも勉強しまっせｗ



大学もお金もらえたらめっちゃ勉強するのにｗ

てか研修とかライブのこととかかけへん・・・

写真とかアップしたいのに・・・

めんどい・・・

あ・・・明日こそわｗ

てか昼休みってごはん食べるとこ探して食べてちょっと一息ついてたら

あっというまですな・・・

やっぱ弁当とかもってったほうがいいな・・・

決定

今日の一文字は「勉」



研修いってその足で練習いって次の日ライブして３日に一応社会人になる

タスクです

なんか怒涛の１週間やわ

いや２週間か

ていうか写メとか東京の写真とかいっぱいとったけど

全然アップできんかった！！

やっぱ初めて会う人と気を遣いながら仲を深めていくのってなんか集中力がいる作業やなぁと思

った

まったく余裕なかったし

研修中にライブの照明表書こうと思ってたのに全然かけなかったし

夜とか１２時くらいに寝てしまったし

んでライブもしました

今日

全行程マジで疲れた

だから何が起きたか

また明日以降書きます

写真も大したのないけど



何枚かアップします

じゃあ

おやすみなさい

今日の一文字は「終」



明日から東京〜軽井沢

いってきます〜

内定者懇親会の一環だそうです

なんか軽井沢でキャンプやってｗ

仲良くできればいいが・・・

そういえば九月からの勤務先も決まりました

あとはちゃんと学校卒業できてたら完璧★

ｗｗ

あかんかったら死

いってきます〜(´ε｀)

今日の一文字は「発」



とりあえず送別会

してもらいました

バイトの店長に

韓国料理店に連れてってもらって

うまかった〜〜ヽ(○´∀｀○)ノ

なんかどれもマジもの（居酒屋にあるばったもんじゃなくてｗ）

で、食いづらいものもあったけどｗ

サンゲタン・・だっけ？って鳥のスープとかあるんですが

本物って結構ぐずぐずなんですね・・・

なんか魚を煮込んだ鍋みたいでした

とにかくまるごと鳥が入ってるから骨とか結構あって食べにくかったｗ

でもキムチとかマジうまヾ（´▽｀*）ゝ

でもあれですなあ〜

やっと終わった

って気もあんまりしないけど

今日とか夜早く眠くなって

でも眼が覚めてしまってこんな時間に日記書いてます

毎週起きてたからかなこの時間



とりあえずバイトからは解放されました

いやセブンイレブンから解放されました

来週欠員があれば入りますが、なければもうこれで終わりです

なんかちょっとだけ感慨深いもんがあるけど

これでやっと次に踏み出せる

いや、踏み出したい

早く会社からインターンの返事？が返ってこないものか

今日またせっついてやろうｗ

今日の一文字は「韓」



警察おらんのかい・・・

バイト（最終日！）いく途中のことです

道の途中に結構大きめの交差点があって危ないからか

交番が角に建っているんですが

おばちゃんら２人が入っていくのが見えたんですよ

そしたら〜

そう！（ですよ風（この人死んだんかな？ｗ））

おばちゃんが交番から出てきて

「すいません〜」

呼び止められてしまいました。

「ここの行き方わかります？」

はがきを見せられて道を聞かれました

てか

交番に人おらんのかい！

おいおい

何の意味あんねん交番



警察あかんなぁ〜

てか最近そんな交番多いですよね

夜中とか明かりつけとけばいいと思ってるし

その中に警官の人形とか、機械のなんとかクンとかおいてるだけやし

いいん？

両津みならえよ

ずっと交番でなんかしてるしｗ

でもなんだかんだいって助けてくれるし？

あんな警官いないんかなぁ

この前なんか

自転車で二人横並びで

道路走ってる警官いましたよ！？

ありえん・・・・

それはない

人としてどうよ

追いかけて注意しようかと思ったけど



逮捕されそうやからやめたｗ

いや、ってか何か荷物もっててしんどかったし

ってあれですな

イソップ童話のキツネですね

あのぶどうはどうせすっぱいから

とかって屁理屈つけて

あれ、なんか違うか

でも言い訳して勇気ある正しい行動を取れない人とおんなじですよね〜

あかんわ〜

でも公務執行妨害とか言われたらどうしよ((((;゜Д゜)))

酔っ払いが絡んできたとか変なおっさんが絡んできたとか思われそうｗ

なんか真面目な警官もいれば人間としてどうなん？みたいな警官もいるので

なんか微妙ですよね

ちゃんと面接してるのかしらん？

やっぱ最後は警察に頼むしかないので、警察機構にはしっかりしてほしいと思います

面接とか人柄で選んでほしいですね・・・頭とか学歴じゃなくてさ

はい

警察への不満でしたｗ

今日の一文字は「ポ」



ちょｗｗｗおまｗｗｗｗ

なが〜いなが〜い

超スペクタクル長編であり

未来の予測なんかしちゃったりしてた日記が！！

消えた・・・・・

あーーーーー

もう書く気なくなった〜〜〜

しねーーーー

ユビキタス社会がどうとか

書いてたのに〜〜

もうそんな展望とか書く気なくなった〜〜

あーあーあーあーあーあーあー

なんかターザンみたいｗ



もう狩猟生活に帰ったらええ

あーでもクーラーなくなったら困るな〜〜

しぬな〜〜

ターちゃんとこに住んでるジェーンはえらいと思います（何の話かわかりますか？）

都会から来て、それまでのモデル暮らしを捨ててジャングルに住むなんて。

いくら家事とか全部ターちゃんがやってくれるからって、できね〜

愛の為せるワザですかね？

ユビキタスとか書いてたけど

神様にしたら

お前に語られたくない！って感じですかね。

ほっとけよ

ちょっとくらいいいやろ

どうせ毎年毎年今年は今年はとか言ってても中々来てないんじゃ

あと１０年は来ないんじゃね？ユビキタス

まぁ不用意にきて炊飯器とかハッキングされても困るしｗ

てか出来ないかそんなことｗ

人んちの炊飯器ハッキングできたらえらいことになりまっせ〜

故障じゃないのに、ハッカーのせいでごはん毎日炊けずみたいな。



まぁそういう家電にネット接続なんて時代、あと２０年は来ないよ（増えてる）

みんな会社説明会とかいったら後何年ほどで・・・とかって一桁年数だしてくるけど

(ヾﾉ·∀·`)ﾑﾘﾑﾘ 

でも

希望を持つのはいいことですよ

がんばって欲しいものです

ワタクシはあまり関係のない会社に行きますが・・・

そういう会社にお客さんの声を届ける会社です。

まぁ

がんばれ

今日の一文字は「ユ」



サンダーストーム

にあいました

昨日ね

こんなんこのへんでもあるんやなあと

大変感心いたしました

稲光が目に焼き付きまくりました(笑)



空気全体が水やったし

焦りましたとさ

昨日(おととい)の一文字は「雷」



夜勤終了〜

いや、今日の夜勤が終了って意味じゃないです

いやそりゃ終了したからコレ書いてるんだけどもｗ

終わりました。

ワタクシの夜勤生活そのものが。

お疲れ様〜〜ヾ（´▽｀*）ゝヾ（´▽｀*）ゝ 

多分１年半くらいやってたのかなぁ

去年の３月にようやく親父から許可とりつけて行きだしたのはいいけど

同僚に恵まれず、客に恵まれずの生活でしたｗ

最後である今日はちょっとくらい感慨深いバイトかなぁとか思って仕事してたら

全然感慨深くない。

早く終わってくれ。

とか思ってましたｗ

おもちゃ屋は最後の最後までおもちゃ屋やったなぁ・・・

ホンマあれで接客業を選んだな・・・とか思います。



人に厳しく自分に優しいワタクシ（最低ｗ）ですら、自分のほうがまだ接客に向いてると思いま

したね

なぜなら

おもちゃ屋は

小言のグチが多すぎるｗ

最後やし、もう会わないやろうし、ちょっとおもちゃ屋について書いてやる！

ワタクシと毎回同じ時間に入る通称おもちゃ屋はまぁ自分の親父と同じくらいの歳なんですが

これが仕事できない

んで仕事中はずーっと小言でグチを言ってるｗ

そして舌打ちがデカイ。

いつもウザイ客がレジに来ると

「チッいらっしゃいませ〜」

といいます

客絶対聞こえてるわｗ

他にも呑んだくれの団体とかギャル男ギャル子がはしゃいで入ってくると

「チッ・・・うっとうしい・・・」



お前がうっとおしいわ。

客のストレスがお前によってブーストアップされるんじゃ。

というひどい有様でした

そして仕事は何させても遅い

まぁそれはまだいいんですが

ワタクシが先に仕事終わって休んでると

ものすごいイヤっそ〜な顔をしはります。

しらんがな！お前が遅いねん！

と言いたかったけど

とうとう言えずｗ



まぁ仕事関係者と波風立てたくなかったしねｗ

どうせ何言っても変わらなさそうだし

でもついこの日曜ちょっと怖かったことがありました

３時半くらいに入ってきた客が（この時点で人としておかしいんですが）

ワタクシに対して「客が入ってきたらいらっしゃいませくらい言えや」

と言ってきまして

いや、言ったけど聞こえてないだけやん！

とは言わずｗ

「すいません〜申し訳ありません」と平謝り。

したら調子に乗ったのか、牛乳の検品をやってるおもちゃ屋に眼を向けて（彼は仕事に必死で本

当にいらっしゃいませと言ってないｗ）

「あのおっさん、店長か！？」

ワタクシ「いえ、違いますけど・・・」

というや否や、おもちゃ屋のところに言って

「客がきたらいらっしゃいませくらい言えや！」

と怒鳴ってました

まぁここまではたまにある光景なんですが（マジで）



おもちゃ屋はどうやら外にでたそのおっさんにガンたれたらしく

それを目ざとく見つけたおっさんがまた店の外から帰ってきて

「おい！おっさん！！なんか文句でもあるんか！？」

と怒鳴りこんできました

なんかその後おもちゃ屋は必死に弁解して謝ってたけど

確かにガンたれてたｗｗ

ワタクシは怖くて防犯ブザーをいつでも鳴らせる準備してましたｗ

だって怖いんやもん！ｗ

君子じゃなくても危うきに近寄らずってね

たまにはおもちゃ屋もいやな客の対処すればいいねん

いつもワタクシにまかせっきり（昔の日記参照）やったし、いい機会です

でも

いらっしゃいませくらい言えとか

どんだけケツの穴ば小さか男ね！？

そんな重要なことけ？

もっとやるべきこと他にあるやろ

まぁ、多分会社とかで使えなくて怒鳴られたりしてるうっぷんを



知らない人に当たってるんやろうなぁあのおっさんとかは

あんな人は大成することはないなと思いました。

人の振りみて我が振り直せ

別に元々直ってますがｗ

まぁそんなワケのわからん客とかともおさらばじゃ！

多分土曜日がセブンイレブン最後です

時給安い生活ともオサラバ！

のはずｗ

とりあえずワタクシ

お疲れ様でした☆

今日の一文字は「乙」



天、何をか言うや！

この言葉は有名な孔子の言葉です。

孔子は有名な学者で、いろんな教えを中国全土を回ってたくさんの人に教えて歩いていましたが

、年老いるとやがてそれをやめてしまいました。

弟子の一人は孔子に聞きました。

「何故教えて歩くのをやめたのですか？　その教えを広めて人々の役に立つことが先生の望みで

はなかったのですか？」

まぁこんな感じのことを聞いたんです。

そしたら孔子は答えました。

「確かに、徳のある王に教えれば受け止めて民によい政治をするようになるし、逆に何も聞き入

れない

王は愚鈍のまま、国も衰退の一途を辿っている。

だがみてごらん。人はみな、変わらぬ生活をしている。それだけじゃなく、鳥は飛び、花は咲き

、日は昇り沈む。

生き物は毎日を生き、やがて老いて死ぬ。

我々が何を言おうと、万物の営みは変わらないのだ。空を見てみなさい。

天、何をか言うや」

と答えたそうです。

要するに、天は何も言わないけど、全ての者は自分が何をしようとめぐっているということの

悟り？みたいなもんですね



解釈間違ってたらどうしようｗ

なんかストレスが溜まりそうなときにこの言葉をたまに思い出します。

人が自分に何を言おうが、天は何も言わないから合ってるかなんてわからない。

それに、自分が間違っているかどうかなんて、天は何も言わないからわからない

からやっちまえ

みたいなｗ

なんかただのワタクシのご都合主義に使われているだけの気がしますし

なんか言葉の解釈すごい間違っている気もしますが

こんな言葉、結構好きですね。

結局人が政治がどうのとか金がどうのと言おうと生き物は生き、万物はめぐっているんだから。

みたいな超マクロな考え方

時にはこんな目線になるのもいいものです。

あーーー

つまらん真面目な話をしてしまったｗ

今日の一文字は「巨」



検査前にコンビニ、レトルト。

いや、別にワタクシが検査するわけじゃないんですよ

なんかワタクシの終業間際になっておじいさんが入ってきて

じぃ「これそろえなあかんのよ！！」

とかいって見せてきた、医療系のパンフレット。

じぃ「ちょっと探してみたんやけど、どこにあるかわかれへんねん！」

まぁ

他の年寄りみたく、入ってくるなり「あれどこ！？」とかって言ってくる人より努力は認めよう

。

しかしその後言ってた言葉

「スーパーの店員さんにもわからんかったら誰にきけばいいん」

まぁさっきの話の流れじゃなくて、後述する内容に続くんですが

ここはスーパーじゃない。

スーパーだったら品数が多すぎて、あんたは何も買えずに帰ることになる、とだけ言

っておこう。

でも無垢な年寄り



いや、無垢な年寄りなんて絶対居ないと思うけどｗ

コンビニの利用の仕方をわかってないお年寄りのために、一緒に探してあげることに

んでその医療パンフレットを見て、商品を探していたんですが

そのおじいさんいわく

じぃ「ここみてんここ！ほら、この商品全部コンビニで揃うって書いてんねん！

最近はコンビニ食品医療がどうとかって流行ってんねん！」

・・・・・・・・

医療よ

いや、それを薦めた医者よ

あんたらに言いたい。



レトルトは、体にいいんですか？

医療のレベルもここまできたか。

まぁレトルトじゃなくて、出来合いの惣菜を買わせるのだろうと思ってレシピを見たら

白かゆ

プリン

みそしる

ポタージュ

素うどん

卵焼き

冷奴

まぁ、確かに健康的ですが

コンビニでそろえようと思ったら半分以上レトルトになります。



ちなみにそのじいさんが納得するまで商品を探してあげた結果、買われたのが

白かゆレトルト（お湯でパウチのまま暖めて皿に移すタイプ）

焼きプリン

なめこみそしるカップ

ハウス冷たいポタージュスープ

日清どんべえきつね

セブンイレブン惣菜厚焼き玉子

セブンイレブン惣菜冷奴

ほぼレトルト。

これでいいのか医療。

検査前のじいさんカラダ悪してもしらんで



ていうか

作ってもらえよ

うちの親父なら自分でつくりはるでそのメニューくらい

じぃ「自分で料理とかせーへんからなーんもわからんわ！」

自慢げにこうおっしゃってましたが

自慢になるか。

衣食住は人間の基本やし

料理くらい自分でできるようにならないと・・・

せめて厚焼き玉子くらい作れ

まぁ、そういう人を見て

ああいう老後にはなるまい

と思いました・・・

まぁそのおじいさんに一つ、別に蔑んでるわけじゃないんですが、自分はこうならないぞと心に

また一つ刻みましたとさ

終わり



今日の一文字は「訓」



クロックスとか、耐震マンションとか

まぁさっき２４時間テレビがおもしろくないから

代わりにニュース２３みてたんですけど

ちょっと「はやり」を勉強できました。

いや、最近気になってたんですよね、あれ

そう、クロックスっていうんですか？

通気性とかよくてむれなくて、おまけに柔軟性とかがあって疲れないとか？

めっちゃ履いてるひと見かけますね〜

まぁめっちゃたくさんいるのであまり言いたくはないですが

すごく・・・ダサイです。

なんというか、あの穴のあいた形というか、あの原色１色のみで統一されたあのデザインとい

うか・・・

すごく痛い派手ですよね。

でも流行らせた者勝ちですよね

あれをよく



「これは流行るやろ〜」って思った人がすごい！

その仕掛け人の方がテレビに出ていましたが

なんかハワイで見つけて、これはいいと思って輸入したそうです・・・

んで見事にヒットしたんやもんなぁ

ハワイで見つけたってことは、前からそれが存在してたわけですよね。

っていうことは、まぁ流通業の基本ですが、

その仕掛け人の人は、まぁ最近流行りの言い方するなら

右から左へ受け流した

だけなんですよね〜

それだけで多分あの人は億万長者。

でも

そこに目をつけるっていう、着眼点が

時代を先取りできる力なんでしょうね〜・・・。

そういう眼とかが欲しい。

やっぱ常にアンテナ立ててる人を見習いたいですね。そういう人みたいに。

耐震マンションが流行ってるともやっていました。



完全にアレですよね。

○歯容疑者にあやかってますよね？

あの人の偽装事件があって

みんながそれに心配したからこそ

耐震マンション・・・まぁあのマンションは耐震もきっちりしてて

しかも地震きたら、あと何秒で地震くるとか予報してくれるすごいマンションでしたが

それが売れたんですよね。

だからもしその事件がなかったら、そんなにそのマンションは売れなかったと

思うんですよね。

まぁ人並み？には売れるやろうけど

だから、

「あ、この事件あったから、地震にばっちり対策しまくってるマンション建てたら

飛ぶように売れるんちゃうか？」

って考えた人がすごい

いや、まぁこっちは考えるやろうし

どんな住宅会社もウチはしっかりしようとか考えるやろうけど

あんな風に地震に特化して売り出されたら



流行に弱い大衆はそんな事件の影響で買ってしまうと思うんですよね・・・

今分譲してるってことは、その事件があって、すぐ計画とか実行されていったと

思うんですよね・・・

まぁあくまで全部ワタクシの推測ですが。でも耐震偽装の事件なかったら絶対そんなこと考え付

かないと

思うんですよね・・・

あ〜あさはかｗ

もっとテレビとかみたほうがいいよな・・・せめて。新聞もみてないんやから。

ワタクシ甲子園がどうなったとかスポーツがどうなったとか、世界陸上が大阪だとか

全く世の中のことわかってません。

テレビくらいみろよな〜・・・

ドラマ「２４」のＣＭが気になるけどテレビみないからわからん・・・

テレビホンマ朝飯食ってるときと晩飯食ってるときしかみてないし・・・

１日１時間ｗ

この夏は

流行に強くなろ



今日の一文字は「眼」



ボーリング移行期間

移行期間っていうのはアレですよ

投げ方？

フォーム？

なんかとにかく

ワタクシは

プロボウラーの投球とか

ギバちゃんｗの投球とか見てて

ピンの直前で曲がるじゃないですか？

あれがやりたい。

そう思ったワタクシは

今までのまっすぐ投げを捨て

ボーリングの得意なおじさんにめっちゃ教えてもらって



フォーム改造を試みたのです！

その結果

最高記録

１８１

↓

フォーム変えてからの最高記録

７９くらいｗｗ

あーーー

幼稚園。

いや幼稚園よりはましか・・・

いや、他にも５９とかね・・・



よく隣でガーター知らず（ガーターの横に子供用に引いてくれる金具？を勝手にそう呼んでます

）

で遊んでる子供

に負けてます。

あかん〜〜

しかも

曲がってね〜〜〜

へたくなった

誰か曲げれる人いませんか

教えて・・・

このままじゃ

会社に入って笑われる・・・

どうしよう



死ぬ

今日の一文字は「革」



よく競輪っぽいカッコして自転車走らせてる人がいるけど

最近自分も運動したいなぁとは昨日も・・

書いてないか

運動しないとやばいって書いたんか

運動最近したいなぁと思ってます

ビリー前ちょっとやったけど、１０分くらいしかもたなかったしｗ

あんな風に自転車とかいいのん買って

乗り回したいなぁとか

ランニングしてるおじいちゃんとか見て

あーちょっとあんな風に運動したいなぁって思ってますが・・・

歌うにも仕事するにも体力が資本やし。

ここで一つの疑問が浮かんできます。

あんな風に競輪っぽいカッコわざわざして、競輪風の自転車乗ってる人って

一念発起して自転車奮発するんですかね？

んで

あーゆー衣装も買って、さぁやるぞ！みたいにやるんかな？



おじいちゃんのランニングウェアとかも

一念発起して買ってからやるんかな？

それとも

元々自転車やってて、さらに能率上げたいと思ってから買うのか

ランニングウェアも、元々普通のＴシャツとかでランニングしてたけど、

こっちにしようと改めて買うのか

どっち！？

あーゆーのって高そう

でもランニングするにしてもそういう服ないから困るんよね〜

冬用ならあるんやけどｗ

短パンっぽいのが欲しい。

でもただ走るだけならいらないし・・・

あー悩みどころ

こういうのってなんでダラダラ始めないのか最近原因がわかりました。



お金がないから

そういうのを買い渋る。

すいません。お金のせいにしました

実際は

そうやって言い訳ばっか考えてる自分が

一番の原因

なんですよね〜

わかっちゃいる、わかっちゃいるけどやめられない？ｗ

まぁ家ではいつも一応

スポーツマンがつけてるような

重りリストバンド（名前不明ｗ）５００ｇですが・・・をつけて生活しています。



でも腕筋ってよく考えたらあまりいらない気もするなぁ・・・

なんか筋肉の話題とかになって、力こぶある〜とかって時にしか遣えない

気もするけど・・・

まぁないよりあったほうがいいかｗ

お盆終わったら運動しよ

↑こういう先延ばしの精神がダメなんですよねｗ

今日の一文字は「輪」



ポケモン、トルネコとくれば

わかる方もわからない方もいらっしゃると思います。

画面の前でニヤリとしたあなた、

あなたはワタクシと同年代かそれより年上で

オタクです。

間違いない。

まぁあれですよ

不思議のダンジョンってやつです。

昔トルネコの不思議のダンジョンってスーファミででてて、やられた方も多いと

思いますが、

それのポケモン版があるんです。

今借りてやってますが

トルネコと違う面白さ☆



ちゃんと洞窟に行く目的があって、

なんか遭難してる人とかから手紙がきて、それを救助しに行くんですよ。

ちゃんと目的があるっていいよね。

トルネコの方って

目的なし。

まぁ強いて言うとすれば

どれだけ洞窟に落ちてる道具をいっぱい持って帰ってきて、お金いっぱい持って帰ってきて、そ

れを店の商品にしたり、お金で店を建て替えて大きくできるか

なんですよね

洞窟じゃなくてもいいしｗ

鍛冶屋に頼めよ。

あとね

一番つっこみたいのが

すぐお腹すきすぎ！



これはどちらにも言えることですが

特にトルネコのほう

地下３階くらいですぐお腹すく

・・・

デパ地下の２階とか１階とか探検しまくっても

そこまでお腹すかないぞ。

でも彼が言うには

「お腹が、減ってきた」

「このままでは飢え死にしてしまう！」

「早く、何か食べないと・・・」

「死んでしまいそうだ！」

たいそ。

お前、お腹回りの肉でまかなえるやろ。



ていうか彼は、何度もハードな旅をしているのにも関わらず

あの体型を維持できるのがすごいと思います。

ちなみに知らない方のために。

真ん中の彼です。

ワタクシも、いつかはこうなってしまうのだろうかｗ

あーやだなぁ

ていうか体重がちょっとリバウンドしてたし

２キロくらい

明日から運動しよ！

今日の一文字は「窟」



自作お昼ご飯

ゲームの話がちょっと食いつきよかったので、またそれにしようかと思ったけどあまり言い過ぎ

ると絶対オタクやと思われるので回避＼(∴｀┏д┓´)ノｗ

明日にしますｗ

今日は最近自分でこってるお昼ごはんの話。

まぁ親は昼いないので、コンビニの廃棄を食べてもいいんですが・・・

なんか、ねぇ？

同じ夜勤に入ってるおっさんとか、廃棄めっちゃ持って帰って、何日間かの

食料にしてるらしいけど・・・

よくよく考えたら、　ちょっとこじき臭いｗ

まぁ別にもったいないし、いいこと（？）なんやけど、いつも一緒に入ってる

おもちゃ屋（過去の日記参照・・・とにかく仕事できないし、人間できてない５０くらいのおっ

さん）もめっちゃ廃棄持って帰ってて、

なんかそういうのみてると、こんな人間にはなりたくないなぁとか思って

要するにあれでしょ？料理できないんでしょ？ｗ

自分も独り立ちとかしたときの為に、料理の一つや二つや三つできないとあかんなぁと

考え、お昼を自分でいろいろ作っています。

まぁＶパラとか月面の合宿とかで、何回かその腕を披露したことあるけど、

パスタとか水で冷ましてしまったり、にんじんを炒め足りずそのままオムレツにしたり



たまに基本わかってなくて失敗したこととかもあったし、時間がまずかかる

（まぁロケーションが悪かったってのもある・・・旧た○しんちやしｗ）

だからいろいろすぐできるように鍛えてます。

でも

まぁ１からつくるのはメンドウなので、ちょこちょこレトルトっぽいのをよく作りますｗ

最近おいしかったのは日清の「焼チキン」

あれですよ、ただチキンラーメンの麺を焼きそばにするだけの商品なんですが

結構おいしい。

自分でキャベツとかソーセージとか細かく切って、炒めて、その上に混ぜた卵を

落としてスクランブルエッグにして、水をその上から何故か入れ、沸騰させます。

したらそのチキンラーメン（ちゃんと焼きチキンって商品ありますよ）をいれて、ほぐす。

水が全部吸い取られたらできあがり。

おいしいヽ(○´∀｀○)ノ

でも１からも作りますよ、そういうレトルト系のんなしで

最近よく作るのは「和風パスタ」

まぁ簡単なんですけどね。お好みの具材・・・しめじとか、ベーコンとかほうれん草とかたまね

ぎとかを好みの大きさに切って、ごま油でいためて。



ゆでたパスタをその上に入れて、一緒にごま油で炒めて、

さしすせそを全部いれるｗ

あと料理酒とかも隠し味に入れます。役に立ってるかはわからんｗ

まぁしょうゆとミソを多めに入れますね。ミソ好きだからｗ

したらタスク流和風パスタの完成！

これね、ゆでるのといためるのを同時進行したら１５分くらいでできて、

しかもお手軽で、なかなかおいしいですよ。

まぁ調味料もそんな変なんいれてないしねｗ

写真がないのが残念・・・

自分でつくったお昼ごはんとか写メにとるんとかバカっぽいしね・・・ｗ

よかったらお試しアレ

やっぱりワタクシ、主婦（主夫）に向いてる気がするわ〜

家にいて、親にやれって言われるから家事ばっかしてるしｗ

今日の一文字は「料」



ＦＦ３やってます。

最近はまぁ時間ができたので（就活も一応終えたので）

ゲームとかたまにするんですが

最近はＤＳのＦＦ３をたしなむ程度にやっています（どんな程度だ）

しっていますかね？

まぁ知ってるか。

最近は１２まででたながーいシリーズの３です。リメイクです。

やっぱ昔のゲームのほうがおもしろいですね。

昔は見た目とか悪い分、面白さだけ中心に考えてたんかな？

でもそもそもファイナルファンタジーって名前が、

作ってるスクウェア（現スクウェア・エニックス）が、これがこけたら倒産みたいな

最後のソフト、みたいな意味でつけた名前とかってどっかで聞いたけど。

そらおもしろさに特化するわな。

最近のはそうでもないけどｗ

なんか画面のきれいさとかにこだわりすぎてる感じ。

まぁあまり言い過ぎるとオタクみたいなのでやめときましょうｗ

でもね、やってたら

なんかやっぱ時代の流れを感じます。



画面とか戦闘とかがきれいになった以外、セリフとかストーリーの流れは変わってない

っぽいので、

かなり違和感を感じます。

なんか疑問がないんですよ。

みんな

すんな〜〜りなんでも言うこと聞いてくれるんですよ。

たとえば

「お前は今日から光の戦士だ」



「・・・・・・」

「どうちて？」（なにこの汚い石しゃべってるし）

ってこうなりません？



普通は。

でもこの作品は

「よっしゃーーわかったぜ！」

みたいな感じで

素直です。

例えば

ある町で

女の子「デッシュ様が竜の住む山に行って帰ってこないの！」

主人公「・・・・」



＜現実＞

主人公「ふーん・・・・大変だね」

＜このゲーム＞

主人公「ちょっとその山に様子を見に行ってみよう」

いい人！！

なんの疑いもない！

他にも

まちの人「頼む、○○を倒してくれ！！」

＜現実＞

主人公「いや、君たちと俺ら全然関係ないし、今あったばかりなのにそんなことできるわけな

いじゃん、相手強いんだろ？もっとプロに頼むとかさ」

＜このゲーム＞

主人公「よっしゃ！まかしとけ！」

素直！



主人公たちはなんの疑問も持たず、悪い人を倒して、この世に光を取り戻そうとしています。

これが時間が経つにつれ、時代が流れていき、よりリアルな主人公に代わっていくんですけ

どね・・・やっぱ容量の問題やったんかな？そこまでセリフとか主人公の描写とかに力いれられ

なかったんかな？

まぁ容量が増えるにつれ、主人公も現実っぽく悩み、疑問をもった人間がでてきます

ＦＦ４とかは何の疑いもなく必死に仕えていた王様に疑問を抱き、自分の役職とかやってきたこ

とに苦悩し、結局完全に心っつうか職業っつうかを変えちゃいます。真逆にｗ

ＦＦ６はくらいね。召還獣とのハーフということになやむ人、恋する人を生き返らせようと旅を

続ける男、とか。キャラ１人１人がいい個性もってました。

まぁそっからめちゃめちゃ暗くなっていくんですが・・・暗い時代やったからなんかな？

なんかめっちゃくらかった。みんなくらかった。

まぁあんまいいすぎんとこ

オタクやんｗ

でもＦＦ結構やってるからなぁ〜

ドラクエ派やったのに

しかし

１回１時間もしないのでなかなかすすまない

いつ終わるんかな

まぁ



オタクじゃありません

今日の一文字は「宅」



朝からお盛んなことで・・・

題名につられてきてしまった人、すいませんｗ

想像された感じの話は１ミリグラムもでてきません。

朝から盛んなのは

盆における人間（日本人？）の生態が、です。

めちゃめちゃ人きました。

っていうかずっと店の前でたむろしすぎ

若者ってやっぱあれですよね

なんも考えてない人が多いのかな？



今日一番びっくりしたのが

男子がカップめん持ってきて

ワタクシ「１５０円です。袋ご利用になられますか？☆」

男子「・・・・」

って反応だったんで袋につめたんですよ。おはしもつけてね

んで会計を済ませて、

まぁ案の定男子はポットの前でラーメンのラップをびりびりやぶいて捨てたんですよ。

したら

今袋詰めした新品の袋をゴミ箱にばしって捨てやがった！！

いらんならいらんっていいなさい！！



ていうかなんであんな簡単に物をぽいぽい捨てれるんでしょう？

地球環境のこととか全然興味ないんでしょうね

俺だけは大丈夫、みたいな。

もったいなすぎる。

ワタクシなんかパンとか持って帰ってきた袋をキレイにたたんでとっておいて、

家のごみ捨てとかなんか包むのとかに再利用してるくらいやのに・・・。

お客さんの中には袋絶対いらんから、ってすごい豪傑？もいてはります。

それに比べてあの若者は・・・びっくりした。

しかも

朝とかシャボン玉セット買ってくのはいいんですけど

なんかやり終わったのか満足したのか

ゴミ箱に捨てないで道端にほったらかして帰ってるんですよ。

アホや

どうしようもない。

まぁこれくらいでぐだぐだ言ってたら？

アメ村のセブイレとか仕事できなさそうですけどね・・・



アメ村のセブイレとか仕事できなさそうですけどね・・・

ワタクシの記憶ではあそこ、ゴミ箱とか普通に落書きされてたし、めっちゃ汚かった

記憶があります・・・今はどうか知らないけど。

あーゆー子等って就職とかできるんかな？

就職させても仕事まともにできひんのちゃうかな？内定とか取らせた人事とか

怒られるんちゃうかな？まぁ常識と仕事のできる、できないは違いますけどね・・・。

今が楽しければいい、みたいな人、多いです。

でも

そういう人たちにワタクシは

いろいろ負けてましたｗ

だって、１万円とかばんばん使ってたし

財布めっちゃいいの持ってたし、中にまだ札はいってたし

ていうか若者みんな車で来てたし（マイカーっぽかった）

なにより

この時間に仕事してないでへらへら遊びまわってるし？

朝からもインターチェンジがどうとか言ってたから遊びにいくんでしょうね？



なんでワタクシはこんな苦労してるのに

負けてるの？

なんか前世とかで悪いことでもしてたんでしょうかｗｗｗ

まぁそれは冗談ですがｗ

なにはさておきおまいら

盆は田舎に帰れ。

そしてこの地を田舎にするな。

この地が田舎の者。

夜遊びするな。おじいちゃんのいいつけを守りなさい。

でも

この街

おじいちゃん系が子供連れて夜中にアイス買いにくるからなぁ・・・。



日本オワタ＼(^o^)／

今日の一文字は「盛」



芦屋サマーカーニバル

にｷﾀｰｰｰ人いますか？

そういう人に一言言っておきます。

しねえーーーーーーーーー！！＼(∴｀┏д┓´)ノ

というのも

まぁ今日は店にすんごいたくさん人がきて（本年度１番）

死ぬかと思いましたｗ

まぁなんであんな花火って人集まるんやろうね

まぁ見たいけどさ

芦屋なんて２０００発だよ？

淀川で充分やん

神戸いけよｗ

バスとか４０分まちやったらしいですよ



ＪＲ芦屋

４０分まちって。

そっから会場歩いたほうが早いし！！

うちの親父は

タクシー乗り場にも人が並んでて（ただの買い物帰り）

反対車線に来たタクシーを無理やり止め、その場で交渉して乗って帰ってきたそうです。

なんて最低な。順番抜かしやし。

でも４０分あればＪＲから会場までついて、もう回り始められるけど

やっぱ暑いから歩くのは無理かな

自転車とかあれば楽やけどね〜〜。ものの２０分くらいでつく。

そんでうちの店。

まぁヤカラのくるわくるわ

もううざいのなんの

そして出ました

後にも先にも史上一人の買い物客が

それは



チロルチョコ１個ぽーん

ワタクシ「２０円です☆」

ぽいっ

一万円

１万円キターーーーーε=ε=ε=ε=ε=┏(ﾟロﾟ;)┛ﾀﾞﾀﾞﾀﾞｯ!!ーーーーー

それはない

それはないよおにいさん。



９９８０円は

史上最高額のおつりでした。

あとはうまい棒で１万円だされない限り

破られることはないでしょう

っていうかもうそこまできたら両替してて言えばいいやん！？

まぁしませんけどねｗ

両替してっていうより腹がたった！！

しかしホンマ最近の若者って頭悪いって言うか礼儀がなってないっていうかですよね？

ワタクシ「お箸はご利用になられますか？」

やから♀「いる〜〜！」

いる〜〜

いる〜〜〜

射る〜〜〜



炒る〜〜〜

はぁ

黙れよヴォケが

くださいくらいいえんのか

まぁ反応したらまだいいけど反応しない人とかいるしね

んで後で箸はいってないとかって文句いってくる。

聞いたやろ？っての

なんかやっぱこういうときにつくづく思うけど、

この仕事って底辺の仕事だよな〜とか思った。

人のいるもんお金払われて取られるだけ取られて

しかもこっちばっか気ぃ遣って。向こうに遣われることなんてまずないし。

それをずっとやってる店長はえらいなぁとか思いましたね。

ワタクシやったら絶対耐えられへん！

気ぃ遣われるほうが好きや



みんなそうか。

もうこの日は二度とバイトせんとこ

ってか来年から居ないんやったｗ

今日の一文字は「底」



湯浅プリンスオブ○ニス〜♪

突然ですが、こちらをご覧下さい。

・・・・・いかがでしたか？

これのすごいところは

面白い字幕がなくてもおもしろい　（ ´,_ゝ`）ﾌﾟｯ

なんなんだこれわ！？

これ何か知ってる人います？

こんなのやってるんですね！？



んで、

これに客が入るんですね！？

いや、そりゃみなさんすごいカッコいいですよ。

顔が

負け負けですよ。

しかし

これはおもしろすぎるｗ

なんで漫画をミュージカル調にしようとしたんだろう？ｗ

っていうか誰が見に言ってるんやろ？

腐女子って呼ばれる人たちでしょうか・・・？

よっぽどテニプリ好きで３次元に存在してほしいと願う人じゃないといかない気がするｗ

んでこれがやっていることの存在も知らなかったしｗ

んで

ゆーたら悪いけど

みんなかつぜつ悪すぎる！ｗ



ホンマに字幕どおりにしか聞こえないところがいくつかある

「豆板醤」

「うんこキャッスルその女はガンダム〜」

「おっぱい小せぇ！」

（見ないでこちらを見られた方はなんのことか全然わからないと思われますｗ）

そして

越前君

歌へったやなぁ〜

まぁ自分も人のこと全然言えないですけど・・・

お金もらってるならそれなりに練習してきたほうが・・・ｗ

んで一番おかしいの最後



ユーあーざーぷりーんすおぶ○ニスー♪

で全員が出てくるけど

相手チームも出てきちゃったよ！！

お前ら敵じゃろが！？

何認めちゃってるんだよ！？

しっかし

こんなのもあるんですね？

昔遊園地とかでセーラームーンの劇みたいなんやってるの

宣伝でみたことあるけど、あんな感じなんかな？

しかしね〜

これ発見したときは大変でした

自室で一人で３０分はげらげら笑ってました。

家族にキモがられましたｗ



だってしゃーないやん

キモいよ病魔君！

一番お気に入りはあそこです

猫駆除だぜ〜〜

通☆風☆性♪

なんかあの変なフォームと通風性が合いすぎｗ

誰かこんなおもろいやつあれば教えてください☆

あとアカペラ動画とかも見たい！教えてください！

寝ます。

今日の一文字は「通」



半年間有意義に・・・

なんか

時間が有り余ってる（ってことはないけど）から

何をしたらいいのか真剣に考えてまう・・・

いいんかなぁ

こうした夜のちょっとした時間でも

今はハン○ームｗしてますが

なんか有意義に使ったほうがいいんかなぁとか

かんがえちゃう

特にゲームしてるときに、こんな使い方してていいんかなぁとかよく思います。

いろんな体験しろとみんなはいうけど（特に内定とった会社の人事の方とか）

海外旅行とかも行きたいけど

お金とか安全とか親の説得とか考えるとアレやな〜

めんどいし・・・

でもそういう体験も確かにしたいことはしたい。

ただ目的もなく行くのもどうかと思うけど・・・

いいんかな？

最近電車の中の移動時間を有意義に過ごすために



本かいました。自己啓発っぽい本とか、小説とか。

何もしないよりマシでしょ。

本読んでたらいいんかって言われたらそんなことはないでしょうけど

とりあえずの緊急の間に合わせということで・・・

あと半年あるとか言ってたらホンマすぐすぎそう・・・

早く何かを始めないと・・・

焦る。゜(・ε・;pq゜゜・。ｗ

とりあえず

ピアノとダイエットくらいはしよう

この夏の目標かな。

今日の一文字は「焦」



誰かの詩なんやけど・・・

『忘れ物』

入道雲にのって

夏休みはいってしまった

「サヨナラ」のかわりに

すばらしい夕立をふりまいて

けさ、空はまっさお

木々の葉の一枚一枚が

あたらしい光とあいさつをかわしている

だがきみ！夏休みよ

もう一度　もどってこないかな

忘れ物をとりにさ

迷子のセミ

さびしそうな麦わら帽子

それからぼくの耳に

くっついて離れない波の音



夜勤から帰ってきたら親父が昔のノートの一部分を切り取って置いてました。

多分国語のノートやと思います

裏とかにテストの答案用紙とか貼ってて

２年６番って書いてたから中学のころのやつだとは思います

誰の詩かな？

なんかちょっとうまいですよね

絶対プロや

これ書き写せって言われたんかな？

そんときの先生がそういうことさせる人やったし

言葉のチョイスがいいというか

なんていうか、ねぇ

でも詩ってどうやってプロになるんやろｗ

有名な人いますよね？

夏色銀生　だっけ？

あれ？

空色夏生　だっけ？

銀色夏生　だっけ？

忘れたけど有名な人いるっしょ



そういう人って

「あなたは今日から詩のプロです」

ってなるんかな？

小説家みたいに詩とかの文学賞みたいなんがあって、

受賞したらプロなんかな？

でも詩って難しいですよね

なんかいらん部分をそぎ落としてそぎ落として書きなさいって言われたしｗ

まぁ確かに長いと詩じゃないけど

なんかむかーし見た詩は

なんて題名か忘れたけど

中身が

「・」

これだけの詩がありました。

点だけです。

マジです。

なんやったかな〜誰のなんてやつか忘れたけどマジです。



そぎ落としすぎ。

なんていうか

詩もいいよね(´ε｀)

今日の一文字は「詩」



ホームメイドテイスト。

今オレンジジュースのんでるんですけど

これ廃棄でもらってきたやつなんです。

まぁそれはいいとして

このパックの題名が

『ホームメイドテイスト』

・・・・・・

工場で作ったんバレバレやん！！

そらわかってるけどさ

別にそんな工場作りを強調するようなんにしなくってもｗ



他にもあるんですよ

うちの店の焼きそば。

プラスチックの屋台で売ってるやつっぽいのに入ってるんですが

その焼きそばの名前が

『屋台風焼きそば』

焼きそばでええやん！？

別に屋台風とか言わなくても。



やっぱ雰囲気だけでも、って人がいるんかな？

他にも

南国風パイン

とか

高級ジャグジー風ライオンの口とか（お風呂にライオンの口をつけて、お風呂のお湯を電池で循

環させるだけｗ）

なんかよく考えたら

なんとか風って全然必要ないですよねｗ？

別にいいけど

ワタクシはだまされない・・・はず

えっ、黒人のやってるアカペラ風バンド？

やってるやってる！！



すんません

今日の一文字は「風」



クレパ交流会！

でしたね

参加者のみなさまお疲れ様でした☆

なんか片付けとかやってもらったり、歌わせてもらったり

楽しかったですヽ(○´∀｀○)ノ

１回生の方も若干覚えましたｗ

次見かけたら話してやってくださいｗ

なんかリードとか歌ったん久々やわ〜〜

てかＶパラ以来って言ったけど、よくよく考えてみたら

月面ピエロで歌ってました＼(∴｀┏д┓´)ノ

ちゃっかり忘れてましたｗ

でもなんか・・・

あれですね

やっぱカラオケとか家とかで歌ってるのと違う

なんか声張っちゃって、本来の声が出てないというか

舞台に立って歌うとついつい喉へのいたわりというか、前後の喉のつながりというか

そもそも喉を絞めて歌いすぎてますｗ



普段歌ってるときはそんなことないのにね

なんでかな

やっぱ慣れてないことをすると力はいるんやろうなぁ・・・

ベースなんか全然気楽でしたもん

リードをやる必要ありやな・・・

いかに慣れてないか痛感しました

あとボイパも

まぁちょこっとしかやらなかったけど

しかもてきとーなやつ

でも

音ならん

なんで？

昔はずーっとやってたのによう

やらんくなったからかな？

またこれも家だけでやってたらダメですね

適度に舞台に上げておかないと、練習してても腐らせてるのと一緒ですね

やっぱ舞台って大事やなぁとか思いました。

本番でやることって、一人でする練習の膨大な量に匹敵するんやなぁと

思いました。頭文字Ｄにもそう書いてありましたｗ



思いました。頭文字Ｄにもそう書いてありましたｗ

まぁこれからはホンマに舞台にたつ機会なんてほっとんどないでしょうけど

なので余計に１回１回のライブを大事にせんとあかんなぁって思いました。

昔は全然そんなことなかったけどね〜ライブに追われて何も考えんとやってたしｗ

だから大事にする癖がついてないのかも・・・(´д⊂)

まぁ

まだ精進しますｗ

今日の一文字は「睦」



ライブ

かんぽーのライブにいきました。

なんか懐かしいね

自分らのしたにいた人がもう最上回とかになってお客さん呼んでとかやって

すごいなぁ

時の流れやなぁ・・・。

とか思った。

貫禄もでてきたと思います。

すごいね

まぁ言いたいことはアンケートのほうに書いたんでここでは書きませんが

レベル高かったと思います。

まぁみんな４回とかなんかな？ちょとＢＫＣのバンドさんは何回かわからんかったけど。

色の違うのがそろっててよかったです。

まぁちょっと値が張ったけどｗ

ライブのみなさまお疲れ様でした☆

あれ

なんかこんだけじゃちょっと少ないなｗ



やっぱ全体的なこと書こうかなｗ

なんか自分も実践しないとダメなことなんですが

全体的になんか緩急のメリハリがなかったっていうのかな？

なんかもっと体全体でノリを表現できたら

手拍子とかも自然に発生するのかなぁとか思った

ワタクシずーーっと前から行ってますが、やっぱライブって音聞くＣＤと違って

見て楽しむものだと思うんですよ。

だから見てくれってやっぱ大事です。衣装はみんなばっちりだったけど

笑顔とか？何気ないリズムの取り方とかにも注意したほうがいいと思ったなぁ〜

ていうか自分も実践できてないから偉そうなこといえませんが

まぁ自分も含めて感じたことなので(´ε｀)

まぁお疲れ様です。

今日の一文字は「演」



遺伝子情報・・・なのかな？

まぁこんな小難しいことを考えたのも、店の商品をみてたんですよ

子供むけの商品ってあるじゃないですか

アンパンマン、ポケモン、ノンタン、まぁそのへんエトセトラ・・・

なんで子供ってこういうの好きなんかなぁ〜〜

とかってバカなことを考えてたんですよｗ

でね

１つの結論が導き出されました

それが

遺伝子情報による好み。



あーいったかわいい系？とかキャラクターを子供は好む。

だって昔だって日本も紙のお人形とかひな人形とか

子供がきゃっきゃきゃっきゃ（言ってたかはわかりませんが）ってはしゃぐもの

じゃないですか

海外だって、フランス人形とか、ブリキのおもちゃとか

なんかそういうもんに目がいくでしょ

あと子供むけアニメとかね。日本発だけど世界の子供に受け入れられてるし。

理由がわからんでしょ？

だから

人間の遺伝子には、子供のころはそういうものが好きって

書き込まれてるんだよ！！



とかって考えてました。

まぁもう一つ考えたんですが・・・

あれです

バレンタインと一緒で、売り手の作戦？

子供商品こんなんですよ〜って売ってれば

子供はそれを買うしかない、みたいな？なんかよーわからんｗ

でも大人が「これ子供好きやろ〜」とか考えるのってやっぱ遺伝子情報による

解答なんじゃないんかなぁ〜とか思う。

んでポケモンとかアンパンマンは見事に遺伝子に訴えかけるから

ヒットした、みたいな

だからキャラクター戦線に参加してる人はそういうのを目指してつくらなあかん

みたいな

ことを考えてましたｗ



ことを考えてましたｗ

でも大人にヒットする商品のほうが大人が買うし儲かるんかな？

あーでも大人ってそんなキャラ好きな人子供ほどいないかｗ

キャラについての考察でしたｗ

ていうか、理論とかの本書いてる人って結局

こんな風に突拍子もないところにインスピレーションを受けてるんかな？

アダムスミスとか、その時代に経済学の本がないのにどうやってあんなこと書いたんやろ

とか思う。

だから、アレは単にアダムスミスの思いつきをずら〜っと並べてるだけなんじゃないかなぁ

とかって考えてたりしますｗ

なんかそういう理論の学者って思いつきで書いてるんかな？

気になるｗ

もしかして、キャラについては、心理学的考察とかもうあったりするんかな？

興味わいてきたｗ

あーとりとめもない、そして誰も興味のひかなそうな内容ですんませんｗ

今日の一文字は「子」



内定２

がでました。ヾ(� �  ∀� )人(� ∀ � )ノゎぁーぃ〜 

今回の企業は５次面接まであり

結構大変でしたが

何とか受かってよかったです☆

５次で落ちたりしたらしゃれならんて＼(∴｀┏д┓´)ノ

でも５次のときに内定をその場で言われたのでびっくらこきました。

「とても人間性のある方で、他社にもひっぱりだこだろうので

蹴られたらどうしようかと思ってました・・・！」

って面接官の方にえらい持ち上げられました。

・・・・・



(ヾﾉ·∀·`)ﾅｲﾅｲ

こっちはかなり必死やったというのに・・・

しかもこんな夏真っ盛りにスーツきてやで？

必死やっちゅーねん

どこもとってくれんっちゅーねん

まぁ取られてよかったです☆

しかも大阪勤務やし！苦労の甲斐ありました。

７月ぎりぎりで決まりましたね〜・・・はーよかった

今日からゲーム三昧や！！

とはいいませんｗ

あと半年やりたいことやっとこ〜

そのために金かせがな((((;゜Д゜)))

金稼ぎで終わったらどうしよｗ

まぁ、生暖かい目で見守っといてくださいヽ(○´∀｀○)ノ

今日の一文字は「決」



久々に何もしないをした

今日は久々に何もしないですごしました

今までがホント分単位に追われる身だったので、たまにはこういうのもいいかなぁと

まった〜りすごしました。

ホンマなにもしてないな〜今日

お金も全くつかってないっていうか家から出てないｗ

大体おきたん１６時でしたしね・・・

いや、夜勤明けで朝の７時半に寝たので・・・

んでそっからごはんくって

Ｗｉｉやりました

弟が買ってきた、新作のパワプロとドラクエソード。

おもろいヽ(○´∀｀○)ノ

さっき１１時半くらいまでやってました

こんなにゲームしたんむっちゃ久々やｗ

たまにはいいよね？

でも同期とかみんな独身貴族でぶいぶい言わせてるのに

一人こんなゆったりしてていいんかなぁとか

危機感も募らせていました。



だからベランダにでて涼んだりしながら、なんかやることなかったっけとか

焦ってみたけど

無駄やと気づきましたｗ

１個ずつ片付けていかんとね

それに明日は最終面接。

いや面接じゃなくて面談にきてくださいって言われました

えらい人との面接は終了して受かり、あとは人事と面談だそうです。

んで細かい話をするとかどうとか

決まるかな？もう夏に背広はきたくない

あー

４時まで寝てたのにめっちゃ眠い

今日もねよ

今までの反動かな〜・・・むちゃしてきたからな〜

歳の割りにｗ

今日の一文字は「常」



店員の頭の中で考えてること〜現実と理想〜

＜現実＞

立ち読み客が居ます。

客（パラ・・・・パラ・・・（本をめくる音です））

ワタクシ「・・・・・・・」

客（ぱら・・・・ぱら・・・・どさっ（しゃがんだようです））

ワタクシ「・・・っ・・・・」

＜理想＞

客（パラ・・・・パラ・・・（本をめくる音です））

ワタクシ「おい、そこのデブ

お前はいい歳こいてなに立ち読みしとんねんこんな夜中に

他にすることないんか！？あ？ニートか？

大体その体はなんぞや？メタボか？あ〜あの腹殴ったらいい跳ね返り方すんだろ〜な〜」



客「えっ、あっ」（でも座る）

ワタクシ「おいおいしゃがんでんじゃね〜よ

そこは座るとこじゃないんです〜大人になってもわからないんですか〜

てゆうか汚いな〜今掃除中やけどわざとこいつの周りばっか掃除したろ」

ごしごしごしごし！

＜現実２＞

ワタクシ　ピッ・・・ピッ・・・（レジうちの音）

客「・・・・・」

ワタクシ「お会計１０３８円です☆（笑顔）」

客「・・・・・（ぽいっ（１万円を投げました））」

ワタクシ「お箸、スプーンはご入用ですか？」

客「ああ、１個いれとって」



ワタクシ「おまたせしました、１万円お預かりします」

チャリーン

ワタクシ「まず大きいほうから５、６、７、８千円のお返しです」

ワタクシ「残り９６２円のお返しです」

ワタクシ「ありがとうございました☆（笑顔）」

＜妄想（理想）＞

ワタクシ　ピッ・・・ピッ・・・（レジうちの音）

「ところでさぁ、突然だけど、こんなにお菓子とかこんな夜中に何に使うの？

今必要なものなの？ないと死んじゃうものなの？だよねぇ〜わざわざこんな夜中に

買いにくるくらいだし？」

客「・・・・・」

ワタクシ「お会計１０３８円です☆（笑顔）おつりの出ないように、後ろに客が

つっかえないように迅速に支払ってくださいね☆」

客「・・・・・（ぽいっ（１万円を投げました））」

ワタクシ「あっ、お前今投げたろ？君は何様？僕はタスク様。お前会社とかで取引き

とかしたことないの？お金投げる？取引先の人に。おんなじじゃないの？別に君にこの



お菓子売ってあげないこともできるんだよ。しかもさっきおつりのないようにって

いったよねぇ？全然わかってないじゃん？右の耳から左の耳にスルー？ふしあなEAR

か？いやふしあなEYEか？」

客「すいません、お箸とスプーン１こずつ」

ワタクシ「ああ？環境問題って知ってるかね？こういうお箸とか君らが使うから環境が

問題なんだよわかる？自分だけはいいと思ってるんだろ。ていうか家に箸とスプーン

くらいあんだろ〜洗うのメンドウだからってもらってんじゃね〜〜よ」

ワタクシ「とりあえずおつり返しますけど、１万円出した罰金として、５、６、７千円

しか返さないので、そのつもりで。あなたが悪いんですからね？あと残り、小銭が

不足しているので９００円だけ返します。残りは緑の募金と新潟の震災募金に役立てて

おくのでご安心ください」

ワタクシ「ありがとうございました☆（笑顔）」

いや、ワタクシがこんな思考なわけじゃないですよ？

でも多分、コンビニ店員ってのは少なからず



上記のような内容の１かけらくらいは考えたことあるはず

一緒にいつも入ってる仕事できないおっさん（おもちゃ屋やってるらしいけど売れない

からここに来てるらしい）はお客が来るたびに

「ちっ」

ってでかい音で舌打ちします。

店中聞こえるくらい。

ただのくせなんかな〜とか思ってたら

たまによっぱらい客が団体でくると

ワタクシの横で小さな声で

「・・・うっとおしい」

お前がうっとおしいわ。

あ〜あかんあかん

こんな人を中傷しまくったような日記はダメダメｗ



でも今日は特に気になったので書いちゃった

そういえば選挙いきましたか？

まぁどこに入れたとは書かないけど。

結果がすごいですね。なんか自分が小３のときの細川内閣とか

いつか忘れたけど村山内閣とかを思い出しました。

まぁ惜しむべくは参議院だったってことですよね

与党野党が入れ替わったところで何も代わらないかもしれないけど

とりあえず換えるだけ換えてみよう、っていう僕ら日本人全国民の意思が

増えたような気がしました。だって絶対自民党信者っているんやもん

何があっても自民党いれとけみたいな人が。親戚にもたくさんいますし。

お年寄りにも多い気がする。でも今回は議席数ひっくり返って、期待はしてたけど

ホンマにそうなったからちょっとびっくりしました。

コンビニ店員は新聞を一番に読めるからそういう情報が早いのですｗ

今日の一文字は「換」



シングルベッド。

がきました。新しいベッドが

ふっかふか。

これやべぇ

はねて遊ばないようにって言われた

遊ぶかぁ！

（あ、遊ばない、の意味ですよｗ意気込んでませんｗ）

人をいくつやと思ってるねん親わ

もうすぐ２５ですよ

高校卒から働いてたら社会人７年目ですよ？ｗ

あーはやいなぁ

２００７年ももうあと４ヶ月かぁ

早いなぁ

こんな感じで残りの人生あっというまに過ぎていくんやろうなぁ



半年間無駄に過ごさないようにがんばろ☆

今日の一文字は「床」



ごはん食べにいきました

なんか外食したの久々でした

最近外食とかしてないなぁ

お昼とかなんか買うのもったいないから絶対自炊してるし

自宅なのに自炊ｗ

最近は包丁の切り方とかもマスターしてきましたｗ

大根の皮とか薄く切れますｗ

けど一番疑問なのは

パスタゆでるときの塩。

パ・ス・タ・の・塩！
（「はかたの塩」ＣＭのメロディに合わせて言ってください）

あのゆでるときに塩なんでいれるんかわからん・・・

前入れないままやったけど、全然味も食感も変わらなかったし。

意味ないじゃん。

まぁうちは調味料をほとんど全ての料理に使用しないので、調味料とかいっぱいあるんですよね

ｗ

全然減らない。



中でも減らないのがケチャップ。

ほっとんど使わない。

家でオムライスが出てきたときもソースがかかってるくらいｗ

たまに使うときといえば

揚げワンタンに何故かオヤジはケチャップをかける・・・中華のなんかのソースの代わりだとか

似てるだとか言ってたっけ

あとはたま〜にチキンナゲットが出てきたとき、ワタクシだけケチャップつけるｗ

他の家族は生で食べてますチキンナゲット。いやちゃんと温めてますが。

一番最近よく使うのは

砂糖ｗ

料理じゃなくて、プレーンヨーグルトをワタクシとおかんが食べるからです。

それ以外使わないしｗすきやきんときちょっと入れるくらいか

あ〜なんか食い物の話してたらおなかすいてきた

もう３時やのに

でも明日もバイトあるけど休み☆

誰かクレパ交流会にブルから参加してよ〜

寝ます

今日の一文字は「味」



半年夏休み〜♪

半年夏休み〜♪

（あ〜たしさくらんぼ〜♪の音にあてて歌ってくださいｗ）

ようやく夏休みですね。

ワタクシはまぁ、卒業できるかは先生方の採点によりますが・・・

卒業したいなぁｗ

まぁいいや

今日はしかも最終面接もあります

受かったらそこに決めます

インターンシップもあるんで、半年バイトです。まぁその内容は

入社半年間やる業務と同じなんでいいかなと

受かりたいなぁ〜

まぁたまには、卒業もできて、就職も決まって、なんていう

順調な道を歩ませてもらってもいいと思うんですよねｗ

そんなわけで買ってしまいました

ＦＦ３ｗ

もちろんＤＳのリメイク版。

高かったけど、自分にごほうび？ということでｗ



なんもしてないけどｗテストと就職決まったらそれ祝いてことで。

もうすぐ土用の丑の日です

うなぎ嫌いですｗ

でも大体うちの家はスーパーの安いうなぎを使った丼がでてきます

ワタクシ以外みんな好きなので。

あのね〜たれはおいしいんだけどね

あのたれご飯だけでいいって感じｗ

大阪だっけ？うなぎだけ先食べてご飯後で食べるのって

わかるわ〜

すごい取りとめもない話になりましたｗ

もうちょっとしたら面接にいってきます☆

今日の一文字は「休」



チュンチュンワールドって。

まぁたまたま思い出したんですけど

チュンチュンワールドって何よ。

まぁ子供の歌に正当性とか、ストーリー性とか、

信憑性とか、話の筋道を通すのは間違っているというか

奥にどんな意味が隠されているか、というのを探るのは間違っている気が

しないでもないんですが。

この曲なんかはやりましたよね？

続編とかも某ガン○ムみたいにいっぱいでて、

チュンチュンワールド・マジカルパレード？だっけ？

とか

なんとかたいそう

とか

でませんでした？

んで、どれか、タレントの今田、東野のＷこうじとかってのが歌ってたとか。

もう全然覚えてないけど

しかしこれ当初でてきたときはワロタなぁ・・・



弟となんじゃこらって笑い転げてた気がします。

１羽でちゅん

２羽でちゅちゅん

３羽そろえばちゅちゅんがちゅん

意味がわからん。

何がいいたいんだ。

意味がわかる方はぜひご連絡くださいｗ

言い換えれば

某テニプリという漫画で

中学生が強い球を打っただけで

「波動球！」

とかっていきがるくらいわけがわかりません。

そしてそれを受けたら骨にひびがはいる意味もわかりません。

ていうかテニプリ最近ブックオフでまた読み返してるんですがつっこみどころ多すぎてどうした

らいいかわかりません。



でも日記に書いて整理したいと思ってますｗ勝手に。

あーいうギャグマンガは好きだ。

はなしがそれましたが。

ちゅちゅん

ちゅん

はぁ？ですよね

作者の方は何を考えて

すずめがちゅんちゅん言ってるだけの世界を想像したのだろうか？

例えば

朝

作者「ああ、今日もすずめが鳴いているなぁ」

作者「今日はいつもよりすずめが多いなぁ」

作者「そうだ、米まいたらもっとくるかも！」

ぱらぱら

ちゅちゅちゅちゅちゅん

ちゅちゅちゅちゅちゅん

わらわらわら



作者「おおっ！すずめがたくさん集まったんだぜ！」

作者「これぞまさにすずめの世界、チュン・チュン・ワールドだ！」

なんか

某遊○王みたいですね

なんかあまり漫画のこと書きすぎるとジャンプマンやと思われるからやめとこ

でもコナミとかが○戯王のカードでだしそう。んで海馬社長とかが自慢しそう

社長「俺のターン！」

社長「ドロー！」

社長「魔法カード、チュン・チュン・ワールド、発動！！！」

ばばーん

みたいな

なんかテスト勉強で疲れてるんかなぁ

明日２個で終わり・・・がんばらな

こんなにつらつら書いてる場合じゃなかったｗ

今日の一文字は「雀」



再び、自分のブログが世の中に与える力

計測中でした。

毎日更新していたときは

毎日お客様が平均４５０人くらい！

ありがとうございます！

そこで

ちょっとこのブログ画面の左の

ブログスカウターのとこみてやってくださいよ

りらっくまの下です。

前にも紹介しましたけど、このブログが世の中に与えられる影響を計測しているようです。

んで

毎日更新していたときは３６だったんですよ！

何気にちょいすごくね？

まぁゆーたら

眞鍋○をりさんのブログみたいなのを１００だとすると



その３６ですよ？

ゆーたらその某ブログの２５分の９（あってるかな・・・？）ですよ？

・・・・

なんかわかりづらいな、この規模ｗ

まぁ結構一般ピーポ君にとったらいい数字なんでは？とか思ってました

しかし

更新は伸び・・・

テストとかで休み

さぼり

放置し

ていたら

３６→２５・・・

今みたら１８でした(´д⊂)

まぁ更新頻度とかもチェック度合いにはいってるみたいなんで。

そしてお客様（なんか就活してるとこの言い方が定着するｗ）の数も

４５０から・・・今や３００くらい。

あれ〜〜〜ε=ε=ε=ε=ε=┏(ﾟロﾟ;)┛ﾀﾞﾀﾞﾀﾞｯ



あれ〜〜〜ε=ε=ε=ε=ε=┏(ﾟロﾟ;)┛ﾀﾞﾀﾞﾀﾞｯ

う〜ん

まぁ木曜テスト２で終わりなんで

その後上手くいけば半年夏休みなんで

５０くらい目指したいですね。

今日の一文字は「響」

そして今日でやっと終わります。物語が。あー長かった。これの更新のために毎日２〜３時間く

らいブログに時間かかってたんだよね・・・

しかし物語を無事完結させられることの今までなかったワタクシにとって今日は記念日であり

ます。゜(・ε・;pq゜゜・。

まぁまたこんな企画やるかもしれないので（半年夏休みになればしょっちゅうやるかもしれない

のでｗ）またお付き合いいただける方だけお付き合いください。

まぁコメントとか全然ないんで、誰も読んでいないものと思われますがｗ

ではどぞ〜〜

　　「キューピッドは僕！？」

　　　５

腕が痛い。

どうやら腕を枕にして机に突っ伏して寝ていたようだ。頭を起こすと血が通い始め、しびれだ

した。　



その机は水でぐしょぐしょだった。見れば袖も濡れていた。僕は顔を触ると、明らかに泣いた跡

と涎の跡があった。汚い。僕は傍にあったティッシュでこれを拭いた。

見上げれば、机の上にはゲーム機が置いてあり、その先のテレビ画面には、カズとアイちゃんを

中心に皆で映ったセピア色の写真調の画像が映っており、右下には「fin」と書かれていた。エ
ンディングの最後が終わった状態で止まっているのだった。ゲームが進められ、無事終了したと

いうことだろうか。

それにしても、不思議な体験であった。

僕はここで寝ていた。今までの体験は全部夢だったのだろうか？実際僕はここで寝ていたわけで

あり、この『ハートフルゴルフ』のプレイ中に眠くなって寝てしまい、そのインスピレーション

からあのような夢をみた、という想像もつく。

だけど。

僕は忘れない。彼女の手の温もりや、一瞬だったが、その口唇の感触を。

あれが夢だとは到底思えなかった。

やはり僕は、行ってきたのだ。この中に。

あの時皆が襲ってきたのは、イレギュラーなシステム（僕のことだ）に対するゲームの排除行

動だったのだろう、と僕は思う。おかげでこうして無事皆が笑って写っているセピア色の写真で

終われたのだ。

そしてその写真の中に僕、いや、『ヨシ』はいない。僕は何度かこの写真のエンディングまでた

どり着いたが、こんなことはなかった。

やはり夢じゃなかった。と思う。確証はないが。

ふと、目の前にあるコントローラーに手を伸ばした。が、思わず手を引っ込めた。この画面の状

態から何かボタンを押せば、画面の更新が行われ、記録は消えてしまうであろう。

とすると、アイちゃんはどうなる。



とすると、アイちゃんはどうなる。

僕を好きになってくれたアイちゃんの想いも消えてしまうのだろうか。

アイちゃん。

何故僕はあの子を好きになったのだろう。この画面の写真の姿は今まで僕が接してきたアイちゃ

んの姿ではなく、３頭身ほどのデフォルメされた可愛らしい姿だ。

だがあの時も、どの時も、アイちゃんは紛れもない人間のそれそのものであった。

詳しいことは僕にはわからない。何か奇跡が起きてそういったことが起こったとしか説明ができ

ない。

が。僕はゲームのキャラに恋してしまった。それも、本気で。現実の女になんてそこまで熱くな

ったことなどない。前にも語ったが、恋愛なんて所詮ゲームだと思っていた。かの有名な歌手

も歌っていた。恋愛なんてゲームみたいなものだと思っていたと。僕も思っていた。

だがゲームの中で、たった一人の女の子に、本気で恋するとは思ってもみなかった。

お笑い種である。自分でもちゃんちゃらおかしいと思う。こんなどこかの汗臭いおっさんが作っ

たキャラを好きになるなんて。

いや、もしかしたら今までのことなど、全部まやかしかもしれない。『ヨシ』というキャラにな

りきっていたため、好きになっただけかもしれない。ゲーム内で踊らされていたのだ。そうに違

いない。僕はそう自分に言い聞かせ続けた。

そうでもしないと二重につらい。１つはよく居るアキバ系のように女の子の絵が描かれたＴシャ

ツなどを着ている連中のように２次元の女しか愛せない、そんな人間のように思われたからだ。

そしてもう一つ。

アイちゃんに、もう逢えない。あれだけ愛した女性にもう逢えない。そう思うとつらすぎる。

僕はオタクなどを否定しながらもキャラを愛してやまないという変なジレンマに陥っていた。

僕は意を決し、コントローラーに手を伸ばすと、ボタンを押した。一瞬、ためらいはあったが、

構わない。



すると写真の画面は消え、真っ白な画面になった。すると、声が聞こえてきた。

『今までプレイしてくれてありがとう☆』

・・・アイちゃんの声だ。

その声は以前にも聞いた『ナイスショット』と言ってくれたときの機械的な声と同じ声であった

。

その声の後、３頭身にデフォルメされたアイちゃんが現れた。最初の日、一緒に回ったときと同

じく、サンバイザーをつけ、ポニーテールにまとめている。パートナーとして一緒に回るときの

スタイルだった。

『今までの内容をセーブしますか？』＜はい　／　いいえ＞

アイちゃんの声と共に選択肢が現れた。そうだった。セーブをすることも可能であるのだ。

僕は少し安堵した。

が、

セーブしたところでどうなる？またアイちゃんに逢いに行こうというのか？そんなことがもう一

度できるなど考えない方がいい。今回の事は正に奇跡だったとしかいい様がない。

それに、また『ヨシ』として入ったところで、ゲームシステムに排除されるのがオチだ。よしん

ば『カズ』になれたとしても、アイちゃんが今、好きなのは（自分で言うのも何だが）僕なのだ

。

それに、これからずっと奇跡が起こらなかったとしたら、お互いに辛いだろう。僕も逢えない。

アイちゃんも画面の向こう側で見ているだけで何もできない。そんな状況は辛すぎる。

せめて織姫と彦星のように１年に一回逢える、などといった確約があればまだ救いがある。排除

されようが、逢えるだけで救われるのだ。

だがそれももう叶うまい。



・・・・。

アイちゃん。

初めて本気になれた人。

もう、こんなことは最初で最後だろう。こんなに一人の人を愛することなど。

これからはまた、恋愛＝ゲームとして生活していくに違いない。

だけど僕に、人を愛する、ということがどういうことなのか教えてくれた唯一の女性だった。

僕はまた目頭が熱くなる。『ヨシ』の泣き虫が移ったのだろうか。

「うっ・・・うぇっ・・・」

僕は誰も居ないこの部屋で、一人声を上げて泣いた。

ありがとう、アイちゃん。

君が僕にくれたたくさんの事は忘れない。

一緒に過ごした時間は短いものだったけれど、今まで生きてきたどんな時間よりもそれは充実し

ていたよ。

君がゲームのキャラだろうがなんだろうが関係ない。僕にとって、君が全てなんだから。

僕はまた会社員としてどうでもいい人生を送るだろうけど、君がくれた、そのキラキラした時間

は僕に生きる力をくれたと思う。

願わくば、願わくば、

僕のことを記憶の片隅にでも置いていてくれればありがたいと思う。

そして

『カズ』や『ヨシ』や、その他ゲーム内の男と仲良くなり、幸せになってほしい。



だって

本当に大好きだったから。

さようなら、大好きだったアイちゃん。

僕はコントローラーを動かし、『いいえ』を選択した。

『お疲れさまでした！またプレイしてね☆』

アイちゃんの声が響いた。

その時、アイちゃんの瞳に何か光った気がした。

僕も嗚咽を漏らしながら一人泣き続けた。僕の叶わぬ恋は終わりを告げた。

さようなら・・・。

『ＧＡＭＥ　ＯＶＥＲ』

完

ふー



やっと終わった

どうだったでしょうか・・・。

あーやっと終わらせられた。初めてお話を完結できた。わーいヽ(○´∀｀○)ノ

記念日です(·∀· )っ/凵⌒☆ﾁﾝﾁﾝ

ここまでお付き合いくださった方、本当にありがとうございました。

おわり。



あと２つ・・・

やっとあと二つになりましたよ・・・テスト。

あーつらかった。

早くテストなんかなくなれ〜〜

２４（もうすぐ２５）になってまでテスト受けてるの

ワタクシくらいですよ・・・。

まぁ司法試験とか院の人とかは別ですよ。

普通の、学生のテスト受けてるのはワタクシくらいなもんです。

もうワタクシの小、中学校の同級生とかは遅くとも社会人３年目、早かったら社会人７年目？く

らいになるんですよね。

オヤジに、俺がお前のころは社会人７年目やったのにお前は・・・みたいな自慢されます。

まぁ、そりゃそうなんですけどね・・・ｗ

親戚にはスネかじりっぱなしとか言われるし、親に甘えすぎって言われるし

あーあー

まぁワタクシが悪いんですけどｗ

今年はそのループからなんとか抜け出したいです

９月で。

早く卒業したいなぁ

今日の一文字は「検」



日記、普通にさぼってましたｗ

２日休んだだけでお客さん１００人減ってましたｗ

毎日更新ってやっぱ大きいんかな。ブログスカウターも１００分の３６くらいやったし。

結構高くね？

まぁ物語は最終局面なわけですが・・・覚えてらっしゃいますかね？ｗ

今日で終わるかな・・・乞うご期待！

　　「キューピッドは僕！？（仮題）」

　　４−４

なんでもっと早く気づかなかったんだろう。何か小学生の夏休みの宿題に似ている。何故もっと

早くやらなかったんだろう。のような。僕が求めていたのはたった一つだけだったのに。その一

つはとてつもなく大きなものだけど。

約束は大事だ。僕はこうなった今もそれが信条であり、一番守るべきものであると思っている。

友達も然り。恋人と同じくらいかそれ以上に友達を大事にせよと昔の偉い人も言っていた。僕も

そう思っているし、これからも思い続けるだろう。

でも、今はそんなこと関係ない。

僕は気づいた。どうしても譲れないものの存在に。例えその人が他の人を好きであろうともいい

。僕のものにならなくてもいい。

ただ、僕の想いを君に伝えたい。知って欲しい。知らないまま何もなく終わるか、知っていて悩

んだあげく玉砕か、であれば、後者のほうがいいに決まってる。

僕はクラブハウス内を駆け抜け、一気に中庭へと突っ切ろうとした。



そこで僕が見たものは。

人目を気にしながらも、そっと口づけする二人だった。

それは、走りながら見ているのに、まるでスローモーション映像でも見ているかのように、二人

の動作はゆっくり、静かなものであった。

その時僕は中庭へ抜けるガラス張りのドアに差し掛かり、バァンと大きな音をさせて勢いよく開

いた。その音に驚いたのか、キスをし終わって幸福状態の二人も、それを見ていた出歯亀の人

間（僕が覚えているエンディングでは、キスをした後出歯亀全員に祝福されるといったオチであ

った。）も、一斉にこちらをみた。まさに出歯亀たちがクラッカーを鳴らさんとしていた状態で

あり、見知ったキャラ達はみなクラッカーを手にしている。

僕は静まり返った会場の中を二人に向かって歩いていった。既に息が切れており、会場中には僕

の乱れた呼吸の音ばかりが響いていた。

「ヨシ・・・お前・・・」

少し離れたところに居たカズが声をあげた。すまないカズ。お前の中では僕は親友じゃなくなっ

てしまうかもしれない。でもこんな勝手をする僕を許してほしい。

やがて、僕は、顔をきょとんとさせている二人の前に立ちはだかった。

　　　４−５

「ごめん、カズ」「ヨシ・・・」

カズが困るといった表情で僕をみている。そうだろう。全てが成功したオーラスでこんなジャマ

が入ったら誰でも困る。僕だったらキレている所だ。それに、キレても許される場面である。だ

がカズはそれをせず、成り行きを見守っていた。

「アイちゃん」



「えっ」

アイちゃんは自分が呼ばれたのが意外だったのか、素っ気無い反応だった。

「アイちゃん、僕が何しにきたかわかるかい？」

「えっ、何って・・・？」

アイちゃんの反応は普通だ。演技でもなんでもなさそうで、本当に僕が何をしにきたのか、訳が

わからないといった表情である。

僕はそのことに少なからずショックであった。望みは薄い気がする。

だが今更後には引けない。僕は乱れた呼吸を整えるため、深呼吸を２回、した。

そして気を引き締め、言った。

「アイちゃん、僕は・・・」

「はい・・・」

「僕は・・・」

アイちゃんはじっとこちらを見つめ続けてくれている。

今までこんなに緊張したことはない。愛の告白なんか、いつももっとさらっと言っていたはずだ

。それで落ちる者もいれば、落ちない者もいる。その程度の行為であったのに。なんだこの緊

張は。

心臓の音が聞こえる。折角深呼吸したのに意味がなかった。走ってきたときよりむしろ鼓動が早

く感じられる。

だがいつまでもそんなことを言ってられない。僕は意を決して、言った。

「アイちゃん。僕は最初から、あなたのことがす」



ごっ。

鈍い音がした。後ろから何かぶつかったような衝撃であった。僕はわけのわからぬまま前に突っ

伏した。最初は自分が前に倒れた事もわからなかった。

刹那の後、何が起きたか理解した。後ろから何か鈍器で殴られたのだ。

前に倒れ、うつぶせで寝そべっていた僕は、顔をあげ、何がどうなっているのか現状把握しよう

とした。すると、この光景は何か。

今まで勝手知ったるメンバーが、皆一様に、手に花瓶なりシャンパンのボトルなりを手にして僕

を睨んでいる。殺人者というのはこういう目をするのだろうか。すごい殺意を感じる。そして今

僕を殴ったのは・・・。

信じがたいが、目に映る光景を信じるしかない。一人だけボトルが真ん中らへんで割れている人

がいる。

メインヒロインであるサキちゃんだ。その割れたボトル辺からシャンパンの雫が滴り落ちている

。

何故、皆は僕をそんな目で睨む。割り込みなんて、ねる○んとかでよくある話じゃないか。お茶

の間のいいネタになってよかったじゃないか。と言いたかったが、とてもそんなことを言える雰

囲気ではなかった。

僕はとりあえず立ち上がり、アイちゃんに言ってしまえと思った。皆が阻止するなら、その前

に言ってしまえば勝ちである。

「アイちゃん、僕はアイちゃんのことすき」

半身をなんとか起こしながら叫んだが、今度は誰かに馬乗りにされ、後ろから顎をロックされ、

身動きがとれなくなった。その横からビンで殴られる。僕も意識が飛びそうになるが、必死に耐

えた。今言えずにどこで言えるというのか。

「今のうちに行きな！」

今ジュンさんの声がした。すると「ありがとう」とカズが発し、そのままアイちゃんを手を引き

、どこかへ連れて行こうとした。



、どこかへ連れて行こうとした。

肝心のアイちゃんは、先ほどから何が起きているのか把握していないような、ぼーっとした顔を

している。思考能力がなくなっているのだろうか。手を引かれるままカズについていっている。

僕は渾身の力を混め、後ろの人間に肘打ちをかまし、力いっぱいに叫んだ。

「アイちゃん！！」

その大声にアイちゃんの体は小さくびくっと震えた。ように見えた。

「アイちゃん、好きだ！」

その瞬間、顔を横に花瓶か何かで叩かれた。僕は横に倒れ、痛みで悶絶した。声にならない悲鳴

がでた。

だがそれをよしとしたのか、拘束する連中の力が少し緩んだ。僕はその気を逃さず一気に立ち上

がり、アイちゃんの方へと駆け出した。

「アイちゃん！僕が落ち込んでたとき、助けてくれたよね！すごく嬉しかった！」

後ろから追いかけていた者の一人に追いつかれ、腕を掴まれた。それでも僕は走るのをやめない

。

「昔話もうれしかった！手を差し延べてくれたこともうれしかった！」

アイちゃんは相変わらずカズに手を引かれたまま、向こうをむいている。が、僕は気にせず続

けた。

「ずっとカズとくっつけようとがんばってたけど、僕も君のこと好きになった！」

やがて後ろから追ってきた皆に追いつかれ、まるで犯人確保のように取り押さえられ、地面に押

し付けられた。それでも僕はやめない。

「こんなときだけ、気の利いたこと言えなくてごめん。でも」



「アイちゃん、好きだ」

その瞬間、顔も押さえつけられ、何もできなくなってしまった。手は後ろに回され、完全に何か

の現行犯扱いだ。

一瞬、アイちゃんが見えた。こちらを少しだけ見たその顔は、涙に濡れていた。

だが、すぐに踵を返していってしまった。

「あいがっ」

呼び止めようとしたが、口も押さえられ言葉にならない。

その瞬間、風が吹いた。

僕の周りに突風が吹いたようになり、皆一斉に吹き飛んだ。文字通り、みんな飛ばされてしま

った。何かこうゲーム的な超能力にでも目覚めたのだろうか。体が自由になった。

すると今度は、後ろの襟を引っ張りあげられた。子猫を持ち上げられるように僕の体は持ち上げ

られた。

だが、どんな大男でもここまでの人間はいないだろう。すでに地上から３メートルは浮いている

。巨人でも現れて助けてくれたのだろうか。

僕は怖かったが、ふと後ろをみた。が、別段変わったことはなかった。僕の体がどんどん地上か

ら離れていっているだけだ。

「え」

僕は驚きの声をあげた。おかしい。さっきからどうなってるんだ。仲よかった皆が一斉に襲って

くるし、風でみんな吹き飛ぶし、僕はどこかに飛んでいっているし。

すでに１０メートル下ほどに皆が倒れているのが見えている。その中で、こちらを見上げている

人が一人だけいた。



人が一人だけいた。

アイちゃんだ。見れば見間違いかと思ったが、本当に泣いている。

「ヨシくん！ありがとう！」

「え」

「私も、あなたのことが好きでした」

　　４−６

見れば、アイちゃんは笑顔で泣いていた。僕は一瞬、何を言われたかわかってなかったが、今や

っとアイちゃんがとんでもないことを言ってくれたのだと理解した。カズは？いいの？この僕で

いいの？いろんな疑問が浮かんだが、どうでもよかった。その一言が僕は欲しかったのだ。殴ら

れようが、親友を傷つけようが。

「ヨシくん、私を楽しくさせてくれてありがとう！私も楽しかった」

アイちゃんも少し叫び気味になっている。すでに２０メートルは地上から離れてしまっているか

らだ。

「あなたは多分、帰らされるはず」

「え？どこに？」

「元の世界・・・！」

「う、うそっ！」

僕は空中でもがき始めた。ここから落ちたらひとたまりもないはずだが、なんとかなりそうな気

がした。アイちゃんが僕の、僕のことを好きだと言ってくれたのだ。それくらいのことができな

くては男が廃る。

だが、現状を変えることはできなかった。体はどんどん空中へと舞い上がり止められない。



「アイちゃん！」

僕は手を伸ばした。アイちゃんも手を伸ばしてくれた。だが遅すぎた。全く届く気配などない。

だが僕は手を伸ばした。僕はやっと手にいれたのだ。こんなことで諦めたくはなかった。帰りた

くなんかない。もっとこの世界にいさせてくれ！

「くそっ！！」

もがけばもがくほど上空へと上がるスピードは増していった。僕は何度も何度も毒づいた。

「くそっ！！くそっくそっくそーっ！！」

何かを叩きたくて、下に向かって拳骨を振るうが何もなく、頭が下になりバランスを崩した。だ

が状況は変わらなかった。

神は何故こんなにも意地悪なのだろう。役目とか約束とかふっとばして、やっと人を好きにな

れた。伝えることができた。伝わった。そんなときに返すのか。返すのであればもっと早く返せ

ばよかったのだ。そうすればこんな思いなどせずに済んだのだ。

「アイちゃん！」

叫んだ瞬間、下にいたアイちゃんは見えなくなり、また真っ暗闇に包まれた。重力の概念がな

くなったみたいで、血が頭に昇っていた感覚がなくなった。上下左右の感覚がなくなった。前暗

闇の中いたときの感じに似ているが、手足はあるようだ。

僕はいつの間にか泣き出していたようだ。悔しさで、無念さで胸がいっぱいになった。何故ここ

で引き裂かれねばならないのか。僕にもう少しだけでも猶予をくれればよいじゃないか。せめて

、伸ばした手を掴んでもらえるくらいの猶予を。

だが、ここはどこなのかわからないが、周りには何もない。闇だけしかなかった。

僕は手に入れるのと同時に、友達も、誰もがうらやむ環境も、好きな人も、全て失ってしまった

。

　　　４−７



どのくらいの間、その空間で漂っていただろうか。実際の時間は１０分くらいかもしれないが、

僕の中では３０分にも１時間にも感じられた。

「ヨシくん」

また暗闇の中から声がした。このパターンばかりだ。だが今回は最初から声が聞こえていた。

その声の主は、忘れるはずもない。

先ほど別れた、アイちゃんであった。

「アイちゃん！」

そう叫んだ瞬間、目の前にアイちゃんが現れた。暗闇なので見えるのはおかしいのだが、薄暗い

ながらもアイちゃんの姿が確認できた。

僕は嬉しくなった。これ以上嬉しいことはなかった。もう二度と逢えないと思っていた人にまた

逢えた。これ以上の幸せはない。

僕は思わずアイちゃんを抱きしめた。アイちゃんもそれに応じ、僕の腰に手を回してきた。

しばらく、そうしていた。僕たちはお互いのぬくもりを感じあっていた。僕はさらにきつく抱き

しめるが、アイちゃんもそれに合わせて僕をさらに強く抱きしめてくれた。

「また逢えてよかった」

「私も・・・」

本当によかった。これも神のいたづらなのだろうか。

「アイちゃん、どうやってここに？ここはどこ？」その問いにアイちゃんは首を振る。

「・・・わからないの。私もいつの間にかここにいたの。そしたらヨシくんの声がするから、来

てみたの。そしたらヨシくんが本当にいるからびっくりしたわ」

「前みたいに、呼んでくれたわけじゃないんだ？」



「・・・今回は、本当に最後だったから。あの後はゲームの続きがないから呼べないわ。また初

期化されて、最初の状態に戻るだけ」

エンディングを全て見終わった後、最初の画面に戻る、そういうことだろうか。

「・・・カズと、キスしたんだ？」

僕の質問に、アイちゃんはバツが悪そうにうつむいた。

「ごめんなさい・・・。あの中の世界では仕方ないの。絶対カズくんとくっつかなければいけな

いし、それが私たちの使命だから・・・」

「でも、君はこうして来てくれた」

「うん・・・私、最初から、ヨシくんのことが好きだったのよ？」

「へっ」

意外な言葉だった。僕は、好きな人はカズじゃないと言った時も留さんとか違う誰かを想像して

いたが、それも彼女の虚言にすぎないと思っていた。結局、この子はカズのことが好きなんだ

と思っていた。

「ヨシくん、ニブすぎるんだもん、全然ダメだった」

「だって、あんなにカズのこと好きそうにしてたんじゃ・・・」「だ〜か〜ら」

アイちゃんにしゃべりを止められてしまった。

「ゲーム中は、気に入られた女の子はみんなカズくんのことを好きなフリをしなくちゃいけない

。例え違う人を好きになっても。その行動パターンとかは全部自動化で行っていて私たちはそれ

に逆らえないから、顔も赤らめたり恥ずかしがったりすることができるの」

一瞬難しくてよくわからなかったが、何とか意味は理解できた。

「・・・えーと、要するに、ゲームの命令だったってこと？」

「そう。余計なことを言ってもプレイヤーが見ているから、余計なことは言えないの」



「でも、さっき言わなかった？僕のことを・・・その・・・好きだって」

「言っちゃった」

アイちゃんは悪戯っ子のような、してやったりといった表情を見せた。

「私すごいうれしかったの・・・。どんなけ殴られたって押さえつけられたって私に向かってき

てくれるヨシくんが・・・それで、もう完全に無視しちゃった。そのときは私、何故かフリーだ

った。使命にジャマされなかった。ヨシくんがそうしたからじゃないかな？」

「僕が？」

「うん、ヨシくんって、本当はそういうことしたらいけないキャラだったでしょ？でもあなた

は違った。あなたは全部を私にぶつけてくれた。何もかも無視して。それが私にも移ったのかな

」

フフッとアイちゃんは笑った。そうだったのか。じゃあ僕の行動は間違っていなかったのか。

「あと一つだけ聞いてもいい？」「何？」

「アイちゃん、いつから僕のことを好きになってくれてたの？」

その問いにアイちゃんは、唇の前で人差し指を立てた。

「内緒」

「えっ、なんで？別にいいじゃん？」

「いやよ、恥ずかしいでしょ？」

僕たちは笑いあった。まぁ、いいか。そんなことは些細な問題だ。

不意に、浮遊感があった。上、がどちらかはわからないが、頭がもちあがった。

「あっ・・・」

「ヨシくん！」



アイちゃんが叫んだ。僕は手を差しだした。アイちゃんは今度は手を掴めた。この手は絶対離さ

ない。僕は心に誓った。

だが、アイちゃんのほうも何かに引っ張られているような感じだった。何も障害がなければア

イちゃんもついてくるはずであったが、見ればアイちゃんの足が下に伸びきっている。どうやら

何か見えない力に足を引っ張られているに違いない。

「アイちゃん！」

「ヨシくん！」

僕はまた渾身の力をこめてアイちゃんを手元に引き寄せた。すると少しだけ近寄れた。

「ヨシくん！離さないで！」

「・・・離す・・・もんか・・・！」

今度という今度は絶対この手は離さない。だが無情にも二人を引っ張る見えない力はどんどん強

くなっていく。

「くそ・・・っ・・・！」

僕がその力に耐え切れなくなりそうなとき、不意にアイちゃんの顔が近づいた。

「ヨシくん・・・！」

アイちゃんは僕に顔を寄せ、

そっと口づけした。

・・・さようなら、・・・くん。



その瞬間、それまでにない圧倒的な力で引かれた。つながっていたその手は離れてしまった。

・・・しまった！！

「アイちゃん！」

一瞬でアイちゃんは見えなくなった。

僕はまた

僕はまた

大事なものを離してしまった。

　　　４−８

僕はまた泣いてしまっていた。泣きながら、流れに身をまかせている状態である。どこに流され

るのかはわからないが、もう為す術もないし、為す意味もなくなった。

いつからこんな泣き虫になってしまったのか。こんなに泣くなんて多分小学生のとき以来だ。だ

がそれだけ大事だったことを改めて思い知らされた。また悲しくなる。

・・・新しい生活は、満足だったかい？

また声が聞こえた。だが今度はアイちゃんのそれじゃない。僕は落胆した。

「不満だらけだよ」

・・・そうか、それは悪かった。

ふと前を見やると、一人の人間がそこに居た。アイちゃんのときと同じように、薄暗いながらな

んとか見えている状態だ。

そこには、あの時水面でみた顔が居た。すなわち。僕だ。



・・・何が不満だったんだ？

「恋はできない、約束は果たさなきゃいけない、ゴルフはうまくならなきゃいけない。それしか

することがない。もう最悪だよ」

・・・そうだよな。でもそれはアンタが望んだ世界だったんだぜ？

「え？」

・・・アンタは、実際の生活に疲れ果てた。僕たちを見て、『こんな生活ができたら楽しいだ

ろう』と考えた。だから代わってもらった。僕と。

「なんで『ヨシ』と代わらなきゃいけなかったんだよ、カズがよかったよ」

・・・カズはあの世界に満足してるよ。そりゃそうだろうな、狙った女の子は絶対ゲットでき

るし、何やってもキャーキャー騒がれるし。

確かに、あの世界の中でカズはうらやましかった。すぐ女の子が寄ってくるし、その性格が母性

反応をくすぐるらしく、女の子がつきまとって離れない。

・・・けど僕は、あんな世界イヤだった。アンタがまさに体験した通りだったよ。

僕も、『ヨシ』としてのあの世界はイヤだった。何もできない、行動などが制限された世界。ゴ

ルフがうまくても誰もほめてくれるわけじゃないし、誰も振り向いてくれるわけもなかった。

なかったのだが。

・・・その点アンタはすごかった。その一途さが、あのゲームを変えたと言ってもいいくらい

だよ。僕にもあれくらいのパワーがほしい。

「そんなに欲しかったらあげるよ」

・・・そんなわけにいかないだろ？それに普通は、カズが他の女を好きになり、バッドエンドだ

ったとしても、ヨシとアイちゃんという組み合わせでくっつくことはないらしい。

「そ、そうなのか？」

・・・アンタが持っている攻略本に書いてあったよ。



・・・アンタが持っている攻略本に書いてあったよ。

「・・・え！？お、お前、僕の体で生活してたのか？」

・・・当たり前じゃん。僕はその間どこにいればいいんだよ。・・・といっても心配しなくても

いい、１日も経っていない。一回電源は切ったけど。僕はほとんどテレビの前でプレーをしてい

たさ。少し外に出歩きもしたが、別に何の変哲もなくすぐに帰ってきたよ。

それで、電源が１回切れたとき、アイちゃんと暗闇の中で話すことができたのか。僕は納得した

。

・・・まぁだから、アンタはすごいよ。ゲームの中身を書き換えてしまったんだから。・・・ゴ

ルフ三昧の日々だどうだったんだい？ああいう生活がしたかったんだろ？

「・・・最初はそりゃ最高だと思ったね。でも、ゴルフしかできない生活はもうイヤだ。僕は飽

き性なんだ」

・・・僕もだよ・・・かなり似てるとこがあるね・・・それでこんな奇跡が起きたのかもしれな

いね・・・。

若干、『ヨシ』の声が遠くなってきた。そろそろ時間なのだろうか。

・・・そろそろタイムアップのようだ。じゃあな。現実世界に飽き飽きしたら、また代わってや

るよ。

二度と代わってほしくない、と思った。代わってもまたはじめからやり直しに決まっている。ア

イちゃんの記憶も初期化されてしまうのだ。

『ヨシ』の体が遠く離れていってしまった。『ヨシ』は手を振っていたが、僕は無視をした。

その後しばらくぼーっとしていると、不意に周りが明るくなった。出口なのだろうか。

続く



思いのほか長くなりました・・・。結局終わらなかった。でもあと一節で終わります！

エピローグのみです。

しかし大オチが思いつかないなぁ・・・。

困った・・・。



眠たすぎたらこうなります

いつものようにいらない紙に書きまくって覚えてるんですが…

昨日のばんめし食べたあと、前のばんも徹夜してた分がきたのか

どうしても眠気をとばすことができず

まあ、こんなノートになってしまったと言うわけです(笑)

きったない字やな〜

なに書いてるかわからんし(笑)

何回か書きながらうっつらうっつらしてたので

シャーペンがずるってなって、みみずのような線が何本もあります。

こんなにどうしようもない眠気に襲われたのって久々やな〜

やっぱ人間我慢しちゃいけません…

いやワタクシは全てを我慢してもテスト通らねばならんので(笑)テスト期間終わったら本格的にダ
イエットしよ☆



今日の一文字は「魔」



りらっくま が あらわれた!

りらっくま　が　あらわれた。

「まちたまえ」

ハッ

二人はどうなってしまうのか！？

はい。

昨日は普通にさぼりました。タスクです。

今日の３限までマジ死んでた。ホント睡眠たらん。

昨日も１２時から３時くらいまでウトウトしていたのが睡眠の代わりで

ちゃんとベッドで寝てませんｗ

だから一昨日の夕方五時から寝てないみたいなもんですよ（昼寝）

まぁその甲斐あってかテスト書けたことはかけたけど



怖い・・・

あー人生最後のテストにしたいなぁ・・・

そんな思いもあってか、ライブの５倍は緊張して、その緊張感で起きれてた、って

感じです。

がんばろう・・・ｗ

今日の一文字は「熊」

昨日も堂々と書かなかったなぁｗ

まぁ自己満足でやってるだけなので・・・ていうか物語、なんか考えるんはいいけど、ちゃんと

完結させたことがなかったので、楽しみです！

１１日目・・・物語はどこへ進むのか・・・最後までお見逃しなく！

　　　「キューピッドは僕！？（仮題）」

　　　４−２

しばらくパーティ会場をうろうろしていると、アイちゃんが居た。真っ白なドレスに身を包み、

普段後ろにまとめている長い髪を下ろし、普段の快活な感じがまったく抜け、どこかのお嬢様か

と見まごう程綺麗だった。

そのお嬢様は他の友達と一緒におらず、フェスティバルのはずれで一人ため息をついていた。そ

の手にはシャンパンの入ったグラスがあったが、中身はほぼ入っていない。一人酒でもしていた

のだろうか。僕は近くのテーブルからシャンパンのはいったグラスを取って彼女に近づいた。



「アイちゃん」

「わっ、ヨシくん・・・！」

僕は呼びかけると同時に持っていたグラスを差し出した。

「あ、ありがとう・・・気が利くのね」

「それだけが取り柄ですから」

僕はうやうやしく礼をした。アイちゃんはそれを見てフフッと独特の含み笑いをした。

「ところで、こんなとこで一人でどうしたの・・・？」

「ううん、別に・・・」

いつもの元気さや笑顔はどこへやら、陰鬱そうな顔をしており、今にもため息でもつきそうで

ある。

「そういえばアイちゃんさ、この前の・・・」

この前の、暗闇でのアレはなんだったのか？と聞こうとした。が、僕はその時、アイちゃんの表

情の変化に気づいた。驚きと困惑が混ざった表情とでもいうのだろうか、何を言い出すんだ、み

たいな表情である。

この前の（といっても時間はそんなに経ってないが）出来事は規格外だから言うなということな

のだろうか。ばれれば確かにゲーム側からどのようなペナルティがでるかわからない。発覚した

時点でデリート、なども考えられる。

「この前のコース、僕成績悪かったけどなんでだと思う？」

途端にアイちゃんの表情が緩やかになった。安堵したのだろうか。しかしここまで情緒不安定な

アイちゃんも始めてみる。

僕はそれからアイちゃんと仕方なくゴルフの技術の話をしていたが、お互い特にそんなことを話

したいわけじゃないので、すぐ二人は沈黙してしまった。

潮風が頬を撫でた。今僕とアイちゃんは中庭の端にいるが、そこは垣根で仕切られており、これ



潮風が頬を撫でた。今僕とアイちゃんは中庭の端にいるが、そこは垣根で仕切られており、これ

を越えて５０メートルほど行くと少し高めの崖となっており、海が広がっているからだ。その先

には水平線が見え、満月もよく見える。よい景色だ。

僕は今頃になって鼓動が早くなってきてしまった。今まで気づかなかったが、アイちゃんと二人

きりである。まぁ周りに人も居ることは居るが、皆お酒が入っており、思い思いにはしゃいでい

るだけだ。誰も僕たちのことに目がいくわけがない。

アイちゃんは今どんな気分だろうか。僕のように、僕がいることで緊張とかしてくれないものだ

ろうか。アイちゃんは相変わらず遠くをみつめ、陰鬱そうな表情のままだが。

ここは僕からアプローチせねばならない。僕は意を決したように話し始めた。

「アイちゃん」その声にアイちゃんは待っていたかのようにこっちを見てくれた。何を話してい

いかなどわからない。とりあえず、話せることを、自分の思っていることを言えばいいんだ。そ

う思った。やけくそだ。当たって砕けろだ。

「僕のファーストデイ、覚えてる？」

「・・・１０日くらい前の？」

「違う違う、もっと前。僕がここに来たときだよ」

「・・・うん」

僕はそのことは知らないはずだが、記憶の中にちゃんとあった。あるはずもない記憶がある、と

いうのは変な感じだが、あるものは仕方がない。

「ヨシくん、いきなりナンパしてきたよね？」

「な、ナンパじゃないよ！ちょっと道聞いただけじゃん！？」

僕たち二人は笑いあった。そうなのだ。最初に声をかけたのがこのアイちゃんだった。僕はどっ

ちに行ったらいいか迷っていたら、やたら可愛い子がきた、それがアイちゃんだったのだ。僕は

迷わず声をかけた。「ねぇねぇお姉さん、初級者用の１コースってどっち？」

それにアイちゃんは驚いていたが、いかにも親切なお姉さんといった感じで「あっちですよ」と

教えてくれたが、僕は引き下がらなかった。「それでさ、お姉さんはなんて名前なの？」「どこ



出身？僕と近そう、しゃべり言葉似てるし」

「最初はなに、この人、って引いたわｗ」

「だろうね、僕も今なら引くな・・・」

「ヨシくん、ホントキャラ変わったよね？」「そう？」

「なんか、すごい大人になったっていうか」

「まぁ空気を読めるようになったかな？」「そうそう」

取りとめもない会話。だが一言交わすごとにアイちゃんとどんどん親密になっていく感じがした

。

僕は今のこの感じでもいい気がしてきた。アイちゃんが好き、ってことは隠し、片思いのまま終

わるのもありかと思った。前のように逃げられるのはイヤだ。カズのことが好きならそれでも

いい。他の誰かが好きということもほのめかしていたが、それもそれでよかった。

僕は初めて、この女の子を欲しい！と思う気持ちが失せてしまった。決して好きなのがなくなっ

たというわけではない。むしろ『好きになりすぎた』のかもしれない。今の関係が壊れるのが

怖い。女の子に対して、今までそんなこと考えたこともなかったのに。

初めて本気で人を好きになった。それはこんな感じだったのだろうか。しゃべるだけで緊張する

。いつものようにおちゃらけたことが言えない。鼓動が早くなる。軽く「つきあって」と、いつ

ものように言えない。言いたくない。

僕は自分で自覚した。この子のことが好きなのだ、と。

カズに譲らねばならないことが口惜しかったし、アイちゃんが絶対それをＯＫするということ

が解っていることも悔しかった。奪えないか？約束なんか放り出して、アイちゃんをさらってし

まえばいい。

今自分の中でどれくらいそれを実行する可能性があるか計ってみた。・・・２％くらいだろうか

。とてもそんなことやるわけにはいかない。

なにより、さらった後どうするのだ。アイちゃんは全く僕のことが好きじゃないんだぞ・・・。

アイちゃんを悲しませるだけだ。



アイちゃんを悲しませるだけだ。

それならいっそ、一人身を引いたほうがいい。僕はそう決心した。

　　　４−３

「ヨシ！なにやってんだ！？」

遠くから声を掛けられた。振り返ると息を切らせたカズがこちらを睨んでいた。何を怒っている

のだろうか。

「お前、人に女の子の相手をさせといて、自分は好きな女の子とデートかよ！？」

「なっ、バカ、別に好きなんかじゃ・・・」

・・・いや、実際は好きなのだが。だが別にそんなつもりがあったわけではない。たまたま歩い

ていたら出逢ったのだ。いや、そんなつもり全くなかったと言えばそんなこともないが。

ふとアイちゃんの方をみた。少し困った表情でこちら二人を見ている。先ほどの『僕の言葉には

微塵も反応してくれなかった』。悲しかったが、仕方がない。

「お前・・・ずるい奴だな・・・」見ればカズは少しいきり立った表情をしていた。こんな真剣

に怒っているカズを見るのも久しぶりである。

「そ、そんな怒るなよ、別にそんなつもりじゃなかったって。ただミカちゃんには頼まれただ

けで、覗くの悪いなと思って離れたらたまたまここにアイちゃんがいたからさ」

「いいって・・言い訳すんな・・・」

意外とカズも短気な奴である。ただ、内気な割りに少し嫉妬深いだけなのだ。僕は前からコイツ

のことは知っている。アイちゃんたちと出会う前から友達なのだ。

「そう思ったなら謝るよ。ごめん。でもここなら最高のロケーションだろ？」

「え、何が？」

「ほら、がんばれよ」僕は振り返り歩き出し、カズの横をすれ違いざまに肩をぽん、と叩いてや



った。

「お、おいヨシ・・・」「俺からの侘びのつもりで受け取れよ、このロケーションがプレゼン

トだ」

カズにも感じたであろうか。自分の気持ちを打ち明けるにはここは確かに景色もよい、あまり人

も寄ってこない、最高のロケーションであった。

「ヨシ、お前・・・」

「まだ怒ってる？」

「べ、別に最初から怒ってないぞ。ちょっとびっくりしたんだよ、まさかお前が、出し抜く？み

たいなマネするのかと思って・・・」

「あー違う違う、後でアイちゃんに何はなしたか聞いてみろよ、何も仕込んでないから」

そう言うとカズは信じてくれたようだ。普段見せていた表情に戻った。

「すまん、助かったよ」

「いいってことよ〜、またなんかあったら相談乗るから、今はがんばれ、もうちょっとだから」

僕は親指をカズに立ててみせた。カズもそれにつられて同じポーズを僕に返した。

それから僕は小走りでまたその場を立ち去った。振り返りざまにもう一度だけアイちゃんの表情

をみた。すでに二人の空間になっているらしく、アイちゃんは少し顔を赤らめてカズのことを見

つめていた。

これで、これでよかった。僕の持っていた約束も全部片付け、みんなハッピーになった。

僕は少し達成感を感じていた。確かに悔しさは残っているが、見れば先ほどカズと引き合わせ

てやったミカが居るが、楽しそうに仲間と談笑している。カズとアイちゃんも相思相愛っぽいし

、僕の周りはみんなハッピーになれた。

・・・みんな、よかったな。

心の中で声をかけた。僕は近くのテーブルにあったシャンパンのボトルを一つ拝借すると、クラ

ブハウスのほうへと歩み寄っていった。



ブハウスのほうへと歩み寄っていった。

　　　４−４

僕はコースのほうに来ていた。クラブハウスの、中庭と逆の方向に出ればそこがコースになって

いる。普段は昼に回っているので気づかなかったが、外灯が全くなく、真っ暗だった。

コースの夜の顔を知らなかった僕は少し得をした気分になった。ハウスから出ると急に斜面にな

っており、その中腹に１ホールのスタート地点があるのだが、その斜面に僕は腰を下ろした。持

ってきたシャンパンを確かめると、封を切られて間もないのか、ほぼ残っていた。たくさん呑み

たい気分であったし、ちょうどよかった。僕はボトルの口から一気に流し込んだ。

おいしい。こういう空気のおいしいところで呑むシャンパンは格別だ。ここは山に囲まれており

、新鮮な空気と海の潮風が混ざってなんともいえないおいしい空気になっている。見渡すかぎり

のフェアウェイなどもとても風光明媚である。月はハウスの裏側なので、それだけが残念でなら

ない。

耳をすませば、ハウスの裏の、皆の笑い声がここまで聞こえてきている。皆楽しそうだ。とりあ

えず、僕の手の届く範囲であるアイちゃん、カズ、それにミカちゃんは少なくとも幸せそうだ

った。それだけで満足であった。

・・・それだけで本当に満足か？

何かが僕に問いかけた。

・・・僕はこうなることを望んでいたのか？

問いかけ主は僕だった。

僕は満足だと思っている。二人の約束は果たせた。みんなの希望通りになった。これ以上何を望

む必要がある？

・・・僕はそんなに『いい人』だったか？

・・・みんなのように笑いたくはないのか？



・・・何故僕だけが惨めなんだ！？

惨め。確かにそうかもしれない。僕だけ犠牲になった感も否めない。だが別にそれも構わないと

思う。僕はそんなにゴルフもうまくない、ただのナンパ師だ。それに第一、この世界の住人じゃ

ない。ゲームの中の人間だけが幸せでいいじゃないか。

僕はさらにシャンパンを飲んだ。少し酔いが回ってきた気がする。この景色とこの酔いだけでも

いいじゃないか。

僕は仰向けになった。芝の心地よい感触が背中全体に広がった。星が若干見える夜空を見つめ、

その大スクリーンに今まで起きたことをまた投影した。あの暗闇のときによく似ている。そして

今みんながどうしているかを思い馳せる。みんな楽しくしているだろうか。

ふと僕は気がつくと、目頭が熱くなっていた。

何故僕だけこんなところで一人物思いにふけっているのだろう。みんなはあんなにも楽しそうに

しているのに。

僕が守ってきた約束はなんだったのだろう。確かに友達は大事だ。それに何か見返りを期待して

いるわけではない。でも、僕がこんな惨めになるために、皆に一肌脱いだわけではない。

僕の頬に涙が流れた。その涙が道となり、その道を大量に涙が通っていった。僕はもう止めるこ

とができなかった。

僕も愛がほしい。愛してくれる人が欲しいし、誰かを愛したい。ナンパ師だって、ただの友達思

いだって、そんな思いしてもいいはずだ。

僕は出て行った水分を補充するため、シャンパンを飲んだ。喉が一瞬焼け付くように熱くなった

。

僕が欲しいものはただ一つ、アイちゃんしかいない。今までなら、サキちゃんとかミカちゃん

とか、ジュンさんとかにころころと鞍替えをしていただろうが、今は全くそんなことをしようと

いう気が起きない。自分でもそのことが不思議だった。

もう、ゲームの役目とか関係ない。友達も関係ない。確かに大事だが、僕はもっと大事なものに

気がついた。略奪とか、誘拐とか言われてもいい。



僕はがばっと起き上がり、ハウスのほうに駆け出していた。シャンパンの残りを一気に飲み干

した。残りはそんなに残っておらず、すぐなくなった。結構の量をすぐ飲んでいたようだ。酔

っ払っているのだろうか。酔った勢いかもしれないが、構わない。自分に正直に生きよう。そ

う思った。

僕はクラブハウスに向けて猛ダッシュしていた。

今日はさらに長いな・・・いいかなｗさぁ〜もうちょっとだ〜

明日でおわらせちゃおかなｗってか体力によって長さが変わるな・・

今日は３時半くらいから１０時くらいまで寝てたので（昼の３時から）体力ありました。

ではまた明日ヽ(○´∀｀○)ノ



おさんぽ♪

オーストラリアを散歩中(´∀｀)ノ

現実逃避するとこんなことになります(笑)

あーやる気おきんわ〜〜

範囲でかいねん

お腹すいた・・・

でも食べたら太る・・・

このジレンマｗ

やめて〜〜

せめて

テスト期間中は食べても太らないようにしてほしいｗ

今日の一文字は「妄」



よくよく数えてみたらもう１０日目ですねこの物語の連載・・・。ていうかケータイ小説のサイ

トに応募しよっかなぁ〜

１００万ゲットだぜ！

・・・アホですね。そうですね。

いよいよ最終章でございます☆

　　　「キューピッドは僕！？（仮題）」

　　　４−１

ネクタイは曲がっていない、シャツもはみ出ていない。髪の毛のセットも決まった。

「カズ〜出来たか？」「ちょ、ちょっとまって」

カズはネクタイのセットで手間取っているようだ。こんなのも結べないなんて今までどんな服装

で過ごしてきたんだ？と思う。

数分後、ようやく、結び方のせいで丈が短いネクタイを整えたカズが洗面所から出てきた。

「準備はＯＫ？」「ＯＫ」「心の準備は？」「ＯＫ」「じゃあ行こう」「ＯＫ」

心なしか緊張してＯＫしか言わないカズを引きつれ、パーティ会場に繰り出した。

会場はライトアップされた、クラブハウス裏のガーデンである。芝生の上にいくつもの食べ物、

お酒が置かれ、傍にはプールもある。ステージも取り付けられており、今はサンバのようなノリ

のいい曲が演奏されている。



僕が前に立ちパーティ会場の中まで進むと、すかさず女の子たちが寄ってきてくれた。そりゃそ

うだろう。こんないい男を見逃すわけがない。後ろのいい男を＼(∴｀┏д┓´)ノ。当然のごとく、
カズが女の子に囲まれた。

「カズくん、お酒飲む？」「ほら、おいしいご飯きてるわよ〜」「カズ、私とパーティ廻り

ましょ」早速もみくちゃである。

「カズ」「えっ、何？」「しばらくしたら戻ってくるから」「えっ、ちょっと待ってよ、俺どう

なるの！？」「この状況を楽しんだら？」「ちょ、無理！ヨシ助けて〜・・・」

遠ざかる声に手を振り、女だかりを抜けてきた。この人たちには全く僕は眼中にないのだ。全く

、腹立たしいｗ。

どこかにきれいなおねーちゃんは居ないかと模索していると、「ヨシくん、ヨシくん」と、クラ

ブハウスの柱の影から呼ぶ声がした。よく見ると、ミカちゃんがいる。

ミカちゃんは純白のドレスに身を包み、セミロングで茶色の髪とその長い白スカートがよく似合

っている。いかにもお嬢様らしい格好だ。

「ヨシくん、私との約束、覚えてる？」

・・・覚えているも何も、その約束のせいでサキちゃんとのランデブーのお誘いがおじゃんにな

ったのだ。しかもこちらもくっつける依頼のみ。僕は・・・僕は・・・＼(∴｀┏д┓´)ノうお
おお・・・

「ねぇ、ヨシくん〜？」

「はい！」トリップしていた僕はいとも簡単に引き戻された。

「よろしく〜！」ミカちゃんはお姫様のように手を差し延べた。全く、お気楽な子だ。

・・・まぁいいか、僕の役目は誰かと誰かをくっつけること。ただのキューピッド役がお似合い

なのだから。

「かしこまりました、姫」僕はミカちゃんの前にひざまづき、その手を取った。



「えっと、カズくん、そ・・・そのね。あのね。えっと・・・」

「うん、えっと・・・うん・・・」

女だかりが一段落した時、カズにすかさず電話し、呼び出した。もちろん、ミカちゃんとの約束

、「カズと買い物の約束を取り付けるための手回し」のためだ。案外早く実行できた。僕は一つ

肩の荷が下りたのを感じた。

まぁあのやり取りを影から見守るのは出歯亀と一緒だ。カズが若干気持ち悪いのが気になるが、

よしとしよう。僕はその場を離れた。

続く

テスト期間で明日テスト２教科あるんで、これくらいに・・・ｗ

今日はあんまり物語に動きがなかったですね・・・ｗ



テストか・・・

ワタクシはもう、大学でのテスト何回目でしょうｗ

毎回あたふたするなぁ・・・

まぁ今回も全教科大体勉強する道具はあるのであとは詰め込むだけって感じですが

今回は一切許可とか教科書、ノートのみの持込があるのが怖い・・・

一切不許可のやつは詰め込んじまえば勝ちだ。

ワタクシはそうやって単位をちょこちょこ取ってきたｗ

でも一切許可のほうって

どういう意図でああしてるのかわからないですよね〜

２つあると思うんですよ

１、先生は優しくて、みんなに単位を与えようとしている

確かにそういう先生も居ますよね。僕も木曜４限の授業とか宣言されましたｗ成績は素点？＝６

０以下は足きり、じゃなくて、生徒の割合で決めるって。だからみんな悪かったらめっちゃ低い

点でも合格だし、めっちゃみんなよかったらかなり合格点が高い。

まぁあの授業、みんなしゃべってばっかやったし、合格点が高くなることはないと思うけどｗ

２、ホントにノートとかちゃんと取ってるか試したくて、ノートの中身を総動員して自分の意見

だけを書かせる人

これが怖い。これをやられると一気に怪しくなる。先生が素点で大体決める人もいるし

。その素点の決め方も先生が自分の意見に近いかどうかでしょ？むりやっちゅーねん。先生と意

見あったらダブってないっちゅーねんｗ

それに許可制のテストって前日にどんな勉強したらいいんかわからんｗ



全部覚える必要もないっぽいしｗノートみれるんだし。

いつもどんなテストやったかなぁ・・・？覚えてね〜〜

がんばろ〜これが最後のテストとなるようにｗ

今日の一文字は「テ」

「テ」ってｗ

まぁこの辺からこれなんやろうとか思って押していただいている方もいらっしゃると思うのでま

た言っておきます・・・

７月１０日の記事「ブログの隅々まで見てる？」からこの物語は毎日記事の一番下にある「続き

を見る」の部分で展開してるんです。恥ずかしながらＳＦ？恋愛ストーリー？ですのでお読みい

ただける方はそちらからお読みいただけると光栄です(ｼ_ _)ｼ

ふぅ〜宣伝したｗ今日何回目？８回目？９回目？結構続いてるなぁ〜・・・

　　「キューピッドは僕！？（仮題）」

　　　３−８

「アイちゃん、何か悩んでる？」

真っ暗闇だし声も頭の中に流れているような感じなので完璧にはわからないが、僕はアイちゃん

がとても悩んでいるように思えた。



・・・うん。私どうしたらいいのか・・・

「僕でよかったら聞いてあげるよ？」

そういうとアイちゃんはフフッ、と笑った。微かにそう感じた。

・・・やっぱりヨシくんを呼んでよかった・・・

そういわれると少し照れる。僕にすがってきてくれたアイちゃん。とても愛おしく感じた。

「・・・ありがと。何か僕にできることは？そういえばこの前のこと話にって言ってたけど」

・・・うん、明日のことだけど・・・

明日、ゴルフ後のサマーフェスティバルのことだろうか。

・・・明日、私は多分カズくんに告白されるわ・・・

「えっ！？」

・・・それで私・・・・・・・・・多分ＯＫすると思う・・・

「・・・・・！」

なんなのだそのカミングアウトは。僕にそんなことを言われても困ってしまう。

だが僕は自分の気持ちを悟られないよう、冷静に言った。

「・・・そっか〜、よかったじゃん？」

・・・ヨシくんはホントにそう思う・・・？

「・・・アイちゃんはさ、カズのことが好きなんじゃないの？僕の目にはそうにしか映ってなか

ったけど・・・？」

・・・そうよ、私は・・・・

アイちゃんはそこで言葉を途切れさせた。もしかしてアイちゃんの気持ちがここで聞けるのだろ



アイちゃんはそこで言葉を途切れさせた。もしかしてアイちゃんの気持ちがここで聞けるのだろ

うか。

僕は生唾をゴクリと飲み込んだ。音が自分の体の中を伝って聞こえて、気持ち悪い。

しばらくした後、アイちゃんは静かに口を開いた、ように見えた。

・・・・私は、カズくんのことが好き・・・

「・・・・・・・・・・そうか」

静かに稲妻に打たれたような衝撃だった。僕はその言葉が一番聞きたかったし、一番聞きたくな

い言葉でもあった。

だがこれで僕の役目、カズとの約束は果たされることになる。一件落着だ。

「アイちゃん、態度でバレバレだったもんね？僕の目はごまかせないさ〜」

少しふざけて言ってみせるが、虚勢でしかない。動揺が隠せない。僕の声は震えていた。

・・・そりゃそうよ・・・そう見えるように振舞ってたもん・・・

振舞っていた？

・・・クラブハウスのときとか、他の些細なときもそう、私はそうしないといけなかった・・・

「ど、どういうこと・・・？」

・・・ヨシくん、察してよ・・・！これだけヒントをあげてるのに・・・！

怒られてしまった。そんなこと言われても、動揺して頭の中が真っ白なのだが。

とはいえ、女の子に怒られてしまっては僕もない頭をフル稼働させるしかない。僕は一度頭を

振り、今までの会話を整理した。

アイちゃんは僕を呼び出した。前に言えなかった。今日こんな変なとこで言いにきてる。カズが

好き。バレバレな態度。そうせざるを得なかった。



前に言えなかったのに、何故こうして言いに来てるのだ？しかも今日は躊躇はしていたが、すん

なり打ち明けてくれた。場所が問題なのか？この場所でなきゃいけない理由・・・

「あのさ・・・もしかしてここで言ったのって聞かれ」

・・・ダメっ！口にしちゃだめ・・・

やはりそういうことだったのだ。

僕にあの時、言うのが恥ずかしくて逃げたわけではなく、ゲーム中では言えなかったのだ。それ

は最後の最後まで言えないのだろう。言ってしまえばプレーヤーにばれてしまう。公共良俗に反

する、みたいなものだろうか。

「それでさ、なんでワザとカズを好きな風に振舞ってたの？」

・・・だって・・・私はカズくんに好かれたら好きにならないといけない・・・

「え、そうなの？」

そんな設定があったとは。まぁもちろんバッドエンディングになることもあるにはあるが、よほ

どゴルフの成績が悪い場合だ。もちろん難易度の高いコースをクリアすればするほどハッピーエ

ンドの度合いが高くなるらしいのだが、その場合はバッドエンディングの度合いも高くなる。成

績が悪くなりがちだからだ。

しかしカズは、選びたい放題よりどりみどりの状態だったのだ。そんなのは都市伝説だと思って

いたのだが。

・・・それで、ヨシくんはカズくんに、私が好きそうだって報告するでしょ？それでカズくんは

決意をする、そういう流れなの・・・

僕の役目も説明されてしまった。そう、僕「ヨシくん」の役目はカズに、意中の女の子がどう思

っているか、思いの度合いを報告すること。カズが好みの女の子を見つけるとその次の日、僕に

その女の子がパートナーとしてあてがわれ、その時カズから電話がかかってくるしくみなのだ。

「まぁあの時言えないのはわかったけど、なんでこんなことをわざわざ言いにきたの？」

・・・だから、違うってば・・・



・・・だから、違うってば・・・

・・・私が本当に言いたかったのは・・・なんでワザとそんな風に振舞ってたかよ・・・

「ワザと・・・なんで？」

何故アイちゃんはワザと振舞っていたのだろう。カズが好きであればワザと振舞わなくても素の

ままの自分でいいはずである。

「・・・もしかして、誰か他に好きな人がいるの？」

・・・・・・・。

アイちゃんは何も言わなかった。

そんなことがあるのだろうか？ゲームのキャラがゲームの意図を無視して内に秘めたる違う人物

を好きになることなどあるのだろうか。

だが僕としては悩みの種が増えるだけだ。一体誰だ、その幸せ者は。

「誰？受付の留さん？同じキャディのユウキ？それとも・・・」

・・・違うわよ・・・！

アイちゃんの声がするどくなった。・・・怒っているのだろうか？

・・・私は・・・私は・・・！

・・・なんでわからないのよ・・・アホっ！

その時、体の周りに何か暖かいものがまとわりついた気がした。

この感触、僕は知っている。この暖かさ。僕の手を握り返してくれたあの暖かさと同じだ。

アイちゃんが僕を抱きしめてくれている。多分。

僕の手は相変わらず動かない。そもそも手があるのかわからない。体の感覚は自分でもわからな

いのにそのぬくもりだけが僕に伝わってきていた。



・・・ここはゲームが切られたときのディスクの中みたいなものよ。２次元の世界だから、何も

わからない。私たちは今線でしかない。あるのは私たちの意識だけ。普段ゲームを切られている

間は勝手に眠らされるけど、私があなたを起こしたの。

「アイちゃん・・・」

・・・ヨシくん、私を見て。私が一番ほしかったのは留さんとかユウキくんとか、カズくんじゃ

なくて

ザッ・・・ッ・・・

ノイズのような音が聞こえた。その瞬間、意識が飛びそうになった。

・・・私は・・・わた・・は・・・！

アイちゃんの声が急に遠ざかっていく。それと同時に目眩がし、その時、僕の体が見えた。手足

が自由になった。周りが急に明るくなり、草が生え、空が見え、クラブハウスがまるで植物のよ

うに生えてきた。

電気が入ったのだろうか。僕たちはゲームの世界に逆戻りした。

アイちゃんは最後、何が言いたかったのだろうか。少なくともカズが本当の本命でないことは

わかった。

僕にもチャンスはあるのだろうか。僕を頼ってきてくれるくらいだから、少しはチャンスがある

かもしれない。

今日のサマーフェスティバルが勝負、といったところだろうか。

僕は形成された世界を見渡しながらそう思った。

続く



まだ少し続きます・・・今回めっちゃ１節が長かったなぁ・・・飽きそうｗ無駄に長くしてしま

ったかな・・・話をコンパクトにまとめる力がほしい・・・＼(∴｀┏д┓´)ノ



世間はもう夏休み？

ですよね？

子供たちは大体海の日の前の連休から休みなんですよね？

あーいいなぁ

これからテストだというのに・・・

まぁ学生に比べたら朝とか楽ですけどね・・・

飲み物とか我慢しなくていいしｗ

僕が小学生のときとか、ウォータークーラー（水道水を飲み水っぽくしてくれて飲めるやつ）

ついたん確か小学校３〜４年生んときですよ。

それまでお茶とか水とか一切飲まずに４〜５時間目まで受けてたんですもんね。

給食の牛乳のみが水分補給とか。

今じゃ考えられん。

夏になったら必ず休み時間はウォータークーラーの前に列ができるんです。

１階の各棟に１つしかなく、２棟しかない校舎だったので、全校生徒が２つで飲み水を回してい

たわけですね。

まぁびっくり。

中学校になったらお茶がでてきて、コップ持参みたいな制度になったけど



あの制度の意味がよくわからんｗ

なんなんすかね？お茶って。しかも換えてるのか換えてないのかわからんパックつかって

熱くも冷たくもない（持ってきたては若干熱い）お茶を出されてもねぇ。

あのお茶毎日ほぼ残ってましたよｗ

日直がお茶取りに行き忘れていても誰も文句言わなかったし。

あれやったら牛乳のほうがまだいいな・・・でも牛乳は印刷室に売ってました。

何故印刷室かはわかりません・・・。パンも印刷室に売ってましたのでｗ

ていうか、どこの学校でもそうだし、僕が通った中、高、大の学校（？）もそうですが、

ごはんとかパンとか飲み物とか売ってるところは何で１箇所しかなくて

しかも狭い！？

まぁ全校生徒数にあわせて広さは多少変わってましたが。中学校は全校で３００人くらいの学

校だったから小さな印刷室。

高校は９００人くらいいたので外の購買部みたいなプレハブ。

まぁ大学は・・・自習室の改造なんでしょうか？ｗ大学は各学部に１つずつあるけど・・・まぁ

つながってないみたいなもんやしｗ

どこも狭かった！

もっとレジとかたくさん、人もたくさん物もたくさん置くべきだった。

そして一番肝心なのは



もっと値引きしろ、と。

どうせ自分たちの親（もしくは自分）が払ってる学費で買ってるんだから、利益を求めるなと。

原価で売れ原価で。

どうしてあの学校のしょっぼいパンとか、スーパーに売ってるのと同じパンに、コンビニと同じ

値段をつけるのかがわからないｗ

とくにうちの大学。アホですね。

あんな便のいいとこで、スキー場みたいな価格設定（は言い過ぎやけど）してるし・・・

もっと学生中心に考えてほしいですね・・・

あー吐いた吐いたｗ

今日の一文字は「店」

１０日から初めてはや６日ですかな？ていうか１０日から数えたらもう７日目なのかな？

新聞とかだったらそろそろ打ち切りの通達が来るころですよｗ

まぁ、好き勝手書いてるだけなので、見たい人だけが見るでしょうｗ

そろそろ佳境です！

　　「キューピッドは僕！？（仮題）」

　　３−５



次の日、僕は昨日までカズのパートナーであったミカとコースを回っている。昨日までのなだら

かなコースとは違い、今回は起伏の激しい、難しめのコースであった。一つミスをすると地面を

叩き勝ちでうまく飛ばない、立ち位置が悪くなるので飛跡は曲がる、など、悪条件の多いコー

スだ。

「ふっ！！」

バシッ！

斜面から打ったボールは以外にもまっすぐ飛んだ。「ナイスショット！」ミカちゃんがさわやか

に声をかけてくれた。機械的でもあるが。

「何ヤード？」

「ちょ・・・っとまって・・・２０２ヤードです」

僕の思い描いていた飛距離よりさらに５０も飛んだ。やはりまだ「現実世界とのズレ」があるの

だろうか。昔の僕はこんなバカみたいに飛ばない。

「今の意外とよくなかった？」

「うん、よかったよ」

ミカちゃんはにこやかに笑いかけてくれた。カズがどちらも欲するのがよくわかる。アイちゃん

は少しボーイッシュな感じで捌けてるけど、時々すごく女の子っぽいとこが魅力的なのだが、ミ

カちゃんの方はゴルフ場にワンピースを着てくるくらい、大人しそうで、お嬢様風でどこか子供

っぽいとこのある可愛らしい子だ。今日も青のワンピースを着てきており、それがコースに吹く

ゆるやかな風にたなびいている。ちなみに今日の僕の風向きと強さを調べるのは彼女のスカー

トで、だ。

「んじゃあいこうか」僕の呼びかけに、ミカちゃんははーいとひょこひょこ着いてきた。

「カズと回っててどうだった？」

ミカちゃんはえっ？と聞き返してきたが、何の話かわかったのか、少し顔を赤らめてうつむいて

しまった。



「あいつ、全然話してくれなかったっしょ？」

「えっ、そんなことないよ。少し話してくれたよ」

「何を？」

「えっ・・・と・・・何の食べ物が好きとか、何の漫画が好きとか・・・」

「うわっ」僕は予想よりも遥かにカズの話題が最悪だったことに思わず声を上げてしまった。

「ミカちゃん、大変だったねぇ・・・」

「えっ、全然平気〜。カズくん、なんか一生懸命しゃべろうとしてくれてて・・・なんか嬉しか

った」

・・・これはあれですか。のろけですか。

だが見ていてカズのことが好きすぎるのがわかる。でもこの子は自分から何をしようとかいうタ

イプには見えない。どちらかというと影で見守っていて、好きな相手を持って行かれたらああ、

またダメだった、みたいな事になる人ではないだろうか。

「ミカちゃんはさ、カズに『どっかいこう』とかって誘ったりしないの？」

「えっ、なんでそうなるの？」

「いや、楽しそうだったからさ・・・どこかお出かけとかしたら楽しそうじゃん？」

「え、ええーっ・・・そんなの考えたこともないわよ〜・・・それになんか好きみたいじゃんカ

ズくんのこと」

「別にどう思われたっていいっしょ？楽しいことを自分から仕掛ける。そうしたほうが楽しいと

思うけど」

「なるほどね〜・・・まぁ別に好きじゃないけど、一緒にお出かけとかできたら楽しいかもね」

中々ミカちゃんも自分がカズのことを好きだと認めようとはしない。別に隠したいのであればそ

れはそれでよいのだが。



「ヨシくん、ありがとう」

「へっ？」

「やっぱこういう系のことって軟派っぽい人のほうが役に立つよね〜〜」

「な、軟派ですか・・・」

「じゃあ、ちょっとがんばっちゃおっかな・・・もうすぐサマーフェスティバルだし・・・」

あ・・・。僕はすっかり忘れていた。このゲームには最後、サマーフェスティバルと呼ばれる、

まぁ屋外パーティみたいな催しがあり、そこで告白されるかするかをし、ＯＫとなればハッピー

エンド。それ以外はバッドエンドになる。

「そ、そういえばそんなのあったな！それいつだっけ？何日後？」

「えっと・・・あと１０日くらいじゃないかしら・・・ちょっと本部に帰って予定みてみないと

わかんないけど」

１０日。少しは安心した。１０日くらいあればカズもさすがにアイちゃんとくっついてしまうだ

ろう。

そして僕はパーティ前に静かにいなくなる。これが一番だ。キレイにジ・エンドとなれば、ハ

ッピーエンドともなれば無事脱出できるに違いない。

自分がゲームの中の住人だと気がついてから、夢などの可能性を案じたが、頬をつねれば痛いし

、カントリークラブの外に出ることもできなかった。ならばこのゲームを最良の形で終わらせら

れることができれば、僕のこの生活も終わることができる。僕はそう考えたのだ。

「ヨシくんもパーティくるでしょ？」

「へっ？」また『へ』と言ってしまった。癖なのだろうか。

「カズくんとかにどういえばいいのか直前とかに見てほしいんだけど・・・」

「そんなの、今日教えればいいだろ？」



「そんなの忘れちゃうし、また今日みたいにちょっと背中押してくれてもいいでしょ？」

「う・・・」

軟派は女の子のお願いに逆らえない。なんとも面倒な運命だ。だが仕方がない。

「わかった、いくいく」

「まぁわかってたけどね。パーティっていったらナンパ男はつきものだしね〜」

・・・この女・・・。

「じゃあ約束ね」「はいはい」

ミカちゃんと余計な約束を交わしてしまった。最後のイベント、サマーフェスティバルはどうな

るのだろう。

　　　３−６

それから僕は、怒涛のゴルフ三昧の日々を送った。初日、毎日こんな日が過ごせたらいいの

になぁ、と願っていたことが嘘のように、少しうんざりし始めていた。

だが慣れない世界にも次第になれ、借り物のキャラも馴染んできたのか、スコアは順調に伸び

ていった。ミカちゃんと一緒に回った日は「−３」昨日は「−４」今日は「−６」と、好調だ。

「ヨシくん、どうしちゃったの？なんか人が変わったみたい」

と鋭いツッコミをくれたのは昨日のパートナーであったジュンさんだ。僕と身長が変わらなく女

性としては大柄で、肌は色黒で見た目どおりの姉御肌、といった感じの頼れるお姉さんだ。僕よ

りも１〜２歳上の設定だったと思う。もちろん恋愛対象に入れられる人でもある。

「いや別に、なんでもないですよ〜」僕はからから笑ってみせた。

「ほら、今のも変。そんな風になんていうの、若干哀愁漂う笑いとかしたことなかったし」



あれ、哀愁漂っていたか？僕は自分でもわからなかった。

「多分、アレですよ。サマーフェスティバル、いかに女の子に声をかけるか模索中でして・・・

それで哀愁が漂ってしまうのかと・・・」

「キモッ・・・でもなんかそんな感じじゃないのよね、いつもどおり振舞っているけど無理

しちゃってる感じで、元気がないっていうか」

それはまぁ、無理もない。人間誰だって訳のわからない事態になればこうなるはずである。

「そうですかね？・・・ちょっと疲れてるのかな？」

「・・・なんにせよ、人間体が資本だからね、元気のないときは発散しなきゃダメだよ！そうだ

、帰り、私の空手に付き合わない！？」

ジュンさんは目を輝かせていった。そうなのだ。彼女は格闘技をしており、この人狙いであれば

こういった類の誘いにのり、しごかれて帰ることになるのだ。だがいくらゲームでもしんどいの

と痛いのは御免被りたい。

「え、遠慮しておきます・・・」

「え？そう？まぁ気が向いたらいつでもおいでよ！木とか瓦とか正拳でバン、って割れたらスト

レスなんてふっとぶのに！」

その後も格闘技の話を延々としてくれた。その話には少々ゲンナリしたが、彼女は彼女なりに元

気付けようとしてくれたのだろう。その心遣いはありがたい。

「ヨシくん！お久しぶり！もう随分と会ってなかったけど、元気だった！？」

僕と会って一番はしゃいでくれたのはサキちゃんだ。その背中まであるロングヘアが風になびき

、上はストライプのキャミソールにカーディガン、下はジーパンと、至って普通の格好だが、そ

れが似合いすぎている。容姿や性格などにおいては、この子がこの世界では一番であろう。

それもそのはず、サキちゃんはこの『ハートフルゴルフ』のメインヒロインだからだ。

「いやまぁちょっと元気なかったけど、今は大丈夫かなって感じで」



「大変！今は大丈夫なの？」

「ああ、平気だよ」

「よかった」サキちゃんが優しく微笑みかけてくれた。可愛い。その可愛さは個人的な贔屓目を

つけたしても、アイちゃんに勝るとも劣らない可愛さであった。

ホールを回っている間、他愛もない話をした。

「サキちゃんは今度のサマーフェスティバル、いく？」

「もちろんいくわよ。ヨシくんもいくでしょ？」

「うん、まぁ一応ね」そういうとサキちゃんもフフッと笑った。

「実は私も一応なの。まぁ友達がいくって言ってるし、行かないわけにもいかないしね。でもみ

んな男連れ・・・男の子は女の子連れじゃない？」

「そう、それなんだよ。全く最近の若いものは・・・」

「あら、ヨシくんもあぶれもの？・・・そうだ、よかったら私と一緒に回らない？」

「えっ！？」・・・いきなりここへ来てサプライズが発生した。サキちゃんが同情してか知らな

いが、僕を誘っている。かなりおいしい場面だ。いつもなら二つ返事でＯＫするだろう。だが。

「ごめん、先約があった・・・あーーくっそ〜〜〜」

「えっ、なーんだ、やっぱりヨシくんもちゃんとした人が・・・」

「違うよ、友達だよ・・・あーごめんサキちゃん！」

「フフッ、いいよ。私もフェスティバルでいい男探すから」

「だから友達だってば！」

そんな取りとめもない話で始終盛り上がってしまった。その時は自分の悩みも忘れていて、楽



しかった。

　　３−７

サキちゃんとの楽しい時間も終わり、１日のプログラムが今日も無事終了したことは覚えている

。だが、ここはどこだろう。

さぁ今日もがんばるか、といつもなら次の日に瞬時に移行するわけだが、今日はそうなってはい

ない。脱出が叶ったのだろうか。

だがそんな風には見えない。いつの間にか目を閉じていた僕は目を開けた。すると、目は開いて

いるはずなのに開ける前と変わらなかった。つまり、真っ暗闇だ。

僕はとりあえず立ち上がろうとした。だが、立ち上がれない。いや、動けない。別に縛られてい

るわけではない。横に移動しようと思えば移動はできている。と思う。暗闇なので確認する手段

はないが。

僕は抗うことを諦め、ぼーっと漂うことにした。動けはしないが、体が浮いているようで気持ち

がいいといえばいい。

これまで、様々なことを一気に体験してしまった。僕は今までの出来事を、暗闇の中に走馬灯の

ように投影した。

ゴルフばかりの日々。カズとの約束を果たすという役目を何故か背負ったこと。アイちゃんを二

人同時に好きになってしまったこと。たくさんのキャラクターと話し、少し楽しかったこと。ア

イちゃんに抱きついたこと。慰められたこと。自分が何故ここにいるのか疑問に思ったこと。

僕の頭の中には半分くらいアイちゃんの姿がぐるぐると回っていた。実際は２日間のプレーでし

か一緒に居なかったはずだが、４分の３はアイちゃんと居たような感覚になっている。

・・・アイちゃん。

不思議な子だ。メインヒロインでもないのに僕やカズを惹き付けて止まない子。だが本人は何を

考えているかわからない、つかみどころのない感じだ。そこに惹かれたのだろうか。



・・・よ・・・・ん・・・・

・・・？

今少し声がした。僕はこの感覚を覚えている。思い出すなと言われたときと似ている。が、あの

時は男の声に聞こえたが、今は女の声に聞こえる。

・・・よし・・・ん・・・

・・・ヨシくん・・・

前と同じように、呼びかけが段々鮮明になってきた。どうやら僕を呼んでいるようだ。

「僕はここだよ」

そういうとすぐに、何かが自分の前に現れた、様な感じがした。

・・・ヨシくん。この前は逃げたりしてごめんなさい。

「その声・・・アイちゃんか！！？」

驚きである。真っ暗闇でたてもしない、まず上も下もわからないこの空間にアイちゃんがやって

きたのである。夢か？

・・・夢じゃないよ。私が呼んだの。

アイちゃんの声が聞こえる。いや、僕の頭の中に話し声が思い出されている、という感じだろ

うか。だがその『声』の主は明らかに目の前にいる、恐らく「アイちゃん」であろう人だ。

・・・この前、私何も言えずに逃げちゃったでしょ・・・そのことを言いにきたの・・・



そうだった。

３日前、僕はアイちゃんに誰が好きなのか聞いた。だがアイちゃんはしばらく黙ったままうつむ

いており、いきなりあさっての方向へ走り去ってしまったのだ。

僕はその時少し焦っていて、答えを急ぎすぎた。謝るのは僕のほうだった。

「・・・そのことならいいよ、僕が変な質問したんだ。ごめん。アイちゃんは気にしなくてもい

いよ」

・・・でも私、自分に正直になれないのが辛い・・・

「・・・自分に正直にって？」

何か別のわけでもあるのだろうか。

続く

ちなみに昨日の最後の続きを、今日の最後に持ってきたのは意図的であって、決して忘れていた

わけじゃありませんので（いやマジです・・・だから今日長くなっても３−５から３−７まで３節
いれてしまおうと思ったわけです・・・）でも３−７は途中です。眠たいので寝ますｗ明日また続
き書きます。根気よく読んでいただける方どうぞお読みください・・・ヽ(○´∀｀○)ノ



７００円セールやってます。

知ってますか？

今セブンイレブンで７００円以上買うと・・・

もれなくくじをプレゼント！！

その場で引いて・・・

当たれば賞品（商品）ゲット！

しかも７００円ごとにくじのチャンス！

１４００円買うと２枚、２１００円買うと３枚・・・

お得！

なーんちゃって。



いやまぁキャンペーンはホンマにやってますし、お得なこともそうなんですけどね。

現に今日、連休の中休みの夜中とあって、

客が死ぬほど来ました。

休憩全然できんかったし。

しかも

ポケモンくじ、スタンプなどのポケモンキャンペーンに、

おにぎり１００円セール

７００円キャンペーン

なので

めちゃめちゃ人来ます。

まったくねぇ

織田裕二はいいことを言ったもんですよ。

「事件は会議室で起きてるんじゃない！！現場で起きてるんだ！！」

まぁ前にも何回も何回もいいますが



本社？は現場を全く理解できてない。

まぁ一方的にあれせぇこれせぇと押し付けられるだけで

下からのフィードバックがほとんどないからなんでしょうけど・・・

商売が下手なんちゃうか？

確かにね

かぶせにかぶせたら一時的に人はどっと増えますよ。

しかし

それらが終わったとき、どうなるでしょう？

もう常連しか来なくなりますよ。もちろん。

だって、７００円セールやってないし、余分にものもらえないならいかんとこって

なりますよね？

なんか、本社の考えることは即物的なんですよ。

刹那主義とでもいうんでしょうか。

その場だけどっと儲かればいい、みたいなキャンペーンしすぎ。

その分商品の提供とか協力会社に要請してたくさんもらわなきゃあかんし

実際その分は損失だし。

その後客足が定着するかといったら全く定着するわけじゃないし。

大体７００円はよくて５００円とか買う人はダメなんかってトラブルとかにもなるし

んでトラブル起こしたら客は離れるし



んでトラブル起こしたら客は離れるし

いいとこが全然思い浮かびません。

もうちょっとなんかねぇ

例えば可愛い女の子を大量に雇える何かキャンペーン？みたいなのをして

レジ役をその子たちにまかせれば

おっさんは定着すると思うんですよ。

まぁガキな考えですが

そういう風に客に直接物を与えて刺激するんじゃなくて

裏から手をまわして、購買力を刺激する？みたいな。

心理学実験でもありますよね

物を与えて子供のやる気を出させた親と

ほめてほめて子供のやる気を出させた親とでは

ほめたほうが子供は伸びるとか

物も効果はあるけど、その「物」はどんどんグレードアップしなきゃあかん。

恋人系の実験でもありましたよね

その女の子のことをほめてほめてほめまくる人と

プレゼントをあげてあげてあげまくる人は



結局ほめるほうが勝つんですよね。

プレゼントも効果あるけど、最終的には車とか、家とかあげんならん。

しかもその人に会えるのがうれしいんじゃなくて、物をもらえるのがうれしい図式になっちゃう

という・・・。

まぁほめるわけにもいきませんが、

物に頼ってばかりでは長期的な効果は生み出せない

ってことが言いたいだけですよ

長くてすいませんｗ

しょーもない話ここまで読んでくださったみなさまありがとうございました。

今日は真面目な話やったなぁｗ

今日の一文字は「経」

もう今日で何日目かな・・・６日目くらい？

なんか物語結構長く続いちゃってます・・・ホントは４日くらいで終わるはずやったのに・・。

まとめる力も必要やなぁ

あとは登場人物に感情移入できない気がするなぁ・・この文章じゃ。もう少し会話とか増やした

らよかったけど短い話ではできなかったし・・・でも長くなったし・・・あ〜どうすりゃいいｗ

まぁ読みたい人だけ続きどうぞｗ

「キューピッドは僕！？（仮題）」



　　　３−３

自分がどういう状況に置かれているか把握してしまった以上、長居はしたくないが、この状況を

脱する方法もわからない。その前に、僕の思考はそれまでの驚愕と苦悩のあまりに止まってしま

っている。

「ヨシくん・・・」

アイちゃんが呼びかけてくれた。何故だろう。こんな状況でも彼女の呼びかけだけはスッと入っ

てくる。プログラミングされた言語パターンが紡ぐ言葉のはずなのに。

ただの僕の買いかぶりであることは確かなのだろうが、それでも僕は今自分に優しくしてくれる

人にすがるしかなかった。

「アイちゃん・・・！」

がばっ。

「え・・・ちょ・・・ヨシくんどうしたの！？」

僕はアイちゃんの手を引っ張り。

そのまま抱きついた。

「アイちゃん・・・」

「え？・・・え？」

意味がわかっていないアイちゃんを、構わず力いっぱい抱き寄せた。

「ちょ・・・痛い・・・」

「・・・アイちゃん。僕は自分が・・・自分が嫌だ」

「え？」

「わからないかもだけど、僕は自分が嫌なんだ」



僕の苦悩をアイちゃんにぶちまけた。だが僕自身、何を言ってるのかわかっていない。ただつら

いことをわかってほしかっただけだ。

「何か、悩んでるの？」

アイちゃんの問いかけに僕は頷いた。

どれくらいの間そうしていただろうか。アイちゃんの事も考えずに僕はぎゅっとアイちゃんにし

がみつくように抱きしめていた。

ふと、アイちゃんの手が僕の頭に置かれ、

そっと撫でられた。

「つらいのね。ヨシくんも」

僕はまた無言で頷いた。

「我慢しなくてもいいよ」

僕はまた無言で頷いた。僕は無性に泣きたくなった。目頭が熱くなる。こんなに優しくされたの

はいつぶりだろうか。子供のころ、友達とケンカした後、母親に慰められた時以来だろうか。

だが僕は泣かなかった。泣いてやるもんか、と思った。それが、何故ゲームの世界に迷い込んだ

のかわからない僕の、人間としてのプライドがそうさせたのだと思う。

しばらくすると目頭が熱いのが収まり、気分も少しマシになってきた。僕も単純な男だ。

「大丈夫？」

アイちゃんがまた問いかけてくれた。僕はまた無言で頷く。するとアイちゃんはポンポンと背中

を優しく叩いてくれた。僕はアイちゃんを離した。

「・・・ごめん、痛かった？」



「いいよ、誰だってそういう時あるし」

「・・・アイちゃんもあったりするかい？」

「私？」

一瞬きょとんとした顔になったが、すぐに笑顔に戻った。

「私なんてしょっちゅうよ！パートナーになった人が怒って帰ったりすると家で一人で泣いちゃ

うし、ごはんがおいしく作れなかったらそれだけで機嫌悪くなるし」

「そんなことで？」

「あっ、ひどっ！単純バカだもん、いいでしょ〜！」

アイちゃんはそっぽを向いてしまった。僕にはそれが、僕を元気付けるためのアイちゃんのせ

いいっぱいの仕草にしか見えなかった。その気遣いがまた嬉しかった。

「ありがとう、アイちゃん」

「・・・べ、別にアンタのためじゃないんだからね！スコアいいの出してもらわないと、こっち

が困るんだから！！」

アイちゃんは踵を返し、ぷいとそのまま離れていってしまった。

・・・今のはなんだったんだ？

すると、アイちゃんはこちらを振り返り、僕を呼ぶように大声で言った。

「ツンデレキャラで攻めてみたー！！」

・・・変わった子。

だが一気に僕の気は和んでしまった。

アイちゃん、ありがとう。僕は心の中でお礼を言った。



　　　３−４

その後、４オーバーだったのを何とか返し、１５ホールを回る頃にはなんとか±０にまで戻すこと
ができた。

「ヨシくんもやればできるじゃない☆」

「まぁね！ってやればできる程度かよ！」

釈然としない部分もまだまだあるが、今はとりあえずなんとかクリアするしかない。ゲームとわ

かれば、自分が何をできるのかがわかればクリアもたやすい。幸い、ゲームは最近帰宅後やりこ

んでいたので、コースなども少し覚えている。

バシッ！

「ナイスショット！」

アイちゃんの機械的な、でも爽快な声が響き渡った。

「２５６ヤードです！」

「アイちゃん」僕はアイちゃんの機械的な言葉を遮るように呼びかけた。

「えっ？」

「さっきはありがとう」

「何のこと？」

「いや、いきなり抱きついたのに話聞いてくれて・・・」

「別にいいってば〜そんなこと」

「でも普通は逃げるとか抵抗とかするっしょ？」

「いや〜・・・まぁヨシくんだからいっかと思って」



えへへと照れ笑いをするアイちゃん。

「僕だから？」

「うん、普段優しいし、頼りになるヨシくんの悩みなら、何でも聞いちゃうｗ」

・・・照れる。

・・・いかんいかん。だまされるな。この子はキャラなんだ。人間じゃないんだ。

だがゲームとわかっていても、相手の考えることは気になってしまう。オタクがこういうゲーム

にはまってしまうのはそういうところなのだろうか。僕もご他聞に漏れず、気になった。

・・・アイちゃんはどう思ってるかな？僕のこと。

どうせ別になんとも思っていないとは思う。僕はサブのキャラで、メインはカズだ。現にカズと

話したそうにしていたし、見られたことを恥ずかしそうにもしていた。

だが、見られたことが気まずいと考えたら、僕にもチャンスはあるんじゃないか。さっきも何で

も聞いちゃうなどと言っているし。

・・・いかん、どうも中学生みたいな思考レベルになる。

男特有、かどうかはわからないが、堂々巡りを繰り返す僕であった。

「・・・あのさ、アイちゃん」

「うん？」

僕はいつになく真顔になった。

「今、好きな人はいる？」

「えっ・・・！？」

「正直に答えてくれないか？」



言ってしまった。もう後には引けない。

だが別にカズでもいいと思ってもいる。僕であってほしいと思ってもいる。だが、カズであった

ほうが気が楽でもある。それで役目は、役割は果たせたことになる。元の、僕の世界に戻れるか

もしれない。

だが・・・

僕は、この子に、好きになってほしかった。

続く

なんかとりとめなくなってきた感が満載ですな・・・あーどうしよう。

ちゃんとまとめる必要アリです・・・。

まだ続きます。あと５分の２くらいｗ



阿波座とか西本町とか

めっちゃわからんっちゅーねんですよ。

今日もセミナーいったんですが

地図には阿波座１って書いてある。

１って何かわからなかったけどとにかくダッシュでいきました。

んでちょっと迷って阿波座１丁目に（１丁目の１やと思ってました）

きょろきょろ

目的地らしきビルはない・・・・

中央通をトヴォトヴォあるいていたら

『阿波座１』という看板が。

これかーーーーーーー！＼(∴｀┏д┓´)ノ



それは道路の標識でした。多分交差点の名前。

んで目的地のビルは・・・

「西本町」でした

わかるかボケァ

あのへんわからなすぎる。

すぐ町かわるし

昔ながらの名前おおいし

久太郎町とか

へぇって感じ。

ビルが並ぶし、どっちが北かわからんし

御堂筋とか四ツ橋筋とかを見ていないとわからなくなる

コンパス（方位磁針）もってきたいな。

今日の一文字は「迷」 

あーやっと折り返しくらいかな。まぁ誰も読んでないのを前提やからなんか長くなりそう

やなぁ・・・まぁいいかｗちょっと位長くても。

今日から第３章。



　　　３−１

水面に写っている顔は僕の顔だ。だが僕の顔じゃない。知ってるけど知らない顔だ。

だとしたら元々僕はどんな顔だ？なぜ今この顔になっている？

「・・・どうしたの？」

アイちゃんが心配そうに覗き込んできた。だが僕はそれに構ってあげる余裕などない。

僕はこの顔だ。だが、本当は違うような気がする。もっと別の、元の顔があった気がする。

自分の顔をよく見てみよう。髪は短髪で茶色く、目はくりっとしている。鼻はちょっと高めだが

口はにやけ顔。まだ整っているほうであるがどちらかというと３枚目のような感じのする顔で

ある。

僕本来の顔はもっと切れ目でつり目で、真面目そうな印象だった気がする。自分でいうのも馬鹿

げているが。

何か、何かひっかかっている、何か・・・

ざわっ・・・

風が吹いた。自然がもたらしてくれる、爽やかな風である。

僕はまたハッとした。

そうだ。ゴルフだ。何故僕はゴルフばかりをしているんだ。いつもにない飛距離、正確さ。一日

中ゴルフという環境。普通ありえない、可愛い子とのパートナー制度。

もう一度、自分の顔を水面に写してみた。



・・・・・・・・

・・・・・・・・！

「あ・・・・・・あぁ・・・」

驚愕したことはしたのだが、大きなため息のような驚きになってしまった。

だが僕は気づいたのだ。思い出した。思い出してしまった。思い出さないほうがよかったかもし

れない。今の僕のほうが幸せだったかもしれないのだ。カズを見守る僕。片想いする僕。少なく

とも今までの暮らしよりは充実している。

だが、願いのずっととどかない生活はイヤだ。そして日々の成長のない生活も。

そう。僕というコイツは、実在しない。

実際には、作られた「キャラクター」。

コイツは「ヨシ」としか名づけられていない。「ヨシ」という名前が全てなのだ。愛称なのだろ

うが、それ以外の名前はない。

そして僕の元々の性格通り、コイツは３枚目で、人を笑わせるのが好きで、でもすぐに暗くなり

がちで、すごい軟派なやつで、女を見たらすぐ口説くのだが逆に友達のことをすごく大事にして

おり、自分の本命なども友達が好きなら譲ってもいいというお人よしな性格なのだ。



ああ、全部思い出した。

　　　３−２

僕は今「ヨシ」として、ゲームの世界の中にいるんだ。

やっていたゲームは『ハートフルゴルフ』という最新ゲーム。

ゴルフの成績を伸ばして、パートナーの女の子とお近づきになり、そのキャラが上達していった

り積極的に話しかけたり、またどこかに出かけて親密度を増やしていくと、そのパートナーの女

の子と恋愛が成就して、エンディング、というわけである。

ああ、神様はなんということをしてくれたんだ。

僕をここに入れるならカズとかにしてくれればよかったのに。それが叶わないなら、いっそカン

トリークラブの裏方のおっさんなどのほうがよかった。

コイツは・・・「ヨシ」は、自分の恋愛ができないキャラだ。

前にカズが「アイちゃんとの仲をとりもってほしい」「アイちゃんが自分のことをどう思ってい

るか聞いてほしい」と電話してきたことがあった。

僕は無意識のうちに『役目を果たして』いたのだ。

アイちゃんとの仲を取り持ちもすれば、アイちゃんや他の女の子とカズがどれくらいの親密度に

あるのかを教える役目。

いわばサポート係。

そう。このゲームは「カズ」が主人公なのだ。



「ヨシ」は絶対恋愛を成就できない。

できるときは「カズ」がエンディングまでに親密度が足りず、失敗したときだけだ。しかも、カ

ズが意中の人は約束があるため恋愛成就できない。カズの意中でないものとのみ、さらにカズ

がバッドエンディングの時のみ、ヨシの恋愛成就が許される。

僕は頭が重たくなった。文字通り四つんばいになってしまった。池のほとりで。

だが、ゲームなのだ。所詮はゲームだ。そう考えたら多少気が楽になってきた。こんなアイちゃ

んとかも所詮、二次元の人間なのだ。そんなのが好きなんて強度のオタク以外の何でもないじゃ

ないか。

僕は自分に言い聞かせた。こんな変な状況を早く終わらせたかった。

「ちょ・・・めちゃくちゃしんどそうだけど・・・本当に大丈夫！？」

アイちゃんが心配してくれている。所詮は二次元のキャラのくせに。

「アイちゃん」僕は手を伸ばした。アイちゃんは優しく手を差し延べてくれた。その手をむんず

と掴んだ。

・・・・・・・！

暖かい・・・・。

こんなことがあってもいいのだろうか。僕は何故こんなゲームのキャラを、生々しく体験できて

いるのであろうか？それこそ神様の悪戯としか考えられない。手の暖かさもそうだし、なびく髪

の毛や服、僕を心配そうに見つめる瞳など、どれを取っても人間のそれだとしか思えない。僕が



の毛や服、僕を心配そうに見つめる瞳など、どれを取っても人間のそれだとしか思えない。僕が

勝手にゲームの世界だと勘違いしているのだろうか？

いやそんなことはないはずである。この顔はまず僕のものじゃない。アイちゃんというキャラも

メインじゃないはずだが覚えている。だがこんな本当の人間のようなキャラではなかった。もっ

と４頭身くらいにデフォルメされているはずが、僕の目には普通の７〜８頭身の人間にしか見え

ない。思考パターンも話す言葉もプログラミングであるはずなのに、どれも被っているようには

思えない。一回「ナイスショット」だけは機械的に聞こえたが。それもそういうことであった

のだ。パートナーが機械的に発する言葉がそれだったのだ。

ダメだ僕は。こんな二次元を好きになるなんて。オタクの仲間入りだ。オタクこんにちわだ。

自分で思い出した事実を、なかったことにしてしまいたい。吹き続ける爽やかな風に乗せて遠く

へと飛ばしてしまいたい気持ちでいっぱいだった。

続く

なんか一文一文が長くなります・・・読みにくいかもしれませんすいません＼(∴｀┏д┓´)ノ

まぁまだ続きますｗお楽しみに☆



一日が早い・・・！

最近やったら一日が早くないですか？

宇宙の広がり方が早いのかしらん・・・？

せっかくのテスト前休みが・・・＼(∴｀┏д┓´)ノ

明日はセミナーとバイトがあるし

っていうか夜勤がやっぱダメなんでしょうね

朝まで夜勤やって寝て、起きたら昼の３時なんてことはザラ。

完全にダメ人間ｗ

あーあかん

しかもまだおきて９時間しかたってない

でももうねむ

やべ〜〜〜

テスト勉強しないと

しっかし

なんか最近

日記の内容全然おもんないなぁｗ

なんかネタ考えないと

なんもなかった日の日記ってホンマ困りますｗ



今日の一文字は「堕」

この話ももう５日目かぁ・・・

もしかして今日始めて気づいた方とかいらっしゃるかな？５個前の日記に第１回目、１章がある

んでそちらから続きを読む、を押していただいて、ごらんください。

毎日続きを読む、のところに物語があるようになっとります。

今日で半分くらいかなぁ・・・？

「キューピッドは僕！？（仮題）」

　　　２−５

「ヨシくん！」

ロビーでしばらく記憶をめぐらせていると、アイちゃんが駆け寄ってきてくれた。

「おはよう！どうしたの？ちょっと疲れてる？」

「いや・・・疲れてはないんだけどなんか変な感じ、なぁアイちゃん、僕、昨日ちゃんと家に帰

ったよね？」

「えっ！・・・ええ、帰ったわよ。出たとこでさよならしたの覚えてない？」

そう言われてみればそんな気もしなくもない。だが思い出せない。

「あっ、もしかして、昨日酔っ払ってたの！？ｗそれで成績が悪かったんじゃない！？」

「ちっ、違う違う！昨日はまぁ、いろいろあって・・・」



「あやしいな〜〜」

アイちゃんがからかう。確かにそう思うのも無理はない。自分でも何を聞いてるのかおかしい

と思っているくらいだ。

「今日はがんばるよ！」

「うん！私も明日から違う人だから、がんばってもらわないと！！」

そうだ・・・

アイちゃんと一緒なのは今日で最後。明日からは違う人につくのだ。

僕はいやだと思いながらも、若干安堵した。そのうち、アイちゃんへの心も冷めるかもしれない

。カズの約束を守るにはそれがいいかもしれない。

変なジレンマ。２つの気持ち「アイちゃんへの思い」「カズとの約束」その両方に天使と悪魔が

いて、戦いあっている。アイちゃんを奪ってしまえ、いやカズのためにやめておくのが友達だ。

また、約束なんて破ってしまえ、いや友達の約束は破れない。といった感じである。２つとも同

じような葛藤の内容だが、僕の中では別物として争っていた。今のところは天使側がどちらも優

勢だ。

僕はいつも葛藤があると、天使側が勝ってしまう。理性的に行動したほうが回りと争わずに済む

。そのほうが楽だし、無駄なパワーを使わなくていい。

だから絶対これがしたい！とか、絶対お前じゃなきゃダメだ！なんていうことはできたことは

ない。流されるまま仕事もこなし、女関係も流れるまま。別れたきゃ別れればいいし、女がいな

くなったらまたナンパにでもでかければいいし。僕はそういう男だ。ただちょっと友達思いなだ

け（自負するのもアレだが）の弱い男だ。

あまりアイちゃんに深入りしないでおこう・・・。カズのためだ。アイちゃんもそのほうが幸せ

に違いないし。なんてったってあのイケメンだし。僕は遠く及ぶまい。

ゴルフとは全然関係のないことに僕は思慮をめぐらしまくっていた。

「じゃあいこうか」



「はい☆」

笑顔で答えてくれるアイちゃん。その笑顔がいちいち心に入って突き刺さる。

・・・アイちゃん、カズのところへ行ってくれ・・・つらいよ・・・

そう言うこともできずに、ハウスの外へと出た。

　　２−６

その日はとにかくミスしまくった。

昨日からコンセントレーションが乱れまくっている。自分でもよくないと思いながら抑えられ

ない。

５ホールですでに３オーバー。

「ヨシくん・・・顔色悪いよ？大丈夫？休もう？」

悩みの種その１に心配されてしまった。

「うん、ちょっとごめん、休憩してくるけどほっといてくれないか？」

「えっ・・・うん・・・」

アイちゃんが少し悲しそうにしている。ごめんアイちゃん。それが二人のためなんだ。

初めて女の子につらく当たった気がする・・・いや、ホントは別れた女の子にもひどかったのだ

ろうけど、意識しなかったのかもしれない。

そんなことを考えながらＯＢ区域に指定されている森の中へとはいった。ちょうど良い木陰をみ

つけ、座り込んだ。

とりあえずゴルフに集中しよう。今６ホールだがこれ以降にパー５のホールは３つある。イーグ

ルチャンスのあるホールは２つ。２つとも４００ヤード台の、力任せに打てば３打でカップイン

できるコースだからだ。



うん？

僕は何を考えているのだろうか？１ホール３打などと今まで入れたことないはずである。

いや、昨日は入っていた。パー４のホールも３打で入れ、バーディをゲットした。

何故か今までできなかったことが今回はできている。おかしな話だ。

さらに考えれば、おかしい点がいくつも見えてきた。

まず、ここはどこなのだ？カントリークラブの名前は知っている。美王（みおう）カントリーク

ラブというクラブだ。だが、美王とはどこなのか？東京か？東京在住の僕は少なくとも関東一円

のホールにしかゴルフにいかない。上司の付き添いであらば長野などにも行くが。

そして、今日は何月の何曜日だ？そう思い携帯電話を先ほどから探しているが、もっていない。

普通肌身離さず持っているはずだが。圏外だからと置いてきたのであろうか。

そしてここまでどうやってきて、どうやって帰ったのか。車か？車であっても昨日運転した記憶

もない。

どういうことだ。

・・・・オ・・・ハ・・・ダス・・・ナ・・・

どこからか声が聞こえた。何だって？



・・・オ・・・・イ・・・スナ・・・

どこか遠くから声が聞こえるのだが、その声は強く訴えかけている。

・・・オモイダスナ！！

！！

はっきりと聞こえた。思い出すな。どうやって来たかなどの記憶を思い出すなということだろ

うか。

ばっと立ち上がり、辺りを見回した。・・・特に異変はない。人の影も全くないようだ。誰かが

声をかけたにしてはおかしい状況だったが、はっきり聞こえた。

「・・・誰だ・・・！」

返事はない。空耳なのだろうか。僕は空恐ろしくなった。思い出すなというからにはもう何も思

い出さないでおこう。その方がよさそうだ。僕は気味が悪くなり、早々とその場を立ち去った。

「ヨシくん！」

アイちゃんが駆け寄ってくれた。その彼女の顔も少し青ざめてみえる。

「どこいったのか心配したよ！・・・もう・・・アホ」

「・・・ごめん」

アイちゃんには悪いことをしてしまった。アイちゃんは何一つ悪くないのに。だがそう思うと同

時に、何故この子に謝っているんだ、この子に踊らされているんじゃないのか、という思いも浮

かんできた。



「早く行こう」

「ちょ、人がせっかく心配してるのに、なんて態度〜！＼(∴｀┏д┓´)ノ」

アイちゃんが冗談なのか本気なのか、怒っているような仕草をした。僕は無視して前へと進む。

もうあまりアイちゃんと話したくない、そんな気分になっていたからであろうか。

「ふんっ！！」　バシッ！

力任せに叩いたボールは大きく左にそれていった。よく見たらフォームがめちゃめちゃになって

いる。足はまっすぐ揃ってないし、気づけば視線もどこを見ているかわかっていない。正に苛立

ちを解消するためだけのヤケクソなショットを打ってしまった。

・・・・ぼちゃ

遠くで水の音がした。「う、ウォーターハザードです」アイちゃんが気まずそうに言った。こん

な男のパートナーにさせられて、可愛そうでもある。が、僕も可愛そうなのだ。可愛い女に振り

回されるし、そのせいでスコアは散々だし・・・。

自分でも僕が一番最悪な男だということはわかっていた。

「入ったのはこの池？」

「そう、この辺の好きなところにボールを置いて打ってね」

アイちゃんが案内してくれた。が、僕はボールが入ったとされる池を眺めていた。こんな所に池

なんか作るなよ・・・クソッ。

・・・・・・？

僕は毒づきながら、変な違和感を覚えた。この池が変なのだろうか。注意深く覗き込んでみた。

・・・底は特に変ではない。中の石がゆらゆら揺れて見えるだけである。水面か？

特に何もない。



特に何もない。

・・・・・・？

・・・・・・あれ？

何か違う。何が違うか判らないが、何かが違う。

・・・・・オモイダスナ！！

不意にさっきの言葉を思い出した。思い出してしまった。

僕はその言葉を、言葉のはっきりとした口調を思い出し、それがトリガーとなったのか、違和感

の原因がわかった。

・・・水面に写っている、自分の顔。

もう一度水面を覗き込む。

・・・お前、誰だ？

続く



あーめっちゃ長くなった・・・読む意欲失せたかな・・・？なんか一気に思いついたとこまで書

かないと忘れるんよね・・・すいません。長かったら苦情お願いしますｗまぁ読んでないと思う

けどｗｗｗﾏｲﾔ(´Д｀)ﾋｨｰ



13日の金曜日

今年は今月だったんですね〜

もう１３日かぁ

なんも悪いことがおきなければいいけどﾏｲﾔ(´Д｀)ﾋｨｰ 

まぁあんまホラーとか気にする人じゃないんで大丈夫かな

ていうかホラーあんま好きくないです。

怖いものが嫌い。

別に怖くないからｗ

ジェットコースターとかも嫌い

事故があった、ないに関わらずです。

何故人はスリルを求めているの？ｗ

君たちの日常に、スリルはないのか！？

ワタクシの日常はスリルだらけです

最近のスリラーはアレです



テスト。

ああ怖い

なんかもうテストトラウマやわ

テスト形式がワタクシに全く合ってないのかしらんけど、

ホンマ単位とられへん

でも今年はやる！

今年やらねばいつやる！？ｗ

朗報を待て！ｗ

おばけやしきも嫌い

アレにお金使うのもったいないの。

なんかお化けの形態してたら怖いのかしらん

あれだけデジタルに囲まれ、

人間の匂いがしたら

都会と一緒やん！

っていうかにぎやかやねん

ホンマに怖いってのは

真っ暗



上もしたもわからなくって

前１メートルくらいしか見えなくて

完全な静寂

んで森。

時々風で木々がざわ・・・ざわ・・・（ある漫画のパクリです）

もうね、出る、出ないに関わらずこれが一番怖いです

何がでてくるかわからんし

前に進んでるのか、後ろに戻ってるのかさえわからないし

極端な話をすれば

自分が生きてるのかさえわからんし（馬鹿）

んで、脅かし役の人ががぁっと出てきたら

逆にホッ、とするんですｗ

わかるかな〜〜〜？

ちなみにこれ、ボーイスカウトで小２から中学校くらいまで



ちなみにこれ、ボーイスカウトで小２から中学校くらいまで

毎年キャンプの１日目にやってた肝試しの内容です。

ただ一本道をまっすぐ歩くだけ

ただし光なし（懐中電灯禁止）

走りもなし

ただ前向いて歩くだけ

後ろをむくな〜走るな〜こえ出すな〜っていうのは、出発前に怖い話をして

脅してそうさせないようにするんです

怖がらされたら誰だってそんな行為しませんよｗ

ただね〜〜

１回生のときリーダーでキャンプにいき、逆に肝試しをしかける側になったんですが

ゆとり教育なのか

２人組制で

しかも懐中電灯をもたせて

いってたんですよ！！？

ありえなくね？



まぁ僕が中心になってまとめて、懐中電灯を奪ってなんとか一人でいかせようとしたけど

「ごめん、マジＰＴＡに怒られるから」

って、努力むなしく結局２人組制度になってしまいました。

ワタクシが子供のときと同じ隊長やのに・・・丸くなりすぎなんだよ・・・

まぁ

僕も年をとれば丸くなるんですかね・・・

あー長くなった。むだにｗ

ねます

１３日の金曜日・・・ｗ

今日の一文字は「肝」

今日で４回目かな・・・？

絶対誰も見てないだろうけど、敢えて書き続けますｗ

まぁ練習程度にやってることなので、お付き合いくださる方はお付き合いくださいｗ

まだ第２章です。そろそろ題名かえよっかなｗ



「キューピッドは僕！？」（←仮題）　「ある朝僕は・・・」にしようかな？

　　２−４

その後は、お話にならなかった。

１０ホールに向かう前にそんな状態になってしまったので、結果は散々である。最終的なスコア

は４オーバー。

普段の僕からしたらまたしても奇跡的によい成績の筈だが、今日はそうは思わなかった。自分が

あまりにも情緒に揺らぎやすいことをしり、さらに陰鬱となってしまった。

それに、まさか一人の女性を恋愛対象としてこれほど深くみるようになるなんて思いもしなか

った。

僕は、恋愛なんでゲームに似ていると思っていた。かのビー○ルズもそんなことを歌っていた。

適当に愛想を振りまいて、気を遣ってあげて、清潔にしていれば、そこそこ女なんて寄ってくる

ものだと思っていた。

だが違った。

彼女の可愛さに惚れてしまった。と、思う。これが好きとかどうとかは、よくわからない。大人

になってから初めて、人を好きになるということはこういうことなのだと実感した気がする。ま

るで小学生のときの初恋だ。あの感じに似ている。好きだけど遠くから見ているしかない、憧れ

るしかない、イライラする感じ。今はそんな気分である。

僕はカントリークラブに戻って来、喫煙所で煙草をふかしていた。陰鬱さを目に見える、煙だ

と思って吐き出した。だが、このもやもやとした気持ちは晴れないどころかどんどん溜まってい

った。

問題は、アイちゃんという点である。よりによって、親友との約束である。アイちゃんと仲良く

成らせてほしいという親友の頼みに、協力すると約束したのである。

僕は、恋人ももちろん大切にするが、友達の約束も同じくらいかそれ以上に大事にする。何故だ

ろう？自分でもわからないが。友達は全てを抜きにして笑いあったりすることができるから、と



ろう？自分でもわからないが。友達は全てを抜きにして笑いあったりすることができるから、と

でもいうのだろうか。それに、社会人ともなるとあまり友達と遊ぶ機会もなくなってくる。から

であろうか。ともかく、友達は大事なのである。

故に、友達は裏切ることはできない。カズの頼みであれば、アイツの願いを叶えてやりたい。そ

う祈るのみだ。

だが、好きになってしまったかもしれない。ダメだ。好きになってはいけない。

出家した坊主はこんなことを考えるのだろうか？女を愛せない坊さんの気分である。

頭を軽く２発叩き、気合を入れた。よし、好きにならない。

「ヨシくん？」

ドキッ。

意識しなくとも心臓が早くなってしまう。本当にまるで子供時代に帰ってきたようだ。そうとは

露知らず、アイちゃんは怪訝そうに僕を見つめていた。

「な、何でもないよ。どうしたの？」

「はいこれ、ヨシくんの今日のスコア」

ボーリング後にもらえるようなスコア記録を渡された。

「明日もがんばろね！」

「あれっ、明日もアイちゃんだっけ？」

「そうだよ〜２日連続。あっ、もしかして嫌がったでしょ！」

ぷりぷりと怒るアイちゃん。その言動がまた可愛らしい。

「ま、まっさか！明日も楽しみだなぁ〜〜」

僕はもう限界で声が上ずってきている。だがアイちゃんは勘違いをしたようだ。



「ひど〜い・・・私が醜いから・・・私が醜いからなのね！！」

めそめそと泣きまねをするアイちゃん。そんな冗談を言うキャラだったとは。

「ちょ、だから違うってば〜・・・」

「困った？」

急にぱっと明るい表情になった。僕は安堵した。

「ああ、困ったよｗ」

「やったね☆じゃあ、また明日ね！」

「あ、まっ・・・」

呼び止めようとしたが、アイちゃんは足早に歩いていってしまった。その態度は少し冷たさを感

じざるを得なかった。

僕の今日の記憶は何故かここで途切れてしまっている。

我に返ったのは次の日。カントリークラブに来てからだ。

昨日はあの後、自分がどこに帰ったのか、そしてどうやって寝て、どうやって出てきたのか一切

覚えていない。

そもそも、今日もゴルフに来る日だったのだろうか？

普通、土日連続でゴルフをするか？疲れるだろう。まぁ上司命令ともあらば仕方ないが、カズと

くるこのカントリークラブは普通会社関係で来る事はない。

アレ？

ふと気がつけば、体の疲れはない。



昨日のティーショットの時の様に、すがすがしい気分である。相変わらずカズの約束とアイちゃ

んのせいで陰鬱なのは変わりなかったが。体力はどれだけ寝たのやら、昨日の疲れなど全く残っ

てはいない。

僕は疑問を覚えずにはいられなかった。

何か忘れている。何だろうか。

答えを得られぬまま、２日目のゴルフが始まる。

続く



nanacoカード

知ってますか？ななこカード

セブ○イレブンが新しく始めたサービスなんですが

なんか

店側の利益しか追及してないんですよ・・・。

なんかその店に勤めておきながらなんか批判すんのもアレですけど

たしかにねぇ、ご飯はおいしい。パンとかおにぎり、結構おいしい。

けど

これはないｗ

このカード。

何がダメかっていうと

普通、ヨド○シみたいに買ったときにポイントつくと思うじゃないですか？

ロー○ンだってフ○ミマだってそうですよ

でも

このカードはポイントつかない！！

じゃあいつつくねん！ちゅーね。



それは

お金をわざわざカードにチャージして

そのお金で買わないとつかないですよ

えーーーーーだと思いません？

しかも

こちらにとってみたら

現金はすでにこっちで預かってるから計算ミスとかないし

っていうか余分に預かってるから余計にもうかる？し

レジとかめっさ早く終わるからお客さんつまることないし

ポイントなんてすずめの涙ほどだから全然損しないし

もっとねぇ

お客さんのこと考えたほうがいいんじゃないですかねぇ？

なんか、勤めてるからこそそう思う

もっと還元しろよ



マックより店舗数多いとかっていばってる場合じゃないよ

そらそんだけ儲け主義に走ってたら店舗拡大もできるよ。

客に対するサービスがほとんどない。

自分が勤めてなかったら絶対いかないね・・・セブン○レブン

ヨド○シなんかすぐ１０００ポイントくらいたまるのに・・・

うちの店長。カードのシステムができてからもう１〜２ヶ月たまり

毎日１０００円くらい買ってるのに

やっと１０００ポイント。

＝１０万は軽く使ってるのにだよ？

いみね〜〜よ〜〜〜

打開策を要求します・・・

今日の一文字は「意」

そしてまぁ、ほぼ誰も読んでないことを祈って、好き勝手やりますｗ３日目。物語は続きます。

今日から第２章。



「キューピッドは僕！？」（←まだ仮題）

　　　２−１

９ホールが終わり、僕たち２組は途中の休憩所でお昼ご飯にすることにした。

僕の結果は±０。パーだ。

普段会社のコンパで行くときの成績からしたら奇跡のような好成績なのだが、何故かいつもより

できてない気分になり、陰鬱になっていた。

自分でもそのことが不思議だった。今日は飛距離も倍近くとぶし、自分の中で±０は評価が低いよ
うに感じる。

まぁいいか。

そもそもの原因は、カズの電話と、アイちゃんの態度なのだ。

その当の二人といえば、カズが何やらアイに積極的に話しかけに行っている。まぁ珍しい。僕は

心の中で半分応援、半分嫉妬しながらその光景を見つめていた。

「ねぇ、ヨシくん」

「おわっ」

思わず変な声がでてしまった。そりゃ誰だって覗き見をしているとき後ろから声を掛けられた

らびっくりするものだ。

驚かせた人物は、今日のカズのパートナー、ミカだった。

「カズくん、アイちゃんのこと好きなんじゃ？」

「え？」

ミカちゃんは心配そうに二人を見ている。

「どう？」



「え、さ、さぁ・・・？」

僕はとぼけた。もしかしてミカちゃんもカズのことが好きなのだろうか。まぁウブな上、男前で

あれば母性本能をくすぐられるというものなのだろうか。

「ミカちゃん、何でそんなこと聞くの？」

「別に・・・ただなんとなく。仲よさそうだなぁと思ってさ・・・」

その物言いが悲しそうに見えた。やはりカズのことが好きなのだ。自分の周りには隠し事が下手

な奴ばかりで気が楽である。

「ま、まぁ喋ってるだけじゃん！ミカちゃんも輪にはいってくれば？」

「え、いや〜よそんなの。まるでカズくんのこと好きみたいじゃん」

「違うの？」

僕はニヤニヤしながらミカちゃんを見つめた。それを見ると途端に彼女は憮然とし、あさっての

方向へと歩いていってしまった。

しまった。怒らせたかな・・・？人には女の子への接し方とかアドバイスとかしておきながら、

なんて無様なのだろう。後で謝ろう。

去っていったミカを少しだけ気にかけつつも、カズとアイとのやり取りの方が次第に気になって

いく僕だった。

　　２−２

「さっきはカズと何話してたの？」

遠くから聞き耳を立てていてもあまり内容が聞こえなかった。故に、話のネタとして持ち出して

みた。

「えっ、知ってるの？」驚きの表情でアイちゃんは言った。



「そりゃあんな往来のど真ん中で話してたらわかるよ」

「ありゃりゃ・・・見られてたんだ〜私ってバカ〜・・・」

「別にそこまで気にしなくても・・・カズが泣くよ？ｗ」

「そ、そうよね、別に見られたからってどうってわけでもないし！」

何か、二人で話していたのがそんな気まずいことだったのだろうか。

「ご、ごめんな・・・そんな見られたくないもん見ちゃって」

「え、いいよそんなの・・・あんなとこで話してたのに謝られてもｗ」

・・・・・。

沈黙してしまった。話題が最悪。話の切り出し方も最悪。お気に入りの子の前ではうまくいかな

い僕だった。だがすぐにアイちゃんが気を遣ってか、気まずい空気を流してくれた。

「それで、何の話だっけ？ああ、何話してたかだっけ？」

「え、いいよ別に！聞かなかったことにしてよ！」

「そんな隠すほどの内容じゃないからいいってばｗほら、好きな食べ物は何とか、趣味はなんだ

とか、そういった話だけよ」

・・・・カズ、お見合いのつもりか？

ま、まぁ女性に対して口下手なカズが自分からきっかけを探しにいっただけでも大した進歩では

あると思うが。

「カズくん、なんでそんな事聞いたんだろ？」

「はは、そりゃあアレだよ、アイちゃんに興味あるんだよ」

「わたし？」

「アイちゃんは興味ないの？カズみたいな男に」



「アイちゃんは興味ないの？カズみたいな男に」

「う〜ん・・・」

アイちゃんは考えている風に腕組をして、唸ってしまった。

そんな考えることか？カズのことが好きなんじゃないのか？少々口惜しいが。

また沈黙が訪れた。今回のはさっきほど気まずくはないが、黙っているのもやりづらい。

「そ、そんな考えなくていいよ。ごめんごめん」

「プッ」

急に、アイちゃんが噴出した。あれ？何故かウケた？

「あれ？今面白いこと言った？」

「アハハ・・・違う違う、ごめんごめん、急に吹いたりして」

「いや、別にいいけど」

「なんかヨシくん、ずっと謝ってるからｗ」

・・・・そういえば、さっきから誤りっぱなしの様な気がする。別に僕に誤り癖があるわけでは

ないのだが。アイちゃんはよく気がついたものだ。

「ヨシくんはみんなに優しいね」

アイちゃんが、優しい笑顔を僕に向けてくれた。

それは、見るもの全てを虜にしてしまいそうな笑顔だった。

　　　２−３



「私ね」

アイちゃんは空の方に向き直り、遠くを見つめながら話し始めた。

「小さい頃から、ゴルフばっかりやらされてたの。お母さんがプロゴルファーの端くれだったか

らね」

えっ、身の上話ですか？しかもそんな話は初耳である。

よく考えたらアイちゃんの素性など全く聞いたことがなかった。僕はかなり驚いたが、ツッコま

ずにアイちゃんの話に耳を傾けた。

「来る日も来る日も、ゴルフ、ゴルフ。最初は優しく教えてくれてたお母さんも、次第に伸びの

悪い私にイラっとしたんでしょうね・・・怒りっぽくなっちゃって」

・・・よくいる教育ママに育てられたようだ。

「それでも私、がんばってね。高校の頃には次世代を担うなんちゃら！みたいに騒がれた時もあ

ったんだよ」

「えっ・・・マジ！？」

「うん☆・・・でもね。高校卒業したころから、お母さん、何も言わなくなった。そうやってみ

んながもてはやしてくれたことに、お母さんは満足したみたいだけど。それで私、それまで言わ

れ続けてたのが急になくなったから調子に乗って、全部捨ててきちゃった」

笑いながら、さらっと物凄いことをアイちゃんは言った。

「えっ、捨ててきた・・・って？」

「家出してきちゃったｗそれでそのまま。家族とか騒ぐマスコミとかもほったらかし！それでそ

のまま、ゴルフもやめたの」

「ええっ！！」

「・・・親に言われてずっとやってきたことだからね。もうやらなくてもいいんだ！って思った

ときは、胸がスッとしたわ・・・」



ときは、胸がスッとしたわ・・・」

「・・・うん、わかる、その気持ち。大学受験もう終わったと思ったらスッとしたし」

「何か違う気もするけど、そんな感じｗでも、ゴルフは何故か好きなのよ・・・血かな？それで

こうやってこのカントリークラブにもぐりこんで、キャディの仕事してるの」

・・・いきなり、すごいカミングアウトをされてしまった。

「な、なんでそんな大事な話を僕に？」

「えっ？さっきの話の続きよ？」

？アイちゃんは何が言いたいのだろうか。

「私が興味あるのは、ゴルフをしてる人みんな」

「えっ？」

「私が好きなゴルフを、でも捨ててしまったゴルフを、楽しそうにやってる人みんな興味あるわ

。カズくんも、ヨシくんも」

フフッ、と、また微笑みかけられた。

「ヨシくん、ゴルフがんばってね☆」

木漏れ日によって明るく照らされた彼女の笑顔は、まるで天使の微笑みだった。

うっ

まるで、デス○ートに名前を書かれたかのように胸が痛くなった。

アイちゃんは計算してやってるのか？それとも天然なのか？



完全に入った。まずい。

カズの手助けをすると言っておいて、これはない。自分でも有り得ないと思った。

だが。もう手遅れだろう。

少し苦労した過去をもつ彼女。だが今を精一杯生きる彼女。カズにも僕にも、優しい笑顔をくれ

る彼女。

僕はこの子のことが、好きなのか？

続く

何か自分で書いてて、『まるで、天使の微笑みだった』はきしょいと思ったｗ



とんでもない勘違い

あー

やっと休みになりましたね

これで

夜勤明けそのまま１限にいったり

その足でバイトにいったり

することなくなるんですね！？[:ぴかぴか:]

いや〜助かるわ〜〜

まぁ今はテスト勉強しなあかんけど

今までの生活よりは

動かないだけマシ。寝れるだけマシ。

まぁ寝れるかどうかは勉強しだいですがｗ

そうそう

とんでもない勘違いしてたんですよ！！



なんと

テスト今週の木曜からやと思ってたし！！

来週やったし！！

あわててバイトの休みの日を変えてもらいましたｗ

まぁ

ゆっくりレポートに時間かけれるからいいけどヽ(○´∀｀○)ノ

それを知るまで、

レポートと木曜のテスト勉強をいっしょくたにやらなあかん！

とかって意気込んでたのが



ゆるみましたｗ

よかったｗ

んで

今はやりの「ビリーズブートキャンプ」

キャンプインしていませんｗ

腹筋の部分だけやりました

結論

ムリ。

ダイエットになるっていうからちょっとやったのに！

あれ、ダイエットじゃなくね？

ていうかビリー隊長最初にいってたし

「これをクリアすれば強靭な軍人になれるぜ！」



みたいなことを

軍人の訓練用やん！

(ヾﾉ·∀·`)ﾑﾘﾑﾘ 

とりあえず最初の１巻だけを

七日間続けたいなぁ

誰かかしてケロｗ

今日の一文字は「余」 そして昨日に引き続きお話を書くわけですが、実は昨日で終わりじゃあり
ません。

昨日の話は引き続きますｗ

まぁ見つけた人だけ、そして読みたい人だけ読んでくれって感じの話ですわ

「キューピッドは僕！？」←（まだ仮題）



　　３

「ヨシ〜、調子はどうだ？」

後ろから声を掛けられた。ヨシというのは僕の名前だ。確か。

振り返るとそこには、某Ｊニーズにいそうなアイドル風のイケメンと、

ショートカットで小柄な、これまたかわいらしい子が立っていた。黄色いワンピースがよく似合

っている。

男の方はカズ、女の方はミカという。

「今日結構イイよ！カズ、今日こそは勝たせてもらうからな」

「はは、やる気マンマンじゃん」

カズはこのカントリーで出会い、意気投合した親友みたいなものだ。

プレーをするときは半分くらいはコイツと一緒にしている。

イケメンのくせに男として自信がない上、イケメンという自覚がないのが玉にキズだ。

もったいない。代わってほしいくらいだ。

「俺もう打ったから！先言ってるわ！」

「おー俺もすぐ追いつくわ〜」

「てなワケでアイちゃん、先に言ってよ〜か・・・」

アイちゃんのほうを振り返ると、何か遠くを見つめている。

視線の先には・・・カズかよｗ

まぁ気持ちはわかるけどね。男から見てもカッコイイと思うもん。



「あ、ごめんごめん、行こう☆」

アイちゃんはカズを見つめていたのを隠したいのか、そそくさとカーのほうに向かった。

別にいいんだけどさ・・・。

　　　４

ごろごろとトロいカーを運転しながら、アイちゃんのことを少しでも知ってやろうとお近づき作

戦を結構することにした！今日は中々勇気あるじゃないか僕。

「アイちゃんってゴルフやる男とか好き？」

「えっ・・・？」

まるっきり上の空だったのか、少しびっくりしたようだ。

「う〜ん、好き、かな？別にゴルフやってなくても好きな人は好きだと思うけど」

「えっ、じゃあ好きな人いるの！？」

「！？」

彼女はハッとした表情になった。しまった、といった感じの表情に見える。

僕もしまったと思った。いきなり露骨な話になりすぎた！

こういうのはだな・・・もう少し搦め手から攻めるのが常套手段だというのに・・・。

「いるよ」

「そうだよね〜いきなりそんなこと聞かれても答え、っているの！！？」

・・・・。

今度はこっちがびっくりさせられた。まさかこうもあっけらかんと応えてくれるとは思ってもみ



なかった。

「えっ、僕の知ってる人！？」

「・・・企業秘密だよｗ」

・・・・。

う〜ん。この感じは絶対僕の知ってる人だよ。

ていうか、もうさっきのシーンみて、明らかじゃねぇ？

カズじゃん？

違うの？どうなの？カズでしょ？あーいじらしい。

「それってさぁ、もしかして」

「ほら、もう２７５ヤード地点よ！いかないと！」

やっぱり、そこには触れてほしくないのかな。まぁそりゃそうか。僕だって聞かれたら若干困

るし。でも女の子はみんな好きだし。でもそんなこと言いにくいし。

頭の中で堂々巡りが続く。早くも１ホール２打目から今日はプレーどころじゃなくなってき

たぞ・・・。

　　　５

Ｐｒｒｒｒｒｒｒ　ピッ

「もしもし？」

「カズだけどさ、お前昨日言ってたことどんな感じだった？」

カズから電話がかかってきた。今は３ホールが終わったところで一人はなれて休憩している。成



カズから電話がかかってきた。今は３ホールが終わったところで一人はなれて休憩している。成

績は１オーバー。あれだけの飛距離を毎回稼げていたのに、肝心なところでの集中力が、アイち

ゃんのせいで（人のせいにするなんて最悪だけど）途切れてしまっていた。

「昨日？何言ってたっけ？」

「おい〜、奥手な俺に手助けしてくれるって言ったじゃん・・・。アイちゃん、俺のことどう思

ってると思う？」

しまった、忘れてた。

昨日、今日が僕のパートナーとしてアイちゃんがつくのをいいことに、カズのことをどんな風

に思ってるか聞き出す羽目になっていたのだった。

カズは本当に自分に自信がなく、女の子を前にしてもまともに話せないくらいの奥手なのである

。

そこでまぁ女の子の扱いが得意な僕が親身になって世話をしてやる！と約束してしまったの

だが・・・。

だが忘れていたと言っても、もう聞けたも同義ではないか？さっきの反応を見る限り、カズのこ

とを好いてるような感じではあった。まぁ親友に不確かな情報を与えておじゃんになってしまう

のも困るので、ほどほどな表現にしておくが。

「そうだなぁ、アイちゃんちょっとお前のこと気に入ってる感じだったぞ」

「本当か？何か自信全然ねぇよ・・・。どうしたらいいんだよ・・・」

「まぁハーフの休憩とかで自然に声かけてみろよ。俺を話題に使ってもいいからさ。アイツ下手

だけど世話大変でしょ？みたいなさぁ」

「そっか・・・ちょっとやってみるわ。それとさぁ、ミカちゃんは俺のことどう思ってると

思う？」

「お前・・・アイちゃんもミカちゃんも手なづけたいのか。奥手なくせに欲張りだなｗ」

その後、アイちゃんとミカちゃんが思っているであろうカズへの評価と、お近づきになるための



アドバイスをして電話を切った。

「ふぅ」

ため息をついてしまった。幸せが逃げるから普段はしないのに。こんなに憂鬱な気分は仕事中に

なるくらいのものだ。ゴルフ中には感じたことなかったのに。

アドバイスしながらも、そのアドバイスを必死に止めようとする自分がいた。

カズにアドバイスするんじゃない。アイちゃんを持ってかれるぞ。お前はそれでいいのか？と。

もちろん、それでいいと思ってた。昨日までは。

それに、カズは奥手だ。僕がなんとかしてあげないと、アイツはこの先一生彼女もできないだ

ろう。アイツに適切なアドバイスをやる。それが僕の役目だ。

役目

役目か・・・

なんでそんなことを思ったのだろう。自分がちょっと女遊びしたことあるからといい気になって

いるのだろうか。

緑や空、風はこんなに気持ちいいのに、僕の気持ちは対照的に少しダークネス寄りになっている

気がした。

続く



ブログの隅々までみてますか？

まぁワタクシ自身人のブログそんな隅々まで見てるかっていえば

そんなことはありませんがｗ

まぁとりあえずうちのブログで注目してほしいのは、左！　（今のところ）

（注：今のところという表記にしたのは、テンプレートを気まぐれですぐ変えるからです・・・

）

まぁ左側のカレンダーとかある列を下にすすーっとスクロールしたら

ほら出てきた

それはなんでしょうね〜？

１　リブリーアイランド

これは・・・

まぁ

説明できんｗ

なんかペットを飼えるというだけのやつなんですけどねｗ



結構可愛いと思いません？

家でペット飼えないからネットで飼うという・・・

まぁなんと根暗というかなんというかｗ

でも餌食べるすがたとかかわいいのでぜひおためしあれ

無料です！

なんかお金かけたらさらにいいペットとか

島とか買えるみたいでうらやましいです！

でも

無料で楽しむからおもしろいんじゃんねぇ？

２　りらっくま

まぁ、説明いらないと思いますが

りらっくまですｗ

おうちにきましたｗ

完全に人の影響ですが、りらっくまにはまりまして

よくキディランドに連れて行ってもらってます。

んでりらっくまコーナーのビデオみてまったりしてますｗ



おっさんのくせにｗ

りらっくまをクリックすると

このブログで（勝手に）学んだ言葉をしゃべってくれます

まぁ話しかけすぎたらふてねして反応しなくなるけどｗ

これも無料でできるんでおためしあれ

３　ブログスカウター

今日なんでこんな日記書こうと思ったかっていうのは

ひとえにこのブログスカウターに登録したかったから

注目してもらおうと思ったわけです。

なんか、社会に対する影響力（インフルエンス力）を計測する

らしいです。

集客とか、更新頻度とかをみて、社会にどれだけ自分のブログが影響あるかみて

くれるらしいです。

んで、数字が書いてあって、今１やけど１〜１００まであって、影響力が

あればあるほど数字があがっていくらしい。

登録最初の日は１だけど



はたしてどれくらい上がるだろうか・・・

少なくとも１０くらいいってほしい

眞鍋か○りとかのブログとかしょ○たんのブログなら１００なのだろうか・・・

だってミクシィとかみてたらたまに「カワユス」とか使ってる人いるし

あれが目に見える形の「インフルエンス力」なんでしょうねぇ・・・

ほしい！

インフルエンス力ほしい！

今毎日平均して４５０人のお客様、がきてるかどうかはわからんけどｗ

ページビュー数は４５０を超えるほどになりました

１日１万人くらいきたら５０くらいかな？

とりあえずパワー計測にご注目しててください☆

てか、スカウターとかって名前つけたん

絶対ドラゴ○ボール世代の人やわ〜ｗ

今日の一文字は「響」

隅々をみると書いたもんだから気になって続きを観てしまったあなた！



隅々をみると書いたもんだから気になって続きを観てしまったあなた！

ありがとうございます。

まぁそういうわけで唐突に物語を始めようと思いますがついてこれますか？

レッツゴー＼(∴｀┏д┓´)ノ

「キューピットは僕？」←（仮題）

　　　　１

う〜ん、気持ちがいい。僕は思わず伸びをする。

さわやかな風、澄み渡る青空、目の前に広がる草原、手入れされた風光明媚な景色。

そう、僕は今、ゴルフ場にで第一打、ティーショットを打つところだ。

なんとすがすがしい気分であろうか。こうも解放された気分になると鼻歌でも歌いたくなるほ

どだ。

いつもは仕事に追われ、趣味はもちろんのこと休息もままならぬ生活の中で、こんなのんびりし

た時間を送れるのはいくぶりのことであろうか。

僕は久しぶりの休暇が始まったことにウキウキしていた。しすぎていた。

大事なことも忘れて。

　　　２

「がんばってね！」



クラブを構える後ろで声をかけてくれたのは、このカントリークラブに舞い降りたエンジェル、

アイちゃんだ。

そのいかにもゴルフをします！といった、サンバイザーやへそだしのトップなど、どれも愛ら

しい。長い髪をポニーテールでまとめあげ、その大人とも子どもとも言い切れない愛くるしい顔

立ちが引き立っている。

そんなアイちゃんは今日、僕のキャディさんを勤めてくれるという！なんてツイてるんだ！

「ありがとう☆」

後ろで声援をかけてくれるアイちゃんに、精一杯のさわやかアピールをこめた笑顔で返すと、改

めて目の前のボールに向き合った。

正直言って僕は、ゴルフは好きなのだが、あまりうまくはない。

ボールの上や芝を叩いて飛ばないことはもちろん、その飛跡？もフラフラとまっすぐ飛んだ試し

がない。

その前にまずフォームが、ごてごてぼて、と、ぎこちない。

だが

バシッ!

「ナイスショット！！」

アイちゃんが後ろですごいほめ言葉をくれた。めちゃめちゃウレシイ。



アイちゃんが後ろですごいほめ言葉をくれた。めちゃめちゃウレシイ。

自分でも驚いた。事実、僕のクラブはボールのど真ん中にジャストミートし、その飛跡は限りな

くまっすぐに近い。しかも飛距離も中々のものだ。

「２７５ヤードです☆」

アイちゃんが遠くで計測している係員の合図を読み、数字を言ってくれた。

に、２７５！？

僕は今まで正直２００も飛べばかなり調子がよかった。

普段はよくて１５０くらいだ。１ウッドで１５０だ。それがどうだ。倍近く飛んでやがる。

「すごーい！やるじゃない！」

アイちゃんが僕の前に回ってウインクしてくれた。その仕草が可愛らしすぎる。僕は思わず赤面

してうつむいてしまった。

「きょ、今日は天気も風も気持ちいいから調子でたよ！」

・・・・・・・。

なんだか、最高の一日になりそうである！！



久々練習

なんか最近かんかく戻ってきたみたいｗ

自分でだいぶ現役のころに近づいた気がする

それにしても現役を離れてさらにうまくなっていたという

Ａくらさんとかは尊敬します・・・

むりや

ブランクってホンマにあるんやなぁ

そのうち

自転車も乗れなくなってたりしてｗ

今日の一文字は「隔」

わーみじか



怖い話が大盛況。

自分でもびっくりしてるんですが

最近ワタクシの日記、毎日４００〜４５０ビューをいただいております

誠にありがとうございます★

何かそんなおもろいか？

とか思ってたけど

どうも半分くらい

「トトロ」の・・・「怖い話」の回につられてきてるみたい。

ちなみに

↑の文に「」と・・・を入れたのは

その単語で検索したときこの日記に飛んでこないようにする対策ですｗｗ



あっちに飛ばないと幻滅しそうやし。

最近たまに思う

なんかこんだけの集客を商売にできないかとｗ

トトロ関連商品とか並べたら売れるかな？ｗ

ムリやなｗ

そういえば今週のミッション報告

ほぼコンプリート！！

まぁほぼというのは

ちょっと授業に遅刻したりとか

やらないといけない予定のなかに含まれていなかったやつで

予定していたことはこなしました！



もーねー

1時間睡眠で平気な顔して外長い距離歩いてるときは

「今俺って命削っているからこうして平気な顔してるんちゃうん・・・」

とかって怖くなりましたｗ

だって先週ホンマ寝てなかったし

炎のチャレンジャーあったらマジ出れるｗ

とりあえず今日は爆睡

今日の一文字は「削」



こんな生活できますか？

夜勤から帰ってきました

今週はほぼ寝てません

今週トータル5時間くらいしか寝てません

なんか

自分よくもってると思うわ

からだがもつ、って意味です

なんか

こんなやったら

規則正しい生活のできる社会人のほうがマシとか思い出してきた

そりゃたまには徹夜もあるけれど？

今の生活に比べたら絶対マシ・・・

まぁその分人間関係とかに苦労するんやろうな・・・



人間関係に苦労するか

睡眠とれないままの様々な作業に苦労するか

考え物ですな

今日の一文字は「労」



リアルスネ夫みたいな子ども

がいました

その子は近くのダンススクールに通ってる子らしいですけど

まぁ指導のお姉さんらしき人と一緒に買い物きてたんですよ

会話の内容がすごかった

「ごはん食べにいったらどれくらいから高いと感じる？８００？」

とか

「僕ビリーのＤＶＤもってるで〜貸したろか〜今も人に貸してるけど」



「小銭じゃまやな〜募金するわ！２１円〜！えら〜〜！！」

「今４０００円しかないわ〜どうしよ〜」

死ね。



金と物の話ばっかすんな

ちなみに店長のおくさんに後できいたら

中１だそうです

おくさんいわく、めっちゃわがままだそうです

金と物の話しかしないしな・・

親どんな育て方したんや

なんか話し方も酔っ払った親父みたいやったし・・・

就職できるんかな？ｗ



最近としなのか

素行の悪い子どもとかみれば

親はどんな教育したんやろうと思う

まぁうちもヒステリーな家庭やけど

子どもはまともに育ったし？（反面教師（親？）？）

でもやっぱ圧迫な家庭もいややなぁ・・・

でも自由すぎて↑みたいな子どもになっても困るし

「１５の夜」の子どもみたいになったらどうしよう(´д⊂)

まぁそこまで行ったら逆にすげ・・・って思うかもｗ

素行の悪い子どもの親は

とにかく是正してほしいです

今日聞こえた子どもの声



「おやつ２１０円までいいでしょ〜〜」

どんだけ贅沢やねん！

普通５０円とかやろ〜がりがり君がギリみたいな

まぁ親の機嫌よくて１００円みたいな？

２１０円って

キャベツ太郎が２つ買えて晩飯いらんわ。

今度子どもの珍発言特集しよ★



今日の一文字は「子」



ミッション若干コンプリート

昨日の時点で自分に与えたミッション、今日の分は確実にコンプリートしました。

英語の報告書つくりもしたし（９０％完成）

月曜の教科のノートも手に入れた

明日の準備もした

８月から働くとこに向けてのアプローチ準備（履歴書送り）もした

うん

こんな感じで今週いければいいな・・・

忘れてることはないかな

とりあえず

４日にＳＰＩと英語の報告あっ、１３日締め切りのレポートに関する本を借りなきゃ

５日に足りないノートのコピーと先生への質問にいって、今借りてる本の延長・・・

レポートに関する本も5日にするか・・・

６もノートあつめと質問やな・・・レポート提出する教授もいるし

まぁ5日の4限終わった時点でほぼミッションコンプリートやな

この予定にバイトの夜勤やら夕方やらがはいってくるからせわしない



まぁみんな今の時期はそうだと思いますが

自分のことする時間がない〜

まぁ8月からあるからいいねんけどｗ

毎日が日曜日〜

ニートやんｗ

一応8月からフリーターかな

就活も続けるけどね〜

果報はねてまて

今日の一文字は「予」



佳境にはいってきました

あーやばい

この水曜バイト終わりまでが勝負です

あまり睡眠とれなさそう

とれるうちに取らないと・・・

あ〜今日図書館に借りてる本の延長してこないと・・・

ってかテスト期間までに本類なんとかしないと・・・

あー要約も残ってるんやった

しかもレポートあと１０日や〜資料あつめな・・・

誰か

手伝って・・・

お

お



お

おうえんだーん！！！

押忍！！



応援団「・・・・・・」

応援団「そりゃムリでしょ」

誰かヘルプミー。

応援団やりたいよ〜

今日の一文字は「援」



ソウルトゥソウル

あーからかった

久々に行きました。ソウルトゥソウル

知ってます？

梅田にある、なんでもから〜い店ですよ

最近激辛系に飢えてましてね・・・

夏なのにから〜いものがたべたくなって

頼んだのが

ソウル焼きって名前のキムチ鍋。

二人前って書いてたのにめっちゃおおかったしｗ

それを結構一人で平らげてしまったしｗ

まぁ一緒にいった竹○とく○ちぇけはその後にまた飲み会が控えてたらしく

食事を抑えてた・・・

どないやねんｗ

まぁ竹○から内定祝いいただきました〜



けっこういいシャーペン。

ありがとうｗ

しかし

明日法事で

家におじさんがとまりに来て

オヤジと兄弟げんかして

スーパーうざかったﾏｲﾔ(´Д｀)ﾋｨｰ 

子どもの前で恥ずかしくないんかな？

今日の一文字は「辛」



あっついねん背広！！

誰かに背広って言ったら「は？」って言われるタスクです。

スーツっていまだにぱっとでてこんわ〜

昔おかあさんと一緒って番組で

パパの背広はいいな〜♪

ポケットがいっぱいあっていいな〜♪

って歌があって

そっから背広っていうくせがぬけない・・・

まぁそれはいいとして

今日説明会いったけど

相手クールビズやった・・・まぁそれはいいとして

「こっちはクールビズですけど、面接はそのスーツのかっこできてください」

って言われた・・・

なんで？



もう暑いねんけど！

ていうかねぇ

やめたらいい！

背広。

せめて夏の間は

クールビズでいいやん！

夏の学生みたいなカッコでいいやん？

だって

服なんか何でも仕事できるし

人間できてる人は常識ある服きてくるやろうし・・

服に囚われるなんて前時代的すぎる！

なんか軍隊の時代の残り香？っていうの？

小泉内閣はえらいと思いますね

温暖化防止のために涼しいカッコして空調を弱くしようみたいな考え

いいと思います。みんなマネするしね

しかし



まぁ真面目にみせる意味はわかる

そっちのほうがちょっと緊張した空気になるのもわかる

しかし

背広に囚われるのはあからさまに全時代的だ

ていうか

常識的な服選べるかも選考基準にいれたらいいやん

もうね

ワイシャツが汗ばみ

スーツのせいで汗が乾かず

しかも就活生は上着脱いだらあかんみたいな風潮？

もう

死ね

まぁみんな通っていく道なので仕方ないし、クールビズしてる人も通った道なんで

やらせたい気持ちもわかるけどね・・・

まぁなんでもいいけど

背広できてるのに

私服で説明会すんのやめようよｗ



どっちかにしようよｗ

でもこの前

某説明会いって

私服が３割くらいいてばびった

しかもみんなアキバ系の服やった・・・

がーん

あー

暑いです

デオドラントスプレーとひんやりする顔ふくやつ（笑）がてばなせません。

今日の一文字は「湿」



食欲減退？（いい意味で）

なんかこの前ちょっとした病気にかかり

お腹にウイルスがいき

まぁそれこそ食中毒患者というか

なんかそんな感じの状態に２日くらいなり

なんか食欲減った！

昔はお腹がぐぅ〜って鳴ったらたえれんかったけど

なんか最近お腹すかなくなってきた気がする

まぁすくことはすくんですがね

なんかそのサイクルが長くなったのかな？

なんか

助かるｗ

食費も浮くし



脂肪もへるし

この夏はスリムにいきたいなぁ〜

久々にバーゲンいって服かいにいこｗ

バーゲン・・・いきたい！

昔は某Ｊさんを隊長に軍団を編成して乗り込んでたのにね〜ヘップとかに

コムサとかいきたいな〜

ユニクロとかもやらんかな

あとはヘップの６階のあのおとこもんの店。

混むからいややけど、そのおかげで店員に話しかけられないからイイｗ

楽しみ★

今日の一文字は「燃」



恋愛モノ感動の法則？

ちょっと小説をまたしたためてみたいなぁ〜とか思った。

まぁちょっとしたきっかけでそんなことを思いました。

で、最近思ったんですが

恋愛モノってあるじゃないですか。

んで、絶対泣く映画とか本ってあるじゃないですが

あれって絶対

病気

か

別れ

じゃないですか？

なんかずるいと思うんですけど

死んだら、悲しいに決まってるやん！



別れたら悲しいに決まってるやん

なんか外国は病気より

銃で死にますよね？

そんなんかなしすぎるわいや！！

でも

それって感動の涙じゃないですよね・・・？

かなし涙やん

もしかしたら



ワタクシは

恋愛モノで本当の「感動の名作」ってのを見たことがないんかもしれん

恋愛モノって何があるっけ？

せかちゅー？

ビューティフルライフ？

僕達がいた？

あれ

外国のん何がある？

アルマゲ？

ちゃうな

冬ソナ？冬ソナみたことないｗ

ボデーガード？

韓国って記憶喪失系好きですよね？ｗ

うーん

やっぱ

ハッピーって感動しないんかな！？

まぁ成就してくれるのはうれしいけどね〜

ラブコンとか？



あれはがんばった小泉さんが報われてちょっぴり感動したけどｗ

なんかむずいね〜

大人の恋愛してないってことかな

お話をかくのはむずい

今日の一文字は「噺」



昨日の日記の逮捕者のように自分もキレやすかったら

『ニュースです

今日未明、兵庫県のコンビニにおいて老人を殴打し重体にさせたとして、タスク容疑者が逮捕さ

れました

犯人の供述によると、

「袋に入れてあげようとしたら、いらん、って言われて、そこは結構ですって言えよ」

と怒り、暴力を振るったようです。』

『ニュースです

今日未明、兵庫県のコンビニにおいて女性を殴打し重体にさせたとして、タスク容疑者が逮捕さ

れました

犯人の供述によると、

「家庭用ごみを店のごみばこに捨てんじゃねぇ！！」

と怒り、殴る蹴るの暴行を加えた模様です』



『ニュースです

今日未明、兵庫県のコンビニにおいて作業員を殴打し重体にさせたとして、タスク容疑者が逮捕

されました

犯人の供述によると、

「１時間半も遅れてきて謝罪も説明もなしとはどういうことじゃい！！」

と怒り、殴る蹴るの暴行を加えた模様です』

まぁいずれも現行犯逮捕でしょうよ

まぁ前の二つは別にいいんですが

本の配達が遅れてきましてね

それも１時間半も

ちょうどパン、牛乳の配達してくる時間とかぶり、その時間はその後掃除（掃き、モップ、ディ

スポーザー、トイレ、外掃除）や廃棄処理や新聞をもらって設置して記帳してと

まぁ一番深夜で忙しい時間に持ってこられたんですよ

んで



んで

謝りも説明もせずに帰っていきましたよ

あのチッ○キチーのおっさんに似てるおっさんですよ

腹立つわ〜

んでちょうど雨あがってか、なじみの嫌いな客（嫌いな客って覚えるんですよね〜

毎度毎度１時間以上立ち読みする人とか↑のように家庭用ごみ絶対捨てにくるやつとか

絶対しょぼいので１万円使ってくずすやつとか）ばっか来たんですよ

あ〜死ぬかと思った

病み上がりやのに・・・

なんか最近不幸ばっかやな・・・

どっかに大きな幸せがまっとるんやろか・・・

それとももう終わってしまった幸せなんやろか・・・

とかく、幸せは灰色の定義ですよ

どっちかに大きく傾くことはありえない・・・あーなんか暗いなぁ

でもなんかそんな風に思ってます

それやったらネガティブなことばっか続いても展望明るいしね〜

まぁ、いいことづくしやったら、こんな理論無視してますがｗ

なんかよーわからん日記になった



ようは

キレんなってことですよ

今日の一文字は「切」



「いただきます」ができなくて殴り逮捕。

１歳の子どもが、いただきますをできなくて殴り、

重体にし、逮捕された人がいたらしいです・・・

無茶言うな。

１歳はいくらなんでも無理やろ・・・

どんなしつけやねん・・・

っていうかそんなことで怒らなくても・・・

しかもその逮捕された人、２０歳らしい・・・

年下！！

５歳も下やのに１歳の子どもがいるんやなぁ・・・



自分も１歳の子どもにはそんなことは絶対しないだろうけど

ちゃんとした親になれるんかなぁ

未だ学生やし・・・

早くカラダはもういいから精神的に熟成したいですね〜

はーすごい雨

そろそろバイトにいってきます〜

今日の一文字は「湿」



前からも後ろからもジャー。

はい

汚すぎる話ですが

これは下手をすると脱水症状になりかねん・・・

お医者さんに行きましたが

水分をこまめにとりなさい

って言われました

なんかそういう便？っていうか病気？のときって

水分とらんと治すほうがいいかと思ってたけど違うんやね・・・

水分とらなかったら流れるものもないから固まるかと思ったら・・・

ただ脱水になるだけなんですね・・・メンドクセ

今日一日ゆっくりねたら治るかな？治ってほしい・・・

明日は練習だろう・・・はやく寝ないと

最近体の調子が悪すぎる・・・タフだ〜とか言って調子乗ってた罰だろうか・・・

意外とタフじゃなかったｗ



今日の一文字は「弱」



今回の風邪はきつい。

なんか今年めっちゃ風邪ひいてるような気がします・・・

３回目くらいちゃうかな・・・？

無理しすぎなんかな？

まぁ歳もあるやろうし

昔はできた同じくらいのことが、もうできなくなってるって感じですかね？

今回の風邪はすごいです

熱はもちろんのこと

なんか胃から腸の間あたりがすっごいムカムカして

吐きたいのか下痢なのかわからんし！！



すいません、汚くてｗ

まぁ上からはなかったけど下からは何回かありましたｗ

１回学校いこうとして

関大前まできたんですが

どーにか体力で状態を保っていたんですが、関大前駅についた途端に

体力切れ？なんか「うう・・・！！」ってなって前かがみで

動けなくなり、しばらく駅のベンチで休んだものの（電車４回くらい見送ったし）

若干回復し、さぁ行こうかと思って下におりたら

全然甘かったｗ

また急にきて

そのまま大阪方面のホームに向かいましたとさｗ

そのあと芦屋まで帰り着くまで地獄でしたよ



何回死ぬかと思ったかｗ

そのままごろごろとしてすごしました

ほぼごはん昨日食べてないし・・・

昼とかヨーグルトにパン半分ずつを２切れ・・・

夜とかずっと寝てしまって食べれなかったしｗ

風邪・・・気をつけましょう・・・

今日の一文字は「嘔」



父→母→ワタクシに風邪が

多分移ってきてるんだと思います

あーめっちゃしんどい

昼飯めっちゃ食ってから全然お腹すかないし〜不思議ｗ

しかもなんかお腹の調子がすごい悪くなりかけな感じがする・・・

オヤジも

熱になったあとお腹にくる

とか言ってたし・・・

くっそ〜親のくせにうつしやがって・・・

カゼのくせにうろうろしてるからや・・・

今日の一文字は「病」



カー練習した

やっぱ楽しいですね

クルマの練習は

だいぶ乗りこなせるようになったと思います。

思い出したというか。

今日はユニバーサルスタジオジャパンの前まで行ってきました。

ユニバーサルシティ駅？降りて、なんかタウンみたいなん

続いてますよね？

なんかセンスのいい壁？に阻まれて、外側がなんなのか全然わからなかったですが

解決しました

ただの道路だったんですねｗ

でもアレのおかげでなんか、ホンマユニバーサルシティって感じですよね

道路を目にして、現実に引き戻されるってことがない

とかって勝手に思ってました。

しかもあの近くから天保山の観覧車とかも見えてよかったなぁ・・・

４３号線を進むことをオススメします



誰か

クルマかしてｗ

今日の一文字は「車」



５とび？

そんな日は客が増えるとか。

信じますか？

めっちゃ客きてうざかった・・・

そういえば

今日発売のサ○デー読んだんですが（最低）

爪を切ったら運が減るとかどうとか？

その日の朝にだっけ？

あと何かいてたっけな

足周り（くつとか？）キレイにしてたら吉とかどうとか

ホンマかな？

あーゆーウンチクって

漫画にたくさん書いてあってためになると共に

作者の教養に「ほぉ〜」って思うもんですが

作り話やったらどうしよう・・・ｗ

今日の一文字は「噂」



全力特急（京都線編）

♪特急を、忘れてたら〜　遅れちゃうんだ〜

二日酔いの中〜を〜　よ〜ろめきながらす〜すむ〜

汚れちまった僕の席　拭くものなどな〜い

染み付いたコーヒーが　ぬぐえなくなっている〜

（時間を急に）変えられて〜までも　面接することを決めたのに〜

呪文のように「しんど〜い」とつぶやいてた〜

いばらきしなどすっとばして〜　たかつきしなどすっとばして〜

とめどない、電力で〜　電車を早く動かせ〜

あのときの僕らはきっと〜　全力で京都へいった〜

河原町〜つくのは僕だ〜　♪

なんか

いばらきしの駅をすっとばしてるときに思いつきました。

いばらきしなどすっとばして〜〜♪



とかって考えた。

京都線、速いのか遅いのかわからん・・・

十三から４０分・・・前は速いと思ったけど今日は遅いとか思った・・・

ていうか京都まで面接受けに行くの大変・・・

東京まで行ってる人ご苦労様です・・・

反応は・・普通です

っていうか手ごたえとかわかんね〜

なんかもーちょっと反応してくれたらいいのにねぇ〜

今日の一文字は「京」



内定者セミナー

なるものに行ってきました。

なんかいろいろグループワークを延々５時間くらいやらされました。

なんか司会とかワークを用意してたのが

内定もらったとこと違う会社でした。

あんな会社も入りたいな〜

まぁつかれました。

そして懇親会もありました。

なんか酒飲まされた〜

おいしそうなご飯があるのに

お酒を注がれてつがれて。

しかも先輩社員の方々と話しているのでごはんとりにいけなかったし

っていうか食ってるばっかで全然誰とも話してない人とかいたし。

同じ内定者で。

意味ないやん。



あーゆー人でも受かるんやなぁって思った。

てか、こんな人も受かってるんや〜

って人もいたｗ

なんかめっちゃ失礼ｗ

見られてたらどうしようｗ

んで８時にやっと終わって９時に帰ってきて

そのまま夜勤にいってきましたとさ

はーねる

今日の一文字は「懇」



お酒も解禁、しかしまたもや

なんかやっぱしんどいときに飲むからかなぁ・・・

店長に内定祝いや〜とかってビール（発泡酒）をもらい（ただ今日は気前がよかっただけ）

家で食後のヨーグルト食べながら飲んでたんですが

やったらしんどくなった。

もう何ヶ月飲んでないかなｗ

何ヶ月ってのは大げさやけど、１ヶ月くらい空いてるんちゃうかな？

お酒。

全然飲みにいったりする機会なかったし、飲みに誘われたこともないしﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ｡

som○さんとの飲み会以来飲んでないです。

したらなんや、

この体たらく。

あーアカン

しんどすぎる



もう寝よう

なんか反応がおじん以下（以上？年齢的には）

やっぱ思った。結論

肝臓もつかわなアカン。

やっぱ普段からやってることやったら全然平気やけど、

昔の頭のまま同じようなことをするとアカン。

体がついてこない

あーそんなん言ったらホンマにおっさんやな〜

なえた

今日の一文字は「肝」

５年でこんなに変わるんやな〜

１１と１６はえらい違いやけど、２０と２５もえらい違いｗ



アカペラ解禁

いや別に禁じてはいないんやけど

（なんか『いや別に〜じゃないんだけど』って始まりのパターンばっかな気がする・・・）

関学のクレパのほうで休講に合わせてアカペラも禁止になり

まぁそれに伴いカンブリも休止していたわけですが

今日、ようやく解禁へと至ったわけです。

そんなわけで練習！

・・・

う〜ん

なんか

前、久々にアカペラやったときと同じ状況になった＿|‾|○

なんか、やっぱあれですよね



５年やってたにも関わらず

離れてたらダメですね。

一気にできなくなる。

現役時代にはできていたことが・・・！

ってなんか運動部のＯＢみたいな言い訳してみたりして・・・。

アレ、自分ってこんな下手やったっけ・・・？

みたいな状況にかなりおちました

ていうか喉使ってなかったんモロわかりで

１時間練習した後には

カラオケで４時間歌いこんだ後のようなカマ声になってました。

がーん

それって完全に



呼吸法忘れてる！？

喉の酷使・・・あーアカン

腹式とか全然忘れてる

こういう体で覚えてる系って自転車と一緒で忘れないと思ってたんですが・・・

意外とダメなんかな

じゃあクルマとかももう忘れてるかも・・・？

スノボとかさらに忘れてるかも！！！

困る・・・

スキーとか・・・（略）

なんでウインタースポーツばっかやねんｗ

やっぱアレですね・・・

結論

「自転車も乗れなくなる。」



やっぱいくら慣らしてたことでも

何年もほったらかしにすると

さびる

できなくなる。

まぁいくら現役しりぞいたとはいえ、若いもんには負けたくないですね・・・

進化、しなくてもいいから、減退しない程度に普段からやっとこう・・・

今日の一文字は「忘」

同回とか先輩とか今アカペラやったらできるんかな？ｗ



誰かクルマを売って・・・

特に廃車にするだけなら１万円で引き取るので

ご連絡を・・・

ていうか前の五月の法事以来のってね〜〜

やべ〜〜〜

教えてくれ〜〜

クルマあって時間ある人求むｗ

今日の一文字は・・・

っていうか特に今日のん日記ちゃうしなｗ

「無」



「この車両は携帯電話電源オフ車両となっております！」

うるっせえよ！！

わかってるよ！

ていうか

関係ねーーーー！！！

最近車掌さんが

エキサイトする場面が多い気がする。

マナー悪いのはもちろん最悪なのだが

私語に対していちいち怒る教授や、私語などに対して全員の評価を下げる教授と同じで



残り関係ない大多数の人間に、

すんごい不愉快。

直接いいにいきゃいいやん

うるさいねん

直接言いにいく車掌さんはえらいと思います。

ちょっと勇気いると思うんですよ、アレ。

でもその人に対してだけ言ってくれるからありがたいし、周りの抑制にもなるし。

がなりたてるだけがなりたてて後は知らん振りってのが一番最悪。

あと

最近ケータイ使わない客？

がなんかやたらとのさばりだした。

前

一番前に乗ってて



ギャルがケータイ使ってたんですが

隣に座ってたおばあさんがいきなりキレだした。

まぁギャルはそれを受けてすぐかばんにしまったんですが

おばあさんはそのギャルに対して梅田につくまで３分くらいずっとくどくど

キレながら説教垂れてた

「アンタみたいなのがいるから！！」

みたいなことをぎゃーぎゃーわめいてた

お前も迷惑なんだよ

言いかけたけどやめた。

その人は誰かに対して怒りたくてしょうがないのだろう

小言を言いたくてしょうがないのだろう。



梅田についてもそのギャルにつきまとってなんか怒ってたなぁ

アホや

っていうか

まぁ注意程度ならいいでしょうが

やたらと電源オフ車両でケータイ使ってたら怒ってくる客がいる

かなりお門違いもいいところ

阪急が決めたルールであって

法律ってわけじゃない

一般市民が現行犯逮捕、ってできるルールじゃないんだし。

その職権を振りかざしていいのは運転手さんや車掌さんといった乗組員？だろう

そっと注意というのは全然アリだと思うが（むしろそれはしたほうがよい）

キレだすのは意味がわからん。

お前が怒ることじゃない、ってね

意味わかりますかね？

ニュアンスだけでも伝わればいいんですが・・・

どう思われます？



どう思われます？

難しいところではありますが・・・

まぁ、電車内では

静かにしてろ、ってこった

今日の一文字は「奮」



ダイエット始めました

わけあって

しばらくしていなかったダイエットをまたしだしたんですが・・・

誰かいいダイエット知りませんか？

なんか

睡眠を耐えようと思ったら食べてしまうし・・・

さぁバイトや！って前はお腹すいたら死にそうになるから食べるし・・・

お腹ずっとすかない方法ないかな？

昨日は梅田のとある店で、満腹になります！みたいなクッキーに魅入って

しまった・・・

水分ふくんだら体積が３０倍になって、カロリー低いけど満腹、みたいなん

やったなぁ・・・

なんか、あぶなそうｗ

ご教授ください(´ε｀)

夏にむけてやせます。

今日の一文字は「太」



生理用品のポイ捨て禁止

まぁ、またコンビニなんすけどね・・・

まぁ、女性の生理用品でごみがでるのはわかりますよ。

汚物いれ（あってる？なんかすげーひどい言われようじゃない？）にいれて

くれたらいいですよ。ゴミ箱とか

ホンマにね、勘弁してほしいのは

生理用品を汚物入れに入れないで

トイレの裏の見えないとこに隠す人！



上においてある汚物いれに気づかないのか、外のゴミ箱に気づかないのか、

たまに隠してある！

あのね〜

ワタクシたちおじさんはね〜

対応に困る！！

どう処理したらいいんか知らないし・・・

まぁゴミ箱に捨てるだけなんですけど・・・

捨てていいんよね？そのまま。

一番いやなのがね〜

夜勤で

疲れてもトイレ掃除するわけですよ。



んでシュッシュのピッカピカ

ふーっ

やっと綺麗になって臭くなくなった

と思って、仕上げのお水を床にまいたら

んっ？

なんかトイレの裏からでてきたぞ・・・

とかいって裏からその汚物？が流れてくるんですよ！



ホンマね、

げんなり

はー

とか思って

水びたしの汚物を捨てます・・・

ちゃんと捨ててくれ・・・

そういえば一番びっくりしたのが

水を流したら

なんか流れてるなと思って拾い上げたら

なんとびろびろになってるコ○ドームが！！



きゃぁぁぁぁああああああ！！！

（写真はただの足の写真でイメージ映像）

こんなとこで



やってんじゃねぇぇぇぇえぇえええ！！

第一気づかなかったよ、そんな長い間トイレにこもってる人いなかったし（それ夜勤じゃなくて

夕方時だったので、長く入ってたら長いな〜って判る時間帯です）

もしかして男のほう

○ーローですよね。

ヒ？

はー

トイレはキレイに使ってください

今日の一文字は「済」



内定。

とりあえず取れました。

内定。

いや〜

なんとか取れたって感じですけどね・・・

まぁまだ就活は続けますよ。

とりあえずテストの準備に入る前までくらいは、かな。

まぁ９月からもバイト掛け持ちとかでまだ会社には入らないので

まだ探せるしね。

とりあえずいろんなとこ見てから、納得してから

就職に至りたいなぁとか思ってます。

いや〜でも２年越しでも内定とれた〜って感じですね。

ホンマこの会社はよくぞ拾ってくださいましたって感じです。

とりあえず報告をば。

今日の一文字は「合」



思い出の地（一応）

今日は京都のほうに面接にいったんですが

まぁ懐かしい場所を通りましたよ〜

京都市役所。

まさかこんなことがない限り二度と来なかったでしょうねｗ

まぁついでに写メってやったわけです。

カジャ懐かしいな〜

まぁでもやっぱ一度くらいは大階段で歌いたかったなぁ〜

てかやっぱ京都方面近くでライブ活動とかしてたら出れるんちゃうん・・・軽くｗ

とか今更思ってしまう・・・

まぁ今年見にいけなかったからなんともいえないけど。

しかし京都まで意外と早くつくもんですね〜

十三から４０分やったんや。

また京都散策したいな★

あー今日はなんか平和な駄文★



今日の一文字は「懐」



なんなんだこの問題は

今日、ある会社の筆記試験受けてきました。

２時間くらい時間があって、なんかしんどかった〜〜

なんか英語とか数学とか忘れてますな〜〜

はーなさけね

ところで

今までなかったような変な問題が出たんですよ・・・

まぁ問題文出すのはさすがにアレやと思うし、

もし受けた会社の方が見ていても事なので・・・

そうや

解答した文だけ書きます。

では

いいですか？

どうぞ

↓



「１９８０年以降、テレビゲームはファミコン発売より今日まで、飛躍的な進歩を遂げた。昔と

比べると今のグラフィックなど綺麗すぎるし、コントローラーなどリモコンとなり、想像もつか

ない物へと進化しただろう。

　その中でも特筆すべきは任天堂社の「Ｗｉｉ」である。リモコンコントローラーで遊べるが、

私はあまりお金がないので、Ｗｉｉの電源を入れてソフトをいれずに遊ぶ。だが意外とこれが無

我夢中になってしまうほど面白いのだ。それが「Ｍｉｉ」という機能である。プレイヤーの体や

顔を自由に作れるのだが、これが結構楽しい。私など知り合いの顔や体を作ってよく笑ったも

のだ。だが知り合いでは面白さが伝わらないので、対象はググって決めようかと思う。

　最初はハニカミ王子がヒットした。中々いい素材が見つかった。だが私はアマチュアで年下で

、顔がいいだけの子どもが取り上げられるのがあまり好きではないので、メタボリックシンドロ

ーム風に創ってみることにした。・・・できあがった。なんだこれは。ライフワークがかなり

めちゃくちゃな人物ができあがった。シンジラレナ〜イ。

　一通り王子で楽しんだので、違う対象をさらにググってみた。モーツァルトがヒットした。彼

の時代は格差社会で　—といっても現代のような中流、上流などではなく、身分制度だが—　そ

のころちょうど三権分立などの思想がでてきた頃だ。モンテスキューやジョン·ロックなどと風貌

が似ている。

　しまった。モーツァルトを作ろうとしたが、Ｍｉｉの中にモーツァルトに合うような髪型や体

系がない。故にモーツァルトは諦めることにした。せっかく彼がこのＭｉｉ内で自由に動き回っ

て踊る姿が見たかったのに。

　とまぁこんな風に、ソフトがなくてもハード面のみで楽しめるゲーム機などファミコンが出た

当初は考えられなかった。まさに飛躍的な進歩であると言える。」

はい



はい

これで、どんな問題か想像ついた方は、コメントお願いします。

正解した方に抽選で、何かプレゼント！

ていうか、わかる！？

絶対想像つかんと思う。

ワタクシも、これ何の問題やねん！

とかって思ったし。

もしかしてもう向こうは人数足りたから取る気なくって、

変な問題書かせて楽しもうという魂胆じゃないやろな！？

ワタクシやったらこんなん解答みんの楽しすぎるわ〜

んでこんな解答した学生

絶対落とすわ。

はぁ〜



明日はちょっと遠出して面接うけます。

今日の一文字は「＠」



トトロの謎

すいません、ウソです。

いや、ウソっていうか、トトロの内容が謎なわけじゃなくて

っていうかソレ前はなしたし[:汗:]

昨日訪問者が６００ちょいって言ったじゃないですか

気になりません？

いきなり２倍近くになったらｗ

と思って調べてみたんですよ。

もちろん

アクセス解析。

特に昨日の、リンク元がどこからみんな来てるのか。

したら

こんなとこからみなさんきていました。

http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%83%88%E3%83%88%E3%83%AD+%E6%80%96%E3%81%84%E8%A9%B1&rs=1&tid=top_v2&ei=UTF-8&search_x=1&fr=top_v2&yuragi=off


↑クリック！

トトロかよ！！
（三村風）

しかも一番上！すげっ！

くわしくかいてるとこより上やし！

なんかすんげ〜申し訳ない感じｗ

なんで？

急に再燃！？

っていうか



みんな一斉になんで調べてるん！？

誰か、情報をお願いします。

昨日、おととい、もしくはそれ以前の最近（意味不明）

テレビかなんかで、この都市伝説が流れませんでした！？

じゃないとこんな調べんやろ〜〜〜・・・

気になって気になって夜も

昨日は２２時から８時までぐっすりでした★

今日の一文字は「瀞」←トロらしい



１万円かと思ったら５千円かと思ったら

とかく、夜中の客はウザイ。

夜勤組としては、他の人はどう考えてるか知らないけど、

自分にとっては完璧なストレンジャーっていうの？

なんか変な人というか、危ない人予備軍みたいな目でみる。

なんで３時とかくるねん、みたいな。

ホント、あの時間に毎回くる人の仕事、何やってるんか知りたい。

ホンマ毎回同じ時間にくる人とかいますよ。

顔だいたいおぼえちゃうし（近くのコンビニに通ってる人は注意！）

今日とかいつもくるおじいちゃん、

夜中１時半くらいにきておでん買って、

朝５時半にきておでん買っていきましたよｗ

寝てる！？



まぁ、本題にはいりますが

３時くらい。『やから』がきたんですよ。

ワタクシ「５４０円です」

疲れてるので冷たく言い放ちました

したら

やからは

５０００円札と１万円札をだしてきて（多分２枚くっついてでてきたんかな）

まぁ、５４０円やし普通は５０００円札だすやろ

とか思ってたら



１万円だしてきた！！

くおら

あほくぁ！！

めんどいんじゃ〜ちっさいほう出すやろ普通は！！



とか思ってたら

ワタクシの顔にものすごい出てたみたいで・・・・

相手はびびったのかしらないですが

ちゃりんちゃりん

５４０円小銭出してきました。



しばくぞボケェェェェェェェ

あるんならさいっしょっからださんかいぃぃぃぃ

はい



やからはこっちですた。

今日の一文字は「輩」

更新してないにも関わらず、初、一日で６４１来客数達成です！

みなさまいつもありがとうございます★今後もごひいきにｽﾏｿｯ ＿|‾|○))　((○|‾|＿ ｲﾔｲﾔ､ｺﾁﾗｺｿ…



あースマッ○やりやがった・・・

まぁ前のスティービーんときも書きましたが・・・

○マップいらね(ヾﾉ·∀·`)ﾑﾘﾑﾘ 

あーーー

ジャマ( ﾟДﾟ)∂゛ﾁｮｯﾄｺｲﾔ

しかし

ジェームスブラウンいつきたん！？

超みたかったし！！

貴重映像やったな〜〜



余計に

てかもう撮れないんだから余計に

スマッ○に歌ってほしくなかった・・・・｡·｡ﾟ·(Pд`q)ﾟ·ﾟ｡ 

泣くわ。

しかも

最後

シュープリームスとテンプテーションズ！！

最強・・・



MOTOWN最高・・・

いいですよね〜モータウン

ワタクシなんてせかとぅでユニバーサルスタジオ行ったの

それだけが目的やったのに！！ｗ

キャンハリいいですね☆

そしてテンプテーションズの本家、My Girl！！

あーーー！！！！！

スマップじゃまなんだよ！！

（もう隠さないｗ）

後ろで踊ってたらいいやんｗ



はーー

満足とイライラの葛藤しましたｗ

今日の一文字は「葛」



『大日本人』

みました。

大日本人

多分公開二日目で、観てない人がほとんどだろうので、

レビューとかはやめておくのでこの先も注意しないで読んでくださいね☆

ので、評価とか書かないけど

しかも内容も書かないけどｗ

何かけっちゅーねんｗ

しっかしあれでしたよ



朝１０時半くらいに行ったのに、

長蛇の列。

まぁ席ぎりぎり空いてたけど、あえて１時から観ました。

それでもその時間でも、左側の列にされてしまいました。

んで１時くらいにもっかい来たら

４時の回でも数席しか残ってない状況だとか！！

すげ！！

まぁ公開２日目でしかも日曜日で、雨降ってなかったってのもあるけど

すごい人やったなぁ・・・

松ちゃんってやっぱ影響力あるんやなぁ・・・

吉本の頂点のほうにたどり着いた人は

日本を軽く動かせる感じですね

島田○助さんもそうですよ

鶴の一声で（つるくんじゃないよｗ）１コンビの名前が変わるし・・・

しかもそれに伴ってオリジナルのコンビの了承など、吉本では会議とかもしたんですよね？

まぁ今回の松ちゃんもそうですよ、

まぁ彼からしたら後輩なんでしょうけど、日本の俳優、お笑いの有名どころを集めて



ぱっと映画を撮れる、

なんてうらやましい状況でしょう。

なんでもできそうやな〜彼なら。今なら。

じゃあ内容は書かないけど、評価？っていうか、どんな印象を受けたかだけ書くので、

影響されたくない人は続きを読まないように☆

今日の一文字は「松」 まぁ内容とかは観てもらうとわかると思うのですが、どんな印象だったか
を伝えると・・・

まぁ、これから観ようって人は見たらどう思うんかもしれませんが（この先注意）

まぁ一言で言えば



シュールでした。

カンヌに来た外人にこれがわかんのか？ってのが正直な感想でした。

笑いどころはあるんですが・・・

なんか絵が真面目なんで

笑っていいのかどうなのか・・・ｗ

最初石が投げ込まれるシーンがあるんですが

いきなりガラスが割れて音にかなりびっくりするんですが

おどろいた〜って声もあるんですが、笑い声も結構あって、

なんか笑いどころに少しこまった感じもしましたね

だから



どこでわらかしてくれるんやろ〜〜ワクワク！！

って思ってると、

なんか微妙に思うかもしれないです。

観てないからなんともいえないですが

「東京タワー」を観にいくときのような気づもりでいけば

かなり笑えると思いますｗ

最初はなかなかね、笑いどころが出てこないんですよ

だからガラス割れたのでも笑おうとする、って感じに思ったかな〜ワタクシは

まぁだんだんおもしろくなっていくんですけどねｗ

あと最後がな〜

尻切れトンボやった気がするな〜〜〜〜

とまぁ

なかなかシュールな内容でした。

ガキつかみたいな感じかな？

まぁあれはあからさまに笑うけどｗ



多分映画の中では、誰もツッコミがいなかったからシュールになったのかな？

とか勝手に思った。

まぁお笑いの評論はできないので、どなたかご意見を聞かせてください。

終わり

今日の一文字は「松」



コンビニをわかってないおばちゃん

今日のバイトで

おばちゃんがいきなり来て

「ここは営業時間何時までですか？」

はい？

「朝６時はもうやっているんですか？」



・・・・・・・・・。



それはひょっとしてギャグで言ってるのか？

ワタクシ「ずっとやっていますが・・・」

おばはん「じゃあ朝６時とかにおにぎりとか売ってますか？」



そりゃそうだろう。

あれだろうか

田舎からでてきたてなんだろうか？

まぁワタクシもそんな世の中についてってるわけではないが・・・

そろそろコンビニくらい覚えたほうがいいかもしんない。

ねぇおばちゃん。

そういやはしかはやってますね〜

関学が閉鎖でニュースに映ってたのでびっくりしました

多分関大も時間の問題ですよね？



助かる。

就活中やし・・・行かなくてすむなら全然いい

夏休みにずれこんでもいいｗ

今日の一文字は「錯」



「３００」のおっさん

最近よく目にみかけませんか？

映画「３００」のポスター。

就活でよく梅田いくんですが、３階の改札に帰るとき、絶対見えます。

あの真ん中のひげのおっさん

濃すぎ！！

なんかずっとあの顔やし・・・

どの写真みてもあの写真やし・・・

熱いおっさんや〜〜

年とったらあんなんになりたいな〜ｗ

あの写真のとき、なんて叫んでたんかな？

気になるわ〜



このおっさんですよ

なんて叫んでるんかな？

おしっこ〜〜！！！！



う〜ん

お行じゃないな・・・

紀香〜〜〜〜！！！！！！

・・・

そういえば結婚式やってたらしいですね



最近就活とかで疲れてニュースとかみれんし・・・

動向を一番チェックしなあかん人種が一番できんとわ・・・

明らかにムジュンしている！

「異議あり！！」

逆転裁判１に続き、２を買ってきました。

弟が

ｗ

おもしろい☆

今日の一文字は「髭」



ご冥福をお祈り申し上げます。

今日はかなりびっくりしました。

ＺＡＲＤである坂井泉水さんが死去。

原因は転落死。

がんと戦ってる最中で、がんによる死亡ならまだわかりますが

転落死

結構ショック。

日本人の歌手の中で

数少ない、よく曲を聞く人だったのに。

しかし

上り詰めた人はなんか非業の死を遂げやすいんでしょうか・・・

ワタクシは、幸せとはバランスのとれたシーソーのようなもの、だと思ってます。

例えばハッピーに大きく傾くと、今度不幸が一気にくる

不幸続きの人は、突然、もしくは徐々にハッピーになる。

とかくこの世は灰色、ってどこかで聞いたセリフですが、まさにその通りだと思います。

幸せの振幅が少ない人は大きな災厄を被ることもないし、大きな幸せにあたることもない。

きっと坂井さんは幸せにすごしてきて、病気とかにかかったり亡くなったのではないだろ



うか・・・

なんかそんなこと考えてしまいます。

まぁ突然起きた出来事に何か自分の中でそういった理由をこじつけたいって自分でわかっていま

すが・・・

まぁとりあえずおどろきました。

いい人はみな早死にしますね・・・

ワタクシは多分長生きでしょうねｗ

まぁ、とにもかくにも

坂井泉水さんのご冥福をお祈りしております。

今日の一文字は「喪」



オウギマティいった

今日はあんまかくことないな〜

9時にオウギマティ（扇町）でグループワークやらされて・・・

ってか

オウギマティって梅田から近いんやね！

歩いて１０分くらい

ピカデリーのほういったらオウギマティやったんや

地下鉄の路線と地図が一致し始めました

大阪むずい

まぁ

そのあとヨドバシをぶらぶら

11時から3時くらいまでぶらぶらしてました

途中

みー○ゃにあうｗ



なんか気まずそうでそそくさと去ってしまいましたｗ

そんなことはない？ｗ

んでバイト

はーしんど

明日しかも9時４５分から面接

またオウギマティ

昨日説明会あって

その会社今日の朝グループワークで

明日朝面接・・・

展開はや〜〜〜

いいけどｗ

今日の一文字は「疲」



秋葉原２

これ

エヴァンゲリオンの壁画？はどこにもあったんですが

よく観ると・・・（下絵参照）



コインロッカー！！

さすがあきば

コインロッカーまでアニメ

まぁなぁ・・・

普通にエロゲの宣伝でかいだけあるわ

こんなのが当たり前の世界・・・

ちなみにあお○○さんは

ビラ配りしているメイドさんからビラを受け取った際・・・

「ありがとうございます[:ラブ:]ご主人様[:ラブ:]」

って言われて

めっちゃ喜んでました。



もう金曜か・・・5日たったんや

日曜の一文字は「萌」



アキバにある缶コーヒー

秋葉原にまた行きましてｗ

こんなん発見したんですよ

ウド



ウド○木

かと思いましたが

絵が描いてあってかっこいいおにいさんでしたｗ

それが

１６０円！

たけぇよ。

しかも

１０時から２０時までだっけ？

きどってんじゃねぇよ



( ﾟДﾟ)∂゛ﾁｮｯﾄｺｲﾔ

んなおいしいんか？

ちなみにその写真とった時間

まだ朝の8時半だったので

買えず

いや

買わんけどやな。

今日の一文字は「珈」



恵比寿ガーデンプレイス

に行きました。

そう

わけあって東京にまた行ってきました。

日曜だけ。

ちなみに、

イン○ピ関連ではないのであしからず。ｗ

まぁ今回もアキバに行ったんですがｗ

そのあと趣向を変えて？いや必然的になんですが、恵比寿にいきまして

駅についたらね

たったらったら〜ん　たら〜ん♪

の（↑これだけで何の曲かわかる人いたら挙手！！）



正解は・・・

エビスビールのＣＭで流れてる曲が！

しかもエンドレスｗ

ていうか、サッポロビールなんだからてっきり北海道かと思ってたのにｗ

ここだったんですね、エビスビール。

まぁ今回もあお○ちさんを呼び出して、つれてってもらったんです

んで夕方、まだ日も出てるのにテラスで優雅に１杯だけ飲みました。

めっちゃうま。

すごいわ、やっぱビールはエビスですね。

緑のエビスの缶のやつを、生の創りたてで出してもらった感じ。



めっちゃ芳醇でした。ばびった。

はい。

東京での、貴重な体験レポートでしたｗ

なんか宣伝みたいｗ

今日、っていうか日曜の一文字は「芳」



数当てマジック

１〜50の中から、好きな数を、ひとつだけ心の中で思ってみてください。

ただ、シンプルな数だと簡単に分かってしまうので、なるべく複雑な数にしま

しょう。

たとえば、二ケタの奇数なんていかがでしょうか。

10の位も１の位も奇数で。

また、「11」みたいにゾロ目だとシンプルすぎるので、それぞれのケタを違う
数にしてください。

さらに、なるべく難しい方がいいので、割り切れないような数にしましょう。

いいですか？

10の位も１の位も奇数で、割り切れないような数だったら、何でもＯＫです。



考えましたか？

考えましたね？

その数は。



ずばり　３７

ですか？

どうなんでしょう？

ちなみに

ワタクシは　１３　って考えました

別にひねてませんｗ

デビッド・ブレインというアメリカのマジシャンが得意としたマジック

だそうですが・・・

まぁ

どういうことかといいますと

素数とか割り切れない数、とかって限定されていくと数が限定されていって



最終的には１３　１７　１９　３１ ３７

だけになるらしいんですが、人間の本能は１を嫌うとかで、１のついてるやつは除外、

ゆえに３７らしいですよ

実験された人はみんな９割が３７ってゆったとか。

ホンマかいな？

ワタクシのように、限定され始めたころに１３って決めて

いくつ条件が出されても、

あっあってる、これもあってる、これもあってるわ

ってなって最後まで１３の人とかいないんかな？ｗ

意外と多そうやけどなぁ〜

むしろ３７なんて出てこなかったわｗ

今日の一文字は「参」

今から遠出してきます〜



かぜひいた

あーーー

むりしすぎた

多分月曜の、

なんばまで歩いて

説明会受けて

本町まで歩いて

説明会うけて

梅田まで歩いて

第４ビルでゲーセンめぐりして

ヨドバシいって

三国志買って

とにかく歩き回ったのがいけなかったんかな〜

しかも

その前日久々にかんぶりやって

のど痛めてたから余計や・・・

あーーー



あー

あー

変な声

今日の一文字は「疹」？じゃないと思うけどね・・・



ボーリング

五ゲームしました

無理

手ずっと痙攣してるし

腕の外側が痛すぎです

物が持ち上がりません

車乗らしてもらいました

めっちゃキレイな、

しかも最新の昨日ついた車

ＣＴＶ車だっけ？

しかもオートマやのにマニュアルにもできる車



しかもエンジンキーポケットに入れてるだけでドアもあくし、エンジンもかかるｗ

超快適

あー

あんな車ほしい

いやとりあえず何でもいいから練習しまくりたい。

まだ怖いし。普通に堺らへん走ってきました

今日の一文字は「堺」



花が満開なので花について考えること

にしました

よく思うんですよ

花粉って

絶対何かの力を借りないと受粉できないじゃないですか

しかもおしべとめしべ一緒になってるやつも、何かの力借りないと受粉できない。

昔の理科で習いましたよね。

なんだっけ

風で受粉したり

虫に運ばせて受粉させたり

でもよ？

花は進化で、なんでこんな構造にしたんじゃ？

もし虫とか風がなかったらどうするおつもりなんじゃ？

ってか前これ書いたっけ・・・？



つまりだよ

花には意識があって・・・

風とか、虫とか

理解してるんだよ！！

な、なんだってーー！！



とか考えたんですが、どうですかね・・・？

まぁ意識はないにしろ、

虫とか風がどういうもんか理解してらっしゃるよね？

虫はどうせ自分とこで蜜吸って、他んとこにも吸いにいくやろから付けてやれ、みたいな？

風吹いてたらそのうち受粉するやろ、みたいな？

そんなんがわかるんならすごい

っていうかちょっと不思議

そうでもない？ｗ

前書いたっけ？

しかも誰の言葉だっけ？

「人間は神が創ったのだとしたらあまりにも不完全だが、自然の産物だと考えるとどれだけすば

らしいものだろう」

みたいな言葉あったけど

どれもそうですよね

ってか植物ってホンマすごいよね

どうやって二酸化炭素を酸素に変えてるんでしょう？

人間そんなことできないんじゃね？



とか考えてた

今日の一文字は「花」



免許とれました

やっと免許とれた・・・

今度レンタカーとか

誰か車運転する機会あれば

ワタクシにやらせるよーに！

でも明石は２度といかんｗ

めっちゃやっつけ仕事やったし！

工場？

プリズンブレイク！？

みたいな

はいさっさとする！！

って言われたし

みんな



警察氏ねって思った

以上

ていうか消す部分これくらいでいいんかな？

悪用されんよね？

しないでねｗ

今日の一文字は「免」



コンビニにて、と、○でんについての話

１　コンビニにて

まぁ２週間くらい前の話にもなりますが・・・

ワタクシ「いらっしゃいませ〜」

入ってくる客に対し普通に言ったと思ってたんですが

客「おい！」

ワタクシ「えっ？」

客「お前んとこは客に対して『いらっしゃいませ』もないんかい！」

ゆったやん

聞こえてないのお前だけじゃ



と

心の中でつぶやいて・・・

ワタクシ「大変申し訳ありません」

あーあ

大人の世界っていやですね

っていうか

お金もらってるほうが立場低いっていう昔の考え早くなくならないもんですかね？

ダ○エーの中内さんが言ってたんだっけ？「お客様は神様です」とかどーとか

あほか

神様からお金とるなや



ちょっと話変わりますが、少年ジャンプで連載されてる「ワンピース」しってますか？

あれの、サンジさんが仲間になるとこにでてきた、海上レストランのキャラで

パティさんっているのしってます？

これの左のおっさんです（画像クリックで拡大します）

原画で資料がほしかったけどそんなんしかでてきませんでしたｗ

この人がまたおもろいんですよ〜

「いらっしゃいませ、イカ野郎」

「ヘボイモ恐れ入ります」

とかってね

サービスモットーとか言ってる割には客に対する接し方がめちゃめちゃのおもろいおっさんです

この人目標です。接客では。

一回上のやつに言ってみたいな〜「いらっしゃいませ、イカ野郎」

今日もきて意味解らんこと言ってたけど、ムシしました。

今度きたらブレーキオイル全部抜いてやるｗ

http://tasuku.img.jugem.jp/20070505_339376.JPG


それはそうと

うちのコンビニのおでんのふたに書いてあるおでんくんみながら思ったんです

ってかそのおでんくんの下に「Oden to people」とかって書いてて

「Oden」って

なんかかっこいいな

んでよく考えたら

○でん、ってなるやつって、あ行は全部あるんちゃうかって

いや、カ行もあるんちゃうか？

やってみよう

Aden　あでん

・・・・

あれ

「あ」はなかったぽい



いきなり失敗やんけ

気を取り直して

Iden　いでん　遺伝、異伝など・・・
Uden　うでん　う田　中国、宋代の囲田の一。河岸や池を干拓した耕作地。（ありました！）
Eden　えでん　エデンの園とかですよね
Oden　おでん　まぁ、おでん
Kaden　かでん　家電
Kiden　きでん　貴殿、紀伝など・・
Kuden　くでん　口伝、公田など
Keden　けでん　毛電・・・・・毛電？
Koden　こでん　子電・・・・・

あれ

「け」あたりから

なんか無理っぽくなってきた・・・ｗ

以外とないな・・・

でも「エデン」と「おでん」って一字違いや〜

一字違いで大違いの結構大きい版やな〜

一番違うのってなんやろ

まぁ「うちゅう」のうち一文字代わったら一番大きいとおもうけど・・・

なんかないかな



しちゅうとか

シチューね

なんか意味わからんくなってきた

今日の一文字は「文」



お久しぶりでした

いや〜

ワタクシは途中で帰ってしまったけど、昨日は楽しかったですねぇ〜

久々に同回のみんなとあいました。

基本変わってなかったけど、やっぱみんな社会人なんやなぁ〜って思った。

少し落ち着いたっていうのかな？そんな気がしました。

あった瞬間はちょっとぎこちなかったけど、すぐ慣れたな〜

やっぱ長いこと一緒にがんばってきた仲間やもんなぁ〜そら早いわ。

あと後輩二人もよく来てくれました。

二人はもう内定も取れてるみたいで・・・すげ〜

あと少しの学生生活がんばってください。

まぁ、ワタクシもやけどｗ

あと、ヤミで応援してくれるのもすげ〜ありがたいけど、

コメントもしてなｗ

そういやアカペラの話とかほぼしなかった気がするｗ

また集まりましょう〜

夏とか。でも連休がないか〜



学祭とか？歌いにくればいい・・・多分。

下級生のジャマにならん程度にジャマさせてもらいましょう？ｗ

まぁまたなんかしましょう〜

たえさん企画ありがとう☆

今日の一文字は「酒」



みきわめはＯＫ

今日うけた〜

９８点

あー

普通のテストもこれくらいとれたらなぁ・・・

そうそう

うちの教習所

今キャンペーンで９８％以上点取れたら

HANADININGってお店のディナー券くれるんですって！

いただきました

２０００円分



ちょっとしたもんですよ、２０００円

しかも入所時に３０００円分もらってるから５０００円あるしｗ

高級〜

さぁ〜

卒検がんばろ

今日の一文字は「効」



めりぃごう飼いました

この日記の右下にいます・・・

かわいがってね☆

今日の一文字は「飼」



ゴールデンウィークかぁ

早いものでもうゴールデンウィークですね。

もうすぐ一年の半分や・・・

はや・・・

「ときのながれのよ〜に〜　ゆ〜る〜や〜かに〜」

ゆるやかじゃないですよね？

あせるわ。

最近は子どもでも早いって感じるみたいですね〜

ワタクシが子どものころはクリスマスとか正月までのカウントダウンがやたら長く感じたけ

どなぁ・・・

まだ２０日かよ！まだ２１日かよ！みたいな。

でも子どもも「もうクリスマスかぁ」って思うみたいですね、いとこ談やけど。

なんでかな

やっぱ時間の流れはやいんかな

宇宙の広がり方が早くなってるんかな、子どものころより



相対性理論です。あれ、違うかな？

まぁ、ゴールデンウィークですよ。

同期のみんなは待ち望んでた遊びウィークだと思いますが

うーん

ワタクシはあまり

待ってなかった。

内定ラッシュっていうじゃないですか。

全ダメっすよ。

ワタクシは



ワタクシは

まぁそりゃ２留やし？

しゃーないけど。

６月にはほしいところ！

まぁそれでへこんでるってのもあるんですが、

まぁそっちは予想範囲内というか、がんばるしかないんですよε=ε=ε=ε=ε=┏(ﾟロﾟ;)┛ﾀﾞﾀﾞﾀﾞｯ!!

問題は

家。

親がずっといる



気の休まる時間がない。

でかけるにしても好きにでかけられへんし、

遅くなるにしても連絡いるし

ごはんいらないならいつもより早めにいわなあかんし

ＤＳの平成教育委員会ができひんと文句いってくるし（弟がＤＳかいましたｗ）

就活とか社会とかについて教えようとしてくるし（しかもいつも同じ話）

まぁ

些細なことだと思われるかもしれませんが

親のしがらみがない人はこんな苦労わからないかもしれませんが

これがどれだけうっとおしいか。

ぶっちゃけ



休日の家より授業のほうが好きなくらいですよ。

しかも教習行って時間つぶせればいいけど

もう全部授業終わりました。

あと卒検しか残ってない・・・

お金ないからいけるとこもない・・・

あ〜

４日みんなにあえるのを楽しみにしています。

そうそう、だれかＤＳのソフトおもろいのあったら貸してください・・

まだ２つしかないし。

平成教育委員会と、逆転裁判（しかも１）

まぁ二つ借りましたが。テトリスと脳トレ。



お前は頭使うの得意なんか！？

はい、苦手です。

今日の一文字は「休」



変哲ない日々

をすごしていますね

あーあれですよ

平穏。

相変わらず夜勤とかしてるんで、ずっと寝不足なのは確かですが

心がマイナスに揺れ動くことがあまりない。

まぁ逆にいえばプラスに揺れ動くこともあまりないですが

今年の３月までずっと揺れ動いていまくってたので

こうした普通の日々が送れるのってなんかよかったｗ

仕事したらそうも言ってられなさそうですが・・・

何かに追われる日々は卒業！

あ

就活・・



内定に追われる日々です。

はー

内定とって免許とったらもっと平穏になるやろなぁ

それまでがまんがまん

まぁ、

平穏な恋愛漫画とか平和な格闘漫画が売れないのと一緒で、

また、モンスターのでないＲＰＧや、銃とか剣とか格闘とかアクションシーンのないアクション

映画が売れないのと一緒で

平穏なワタクシの日記（ホンマ毎日一緒で書くことない）は

過疎が進んでおります。

前の日記みたいにもちょいはっちゃけてたらいいんやろうけど・・・

あれは忙しすぎてストレス多すぎてはっちゃけてたからできた所業であり・・・



てかそんなおもろいんか？って言われるとそうでもないですがｗ

ちなみに前のブログはこちらです。

今日の一文字は「穏」

http://hobby.2log.net/fanta/


一万円さつだらけ

最近多いねん

一万円さつが(´+(エ)+`)ウゥ

もまいら金もちすぎやねん!

ワタクシは支払いのときしか財布にいれたことありません(-.-)

さっきすごい客がいた…

32円のチョコ買って

一万円さつ!



しかも

「おつりは千円さつでください」

うっさいだまれ

生殺与奪の権はこっちがわじゃ

お前がきめんなあぁぁぁぁ!!!!!!

はー



さっき阪神の赤○もきて

一万円さつだした…

おまいはもう応援してやらん(笑)

一万円さつの出しすぎは注意です

今日の一文字は「札」

ちなみに夜勤中(笑)



もっこり兄弟

もっこり兄弟です。

どうだこの変なインパクト。

今日の一文字は「凸」



説明会で、空気嫁

ゲーム会社にいってきたんですけど・・・

やっぱね

オタクが多い。

なんかね

ついていけん

まぁ

質問の回答に来ていた現職者は普通の人だったので、普通の会社だと思うんですが

セミナーの質問タイムって

その人の格？っていうか、質が見えますよね。

頭のいい大学行ってる人ってなんかしらんけど

いい質問する。

言われてみればあ〜それはきいとかなアカン、って質問がぱっとでてくるんでしょうね。

ワタクシはまったく質問思いつかないけどｗ



しかし

見るからにオタクの子っていうのがゲームの会社何社か行ったけど毎回おって

今回は一番たくさんいたと思います。

質問が

イ　ミ　フ　メ　イ

例えば

「この会社の○○のゲームが発売延期になったと聞きましたが、○○の戦闘シーンは３Ｄより２

Ｄのほうがよかったと思いますが戻す気はないんですか」

とか・・・

それ、

就職に関係ないやん？

「○○のゲームのあの○（キャラ名）はどうしてあんなカッコにしたんですか」（もっと地味な



ほうがよかったみたいなことを言ってた気がする）

とか

・・・・

アホ

極めつけはこれ

書類選考があって、それを送付しなきゃならんのですが、その選考内容が、

オリジナルで考えたゲームの企画書を送りなさいってやつなんですけど

見るからにオタク「企画書のことなんですけど、今あるゲームを企画書にしておくったらダメで

すか？」

既存のゲームをそのまま企画書にして送っていいかと聞いてるらしいが・・・

バカか？



ちなみに

回答者も１０秒くらいぽかーんとしていましたｗ

そらそうやろ

意味ないし

回答者は困った挙句

「それのほうがよいと判断したならそれで送ってください、その辺は、ご自身の判断で」

やって



かなり想定外の想定外って感じでした。

普通そんなんみんなの時間削って質問することか？

めっちゃ引いたし。

ど　ん　び　き

今日の一文字は「引」



うちのみせ

うちのみせです。

芦屋にあります(当たり前)

来てください、近くで花見できます☆(散りかけ) 

この前元クレパのももちんさんが来てくれました。

おこしやす

「店」



関西１週間のブログ特集で

しょこたんのコメントがやたらと書いていました。

よく見てもらえるコツは確か

書きたいときに書く

ネガティブなことは書かない

だそうですが・・・

明らかに見てもらえるのは

あ　ん　た　が　有　名　だ　か　ら　だ

あと多分本人の写真とか載ってるから、男がみてんだろう・・・ただだし。

ワタクシもたまに見たりしているが・・・

けっこう　オ　タ　ク

結局顔だよな〜〜・・・



くっそ〜

今日の一文字は「顔」



緑のヱビス

飲みました。

昨日バイト終わってから店長のおごりで、店長とバイトの男の子と三人で飲みました。

道のベンチでｗそれでも桜の下なのでちょうど花見なんですけど。

ていうか緑のヱビス

全然違う

あーゆーのをね

芳醇

（ほうじゅん：薫り高く美味なこと）

というんですよ。

スーパードライはもとより

オリジナルをも越してしまったかのような一品でした。

思わずのんだときうなったし。



「ぅぅぅぅうまい！！」

ってね

オリジナルはちょっとアルコールの味が残ってるし・・・

ホップのうまみが完全にこっちはでていた感じでした。

多分ね

ビール以上のビール（要は発泡酒とか第三ビールじゃないやつ）やったら

利きビールできるかも。

とりあえずスーパードライとヱビスと緑ヱビスは絶対わかる

あとプレミアムモルツも絶対わかる。

あとキリン系は完璧にはわからないけど、ちゃんと記憶すればいける。

あ、キリンゴールドならわかる。変に甘い上に雑味が多い。

プライムタイムも若干わかる。飲めば記憶する。

だって

絶対個人でビール買わないもん！ｗ

今日の一文字は「麦」



雨に☆遭う（星日）

ちなみに今日は星日です（意味不明）

あー雨にあったよう☆

調子のって教☆習受けてたら

２限目でじゃじゃ☆ぶり

視界は最☆悪でトリップ寸☆前

歩行者なんか全然　見て☆ない

学科も一個受けてようやく帰☆宅

アン☆の定どしゃぶり

その中をチャリ☆ンコでぶっ放して帰りました。

おかげで普段かかる２０分の路程をなんと１０☆分

でもおかげで全身　ビチャ☆ビチャ

あー　かった☆るい



どうで☆すか？

全部の文に☆いれると

☆入ってる単語全てが「つ○だ☆ひろ」風のやるせなさを感じさせません？

ちなみにこれ思いついたのチャリのってびしゃ☆びしゃになって帰ってるときです。

ビシャ☆ビシャって書きたかっただけです。

今日の一文字は「☆」



仮免ゲッツ

やっと仮免とれた〜

ようやく折り返しや〜

がんばろう…

誰か車貸してください(笑)

今日の一文字は「仮」



セブイレコナン

…

新一君

バイトは高校生になってからだよ(笑)

誰が考えたこのコスプレ。

他のコンビニでもやってるんかなｗ

今週のサ○デーの付録ですわ。

今日の一文字は「コ」



たけしんち

に行きました。新居。

意外とキレかった。

広いし

でもちょっとにおったｗｗ

納豆とキムチを食べていたかららしいｗ

そんなにおいの２大要素をｗ

えー、たけし君、

勝手にネタ使わせていただきましたｗ

今日の一文字は「臭」　



mostカワイイ

夜中

ギャル系がおでん買いました。

んで一緒に買ったラーメンにお湯入れてるときに、友達に話してるのが聞こえました。

女１「おでんくんってカワイイよな！！」

女２「そうか？」

女１「えーかわいいやん！モストカワイイって！！」

モストカワイイ？？

何語？

まぁ

あれですよね

多分

最上級？



ワタクシは若者言葉について容認派であることは前にも述べたことありますが・・・

これわない。

これわないでしょうお父さん。

まいいか

しかしおでんくんかわいいか？

の○ひさん曰くイ○ックスそっくりだというが

ワタクシもそう思うｗ

イナ○クスに似てる。

今日の一文字は「稲」



修了検定

はぁ・・・

ようやく教習が修了検定ですよ・・・

長いな〜

短いコースって１６日で取れるのに

なんで普通にしたらこんな時間かかるんだよｗ

結構毎日行ってるのに〜

しかも仮効果測定？とかいうやつは合格して（点ギリギリ）

いざ検定だ！明日には検定受けたい！と思ったのは昨日

そして

人数いっぱいで

水曜に回されました。

土曜、日曜、月曜、火曜全部やってるのに。

春休みだったからかな

みんな検定受けすぎ・・・



あ〜あ〜

早く仮免ほしい〜

そういや

うちの教習所結構たくさん指導員いるっぽいけど

給料ってどうしてるんかな？

人がたくさんきても、１回につき払うのは３０万

一人の１ヶ月の給料にしかならんし

検定料とかも知れてるし

５０人指導員いたら

１ヶ月５０人はいらなあかん

春休みやったらいいけど

普通のときは？

とかってバカなこと考えてますｗ



この前教習いって

仮効果測定受けて、合格してホッとしてロビーでコーヒー飲んでたら

生徒らしいおばちゃんが所内コースからばたばた戻ってきて

「すいません〜教科書忘れた〜」

ちょｗｗおまｗｗｗ

授業始まってるっちゅーねん

予約不履行で５０００円払ってもらうでｗ

どんだけ自由やねんｗ

早く免許ほしい

今日の一文字は「免」



怪しさ大爆発

すでに何名かに見られていますが・・・

４〜５月にかけての花粉症が特にひどいんです。

ゆえに

めがねとマスクをして完全装備で学校にきてます。

だから

かなり不審者。

でも

わかる人には以外とわかるんですね

最近は髪も短くきって、

しかも目元しかでてないからわからんかな〜と思ってましたが

新４回生にはばれました。

しかし

かなり変態チックです



引かないで

声をかけてくださいｗ

今日の一文字は「肝」



風邪ひきまんた

のどがめっちゃ痛いです。

まぁよく考えたら

ほぼ寝ずやし

客がきてストレス溜まったし

急激な温度差でなんか寒かったり暑かったりしたし

超花粉症で鼻水がのどにいき、荒らしたし

バイト、学校、教習に間に合わないからと、ムリに走ったりもしまくったし

まず夜勤とかで不規則やし・・・

最近就活とかで、廃棄のパンとかでお昼とかおやつとか済ませてるし

なんか思いつくことを挙げたらキリがないです・・・

明日は休みたいなぁ〜・・・

とか思ったら親父も休みらしく、それはいやなので学校行きますｗ

あーだる〜

今日の一文字は「樽」



インスピは落ちました。

はい、結果がでました。

こちらです。

実は３月３１日くらいに封書がきて

ダメだったってことは知ってましたｗ

まぁでも公式の日にちにあわせようかなぁと。

受かった彼はワタクシの一個前の人だったんでいろいろ話しました〜

やっぱ曲選とか同じ道を通ってはるみたいでｗ

そうです

前のほうの日記で

「今日は調子が悪いからＢまでしかでない」

と言ってた彼ですｗ

しかも当日、「アカン、俺落ちたわ、がんばって」って言われましたｗ

まぁ敗因は声の低さが足りなかったのか、顔が足りなかったのかｗ

いろいろありますが。

まぁ縁がなかったということで。就活を今までどおり続けていきます。

http://www.inspi.cc/bass/


応援してくださったみなさまマジありがとうございました。

音源づくりに協力してくれた月面ピエロや、ＣＤを貸してくれたりその前にこの話を持ってきて

くれたＭ子、応援のメールをくれたたくさんの人々に感謝です。

でもまぁあれですよ。

何人の中から７人選ばれたかは知らないですが、

『井の中の蛙じゃなかった』

ってことがわかっただけでももうけもんです。

どういうことかと言いますと、まぁ関大内だけでうまいうまいとチヤホヤされてても、広い日本

全国でみれば、んな大したことはないんじゃないかと。

んで

そんなことないことは一応証明されたかなと。

願わくば

この選考をみて他のプロの方が声かけてくださったら最高だなぁと思います。

しかしねぇ

雑誌の記事みました？

なんか一人だけ経歴が全然ないみたいやん！



まぁホンマにないけどさｗ

浮いてるの丸出しやん。

発表会で一人緊張して演奏できなかったみたいな子の品評になってるやんｗ

まぁいいけど。

いろいろと道を模索しています・・・

インスピのページから見ていただいたみなさまもありがとうございました☆

今日の一文字は「落」



デビューって雑誌！

に載ってます！

確か昨日くらいに発売でした。

↑上の写真をクリックすれば、その雑誌１ページみれますよ、写メですがｗ

なんか自分が雑誌に載ってるのって変な感じ

しかし見てください！

みんなイケメンでしょ？

しかしまぁ

なんとワタクシの１人ブサイクなことか・・・

あーあー

http://tasuku.img.jugem.jp/20070331_320942.jpg


なにこのニヤケがお

えびすか。

まぁ

結果お楽しみにｗ

今日の一文字は「醜」



多忙な一日があけて

昨日はホンマしんどかった・・・

まじ１睡もしないでバイトにいき

なんか宴会の配達のために（近くであればどんだけ多くても配達してあげるサービスがあるん

です・・・他の店はしらんけどｗ）めっちゃばたばたしてたし。

んで用意できて九時半にそれは終わったけど

今度はセブンミール、っていう、ご飯をネットで注文して、近くの店に届けてもらうシステムっ

てのがあるんですが

それをいつも取りに来るおばちゃんがいるんですけど、今日はないっぽかったので店長が

「今日はないみたいですね〜」って

「あら、そうですか〜」って帰ってくおばちゃん

しばらく品だししてると、

普通の生鮮食品の中にそのセブンミールの商品が２つ・・・！

セブンミールのお取り置き分は普通商品並べてるとこに出さないで、裏にいれとくもんなんで

すが・・・

誰や出したやつは！



って怒ったのはワタクシですｗ

店長はあわてて、登録時の住所を頼りに車で配達に行きましたｗ

かわいそｗ

最初の配達は台車で歩いて運んだのですが、今度は車で運ぶはめに。

しかも１回目の歩ける距離と違って、めっちゃ海のほう。埋立地だったそうです。

それで

何がしんどかったかっていうと

店長帰ってくるまで店長代理やらされてました(´ε｀)

死ぬわ

死ぬるぞ

寝てないっちゅーねん

一緒に入ってた子を先に返して、深夜の人のためにちょいちょい準備して・・・

そして店長が帰ってきたのは２２時７分



そして店長が帰ってきたのは２２時７分

すぐ退勤処理させられました。

うちのシステムは１５分ごとに給料となるので・・・

意味ねーーーー

しかも店長代理してるときなんかしらんけどいつもの３倍くらい人きたのに！

なんもお礼も報酬もなし

しかも１５分待って課金、とかもなし

あーあー

スタッフサービスすんぞ

昨日の一文字は「代」



就活に教習にバイトに

あー

てんやわんや

なんでバンドほぼなくなったのにこんな忙しいんやろう

これでアカペラやってたらどうなってんねん一体

４月になったら落ち着くんだろうか・・・

内定取ったらもっと落ち着くんやろうな

免許とったらもっともっと落ち着くんやろうな

免許って自主性やから楽な分しんどいｗ

矛盾してる・・・

大学もこんなんやったらいいのに

授業受けたいときに受けて、はい単位みたいな

まぁそんな甘くはないか

とりあえず夜勤のために１時間ほど寝ます

おやす〜

今日の一文字は「休」



みんなよく免許とれたね！？

合宿とか行ったんかな？

ワタクシはといえば３月３日に入ったのに

まだ

車２回しか乗ってない・・・

学科も４つしかいってない・・・

まぁ忙しかったのもあるけど

車の予約に合わせて行きたいし・・・

でも

春休みだから全然予約取れないんだよ・・・

あー

みんな若いからなんかイヤｗ

しかもヤンキー系とかおるし

おまいら学科できんのか！？



みたいな

はい

でもやっぱ車乗るの楽しいですね

長年の夢でした。

車に乗るの。運転するの。

あとは

イ　ン　ス　ピ　受　か　る　だ　け

来い！

ｗｗ

今日の一文字は「遅」



おとこぢから

はよねなあヵんのですが

こんなんしました。

漢力。

なんか漢検みたいやけど違うみたいｗ

漢力検定サイドパーツはJavascriptが利用できる環境でのみ遊べます。

狙った感がでてる・・・？ｗ

おやすみ

「漢」

追記　したのオーディションレポートも読んで・・・ｗ

追記２　オーディションレポートは「デビュー」って雑誌にも載るそうです。誰か見つけたら報

告よろ☆



オーディションレポート

載ってました。

ここです。

ていうか

みんなカッコよかったのにあまり顔が見えてない！

しかも

ワタクシの顔がモロみえ！

嫌がらせにしか思えないんですけどｗ

ていうか

この２枚でてる人で決定じゃないん？ｗ

あ、でも２人いるな

ていうか

服ダサイの丸出しすぎ！

だって・・・

http://www.inspi.cc/bass/repo/index.html


親がこれきていけって言うんやもん

寒いからって

まぁ寒かったけど

ださ〜

誰かに服借りればよかった・・・

この日だけ。

・・・

まぁ

インスピと歌ってるんで

いい記念写真ですねｗ

発表は４月３日だそうです。

誰が受かるんかな〜

今日の一文字は「報」



せかとぅ解散

しましたね

おかげさまで

見送られて。

ライブも満席御礼？完売御礼？だったっていうし

とにかく感謝です。

応援してくださったみなさま

ライブにきてくださったみなさま

ありがとうございました。

あーそれと

月面のライブ・・・

できないかも・・・

だってなんも連絡取れないし

練習の日程とかも全然合わなかったし

ゆえに打ち合わせやら話し合いやらもできなかったし

なんかバイトをわざわざ休んでくれてはる方とか



予定を入れないで下さっている方には大変申し訳ないことをしました。

深くお詫び申し上げます。

月面のほうはまだどうするか決めてないですが

どちらのバンドも大変みなさまに愛されていたんだと感じました。

幸せなことです。

楽譜全部書いてきた意味があるというものです。

ゆうたら

自分の選曲とかアレンジとかがみなさんに受け入れられ

また聞きにいってやろうかなと思わせられた、ということになりますもんね

ちょっと高慢な書き方ですがｗ

せかとぅは俺が全部やってたみたいなｗ

んなことないですよ。

要因の一部としてね。

しかしみなさまホントアンケートありがとうございました。

えらく長々と書いていただいて・・・

あのアンケートの文より手間をかけて書いてくださった方がほとんどでした。

ホンマありがとうございます。

みんなそれをコピーして本かなんかにしてほしいと騒いでましたｗ

おせじでもなんでもいいんです。



おせじでもなんでもいいんです。

ああやって書いてもらえると癒されます。

苦労は無駄じゃなかった、みたいな。

ホンマありがとうございました。

月面はどうするかわからんけど

除外すると、いよいよバンドは最後の１こを残すのみとなりました。

カンブリッジです。

インカレバンドが残るってすごいなｗ

まぁもうすぐインカレとか関係なくなるけどｗ社会人やし。

まぁ機会があればまたライブきてやってください。

あー最後やから批評はいっかｗ

メンバーのみんなもホンマよくやってくれました。

ワタクシはなんにもしてませんｗでもアンコール前とか一番へばってましたｗ

まぁとりあえずお疲れ様でした。

またお目にかかる機会があればその日まで☆



全校朝会はじめるぞ

全校朝会はじめるぞｗｗｗｗ 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ﾜｲﾜｲ
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ｶﾞﾔｶﾞﾔ
ﾜｲﾜｲ

↓

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　　　　λ　＜全員静かになるま

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　　　　□ で2分かかりました 　　　　　　　
　

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

「全員静かになるまで２分かかりました」

こんなんなかったですか？



なんかこういうお決まりパターンって誰が作ってるんですかね？

「遠足は帰るまでが遠足だ」とかさ

んなわけないやんｗ

解散したら遠足終わりやん。

普通に「帰るとき気を抜かず帰りなさい」でいいやんｗ

ライブの前日に何やってんだ・・・ｗ

今日の一文字は「型」



１日中ねてもた

明日のために個人練しようとかおもてたら

起床、１６：２０

ダメ人間・・・

しかも・・・

バイトに絶対はいってくれって言われた・・・

練習やっていってんのに！

人が急に足りなくなり、いつもレギュラーではいってるんやからやっぱ来て、とのことでした。

明日できるんかな！？

てかメンバーにはテラ迷惑・・・



ホンマすんません

店が動かなくなるとか言われると・・・流される・・・

今日の一文字は「弱」
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まぁ別にこれ関係ないですが

最終の１こめうけてきました。

インスピが奇跡待ちなので、中小の１こは内定がほしいところ。

まぁこれからも説明会どんどん行きます。

早くすねかじり状態から脱却したい。

今日の一文字は「働」



人は顔が９割

やっぱ今回のオーディションを経て思いました。

顔って一番大事だなって

いくら髪の毛をカッコよくしたって

いくら服をばっしり決めたって

顔のいい人にはかないません。

逆に言えば

ちょっと服がだらしなくったって

ちょっと髪の毛がボサってたって

ちょっとくらい性格が悪かったって

顔がよければイイ！

ってことはないかｗ



でもそのいじれる部分が人並みにできていれば

やっぱ顔で決まりますよね

というのも

前の東京での日記にも書いたかもしれませんが

みんなカッコよかった！

前半と後半で別れてたみたいで、ワタクシは前半の最後だったんですが

前半の二人は超カッコよかった。

１番最初の人は同じ兵庫県に住む人で

オペラとかやっててアカペラはやってなかったとの事。

超美形。

ジャニーズ超えてるんちゃうか？ってくらいカッコよかった。

あんな顔やったら全然苦労してないんちゃうかって思った

予想通り

新幹線で来たそうですｗ



やっぱ顔がいい人は新幹線使えるんやな〜ｗ

ワタクシの１つ前の人もカッコよかった。

ってかでかい。

１９０くらいあったんちゃうかな？

んで声めちゃめちゃ低かった。

下の下のＡまで出るそうで。

「今日は調子が悪いからＢまでしかでないんですよ〜」

って言ってた。

ナメんな。

Ｄまでしかでねぇよ。

しかも二人とも服も髪もばっしりキメてて

しかも人当たりもよかった。

ワタクシが終わった後も待機室に戻ってきたら

みんなカッコよかった。

ワタクシだけのけて

６人でジャニーズ作れるんちゃうか？ってくらいだった

あー



顔でえらびやがって！

でも実力もすごいんだろうな・・・

やだやだ

面接もきっと

顔で落とされる・・・

「見た目じゃないよ！」

とはいうけど

やっぱ見た目が９割。

某Ｉさんの家にあったのを思い出した。

そのとおり。

今日の一文字は「姿」



アルタ

あおきさんにあそんでもらってます(笑)



神髄

これがアキバか!

すげ

てかガイジンとオタク多すぎ(笑)

「秋」



用意よすぎ

タンバリン用意かよ(笑)

サイン用の色紙用意してて女子高生にくばってるおっさんもいるわ(笑)

あきばすごすぎる!(笑)

「備」



聖地

パソコンする人なら一度は憧れる

聖地ヨドバシアキバ

ちなみに今オタクたちの後ろで

やけざけしてます(笑)発泡酒やけど

あー時間戻してくれ…

なんであんときあーしとけば…

あー傷心

「死」



みてわかるな

一目(しかも後ろ姿)でオタクとわかる人々(笑)

しかも萌えたんかしらんが一人CD10枚買ったらしい(笑)

かねも((((((((^_^;)



あきば系

ほんまにいた!

路上ライブやってるし

客オタクばっか(笑)

まあ一度はきてみたかったアキバにきてます(笑)

オタクにはなれんな((((((((^_^;)

「宅」



終わった!

終わった…

もうぷるぷるしすぎて

口は乾くし

のどしまって下のミもでないし

あーやってもた!(´+(エ)+`)ウゥ

多分落ちた(笑)((((((((^_^;)

まあ結果おたのしみに(笑)

議事堂みてかえろ☆

「終」



ついた!

早くきすぎたかな(笑)誰もいね(´+(エ)+`)ウゥ

さぁ、いよいよや!

準備は微妙やけど(笑)関西人の意地みせてきます!
あーばくばくする(´+(エ)+`)ウゥ

「奮」



都庁!

なんか観光客やな(笑)

てかこんな時間に下ろされてどうしろと(笑)

「都」



東京タワー

バスの中より(´∀｀)ノ

はぢめてみた!

地方の子みたい(笑)

「塔」



えびな

さむいし

絶対起こされるし

窓に三回くらい頭ぶつけたし…

っていうか

どこ?

「蛯」



なんか

クリスマスイブの子供の気分だ…

明日は第一志望面接(笑)

そしてとなりはデブで圧迫されて

前後ろ狭く背もたれ倒せない空気(誰も倒してない) 

…ねれるかっ!

あ、でもトイレ休憩まではぐっすり寝てた(笑)

今の一文字も「狭」



いってきます!

今阪急ホテル前です!

バスない写真。

東京いきです〜

オーディションにいってきます!

またレポートします☆

今の一文字は「狭」



ピアノは１年ぶり

去年しんぱでピアノやったけど

自分で書いたのをやったのは初めて。

ってか自分でピアノ譜書いたの初めて。

全然適当になってしまった

なかなか坂本龍○みたいにはいかないものですｗ

なんかめっちゃてきとうになるし

コード並べただけやんみたいな

んで

指遣いとか無視して書いたから

ありえん動きを要求されるｗ

そして改造、簡素化

あーゆーのって

理想と妥協を



いかにバランスよくとるか、じゃないかと思うんですよね

違う？ｗ

まぁ弾ける人は妥協の部分がかなり小さいけど

あまり弾けない人は妥協部分が大きいかと。

今回それを切に感じました・・・

ピアノもうまくなりたいなぁ・・・

今日の一文字は「ピ」



課題がすすまない・・・

結構多いんですよ・・何度も書きますけどｗ

あーでも寝ないと

頭にはいらんし・・・

まずメンバーの名前と顔を覚えないと（最低）

それから課題やって・・・

課題外の曲とかも覚えれるだけ覚えていこう・・・

あークオリティ下がったらいややなぁ・・・

　　誰　か　た　す　け　て

今日の一文字は「覚」



SMAPじゃま！！

みなさん、思いませんでした？

ライブいけなかった私としては

びびったんですよ

生じゃないけど

演奏映像？

キターーー！

みたいな

やっぱめっちゃうまい！うますぎる！

ホンマ神様ですね。

まぁそれはス○ップ本人たちも言ってたけど

君たちは

ああ君たちは

神様と一緒に歌うなんておこがましい・・・

なんて気持ちはなかったのか。



あああのI just call to say I love you・・・

邪魔！！

一緒に歌ってんじゃねーーよｗｗ

特にナ○イ、キ○ラうざすぎる！

あとイナ○キ下手すぎた！

個人的中傷なんてしたくないんですけど

今回ばかりは許せないｗ

いつもみたいに一緒になって歌わなくてもイインダヨ



今回ばかりは

スマスマでやってくれるのはありがたいけど

１時間スティービーのみでいいやんｗ

画面の右上に小さく５人の写真載せとけばいいやんｗ

ソロで１曲歌った次に全員で歌ったから

ギ　ャ　ッ　プ　が　あ　り　す　ぎ　た

今度歌うときは、司会はスマッ○がやっていいけど、歌うときは絶対一人で☆

ていうかおとなしくそのままタンバリンだけしとけばよかったのに！

あー

あー

楽譜つくらな

今日の一文字は「怒」



夜勤行ってる場合じゃないのに

バイト行ってきました。

まぁレギュラーで入れられてるからしゃーないけどｗ

でも

店長の奥さんに栄養ドリンクとイーマのど飴おごってもらた☆

楽譜とか練習で徹夜作業だからだろうと、のどを酷使するだろうからだって。

やさすぃ〜

ありがとうございました☆

しかしなんか当日のこととか考えると緊張してきて

ねれんです。

はい

そんな歳じゃないのにｗ

あれですよ

子どものころのクリスマスイブみたいな？

どんなプレゼントくれるんやろみたいな？

まぁ大体的外れでしたけどねｗ

ゲームボーイがほしいと願えば

ゲームギアを買ってきたりｗ



（↑知ってます？某S○GAの携帯ゲーム機で、でかい白黒ゲームボーイしかない当初にもうすで
にカラーだったという・・・）

まぁ腹いせに

思いっきりそれで遊びましたけどねｗ

おもしろいゲーム結構あったし。

某SE○Aがハード業界から撤退したのはショックやったな〜

サターンとか買ったのに。

ドリキャスはさすがにかわんかったけどｗ

でも最近もおもしろいゲームをたくさん作ってるんで好きです。

そいやその某会社受けてるんですけど

課題おくらなあかんな〜・・・

間に合うかな〜・・・？

また何が言いたいのかわからん日記になりましたｗ

とりあえずバクバクを何とか抑えて（救〜心、救心♪）（む〜ね〜の〜ど〜き〜ど〜き〜だけ〜

〜♪）

↑最近この二つがよく脳内再生します

寝ます

今日の一文字は「脈」



予約がとれない・・・

春休みにやろうとしたのが間違いやったかもしれない・・・

まぁ学校行ってるときは時間全然なかったけど・・・

教習の話です。

前、車に乗ったのは、やたらあたたかくなった日。

次の予約は

２４日

おそっ

忘れるっちゅーねん

半クラとか。

でも

わざとやってみ？って言われたの以外、エンストしてません！



いえい。

しかしみんな若い・・・

きゃいきゃいしてる・・・

みんな平成生まれ・・・？

そういや合宿のいきしのバスで、前の席に座ってたよ○せぃクンが

誰に言ってたか忘れたけど

「お前免許取ったんかぁ！？」

「まだ〜〜」

「はよとるぇや！」（←多分はよとれや、って言ってたと思うｗ）

やっぱ

早いんやな〜

みんな。

１８で取るんやね〜

ワタクシとかホントなら２回目の更新くらいの年やのに・・・

まだ技能は２こ、学科は３こ・・・

あー時間ない・・・



そういやインスピのほう、日にちが来ました。１７日です。

東京、東芝ＥＭＩビルです。

永田町。

国会議事堂みてくるわ！！

東京って何気に初めていくわ〜東京駅を経由したことは何回もあるし

東京ばな奈をみやげに買って帰ったこともあるんやけど、

東京に下りるのは初めて。

楽しみ☆

しかし課題がいろいろ多いぞ・・・

とりあえず、今からピアノ譜を作ります・・・

今日の一文字は「忙」



インスピ最終、ＳＥの会社最終、月面ＰのＨＰ更新

が決まりました。

ＳＥの会社は１９日が最終です。

去年とか１次で落ちてたので、こんなすんなりいくとは思ってませんでした。

今年一番最初に行った会社がもう最終みたいな。

インスピはきのうの日記の通りです

よんだってください。

でもまだなんの連絡もないんですよね・・・

こっちから連絡しようにもメアドとかどこにも記載されてないし・・・

兵庫県民はくんなってこと！？ｗ

気長に待ちます・・

そうそう。

月面ピエロのホームページが更新されました。

http://www.geocities.jp/getumenpiero/

前よりは見やすくなってます。

ただ

http://www.geocities.jp/getumenpiero/


なんか、版権を無視したようなページですｗ

キレイになったのでぜひみたってください。

今日の一文字は「終」



インスピ１次に合格

http://www.inspi.cc/bass/

受かりました☆

一次通過者のとこをみたってください！

こんなこと書いて

落ちてたらホンマただのピエロでバカなんですが

ウレシかったので報告・・・ｗ

わ〜い

やった〜〜

インスピにはいれるよう祈ったってください！

今日の一文字は「i」

http://www.inspi.cc/bass/


春合宿から帰ってきた

今年も講師としていってきました、春合宿。

今年は１泊したので、

去年よりはいろいろ伝わったのではないかと自負しております。

去年とか、５時の帰る時間までしかなくって。

着いたのが２時

機材用意に手間取り２時半すぎる

ベース講座、ボイパ講座をそっこう始めるも時間たらず

コーラス講座の時間も押してしまって

コーラスの内容とかも伝えられたのは２〜３程度。

そして帰宅・・・

あれはむりや

まぁ今年もあんま時間なかったけど・・・

２時について、ＰＡ講座３０分で終わって、３時から７時まで

ボイパ、ベースの基礎、応用、あと両方を組み合わせた発展編

コーラス、発声

アレンジ



とまぁ、詰めつめやったけどこれだけできました

果たしてどこまで伝わったか疑問やけどｗ

んでごはん（すきやき！）くって

風呂はいって

ねてもたｗ

まぁ

誰にも

バンドの練習みてくださいっていわれなかったし。゜(・ε・;pq゜゜・。ｗ

人望ねー

まぁ

今までサークルとか行ってなくて

お前誰や、みたいなノリだったのだろうと思われます。

特に１回生とかはね〜

しゃーないですわ。

話しかけにくいと思われます(´；ω；｀)



まぁ

卒業式の色紙

書いてくれるなら

春合宿お疲れ様でした、

とでも書いてやってくださいｗ

まぁ多分もらうことなくいつの間にかいなくなってると思いますよｗ

いやマジでｗ

でもみんな一生懸命練習してたっぽかったので

安心しました。

このままがんばってほしいですね〜

とかって書いても、多分合宿メンバーは見てないだろうなので

また合宿から帰ってきただろう頃に書きますｗ

ただいま☆

今日の一文字は「春」

（↑雪山にいったのに、雪なかったですｗ）



セミナーでつっかかる点

最近よくセミナーに行くんですが

こんなこといわれますよね

「みなさん今３回生だと思うんですが」

ちげーよ。

黙ってろ？



教習いってきますｗ

初くるま〜〜

今日あっついなぁ〜

セミナーいったら家族連れ半そでだったよｗ

みんな上着脱いでたし。

ワタクシも半そでにジャケットでいきたいと思います。

何この４月下旬気候

これで花粉がなかったら・・・

この季節最高☆

今日の一文字は「春」



ようやく入所

ようやく行ってきましたよ、車の教習。

やっとかよ、ってお思いの方が多いと思われます。

そうです。

やっとです。

はーながかった

ようやくオヤジは

免許取っても車買わなくていい、

というのがやっとわかったらしく

ローンで勝手に取るんなら勝手にすればいい、

ということで許可を取り付けました。

なんでこんな苦労するんだ？



普通親が

「早く取りに行きなさい！」

っていうほうじゃね？

まぁいいけど

ていうか

タノスィ☆

やっぱ前から興味あったので、

勉強が楽しすぎる☆

運転者の心得とかって一見つまらなそうな授業でも

首を縦に、ふんふん振ってましたｗ



傍からみればかなりキモイです。

こういう人絶対０〜１人いますよね。教室に。

まぁ

これから頑張ってとります。

明日も学科と技能１こずついきます。

今日の一文字は「車」



トトロの怖い話！？

みなさん聞いてくださいよ

ちょっと聞いた話なんですが

みなさま

宮崎駿監督の「となりのトトロ」という作品はご存知でしょうか？

もちろん知ってますよね

見たことない、という方も、名前を聞いたり、キャラクターの人形などをみかける

ことは多いと思われます。

さてお立会い。

こんな話を耳にしたんですが

実はあのトトロという作品の中にでてくるメイ、サツキという女の子二人は

死んでしまったのではないか

という話なんです！

説の大筋はこんな感じです。

最後メイが迷子になるシーンがありますよね？



あの時点でメイは死んでしまったと。

なんか田んぼかどっかでメイのくつが見つかるらしくて（このシーンは覚えてないんで

すが・・・）

さつき「メイのじゃない」

って言うらしいです。ってか、この言い方、メイのものなのか違うのか

はっきりしてほしいところですｗ

多分川か何かに落ちて死んだのだろうと？

それかフラ○ダースの最後のように勝手に○○につれていかれたとか。

○○はあとで言います。

まぁそして探しにいくサツキですが見つからず

最後トトロに頼みますよね。

んで猫バスに乗せてもらってメイのとこにいくんですが

メイを見つけてまぁ感動の再会しますよね。

その後、病院にそのまま連れてってもらって

おかあさんの病室の前にとうもころし（←ワザとですよ）をおきますよね

んでお母さんがその前に

「あそこで今、サツキとメイが笑った気がする」

っていうんですよ。

実は木の上にいるのに。



そう

その時点でもう二人は死んでしまっているという説なんです！

会いにいけないからとうもころしを置いておいた、みたいな。

んでさっきの○○ですが

猫バスが、実は死者をあの世へ送るバスであり

それに乗っかってあの世へと旅立った、という

なんとワケのわからない説だけど

やたらとおぞましい説

を聞きました。

まぁその人が言うには

死人にしか見えないものが見えたり（トトロとか、だそうです・・・子どもにしか見えないって

設定だったと思うけど）

くつが脱げてたり（なんか死んだっぽい脱げ方？落ち方？）

まぁその他いろいろな要素から見出したようなんですが

その人はなんと

スタジオジブリに直接問い合わせたそうです。



したら

「そうです。よくわかりましたね☆」という返答が！！

みなさんはどう思われますか？

ワタクシは絶対ただの都市伝説であると思います。



だってさ

最後

ばっちゃんとカンタとあって、ばっちゃんとメイは抱き合って喜んでたし、カンタと

サツキ普通にしゃべってたし！

そのシーンの説明がつかなさすぎます。

んでＥＤ歌の途中も

おかあさんが帰ってくるシーンとかちょいちょい絵だけだけどでてたし。

まぁそれに関しては

あまりにも悲しすぎるのでハッピーに見える風に付け足した

という説も挙がってるんですが・・・

うそつけｗ



あと

ジブリの作品は毎回考えさせられる作品なのに

トトロだけ考えさせられる作品ではない、ように見えるが

実はこういう死を題材にした映画なのである

みたいな見解も聞きましたが

まっさか。

そんな毎回考えさせられるかな？ｗ

ただ単に「自然は大切にしましょう」ってことなんじゃね？

てか

これに関しての詳しい情報どなたかもってませんか？

詳細キボン。



しかし・・・・

これ考えたやつの顔が見たい。

あと応えたジブリスタッフの顔も。

まぁ、そんな話を聞きましたとさ。

今日の一文字は「ト」

ＤＶＤもう一回見てみませんか！？

ワタクシもものすごい気になります。ぜひヽ(○´∀｀○)ノ

本もご参照ください！

影とか靴とか気になるところをチェック！

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1032A4+A4E2A+1N6+BWGDT&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbook%2F3801257%2F
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1032A4+A4E2A+1N6+BWGDT&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fbook%2F311629%2F


ひさびさの遊び＠しぇんま

ひさびさにしぇんまで遊びにいきました。

といっても

カラオケしただけですがｗ

竹○につれられてお昼食べにいった店がよい感じでした

ハワイアン系で

ちょっと味が薄かったけどｗ

そしてカラオケへ

なんかしんどくなるくらい唄いましたｗ

まぁ練習で唄ってるのであまり感慨が湧くというか

別段特別なものはありませんでしたがｗ

それにしてももうイッコ下の子（実際歳は２こした）

も卒業なんですね〜

みんな今が猶予期間、って感じでした。

遊び倒してるっぽかったしｗ

まぁもうすぐ社会人になって

働きづめやもんなぁ〜



そういやワタクシは

卒業旅行にいったことがない・・・

中学んときはありえないし・・

高校んときは浪人やったから卒業を祝うなんて気分じゃなかったし

大学４回んときはお金なかったし

卒業じゃなかったから一緒に行っても意味ないし・・・

今回は１こ下の子と一緒とか絶対気まずいやろうし向こうが。

ていうか行くとしたら無理やり入れてもらわなあかんやろうしｗ

あまり遊びのない人生やなぁ

そらサークルとかライブとかは傍から見たら遊んでるだけにしか見えないけど

プロを目指すようになってからは遊んでるような感覚じゃなくなって

毎回ライブとかになると必死にやってたんやけど・・・

まぁ遊んでますわな。世間的には

今日の一文字は「遊」



１１時間もねた

ゆえに、今寝付けない状態です・・・

明日起きれるかな・・・

まぁ夜勤だから夜型になっても困りはしないけど。今だけ。

楽譜かかないと・・・

今日の一文字は「起」



またセミナー

あんまいないでしょうね

３年セミナー行ってる人。

おととしもいって

去年もいって

今年もいって。

なんかみんな若いね。

顔が紅潮してましたね

緊張してか

ていうか

グループセミナーってやめてほしい

普通に会社の内容説明してくれたらいいやん・・・

いちいちコミュニケーションとらせんなよしらんやつと・・・



そういう微妙な知り合いになってしまった子と

帰り

電車とかであってしまったら

超気まずいやんけ！

とか思いません？

あーゆーとこから超友達になったり

恋人同士になったりする人とかいるんかな？

まぁ

ワタクシの希望業種は

オタク系みたいな子ばっかです・・・

なんかアキバ系っぽい子が多い・・・

やっぱコンピュータ得意な人ってそういう風になるんかね〜〜

やっぱアカペラがいいよな〜就職はｗ



どっかないかな〜

今日の一文字は「蝉」　←セミナーの「セミ」



あったらいいと思うトイレの機能

あったらいいと思うトイレの機能かい？

そうだなぁ・・・

キレイになるように

ウォシュレットがでるときに

ボディソープと一緒にでてきて

かなりキレイキレイにしてくれたらいいのに。

はいリアル。



まぁ超理想をいえば

自動で就職が決まったり・・・

自動で楽譜が書けたり・・・

できたら最高ですね〜

最近トイレが近い。

冬はトイレが近いからいやだね・・・

１時間おきくらいにいってる。

バイトではトイレ行きすぎやと目をつけられてます・・・

今日の一文字は「便」

・・・確かに、最近日記がダーティーやなぁ・・・



あ〜もうムリ

この一言に限るｗ

練習いってきます。

今日の一文字は「弊」



題名て・・・

大事ですね・・・

某ライブの題名をそのままつけたら

１００人増えましたｗ

友達１００人増えるかな〜♪

なんか違う気がする・・・

なんかこう、

閲覧者がばびょーんって増える方法ないですかね？

某○鍋かをりとまではいいませんが

中○翔子くらいみてほしいね。

コメントが炎上するくらいあってさ。

おっぱいポロリ画像載せました！

とかなら炎上するくらいくるんだろうけど（マガジンの漫画にそんなネタがあった・・・）



ワタクシは男だし・・・

見せれるとこなんてないし・・

お腹でてるし・・・

まぁ

クオリティで勝負。

こんな普通の日記ではなかなか人集まらないでしょうけどね〜

前にやってた2chブログのほうがクオリティ高かったと

もっぱらの評判ですぁ。

まぁあん時は脳内トリップしまくりで

幻覚をよく見ていた気がするので

あんな文章がかけたのかもしれません・・・

今は微妙に悠然自適に暮らしてる・・・こともないけど

なんか半ニートのような

このまま生きていていいんだろうか的な暮らしをしていますｗ

あー

夜勤いってきたけど

明日も夜勤

２連夜勤・・・



２連夜勤・・・

寝ます

今日の一文字は「題」



１回生もライブがしたいんジャー！

行ってきました。西宮。

後輩の応援に行ったんですが（の割りにはほとんどしゃべらなくてすいません・・・）

出てたクレパのバンドもほぼ知ってるとこだったので

なんか身内の発表会に行ったような気分でしたｗ

でも楽しかったですよ。[:楽しい:]

１回生のうちから自分たちから企画してライブするとかすごいと思います。

自分が１回生んときは・・・

新歓ストリート・・・

サマーライブ・・・

学祭・・・

ウィンターライブ・・・

４回ｗ

しかもサークルのイベントのみｗ

それに比べたら今の１回生は

イベントも多いし・・・

自分たちでも企画できるし・・・

先輩も協力してくれるし・・・



やりたい放題！

というわけにはいかないでしょうが・・・ｗ

がんばってください☆

今日、後輩の子たちは

うまかったよ☆

なんかうまくまとまってた気がします。

１回生からそんだけ唄えたらむっちゃ上手くなると思う・・・

うらやましい・・・

唯一！

ハウンドドッグの早くなるとこの縦が微妙やった・・・

あそこそろえば完璧！

と思う。

ダー○ッツ、ちきんはーつ時代から見てるけどうまくなりましたね〜

あとみー○ゃ、ち○わも。

あ、えらそうですみませんｽﾏｿｯ ＿|‾|○))

１回生３人は最初からうまいね〜！



クレパのみなさんも

１回生うまいですね〜

ぽてくろだっけ？

もうトライトーン唄えるんって感じでした！

あ○いちゃん高音の伸びがすばらしいですね〜

よしむ〜もうまくなりましたね〜

とまぁこんな感じですかね・・・

なんか個人個人宛に書きたいけどちょっと今日はしんどい・・・

てか誰も見てなさそうやしここ・・・特にクレパ民は・・・

まぁ

みなさんお疲れ様でした。

今日の一文字は「１」



免許。

とりにいっていいって。

今まで親は

免許を取ったら必然的に車を買わないといけないと思っていました。

どんな制度やねんｗ

まぁ、違うと気づいたらしく。

お金勝手に払っていけと。

お金勝手に払うなら行ってもいいそうです。

アホやん。

うちの親。

まぁあまり親をバカにするなとは言いますが・・・

それはアホやと思った。

マジで。

今日の一文字は「違」



やわらか戦車

同居人がこんなに増えました。

ちなみに背景は本棚です。

さりげにまりもっこりが入ってます。

やわらか戦車、好きなんです。

ＵＦＯキャッチャーであったら絶対挑戦します。

ネットアニメやってるんで見てみてください、おもしろいから。

ヤフーで検索してください。

やわらか戦車　検索←ｶﾁｯ

なんか女の子みたい・・・

今日の一文字は「柔」



うんこうんこ

朝食を食べていてテレビを見ていたら。

『ムー○ーマン〜ハイハイ用！〜♪』

ま、まさか・・・・

『うんちポケットに・・・！』

『どれだけ暴れても・・・！』

ぶっ！

人がめし食ってるときに食欲をなくすようなことを・・・

したらとどめが飛んできた。



『これで赤ちゃんのゆるゆるうんちも大丈夫！』

ぶっ！

味噌汁ガチで吹いた。ちょｗｗｗおまｗｗｗｗ

昔ボボボーボ・○ーボボの中にこんなセリフあったんで使わせてもらいます。

「うんちうんちいうんじゃねぇ〜！！！」

あ〜なんか吐き気する・・・

今日の一文字は「糞」



栗田さん・・・

美味しんぼって知ってますか？

料理漫画です。

栗田さん、こんなこと言ってます。

・・・・・・



シャッキリポンって何よ。

少しワロタ一こまでした。

そいや栗苗字つながりで、

昔、特ホウ王国だっけ？って番組で、栗間太澄（漢字不明）って人がでてて（要はミスターマ○

ックの逆なんですよね・・・）

だだっぴろい公園で、紙飛行機を投げて、

しばらくしたら後ろから帰ってくるという手品？をやってました。

てかいんちきの検証もしてなかったので

明らかに反対側から投げているとしか思えませんでした。

小学校のときのワラタ記憶。

今日の一文字は「栗」シャッキリポンて。



目の錯覚〜あなたに見えるかな？〜

ちょっとおもしろかったのがあったので載せちゃいます。

点を見つめるだけでおｋ

↑クリックしたら大きい画像で見れます。

すごくね？

消えちゃったよ！！

次これ

↑クリックしたら大きい画像で見れます。

きれくない！？

file:///tmp/puboo/34280/125457/2a68b3ad1d4f8ce88c72/10112/epub/OEBPS/image/EE143FFE-E056-11E0-92C9-AB42058D85C2_l.jpg
file:///tmp/puboo/34280/125457/2a68b3ad1d4f8ce88c72/10112/epub/OEBPS/image/EE4A9BEE-E056-11E0-AFB3-A842058D85C2_l.jpg


あたかもそこにいるような

でもこれできない人いるよねたまに・・・

そういう方はすいませんｽﾏｿｯ ＿|‾|○))

おもしろいですよね〜人間の目。すぐだまされるし。

こういうのが昔授業であって、やたらのめりこんだなぁ・・・

１回生のときもあって、しかも木曜の５限で、

サークルいきたい、でも授業でたい（授業でろよ）

みたいな葛藤してましたｗ

今日の一文字は「３」３次元の３。



ネットショップはじめました？

うん

自分でも全然意味わからんうちに始まってしまいました。

ここです。←クリックだ！！

なんか見ていただいたらわかると思いますが・・・

買う人いるのか・・・？

こういうとこで買うひとって

金持ちよね・・？

だって時計とか生活用品とか、失敗したくないから手にとって見たりしないとイヤじゃん？（東

京弁）

よっぽど金余ってるか、買いに行く時間のない人が利用するんかな？

でも買いに行く時間ない人がネットショッピングにうつつを抜かさないよね・・・

まぁ

このブログを見てくださってる方の中に

http://realmarket.jp/mar/


対象者はいないでしょうね・・・

気が向いたら買ってみてくださいｗ

ありがたいことに１日２００弱アクセスがありますが、

多分アカペラ関係者ばかりだと思われｗ

ちなみにそのＨＰの名前は「ソムリエ」って漫画（ドラマにもなった）の主人公が働いていたお

店の名前がこんなんだった気がする。

まぁ単なる思い付きでこの名前にしました。

最近在宅ワークとか、お金もうけをどうやってできるか研究中です・・・

なんかパソコンいじってるだけでお金にならんかな〜・・・

某しょ○たんとか眞○かをりとかくらい人が見てくれたら

広告で稼げるんだろうなぁ・・・

いいなぁ・・・

今日の一文字は「稼」



コンビニでの一こま

女子高生が数名きゃいきゃいやってきての一こま

女「私この前アイコに愛してるって言われた！」

女友「えーっマジ！？」

女「泣きそうになったし！」

女友２「なるよね〜」

女「そしたら向こうが『困らせてごめんね』とかいって泣きそうになってるし！」

女「全然意味わからん！！」

すごい会話・・・

女子高ってそういうのあるんですなぁ・・・

まぁとりあえずおまいら



うるさい

カエレ

ちなみに店長もうるさいと思ったのかキレそうになってましたｗ

今日の一文字は「女」



まりもっこり

知ってますか？

・・・・



すごいですよねこれ

ゲーセンでみつけて取ってしまいました。２こも

あげませんよｗ

ちなみに

ち○こひっぱったら、戻る際にぶるぶる〜って震えます。

キモっ！

でもおもろい☆

今日の一文字は「凸」



写真が送れない

ら抜き言葉を題名にしてしまいました。

いつになったら「ら抜き言葉」は正統な日本語になるんですかね？ｗ

多分今の国語の権威さんたちが入れ替わったらなるんですかね？

もうそろそろいいんじゃないかと。

時代の変遷です。１００年経ったら使ってる言葉なんて全然違うやろし。

そう、

おもろい写メとったのに全然ホットメールのほうに届かないんです。

なんでかな？

Ｗｉｉに何匹か反応したので情報を追加してやろｗ

オススメはＷｉｉのビリヤードですね。確か初めてのＷｉｉってソフトにはいってた希ガス。

あれはホンマに突いてる感じがします。強弱によって全然威力変わるし。ちゃんと前後ろにリモ

コン動かさないとできません。

一番アカンのはテニス

自分で動けない・・・＿|‾|○))

ちょっといいところに打つとすぐ勝つ。あるいは負ける。

横に動かせて？ｗ

でもまぁあれもサーブんときは上に上げて、振り下ろさないと反応してくれません。



タイミングよく打つと普段の倍くらい早い球で打てるのでちょっとカイカンｗ

あと野球とゴルフがな〜・・・

一番楽しみなのは「大乱闘スマッシュブラザーズＸ」

これ任天堂のいろんなキャラが入り乱れて戦うんです。

うちの兄弟ともども好きで、６４のもキューブのも持ってます。

しかも今回スネークってコナミのキャラも参戦してて、期待度大なんです

しかし

コントローラー

あのリモコンじゃないだとぅぅぅぅ！！！

買えと！？



違う種類のやつを買えと！？

＿|‾|○))

萎えるわ・・・

ただ

Ｗｉｉの上をぱかってあけるとコントローラーさすとこついてて、

そこにキューブのコントローラーさしたらキューブのソフトでも遊べるんですよ？

これすごくね？

任天堂初めての互換性。

ま

買うかどうかは好みってとこですね・・・Ｗｉｉは。

なんかすごいゲーマーのような話をしてしまった・・・

今日の一文字は「Ｗ」



Ｗｉｉにすぐ飽きた自分

まだ「初めてのＷｉｉ」と「Ｗｉｉスポーツ」ってソフトしかやってませんが

微妙につまらんｗ

なんか

ちょっと前にはやった、バ○ダイとかから発売された

テレビ画面に向かって卓球のラケット型コントローラーを振るような感じです。

しかもコントローラーの感度が微妙で

スポーツの野球をするときも

フルスイングじゃないんです。

座りながら

リモコン縦にもって

横にくいってひねるだけ

はいホームラン



そんなんでホームランとか

まさにドラゴソボールの世界。

まだ

ゼルダの伝説をやってません。

なんか結構むずそうです。

リモコンで剣を振るんですが、感度が微妙だけど

結構精密な剣捌きを要するところがあるようです

できるんかな・・・

ゴルフも

下に構えて



手首をクイッ

ですからねｗ

しかも画面にまっすぐじゃなくてもできます。

正面向いて座って、画面に対して平行にくいっ、でもできますｗ

要は、ひねればいいんかｗ

なんか一人でやるにはかなり不向きです

最近弟がずっと一日一人でやってます。

今日の一文字は「捻」



今日の一文字

昨日の一文字は「久」

久々に全員そろって懐かしかったから

昨日の一文字は「祝」

ブルと芸能界でカップル誕生してましたね〜

どっちも驚きましたｗ

昨日の一文字は「頑」

音源とるのやたら苦労しました・・・

昨日の一文字は・・・

昨日の一文字は・・・

昨日の一文字は・・・

（某ヒロシの終わり風）

今日の一文字は「変」



子どものマナー

悪くなる一方ですね。

びびりました

この前帰りの電車で、携帯電源オフ車両のってたんですよ

そしたらめがねのガキが乗ってきて

なんかコナンみたいやった。

まぁ新一にはほどとおいような不細工だったけど。

あのうざさがコナンみたいやったｗ

まぁ乗ってきて

座ったんですよ

それだけでもウザイのに

普通にケータイ見てやがるし

しかもゲームしてるのかずっとケータイかちゃかちゃやってるし

したら前に立ってるおばさんが

「ここはケータイオフ車両だからケータイしまいなさい」

みたいな感じで、オフ車両のシール指差しながら言ってました。

おばさんえらい！



したらガキは

しらんぷりしてずっと触ってやがる！

あ〜うざ〜〜

何回、

いきなり取り上げて窓あけて放り投げてやろうかと思いましたよ。

ストレスが溜まりつつ十三まで我慢しました・・・

あの不細工コナンめ・・

今にも言いそうでした

「あれれ〜？」

新一くん



小学生は

そんなことは言わない。

わざとらしいんだよｗ

今日の一文字は「呆」アホとかボケとかのホ部分です。



２７時間連続起床

連続起床っておかしいですけどｗ

毎週火曜の夜から水曜にかけてはずっと起きてる日なんです。

夜勤で。

寝れません。

あ、今日は寝れましたｗ

普段は

２１時起床（１９時に睡眠後）

２２時バイト

６時終了

そのまま用意して９時に練習開始

２〜３限受けて、４限練習

５時からバイト

２２時時終了でそのごなんやかんやで１時睡眠

まぁ

炎のチャレンジャーの短縮版みたいなもんです。

あれ絶対ムリですよね、７２時間おき続ければ１００万円。

死ぬっちゅうねん。

医療スタッフとかも待機してたけど

そこまでやる必要あんのか？ｗ



それなら、ティッシュ１分間吹いて浮かせ続けるほうが楽やし可能性あるわｗ

あーなつけし

夜更かしは黒髪の大敵です。

寝ましょう。

今日の一文字は「耐」



さっそくさぼり

ましたね。

はい、すいません。

あ〜いとぅいまて〜〜〜ん！

ワタクシあの人めっさ嫌いなんですけどｗ

しかもあの番組最近あんなネタ多くって。

あ〜ウザ。

でもあれですよ。

嫌いだからやっちゃうみたいなんありません？

よくありますワタクシｗ

怖いものみたさの嫌い版みたいな？

まぁこれ人の受け売りですが・・・

今日も夜勤でした。

最近までムリしてたせいか、

白髪が出てきだしました。



白髪なんかなかったのになぁ・・・

なんか目立つところに数本生えているようです。

ちなみにうちの叔父、父親の兄ですが

もう６０代後半なのに

白髪ほとんどないんです！

ありえません。

ちなみにうちのオヤジは白髪ばっかですｗ

まぁ黒染めしてますがねｗ

叔父は黒染めもしなくって黒いです。しかもふさふさ。

はげ全くなし。

何かしてる感じではありませんでしたしね〜

まぁもう年金で悠然とした生活を送ってはるようですが。

酒も飲むし結構ヘビースモーカーなのに。

何か秘訣があるのか？とおかんがたずねたようです。



その回答とは

なんだったと思います？

頭洗ったあとのドライヤーで

もちろん乾かさないと痛むから乾かしますよ？

乾かすときに

温風を使わないことらしいです。

ホンマかいな？

でもご本人はそれが原因と信じてやまないようです。

確かにあの熱い風は髪の毛によくなさそうですしね〜。



白髪でお悩みの方は試してみては？

ワタクシは・・・・

規則正しい生活したいですｗまずはそこから。

今日の一文字は「白」



脳内で流れたら負けっておもしろｗ

最近見てる掲示板で、

「脳内でそれが流れたら負け」っていうのやってたんですよ。

春休み中、引きこもりの方は見たことがあるかもしれませんが。

ちなみに、ワタクシはすぐ負けますｗ

懐かしいのとか出されるとすぐ負ける。すぐ音楽が頭に流れます。

あなたはどこまで耐えれるかな？

レディーゴー！

?「じゃーぱねっとじゃーぱねっと〜♪」

?「東大代ゼミッ！！京大代ゼミッ！！ 早稲田ッ！慶應ッ！上智ッ！代ゼミッ！ 」

しらんかな？ｗ



?木村カエラ「ばーれるばーれるおっもっい〜♪」

?「水道トラブル五千円〜♪」

?「お昼休みはウキウキウォッチング♪」



?「ははな〜る〜だいち〜を〜」

「を」だっけ？「に」だっけ？

?「この世〜は〜でっかいたからじま！」

これはジェネレーションがわかる問題ですなぁ・・・

?「しょーこーしょーこーしょこしょこしょーこー　麻原しょーこー」

?マリオ１−１「てでってってでってっ　てっ」



?「は！か！た！の！塩！」

まぁとりあえず初級者はこの辺で勘弁してやるか( ·`д·´)ﾍﾟｯ

いくつまで耐えられたでしょうか？

ちなみにワタクシは、?でアウトですｗ

しかもどの問題も流れます。

すぐ負け。

引きこもりって、俺のこと！？



ｗｗ

今日の一文字は「流」



あけましておめでとうございます。

みなさま、あけましておめでとうございます。

２ヶ月放置していました。

その間ホンマいろんなことあったなぁ・・・

んで今日、ようやくいろいろ落ち着きました。テスト終了をもって。

あー長かったﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ｡

ようやく落ち着いた・・・就活とか、自分のことに時間遣います。

あとなるべくまた毎日書きます。(｡�∀�｡) 

そうそう

なんでいきなりこれかこうかと思ったのは、あれですよ。

野球選手のイチローが、ゲストと、出されたお題について一言言うやつ知ってます？

あれ好きなんですよ〜

なんかどうでもいい人が何言っても別になんとも思わないけど

ちゃんとやって、結果を出してる人がいうとやっぱ重みが違うと思いません？

そんな風に思ってるんや〜っていうの？

すごい人はそう感じるんや〜みたいな　(‾‥‾)　=　＝3



今日もやってたんですけど

あれ

なんやったか忘れたｗ

今さっきまで覚えてたのにｗ

あ

例えば「重荷」

イチローは「常にはなくていいけど、いつかは背負うもの」

みたいなこと言ってた。

深いな〜〜

ちなみに今日のゲストは椎名林檎でした。

こっちもまた深かった。

重荷は「過去」だって。

あと「期待」は「勝手」

「首位打者」は「孤独」

（椎名林檎は短かったから覚えてるｗ）

やっぱそれなりに成功してる人はいろんな道を通ってきてるだろうから

言うことが違うなぁと思いました。

多分歳１０歳くらいしか離れてないと思うけど、



１０年後にあんなこと言えるんかなぁ・・・とか思いました。

今日の一文字は「甦」



みんないじめ

まぁワタクシの話ではまったくありませんが・・・

最近子どものいじめと自殺が問題になってますよね〜

ホンマ、いじめるほうも自殺するほうも何考えてんだか・・・

自殺で何か訴えられると思ってるのかしらん？

アホや。

まぁ子どもはいじめよくしてますが・・・

最近職場でもいじめがはやってるらしいですね・・・

なんで？

みのさん、子どもに「バカだね〜」って言う前に、大人に言ってやんな。

っていうか

国のトップがいじめ合ってるから蔓延するんですよね？

あれは意味わからん

ってかいちいちニュースにすんなｗ



小泉さんアホやな

問題解決しないまま（っていうか問題を増やしたまま）

やめていきました。

犬のうんこを放置していくのと一緒ですよ。

子どもに言う前に

大人がしっかりしろ。

ホント政治の場って幼稚園みたいですよね？

んでそれがいちいちニュースで報道されて。

だって、いじめでしょ？

誰派、誰派っていうでしょ？森派とか橋本派とか

幼稚園でもあった気がするし。誰だれ隊長〜みたいな派閥があって。

それを政治で公認してやるんだからよーわからん。

そういう派閥とか普通はテレビとか公に見えないとこでやったほうがいい

気がするんですけどね？

違うかな？

いじめ合う前にもっとやらなアカン問題たくさんあるやろ。

今日の一文字は「稚」



そして日常へ・・・

もどってきました。

ようやく学祭やら祖母関連やらが終わり、

バイトのシフトもレギュラーどおりに。

今日も昨日の２１時から寝ずで1限練習、２〜３授業、４限練習で5時からバイト、

１０時までの３０時間越え起き抜け耐久ですｗ

毎週こうでした。

今年はもうウィンターも出ないし（その代わり月面ライブあります！）

あまりばたばたすることなく年越しになりそうですね〜

しかし

このままいくと12月31日に、年越しをバイトで終わりそう・・・

バイト中に新年明けまして、っていやだなぁ・・・

なんとおめでたくない。

元旦も日常やんｗ

しかしへいたんな日常って過ぎるのがホントはやいですよね。

もう今年も終わりか・・・

うちの店（ってか全国共通ですが）も年賀状の早期割引（早く申し込めば年賀状印刷が安くなる

んですよ）



も終わっちゃったし。

でも12月のあわただしい感じは好きですね。

イベント多いし。

まぁバイト的には最悪ですがｗ

またサンタのかっこしてケーキ売るんでしょうか・・・

あれはいやだ・・・みじめだ・・・ｗ

まぁ

みなさんライブ来て下さいｗ

今日の一文字は「恒」



ひまじん多い

今日はやたら人が途切れなかったです。

あれですよ

コンビニの夜勤です。

3時とか4時とか

平気で４〜５人いました

君たち

普段何やってるの？



もしかして

ニー○！？

言葉の３ぶんの１が伏せられて解りにくいですねｗ

まぁお察しいただけると思いますが・・・

でもぜったいそうですよね。



普通３時、４時とかに本1時間も立ち読みしていきます！？

んで本読み終わったらみんなふらふら〜、ふらふら〜と

買うもんないか探してる。

普通コンビニって何買うか決めてから入りません？

ってか用がないならコンビニに寄らないっしょ？ｗ

まぁ晩飯を模索するのはいいんですよ。

雑貨のとことか

塩、砂糖のとことか

うろうろ〜うろうろ〜してるんですよ。

ワタクシとか大学前のコンビニはいったら

ものの5分経たないうちに出ますけどね・・・



またそのふらふらしてるのが長いからやきもきするんですよね

早く人なくしてスッキリしたいのに。

何か作業するのにそっちばっか気になって集中できないんですよ。

男なんで。

男って一つのことにしか集中できないってホンマですよねｗ

んでいつの間にかレジの前に立ってて、「すいません〜早く〜」

何でふらふらしてたお前にこっちが合わせなきゃならねーんだ

みんな勝手です。



んでありがとうも言わないで帰るし。

大人って態度悪いですよね。

成功者は身分が上とか思ってるのかしら。

大人は最近の若者は・・・といいますが、

最近の若者のほうが全然態度いいし！

まぁ

みなさま健全に。

夜中は特別なイベント（家飲み会とか）以外の人は

寝てください。通報すんぞ。

あー疲れた・・・

寝ずに1限行って来ます・・・

今日の一文字は「続」



ただいま

ようやく少し余裕がでてきました。

とはいえ、ライブの準備にどこから手をつけていいのかわからん感じですけどねｗ

以前はホンマ、2時間睡眠なんぞ当たり前って感じで

いつも倒れそうな感じでふらふらしてましたから。

でも最近は机とか身の回りを片付ける余裕とかもでてきて。

まだマシ。

しかしアレです

やせないと・・・

最近ごはんばっか食ってる。

少しでも血糖値が下がるとめっちゃお腹すいたように感じる。

脂肪つくってわかってるのにｗ

誰か脂肪いりませんか？

ライブで撮られた写真とかみると毎回へこむんですよ

だから学祭前は結構変なダイエットしました。



基本駅までの行き返りはダッシュ

とか

机に座ってるときは常にちょっと両足上げ状態

とか

あまってる時間はストレッチ

とか

でもあまり見た目には効果なし・・・

ちょっとやせたって言われたけどｗ

自分ではわからん

でもそのせいか、食欲が以前より増量ｗ

疲れを栄養で埋めるって目的もあったかもやけど。

そういや学祭とかのこともかかんとな〜触れてないし・・・

また今度ｗ

今日の一文字は「久」



お久しぶりです！

みなさまお久しぶりです。

なんか学祭あたりから死ぬような生活が続いて・・・

ぜんぜん日記書けませんでした・・・

あ〜

超ストレスたまったし

なんでワタクシだけこんな目に・・・・とか思ったりｗ

まぁいいや

最近ウケた広告文句

「蒼き狼」の宣伝文句



オール、モンゴルロケ。

だからなに。



そんなん何でもいいやん

「東京タワー　オカンとボク、ときどきオトン」

オール、ジャパンロケ。

「トムクルーズ　M:I:3」

オール、ＵＳＡロケ。

「皇帝ペンギン」

オール、南極ロケ。

かどうかはしらんけど・・・ｗ

だって、全米No.１ヒット！みたいな感じでその文字が出てくるんですよ！？



どーーんって

でかでかと。

一つだけ言わせてもらうわ。

その宣伝文句はなんの戦略的優位性（タクティカルアドバンテージ）もないわ。

今日の一文字は「宣」



学祭でおどろくべきことが

あったんです。

学祭の詳細についてはまた改めて書きたいと思います。

歌い終わってメインストリートを歩いてたんですよ。

したら

「たこせんいかがですか？」

「あ、そこのたこせんさっき食べたのでいいです（マジです）」

と普通に勧誘されたけどその後

「あの、アカペラの方ですよね？」

はい



「去年とかずっと見てたんですよ〜ファンなんです！」

「カッコよかったです〜〜！」

おなのこ二人組みでした。

まぁ

よく覚えていらっしゃる。

普通行きずりのライブなんて覚えてないっしょ。

「今年は歌ってはったんですか？」

しらんの？ｗ

「もう歌い終わってかえるとこです」

「えー」

「見たかったなぁ」

すいません。わかりにくくてｗ



まあ覚えててもらって嬉しかったんです。

かわいい女性二人組に。

わーいヽ(○´∀｀○)ノ

千葉に向かいます。

今日の一文字は「嬉」



昨日の日記についてと、ミューキャンの感想

てか日記じゃないしｗ

なんか小話やし。

まだ読んでない方は下にスルーしてやってください。

まぁたまには違うことを書こうということでね・・・

今日は書けないけど・・・

また元気なときに書きます。

まぁ長くてスルーしたって意見も多々あったのでｗ

これからはさらに興味を惹く内容が書ければいいなぁとか思いました。

でもそれできたらプロになれるしなぁｗ

まぁ精進ですな。

そういえば昼に新しくできた芝生で歌ってましたね。

お疲れ様です。

音みんなきれいにできててよかったと思います。

ただ一つ言うなら・・・

なんか、暗い。

多分見た目が。



下向いて歌ってるし・・・

しんどそうやし・・・

直立不動が多かったし・・・

まぁ大学内だしそんな気合いれなくても、ってのわかる気もするけどｗ

お客さんは視覚で見て楽しんでるのを忘れずに☆

ＭＣもお客さんの方をみてしゃべりましょう(｡�∀�｡) 
まぁワタクシ自身できてるか非常にあやしいですがｗ

あとちょと思ったこと。

ボイパソロってはやってるん！？

今日出たバンドみんなやってたよね？

すげ〜〜

ワタクシはようやりません・・・

ってかおもいつかんしｗ

ベースセッションとかもやってたよね？

すげ〜〜

ベースとか何して魅せたらいいんかわからんしｗ

まぁとりあえず

ソロやるときはＰＡさんと打ち合わせしといて、大きくしてもらったりエフェクト強めにして

もらったりすると映えると思います。

まぁなんにせよお疲れでした。



しかし非常にうらやましいです。

大学内であんなおおっぴらに歌ってみたかったなぁ〜〜

みなさまは幸せものです。こんちくしょ〜〜＼(∴｀┏д┓´)ノｗ

明日もがんばってください☆

今日の一文字は「芝」



ある朝（お話）

　気がつけば、蟷螂になっていた。

　蟷螂に果たしてものごごろというものがあるのかわからないが、生まれたときはわからなかっ

たようだ。成虫になってからようやく気がついた。

　さっきまでは、確かに目の前をのしのし歩いている人間をやっていた。いつからこうなって

しまったのだろう。それに、なぜ急にこんなにも自我が芽生えてきてしまったのだろう。何も知

らなければ気楽にすごせたのに。

　そう思うと、半分自失状態にあった私は、急に怖くなってきた。どうしようもなく寒気が襲っ

てきた。これからの余生をこの状態で過ごせというのであろうか。食事は、風呂は？水は？

　

続きが気になる方だけ続きを読んでやってください！ 　・・・・・・・・・。

　どうしようもない自失感に捕らわれた。ちょうど最近もこんな感じに襲われたのを思い出した

。なんだっけか。つい最近である。

　そうだ、思い出した。私の名前はほならら太郎。といっても私が人間時代の話であり、今とな

っては名もない蟷螂である。そういえば人間だったのがなぜ蟷螂なぞに・・・？

だがその答えは考えても出るわけがなかった。諦めて、蟷螂であることを受け入れ、とぼとぼと

歩いてみた。今までもものごごろつくまでこの体で歩いていたのだから慣れたものだ。後ろ４本

足を器用に動かして歩いていく。

　だが待て、よくよく考えてみれば、こちら側は少なくとも捕食する側なのだ。外敵から襲われ

る心配があまりない。私は少し安心した。そう考えると今までの不安が和らいでいくような気が

した。今までの人間の時の生活と変わらないじゃないか。

　捕食とか考えていると、お腹がすいてきたような気がした。仕方なく餌を探すことにした。し

かし餌といってもどこで探せばいいのであろうか。スーパーなどあるわけない。あってもお金な

どもってはいないのだ。

　目の前をひらひらと小さな蝶が飛んだ。私の目が光った。

　・・・・ちょっと待て。

　私はあんなもの食べたくないぞ。気持ち悪い。無理。

　だが私の思いとは裏腹に、体は蝶を追いかけてまっしぐらに駆けていた。別にあんなの食べな

くてもいい！強くそう思ったが、私の足は止まらなかった。

　やがて、蝶は道端の草に止まった。何をするでもなく羽根を休めるように折りたたんでじっと

している。

　私は草の陰に回りこみ、蝶の背後をとった。ゆっくり、ゆっくり、蝶へと近づいていく。

　もう体は止められない！逃げてくれ！　私は何とか蝶の草を揺らそうとした。だが私の体はそ



んなことを言うことも聞かず、蝶へと襲い掛かった！

　ばっ！

　ついに蝶を捕まえてしまった。頭からばりっと食べる。

　自分でむしゃむしゃ食べていてなんだが、どうしようもない嘔吐感が襲ってきた。自分が今体

験している行為が、人間の私的にありえない行為だからだ。

　死にそうになりながらも全部食べきってしまった。蟷螂とはこんな残酷なものなのか。自分の

存在を改めて認識し、忌み嫌った。

　不意に、体が浮いた。空を飛んでいるわけではない。胴体に強い痛みを感じる。握られている

のだ。人間に。

　なんとか逃れようと手足をバタつかせる。だが人間にはそんな小さな攻撃が届くわけでなく、

徒労に終わってしまう。

「こいつでっか〜〜！！」

「カマばりでかいって！」

　どうやら子供が私のことをつかんでいるらしい。ほめてくれているようだが、この姿をほめら

れても全然うれしくない。

　そうだ、私は捕食する側とばかり思っていたが、こうやって外敵はたくさんいるのだ。昆虫以

外は大体私より大きいので、ほぼ外敵となりうる。なんでこんな簡単なことも気づかなかったの

であろうか。人間失格である。すでに人間ではないが。

「こら、昆虫をいじめない」

子供たちの横から女性の声がした。

「はぁい」

子供たちは諦めて私を草むらに投げ捨てた。

「虫とかも命があるんだから、大切にしなきゃだめでしょ。君らぽいって投げられてもいいの？

」

「いや〜〜」

「いやだ！」

「じゃあ気をつけなさい。」

「はーい！」

　子供は駆けて行ってしまった。どちらにせよ私は助かったのだ。

「もう虐められないようにね」

　女性はそういうと歩いていってしまった。私に言ったのだろうか、代わった女性である。

　・・・この人、美代子に似ている。よく彼女も言っていた。そんなこと言ってるからいつも蚊

さえ殺せないのだ。

　美代子・・・？美代子って誰だっけ？

　そうだ、思い出した、私は会社で上司にいつも虐められ、婚約していた美代子という女に逃げ

られ、それのストレスと過労で自殺を図ってしまったのだ。自分の部屋に、あらかじめ購入して



られ、それのストレスと過労で自殺を図ってしまったのだ。自分の部屋に、あらかじめ購入して

おいたロープを使って。

　だがこんなことなら自殺なんてするんじゃなかった。私は無宗教で、こういった現象など絶対

にないと思っていた。どこかの漫画にあったように死ねば自分は無に還る、などと世界を勝手に

自分の定規で測ってしまっていた。だが、本当に輪廻転生（というのか？）することになる

とは・・・。それも蟷螂に。蟷螂は果たして生前の行いがよかった者がなるのかもしくはそうで

ない者がなるのか・・・。

　だがこんな思いをするくらいなら人間のほうがマシだ。捕食することもままならず（しかも食

べ物は虫だから気持ち悪いし）外敵も意外とこんな多いことに気づかなかった。これなら花の蜜

をすする蝶などのほうが幾分かマシだ。カラスが人間の食べかすを必死でつつく気持ちが今なら

よくわかる。

　

　一匹の雌蟷螂が寄ってきた。間違いない、あれは異性だ。人間のころは雄雌の違いなどわから

なかったがなぜわかったのだろう。やはり同種同士ならわかるものなのだろうか。

　また不意に、自然と体が動いた。しまった、交尾でも始める気であろうか。私は理性で必死に

衝動を抑えようとした。だが私の体は雌の方へ一直線へと歩み寄る。それもそのはずである、蟷

螂に理性など存在しないのだから。

　私はなりふり構わず雌蟷螂に覆いかぶさった。昆虫を犯すなど気持ち悪いこと千万だが、そん

な気持ちはかき消されてしまっていた。今は自分の行為で精一杯である。

　気がつけば雌蟷螂の顔が寄って来た。キスでもするつもりだろうか。（こんな昆虫とはごめん

だが）

　がりっ

　・・・・・・

　！！

　最初は何の音がわからなかった。が、すぐにわかった。雌蟷螂が私の体をかじりだしたのだ。

　そういえば聞いたことがある。雌蟷螂は交尾中に雄蟷螂を栄養取得の為に食べてしまうと。

・・・・しまった！！

　私はなんとか体を必死に引き剥がそうとするが、全く体が言うことを聞かない。自分の体な

のに。本能が全てを支配している感じだ。雌蟷螂が自分を食べることも本能の一部であるという

のだろうか。

　やめてくれ、食べられたくなんかない。痛みはあまりないが自分の体が蝕まれていく感じはよ

くわかる。体液も流れ出し、やがて全部食い尽くされてしまうのだろう。こんなことなら人間で

我慢しておけばよかった・・・！　私は何度も何度も後悔した。人間は女を抱いているときに食

べられたりなんかしない。女に捨てられたからと言って落ち込むことはなかったのだ、こんなこ



とに比べたら。

　こちらの顔に雌蟷螂の顔が近づいてきた。ダメだ、よけられない！やめてくれ！体を必死にの

けぞらせるが、無駄な抵抗だった。蟷螂は口を大きくあけ、牙を見せる。私はぐっと歯をかみ

締め、２回目の死を覚悟した。

「太郎さん、太郎さん！」

　気がつくと誰かが私の顔を覗き込んでいる。いや、蟷螂の顔ではなく、人間の顔が。知らない

顔であったが。

　がばっと上半身を起こした。鼓動がかなり早い。冷や汗もびっしょりかいてシーツまでも湿気

らせていた。

「よかった・・・太郎さん、生き返ったんだ！」

　先ほど顔を覗き込んできた、白衣を着た人（医師であろうか）が喜んでいる。

「・・・・・・・・ここは？」

私はようやくそれだけ聞くことができた。

「よかった、太郎さん、あなたは自殺を図ろうとしたんだよ、でもみんなの努力でこうして助か

った！頼むから一度拾った命をまた投げ捨てるようなことは・・・」

「わかってます」

　私は医師の言葉を遮る様に言った。

「命の大切さを神様に教えられてきました」

「・・・・・」

　自殺をした人間が何を言ってるのか。とでも医師は思っているのだろう、ぽかんと口を開けて

唖然としている。

　２日後、晴れて退院となった。担当の医師たちからささやかな花束をもらい、私は一人ひとり

にお礼を言ってから帰宅した。医師たちには世話になった。お金のことなども含めて、これから

は彼らに礼を尽くして返していくつもりだ。

　家に帰ると早速、天井につるしたロープと、絨毯にまきちらした自分の嘔吐物を見つけた。そ

のロープと絨毯を取ると外に持っていき、人目のつかないところで燃やしてしまった。こんな命

を投げ捨てるような行為を何故したのだろう。今更ながら恥ずかしくなってきた。なんと恥ずか

しい行為であり、罪な行為かであることもわかった。これからの人生、私は肩を張って、向かい

風にも負けないよう強い人間になる。そう決意した。

　美代子のことも吹っ切ろう。逃げられたからといって、それは私に徳がなかっただけの話。相



　美代子のことも吹っ切ろう。逃げられたからといって、それは私に徳がなかっただけの話。相

手のことを攻めることは間違っていた。

　ロープと絨毯が火を上げている横で、１匹の蟷螂を見つけた。私はそれをつかみ、なるべく火

に入ってしまわないように遠くの草むらにおいて来た。

　

　願わくば、彼も己の過ちに気づいて帰ってこられることを願って。

あー長かった・・・

意外と長くなってしまった。

しかもこんなどうでもいいような、面白くもない内容で。

変わった内容にしてみたんですがいかがでしょう？

まぁ超長文に付き合っていただいてありがとうございました。

またリクエストあればやります。

これは昨日蟷螂とかに生まれ変わりたくないなぁ〜とかって思ってたときに浮かんだ妄想をお話

風にまとめたものです。

今日の一文字は「噺」



万札だらけ

はい

最近バイト先で

１万円札ばっかり出されます。

なんかまたバイトの話してますね・・・

こう日記をたくさん書いていくと

お前はバイトとアカペラと疲れた話しか書かないのか、

ってお思いになると思いますが・・・

おっしゃる通りでございます。

まぁ話をもどして・・・



みんな平気な顔して１万円ぽんぽん出しますけどね、

あれ死ぬほどウザイんですよ？

ていうか

１万円札おろすなよ。

銀行で。

まぁ１万円札は使いたくないからと

購買力抑制のために万札をおろす人結構いるみたいですが

その両替にコンビニを使うのはやめてください。

銀行とか電車の駅でやってください。

しかもね

出し方がうざいんですよ、芦屋は

これもなんっっっっっかいも書いたと思いますが、



一言「すいません、１万円しかないけどいいですか？」

って聞いてくれればいいんだよ？

それなのに

「俺は１万円ももってるんだぜ、ありがたくうけとれよ」

って感じで

ぺぃっ

ってほるやつ。

最悪。

おまけにおつりの札束を取っていくだけに飽き足らず、

ちっさいいなりずし３個いりを１つ買って１万円だした挙句

「箸８本いれて」　（ホントにいますこんな人）



「雑誌と袋わけて」

「この千円きれいなやつと代えて」

「なんかおまけつけてくれへんの？」

・・・・・・・。



金額は低いかもしれませんが、

コンビニでの会計も商取引です。

あなたは大事な取引先に向かってそんな態度で接しますか？

と言いたい。

あーゆったった。

少しすっきりした。

はけ口にしてすいませんｗ

たまには違うことかこっかな



明日お楽しみにｗ

今日の一文字は「萬」



楽譜書く気が

かなり失せ始めてます。

あーあかん

時間がないのわかってるけどどうも手につかない。

ちなみに今週は月、火の夜勤になってしまったので、

書く時間といえば今日が最後・・・ってわけじゃないけど、集中して書けるのは

今日が最後やのに・・・。

明日は昼しか時間がないから・・・

でもね

明るいうちは楽譜を書く気がしない！

これぞ体質ですよね

変な。

今まで間に合わなくて夜に追い込まれてたのが癖になってしまったんでしょうね・・・。

夜にしかかけません。

っていうか



もうすぐ学祭や〜〜＿|‾|○､;'.·　ｵｪｪｪｪｪ

まぁ一年というのはなんてあっという間なんでしょう・・・。

それも１回んときより１日が、一年が早く感じるし・・・。

前いった、１９歳が折り返し理論と関係あるんでしょうかね・・・。

早くしないと・・・

早くしないと・・・

こう思ってると

他のことがやたら楽しい

最近は

『A列車で行こう』

という某ジャズ曲と同じ題名の、

街を作っていくゲームにはまってます。



シム○ティみたいなもんです。

ただアレと違うのは

事故とか公害とかは一切なくって

株とか、利益率とか

資産税とか

常々経済のことを考えつつやらないとすぐ破産するゲームです。

経済がだいっきらいな私にとっては、死にそうなゲームです。

ただ街が出来ていくのだけが楽しみなゲームです。

まぁそんなわけで

いろいろと遅延しています。

今日の一文字は「嵌」



だんだん平気に

なってきました。

なにがって

睡眠をとらなくても。

ってことですよ。

最近平均睡眠３〜４時間くらいです。

夜勤あり、

楽譜ありで

社会人並ｗ

まぁストレスはあんまないですけどねｗ

この状態でストレスがはいってきたら一気に死ぬはず。

前も書きましたが

ストレス、睡眠、食欲

このどれか二つが欠けると（ストレスは増えると）体壊すそうです。

予備校んときの先生が言ってました。

食欲だけは事欠きません。



ストレスもあんまありません。

だから大丈夫。

まぁ〜今のうちだけでしょうね。

あと５年もしたら無理でしょう。

ってか後５年で３０前なんですね・・・

はや〜

いややなぁ・・・

大学はいってからもう５年たってるのでｗ

もうあとそれを繰り返したら３０ですよ。

早く社会人になりた〜〜い

ようか〜いに〜ん〜げん♪はぁ〜♪

今日の一文字は「妖」



結婚式

いってきました〜結婚式。

江坂でやってたんですがね、

超キレイ

ちなみにこんなとこでした。写真は控え室からライスロード？なんだっけ？花まいたりブーケ投

げたりするとこを撮ったものです。わかりにくいかもｗ

ちなみにワタクシらの先輩、まーきゅんさんのお兄さんの結婚式でした。

お兄さんｶｺ( ゜Д ゜)ｲｲ!!

お嫁さんも美人！

美男美女カッポゥでした。

何よりおどろいたんが

式場超きれい！

人もいっぱいいましたしね〜

金かかってますよあれは。

だって、控え室でぼーっとしてたら

http://tasuku.img.jugem.jp/20061016_243661.jpg


感じのよいお姉さん（スタッフ）「お飲み物はいかがですか？」

とかってオレンジジュースとかコーヒーとかただで飲めちゃう！

しかもおいしい。

ファーストクラスですか！！？

そして何より驚いたのが

結婚式のマイク。

SHUREの５８！！！！！！

てっきり司会者用マイクに三人囲んでコーラスやらされると思ってたので



大変おどろいたそうな。

ええマイク使ってやがるよにーちゃん。

そしてそして

会場の人、

聞きすぎ。

BGM的に流してくれたらいいのに、

写真は撮られるわ、拍手は喝采？やわ

踏んだり至れりつくせりでした。

さすがに緊張したし。

しかも慣れてない曲だし。

あーびびった。

会場から帰るときにお姉さんが

「お帰りの前に一服してから帰られますか？何かお飲み物をお持ちしますが何がよろしいで

すか？」



このクオリティの高さ。

うちの店とは大違い。

というわけで、かなり結婚式を堪能して帰りました。

あ、

帰る前に、

なぜか式場の敷地内にあったバッティングセンターで打って帰りました。

スーツだったので全然打てなかったです。

スーツじゃなくても打てないです。

あー楽しかった。

結婚式また行きたい！

誰か早く結婚して(♥ó㉨ò) 

今日の一文字は「婚」



絶対音感についての考察（その７（くらい））

ふと思い出したんですが

N○K教育テレビで「ドレミファ○ーなっつ」ってあったのご存知ですか？

あれのオープニングで

どーなつてるの〜このしまは〜（どーなつ！（合いの手））

ドレミファドレミファドレミファどーなっつ！

っていう箇所があるんですが

（すでに世代が違いますか？そうですかｗ）

最後の

ドレミファドレミファ・・・

ってとこの音が



ホントは

ソラシドソラシド

なんですよ！

音名だっけ？階名だっけ？

とにかく調に左右されない絶対の音名？

が、どうしてもソラシドソラシドにしか聞こえなくて

子供ながらに「なんでやねん」

とか思ってました。

アホですね。



アホエピソードをもう一つ

弟も絶対音感なんですが

小６くらいんときに弟にこうやって自慢してるのを思い出しました。

ワタクシ「なぁこれできる！！？」

何をするかと思えば

音がドシラソファミレド

と下がっていくのに反して

「ドレミファソラシド〜〜♪」

と歌うだけの話。

わかります？

レのとこはシの音を、ミのとこはラの音を歌ってるだけですがｗ

そのとき弟の発した言葉



「お兄ちゃん、器用やな」

そう

私たち兄弟は

それができなかった・・・・＿|‾|○､;'.·　ｵｪｪｪｪｪ

どうしてもその音名を言うとその音も発したがったようで・・・

今思うとなんでそれができなかったんだろうとかって思います。

昔のほうが音感が強かったのかな。

そういえば一回生さんにも一人絶対音感がいるらしいですね！！

談義してみたいです☆

自慢のようなバカ話でした。

今日の一文字は「発」



７２時間耐久

昔、炎のチャレンジャーって番組あったのしってます？

なんか無理難題ができたら１００万円もらえるやつです。

イライラ棒とかもここの出身ですよね。

落ちてくるティッシュペーパーを１分間吹き上げ続けれれば１００万円とかありましたが

プロデューサーの人、

明らかにできないのわかってやってるｗ

あれはムリや。

できそうでできないものの一つ。

そして何よりセットにお金がかからない。

さらに、プレーヤーがかなり滑稽。

まさに一石三鳥。

まぁ本題からそれましたがｗ



その中に７２時間起きてられたら１００万円ってあったんですよ。

あれもね

絶対ムリ。

ワタクシね

日曜からほぼ平均睡眠が２〜３時間で、しかもちょこちょこ起きたり寝たりしてたのでねれなか

った・・・。

ほぼ７２時間耐久です。

ワタクシはまだ動いたりしてるからいいけど、あれは布団の中でリラクゼーションとかされるか

ら確実にムリ。

あ、でも動いてるほうがしんどいからムリなんかな？ｗ



今日とかバイト中立ちながら夢みてましたｗ

楽譜がまったく書けない夢を目を開きながら見てて、あっ、夢や！と思って目が覚めるパターン

が何度も続きましたｗ

あー死ぬかと思ったｗ

ちゃんと睡眠とらないと・・・

やっぱ楽譜がたまってくると私生活が乱れますね。

有名なパイポのCMのセリフです。

「私はこれで、煙草をやめました」

同様に

「私は、これで（楽譜などによる私生活の乱れ）単位を落としました。」

＿|‾|○､;'.·　ｵｪｪｪｪｪ



まぁとりあえず

今日は死ぬと思った。

ナルコレプシー（突発性睡眠症）かと思ったｗ

今日の一文字は「昏」



北斗の拳アニメ

今日テレビでナツカシのアニメやってたんですよ。

北斗の拳ちょろっとやってて。

笑いました。

ほら、ケンシロウが敵にぶすって指をさしたり叩いたりすると、

「ひでぶ！！」

とか、意味不明なこと叫んで死ぬじゃないですか。

んでおもしろいのやってたんですよね。

ケンシロウ「あたたたたた！！」

敵１「金が無ぇぇ〜〜！！」

ぼおん



敵２「お〜れ〜も〜だ〜！！」

ぼおん

それが最期の言葉でいいのか。

今日の一文字は「懐」



ボイパが

なまってます。

うん

こういうのは自転車と一緒や〜

とかって豪語して（いないけど）早幾星霜。

こんなにもなまるとは。

なんか、

ぷふっ

って鳴るんです。

あれー

最近練習しないからかしら。

歌ってばっかで、たまにベースやって、ボイパなんてする場がないからかしら。



卒業された先輩とかもボイパとかまだやってて

今のほうがうまい、とかいう変な人もいるというのにｗ

ワタクシが1回生のときの5回生はすごかったなぁ〜

とにかくパートごとのエキスパートが一人絶対いはった。

ボイパもベースも、歌も、MCもｗスキーもｗ

最近はそれが薄いよね。

まぁいろんなとこに使えるに越したことはないけど

なんか「俺はこれだけは負けない！」

っていうのがみんなにあるのでしょうかねぇ・・・？

とか思います。

ワタクシの場合はずっとベースやってきたし、一番多くベースででてるから、ベースなら誰にも

負けない！っていう自信はありますよ。

そういうの、もってほしいです。

ベースしかり、ボイパでもいいし、歌でもいいし、MCでもいいし、スキーでもいいしｗ

ライバルとかもハルカカナタに取り残せるようにがんばってほしいです。

っていうかまずライバルやら目標やら作ってほしいなぁ。

追いつけ、抱きつけの精神でがんばってほしいと思います。



そうそう、ボイパですが、変な音しかなりません。

今調整中です。

急にやれってなったとき困るし・・・。

後輩に負けてる先輩って絵図もいやだし・・・。

まぁがんばります。

自転車と同じじゃないですね。

なんやろ、

しばらくやってないゲームみたいな。

そんときはテクってても、しばらくして忘れてきたら、取り戻すのに時間がかかる。

結局は取り戻せるんだけど。

みたいな。

まぁ学祭とかでもほぼ披露しませんがね・・・

披露するとなれば1バンドだけ。

怖いなぁ・・・

今日の一文字は「息」



子供の頃の習い事は？

子供の頃の習い事は？

テーマがでてたのでやってみました。

ぶっちゃけ

書くことがないということですねｗ

確か4歳くらいのころに

鉛筆書きを練習するお習字。

んで小学校に入ったらピアノ。震災でうやむやになるまで続いてました。

惰性で。

小４からはスパルタ塾に行ってました。

問題解けなかった子らを暗闇の部屋に閉じ込めるという仕打ちをする塾でした。

んで、テストの順位で席順を決められる・・・。

http://trackback.jugem.jp/?eid=128


ワタクシは常にだいたい後ろから2番目でしたｗ

あれが勉強嫌いの第一歩だったのかもしれん・・・

あ

小１から小４まで公文に行ってました。

勉強してたんですけどねぇ〜

友達と楽しそうに行ってたんで、親が勘違いしたのかやめさせられました。

泣きましたｗ

習い事やめさせられて泣いたのってこれくらいちゃうかなｗ

あと、習い事じゃないけど、小１からボーイスカウトにも入ってます。

今は休隊中ですが、まだ名前だけはあります。

そこそこ技術は身に付いてますよ☆



普通やな

子供には習いごとさせたくないな〜

させるとしたら音楽系だけでいいわ〜

勉強は中学からしたらええ。

じゃないと勉強嫌いになる。

身をもって体感済み。

こんなとこでした・・・

今日の一文字は「昔」



やっぱ学祭前は

あかんなぁ・・・

なんでこう、

9月と１０月は休みが全然無い上に忙しくなるんだろう？

何かと用事が舞い込んでくる。

今年はサークル抑え気味ですが、それでも用事が増える。

そしてさらに、バイトやら副業やら他の方面からもむっちゃくる。

みんなが忙しく駆けずり回りだすと、他の人も忙しくなる。

オールフォーワン

ワンフォーオールですね。

なんか違う気もするけど



今月の目標は

今の用事が片付くまで、用事を増やさない。

しょぼっ

ていうか11月にシスアドの試験あるのにこんなことしてていいんでしょうか・・・

ダメです。

早くつめこまないと・・・。

ムダになる・・・。

今日の一文字は「因」



なんでしょうねこの表記。

「とまれみよ」

新しい日本語ですｗ

う〜ん

とまれみよ。

ぜんた〜い、とまれみよ！

こんな感じでしょうか・・・

それはそうと、これどこかわかります？

千葉の鎌取というところです。

http://tasuku.img.jugem.jp/20061002_236628.jpg


ちょい私用で二日ばかし千葉に行ってきました。

だからといってディ○ニーランド＆シーに行ってきたわけではありません。

むしろ真逆？ｗ

うん

疲れた〜〜

明日はガッコやすもっかな・・・

体力ありえへん・・・

そうそうテンプレ変えました

いつまでも海の夏バージョンはありえんですし・・・

秋の夕暮れバージョン？

どうですか？

今日の一文字は「弊」



9月の統計

今月の来客数は・・・

3369名様でした。

みなさまいつもありがとうございます☆

まぁまぁですかね？

一日１００人の人が見てくれてるってことですもんね。平均して。

まぁ○鍋かをりさんには遠く及びませんが・・・。

そして

広告による収入の報告もをば。（変な日本語ですね）

だらららららららら



６円！

ちーん

やっぱだめだねぇ・・・

副収入はまだ入りません・・・。

半年くらいやってやっと１０００円超えたくらいだったと思います。



５０００円超えないと振り込まれないんですよね〜

難しいわ〜

今日の一文字は「礼」

月の土地買っとけば子孫は有利かも☆



http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1032A4+6JT7E+4T2+674EP


母校が

なくなるそうです。

少子化ですね〜

いや全然感慨湧いたりしません・・・

好きちゃうかったしｗ

学校お別れ会みたいなんやっても絶対行きませんｗ

ただ心残りが

ワタクシは小、中一貫校だったんですが

今度から、小、中、高一貫

だそうです。

自分らんときにそうしろよ。



ワタクシそういうの多いんですよね〜

特に思ったのが

「地域振興券」

覚えてますか？

今思えばあれのどこが経済活性のための政策なんだって気がしますがｗ

一人2万円もらえたアレです。小沢さんだっけ？やったの

そう、その当時１５歳以下の人間と、６５歳以上の人がみんなもらえるんやったはずですが

当時、16歳でした。

多分、みんなだいぶブーたれてた記憶があります。高校で。

一年差ですもんね〜悔やむに悔やめん（そうでもないけどｗ）

そして

大学で



１こ下から、デイタイム、フレックス制度導入。

うちらの回生まだ2部制やし・・・

しかも新聞には関大は2部廃止になったって書いてるし・・・

まぁワタクシは2部じゃないですが・・・ｗ

俺もフレックスタイムの単位取りやすい授業受けたいですｗ

まぁみなさん何かしらこういう経験あると思います・・・

今日の一文字は「僅」



ね・・・寝る時間が・・・

ありません。

体調をくずす要因ってあるのしってます？

１、ストレス

２、睡眠不足

３、食欲不振

このうちの２つに当てはまれば風邪とかひいちゃうそうです。

みなさまは大丈夫でしょうか？

１つだけだったら若さで乗り切れるそうですｗ

しかし

最近若さを感じなくなった

ホンマ

昔は徹夜なんて平気のへだったんですが

今は2時半にはポックリ



そして九時くらいにはパッチリ

って感じです

ちょっと遅起きのおじいちゃんみたいｗ

でも夜勤やってるので徹夜もよくします。

今日もです。

そして朝9時から練習です。

果たして今日はもつでしょうか・・・

今期は朝早いです・・・

週３で1限からあります。

多分水曜1限は練習で固定になりそうなので週４で朝早いです。

は〜

朝早いのはいいんですけど

あの通勤ラッシュが最悪。

もうちょっとゆったりできんもんだろうか。

通勤ラッシュが改善されたらユートピアですね。



今日の一文字は「眠」

ついでに夜勤でみつけた変な日本語（前の続き）

「（袋に）全てご一緒にお入れしてよろしいですか？」

「一緒です。」

・・・金持ちと会話が成り立ちません。



間違った日本語

なんか言葉にうるさいですねワタクシは。

自分自身日本語全然使えてないくせに、人のは気になる。

まぁ気になったときっていつも仕事中なんですが

気になるんです。たまに

１

「たばこ、マルボロ」

言われて取ってくる

「こちらでよろしいですか？」

「よろしいです」

はぁ



ありがたき幸せです。

すごい上から目線。

まぁただ反復してしまっただけなんでしょうがｗ

２

「レシートよろしかったですか？（いりませんか？の意味）」

「よろしかったです」

よろしかったですって

３

「お一つでよろしいですか？」

「お一つで。」

「お」いらんて

あれ、



いっぱいあったけど忘れちゃった・・・

やっぱ気づいたときにメモしないとあかんなぁ〜

もっとおもろいのあったのになぁ・・・

まぁ「よろしいですか？」ってのも日本語変ですけどねｗ

いる？とも、いらん？ともとれるし

あれ、↑って同じ意味？ｗ

まぁ教えてもらったんですが

ファミコン言葉（ファミレス、コンビニらしいです）もよく使ってまいますしね〜

「１０００円『から』おあずかりします」

「５００円のお返し『になります』」

その『』の言葉はダメなんですってね

「１０００円お預かりします」

「５００円のお返しです」

が正しいのかな？

でもマニュアルにはファミコン言葉で書いてあった気もしないでもないけど・・・ｗ

でも言葉なんて時代と共に変化しますしね〜

多分ら抜き言葉も５０年後には認められてるんちゃうかなぁ〜

日本語って難しい。



日本語って難しい。

デーブ○ペクターとかすごいと思う。ギャグまで言えるっしょ？

ワタクシアメリカンジョークとか全然笑いどころわからんもんｗ

でも一番難しいのは北京語かな？

イントネーションで同じ発音でも4種類の意味になるとか。ムリやし。

言葉っておもしろいね。

ワタクシも英語はなせるようになりたいなぁ・・・。

今日の一文字は「言」

北海道のくいもんはこれからが旬！



http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=UB5EO+GF7H96+1KO+65ME9


一億人に1円もらいたい

とかって考えたことないですか？

まぁほしいですね

１億円ですよ

日本中の人からもらうだけで。

おばＱでもこんな話があったらしいですよ。

しょうたくん（おばＱ飼ってる子）のお父さんが給料をなくしたかなんかでおろおろしてたと

きに、しょうたくんがお父さんに提案します。

「日本中の人に１円送ってって手紙だそう！1億円になるよ！」

うむ

とてもいい考えです。

１円くらいなら・・・・多分あげるしｗ

しかしお父さんの反論にびびりました。

そうやん、みたいな。



なんだと思います？

「手紙代はどうするんだい？４０億円かかるよ？」

確かに。

てか

そういう問題か？ｗ

でもその発想に感服。

すっばらしい



一人６０円もらうことにしたらいい。

そしたら・・・・あげない人増えるわなｗ

ところで最近電車の行き帰りで真面目な本読んでるんです。

「ウェブ進化論」

超真面目な本です。

情報処理論の教科書にできそうな。

そこにこうあったんです。意訳ですが・・・。

インターネットの台頭は、無償で不特定大多数に働きかけられ、働きかけることができるよう

になった。

うん確かに

リナックスってしってます？ウィンドウズとかとおんなじようなＯＳソフトです。



企業内の閉じたところで作られるウィンドウズとかとは違って、なんとかっておっさん（失礼）

が作ったＯＳをネットにプログラムとか公開したら、それを不特定多数の人が適当に直したり手

直ししたり、バグを直したりしてめっちゃいいものになったんですよ。

ウィンドウズほどまでのシェアはないにしろ、マニアにはウケてるＯＳです。

そんな感じで、不特定大多数に働きかけることができるんですよ、ネットは

そんな風にしてのし上がった企業もいっぱいありますしね。ヤフーとか。楽天とか。

しかもその働きかけを無償でできるという。

ぴこーん[:おてんき:]

じゃあ

この考え方を遣えば



みんなに1円寄付してって言うのも無料でできるじゃないか・・・！！

ヤッタ！ヤッタヨー！ヽ(○´∀｀○)ノ

すいません。

寄付お願いします。

クリックだけで寄付できます。手間どらせませんｗ

今日の一文字は「狡」

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ5S8+BG0062+384+1HNSR5


いつも受身なので攻撃側へ

攻撃は最大の防御なりと昔からよくいいます。

確かに、今までグチを言うだけで何もしなかった（わけではないが）。

なので、これからは

その攻撃を受け流し、なおかつカウンターを食らわす作戦でいきたいとおもいます。

そう

じじいばばあの集うあのコンビニで、です。

ここから先は大変陰湿なので（ｗ）心の汚い方は読まないように。そして

よい子は参考にするように

そして



ワタクシを暗いキャラだと誤解しないようにｗ

とりあえず初級編として、

１、雑誌の一番上の汚いやつを上から2番目に摩り替えておく。

さらに

牛乳などの、鮮度ものの一番前と二番目を摩り替えておく。

タスクの攻撃！

こうかはばつぐんだ！！



はい

これはウザイおばはんどもに効果大です。

あれうっとおしいんですよね

一番上のを横にぽいってして、二番目のをもってくやつ。

せめて直せって思います。

まぁ、

せいぜい期限切れかけの牛乳とか納豆でもくっとけばいいんだ。

そして

指紋つきつきの雑誌がお似合いなんだ。



２、雑誌とか新聞を、いないレジにぽんって置いて会計を待ってるやつには

よく濡れた手で応対する。

こっちの意向を無視するから新聞がびちゃびちゃになることを思い知れ。

↓これは上級者です。使えますか？

３、アイスとかと熱いコーヒーなどを一緒に買って、しかも袋を分けてくれとかいうウザい客に

は（まずこの買い方が意味わからん）

袋を二つに分けていれるが、

相手に出すときに袋同士をわざとくっつけて渡す。

これは中々高度テクアンド陰湿。

客が気づかないうちに

溶けて、さめて。

しかも袋分けてるから文句は言えない。



これぞ、攻撃。

これぞ力技。

まぁ他にも針でつつくような攻撃をたくさんしています。

氷を買っていく、態度の悪い客にはわざと商品に触れておき、溶かす。

レジに物を置いて、さらに買い物を続ける客には、レジうちを早めにすませ、袋に入れておき、

他の客が来ても対応せず、あせらせる。

そしてＲＰＧで言えば「たたかう」のコマンドのようによく使う手がこれ

小銭を出すのが遅いウザ客は、後ろに人がならんでいれば

わざと「すいません、お待たせ致しました〜！」と、帰ろうとするウザ客に、あてつけ

のように言う。

良心が少しでも残っていれば、心が痛むはず。

ただ



痛む人は気を遣える人なので、期待はしていない。

でも、何もしないよりはいい。

ただやられるだけなら、何かやってから死ね。

どっかの軍師が言ってた気がするｗ

あー陰湿や

でもホンマ、普段は全然なんも対人ストレス？とかがない分、仕事中のウザ客の態度が目に付

く目に付く。

せめて、ありがとうと言ってくれたら気が晴れるのに。

ありがとうが言えない街。

高齢化社会でなく、高齢社会の街（高齢化社会より高齢社会のほうがじじいばばあが多いそう

です）

Ash○yaです。

一度はおいでやす



ラーメンはおいしいから

んで何軒もあるから

半径1キロくらいの中に

今日の一文字は「攻」



ただいま☆

いや〜

人減った

最盛期のころの6分の１かな？

旅行行ってたんで全然更新できずでした。

なんかでかい事件なかったですか？

なんか旅行とか行くと（特に2泊以上の）新聞とかテレビから離れ勝ちになるんで

俗世間ですごい事件とか起こってたらものっそいびっくりします。

でも楽しかったです。

しかし今回のたびで思ったこと

やっぱ家はいい。

あと



免許はいる。

めっちゃ思ったし

後輩にまかせっぱなしっていうのはどうも情けない。

ていうかダサい？ｗ

やっぱとらんと

お金ためんと・・・

今日の一文字は「楽」



殺意の波動に目覚めたタスクｗ

う〜ん

ワタクシはたまに、普通の人ならそんなことじゃ怒らんやろ！？ってことに

むっちゃキレたりします。

あ、だからといって危険人物ってわけじゃないので避けたりしないでください☆ｗ

というのも昨日

コンビニでパンと水を買って水を飲んでたんです。

んで歩きながらパンをかじったりしてたんですが、

蒸しパンだったんですよ。

半分くらいなくなってたんで、ちょっと手にベタつくのがいやだったしぽろぽろこぼれる部分

がもったいなかったので（貧乏性）

袋から出そうとして、手にとったんですよ

したら



ドン

おっさんがぶつかってきました

別に故意ではないと思うんですよ。

「あ、すいません・・・」

って言ってる間に



ひゅう

ぽっとん

パン落ちた！！

しかも敷き紙のほうを下に落ちればいいのに、わざわざパンのほうが下になって落ちました

。



マーフィーの法則「バターを塗ったトーストを落としてしまったとき、そのバターの面が下に落

ちる確率は、敷いている絨毯の高さに比例する」

こんな感じです。

おい

おっさん



謝れ。

しかしおっさんはすたこらさっさと、行ってしまいました。超猫背でした。

カティーン('∀`）



ヾ(-д-;)ぉぃぉぃぉぃぉぃぉぃおい！！！

もう少しで大声で呼び止めて殴りにいくところでした。

ですが

２４だし分別のある大人なのでやめましたｗ

（すでにこの時点で分別があるとは思えませんｗ）



人がせっかくお金を出してわざわざ買ったパンをですよ

これからいいところだったのにですよ

こっちが謝ったのにですよ

なんなんこの仕打ち

（ちなみにさつまいも蒸しパン１０５円）

お金と食い物の恨み両方いっぺんに来たので危なかったです。



こういうのすぐカッっとなってまうんですよ。

一回前の日記にも書いたと思うし、いろんなとこで話したことあるので知ってると思いますが

小５んとき、遠足で奈良に行ったんですよ。

んで、奈良公園でお弁当にしよう〜ってなって

ちょっとフンが多いところでシートひいてみんなで食べてたんです。

したらやたら寄ってくるのは鹿の大群。

みんなキャーキャーいって逃げ惑ってました。

そんときワタクシは

「人間様がわざわざ動物なんぞに振り回されてたまるか！」

と意地をはり（どんな小５でしょうね）

シートにどっかんと座り込んで鹿が取り囲む中座って食べてました。



すると一匹の鹿が弁当にむかって顔を寄せてきた！！

あわてて立ち上がるワタクシ

しかし、弁当のしたに持っていた、紙袋に食いついてきた！（紙袋にいれて弁当をもってきたん

ですよ。それを弁当を上に重ねて持ってたんです。邪魔になるから）

必死で逃れようとするワタクシ、鹿は紙袋にくらいついて離さない。

思い切ってワタクシは、ふん！ってひっぱった！

したら

ひゅう



ぽっとん

最後の楽しみにしていたソーセージが２つ、落ちた・・・

おい

おい



鹿！！！！！！！！！！！

殺す！！！！！！！！！！

ぷちん

頭の中で何かがはじけ飛ぶ音がしました。

どがあん！

怒りに我を失い、　鹿に見事なとび蹴り。



鹿は

ばたんと倒れ、スタコラ逃げて行きました。

今考えると、意味不明な小５でした。



自分が座ってるのが悪いし、自分が無理やり引っ張るから悪いのにｗ

まぁ

あのときは

ざまあみろ

って思いましたｗ

今日の一文字は「怒」

北海道の食べ物はいかがでしょう。北海道に鹿はいません。

旅行での宿泊はこちら

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=UB5EO+GF7H96+1KO+65ME9


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+FCIAXM+N66+626XT


クレパライブいきました

なんでBrooklynのサマーライブは来ないでクレパのサマーライブは行くんだというツッ
コミはなしでお願いしますｗ

だって時間が合ったんだもん。

土曜の夜はバイトって決まってるんだもん。

てなわけで行ってきましたクレパライブ。

まぁ全然関係者じゃないですが、ライブやってたみなさま、お疲れ様でした。

全体的な感想ですが

クオリティ高かったです。

まぁ寸劇はともかくとしてｗ

全体的に、音がまとまっている気がします。

あと見せ方も上手かったです。

うちんとこは見せ方はまだマシになってきていると思いますが

やっぱ音だよね〜。

ちゃんと周りの人の音が聞けてる感じでした。

それが〜一番大事〜



かどうかは一概には言えませんがｗ

しかし前学祭で見たときとか、合宿にお邪魔してみたときよか全然みなさんさらに上手くなって

る気がします！

なにをやれば全体的にレベル上がるんでしょう。

うらやましいです

うちらもさらにがんばらなければ！

お互い切磋琢磨していければ最高ですね☆

また他のライブも楽しみにしています！

ホームにももちろん帰ります。時間が合えばｗ

今度9月の終わりにまた観にいくのでがんばってください。

今日の一文字は「羨」



つるくんち！

に行きました。

初めてじゃないですが、泊まったのは初めてです。

他大の人の家に泊まるのって初めてちゃうかなぁ〜

ってか人んちに泊まるのって久しぶりｗ

お世話になりました。

最初は4人しかいなかったんですが、人がまぁよく来ましたｗ飽きませんね。

しかも11時半から練習て！ワタクシは絶対マネできません。

途中からくらくんてつじくんも混じり、みんなで遊んでました。

しかし、若くないのか、いつもの就寝時間にダウン。

2時半くらいです。

そしていつもの時間に起床。



泊まりで遊んだ意味なし。

ちょっと２４を実感してしまった瞬間でした。

徹夜がキツイって、こういうことかぁ・・・

みたいな。

えー遊んでくれたクレパのみなさんホンマにありがとうございました☆

むやみに傷つけてしまったくらくん、ゴメンナサイｽﾏｿｯ ＿|‾|○))　((○|‾|＿ ｲﾔｲﾔ､ｺﾁﾗｺｿ…

あと全然気づかなかったまぁささん、ゴメンナサイｗ

目が悪いんですｗ

そして家に勝手に上がりこんだくせに片付けとか何から何までやらせてしまったつるくんにホン

マ陳謝＆感謝でした！ありがとう☆

また遊んでください☆

今日の一文字は「交」



というより「歳」ｗ

楽天でソフトをダウンロード！

ネットショップつくりましょう

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYMTC+2D5122+8NE+614CX
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=103BS3+691W7U+JD8+6C1VL


ありがとう・・・

みなさん、「ありがとう」を忘れていませんか？

お弁当を探してと言ったとき・・・

来たばっかりのお弁当を

がっさがっさと全部一気に出させて・・・

はぁはぁと汗だくになりながら出したのに

じいさんは礼も言わず

「こんなんしかないんか！」



そして

「しゃーないからこれでいいわ」

そして

スタスタと去っていく

とても傷ついたよ。

一万円を出したとき



ぽいっとほって

こっちは大変なのに

お礼も言わずに去って行く・・・・

親の顔が見てみたいよ？

ありがとう・・・

ひとことですくわれるんです。

心がけてください。

この一言で空気が和みます



この一言で許されます。

ホンマかな？

まぁいらだっててもこれを言われたら

「ま、しゃーないか」

って思えます。

今日阪神の赤星選手って人がきました。

雨で試合が中止らしくって

そしたらスタッフがざわざわしました。

ワタクシ一人「なになに！？」ってわからん顔してました



そしたら

店長の奥さんに「なんでそんなんしらんの！？」

みたいな感じにいわれました。

日本人なら知ってるやろみたいな感じでした。

しらんし。

今日の一文字は「赤」



うちの店の犯罪速報

いや、別に強盗にあったわけではないですよ・・・

そういう速報みたいな紙があって、最近このへんはコンビニ強盗がはやってるらしいです。

ほかにも

本部に成りすました人間が、金を郵便局とかに持ってこさせる振り込め詐欺？

まぁ詐欺師もよくいろいろ考えますわ。

そのパワーを世界平和のためにつかえんのか。

ちなみにパワーないワタクシは

祈ることしかできません。

亜麺。

ところで見てくださいよこれ

http://tasuku.img.jugem.jp/20060906_220668.JPG


「コンビに強盗。」

アンガー○ズにでも強盗がはいったんでしょうか。

しかも2人ともども。

あーあー

マラソンしてる場合じゃないよ。

その下のほうなんですがこれ

http://tasuku.img.jugem.jp/20060906_220669.JPG


「カウンター内で店番中の店員２名に対して、包丁様のものを示して脅迫し、」

包丁様。

示して脅迫。



「透けさん、欠くさん、もうよいでしょう！！」

透け「ひかえい！！」

欠く「ひかえおろう！！」

欠く「この印が目にはいらぬか！！」

どーん。



欠く「こちらにおわす方をどなたと心得る！恐れ多くも先の副将軍、包丁様にあらせ

られるぞ！」

透け「一同、包丁様の御前じゃ、頭が高い、ひかえおろう！」

一同「ははーっ」

包丁様「さて店員」

店員「はっ！」

包丁様「金をおだしなさい」



恐れ多いは包丁印。

いやだってね、文章よく読み返してみてくださいよ。

「包丁様のものを」

ですよ。

包丁のようなもの

って誤植なら

「包丁の様なもの」

ってはずなんです。



でも包丁の後に「の」を入れたところで

「包丁の様のもの」

となるので

明らかに「包丁様のもの」です。誤植ではなかろう。

これにて一件落着！！

今日の一文字は「誤」

バイトみつけましょう。



http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=103HB5+4JQ8WQ+XSY+661TT


あれ〜

まぁいまさらなのかと思いますが

月面のほう

書き込みがないよう・・・

｡·｡ﾟ·(Pд`q)ﾟ·ﾟ｡ 

誰か書いてくれ

今

のどの奥に口内炎があります

最近わけわからんとこにできるのがはやりでしたが



ついにここまで来たか。

別にそこまでストレスためてないんやけどなぁ

多分下唇裏はとうに飽きて

はぐきとか

舌の裏とか

のどちんことか

意味不明なところに口内炎は伝播し

また久々にできたなと思ったら



喉の奥。

喉の奥っていうか

口の一番奥？

お医者さんに行くと

「はいベロだしてあーんってして〜」

ってなんかヘラみたいな器具をつっこまれて、ライト照らされて喉みますよね？

その辺にあります。

原因不明の痛み、発見にかなり手間取りました。

できた当初は口角炎？もわずらっており（唇の端が切れてるやつ）

あーんってするたびにかなりの痛みが唇の端に走ったものです。



もうこの口内炎はね

風邪と錯覚する

なんもする気が起きなくなる感じ。

今日の一文字は「炎」



涼しい

昨日（おととい？）も書きましたが

最近めっきり涼しくないですか？

朝窓を開けるといつもの蒸し暑い空気ではなく、

さわやかな森の空気が

（と共にやぶ蚊とげじげじが）

はいってきて

とてもすがすがしい（？）朝を迎えられます。

クーラー最近いらんし。

あの大雨のあとからこんな感じですよね。大雨いつだっけ？火曜の夜中？

の割りにずっと続いてるなぁ。

あれかな

異常気象？



ロナウジーニョ現象？

エルニーニョ現象？

昔の9月と言えば

「あち〜」

「何が立秋じゃ〜」

「何が秋の大運動会じゃ〜（いや、10月が多かったですが）」

とかってぼやいていた記憶しかないです。暑くて。

それがどうですこれは



さわやかだ。

またこんな健全な時間に起きてしまうんだ。

自然に。

いや、自然にってのはおかしいかな

最近よく夢で戦ってます。

しかも銃撃。

んで、戦いに疲れたころに目が覚める。

あー疲れた、って思ったら目が覚めて

あ、俺寝てたんや〜いつのまに寝たんやっけ？

とかってごっちゃになります。

変な子。

(・e・)
ひよこまーく



最近よく戦ってます。

夢判断してほしいなぁ。

今日の一文字は「戦」

月面ピエロのＨＰがリニューアルして、さらにブルのＨＰでも宣伝したので集客数さらにＵＰす

るはず！ＢＢＳもついたので書き込んでくださるとウレシイです！

月面ピエロＨＰ

http://www.geocities.jp/getumenpiero/


夏休みも終わり・・・

ですね・・・。

もう9月か〜

最近めっきり涼しくなりましたね？

なんか１０月前みたいな涼しさ。

夏が好きやからなんかさみしい。

いつもこの時期はそうですね〜

でも一番寂しいのは11月くらいかな〜

なんか特に夕暮れ時、暗くなるころが寂しい。

秋は夕暮れ、とはよく言ったものです。

公約した、オリジナルの曲ってのもまだ書けてないし・・・。

難しいねん。



ていうか今日はよく寝た・・・

１１時間寝たかな？

最近は6時間くらいの睡眠で大丈夫やな〜とか思ってたら

ダメでした。

あーよーねた

すっきりした

そうそう

今まで全然みてなかったけど

8月のココの来客数は４１５５名でした。

まぁまぁよね？

まぁ眞鍋か○りさんには遠く及びませんが。

うちのバイト先の来客数くらい？

そんな少なくはないかｗ

もっときてもらえるようがんばろ〜

今日の一文字は「秋」



あー

うーん

書くことない。

なーんもないな〜

練習も最近ないし〜

あー

ゲームばっかしてるな〜

あとは楽譜？

ちょこちょこ書いてます



今までは見切り発車の（バンド名じゃないよ、状態が）楽譜が多かったので

かなり時間をかけて書いていきたいと思います。

アカペラの曲はそのまま書きますが

楽曲の分はちゃんとアレンジを紙に書いたりして考えて書いています。

あー

しかし他にすることないなぁ・・・

今日の一文字は「暇」

いや・・・

暇ってわけじゃないな〜

結構バイトばっかしてるし。



まぁその割にはお金はいらないけど・・・

時給７００円だしｗ

今日の一文字は「安」



久々に練習・・・

アカペラ久々にやりました。

カンブリッジです。

関関ライブからアカペラしてなかったので、２ヶ月弱！？

練習を含めるとまぁ２ヶ月は越します。空き期間。

あーあー

なんかできることはできたけど、ナツカシさ満点。

声の出し方とか絶対忘れてる。

歌ってはいないけど、歌ったら絶対しょぼくなってる。

え？

元からしょぼいって？



ｽﾏｿｯ ＿|‾|○))　((○|‾|＿ ｲﾔｲﾔ､ｺﾁﾗｺｿ…

家では何かと一人でやってますが、やっぱみんなでやるのと全然違いますね。

合わせて初めて得るものは大きいですね。

やっぱ家で歌ってると声出てる気になるけど、外で歌うと全然声でてなかったことに気づく

。

テンションも違うし。

あー

もう少しがんばろうかなぁ。



せっかく５年やってきてるのにもったいないしね。

そう

５年やる人なんてほぼいないんだよ！？ｗ

しかもアマで。

あー

こっちで就職できたらどんなに楽でしょうか・・・

いやそら金銭的には楽じゃないかもよ？

でも

好きなことやってお金もらえたらどんだけ幸せか。

上司のグチとか同僚のイヤミなんてへっちゃらです（この世界に同僚のイヤミなんてない気がし

ますがｗ）

就職口紹介してください。



行きます。

今日の一文字は「久」

大学生は夏休みまだある！最後いってらっしゃい！

海外格安航空券の24時間自動予約　イーツアー

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+FVK6AI+2Z8+BWVTE


小人ってマジでいるん？

白雪姫と７人の小人が声明を発表しました。

ウソじゃありません。

狂言でもありません。

ちゃんとヤフーニュースです。

こちらです。

内容は、冥王星が惑星から降格したのを受けて、小人がその不満を表明したというもの。

小人って誰よ。

小人っているん！？

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060826-00000405-yom-soci


ねぇ、そこのディズニーフリークさん！

あなたですよあなた。

小人って誰がやってるん？

小人にあいたい！

あ、ディズニーランドにいけばあえるんか。

表明ってどうやってしたん！？

ディズニーランドから電話かかってきたんかな？

それともＦＡＸ？

なんか夢とリアルがごっちゃになってる・・・

この記事みてたら変な考えがいろいろ回ってきますｗ

誰か教えてください。

ミッキーとかも声明できるんかな？

ミッキーもなんか声明だしてくれんかな？



ミッキーもなんか声明だしてくれんかな？

「小人にプルートはやらん！」とかｗ

ちょ、マジ気になる。

誰か教えれ〜

こうやって真面目なニュースでそうやってでてくるってことは、ちゃんとした小人が声明出して

るんでしょうねぇやっぱ。

いや、小人役っていうのも無粋だから、小人ね

あれ、何ゆってるかわからんｗ

今日の一文字は「幻」

４円ください。



http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ5S8+BG0062+384+1HLFVL


今日から合宿か・・・

ついに５年連続で行くことはなかったですね。

夏合宿。

懐かしいなぁ〜。

いきたいなぁ〜

まぁおっさんやし若者についてけないし泳げないので行けませんがｗ

みんな楽しんできてください☆

もう８月も終わりですね〜

夏休みはや〜

なんもしてへん。

もう１ヶ月ないでしょ？



あー

最悪

なるべくムダにならんようにやらんとな〜・・・

この歳になってくると

残された時間をなるべく有効に使おうと必死です。

ゲームとかしてる場合じゃないな・・・。

しかぁし

弟が買ってきました。

ＦＩＮ○Ｌ　ＦＡＮＴＡＳＹ　Ｘ−２

んで

メタルギア○リッド２というのも買って帰ってきました。



独占してやってます。

さらに戦国バ○ラ？ってよくわからん新作も買ってきて

弟は金持ちです。

ワタクシよりバイト全然はいってないくせに。

ちなみに

同じ勤務先です。

今日の一文字は「駄」

オークションのフリマで儲けましょう

儲けた金でお買い物♪

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1032A4+462SA+6O0+BX3J5


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=U09R1+4QA0KA+5WS+C0B9T


２８３！

すごい！

ここ一番の集客をたたき出しました。

８月２３日！

あれっすかね

ミクシィに出てたからですかね？誕生日やって。

でもあまりたいしたこと書いてなかったから

次の日７３名。

減ったな〜。

まぁそんなもんか。



２４になったからと言って別に生活が変わるわけじゃない・・・

最近はいつもに増してだらだらしてます。

なんもしてません。

バイトしかしてません。ほぼ。

でもお金まったく残りません（何故！？）

誰か何かに誘ってクレ。

今日の一文字は「呆」



地球は青かった・・・

って知ってます？

そう、初の有人宇宙飛行士、ロシアのガガーリンさんの名言ですよ。

へぇへぇ〜

２へぇ

まぁこれがどうしたのかっていうと

この名言の訳は間違ってたらしいんですよｗ

んで

なんでこんなこと言い出すかって言ったら

夜中に読んでた「プレ○ボーイ」の雑誌の中に連載中の、「キン肉マン２世」で、なんの脈絡も

なく自慢されてたからなんです！

そのへんの話のあらすじはこうなんです

多分気にする人はほとんどいないと思いますが、

ネタバレを若干含むので今週の分が気になる方でまだ未読の方は読み飛ばしてください。

キン肉マン２世は今は観客で敵同士の試合を見ています。

なんかくまちゃんコスプレのペアと隕石に変身する（？）ペアが戦ってます。

観客は女の人が多くて、くまちゃんレスラーにはファンがいっぱいいるみたいです。

かわいいらしくて（全然かわいくないんだこれがｗ）

相手の超人が蹴ったりすると

「くぅーん！！」（くまちゃんの叫び声）



「やめて〜っ！くまちゃんをいじめないで！」（女性観客多数の声）

君たち、

何しにここに来てるんだ。

やがてその黄色い声の多さにうざがった相手がこんなこと言い出します。

「動物の擬人化をかわいいと言って喜ぶ、まさに西側文化の悪い特徴だ」

みたいなことを言い出すんです。

んでその次

「我々ロシアの宇宙飛行士ガガーリンを知っているか！？彼は宇宙に行った際、『地球は、青

いベールをまとった花嫁のようだった』という名言を残した、だがその名言も西側の人間

によって『地球は青かった』などという陳腐な言葉に書き換えられたのだ！」

うん

関係あるようで

全くなんの脈絡もなくトリビアが発されました。

実際に、調べてみた。



http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%AC%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3
（下のほうです）

本当だった。

まぁ、だからと言って別に相手の超人の主張は全くといっていいほど突発的であったことには変

わりありませんｗ

ゆでた○ごさん、知識ひけらかしたかったんですか？ｗ

今の一文字は「露」

下も今日書いた記事ですのでお読みください。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%AC%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3


２４歳

になった。

さすがにそろそろ感慨湧きませんｗ

むしろこの歳になって未だに働いていないことに対して

不安を覚えます。

もう２４か〜

早いな〜

あっというまに３０になったりしていやだな〜・・・

２４っつったら本来なら社会人２年目

高校から働いてたら６年目だよ・・・

ちなみに

誰もいないかもしれませんがケータイにメールで祝ってくださった方々・・・



誠にありがとうございます☆

そして大変申し訳ないのですが・・・

ケータイが止まってるので返事が明日以降になってしまいます・・・

ホンマすんません

去年もそうだったみたいです。

７月は止まるのが２６日で、給料日後やから大丈夫やわ〜とか思って２５日に払ったら

これだよ。

２６日でいーじゃん。



まぁ債務者が文句言ったって聞く耳持たれませんが・・・ｗ

２４になってもよろしくお願いします。

今日の一文字は「４」

月面ピエロにきてくださいｗ

なんもないですが、カウンタが増えないので寂しいですｗ

http://www.geocities.jp/getumenpiero/

http://www.geocities.jp/getumenpiero/


みんな忙しそうですね・・・

よく人のミクシィ日記を見ます。

『今日までバイト三昧で明日から練習三昧で・・・』

『ライブに向けて猛特訓です』

『昨日もおとといも飲み会なのに今日は朝から１日練習・・・』

うわぁ・・・

かわいそうに。



忙しくても、これが青春なんじゃ〜！

毎日予定ばかりで、忙しいけど楽しい！！

と思っていた時期が、

自分にもありました。

いやすいません。

ウソですよ。

ホンマにそれはいいことですよ☆

ワタクシなんて、

なに、このだらけ人生。



１日だらだら寝てすごしたって！

１日ゲームしてつぶしたって！

いつどこに行こうが何をしようが！

誰にも何も言われない！！

確かに

忙しい人はこれ、かなりうらやましいと思います。

実際、今年の３月までは忙しすぎて血反吐出そうでした。

それの反動かしらないですが

何この何もやることのない毎日は。



おかげで

徐々に楽譜がたまってきてますｗ

所属バンドのみなさんお楽しみにｗ

一人夏休みをダラダラすごし

たまに、フッ、と、気づいてしまうときがあります

これは、もしや・・・・



ニ〜ト？

はい

早く練習再開しましょう？ｗ

今日の一文字は「暇」

旅行まだいけます☆

大人気！露天風呂付き客室の宿を予約【ぐるなびトラベル】

キャバ嬢・ホステスを口説く魔法のテクニック

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+G2PDJU+596+TUVZM
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZX400+5TKMHM+V40+60WN6


「〜」（波線）のチカラ。

最近楽譜と日記しか書いてないせいか、日本語のことを考えます。

よく年寄りに批判されがちな若者言葉。

どうせワタクシたちが年寄りになるころにはら抜き言葉とかが常識になって

もっと意味不明な言語がでてくると思うんです。

明治から大正だって全然変わったはずです。

それを批判するなんてホント戦前教育の影響のひきずりとしかいいようがないｗ

と年寄り批判はおいといて

若者言葉の特徴として「〜」てよく使いません！？

これって

なんか使い勝手いいですよね！？

ちょっとキツめの言い回しでもすごいソフトになる。



「あの子やな感じよねー」

ほら、なんかストレートっぽい表現も

「あの子やな感じよね〜」

ほら、

前者は決まりきった事象みたいな感じですが、　後者は問うてるような感じしません？

他にも

「行くぞー」

これだと強制みたいな感じするけど

「行くぞ〜」



これだと呼びかけみたいな感じじゃないですか？

多分日常的に使い分けてません？無意識のうちに。

そんなことない？

別に前者も後者もかわらん？ｗ

そんな人はすみません｡·｡ﾟ·(Pд`q)ﾟ·ﾟ｡ 

他になんでも使えますよね

ハロー

ハロ〜

後者のほうが日本人っぽいｗ



エレベーター

エレベ〜タ〜

後者は壊れてそう

ニート

ニ〜ト

したのほうがダメそう



したのほうがダメそう

ハリーポッター

ハリ〜ポッタ〜

ロンが呼んでそう

ファイナルファンタジー

ファイナルファンタジ〜



ぱちもんや・・・

こんなパクリ作ありそう

あーやめよう

よくわからんようなってきたｗ

前も言ったかもしれませんが、勝手に○蔵でやってた、（笑）をつけるとなんでもオッケーに見

えるっていうやつに似てます。

どんな文章にでも（笑）をつけてしまってたので、（笑）の感覚がマヒしてその話が全然意味わ

からんかったのです。

なんか

自分で何を話してるのかわからんくなってきたｗ



自分で何を話してるのかわからんくなってきたｗ

寝よう

今日の一文字は「〜」



○男って使われないですよね

ふと思ったんですが、

痴女

とか

婦女

とか

艶女

とは言いますが

暴男

とか

痴男

とか



紳男

とか

言わないっすよね？

なんで

痴漢

なの？

漢気あるから！？

勇気ある行動だから！？

社会や地位とかも捨ててでも女を取ったから！？



違うよね。

でも紳士とかもそうだけど、

○男（読み：○おとこ）ってホントなくないですか？

ブ男とかそんくらい？

男女って書くから？

男って前にくるからどうしても「○男（読み：○だん）」って言いにくい感じやからかな

？

とかって３日前くらいからずっと感じてましたｗ

今日の一文字は「漢」

４円クレ。



http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ5S8+BG0062+384+1HLFVL


なるみさん？

今日はデスクトップのデザインを変えて遊んでました。

まぁ、なんて暗い子なの。

とは言わないで。

今回のテーマは「LONGHORN」

知ってますか？

次のマイクロソフトが出すＯＳはウィンドウズじゃなくて、このLONGHORNって

発表されたんですが。

まぁ今はLONGHORNじゃなくなってVistaになったらしいんですけどね。

なんかださいよなぁ。

後から改名するなら見切り発車で名前発表しなくてもいいのに。

前にそれで失敗したのが「ウルトラ６４」



何かわかりますか？

数字でわかるかもしれませんが

そう、「NINTENDO64」の発表当時の名前です。

「ウルトラ６４」とか「ウルトラファミコン」とか言われてたみたいですよね。

ださっ。

ちなみに任天さんは今回もWiiって名前に変えて失敗してそうですね。前の名前のほうがよかった
って。「NINTENDO REVOLUTION」って名前やったんかな、最初。
まぁどっちもどっちだと思いますが。業界では批判の声だらけらしいですよ。

んで、

話をもどそうｗ

今日やったデスクトップがこちら。

クリックすると拡大して見られます。

http://tasuku.img.jugem.jp/20060816_210374.JPG


すっきりしてると思いません？

ちなみにデスクトップアイコンも上に表示されてる３つしかないんですよ。

んで残りはどこやったかっていうと右上のほう。

んで、Windows media playerはIPODに

なってるわけです。

あー疲れたｗ

そうそう

題名のなるみさんですが

ワタクシ「福知山なるみさんって誰！？」

弟「！？」

・・・



弟「それ、　福知山成美（セイビ）やろ？」

はい、すいません

高校野球なんて全然みてません。

しらんし。

どうみてもなるみさんやん。

福知山成美高校の人、すいません。

４回戦進出おめでとうございます。

今日の一文字は「成」

夏休みにバイトどうぞ



http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=103HB5+4JQ8WQ+XSY+661TT


誘拐の手口

マンションのエレベータに誘拐の手口、こんなんに乗らないでくださいみたいなのが書いてある

んですが

「新しいゲームだよ〜」

いまどき。

新しいゲーム。



「おかし買ってあげるよ〜」

おかし。



乗りますか？そんな手に。

誘拐する人ってやるって決めてんだから、

バッと押さえて、ガッっと連れ込む

しかしないと思うんですよね〜みんな。

今の一文字は「手」

ダイエットしたい方に



http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=105770+2DRYY+OXI+61RI9


君が！帰るまで！殴るのをやめない！

はい

別に題名に意味はありません。

言うたら人寄せ？ｗ

気になったんですが

帰省ラッシュて田舎に帰る人がいっぱい増えることですよね？

じゃあお盆が終わって、今住んでる家へ帰ることは？

帰省ラッシュ？

どっちも？

まぁどっちも帰ることには変わりないんですが。

誰か教えてください。

しかし毎年乗車率１２０％とか２００％とかやってるけど・・・

ニュースじゃなくねぇ？

東京の大動脈とか



常に乗車率５００％とかじゃねえのｗ

今日の一文字は「省」

↓最近１日に書く日記増えてます。よかったら過去ログもごらんください☆

カウンタはこちらから☆



http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYTXP+7IAU6Y+4KG+1TIJEP


大停電の朝に・・・。

東京大停電したらしいですね。

関東に住む仲間とかは大丈夫やったんかな？

大丈夫でしたか〜？

見てくれてなかったら意味ないけどｗ

しかし

意外と東京ってモロいんですね？

世界の東京がよ

アジア一の大都市（かどうかはしらないが）がよ？



クレーン船のクレーンに送電線を引っ掛けて切れただけで

大停電！？

テロ起きるんちゃう？

電気対策しないと。

簡単に都市機能やられてクーデターが起きるなんて可能性もあるよ！？

朝ニュースみたときびっくりしたもん。

なんか事件ちゃうかって。



それがこんな結末。

まぁ意味不明なテロとかじゃなくてよかったけど。

送電線一箇所切っただけで都心の電車、移動の大動脈達が停止。

１００万世帯に影響。

エレベータに閉じ込められたり、

このクソ暑い中、徒歩を強制させられたり。

弱いね。

しかし

つくづく電気依存だね。

ホント電気なくなったらどうやって生活していくんだろう。



想像できないよ。

電気は料金制やめたらいいのに。

まぁ

早く対策を練ってくれることを期待しています（他力本願）

今の一文字は「電」

旅行券格安でどうぞ



http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+FVK6AI+2Z8+C0IZL


ねすぎた

夜勤だったせいか、一度寝てしまうと止まりません。

１１時くらいまでは起きてたんですよ。

あー今日寝なくてもいけそうやな〜って。

ずっとその変な状態にまかせて楽譜書いてました。

しかし

あーつかれた、と思ってベッドにごろん、となったのがもうアウト！！

３分後にはグースカ。

そして１時半くらいにメールで起きるが即寝・・・

３時半くらいにもう起きようと思うが断念ｗ



やっと今起きました。

まぁ夜勤の次の日なんてこんなもんですよね。

何回か、帰ってきて朝の７時に寝て、夕方５時に起きたことがありますｗ

それに比べたら有意義よねｗ

さ〜そろそろ久々にゲームでもしよっかな〜

楽譜考えるので頭が煮詰まってきてるからリセッシュしまっしゅ。

のだめカ○タービレで、のだめの先生、シャルル・オクレール先生の一言が印象に残ってます。

次の曲をやろうと言い出すオクレール先生に、のだめは「この試験の曲はもうやらないのか？」

と聞き返すんですが、その時先生は

「ワインと同じでね、寝かせておくのもいいんだよ」

みたいなことを言ってました。

ですよね〜〜〜。



だから楽譜も寝かせます。

なんか頭変になりそうやしｗ

しばらく頭つかわんとボーっとしてから、何か妙案でもしぼりだします。

「今」の一文字は「熟」

旅行はぐるなびから。



http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+FTRVH6+596+1BQYPT


お盆なのに・・・

普段の５倍は人がきました。

夜勤なのに。

まぁ家族連れがよく来たもんだ。

ホンマにそれ夜中に必要なもんなのか！？

ってものばかりよく売れる。

目だったのが

濃いお茶。とか普通の生茶。

５本ずつ買ったりして。

おばちゃんとかが。

おばちゃん。

沸かせよ。



お茶を５本も６本も５００ｍｌ買う人に告げます。

お金ムダにしすぎ。

家で使うなら湧かせ。

あーゆー５００ｍの手合いは携帯用に作られてると思うんですよね。

それをわざわざ買いに来て。

なくなったらまた買いにきて。

どう考えてもお金の使い方間違ってる。

いいなぁ金持ちは。そんな豪遊ができて。

しかし深夜なのに、本当に必要なものを買いにくる人って意外と少ない。

まぁ「必要なものかどうか」の判断はワタクシの主観ですが、

どう考えてもいらんやろみたいなんばっか売れる。

必要なんっつったらなんやろ、コンロのボンベとか？栓抜きとか？まぁ水でもいいけど。あとニ

コチン中毒の人はタバコ？

まぁそう考えたらホンマに今買わないとアカン！っていうのってないですよね。



まぁ一番売れるのは「タバコ」

ホンマめんどい。

でも普通に雑誌とか買ってく人もいるし、晩御飯、朝ごはんとかまとめて買ってくひとも居ま

すね。

今日３時ごろに来たおっさんなんか

ポッキー、かっぱえびせん、じゃがりこ

だけ買っていきました。酒の肴にするわけでもなさそうだったのですが・・・。

それ今いらんやろ。

子供か。

特に夜中は普通の時間よりまとめて買ってく人が多いからめんどくさい。

あれ、なんか話にまとまりがなくなってきたｗ

まぁ、

夜中に来られるとめんどくさい、って話です。

家飲みの継ぎ足しにコンビニまでぶらぶらするのは気持ちがいいですが

来られるほうはさぞ嫌がっていることでしょうｗ



今日の一文字は「宵」

４円ください〜



http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ5S8+BG0062+384+1HLFVL


先述したはいいが

ずっと楽譜書いてました。

ゲームもまったくせず。

こんな日もめずらしい。

なんか全然書けないわ〜

特にメロディーが思いつかない。

自分の味を出そうとすればするほど引き立たない。

どこかで聞いたことあるような旋律になってしまう。

コードだけ書いても聞いたことあるような流れになる。

まぁ音７つしかないし、しゃーないとは思うけどね。

かぶらんほうが不可能やし。

というわけで寝よう。

夜勤のバイト中に考えよう。

白紙の楽譜を目の前にするから思いつかないんだｗ

２つ同時並行ですが、どちらもほぼ手付かずになってます。がびーん。

書いては消し、消しては書きの繰り返し。

あー才能がほしい。



「今」の一文字は「滞」



しょこたん

って知ってます？

中川翔子さんっていうグラビアの人なんですけど、

ブログの女王でもあるらしいんですよ。

まぁあの人には負けるでしょうけど。

眞鍋か○りさん。

学歴からして頭よさそうっぽいですもんね。

特○ネ（朝のニュース番組）にたまにゲスト出演してはりますが、

鉛筆でメモをとって、勉強してます！って感じですよね？

まぁ半分わざとかもしれないですが、熱心に見えるんです。

世界不○議発見での黒柳○子さんもそうでした。なんか与えてくれる情報をムダにはしない、み

たいな感じで。

あれ、話それまくったｗ

とにかく、そのしょこたんって人もブログの女王らしいんですが

おどろきました。

この前はな○るカフェでその人がゲスト出演してて（すいません同回のみんな、夏休み丸出し

でｗ）

ブログについて語ってたんですが



なんと

１日１５回更新！！

多いときには７０回更新！！

そっかぁ！！



じゃあ僕も、一日７０回更新したらブログの王様になれるんだ！

！

よーしじゃあさっそく・・・

できるか。

てか、向こうは芸能人だし、書くことあるやろけど、こっちはパンピーなんだよ。

書くことねえよ＼(∴｀┏д┓´)ノ

まぁ更新が多いってのが理由じゃなくて、

グラビアが何書いてるのか興味あるんでしょうね。

だって、

ワタクシもおっさんが書いた文章なんてあんま興味ないしｗ

まぁ、

何回更新できるかやってみようかな・・・。



今日の一文字は「頻」

こちらもごらんください〜☆

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+FVK6AI+2Z8+C1DUP


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+FEW1CQ+JRO+5YZ75


コメントしてよ〜

カウンタが２９になってましたｗ

一番目を取ったのは私なので、３０人近くの人が見たことになりますが、

コメント一人！！

｡·｡ﾟ·(Pд`q)ﾟ·ﾟ｡ 

ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ｡

∀ﾍ| ´д`├┘ﾄｳｷｮｳﾀﾜｰｱﾀｰｯｸ!!┌┤´д`|_Ａ☆ﾟ◇ﾟ)~ﾝﾅｱﾎﾅ!!

・・・・

書いてよｗ

まぁ掲示板ないもんね〜

次開いてみたらココかよ！みたいな。



まぁ

なんと華々しくない船出なことかｗ

でもね

これ、サークルの掲示板で宣伝するのはどうかなぁとｗ

所詮お祭りバンドやしｗ

一応リンクはっといてもらおうかなｗ

よっしゃ〜今から頼んでみますｗ

今日の一文字は「凹」ｗ

お金くださいｗ

ＣＤ買うときはこちらから〜

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ5S8+BG0062+384+1HLFVL


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=100ZNV+AS6NYY+V5O+62ENL


月面ピエロ！！

がどうしたかというと、

ＨＰが完成しました。

いえーーーーー！！

これ誰が一番びっくりするかっていうと

月面ピエロのメンバーじゃないでしょうかｗ

まぁ気まぐれです。

その証拠に

意味がわかりませんｗ

内容が。

えっと

多分従来に見ない新方式を採用しております！！

まぁみたらわかりますが



いっときますが

全然役に立たない新方式ですｗ

しかも最後のページここかよ！みたいなｗ

ＵＲＬは

http://www.geocities.jp/getumenpiero/

までどうぞ☆

みなさまのお越しをお待ちしております。

そして感想お待ちしております。

今日の一文字は「月」

今日の広告は

月面ピエロのＨＰ！

http://www.geocities.jp/getumenpiero/


http://www.geocities.jp/getumenpiero/

http://www.geocities.jp/getumenpiero/


親の考えてたこと。

うちの家庭はホント小市民だと痛感した。

まずオヤジが９月までの契約にさせられたと通告があったようです。

会社。

今日オヤジが会社の飲み会かなんかやったらしいんですが、

それが解除。

今年度いっぱいはいられるようになったそうです。

オカンは喜んでましたが

まさに生殺与奪の権は向こうにあり。

ああ悲しい・・。

自分で作ったはずの会社に恩を仇で返されるというか。

まぁのっとられたからしゃーないんですが。

それにオカンはめっちゃ喜んでました。

マイナスがゼロになって喜ぶ母。

病気が治って感動するドラマと一緒ですね。



そして

まぁそれはいいんですよ。

一番の問題はオカン。

オカンはパートしてるんですが

「私今週も先週もお客さん全くこなくて、そろそろ社長に『今月の給料いいですわ〜』って相談

するところやったけど今日客が来てよかったわ〜」



問題箇所、わかりましたか？

「今週も先週もお客さん全くこなくて、そろそろ社長に『今月の給料いいですわ〜』って相談す

るところやったけど」

つまり

ぼーっと立ってただけやからお金はもらいたくないと。



はぁ！？

もうね、それを聞いたときびっくりしました。

親がこんな考えをしてたとは

今年度一番驚いたと思います。

頭の悪さもここまで来たら一級品。

誰か来たときのためそこに居ることが仕事やのに。

拘束時間分時給をもらわなきゃアカンのに。

客がこなかったから、お金をもらうのが悪いと。

おまいは保険セールスのおばちゃんか。

ノルマ制ならまだしも、時給制ならタダ金もらっとけ。



うちの家は今ピンチなんだから。

落ちてる金ひろわすぞ。

あー

うちの家がお金ない理由がわかった気がする・・・。

そんな考えじゃ絶対お金貯まりませんよ。

もらう気ナッシングじゃあ。

今日の一文字は「仏」

４円くださいｗ



http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ5S8+BG0062+384+1HLFVL


テスト

テストです。

読み飛ばして下読んでください↓

＼(∴｀┏д┓´)ノ

ヽ(○´∀｀○)ノ

命ｲﾀﾀﾞｷ ( --)o-( *ﾟﾛﾟ)- ﾌﾟｽ…!!

ﾈｪﾈｪ♪( ·ｪ·)ﾂ彡(ﾟДﾟ?)ﾊｧ!?

・⌒　ヾ（＊´ー｀）　ポイ



ウスバカゲロウが３匹・・・

なんか不吉な気がしません？

バイト後の朝帰りに・・・

あっ

ひらひらひら

ウスバカゲロウ（黒）が遠ざかっていく・・・

まぁここまではよくある光景ですよ。

したら

５ｍくらいしか進まないうちに

ひらひらひら



また！？

仲間かな？

と思っていたら

ひらひらひら

うお！！

数歩進んだらまたいました。

なんかよくないことの前兆ですかね？



こわ〜〜

まぁそのへんで繁殖してただけなんでしょうけど。

ほら、あれですよ、

ゴキ○○（隠れてません）を１匹みたら１００匹いると思えだっけ？

何匹だっけ？１００匹は多いか。

まぁそういう類のものなんでしょうけど。

今日は外に出る予定もないので引きこもって用心しますｗ

昨日はホンマ暇人がいっぱいいた・・・

ずっとレジうちっぱなし。

錬金術師のプロもびっくりの打ちっぱなしです。（パチプロ）

丸山○樹もびっくりの打ちっぱなしです。

君たち。



仕事ないのかい？

３時ごろにずーっと立ち読みしてる社会人の気がしれません。

帰って寝なさい。

最近、廃棄の食べ物を持って帰っても食べさせてくれません。

親が言うには「添加物がてんこ盛りだから、後になって困る」だそうです。

添加物はいってないのが売りやのに・・・。

なにさ、その賞味期限の短さは。

もったいなすぎる。

そんなにぽいぽい捨てなあかんのなら少しくらい保存料いれろよｗ

そして

弁当についてるたくあん。



このウ○コ色のたくあんを見ても、着色料が着いてると言えるでしょうか？

さすが、セブ○イレブン。

着色料は一切使用されておりません。

ときたままずそうなのがあるのでご注意をば。

今日の一文字は「蜉」

----- 海外航空券が10枚が当たる無料会員登録キャンペーン実施中 
----

２４時間即時回答可能な海外格安航空券予約サイト！

海外格安航空券のインターネットで予約を２４時間即時回答出来るサイトを、 

世界に先駆けて開始した。

２４時間いつでも海外格安航空便を空席状況を確認し予約が出来きる。

開設して３年で、会員１９万人、売上は３０億円を突破した。 

格安のエコノミー、ビジネス、ファースト、PEXまでインターネットで２４時間 即時予約



回答ができるのは初めてである。。

詳細な季節料金、スケジュール、空席状況が見られる 有益な人気サイトです。常時、

常時、無料海外航空券が当たる会員登録キャンペーンを行っている。

毎日、２００以上の新規会員登録のある人気サイトです。

　　　　　　　　　　　　 

http://www.etour.co.jp/

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+FVK6AI+2Z8+BXQOI


平穏無事

最近あまり日記更新してませんねぇ。

それもそのはず

書くことがない。

まぁ至って何もない日常ですよ。

小学生の時、絵日記に何書こうか困って、毎日書かずにほっておいて

最終日に何があったかを思い出して適当に書くしかなかったのを思い出します。

でっちあげ人生。

ホント、小学生んときを思い出しますよ。

社会人やってる同回のみんなに申し訳ないくらいだらだら日々をすごしています。

サークルの後輩たち、サマーライブお疲れ様でした。

見にいけなくてごめんなさい。

むしろ出たかったしｗ

学祭は出させてください。

最近は一人で歌ったりボイパしたりベースをたまにしたりする以外に何もしてません。



まぁ引退したから当たり前なんやけどｗ

関学とのカンブリッジもやってないしな〜最近。

むっちゃ下手になってたらごめんなさい。

そんときは教えてください。後輩のみなさん。

そして楽譜

なんかやり方忘れたｗ

昔は変な疲弊状態？とか、精神異常？とかｗ

なんか常に２日酔いでトリップしてる状態のまま徹夜をかまして、

その勢いで楽譜を作って、変わったアレンジとかを生み出しているような

感があったので（よい子はマネしないでください）

なんかアイデアでてこなくなりました。

まぁ元々アカペラの曲を楽譜に起こすのは早いですよ。

ただ、普通の楽曲をアカペラにアレンジするとなるとね。

・・・下手になってるかもしれない

そしてさらに、楽譜も書けないかもしれない



ワタクシ

役立たず？

あー

だらけてる

シスアドの勉強はちょこちょこしてます。

シスアド勉かＦＦ１０しかしてませんｗ

誰かどこかつれてってください。



今日の一文字は「平」

１００万当てよう！

たった半年で１０００万！

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1031I6+8MSBBU+QOA+TSYJL


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=103HB5+26L9EI+SNO+C0B9T


むさえって！

しばらくみてなかったらいろいろ進んでるんですね。

クレヨ○しんちゃん。

知ってます？

まぁ埼玉県に住民票を置いたりいろんなイメージキャラクターになってるので知ってると思いま

すが

びっくりしたのが、そのキャラたちの名前のセンス。

普通まともなのですが、　たまにものごっつう変な名前の人がでてくる。

一番びっくりしたのが

しんのすけの母、みさえの妹。

むさえ。

ハァ！？

むさえって！！

最初聞いたときまったく信じませんでした。ですが調べてるうちに（公式ホームページも見まし

たｗ）本当であることがわかりました。

むさえって！！

いじめられたやろ！！ｗ

何の疑問もなく暮らしていたむさえ嬢に、突如としていじめの刃が降り注ぐ。

「お前、名前むさえなんだって！？」

「そうだけど？」

「変な名前！！」

「変じゃないわよ！」

「変だ変だ！やーいむさえ〜〜」

まぁ幼稚園のころこんなやりとりがされててもおかしくありません（オチとか全く思いつかなか

ったので終わらせました）

ちなみに

みさえの母はひさえ



姉はまさえ。

まぁ、ま、み、む、と来てるんでしょうが、安直やろう、ひさえさん。

また、父ひろしの家庭も変なのが一人

ひろしの兄、野原せまし。

兄なのに、せまし。

なんで兄のほうが先に変な名前をつけられるんだ。

絶対、後付けやん。

また、

しんのすけが通う幼稚園の、隣のクラスばら組の先生、まつざか先生。

名前は梅。

まぁこれはいいよ？

一つ上の姉の名前。竹。

一番上の姉。松。

・・・

まつざか先生のおとうさん、おかあさん

３人生まれなかったらどうするつもりだったんですか。

それに男だったら？

梅はいやだよワタクシは。

竹ならまだいいけど。

女子３人生まれることを知ってたような名づけ方ですね。

占ってもらったんでしょうか。細○数子とかに。ｗ

組長先生とかは高倉 文太とかって普通の名前なのに、なまじ変な名前がいるからおかしいんだよ
。

某ハイス○ール奇面組（隠れてない・・・）みたいに全員ギャグ名前にしたらよかったのに。

そうそう、↑の園長先生、声優さんってルパン３世の銭形警部の声優さんの弟なんです

って！

ぜんぜん声ちゃうなぁ。

あー調べたった。

参考wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%A8%E3%83%B3%E3%81%97%E3%82%93%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%AE%E7%99%BB%E5%A0%B4%E4%BA%BA%E7%89%A9%E4%B8%80%E8%A6%A7#.E3.81.BE.E3.81.9F.E3.81.9A.E3.82.8C.E8.8D.98.E4.BD.8F.E4.BA.BA

今日の一文字は「呉」



日本語って変な派生

バイト中の態度悪い客をさばきながらぼーっとふと頭をよぎったことがあります。

ありがとうございました☆

っていつもいいますが

有難い

ですよね？

そんなにその事象は起きにくいことなんでしょうか？

結構お礼言う場面ありますよ。



っていうかね、

なんで有り難い、っていうことがお礼の言葉として成っているか、すごい疑問に感じ

たんですよ。

よっぽど頭回ってなかったんでしょうね。

すごい疑問に感じてきました。

そうしたら頭は加速度的にトリップしていきます。

まず

こんにちは〜

こんにちはって！！



今日はって！！

英語に直すと、Today is.

「よう！（YO!）」

「こんにちは！（Today is!!）」（日本映画みたアメリカ人用の英語字幕）

パードン？



「ジャップの映画は脈絡がわからん・・・」

「まったくこれだからイエローモンキーどもは・・・」

ざわざわ・・・

アメリカ人にこうなることうけあい。

おはよう

お早う

いや、早いからなによ。

「お早うございます」



「うん、早いけど？」

ってことですよね。

申し訳ありません！

いや、申し訳くらいあるやろ。

申し訳なかったらどうやって謝罪するねん。

「申し訳ありません！」

「そうか、申し訳はないのか。じゃあ黙って罰を受けろ」



「ごめんください」

「あげません」

「お邪魔します」

「邪魔するなら帰って〜」

オーソドックスです。

「左様なら」

「・・・えっその続きは？」

・・・意味わかりますか？



・・・意味わかりますか？

あーもういいわ

突っ込みすぎたらキリがない。

まぁ日本語っていろんな言語ごちゃ混ぜですもんね。

でも挨拶とかはハローとかみたいに独自の言葉がいいなぁ

あーでもおはようも「グッドモーニング！」やもんなぁ

なにがよい朝じゃ。

くもっとんねん。

あついねん

って突っ込みたくなるし。

ニイハオも「あなた好き」やしなぁ

意外と意味不明な言葉の組み合わせがあいさつになってることが多いんかなぁ。

言葉って不思議。



今日の一文字は「語」

世界が近づく、毎日が響きだす。☆ＭＴＶ シティカード☆

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1032A3+FRE522+42Y+1ZHY1E


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYMTC+9X84II+NLQ+5YRHD


相対性理論？

夜勤中にマンガを読んでたんですよ。

ってか基本的にヒマなんでｗ

いや今日は忙しかったなぁ〜ヒマ人がいっぱいきたし・・・。

まぁ読んでたんですよ。

毎週大体の少年誌は読むので、買う必要もないし、話を見逃しませんｗ

んで

ちょっと思ったことがあります。

目に留まったのは少年マガジンで連載中の「さよなら絶望先生」。

ア○ンがマンガを買っていた「勝手に改蔵」というマンガを描いていた

人の次回作なんです。

毎回シュールな法則を見つけては書いてあるので、微妙に好きです。

しかもまぁよくネタが尽きないなとか感心するマンガです。

んで今回のネタがそれも、体感時間について（若干のネタバレになる可能性があるので、バラさ

れるのがイヤな方は見てから読まれたほうがいいと思います）でした。



楽しいことがあると１時間が５分くらいに感じたり、逆につまらないことばっかだと１時間が５

時間くらいに感じるというやつです。

あるある。

んで

これも作者さんと考え一緒だったんですが、

子供のころの１年に比べると、　今の一年は早い早い。

昔は「早くこいこいクリスマス〜〜♪」なんて

ほざいていたのに

日にち数えてカウントダウンしてたのにｗ

最近は「えっ、もうクリスマス！？」「もう正月！？」「え、もう年度終わり？」

ってなりません！？

めっちゃなる。

最近特に早く感じる。

ホントもう２００６年も８ヶ月終わってしまいましたよ。



もうレコ大の話とかでてくるし。

６歳のときの１年は、生きてきたうちの６分の１年。

１８歳になれば１年の長さは１８分の１年になるので早く感じる。

それは切に思ってました。

んで新事実も知りました。

まさかこんなところで学習するとはｗ

知ってました？

その理論でいくと



１９歳で人生の折り返しになるんですって！！

ぎゃーーーー！！

もう中年や〜〜！

だからお腹でてるの！？

そろそろ壮年や〜〜！

壮年期障害や〜〜



ア○コの８０歳まで誰でも入れる終身保険はいらな〜

ホント

成人までの時間って大事だったんですね。

ワタクシは成人までの時間はホント無駄にすごしましたよ。

それに比べて大学４年間はホンマ好きなことして充実してましたが

アレが歳を重ねる原因だったのね・・・。

１９歳の方、

折り返しました。

３回生の方

そろそろ２０代も終わりです。

お肌が曲がり角です。

結婚倍率が倍率ドンです。



４回生の方

そろそろ課長でしょうか。

そろそろお局様でしょうか。

老後のプランも考え出しましょう。

５回生の方

不動産でももちますか？

そろそろ独立しますか？

人間ドッグにもいきましょうね？

はぁ〜

人生短い気がしてきた。

ちゃんと充実したライフを送れるようにならないと・・・。



今日の一文字は「悟」

あなたの携帯オーディオプレーヤーに新曲は入っていますか？

「…………」

Listen Music Store

JEUGIA楽器SHOPPING

京都の老舗ジュージヤ楽器ショッピングでは、

民族楽器から音楽用法用楽器まで幅広い品揃え！

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZX400+D3KUY+KE6+661TU
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZX400+4619ZU+MQ2+5Z6WY


ロケット花火おいてますか？

いつか飛ばすぜGo MY ROCKET♪（あってる？）

ロケット花火いいですよね。

昔中学生のころとか、校庭に忍び込んでロケット花火合戦したことあります。

雪ふったときにやる、雪合戦のロケット花火版です。

まぁそうそう当たりませんが。

もちろん、手にもちます。基本です。立ててるだけじゃあたらないので。

ワタクシは当たったことありませんが、当たった人はぐふっ、って感じになってました。



あ、

去年の夏合宿に当てられました。

た○やんという人に。

今結構偉いポジションに就いてはるようです。

まさにぐふっって感じでした。

みぞおちに、クロスカウンターを食らったような（多分みぞおちにクロスカウンターなんて

のはないと思うんですが）



痛さというか、衝撃でした。まさに打撃です。あれくらいの勢いがないとあそこまで打ちあがら

ないんですね。

なんでいきなりこんな話をするのかというと

今日うちのみせに来たんです

変な客が。

その男はいまどきのチャらった男で、だらしな系の男でした。

ガー（扉が開く音）

「いらっしゃいませぇ☆」（←ワタクシです）



「花火ないの花火」

うわ〜、バカっぽそう〜

「あちらになっております☆」

ちらっとみたらいきなり男が

「ロケット花火ないのロケット花火！！」

「すいません、当店ではちょっと取り扱ってないですね〜・・・」



その後ですよ。

びっくりしたし

その男の発言に

なんて言ったと思います？

ワタクシの４年のバイト生活中で、これは殿堂入り検討しなければならないようなセリフがでま

したよ。

準備は、いいですか？



「すみません、だけかよ・・・」

すみませんだけですが何か。



なんで、

コンビニに

ロケット花火がなくて、

アルバイトであるこの俺様が

謝ったあげく、

文句つけられないといけないんでしょう？



夜勤ときはただでさえ客来てほしくないのに（一人でもいるといつレジにもってくるかわからな

いから落ち着かないので）

あたかも

「謝ったら済むと思ってるワケ！？」

のようなことを言われて

人はなんて思うのでしょう。



正解

帰れ。

花火は花火屋へいけ。

今日の一文字は「花」

*この日記は、ノンフィクションですｗ
セリフも、この通りのやり取りが行われました。

ブログつくりましょう☆

クリックで、救える（私の）命がある。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1032A3+EV8QE2+B4+C1LKH


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ5S8+BG0062+384+1HLFVL


近くの小学校で祭

がやってたようです。

昔ボーイスカウト所属してたとき、提灯つりとかやぐら建てとか

お店やったりといろいろがんばったお祭りでした。懐かしい。

んで、

今回もなんもしらんとバイトやったんですよ。

なんでこんな地元の情報に疎いんやｗ

そしたら

くるわくるわ子供が。



しまいには子供が

「ＫＯＯＬマイルドソフト」

＝タバコですよ。

したら店長が

「年齢確認できるものはもってますか？」

いや〜勇気いるよあれ

最近の子供は怖いからね〜

そういう子供に抵抗したら何されるかわかったもんじゃない。

懐にバタフライナイフなんてザラやもんね。

特にあの頃の年代は。そういうのもってカッコつけたがるし。



「もってません」

「それじゃあうれんわ〜（店長）」

そしたら子供が少しにらんで。

「どうしたら買えますか？」



買えるか、ぶわぁーーーか！！！

アホだ。

本物だ。

まぁこの町はすごいですからね。

頭いい子は高校がアホばっかなんで（うちの母校が一番頭いいんですが、全国から見たら中の下

くらいの高校です）みんな引っ越します。学区の制限に引っかかるので。

アホだらけです。



まぁ他にも子供がいっぱい来て、さわぐだけ騒いで帰っていきました。

散らかった店内・・・。

片付けるの、僕ですか？

祭りの勢いを他の場所にまで持ってくるのやめましょう。

そういえば中学生くらいのちっちゃい男の子が

「今からどうする！？カラオケ行こうぜカラオケ」

「いやムリやろ、この人数ははいらん」

そっち！？



中学生って普通に子供どうしでカラオケいくん！？

ワタクシはそんなんなかったなぁ・・・いやあったかなぁ・・・？

あーあったような気がしてきた。多分１、２回。

いやそれ高校はいってからの同窓会やった気がするなぁ。

中学んときって男の人の歌全然しらんかったし。大黒マキとかそういう系？

歌にあんま興味なかったしなぁ。

最近の子供は違うなぁ・・・。

今日の一文字は「坊」

格安航空券！



こちらも航空券！

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+F2ZD96+AD2+ZWNHT


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+F5D3OA+AD2+NXU8H


ＦＩＮＡＬ　ＦＡＮＴＡＳＹ　Ｘ

きました。

ついに

うちにもＦＩＮＡＬ　ＦＡＮＴＡＳＹ　Ｘが。

ながかった。

薄型ＰＳ２ですよ！！

みなさん貸してください。

ソフト。



めっちゃキレイすね！！

まぁ他のひとの家でいっぱいやったことあるけど・・・

やっぱ家でじっくりやるとキレイ！！

映画やってるみたい。

なんか冒険してる気がしない。

映画の、主役を自由に動かせるって感じ。

戦って強くなる感じじゃない。

う〜んキレイすぎるのもあれやなぁ。

なんか方向性見失ってる感じｗ。

Ｘ?はもっとすごいらしいですね。

感動物とか。

やりたいなぁ。



いろいろ貸してください。

今Ｘと戦国無双しかありませんｗ

いろんなん貸してください。

誰かサッカー貸してください。

あれだけできたらいろんなとこでヒーローなんしょ！？

よろしく☆

今日２時におきてずっとファイファンやってて、飲みに行きました☆

あーだめにんげん。

今日の一文字は「φ」

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ5S8+BG0062+384+1HLFVL


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1032A4+462SA+6O0+BXQOH


１６時間睡眠

寝ました。

めっちゃ寝てしまった。

まぁそれまでのテスト勉で一日１〜２時間睡眠だったのが仇になったわけですが・・・。

あーよーねた

腰いたい

最後のテストにむけてまたがんばります・・・。

今日の一文字は「腰」



平穏無事

あ〜

テスト勉強しかすることない

って

いいですね。

ちまたじゃテポ○ン２号だとか竹島がどうとか騒いでるけど、

これが平和っていうんだよ。



あー

ザ・ピース。

タバコにピースってあります。

ピース・ライトって微妙に戦ってそう。

ピース・スーパーライトなんて言い換えたらそれなりにＷＡＲだよ？

こわ〜



ピース・アコースティックに至っては・・・

なんだろ

竹やりによって平和維持？ｗ

たけやりって、ひめゆり隊とかが訓練してたけど

不毛ですよね？

銃にたけやり。



剣につまようじ。

同義くらい？

規模の差？

今日の一文字は「和」

たびジョイ　日本最大級♪海外格安航空券　24時間いつでもらくらく検索・即時予約

JR北海道グループの旅行会社

北海道JRトラベルサービスで旅行予約！

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+FBBFQ2+NPW+61JSI
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+EX117E+SAW+631SY


芦屋サマーカーニバル？

知らなかった。

しらんと今日バイトはいりました。

失敗した・・・。

人おおすぎ！！！

関前にあるセブ○レの学祭状態に、しかも従業員２人で、なってました。

殺す気か。



浜のほうで芦屋カーニバルなるものをやってたようです。

なんで夏休みにせーへんねん。

テスト期間中で人がおらんねん。

１、「じゃあそれで」

と客はぽいっと１万円札を出す。

いらっ。

見たらわかるやろ？人多いねん。その財布の中にあった千円札のほうをだしゃいいん

だよ！！



くずすな。この場で。うざいから。

２、「２９９円になります☆」←ワタクシの言葉イメージ

「あーちょっとまってな〜・・・」

財布から小銭をじゃらじゃら

いらっ

おいババァ



２９９円ってのはなぁ、３００円払って１円のおつりは寄付しろってことなんだよ！！（

ウソですよ）

いちいち９９円出さなくていいんだよ！！

「じゃあこれで」

って２９９円ちょうどかと思ったら５０９９円かよ！！

９９円余計いらねえよ！！

３、「１０５円になりまぁす☆袋はご利用になられますか？」

「いらん」

結構です、だろ！！？？

４、「１０５円になりまぁす☆袋はご利用になられますか？」



「お願いします」

いらっ

おい、袋をご利用になられますか、っていうのは、おしるしにしときますね、って意味なん

だよ！！

５、「トイレ貸してくださ〜い」

あかん。

特に男はすぐ汚すからあかん。

「どうぞ〜〜」（建て前）



６、「７００円以上なんでくじ１枚ひいてください」

なんでしんどいのにくじひかさなあかんねん。

しかもマナー悪いこいつらに。

悪人が得するだけじゃないか。

「応募券になります〜」

「じゃあいらんわ」

・・・。



死ね。

もってかえれ。

７、「阪急芦屋川駅はどっちですか〜？」

見えてるやろ。

お前の目はHushiana・EYEか。

「すぐそこに川がありますので、そこから北を見てもらえればすぐに見えますので」

ムダな時間を割かすな。

８、ごとっ

レジに物が置かれた。

もうかわんといて。

頼むから。



９、「すいません、この１０００円札両替してください〜」

両替禁止じゃ！！

１０、レジに物がまた置かれる

もう自分でレジ打ってお金払って帰ってください。

１１、ドアが開き、客が入ってくる。

はいってくんな。



・・・。

はい、やな人間です。

まぁ今日はうんざりした。

売り上げ上がって喜ぶはずの店長もうんざりしてた。

普段の業務がほぼ終わらなかったし・・・。

まぁ来週も初旬はテストで休みやからいいけど・・・。

疲れた・・・。

テスト勉強どころじゃなくなったので

寝ます。

今日の一文字は「疲」

夏休みのお宿はこちらから〜



お宿までの交通、時刻表はこちら〜

全国の時刻表検索サイト「えきから時刻表」

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+G2PDJU+596+TZTGH
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+G829ZU+596+C1DUQ


そして歴史は繰り返す・・・

といいますが。

もう繰り返しました。

普通「忘れたころにやってくる」んですがねぇ・・・。

今日のばんごはん

親子丼

と

ぞうすい。



熱いねん。

てか

またこめばっか。

別に実家が農家とかじゃないですよ。

こめ余ってません。



あー太りそう・・・。

プールとか行ったらばれるやん

まぁ今さらしゃーないけど・・・。

炭水化物・・・

茶わん1杯でいいです

今日の一文字は「炭」

ホームヘルパーの講座案内を無料一括請求

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=103HB5+2WSC0Q+9MO+BYT9E


どっちがメインだヵ・・・

今日のばんごはん。

ハヤシライスとチャーハンがでました。

ごはんばっか。

こめ好きやからいいけど。

しかし太りそうやな・・・。

しかもおかずはざるそば。



炭水化ブティズム万歳。

まぁなんて栄養のかたよったメニューだか。

今日はオヤジとオカンが同時に帰ってきて、

一緒に料理すると

こうして意見の相違がでてきて、

メインが２品なんてことになるんです。

あー

ビタミンがほしい。



最近ビタミンのサプリメントを飲んでいる、タスクでした。

今日の一文字は「米」

逆さ富士の見える宿【河口湖　湖山亭うぶや】

抹茶風呂あります。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+FEW1CQ+JRO+61RIA


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+F172FU+OOW+66OZ5


毎回テスト勉強期間中に

風邪ひくんです。

なんでかな？

一説によると、一定量以上勉強すると知恵熱というやつがでて、

脳への負担を極力抑えるという・・・。

それって



アホの子やん。

どうも、アホです。

しかし多分ほぼ毎回何かしら風邪引いてます。

前回もテスト３つある（そんとき最多）日に休みました。

しゃーなしで医者にかかり、高い診断書をもらいました（インフルの疑いがあったとき

です・・・）

そしてレポートの手続きにいき、テストの代わりにレポート受けさせられました。

結果。

３つとも「良」。



ん？

欠席したほうが成績がいいぞ・・・？

学園の七不思議です。

良って点数やと６０〜８０くらいっしょ大体。

しかも



テスト欠席でレポート課題になった場合、満点が８０らしいんです。

ほぼ満点！？

ここから学ぶべきこと。



テスト全休みで単位ゲット。

いくら診断書が高いとはいえ、学費と無駄な時間には変えられません。

まぁそこまでバカはしませんが・・・ｗ

そうそう

図書館に借りてる本の延長を申し込みにいったんです。期限だったんで。

したら。



「２５日まで延長は不可になっております」

ケッチやな〜〜〜〜！！！？？

図書館の意味ないやん！

こんな本１冊大事ならもっといれとけや。

普段えらそうな顔してるくせに。

本借りてやってるときくらい下手になりなさい！

しかも

わざわざそれだけのために学校まで行ったのに。

本返すだけのために。

わざわざ。



御大が。

はいすいません。でしゃばりでした。

もーいや。大学側の職員全員解雇したい。

んで、教育された人を向かえいれたい。

メイド喫茶をみならえよ。

奨学金申し込みにいったが期限が切れててムリだと判明したとき

「あーそらあかんわ〜〜」

せめて敬語を使え。



今日の一文字は「熱」

４円の寄付を〜〜

いろいろダウンロードできます。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ5S8+BG0062+384+1HLFVL


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYMTC+2D5122+8NE+61JSH


夏もオリオン座〜♪

すいません意味不明でｗ

セブン○レブンでは今、沖縄フェア開催中！！

てわけです。

めんどうくさいんです。

７００円ごとにくじを引かせてあげて、もし当たればその場で商品と交換。

その商品でレジ裏が行き来できません。ごったがえしてるので。

まぁなんとうっとおしいことか。

いっそ全部当たりにして、３日で商品なくすのはどうや！！？

と店長に相談したところ



あっさりOKｗ

まぁ奥さんもいてはるので現実的にはムリですが。

まったくうちの親会社（？）は現場のことをわかってない！

何度も言ってますが。

「商品は会議室で売ってるんじゃない！現場で売ってるんだ！！」

織田裕○が言ってほしい。

だいたい

あんなピンクとあずきの制服きていい印象を受けるコンビニがどこにあるんだ！！？

他のコンビニはもっとさわやかなんだよ〜。

まぁおいといて。



沖縄フェア。

懐かしい〜〜

一年前はなんで沖縄やねん！とか借金消すのどうしようとかばっか考えてましたが、今とな

ってはいい思い出です。

沖縄旅行。

さーたーあんだぎー食べました。おいしい。

ホンマに伝統料理か？って疑いたくなるｗ

普通のドーナツやん。某ミスドのオールドファッションみたいな。

あっさりしてるから好き。

そしてちんすこう。

スカスカお菓子。

お水ナシでは食べれません。

どこ行っても売ってました。あれ。

まぁバナナボートとかにも乗ったりね、楽しかったです。

当時はお金の心配ばっかしてましたがｗ

しかも未だにそんときの借金払い続けてますｗまぁもう残り少ないですが。



そんでね

一番沖縄の料理？で好きなもの。

ついに本土上陸。

なんかアメリカ兵が攻めてきたみたいなノリですね。

あれですよ

オリオンビール！！

こっちでいうアサヒスーパー○ライに相当するビールです。



こいつがウマイ！！

みんな寝静まっても一人でがばがば飲んでました。

たけ○がもってきた韓国海苔だけでかなり空けました。

向こうはそれの発泡酒版とかもあっていたれりつくせり。

そしてこっちでも飲んでみる。

うまい！！

味は変わってなくてよかった。

空輸が船輸かしらんけど、おいしさがそれによって損なわれてたら意味ないし。

沖縄はオリオンっすね。

そういえば沖縄のローソンとかはいったら

さんぴん茶（ジャスミンティー）とシークヮサーの飲み物ばっかでした。

んで

シークヮサーは売れてますがさんぴん茶はほとんど売れてません。ｗ



ぜひセブンイレ○ンでオリオンビール飲んでみてください。

今日の一文字は「琉」

夏休みの予定はこちらから〜〜

新人オーディション！！

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+G2PDJU+596+TRVYP


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZX400+3F8RRU+O2Y+5YZ75


そろそろ・・・

ネタに困ってきた。

最近平穏無事な生活を送っており、

出来事がない。

だからみなさんの、普通の日記のように

今日何があった。

たのしかった。

っていう内容で書けないんですよ。

強いていうなら



今日バイトいった。

しんどかった

小学生の絵日記以下か。

先生あのね。

ってなつかし〜〜〜。

これのせいで「あのね」がみんなくせになり、

手を挙げて言うときは絶対みんな「あのね」が口癖になり、



そして音楽の先生はそれをとことん嫌い、

「あのねってつけない！！」

ってずっと怒ってはりました。

みんなからうらまれたのか、次の年に他界されてしまいました・・・。

ご冥福をお祈りします。

でも先生の教育のせいで、あのねがくちぐせになるっちゅーねん。

担任の教師に文句いえっての。

当時のワタクシは「あのねって言わずにどうやって文章作れっていうねん！！」

とかってキレてました。ｗ

反抗的な小１です。

あのねなんて今つかう人いないのに。

あのねってなんで使わせたんだろう。

昔の人は。



今もしてるんだろうか。

もし今の１回生がそんな道を通ってなくて

「タスクさん何いってんの！！？？」

って言われたらどうしよう。

ってか地域差あって

そんな慣習なかったらどうしよう。

神戸だけやったらどうしよう。

ふー

一人でもりあがってしまった・・・。

今日の一文字は「記」

北海道のうまいもんプレゼント。



豪華商品プレゼント。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=UB5EO+GF7H96+1KO+5YRHD


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+FTRVH6+596+1BR6FL


毒キノコ・・・

今うちの学校ではこれすごい話題になってますよね。

もういろんな人が言ってることなんであんまり触れませんが・・・。

毒キノコって最近まで合法だったんですね？

ってか取り締まる法がなかったっていうのかな？

ありえん・・・。

ってかいろんな人の日記を見せてもらったんですが

確かに、大学側の対応は適当すぎる。

HPにちょっとした文章載せただけ。

しかも注意書きじゃなくて

「今調査中です」

みたいな。

てきと〜〜〜〜。

それでいいん！？



そんなんワタクシでも言えますよ。

しかもその日記に「インフォに載せて注意を促さないのもおかしい」、「事実をださずになかっ

たことにしようとしている」みたいなこと書いてました・・・。

何がしたいの？うちの学校は。

ホント生徒に対して適当な学校。

先生に抗議しようと事務に詰め寄ったときも

「アポはありますか？」

ないっちゅーねん

「ないんだったら会えませんが」

じゃあ自宅の住所とか電話とかなんでもいいから教えんかい

「そういうのはこちらでは言えません」

せめて申し上げかねます、とか言え。

「この紙に書いて異議を出すことはできますが」



「でも審査されて、ちゃんとした内容であれば初めてその先生にいくんで」

あーーーー！？

黙れ！

お前ら事務員は俺の（親の）金で養ってるんやから言うこときけや！

と、心の中でののしり、

かおをぴくぴくさせながら帰ったことあります。

キャリアセンターとか、奨学金の係のとこも、もんのすごく態度悪くて、毎度キレそうにな

ってました。



はぁ〜

今日の一文字は「愚」

夏休みはバイトしましょう。

エントリーしてバイトする♪モバイトドットコム♪

夏はやっぱ旅行でしょ☆

【楽天トラベル】あっつい夏がやってきた！夏の旅行特集2006

私用ですｗ

最低支払金額は、なんと１円！稼げる携帯アフィリエイト「モビル」

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYMTC+9X84II+NLQ+64JTE
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+G3W8RE+9PG+67RK2
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYQRD+9E695M+OAQ+5YZ76


最低支払金額は、なんと１円！稼げる携帯アフィリエイト「モビル」



作曲って歌詞から？曲から？

どっちだと思います？

作曲は曲からか、歌詞からか。

まぁいろいろあって・・・

夏休みくらいから就活やら音楽活動やら自分の勉強を復活させようと思ってるんですが・・・（

今は授業のテスト勉強で大忙し）

まぁ自分の持ち歌ってないなぁ〜って思って。

んでアカペラでも楽器でも使えるような曲を自分で作りたいと考えるようになり。

自分で作れたら一番ですよね〜

リズムも自分の一番好きなノリで。

歌詞も自分の好きな言葉で。

まぁプロとかやったらお客さんのこと考えてかかなきゃならんと思うので

自由利かないと思いますが・・・。

まぁ今はまだ自分の好きなようにやって実力をつけないと・・・



注文にも応えられないしｗ

で。

そこで考えたんです。

曲が先？歌詞が先？

歌詞ってね

先考えたら

曲作るの大変じゃないですか？

だって、サビとか１番も２番も同じ文字数（っていうかリズム？）にしとかなきゃだめ

でしょう！？

そんなうまいこといくか！？



でもね

曲から先に作るじゃないですか、

そしたら

一音に一字当てはめて意味のある文章にすることになるんですよ！

パズルか！！

プロはすごい。

こういう難題を定期的にこなしてるんだし。

まぁそれしかしてなかったらできるかな？

まぁそれはおいといて



歌詞と曲って違う人が作る場合があるじゃないですか

特に有名な人がアイドルとかにあてがう場合。

すごいよね！！？

その人の意図をちゃんと理解してないとできないよね？

まぁプロはできるんかもしれんけど・・・。

それもおいといて（何個置くねん）ｗ

日本の場合ってよく「いい歌詞〜♪」って褒めますよね？

いい曲〜って大体歌詞に共感しません？

だから日本って歌詞から作ると思うんですよね・・・。

外国の曲って、音楽がかっこいいですよね。



でも、歌詞って意味不明じゃないですか！？

まぁあまり実例を出すのはよくないですが、

某真実集団の○○プルコ。

知ってます？

なんか、どこそこの人はどこどこに行くときにジーンズをはくとか、

どこの人は登山するときにネクタイ締めるとか（ちゃうっけ？）

なんだその歌詞は！？

絶対あれはリズム重視の歌詞だと思うんです。

んで、ワタクシもどっちかって言うと歌詞見ないで歌うほうなんで・・・

音楽とリズム重視で作ってみようかな？



でも歌詞パズルは絶対苦手やな〜〜

日本語あてがうときは一音に意味のない一文字のみ

英語だと意味のある１語。

それで文章がちゃんとできるように考えなきゃならんとわ・・・

なまじ英語はいるとカッコイイって思うとこがまたやりにくいですよね日本・・・。

言語統一できれば言うことないけど、英語できないしｗちょこちょこいれるしか。

まぁ、考えてみようかと思ってます。

見守ってください。

んで、どっちから、って解る人は、教えてください。

こう思うってのも教えてください。

今日の一文字は「創」



http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2312450&pid=874442463


ドラマ化されそうなマンガ

今日も夜勤なんで先にかいとこう・・・

朝ごちゃごちゃするんはイヤなんで・・・ｗ

ドラマ化されそうなマンガってやっぱ今はあれでしょう。

「のだめカンタービレ」じゃないですか？

結構面白いし。

でもなんか現実的だし。

少女マンガって結構現実的だから面白いよね〜。

NANAとかやたらリアルだし。

バンドつながりでなんか共感するとこ多いし。

だから余計に人気でるんかな？

少女マンガは現実的なやつが人気でてる感じがします。

少年マンガは超非現実的ですからね。

なんやねん、あの

テニスボールがありえん速さで飛んで、砂埃を巻き上げたり、玉が消えたり世界トッププロの技

を平気で使う中学生たちのマンガは。

あーゆー真面目っぽくて実はバカなマンガ好きです。



でもなぁ〜

一番の問題ってあれですよね。

キャスト。

むっちゃ重要ですよね。

とりあえずあのラブ☆コンの小池てっぺいクン（漢字不明）・・・。

ムリがある。

さすがにそれで１７歳はムリやろ・・・

あ、１８？

そして



あの南海キャンディーズのしずちゃん。

リサの姉らしいっすね！！

別に役増やさなくてもいいやんｗ

結構こうリメイク？っていうかマンガからアニメ化、実写化されるときって

結構いじられますよね。

なんかヤフーニュースでみたんですけど

NANAの原作者、矢沢あい女史はNANAのアニメ放映にあたって

最初、話がいじりすぎだったから放映を禁止？みたいなことをいってもめたらしいで

すね。

結局製作をやり直して原作に忠実にしたんかな？

まぁあれですよ。



アニメみてたらマンガそのまま。

なんかリメイクして若干話作り変えてたら「うわっ、なんで変えるん！」

とか思うけど

変わってなかったらなんか物足りない気がしました。

人間て勝手ですよね。あ、ワタクシだけ？

まぁマンガ読んでなかったら楽しめるでしょうけどね。

話戻しますが

のだめカンタービレ・・・絶対キャストムリ。

誰がいるよ？

超絶かっこよくて、ピアノもヴァイオリンも超一流に弾けて指揮もできる芸能人。

しかも２０代。



おらんっちゅーねん。

戦場のピアニスト（かなりグロい映画・・・）のなんとかさん（名前忘れた）はホンマに弾いて

ましたよ！？まぁなんかトリックがあるんかもしらんけど・・・。

まぁああいう技術を要するマンガは難しいかもしれませんが・・・。

あとは何がドラマになってほしいかなぁ？

大体もう読んでるやつはドラマ化、映画化されたしなぁ

頭文字Dでしょ？クロサギ、テニプリ、ソムリエ、ザ・シェフ、などなど
（おっさんくさいの多いですが・・）

あー

あれかな

スーパージャンプで連載中の「バーテンダー」

意外と面白いですよ。

まぁ消える玉とかかめ○め波とかはない地味なマンガですが。

お酒で人を癒す、みたいな感じで。



夜王やるくらいならこっちやったほうが全然ドラマ化しやすいと思う。

ぜひ読んでみてほしい作品です。

あー語ったった。

今日の一文字は「漫」

夏休みの旅館はこちらで☆

逆さ富士の見える宿【河口湖　湖山亭うぶや】

すいません、こちらは私用ですｗ

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+FEW1CQ+JRO+61RIA


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=103HB5+4NWA56+L18+NTZCH


夢にでた

急に夢にでてきました。

なんか鮮明な夢だったんではっきり覚えています。

でてきたのは

ゴス○ラーズです。

インジカの人ごめんなさい。(ｼ_ _)ｼ

なんか遊園地かどっかでイベントみたいなんにでてくるって

会場は超満員でした。

まぁそらそうやろね

ワタクシもかなり前の時間から並んでたみたいでくたくたになってました（そういう設定だった

らしいです）



んで

ゴス○ラーズ登場！

会場超騒然！

ぎゃーぎゃーわめく人が。

「ゴス○ラーズです！」



まぁそら騒ぐっちゅー話ですよね。

だが

歌いません。



はよ歌ってくれよ。

しばらくしたら

なんか劇を始めましたｗ

吉本新喜劇のような劇です。

笑いが起きるも、お客さんの中にはおかしいなと思い始める人がちらほら（周りでなんで

うたわんのやろとか声が聞こえました（細かい））

そして延々と劇を続けたあと



帰ったーー！！

周りを見渡してみると

すでにお客さんの数は３分の１に。

みなさんおかしいと思ったんでしょうね。



歌えばいいのに。

まぁそのへんで目が覚めたんですが

今思えばあれはなんだったんでしょうね？ｗ

夢判断してほしいわ〜

夢って無意識の欲求が現れるらしいですね。

歌ってほしくないんか！？ｗ



いや聞きたいし。

待ってたし

並んでたし

並びたい欲求！？

待つの嫌いやしｗ

今日の一文字は「夢」

夏休みの旅行予約はおはやめに！JR。

こちらは海外航空券の予約ができます。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+EX117E+SAW+60WN5


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+FVK6AI+2Z8+C0IZL


擬態

昆虫の擬態って知ってます？

あの葉っぱっぽいのとか

木の枝っぽいのとか

花っぽいのとかに

見えるやつです。

ちなみにナナフシは何度も見た事あります。キャンプとかで。

かなりきもいｗ

失礼ですね。



お前のほうがキモイねんってつっこまないでください。

ε=ε=ε=ε=ε=┏(ﾟロﾟ;)┛ﾀﾞﾀﾞﾀﾞｯ!!

うわ〜きもいな〜とか思いつついろんな虫の写真を見てたんですが、

どうして、そんなことができたんでしょうねぇ？

だって、かなりわかんないよ？あれ。

枯葉そのまんまのやつとか、花そのまんまのやつとか、どうやったん！？

不思議やな〜

生き物って。



進化ですよね？それって。

虫が、「これに似てたら狙われにくい（あるいは見つかりにくくて狩りやすい）やんけ〜よっし

ゃ進化したろ」

とかって考えるんですかね？

そんな脳あるけ？

ってかそんな簡単に進化できるんけ？

ポケ○ンじゃあるめえし！！

でもそう考えたってことですよね。

虫が。

その先祖が。



じゃあ色見えてるってことですかね？

虫の目って。

都市伝説にありますよね、犬は白黒に見えてるって。

お犬様が（まだひっぱります）白黒なのに、虫がフルカラー。

う〜ん

どうなんだろう。

なんかそんなこと考えると



やっぱ神様のいたずら？にしか捕らえられないことないですか？

虫にそんないろんなことができるとは思えないし。このカッコはいいや〜とか思うことなんてで

きないやろうし。

ワタクシはね〜、神様とかお化けとかいないとは思ってません。別にそれに対してどうこうする

わけじゃないですが。

まぁいるとも思ってないですが。

ただ、そうでないと説明がつかないことが世の中にいっぱいあるし。

それに、死後の世界あったほうがいいしｗ

そういえば今日帰りぎわ、中村○洋選手に会いました。って別に話してないけどｗ見ただけ。

アイス必死に買ってましたｗ

超でかいマンションに住んでます。

すいません関係ありませんｗ

今日の一文字は「神」



行政書士をサポート☆

行政書士試験対策はコチラ☆

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=10576Z+GHL7OA+YI8+5YJRL


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=10576Z+GI6NA2+WRG+66WOX


クレジットカードがきた

初クレジットカードです。

なんか怖いわ〜

学生時代さんざん脅されませんでした？

使いすぎて払えなくなったら怖い人くるよ〜

なんか消費者金融とクレジットカードごっちゃに教えられてますね。



あ、でもカードで首まわらんくなったら

自己破産を裁判所に申請するんでしょ？

ちゃうかったっけ？

あー最低限の法律ってしっとかなきゃあかんよな〜法学部は教えてくれるんかな〜そういう

こと・・・。

民法の授業で役立つ民法みたいなんやってますが、

やたら裁判所がでてきます。

このへんて裁判所どこにあるん？

いってみたいなぁ〜

いまナツカシの人から法律系の手ほどきをうけてましたが

全然わからん。

でも



勉強しよっかな

影響うけました。

行政書士の勉強しよっかな〜

１１月に間に合うように

こういうのって絶対役たちますよね。

よしっ、がんばろ

今日の一文字は「士」

資格つながり〜

タワーレコード☆

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=103HB5+2WSC0Q+9MO+BXYE9


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=100ZNV+AS6NYY+V5O+61C2P


徳川綱吉

徳川綱吉ってご存知ですか？

世界史の人は知らないかもしれないけど、江戸時代に江戸幕府の将軍となって治世した５代目将

軍です。

高校まで習ってた印象ではものすごい悪の将軍でした。

しってますか？

生類憐みの令を発布して、犬コロを「お犬様」って呼ばせて、民衆から嫌われた将軍です。

というのが高校までの教科書の定義でした。



教科書もあれですね。

歴史家の意図がはいってますね。

ホントはいい人だったんですね！

まぁ生類憐みの令はダメですけどね。

まぁなんでこんな話をしだしたかというと日本史の授業で習ったんですけどね。水曜は日本史の

授業なんですよ。



いや〜

日本史って歴史家によってどうとでもゆがみますね。

うちの先生の解釈では

綱吉は良将軍だそうです。

確かに。

今までは武による統治で世を治めてたけど、この人のあたりから文治政治による政治となり、法

律も、武士は文武弓馬をがんばりなさいってのを変えて、文武忠孝を励し、礼儀を正すべきこと

としています。

また

百姓が疲弊してるので、代官を代えてもっといい政治をする代官に置き換えたほうです。

そして



生類憐れみの令は実は平和の世へ突入する第一歩でもあったのです！

と次回予告で言ってましたｗ

多分教科書を認定した文部科学省は綱吉が嫌いなんでしょうか。

文治政治をしたとかしらんかったし。

普通の教科書であれば



綱吉＝生類憐れみの令＝悪い人

というイメージでまとめられています。

そこ重要！？

って気がしません？

ｗ



むしろ文治政治に移行したことのほうが重要だよ。

あー

ゆがめられたのを覚えてた。

歴史ってこわいですよね。

だって、ホントにあったかどうかなんてわからないんですよ？

もしかしたら織田信長とか豊臣秀吉とかも全部作り話かもしれませんよ！？

そう教えられたら、そうどこにも書いてあったらそう信じるしかないですもんね。



疑心暗鬼・・・。

今日の一文字は「綱」

━━━━━━━━ 「月の土地」　━━━━━━━

　「月の土地」が買えるって知ってます？

　約１２００坪の土地が、２７００円で買えます。

　アメリカでは、元大統領をはじめ、有名ハリウッドスターもたくさん

　買ってるようです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=UB5EO+GF7H96+1KO+661TT
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1032A4+6JT7E+4T2+5ZU2A


誰が戦犯って・・・

考えるだけ無駄ですよね？

だって、日本を代表していってる選手らなんですから。

じゃああなたがやってみたら？

って感じですね。はい。

昨日夜勤で、新聞が配達されるのをみて思いました。

でかでかと戦犯は○○みたいなことを書いてるスポーツ誌がありましたが。

ナンセンスやなぁ・・・。

あれだけみんなで熱狂的に騒いでおきながら、負けたら手のひらをコロっと変えて責任なすりつ

けあうんやから・・・。



人間てひどいです。

まぁそう思っただけなんですけどねｗ

あんま最近話すことないなぁｗ

テストのことなんて話したくも聞きたくもないでしょうｗ

あーとりあえず今日の分は終了。

今日の一文字は「無」

お店の予約はこちらから！！

登録して１００万円ゲットヽ(○´∀｀○)ノ

http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2312450&pid=874442463


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1031I6+8MSBBU+QOA+TTLOX


関関ライブについて

思いましたが

関関ライブって「どっちが前やねん！（神関、関同とか）」

って問題がでなくていいですね。

ってわけで、もう２日経とうとしていますが関関ライブしました。

あれですね

普通かな・・・

最近ね〜

ここ聞きたい！ってバンドがない気がするなぁ・・・

昔はあったんですよ

下級生とかでも、ここおもろいからまた聞きたいなぁ〜って



いうバンドが

最近は・・・

う〜ん

正直ですか？そうですかｗ

みなさんそんな小さくまとまってなくて、もっと大きくはっちゃけたらどうですか？

結局歌のうまさなんて表現力ですもんね。

せっかく顔見知りばっかだし、もっとはっちゃけたらいいのにな〜って

思った。



あ

でも

お客さんとしてはオーケー！！

特に関大サイド。そこだけはほめられるべきとこですよ☆

ちゃんと聞いてあげる、乗ってあげるというのはライブを作る上で欠かせない要素ですもんね。

みんなやりやすかったって話してました。よくやりました。

サマーライブとかでも内輪もりあがりしてしまえ〜〜

ｗ

そういえばワタクシも１バンドだけでました。

関学サイドには何回も見てもらったんですが、関大サイドに見せるのは初めてなはずです。

どんな印象だったんでしょうね？

そこででてくるとは思わなかった？ｗ

何歌ってるかわからんかった？ｗ



まぁいいですが

ちょっとでも自分のライブが参考になれば、と

少しがんばったつもりですがいかがだったでしょう？

ベースの人は特に見といてほしいです

まぁワタクシじゃものたりんかもしれませんがｗ

ワタクシも師匠のワザを少しでもものにしようとガン見してました☆

また機会があったらでます〜☆

次のライブはいつになるんだか・・・

今日の一文字は「関」

フリマに出品しましょう〜☆

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1032A4+462SA+6O0+BX3J5


資格ほしい人はこちらから



http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=103HB5+2WSC0Q+9MO+BXYE9


竹本さんとお話しました。

ライブ！

てのは実際あれです。

ついでですｗ

いや別にライブ会場いくまではそうじゃなかったですよ？ｗ

ただね

練習した後キャッシュボックスに向かうと・・・

そこで特派員がみたものは！



PHONESのリハ！！

わぁおヽ(○´∀｀○)ノ



しばらくのぞききｗしてました。

そしてそのあと

リハが終わって外で練習してました。

ちょうどチェンジン歌ってたときです



キャッシュの入り口に、竹本さんハケーン！！！！

曲が終わるとともに

猛ダッシュ。

握手してもらいました☆

めっちゃミーハーｗ



ワタクシホンマ自分の尊敬してる人には臆さずつっこみます。

某リアルのベッカムさん（笑）んときも率先していきました。

そしてなんとかしぼりだした言葉。

「サンキュー！！」

なにしにいったんやｗ

とこれは昔書いたとおりです。

まぁ竹本さんと握手して

世間話できた！

なんか学校時代とかのことも聞いて



ああ、同じ学校行ってるんやなぁ

・・・

って実感は全くわきませんでした。

まぁまさに雲の上の人と会話した感満載ですよ。

その後



その会話にライブなんかより１００倍緊張したワタクシはライブ開始前まで寝てしま

いましたとさｗ

あんな緊張したん久々やわ

ぶっちゃけ

カジャより緊張したしｗ

何しゃべってるか自分でわからんかったし

でももっといっぱい話したかったなぁ〜

またブッキングライブでたいです。

フォンズ限定でｗ

ちなみにライブのできはまぁまぁでしたｗ



全体的にお笑いが多くてやりにくかったなぁｗ

今日の一文字は「竹」

介護、福祉の資格はこちらから〜

自分のブログに掲載して求人！

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=103HB5+2WSC0Q+9MO+BXYE9


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1031I6+9T23A2+HPI+1ZKY29


マンガバトン

昨日の疲れがまだ抜けません。

ってか最近ずっと疲れが蓄積してきています・・・。

あーしんど

昨日もたちっぱなしで練習してたしいろいろ歩いたので足が・・・

痛い・・・

しかも

昨日いまいちゃんちから帰るとき、梅田から電車にのって

特急で座ってたんですよ。

したら



気がつけば高速神戸。

ありえへん。

高速神戸はあれです。

三宮の２つむこうの駅です。

気づかなさすぎ。

２限の授業はあきらめてｗ５限だけ出席してきましたｗ

とりあえずりえりえさんから回ってきたマンガバトンで

疲れを取りましょう。

1. Total volume of comic on my bookshelf （本棚にある漫画の冊数） 
っていうかなんで英語の質問なんでしょう・・・。

ちなみに本棚に並べると親に捨てられるのでｗ机の中とか押入れの中とか紙袋に全部はいって

ます。多分５０くらいかな？



2. Comic thought to be interesting now （今面白い漫画） 

クロサギ、ですかね。ドラマの影響？ミーハーやｗ

あとラブ☆コン？映画の影響やｗめっちゃミーハー。

3. The last comic I bought （最後に買った漫画） 

クロサギの９巻かな。

4. Five comics I read a lot, or that mean a lot to me 
　（よく読むor 特別な思い入れのある５つの漫画） 

?頭文字Ｄかな。免許を取らせてもらえないワタクシにとって車は憧れです☆
?クロサギ。勉強になります。 
?ドラゴンボイス。アカペラやってたんで親近感わきます。オススメ。 
?ソムリエ。ワイン好きなんでｗ
?ナナ。話題になるだけありますよね。

5. Five people to whom I'm passing the baton （バトンを渡す友達５人） 

やりたい人どうぞ。

これ微妙にマンガ観が伝わりきらん気がするなぁ。

マンガ基本すきなんでいろいろ言いたいですがｗ

最近は夜勤中にメジャー三誌（ジャンプサンデーマガジン）全部読んじゃうので結構マンガマン

ですｗ



今日の一文字は「漫」

簡単なアンケートに答えてVAIOゲットしましょう！

夏休みの温泉はこちらで☆

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=103HB5+8FN42I+H6M+3MZSIP


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+FEW1CQ+JRO+5ZMCH


いまいんち

ひろっ

でかっ

まじきれい

びっくりしました☆

トイレはいったら

うぃーんって勝手に便座が開くっちゅーねん！！



２１世紀や・・・

すげ〜

将来の目標あの家にしますｗ

今日の一文字「家」



アルバイト情報はここで

応募して１００万円ゲッツ！

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=103HB5+4JQ8WQ+XSY+63OY9


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1031I6+8MSBBU+QOA+TSQTT


絶対音感についての誤解。

もういいって、って思う方もいるかもしれませんがｗ

絶対音感は普通です。

たまにサークル行くとゆわれるんですよね〜

「絶対音感って周りの音がなんでも音階に聞こえてしんどいんでしょ？」

・・・・・・・。

それ、都市伝説ですよ？ｗ

まぁ自分が一番の絶対音感とは言いませんが、絶対音感の中ではそれなりのほうだと思うん

です（笑）

だからそこそこ当てはまると思うんですが、だから言わせてもらいますが、それはデマです。

だって聞いてない音って聞いてないでしょ？みなさまも。



Hear（スペル不明・・・）とListenは違うんですよ。

だから聞かなくていい音は頭に無理やり入ってこないので、しんどくないです。

あと前も書いたかもやけど

「どんな音でも音階に聞こえるんですよね！？」

はい

都市伝説です。

音階は１２個しかないんです。

その発された音が12個のうちのどれかに当てはまるなんてことは皆無に等しいですｗ

ナンバーズ４等当てるくらいのもんです。

まぁ、どれに近いとか、どこの間とかならいえますよ。まぁあまりにもへんてこりんな音じゃな

ければ・・・。

まぁ前に必死に書いたので今日は短めにして・・・

今日はくらくんからもらったバトン〜

何バトン？これｗ



【１．回す５人を最初に書いておく。】 

回す人おらんからいいわ・・・ｗかんぶりの人やってください・・・。

【２．結婚するならどんな人が良い？】 

お見合いじゃなくて、恋愛してた人。

【３．結婚生活でパートナーにこれだけは守ってほしいことは？】 

一生ついてきて。

【４．愛って何？】 

かけがえのない人をいとしいと思う気持ち。

【５．強いていうならどっちが良い？ 
亭主関白？カカァ天下？ 
そして一回でいいからこんなやりとりがしてみたいということは？】 
　　 
かかあ天下かな？そのほうが平和そうやし。

やりとりってどんなことを言うん？ｗ

【６．好きな異性のタイプは？】 

かわいい人。

あと１くせ２くせある人。

【７．パートナーが両親を引き取りとって面倒を見たいと言う。しかし明らかに自分とは合わ

ない。どうする？】 

どうしようかな？我慢するしかないかなぁ。

【８．自分の両親を引き取って面倒を見なければならないのだが、あなたのパートナーは自分の

両親とは明らかに合わない。どうする？ 】 

老人ホームかなｗ



老人ホームかなｗ

【９．パートナーとあなたの母親が言い合いになってます。どうする？】 

母親田舎に帰れって言うｗ

【１０．プロポーズするとしたら何て言う？】 

結婚してください。

【１１．あなたが愛する人へ一言！】 

大好きやで。

【１２．回す５人の他己紹介を簡単にお願いします 】 

あ、これは省略しよｗ

いかがですか？

単純な質問多かったけどむつかしかった・・・。

今日の一文字は「愛」

アルバイト情報はこちらから〜

アルバイト求人情報「ジョブセンス」

事務の派遣ならこちら〜

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=103HB5+4JQ8WQ+XSY+5YJRM


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=103HB5+60PTQY+XVQ+601S1


お酒バトン

ふと思ったけど、前も書いたっけ？

書いてるほうは楽しいけど、

こんなおっさんの情報見せ付けられたほうはどう思うんでしょう？ｗ

とかってよく思いますｗ

まぁ、見てやってください。

えまちゃんから回ってきたお酒バトンです。

１、酔うと基本的にどうなりますか？ 

あんま酔わないからわかりませんが・・・。

なんかセクハラをよくするらしいですｗ

いますよね、課長とか部長にそういう人ｗ

最近は控えてます。っていうか酔う前にお腹いっぱいになります。水分でｗ

　 
２、酔っ払った時の最悪の失敗談はなんですか？ 

気絶？ｗ

せっかくの合宿やったのにもったいなかったです・・・。



もっと騒ぎたかったなぁあのときは・・・。

３、その時はどの位飲みましたか？ 

かなり飲みましたね。

水分あんなにはいるんやみたいな。

まず宴会前に鬼殺し（サイダー割り）とスーパードライを合わせて1リットルくらい。

宴会後、とりあえずビールをあおる。６缶パックは軽くあけてた。５００のやつ。

その後、おいしいカクテル系でも造ろうと思うが、割るほう（ソフトドリンク系など）が同回女

子などにより消失。しかたなく、

割られるほうの原液で飲むことに。

ウォッカ、ジンのビンを原液であける。

酒を求めさまよい、違う部屋にアーリータイムスとジャックダニエルを見つけ、半分くらいしか

なかったが空ける。

なつかしの鬼殺しをみつけ（宴会前に飲んでたやつ）、あける。

なんかその辺で何をやってるかわからんくなってきて・・・。

気がつけば、朝。



４、最悪の二日酔いはどんな感じでしたか？ 

なんかお酒思い出しただけで吐きそうになりましたねｗ

店で、商品とかで並んでるやつをみたらうぷっってなったことがありますｗ

５、酔っ払って迷惑かけた人にこの場で謝りましょう 。 

すいません。飲ませてください。

６、今、冷蔵庫に入っているお酒の量は？？ 

うちの家は学生がお酒を飲むなんて何を考えてるんだ、らしいので、自分の酒はありません。た

まに買って帰って飲むくらいです。

７、好きな銘柄は？ 

ビールであれば外国のんですが、ハイネッケン。

これが最高。

まぁ日本のんであればヱビスビール。

発泡酒以下はしゃーなしで飲みますが、発泡酒なら麒麟端麗が無難。

第三のビールならのどごし生が無難。

８、最後に飲んだのは？ 
　　 



家でオヤジにこれおいしいから飲めって言われた日本酒です。

銘柄は忘れましたｗ

９、よく飲む、思いいれのあるお酒は？ 

ハイネッケンかなぁ。

あまりこの酒がどう、とかないですね〜大体どれもおいしく楽しく飲めるので。

１０、バトンのジョッキを渡す人 

この日記誰がみてるんかなぁｗ

せかとぅのあと3人やってみてください。

みてないと思うけど。○ずみんくらい？

こんな感じなりました。

いかがでしょう？

今日の一文字は「酒」ｗ

ブログつくりましょう〜☆



http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1032A3+EV8QE2+B4+C1LKH


１６歳

今話題になってますね。１６歳の放火。

結構子供の側の気持ちよくわかります。

子供は聞けば親の職業である医者を無理やり目指させられていたとのこと。

親が直接勉強をマンツーマンで教え、成績が悪いと殴る蹴る。

成績はいつも上位だったが、進学校である高校では中の下になり、

親は怒ってばかりだと。

まぁ、あれですね。

父親自業自得ですね。

この父親の言ってたこと多分予想できますよ。

「俺のときはこうやって医者になったもんだ」とか言ってるんでしょう。どうせ。



時代錯誤もはなはだしいです。

昔はそりゃあ親が子供の目標を決めたもんですよ。あーなれ、こうしろとか。そういう社会でし

たしね。

ただ、時代は変わりました。子供は自分の意思をもち、好きなことを仕事にできる時代に

なりました。

そんな時代に

「お前は将来医者になる」



はぁ！！？(ﾟДﾟ?)ﾊｧ!?

ですよね。

そうやって小出しにしてた父親の怒りが、たまった分一気に返ってきたと思ったら自

然ですよね。

たまたま犯罪だったか犯罪じゃなかったかの違いだけで。

まぁその子も母親と妹を殺したのはまずかったですよね。それは罪は大きいと思う。しっかり償

ってでてきてほしい。

ただ言いたいことは非常によくわかってしまう。

うちの家庭もやたらと昔はそんな感じで怒られたものです。

この家庭は両親ともエリートですが、

うちの家庭は両親とも高校どまりです。それも標準かそれ以下くらいの。



それなのに上の下以上を求められます。

それも、ほめて育てるならいいですが、問題の家庭と同じように、恐怖統治によって。

まぁそんな家庭環境に育ったからか、教育とはなんぞや、とか考え出すのも早かった気が

しますｗ

やっぱほめて伸ばしていかないとね、子供は。

ゲームとかでもそうらしいですよ。無理やりやるな、っていうと、その後もゲーム離れできな

くて、いくつになってゲームしてるそうですよｗまるで自分のことのようですがｗ

中途半端に押さえつけないで、子供が満足するまでやらせておくのが肝心なんだそうです。

まぁ親心としては一向に勉強しないのは不安になるんでしょうけどね。

でも一時の不安に駆られて子供を押さえつけるよりも、我慢して飽きさせて、ほめて伸ばすほう

が何倍も違うらしいですね。

まぁ実際いろんな友達の家に言って親観察をしましたがｗやっぱ頭いい子の親のほうが物分

りがいいし、やさしいですね。

まぁ頭悪いから親が物分りが悪くなる悪循環もわかりますがｗ

ま、むつかしいですよね。

親になってみないとわからないですけどね、いろいろなことは。



事件の裏側が明らかになればなるほど考えさせられる事件ですね。

今日の一文字は「育」

ホームページにカウンタをつけましょう☆

月の土地は１２００坪で２７００円！プレゼントにどうぞ☆

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYTXP+7IAU6Y+4KG+1TIBOX
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1032A4+6JT7E+4T2+BW8O2&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fwww.lunarembassy.jp%2Fosusume%2Fosusume.htm%3Flink_id%3D05


会社のモニターに。

なりそうです。

父の会社（父はホントは定年してるんですが・・・給料半分居座ってるみたいですｗ）から、ブ

ログを使ってる人を対象にモニタを探しているそうで・・・なることになりそうです。

しかしいまどきブログのモニタってねぇ・・・。

多分モニタしてるときは一時的にここからお引越しになるかもしれないので

そのときはまた情報を載せます。

どうなるかわかりませんけどね。

そのブログってのが、法人とか、学校団体？向けのブログらしいんですよ。

専用のサーバとかも割り当てられて、ＡＳＰ？とかＣＮＣ？だとかなんとか、

専門的な技術も使用できるとかなんとかって。

んでオヤヂが言うには

このブログをうちの学校に売れ。

だそうです。



えっとその

まだ学生ですが何か。

まだ就活中ですよ！？

じゃあ会社で名刺作ってよ、オヤジの会社の人間として乗り込むから。ｗ



でもおかしいですよね。

学生が急にビジネスの話しだしたらｗ

しかも関大に売り込むのってどこに交渉したりするのかまったくしらんし。

どこにあんのかな。

てか学校来てんのかな？

しかもそのプロ用ブログ（何かバカくせぇ〜〜）は

１人につき６５００円。

たっか〜〜〜

んで団体割引とかで、

２０００人やったら３００万やったかな？



いやいやいやいや

３００万ってあれっすよ！お札が１枚・・・２枚って数えて・・・３００枚あるん

すよ！

（今お札が３００万枚あるんすよ！って書きかけて手を止めましたｗアホをさらすとこやった　ﾌｰ　(‾‥‾)　=　＝3）

まぁ交渉は会社の人にやってもらうとして、

とりあえずプロ用ブログとはどんなことができるのか、

楽しみです。

でも説明みたところ、このジュゲムとあんま変わらん気がするんやけどなぁ・・・。



あ、今のところカットで。

今日の一文字は「商」

夏休みの予定お早めに〜。

宿のご予約はぐるなびから☆

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+FVK6AI+2Z8+C1DUP


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+G2PDJU+596+TW6A9


天罰

すいません、　世間がワールドカップで盛り上がってるところ、全然違う話します。

ワールドカップは残念でしたね。

いつものように、

今日の朝うちの家族がサッカー談話でぎゃーぎゃー罵り合ってたのに起こされました。

朝くらい静かに寝かせてほしいものです。

日本残念でした。

今回は監督でしょうか、選手でしょうか。

まぁハルカカナタのドイツに行って善戦してきただけでもよしとしましょうよ。

日本人はあの人ら以上にサッカーうまい人いないんだからｗ

ただ、

ずっと言われている批評はなんで改善できないのかなって思います。

決定力不足って。



この前もその前も言ってた気がします。

まぁいいや。

また村上（ファンド）さんのことをぶり返しますがｗ

先生が天罰が授業でどうのって言ってて、それを思い出したんです。

てか別に村上さんの味方じゃないですからねｗ

どっちかって言うと嫌いですからね。

でも、

捕まって、「天罰がくだったんだよ」

って言う人いますけど

天罰って何でしょうね。



当たり前の話ですが、何をもって天罰と称するかを考えてるのは他なら

ぬ人間ですよね。

人を殺したから処刑された。

↓

天罰が下った。当然の報いだ。

これって人間の都合ですよね。

まぁ雷とか落ちてきたら天罰とかかもしれませんが・・・。

もしかしたら私たちがよいと思ってやってることが、実は向こうの世界では限りなく悪

なことだったりして！

ってこともありえません！？

ありえませんか。

例えば死んで、えんまさまの前へつれていかれて、

側近「この者は虫を１００匹殺しています」

えんま「ぬぁにぃ！地獄行きじゃ！！」

また違う人が連れてこられて



側近「この人は人を２人殺しています」

えんま「そうか〜邪魔な人間を殺してくれてありがとう。天国行きじゃ」

とかってのはありえません！？

まぁあくまで例えばの話ですよ。別にこっちの世界で言う「悪行」を助長しようってわ

けじゃないですよｗ

まぁ、それこそ神のみぞ知る、ってとこですからね。

そいえば見ましたか？

最高裁の裁判が不服で、広島高裁に差し戻しをしたあの事件。

２人殺害までは無期懲役、３人で無期〜死刑、４人で死刑みたいな基準があるんで

すね！？

なんでやねん。



中途半端やねん。

反死刑論にほだされてのことかしらんけど、

死刑撤廃するんやったら撤廃して、死刑にするんやったら死刑にしなさい。

人を殺すのに罪の重さを決めたらあかん。

１人から最高刑にしたらええねん。

人数によって上下するとかおかしな話です。

なんか今日はどんよりした変な話になりましたね。ごきげんよう。

今日の一文字は「罰」

ゲームに参加してプレゼントゲット！

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1032A3+FXCH3U+KU0+5Z6WX


こちらも応募してニンテンドーＤＳゲット！

超・簡単応募！ニンテンドーDS Liteプレゼント

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=10368Z+18NJX6+O9M+HWI5U


初バトン

このバトンって誰が考えたんでしょうね？ミ○シィはやりだしてみんな日記書き出したから？

なんかいろんなこと知れておもしろいですよね〜。

書いてる本人も自分のこと書けて楽しいし☆

とはいえあれですよ。

初バトン！

１回たまさんから回ってきたんやけど、やったはいいものの、

投稿前に消失。

もうええわとそのまま放置。

したら。

誰からもまわしてもらえず｡·｡ﾟ·(Pд`q)ﾟ·ﾟ｡ 

いいさいいさ



どうせベンジャミン（誰？ｗ）ほど人気者じゃないし！

ひがみました。

まぁワタクシの中身なんてここに全部書いてあるので

書かずともわかると思いますがｗ

回ってきたのでやらかしたいと思います。

まりりんからです。

みなさんもよければまわしてくださいｗ

そして気づいてなさそうなら教えてくださいｗ

●ルール● 
1：回ってきた質問の最後に、“自分の考えた質問を足して”下さい（自分も回答すること） 
2：終わったら必ず誰かにバトンタッチしてください 
3：まとまりのないエンドレスバトンなので“どんな質問を加えてもOK”デス 
4：バトンのタイトルを変えないこと！ （←タイトルないんですが・・・）
5：ルールは必ず掲載しておいて下さい。 

◆携帯変えたいですか？ 

　　変えたばかりなので間に合ってます。

◆部屋は片付いていますか？ 
　 
　　大体キレイですよ〜細部は少しこちゃこちゃしてますが。



◆最近あったいい事はなんですか？ 
　 
　　マンションの下で１５０円拾った！

　　そしてオヤジに宝くじの７等２枚もらった！（５００円分）

◆携帯をお持ちの方、ただいまの着メロおょび着うた？ 
　（「よ」はなぜ小文字？）

　　シンパんとき使ってたWhat you won't do for loveの音源です・・・
　　意外と曲的に完成していたので・・・。ｗ

◆今、喉から手が出るくらいほしいものは？ 
　 
　　車

　　一人暮らしの家

　　単位（ぺーと被った） 
　 
◆好きな髪型は？（ショートとかロングとか） 
　 
　　自分の？デスノートの藤原竜也みたいな髪型にしたい。

◆寝れない夜はどうしたら寝れますか？ 

　　しんどかったこと（身体的疲労系）を思い出したら寝れます。

◆辞書を目をつむって適当に開いて下さい。一番右下の単語 
は？ 
　 
　　eyesight　視力。英和辞典でした。
　 
◆貴方は敵と味方が一目でわかりますか？ 
　 
　　大体・・・。空気合わない人は敵。

　　　 
◆貴方は不治の病で、医者から病名を告げられました。その病名は 
　 
　　ビール腹



　　ビール腹

◆シャワーの水が弾きますか？ 
　 
　　弾きます。意外と肌はすべすべです。

◆なまっていますか？ 
　 
　　神戸弁です。が、「すごい」っていう言葉が一番なまってます。

　　オリジナルなまり。

◆あなたはエロですか？ 
　 
　　アイアムエロ。

◆あなたは何フェチですか？ 
　 
　　髪の毛かな。

　　あと足とか。

◆食べたらテンションあがるものは？ 
　 
　　麻婆豆腐。譲れません。

◆あなたが怖いって思うものは？ 
　 
　　病気かな。

　 
◆今、行きたぃ所は？ 

　　アメリカ。あと上京したい。

　 
◆1人暮らしする部屋なら、絶対は外せないこだわりゎ？ 
　 
　　インテリアとか、食器とか？

　　うちの家ださいんです。

◆たこ焼きと明石焼きどっちがすき？ 



　 
　　たこ焼き。明石焼きうすいｗ

◆オススメのお店は何ですか？ 
　 
　　ソウルトゥソウル。梅田にある辛い物屋です。

◆もし性転換しちゃったら職業は何したい？？？ 
　 
　　お水とか？バドガールとか。モデルとか。

　　体見せたら喜ばれるからそういうの仕事にできるんじゃないかと。

◆どこからが浮気やと思ぃますか？ 
　 
　　二人で遊びに行ったりしたら？

　　まぁ人にもよるやろけど。

◆浮気をしてる現場を目撃！！あなたはどうします？ 
　 
　　なんでそんなことになったんか聞く。

　　んで原因が自分にあれば別れてあげる。

◆異性のスキな髪型は？ 

　　ストレートかな〜眺めの。

　　あ〜でもおねえ巻きも好き。

◆あなたの好きな作家は？ 
　 
　　村上春樹かな。あと真保裕一（しらんか）

◆幸せだと思える時は？ 

　　温泉にはいってるとき☆ 

◆動物のどの部分が好き？ 
　 
　　毛皮。（この質問どういう意味？ｗ）



　　毛皮。（この質問どういう意味？ｗ）

◆結婚は何才でしたい？ 
　 
　　もうしたい。２１歳。

◆宇宙人は信じる？ 
　 
　　信じる。

◆もうこのバトン終わらしたぃやろ？？ 
　 
　　まだ大丈夫。

◆１番学校生活が充実してた時期は？ 
　 
　　大学生。１〜３回。

　 
◆好きな雑誌は？？ 
　 
　　関西Walker。

◆化粧品を一個しか使ったらアカン！って言われたら何とる？ 
　 
　　ダブ。

◆夏になったらやりたいことは？ 
　 
　　キャンプ。花火。お祭り行きたい！あと旅行。

◆あなたの性格は？ 
　 
　　陰湿。自己中。うわべだけ愛想がいいｗ

　 
◆好きな服のお店は？ 
　 
　　Method（ヘップの上のほうのやつ）



◆今までしたことのあるﾊﾞｲﾄは？ 
　 
　　高級中華料理屋。あとセブンイレブン。

◆昨日の晩御飯なに食べた？？ 
　 
　　さっき食ったばっかなのでさっきのご飯の印象しか残ってません。

◆好きな歌は？？ 

　　Boyz?Men/I do でもこの人はだいたい全部すき。
　　Boz Scaggs/We are all alone
　　Chicago/Hard to say I'm sorry
　　Grover Washington, Jr./Just the Two of Us
　　くらいかなぁ〜ＡＯＲ全般好きです。書ききれません。

　　ジャズも好きです。ここは割愛しましょう〜。

　　

　 
◆１番最後にメールした相手は誰？ 

　　ますみん。

◆シャンプー何使ってますか？ 
　　 
　　メリット。

◆警察に捕まりました。何の罪？ 

　　インサイダー取引。

◆Sですか？Mですか？　　 
　　 
　　Sです。

◆最近一番むかついたことは

　　私語に対して先生がキレて、授業が中断したり、相対評価が絶対評価に

　　なったこと。（２〜３授業くらいこうなりました。うちの学部も



　　なったこと。（２〜３授業くらいこうなりました。うちの学部も

　　生徒もアホです。）

◆バトンを回す3人　 

　　これねずみ講みたいなもんですよね？

　　全員が３人ずつまわせば１０階層下くらいになれば

　　日本国民全員になってまうってやつ。

　　だから止めましょう。

どうでしょうか。

なんかあったらまた教えてください。

今日の一文字は「棒」

ＭＴＶでカードつくれます。

▼ＭＴＶ シティカードのお申し込みは、今すぐこちら▼

マスコミ系での派遣業務です。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1032A3+FRE522+42Y+1ZG8B6


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1031I6+9R9SGQ+Y3I+61C2P


ケツの穴の小せぇ男

人のこと言えませんが・・・。ｗ

ものすごいケツの小さい男に出会いました。

バイトでｗ

バイトしてたんです。

レジ他の人がやってて、後ろに一人並んでたので、とても大きな親切心からとなりのレジを開

けてあげました。

「こちらにど〜ぞ〜」

まぁそんときちょうど隣のレジにまっすぐ歩いていた人がいて、物を置いてしまったので、

（しゃ〜ないな〜）

とか思いつつ、レジをしてやりました。物少なかったし。



したら、さきほど並んでた男がレジ終わったらこっちきて。

「キミがこちらにどうぞとか言うからこっちへ来たのに、なんで私が先じゃないん

だよ」

はぁ。すいません。（その時点でちゃんと謝罪しました）



「さっきからずっと待ってたというのに、順番抜かされてどういう気持ちになると思

うね」

「もっとお客のことを考えて

だーーーーーーっ！！！！

うっさい！！！！

最初に謝ったやろ！！それを、人が下手にでてるのをいいことに、くどくどののしり

やがって！



ちょっと順番入れ替わったくらいでそこまでいうか！？

まぁ

ストレスがたまってるんすかねぇ

いかにも

文句しか言えなさそうなおっさんでした。

男やったら多少のことにはどっしりかまえとけよ。

ねちねちずっと言う男って最悪。

ワタクシ女性じゃありませんが、嫌な男ってこういうのかなって共感します。

今日の一文字は「厭」



懸賞しよう、で１００万円いただきましょう☆

夏休みは日にちを選んでバイト！

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1032A3+G9UKT6+JCE+5ZU29


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYMTC+9X84II+NLQ+639IP


ありがとうございますーーーぅぅぅぅ・・・・

こんな人よくいません？

言った言葉の最後に「す」がついたら、

やったら伸ばす人。

バイトとかで

「ありがとうございますぅぅぅーーーー・・・」

長い長い長い！



お客さんとかでも

「それでお願いしますーーーぅぅぅ・・・」

うん

わかってるから、伸ばさなくてもいいよ☆

男に多いですね、これ。

女性が「ありがとうございますぅぅ〜〜〜・・・」っていってんのみたことないし



ってか書いたら萌え系みたいになりました。

気になります。

気をつけましょう。

今日の一文字は「酢」

ＤＳソフト、えいご漬け〜

ブログつくりましょう☆

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYMTC+2D5122+8NE+61RI9


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYTXP+7YDJIY+7LC+1NJRXD


ストリートライブ１２

すいません

１２というのは推定数字です。

ストリートライブやりましたね。

みなさまお疲れ様でした。

前もチョコチョコ出てたけど、こんだけがっつり出たのは久々じゃないでしょうか。

う〜ん

疲れたね。

暑さにうだる。

うだる暑さ。

なるべく影に入ってたつもりですが、腕と顔が多少赤いです。

今までおったバンドはうまくなりましたね。



うんなかなか。

３回生はトップらしく堂々と歌えてたと思います。ようやく貫禄がでてきだしたというか。

ただ、もう少しだけ個々のバンドカラーをはっきりさせてもらえるとありがたいです・・・。覚

えにくい・・・。

私らはこれが得意なのよ！！っていうのを出していけるとさらによくなると思います。

２回生は初めての先輩（小学２年生みたいやなぁ・・・）としての仕事は果たせたような気がし

ます〜とまどう１回生のお手本となれてました。

いい味出せてると思います。あとは練習あるのみ☆

驚いたのは１回生。

う〜ん、みんな堂々としてますね。

しかもしょっぱなからハモってるし。

なかなか有望ですねぇ〜。

幸先いいわ〜

将来楽しみにしてます。

ちなみに自分が１回のころは、ライブでもいいましたがマイクのＯＮ，ＯＦＦのスイッチが

どこにあるかわからずにうろたえまくってました。

みんなアカペラ経験あるかのように（もちろんある子もいたんだろうけど）堂々としててびびり

ました。



一番最初、普通はそこでひっかかるもんなんだよ（ワタクシだけ！？）

マイクっていえば、カラオケマイクしか触ったことがないから、どうやって音なるんだろうとパ

ニくりました。

まさか自分でつけたり消したりできないとわ・・・。

んで歌ってるときも今年のみなさんとは違い、下むいて恥ずかしそうに、くら〜く歌ってた気が

します。

その調子でがんばってください。

なんも教えることないしｗ

ていうか果たして１回生の子はこの日記を見てくれているのか！？

あやしいもんだ。

いや絶対１人も見てない。

見てたらコメントしてください。



もれなく廃棄されたお弁当をプレゼントｗ

まぁ昨日で大体の１回生の目には止まったやろうから

誰このおっさんなんでこんなとこにいるん？って視線は浴びないはずｗ

いや別に浴びてないけどねｗ

まぁまたサークルに顔だします。

今日の一文字は「焼」

自分のすきなＵＲＬにページをのせましょう〜

オーシャンレンタルサーバ

４円寄付おねがいします・・・。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1032A3+FDP656+UZA+63OYA


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ5S8+BG0062+384+1HLFVL


バイトにて　６

すいません。

６というのは大体ですのであてにしないでください。

まぁ今日は客の悪口は書きませんよ。

あ、書くかな？ｗ

なんか言っても言っても尽きないし。客への不満なんて。

それこそ１億人いたら１億通りの不満があるわけで（それは言いすぎか）

今まで紹介したのはほんの一部ですが・・・。

まぁ今日はあれです。

悪口っていうか

哀れみましたｗ

いつものようにレジに立ってたんです。



「いらっしゃいませ〜」

そこに入ってくるはいい女。

ウホッ、いい女・・・。

まぁその女性はしばらくぐるぐる回ってるわけですよ。店内を。

そして

カゴいっぱいにしてレジにきました。

中身。

ミニ他人丼、



焼肉弁当、

ハンバーグ、

冷やしたエビマヨネーズ、

お茶、

コーヒー牛乳、

サイダー、

鳥皮のポン酢づけ？、

賞味期限近くなった３割引のカップめん、

いかとかのおつまみ、

おにぎり４つ、

たばこ

なんとまぁ、

生活臭のかほりが。

ていうか



自炊できない独身男性か。

まぁ女性に理想を抱くとか、女性に対する偏見だという意見はあると思いますが・・・。

なんかかわいそうｗ

まだ７時くらいやったから帰ってご飯つくったらいいのに。

まぁしんどいんかな。わかるけど。めんどくさいもんな。

でもキレイな割りには

カップめんをぽいぽい入れる動作とかがちょっとおばさんくさかったです。



自分もこんな風に加齢していくんだろうか・・・

ああ時間は怖い・・・。

相対性理論だ・・・。

時間はその人にとって相対的に流れるみたいですよ・・・

だから楽しいときは時間が早く流れたり、しんどいときは時間の流れが遅かったりするらしいで

すよ。

あれ、なんの話やｗ

とりあえず、

忠告しておきますが

いきつけのコンビニがあったら注意です。

店員は確実に覚えています。

４〜５年もやればかなりの人間を覚えます。



そして買ったものから大体の生活態度とかどんな仕事をしてるのかとか、生活習慣から

その人の性格まで大体わかります。

プロにもなればそれこそ個人情報ダダ漏れ状態です。

ワタクシですら、特徴ある人は生活のすべてが見えます。

名前も知ってますｗ（常連は店長がなぜか知ってることが多い）

気をつけてください。

店員業ってヒマなんでそんなとこばっか見てますよｗ

麻雀に「読み」というものがあります。

河（「ホー」牌を捨てるところ）に捨てられた牌から、そのプレーヤーのそれこそ持ってる牌か

らテンパイしているか、なんの牌で待ってるかなんて簡単にわかります。プロともなれば。

それとおんなじです。

気をつけてください。

また麻雀ですが、「迷彩」という技術があります。

河に捨てる牌をてんでばらばらにして、自分の手のうちを読ませない技術です。



読まれたくないなら、コンビニがいくつかある人は買いわけるのも手かと思います。

それか、無頓着なスーパーにいくかｗ

個人情報流出には気をつけてくださいｗ

ワタクシはお客さんの中で、家まで知ってる人も何人かいますよｗ

まぁ悪用しませんがｗ

今日の一文字は「漏」

ニンテンドーＤＳがあたる！！

消費者のための保険サイト。保険は選びましょう〜

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=10368Z+18NJX6+O9M+HVFKX


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1032A3+FEW1CQ+PK0+601S1


コンビーフ改名。

知ってました？

コンビーフ改名。

多分みなさま

コンビーフって知ってると思うんですよ。

（株）ノザキが作ってるあれです。

卵焼きとかにいれるとおいしいやつです。

缶詰で、未だに変な開け方を強いられるアレです。

なんか変な栓みたいなんでクルクル巻くんです。一部を。

んであけるという。

あれ馬肉が混ざってるんですね。牛肉と。

もしかしてそれで混ビーフなんかな？わからんけど。

それがつい最近。



改名されました。

びっくりしたし。

先週品だししてたんですよ。うちの店で。

気にも留めませんでしたが、コンビーフって書いてたの覚えてます。

それが今週。月曜やったかな。

ふとその缶詰をみたら

「新たしくなりました



ニューコンミートを

よろしくお願いします。」

ニューコンミート！

なんとまぁ、

安直な。



馬肉も混じってるのにビーフはおかしいって言われたんでしょうか。

だから混ビーフって言ってるのに。

それとも馬肉の比率があがって、それをビーフと称するのは法律違反とかって指摘があったん

でしょうか。

なんにせよずっと続いてたコンビーフですよ。

結構食ってたし。

バイトで品だししながら

結構ソックでした。

コンビーフってワタクシが生まれる前からありますよ。



だから余計にねぇ。

缶の表記とか昔のまんまやし、調理法とか書いた紙とか開け方とかデザインとかずっと一緒で

新品として運ばれてきたのに、これ賞味期限いけるんか？と毎回チェックしてしまうよ

うな缶詰だったのに。

ついに変わった。

すいません。

大げさでした。ｗ

多分コンミートについてここまで述べたのは日本中ワタクシだけではないでしょうか。



あ〜でもそんなことないかな。全国区で売ってるんやし。

全国区で思い出したけど。

にし○らのコーヒーって知ってます？

あれ全国区じゃないんですね。

珈琲○青山（隠れてない）は全国区なのに。

なんか知識が増えていきます。

同時に本当に必要な知識は奪われていきますｗ

今日の一文字は「混」

４円の寄付をお願いします・・・！！



インターネットテーマパーク7wonder

はショッピングストリートとプレゼントが融合した楽しいサイトです！

毎月追加されるゲームをクリアすると！？

ショッピングストリートのお店が提供してくれた色々な

プレゼントに応募できるんです！！

q(≧∇≦*)

簡単に懸賞に応募できます。
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雨、降りすぎた。

梅雨ですね。

みなさんどうなりました？

靴の中。

ぐちょぐちょになりましたよね。

水含んでるからめっちゃぬるくなりませんでした？

革靴やったのでげちょげちょになって

最悪でした。

ワタクシのもってる靴はどれも浸水します。



革靴ってダメなんですかね。

でもね〜

運動靴って持ってないんですよ。

前に１回生のとき体育の授業（サッカー）に革靴ででて、注意されかけたことがある

のは前述のとおりです。

「お前靴てかってるけどそれ革靴ちゃうんか？」

「いや、これ運動靴としても使えるんですよ〜」

はい。



ウソですね。

１万円の革靴です。

夜道で後ろで歩いてると、コツコツなって怖いあれですね。



もちろんポジションはあれですよ

ディフェンダー。

てかポジションなんていうんかよくわからんし。

昔はポジションの区分けなんてＦＷ，ＭＦ，ＤＦしかないと思ってたし。

ボランチってなによ。

スイーパー？スリーパー？



こんなレベルです。

あれ、話が全然変な方向へ。

そう

革靴以外もってないんです。

買って。

今日の一文字は「雨」



ブログ開設しましょう☆

１クリックお願いします！

こっちでもブログつくれます。
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かめむし

今日バイト行ってたんです。

すると急に！

嗅いだようなにおいが・・・。

こ、これは・・・・！！！



そのとき、特派員がみたものは！！

どーーーーん。



なにもみてない！！

どーん

カメムシスメルがした！！

もうどうしようかと思いましたよ。



しかもレジ周りオンリー。

そして

探してもみつからず。

ゴキブリを見つけてしまって、そのまま殺せずどっか隠れられた状態によく似てま

すね。



つらかった・・・。

くさかった・・・。

ト○ビアでやってたらしいですが、カメムシて自分のにおいで気絶するらしいですね。

人間でいったらおならで気絶するってとこでしょうか。



まぁあれは外敵から身を護るやつらしいですので・・・。

諸刃の剣とはよくいったものです。

武器もつかいよう。

今日の一文字は「亀」

ＭＴＶのカードつくりましょう〜☆

▼ＭＴＶ シティカードのお申し込みは、今すぐこちら▼

えっ、

月の土地が買えるってホント！？約1200坪が2700円 
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今日できることを明日にまわすな？それとも？

「今日できることを明日にまわすな」

って格言がありますよね。

明日に回すと明日やらなあかん仕事とかぶって余計しんどいから、やるべきことは先やっとけみ

たいな感じですか？

これって正しいんですかね？

日曜夜勤はいってるときに雑誌の「PRESIDENT」(スペル不明)読んでたんですよ。

そこに「金持ちの人の行動」みたいな感じで特集されてたんですよ。

でもね

何に載ってたか忘れたけど他んとこでは「明日でもいいことは今日しなくてもいい」

って書いてあるんですよ。

あ、大学の教授が言ってたんかな？まぁ微妙にニュアンス違うかもしれませんがｗ

そっちの言い分は要するに取捨選択が重要らしいです。

これもしなあかん、あれもしなあかんと言ってたらやることだらけで詰まってしまうし、疲れる



ので、

物事を客観的に見つめ、それを今やるべきか。よく考える。

必要ないものは明日する。今本当に一番すべき重要なことを捕らえてやることこそが成功だ

みたいなことを言ってた気がします。

まぁ格言て裏表ありますよね。

「２度あることは３度ある」というと思えば「３度目の正直」とかいうし。

どっちやねん。

ちなみに自分は「明日できること、今日はやめよう」派です。

別に理由はありません。

しんどいから。

まぁ夏休みの最後の日まで宿題をやらない子のパターンだと思いますが。ｗ



ちなみに「明日できること・・・」は昔いたブラックビ○ケッツの「Relax」って歌の引用なんですが知ってる人います・・・？ｗ

今日の一文字は「翌」

BIGLOBEのウェブリブログに登録し、ブログを作りましょう〜

登録

寄付お願いします！！ｽﾏｿｯ ＿|‾|○))
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なぜ日本全土で！！？？

ワールドカップに熱狂するんでしょうか・・・？

みんな、

そんなにサッカーすきやっけ！！？？

わかもんはわかる。若いからｗ



うちのおじんおばん（父母）なんてテレビの前でぎゃーぎゃーゆうてむっちゃうるさ

いし！！

じゃかあしいわ！！

今テレビの前で

「大黒このヘタクソ！！」



とか

「中田なにやっとんじゃボケ！！」

とか



弟も混じってやーさんの部屋と化してます。

ていうか

おまいらに言われたくないわ。

彼らも。

うちの家なんて代々サッカーボールなんてほぼ触ったことない家系なのです。



ていうかみんなスポーツできひんし。

体育の時間、サッカーとかで強い人がじゃんけんで人を取り合いしたら確実に一番最後

あたりまで残るの確実なのは昔書いたまま変わりません。

今はどうか知らないけど、あの制度やめたほうがいいよね・・・きずつくし。

ちなみにうちの中学校は班制度で、決まったタームごとに班代えをするんですが、そのとき班長

が集まって順番にほしい人をとっていくんですが、

学級委員で書記やってて黒板に名前を書いていくとき、いつまでも自分の名前が出て

こなくて泣きそうになったことを思い出しました。

あれ、なんの話だっけ。



そうそうサッカーしないのね。

ていうか不思議に思うんですよ。

日本人って盛り上がればどんなスポーツでも好きよね。

ワールドカップのときはサッカー。

ワールドベースボールクラシックのときは野球。

冬季オリンピックのときは女子フィギュア。

とまぁこんな感じに。

主体性がないの？

っていうか、ホンマに好きな人もいるやろうけど、自分が思うに、それは今熱狂している人の

３分の１の人数くらいだと思うんですよ。



あとの人はどうか。

まず

１、盛り上がりたいだけ。

これ３分の１くらいいると思います。

今日やたらコンビニに酒とおつまみ買いにきた人いました。

むっちゃ人きたし。

もりあがるんでしょうねぇ。



あと

２、見てなかったり知らなかったりすると翌日の話題についていけないばかりか仲間

はずれにされて人間関係がうまくいかなくなるのでしゃーなしに見てる人

これ

熱狂的なサポーターを除けば、１の例も合わせてほぼ大半じゃないでしょうか。計算式はこう

です。

日本国民−サッカーまったく興味ない人−熱狂的なサポーター−ホンマに盛り上がりたいだけの人＝

ってとこでしょうか。日本人全体で３分の１くらいいるんちゃうかな。

絶対そういうとこあるよね？

今日び「中田って誰？」って聞きもしようもんなら、次の日から話題にいれてもらえないどころ

か非国民のレッテルを貼られたような扱いをされること間違いないですよね。

だから日本国民みんな駆り立てられるんでないでしょうか。余計に。

なんでこんなことになるんでしょうね？

多分こんなことになるの日本だけですよ。

それに便乗してマスコミとか販売業者がこぞってワールドカップグッズを出す。

取り繕いたい、それほどファンでもない人はそういうちょっとしたグッズを買って熱狂的なフリ



をする。

仲間にいれてもらえる。

なんだこの変な循環は。

って中学のころあたりから思ってました。

軍国主義の名残ですか？

それとも下にさらに身分が低い者がいないと安心できないという江戸時代の身分制度の名残で

すか？

まぁいろいろ絡み合って日本文化のこういう暗な面も形成されているんでしょうが・・・。

ホンマにサッカー好きな人は何人くらいでしょうねぇ・・・。

さっき点がはいったとこだけみました。

キーパーが押されてて取れないようなカッコウでしたねｗ

センタリングがはいっちゃったみたいな。



ちょっとワロタ。

今日の一文字は「蹴」

懸賞で１００万ゲッツ(｡�∀�｡) 

夏休みの予約はこちらから〜
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アンニュイな日曜

みなさまは

アンニュイってわかります？

なんかいろんな人にわからんって言われるんですよ。

アンニュイ。もしくはアニュイ。

ennuiやったかな。

倦怠な、とかそういう感じの言葉ですが。

でも「アンニュイな午後」とか言いませんか？



使用例はこうです。

主婦であるＫ子さん（仮名）は今年３２歳。夫は歯科医で祖父は都内のマンション２つを経営す

るそこそこの金持ち。そして彼女は専業主婦。

家は３億の豪邸で周りにはそこそこの自然もあり、いい風が通る。今日は気温も日差しもそんな

に強くはなく、家に閉じこもりきりの主婦でも十分に耐えられる日だ。

久々に自宅の広いベランダにでて、アールグレイの紅茶を淹れ、クッキーなどをもってきて、風

に髪をなびかせて、ほぅとため息をついた。

「アンニュイな午後ねぇ・・・」



これ。

これですよ。

言いたいことわかります？

言いません？こういうの。アンニュイって。

まぁいいや。



ワタクシもこんなんに近い生活でした。今日。

どこもでかけてないし。

家で紅茶とかコーヒーを淹れてずびずび飲んでおりました。

んでちょこちょこゲームしたり勉強したりして。

久々に休日〜しました。

まぁ今からバイトなんですが。

来週はストリートですね。

多分出させてもらうことになると思うのでアンニュイはできませんｗ

よろしく〜/(・。・)

今日の一文字は「怠」



音響・出版等の派遣です。登録お願いします。

新人発掘オーディション！

プロの歌手デビューを夢見るあなたにチャンス！

応募者全員を一人ずつ直接審査。

レコーディングスタジオで１曲歌唱後

その場で結果発表と今後のアドバイスをします。

最優秀合格者はCDデビューへ！

詳細はコチラ

ケータイサイトに広告を貼って小遣い稼ぎ！

携帯アフィリエイト「モビル」

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1031I6+9R9SGQ+Y3I+61C2P
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腰痛。

なぜか関大でオカン（河上）とすれ違いました。

あとゆみどーと久保。

なぜ？

ていうか

今日思いっきりねました。

１２時間半は寝ました。

それで腰痛い。

あー



なんもない日々っていいわぁ・・・。

いや、ホンマは今週いろいろあったんですよ。

水面下で。

てか先週末から。

死ぬかと思った。

だから今週末は何事もなくてウレシイ。

ただ、



週１回しかない発声の機会？が今週はないので

なんか衰えそう・・・。

家でちゃんとやっときます。

継続は力なりやし。

てか最近ミクシィが入ってから特に、

日記みんなつけてますよね〜。

なんかみんな付け出してこんなこと考えてるんやってみれておもしろいです。

うわ、なんか普通の文になってもた。

それだけ平和やってことですよね。なにもないから。

今日の一文字は「平」



クリックありがとうございます☆またお願いします☆

株を始めるならこちら☆

今話題のオンライン証券、始めるならＥ＊トレード証券へ！

[キャンぺーン中]１００万円あたる！！

懸賞しようやってみよう！！

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ5S8+BG0062+384+1HLFVL
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若年性痴呆症かな？

最近よく思います。

これは絶対忘れへんやろ！って思ってたやつを

ころっと忘れます。

ものの見事に。

今日も「これ日記にかこ〜」とか思ってたやつ　ちゃっかり忘れてます。

あかんんわぁ・・・。

記憶力散漫や・・・。

歳やろか・・・。



しかも自分では意識ないんやけど、人が言ったことをよく忘れるらしいです。最悪で

すね・・・ｗ

そら大学も留・・・・

げふんげふん。



そうそう（笑）

広告の収入が１０００円到達しました！！！！



おっそ！！！

３ヶ月くらい前からどんときて、この前に１５０円入ってて、しかもそのうち１つは自分がバイ

ト登録して得た５００円なんでｗ

全然やけど。

３ヶ月にして、１０００円。

１ヶ月にして、３３３円。



日給にして、１０円！！！

時給にして・・・・！！！！！

道端に落ちてる小銭を拾い集めるぐらいの稼ぎですね。



でもね、毎日１５０人くらいの人がみてくれているわけでして（大体の平均来客数です）

月に換算すると４６５０アクセスあるわけですよ！

まぁまぁじゃないですか？

ちゃいますか。

月１万アクセスくらいほしいなぁ・・・。

カウンタとかあったらいいんかなぁ・・・。

つけたいな。



探してみます。

これからも広告収入にご協力くださいｗ

今日の一文字は「痴」

これ、いい稼ぎですｗできればばんばん押してやってください(｡�Д�｡) 

バイト探してるならこれが早いですよ〜自分もやってます☆いっぱいいろんな仕事が回ってきま

すｗ

エントリーしてバイトする♪モバイトドットコム♪
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ホンマに詐欺被害に

今回の相談者は会社員２４歳、東京にお住まいの（多分）○○さん（仮名）（プライバシー保護のため伏せさ
せてもらいます）

昨晩、

マンガを読んで、勉強をしてたら電話が。

まぁ懐かしい○○さんではありませんか。

久々にこっち帰ってきたから今から飲み会でもしようとかってうれしいお誘いなのかしらん♪

とか思って電話をとると

「助けてください・・・」

状況がまったく飲み込めません。



話を聞いていくうちにわかったことを要約すると・・・・

どうやら久々に会話をしたその方はエロサイトなどを久々にお楽しみ申し上げようとして、ある

箇所をクリックしたとたん、ご入会ありがとうございますというのと共に請求書が来たの

で「これってどうしたらいいん・・・！？」とのことでした。

まぁ、なんて奇遇なんでしょう☆



さっき読んでたって書いたけど、そのまさに読んでたマンガ

「クロサギ」に同じケースが書いてありましたとさ☆

まぁタイムリーな事件をもってきてくれましたよ姉さん。（「HOTEL」だっけ？の高嶋風）

ていうか

弟と、こんなんにひっかかるやつホンマにおるんか？って言い合ってました。

・・・・・・・・・・。



おったーーーーー！！！

ε=ε=ε=ε=ε=┏(ﾟロﾟ;)┛ﾀﾞﾀﾞﾀﾞｯ!!

o-|∠‾|-o ﾀｳﾝﾍﾟｰｼﾞ

ていうわけで最近多いみたいですね。

その「クロサギ」を読んでたおかげで、まぁこういうのがあると知ってたけど、対処法

もわかっていました。ｗ

俗に言う（俗にいわんのか？）

ワンクリック詐欺です。

ワンクリック詐欺というのは、アダルトサイトとかに多いんですが、無料！とかの文字に貼られ

ているリンクを押すと勝手に入会したことになり、そのための請求がくるという

なんとも無理やりな詐欺です。



ちょっとばかし法律のことを知っていればまったくひっかからないらしいですが、この詐欺の怖

いとこは

ビビるんですよね。被害者が。

払わなアカン気になってくるんですよね。

不当な支払いはしないように。

ちなみにそのワンクリック詐欺は「電子消費者契約法」（名称こんな感じやった気が・・・電子

と消費者逆かも・・）違反の契約？なので、支払いの義務はまったくありません。

電子消費者契約法というのは

簡単に言ったらあれですよ。

入会前にはちゃんと規約とかを書いて明示する必要があります。（こちらを必ずお読みください

って小さな字で規約がいっぱい書いてるあれですよね）

んで入会の際には必ず同意できない人のために「キャンセル」できるようにしなきゃいけません

。

んであとなんだっけな・・・忘れたｗ

とにかくいきなり不当に入会させられ金を請求するのは違法なので支払いは無視するに限り



ます。

って教えてあげました。

最初はずっと不安がってたけど、まぁそれで落ち着きました。

しかしその人。

ほかの会社の人とかにも相談したらしいですが、みんなに「そんなの無視しとけば？」みたいな

感じで言われてるらしいです。

みんなわかってるし。

ちなみに他にも、大学時代の友達である○さん（なんかすぐわかりそうｗ）にも電話したところ

、久々に電話したにもかかわらず開口一番に

「バカ？」



って言われたそうです。ひどっｗ

そう、あなたのことですよｗ見てるはずｗ

まぁこうやって法のこととかも順序だてて説明したのでようやく落ち着きを取り戻しましたｗ

しかしブラウザで請求書がずっとでてくるらしいので、ウイルスかなんかにかかってるんじゃな

いですか？とも言っておきました。

そっちは少し専門外ですｗパソコンにもっと詳しい人に聞いてください。とも言いました。

そうそう、ワンクリ詐欺ではほぼないらしいですが、

小額訴訟に持ち込まれたら注意らしいです。

向こうは犯罪者なんでほぼそれに持ち込まれることはないですし、住所、電話番号などが割れて

いなかったら小額訴訟には持ち込めないし、料金を払わないからといって、詐欺団体がプロバイ

ダに情報を開示請求、なんてこともできないので大丈夫ですが、

もし個人情報をつかまれてる場合小額訴訟に持ち込まれる場合があります。

まぁ説明ははしょりますが、それに持ち込まれたら例え向こうが犯罪であっても、裁判にいか

なかったら原告側の全面勝訴になるので支払いの義務が発生するそうです。

なんて変な社会なんだｗ

まぁ裁判所から支払督促状がきたらまた相談してくださいと言っておきました。



相談者は安心して床につきましたとさ。

ていうか○○さん。

僕経済学部なんですけど。

まぁパソに強いという理由で聞かれたらしいですが・・・

法律なんて全然しらないですｗ



やっぱ歴史とか算数とか理科のこと知らなくても

法律はしっとかなあかんなぁって思いました。

村上さんもほりえもんも法の抜け穴を使ってあんだけ儲けたみたいですしね。

まぁ違う法でﾀｲｰﾎされてますがｗ

法学部いきたいなぁｗいまさら。

今日の一文字は「法」

１クリック４円寄付を！ｗ

こちらに会員登録してくださった方、ありがとうございました☆みなさまもよろしくお願いし

ます。好きな曲を好きなときにダウンロード。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ5S8+BG0062+384+1HLFVL


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZX400+D3K36+KE6+5YZ75


村上さんとか、この世の摂理について

村上さん逮捕されましたね。

まぁ別にだからどうってわけじゃないですが。

村上さん言ってました。

詳しい言葉の内容までは忘れましたが

「僕がこんなに稼いでなくて負け負けだったら、誰も何も言わなかったんじゃないか？」

確かに！！

ぼろ負けやったらなんも言わないでしょうね。

確かにインサイダーは証券取引法違反ですけどね。

それにしてもマネーゲームを嫌う傾向にありますよね。

まぁ確かにそのマネーゲームは人の命とかもかかってくるからであって。

それさえなければ大丈夫でしょうけどね。

ただ経営とかにかかわろうとしたり、テレビに出演したりして芸能人気取りになって（ホリ○も



んがいい例ですよね・・・平成○育予備校にでてたし。）世間を騒がせたりするからこんなこと

になるんですよね。

もっと影でやったら絶対逮捕されなかったはず。

正攻法で攻めるからそうなるんですよね。大々的に金にものを言わせるやりかた？

もっと搦め手から攻めるやり方でいかないと。

経済学部で経済のことを学ぶし、最近は自分で株の勉強とかもするし、シスアドの勉強とかもし

てて思いますし、最近読んでるマンガ「クロサギ」を見ても思いますが

なんで社会の構造ってこんな形に落ち着いてしまったんでしょうね？

それってやっぱ



人間の性格？というか本能？とか、地球の構造？とか複雑に絡み合ってこんな世界

になったと思うんですよ。

なんかわかりにくいことを言いましたが・・・ｗ

例えば、人間に欲という感情がないとする。

そうしたら、お金って要りませんよね。

だって、みんなで分けあえるんだもん。生産物。

あれがほしい、これがほしいとか思わなくなるし。

っていうか、便利じゃなくてもいいし、社会の秩序とかも代わってくるでしょうね。

ってか、子孫繁栄しないでしょうねｗ

もし人間が無性生殖であれば、欲なんか持たなかった気がしますね。まぁそれは性欲に限るかも

しれんけど。



話ちょっとだけ変わりますが

ＲＰＧあるじゃないですか

最近の。いや昔のもそうなんですが

なんでね

どのＲＰＧも海の割合が７、陸が３なんですか！？

って思いません！？

どのＲＰＧもそうですよ。

ウソやと思うなら見てみてください。どのＲＰＧも海：陸が７：３です。

でもね



この地球が海：陸＝３：７やったら

まったく違う世界になるでしょうね。

そもそも水が少ないから繁栄しないかもしれない。

海がものすごいあがめられるでしょうね。太陽みたいに。

イスラム教の人みたいに、一生に一度は海に行きたいと思うでしょうね。

もちろん海水浴なんて禁止。てか海水浴なんで言葉自体ないかも。

雨なんで降るのか振らないのか。

何せ絶対的な水の量が少ないし。

そういう星だったら無機物から水を精製する方法が開発されるかもしれませんね。



水素を燃やすと水になるみたいな。

あれむっちゃ不思議じゃないですか？

空気を焼くと物が出てくるんですよ！？

無から有の生産ですよ（無じゃないけど・・・）

なんかそんなこと考えます。

小学校、中学校とかが義務教育なのも案外、基礎的な知識を植えつけるのもそうですが、それ以

上に

もし金持ちの子がいたとしたら

「お前にだけ楽な思いはさせない」

ということで学校をやってるんじゃないでしょうかｗ

会社とかで働いてお金もらうのも

まぁこれを売るからお金をもらえる、相手のニーズにあったものでお金をもらえる、というのが

本当ですが



「苦労しないなら生きさせない、生きたいならみんなしてるんやから苦労しろ」

みたいな気持ちをみんな持ってるからこんな社会になった気がするんですよね〜〜。

なんか収集つかんくなってきたｗ

最近よく思います。

社会がこんなじゃなくてもっと単純だったらわかりやすいのになぁって。

んで平和で誰も傷つかない社会になるんちゃうかなぁって。

でもそれは人間の持ってるものが悪いから、こうやってがんじがらめに縛るしかなかったんでし

ょね。

昔は王様がしばり

今は法と秩序がしばる。

人間って縛られてないとだめなんですね。

ということはみんなＭな要素をもってるてことですよね。少なからず。

そこからＳに向かえる人が、犯罪を犯したり、あるいは金持ちになったりするのかなぁ・・・

なんか難しくなってきました。

切りましょうｗ



今日の一文字は「理」（ことわり）

カカク.comの証券会社比較です。自分用に取りましたｗでも１クリック４円なので（内緒ね・・
・ｗ）押して(��‿� )♡ 



http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ5S8+BG0062+384+1HLFVL


久保と申します。

今日もバイト先の話をします。

ちなみにお題にある方は我らが久保じゃなくて、うちのバイトの店長の名なんです。同姓。

ちょっとおかしいんですよ。

電話の応対ってだいたいのところは

がちゃっ（電話をとる音）

「お電話ありがとうございます。○○店の○○です。」

んでつけるとこは

「どういったご用件でしょうか？」とか「ご予約でしょうか？」

とかつけますよね？



うちの店長はおかしいんです。

がちゃっ

「セブンイレブン○○店、久保と申します。」

いや、申されても。



電話かけたら自己紹介されちゃったよ。

どうしましょう。

みたいな。

ちなみに何か用事あるときでかけたらこの応対で出てくるので毎回笑いをこらえるのが大変

です。

今日用事でほかの店（セブイレでない）にかけて、すごい丁寧な対応をしてくれたのでおもいだ

しました。

そうそう

昨日の来訪者数。

２３０人！



なんかそんなおもろいこと書いた？ｗ

最高記録が更新されていきます。

いつかまな○かをりさんみたいになりたいなぁ〜ｗ

今日の一文字は「応」



リストラ社員が実は・・・！！

びっくりしました。

リストラ社員やと思ってた人、（ちょっと前の日記に書いた、同じバイトの使えない従業員のこ

とです）

実は・・・・

リストラ社員じゃなかった！！



なんと

おもちゃ屋らしいです！！

売れねぇ！！



売れねぇ！！

経営不振でバイトにきたらしいですよ。

でもね

そらうれへんわ。



人が悪いとお客さんこないしな〜。

まずね。

その人。

レジでお金を計算して、最後に「○円になります」って言うじゃないですか。自分なんぞは「お

会計○円になります☆」って感じでいいますが。

そのおもちゃ屋。



「○円頂戴します」

もらうな！！

預かれ！！



マニュアルには頂戴、とは書いてなかったぞ！

うちの店長は

いつも日曜一緒に入ってた

不真面目そうに見えて実はまじめなバイトを切り、いかにも真面目そうだが実は全然
不真面目な親父臭のするバイトを残しました。

やっぱ人間見た目なんですかねぇ



今日の一文字は「面」

マネックス証券会社から株の取引ができます。

ひまわり証券も同じくです。ぜひ資料請求を！

日経225先物取引！始める前にまずは貴方の疑問にお答えします！

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=101AQ3+FT6FVE+I0C+63OY9
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=102WQ2+DJM182+L4U+63OYA


ソック！！（ショックの最上級）

「ソック！」

って知ってます？

ええ、あれです。

女性は読んだことがあるかもしれません。

今度映画化される「ラブ☆コン」の中に出てくるリサちゃんが言うんです。

なんやったかな？なんかショックなことがあって

「ソック・・・！」

「なにそれ？」

「ショックの最上級」



えーっと、

あんま自信ないんですが、

ショックに最上級もくそもありませんよね？

動詞だし。

ゆうなればベリーショックド？

わからんけど。

誰か教えて。



てか、その子ら受験生らしいんですよ。大学の。

んで舞台は大阪？かな？とりあえずばりばり関西弁なんで

誰かつっこめよ。



今日の一文字は「英」



一刻も早くこの想いをとどけたくて・・・

というのはですね。

変な期待した方、すいませんｗ

臨時収入があったんですよ！

いやぁ〜この喜びを誰かに伝えたくて筆をとりました。

たまたまね



ホンマにたまたまいつもと違うルートで家に帰ったんですよ。

ロビーを通るか、裏口を通るかで、今日は裏口を通って。

ロビーから帰ったらエレベーターがあって、裏口から帰ると階段しかないので、裏口から帰ると

しんどいんですよ。

でもダイエットしなあかんなぁと思って裏口にいったら。

おちてました！！



１５０円！！！！！！！！！

なによ

いいじゃない

１５０円拾って、ルンルン気分で帰るおっさんを想像してみてください。



そのままの絵がそのまま今日起こりました。

もうルンルン。

階段なんかマリオみたいに跳ねて帰ったし。



だって、収入って今んとこ、毎月２５日の給料日だけですよ！！？

それ以外の収入はなく、減っていくばっかりなんだ！

だからうれしいんだ！！

はい、すいません。

見た目は大人、頭脳は子供です。

今日の一文字は「拾」



お前が言うなら・・・

とはいうものの

何を書けばいいのか忘れた。

最近こういうこと多いです。

俺に日記のネタを提供してくれた人、

何を書くんだったっけ？

なんかすぐ忘れるわ〜〜

あかんな〜

アルツハイマーかもしれんな〜

弱いわ〜〜〜

教えてください。そのことをすぐ書きます。

今日は久々にせかとぅでしゃべったね。



まぁたわいもないことばっかやったけどｗ

まぁこれをみてるかわからんけど

いろいろ今後について話しました。その人と

まぁ自分がそう考えてるならもう少しサークルに賭けてみようかな

って感じです。

必要あらばよんでください。

って感じですかね。

なんつうか、この子もこう考えてるんやなぁって思って少し安心しましたｗ

その調子でがんばってください。

あー寝ます。

今日の一文字は「円」←サークルから。



岡田つながりで

岡田真澄さん死去されましたね・・・。

なんか同族、ではないやろうけど、同じ苗字なだけに親近感を覚えてただけにショックです。

つい最近までサルジエとかに出てて元気やったのにって感じですね。

最近人がぽっくり逝きますね。

当人にとってはそれが一番ありがたいんだろうけど。

自分もそういう死に方したいし。ある日突然ぽっくりみたいなん。

寝たきり生活はしたいけど、寝ることしかできない生活はしたくない。

入退院とか繰り返して親族に迷惑もかけたくない。

そこまで生に執着ないしｗ

まぁいつそうなってもいいように一生懸命いきなきゃねぇ。

なんてしみじみしてみたり。

まぁ

わかると思いますが



岡田準一はまったく親近感おぼえません。

かっこよすぎるし。

今日の一文字は「岡」



リストラ社員ってすぐわかる

今夜勤明けでこれかいてます・・・もうすぐ１限にいかな。

ってか、先週から夜勤のパートナー、リストラ社員とはいってるんですが、

やっぱりリストラ社員ってアレですね。

仕事できないのもそうやけど、人間的にあかんのちゃうん？みたいな感じですよ。

もうあの人とバイトはいるのいやや〜〜。

苦痛。

まず何がだめっていうと



１、あいさつができない。

もうこんなん基本中の基本ですよね。あいさつもできひん人間とはつきあったらあかん。ワタク

シの格言。人間できてない可能性大。

自分が「おはようございます〜」って声をかけても

こくっ

とちょっとうなずくだけ

どこぞの社長か。

いやできる社長のほうがワタクシなんかよりちゃんとした挨拶できるはず。

また、同じような感じやけど



２、ありがとうが言えない。

年下に言う礼はない。とか思ってるんですかね？

まったくお礼とか言ってくれないんですよ。ワタクシは言うのに。

ちょっと手伝ってくれたりしたら普通ありがとうとか言うもんやのに。

たとえば、値札を打つやつ（ラベラーっていうんですが）があって、それの中身の変え方がわか

らんらしく、ワタクシのところにきて

「ちょ、これ中身が・・・」

３、物事をしゃっきりと言わない。

言わなくてもまぁわかったけどさ。困るよ？なんかむかつくしｗ人のこといえんけどｗ

なるほど見たらラベラーの中の紙が切れてる。交換しろということか。

ていうか「変えてください」くらい言え。

店長の奥さんですらワタクシに敬語を使って話してくれるのに、この新人は自分を何様と思っ

てるんでしょう。



まぁ変えますよ。文句のひとつも言わないで。心の中で言ってるけどｗ

んでそれをもっていきました。

「変えてきましたよ〜」

「ん」

ん？？？？！！！！



はぁあ！！！！！？？？？？？

（↑ドラゴ○ボールで、一番キメの技うつときってこれくらいびっくりマークついてるの知って

ます？）

どこぞの官僚か。（ものすごい偏見）

お前の部下とちゃうんじゃ。

「ありがとうございますご主人様」と言え。



まぁそんなハゲにメイド喫茶の真似はしてほしくないが。

そして３のつづきですが、

何か取ってほしいときも、

その物に手を伸ばしてじっと待ってるんです。

みたらわかるやろみたいな。

頭わるいんちゃうん？

取ってくださいと言え！

でないととらん。



とったけど。

ていうか多分４、敬語が使えない。

いっちゃん初めて会ったときくらい○○です、よろしくお願いします、くらい言うのに、それも

なかったはず。

確か

「あ、どうも」

俺は毎度おなじみの客か。

ホンマあかんわ。

こういう人って何やらしてもあかん。

っていうか仕事も、牛乳の検品だけで夜勤の時間終わってしまうので、

後の業務をすべて一人でやってます。

でも本人は、



適当にその辺をいじりまわして、休憩してもいいですよ、って言ってるときも見回ってるフリし

て仕事してる風を装って、ワタクシより仕事した気分になってます。

なんでもっと仕事してくれへんの？みたいなことを暗に言ってきます。

なんだこいつわ。

あかん。

３０分だけ睡眠とろ。

死ぬ

今日の一文字は「怠」



ＶＯＸ　ＯＮＥワークショップ

すごいっす。すごかったです。

さすがＶＯＸ　ＯＮＥ。

もともとすごいのは知ってたけど、さすが先生。

むっちゃよかった。

クリニックしてもらったバンドうらやましい。

３０００円超過分お支払いください。

って言います。ワタクシが講師ならｗ



なんでみんな来なかったんでしょう？

神大、同志社はかなりの人数が来ていました。

当たり前ですよね。

天下のＶＯＸＯＮＥが生で教えてくれるなんて尋常な事態ではありません。

５年アカペラやってますが初めてのことです。

５年もやってますが、まだまだいろいろ学ぶことがありました。

発声の基本などもやってましたが、やっぱ教授ってのは具体的にわかりやすく教えますね。

うちの大学とは大違いｗ

んでバンドクリニックがあり、



ボイパ、ベース講座がありました。

いやぁ、一番の目的はこれですよ。

何せワタクシ自身が、ＶＯＸＯＮＥのボイパ、ポールさんを世界一だと信じてやまないので

、まさか話が聞けるとは思ってもみませんでした。

そして案の定、生音もすごすぎる。

ほんもんや。

ほんもんのドラムや。

って感じです。

そしてベースと二人合わさったときの感じがまたすごい。

長年あわせてるとアドリブでも、まるでわかってたかのようにキメるとこはキメてき

ます。

まぁびっくりしましたよ。



んで生演奏。

ていうか生演奏まで聞けて３０００円は安かった！ありがとうライス君。

ていうか

来なかった人はどうしてるんですか？

やるきある？

やっぱこういうちゃんとした場でちゃんとした先生に教わってやらないと、いくら自分たちだけ

で上手になろうとしても限界がありますよ。

歌う前にいくらカデンツとかやったって、そりゃ多少はましになるかもしれないけど、やっぱり

こういうところに出向いて教わらないとダメ。

ＶＯＸＯＮＥさんも言ってました。この中で誰か先生に付いて、発声などのレッスンを受けてい

る人はいますか？って。

んで会場の中誰一人そういう人がいなかったので、講師陣は「ありえない」と言ってたみたいで

すよ。

カラダだけ、声だけで勝負するので、そういうの習うのは当たり前やって。



確かに。

声だけで勝負してるのに、何もしてないとかありえんと思った。自分も。

まぁだからこうやってたまに教えてもらう機会があれば出向いていくわけですが。

んで教わったことを家でも実践して、また機会があれば習って、実践して、

ってやってます。

やっぱちゃんと行かないとうまくならないっすよ。

ブルックリンが一番少なくて、若干恥ずかしかったし。

最近のブルをみていると、どんどん低迷していってるように思われます。もっと気合をいれな

いと。

がんばって☆

教えてほしいことがあれば、自分でよければ教えにいきます故。

今日の一文字は「箱」



ギャルって・・・

あれですよね。

声むっちゃでかいですよね。

細々としかしゃべれないワタクシにとって多少うらやましくもありますが、

なんであんなに姦しいんでしょう。

めめしいじゃないよ？ｗ

今日帰りの電車で、



その車両１グループだけしゃべってて、

車両中に響き渡ってます。

ホールのリバーブも退散するほどの響きっぷりです。

んで、んな大声で何を話してるのかと思えば。

びっくりしました。



なんだと思います？

日本の政治について？

のんののんo-|∠‾|-o ﾀｳﾝﾍﾟｰｼﾞ

将来の悩みについて？



ちっちっちっo-|∠‾|-o ﾀｳﾝﾍﾟｰｼﾞ

もっと重大なことを話されてました。



いいですか？

ギャル「男がはくパンツって〜、ブリーフ派？ボクサー派？」



は？

何をしゃべってんだよお前ら大声で。



とか

そんなもんどっちだっていいやろ？

とか



そんなことはこの際どうだってよかったのです。

ただ、

トランクスは？



「私の知り合いブリーフ１０枚くらい並べてたよ〜」

「え〜超キモい〜！」

「私のカレシボクサー派ってゆってたよ〜」

黙れ。



疲れて帰ってるのに、さらに不機嫌になりましたとさ。

今日の一文字も「姦」

新譜、輸入盤、懐かしい名盤…充実の品揃え タワーレコード

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=100ZNV+AS6NYY+V5O+63H8I


こういうのもいいな。

というのも、今までの大学生活のなかでまったくできなかったことが今できているからです。

それこそが

毎週同じ生活。

これまでワタクシはとてつもなく行き当たりばったりな生活を繰り返してきました。

突然のライブ・・・突然のバイト・・・突然の自主休講・・・（ｗ）・・・突然の練習・・・突

然の飲み会・・・



毎週意味不明な生活をしていました。

それこそ分刻みスケジュールです。結構走ることも多かったと思います。

まともにバイトもできず、すずめの涙のような給料で皆の出費に合わせて出費し、借金地

獄を味わいました。何度も。

ところが。

最近はなんと、普通の生活ができてます。

まぁ普通っつっても忙しいんですが・・・



授業全部でて、バイトいって、夜ちょこっと勉強して寝て、また起きて授業いってバイトいって

夜ねて・・・

普通の生活、バンザイ。

今回の給料、

時給７００円なのに

８万弱行きました。



まぁ学費をためなきゃあかんので使えませんが・・・・。

とりあえず半分ほどを貯蓄として、株券に替えさせていただきますｗ

証券会社の口座行きですｗ

こうしておけば滅多なことで引き出せないので、銀行にいれておくより貯蓄できると思うんです

よね。お金を預けるという目的だけでも。

最近、バリ○リバリユーよくみます。

これをみて、「こんな人らが金持ちになれるんやから自分もなろう」

とかって奮起してます。

親は大学行かせてもらってるだけ贅沢やっていいます。

確かにそうかもしれないけど



そんなしみったれたことを言わないくらい金持ちになりたいです。

今日の一文字は「恒」

アンケートに答えてもらいましょう☆

★５月の豪華プレゼント！好きなところへ旅できるＪＴＢ旅行券１０万円分★

★他にもｉＰｏｄ♪や応募者全員に最新映画壁紙ダウンロードをプレゼント★

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=100Y2O+4FK7OA+3KC+5SLUXU


最近の警察さんは・・・

一回書いた内容が消えてしまったので、小さくして書きます。

知ってます？児童ひき逃げ事件。

ひき逃げしたあげく、頭蓋骨骨折した子を連れまわして、どこぞに放置して逃走してるそう

です。

アホですよね。

道路の映像をみるに、児童の飛び出しが原因だったと思うんですよね。

まぁ車が一方的に裁かれるのだけは知ってて、逃げたってとこでしょうか。でも頭蓋骨骨折して

る児童を放置したら殺人未遂犯になるのは知らなかったんでしょうねｗ

それなりの処置をしてたら罪は軽くなったのに・・・アホだ。全国に指名手配されたそうですｗ

まぁこっちはよくある人なんでいいですよ（？）



今回の問題は警察。

また警察かよって感じですよね。

何をしたかと端的に言うと、

放置された児童を探すために、その児童の親族、地元の消防団員、そして警察の１８０人体制や

ったかな？で動いてたらしいんです。

んで、



警察は早々と捜査打ち切り。

は！！？？

って感じじゃないですか？



普通警察やったら「後は我々にまかせて、今日はお休みになってください」

とかぐらいの気遣いするべきでしょう！？

だって、税金で養ってあげてるんでしょう！？

それが、

一番最初に帰るなんて。



ちなみに、消防団員は最後まで残って、発見された子にはっぴを着せてあげてたらしいです（児

童は親族が発見やったかな）

えらい。消防団。

てかあたりまえか。

これに対し警察は謝罪・・・してないよな？ｗ

最近警察態度でかくないですか！？



誰かが婦女暴行したとか、不正したとか多いけど、最近謝罪会見とか聞かないですよね？

それに、その人を懲戒免職するだけで、誰かが減俸とか、給料ナシとかになってるのみた

ことなくないですか？

もう腐ってるね。まぁ前からやったけどｗ

そろそろ日本も自分の身は自分で守らなきゃいけなくないですか？

そういえば朝、地元で、警察が信号無視した高校生をもってた棒で叩くフリして注意してたこと

があったけど・・・

いいやん。

（道交法って渡ったらあかんかったっけ？周り確認して車おらんかったら渡っても合法じゃなか

ったっけ？ｗ）



もっとほか取り締まれ。

今日の一文字は「祥」



陰陽師

懐かしいですねぇ。陰陽師。昔ブームになりましたよね。

誰だっけ？野村萬斎だっけ？結構ハマリ役やった気がします。

覚えていますか？

なんでいきなりこんな話しだしたかというと

最近よく本を読むんですよ。特に電車の行きかえりとか、眠い授業中とかｗしたら起きてられる

んですよね。その本から得られる、次はどうなるんだろうっていうちょっとしたドキドキによっ

て☆

そんな方法でしか目を覚ましてられないワタクシっていったいｗ

特に電車とかはアレですね、いつも早くつかんかな〜と、たちっぱなしの苦しい道のりも、本を

読んでたらものすごく時間経つの早いんですよね。もうついたの？みたいな。

それに電車で文庫を読んでると知的に見えるし。

知的じゃない人ってこういうとこでアピールしたがりますよね。ｗ

まぁそれはさておき

ていうかもともと持ってたんですよ。陰陽師の本。

もちろん著者は夢枕　獏さん。こちら

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZX400+4W8CM2+8GQ+NSWRM&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fwww.ebookoff.co.jp%2Fdetail%2FCtgry%2F1002%2FLRack%2F10%2FCmdty%2F0000120910%2FSetFlg%2F*%2FAllSearch%2F1


がそう。

最初に買って、面白いので一気に３冊全部買ったの覚えてます。

まぁもともと日本史好きなんで余計ですね。

中身は面白いですよ〜〜ぜひ一読してほしいですね。

特に主人公二人がおもしろいです。一人はもちろん安部晴明ですがもう一人は源博雅という武士

をもってきてるんですね。

いつも二人で行動してるし、よく二人で酒を飲んでるし。なんか仲よさげです。身分はかなり違

うはずなんですが、お互い呼び捨てでよい感じです。ちゃんと二人が協力していろいろ解決して

いきますしね。

なんて形容したらよいかな、「ゆったりとしたル○ン三世」みたいなｗわかりにくいかｗのろの

ろといろいろな事件を解決してゆきます。それも超能力？みたいなんで。

まぁちょっとSFちっくではありますが、一読するのも御一興かと(´∀｀)

今日の一文字は「書」



http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=100Y2O+4FK7OA+3KC+5SNCY9


ストリートで・・・

あれ、み○りさんに「これ今日の日記に書いてや」って言われた内容がでてきません((((;゜Д゜)))

おっかしいなぁ。

よし書こうって決めてたのに。

ストリートにOBがきて（同回なんですが）そっちとばっかしゃべってました（笑）

何しゃべったっけ？

１、ワタクシ目が悪いので、遠くのステージを見てるとみんな足がむっちゃ細く見えるんです

。

元からですか？そうですか。

ほら、腕を横向けて近めで見たら、実像結ぶところはむっちゃ細いじゃないですか。あれの遠い

版だと思うんですよね。意味わからん？ｗ

２、子供がかわいい。

なんか客がいっぱいいましたねぇ。普通の一般人？みんなみてたし。子供が多くってね〜なん

かOBの方々はかわいいかわいいと言ってました。あと犬とかにも。一人、犬に「こっちおいでこ



っちおいで」って呼びかけたら一目散に逃げられてる方がいました。ｗ

３、なんかみんなぴりぴりしてた。

選考で、みんなちゃんと見てるな〜って感じでした。日にもめげず。ワタクシはすぐめげました

。ムリ。暑すぎる。それでトイレは遠慮がちに、コンビには禁止はムリｗ練習禁止はありがたい

けどｗ

なんかみんなもっと楽しんでね・・・？せっかくのストリートなんだし。ぴりぴりするのもいい

けど、なんかもっと楽しいサークルになったらいいな。まぁ大人数になってきたから楽しいだ

けじゃ統率とれなくなってきてるかもしれないけど・・・。

音楽とは！

音を楽しむと書くのです。

これ結構ワタクシの信条とするところ。

言葉はちゃんと決まってないけど。

みんなもっとうまくなってほしいけど、楽しんで。それ大前提。そこを忘れずに・・・・。でな

いとつまらんし。



今日の一文字は「宴」



しまった！

また勢いにまかせて寝てしまったよ・・・。

というのは昨日の話。日記が更新されてなかったのもそういうわけで。寝たのは１２時くらい

かな？起きたのは８時くらい。

でも眠い・・・。

最近バンドもおろそかにしてるし（最悪）練習に振り回されてるわけじゃないのになんでこんな

に疲れて眠いんだろう？

バイトと授業と就活だけでいっぱいいっぱい。

てことは

去年、

サークルやってる場合じゃなかった！？ｗ



まぁそらそうやけど。

明日はライブですね〜〜。

なんかいろんな人のためにやることをいろいろ忘れてて、せっつかれて思い出すパターンが最近

多いです・・・。

みなさま、ご迷惑おかけします。゜（゜´Д｀゜）゜。　

まだなんか忘れてることあったら言ってください。てか絶対あるはず。忘れっぽいし。

そういや車の免許ってローン？でもいけるとこあるんですかね？カードのローンじゃなくて。教

習所で独自にローンとか。そんなんないかな。情報モトム。

今日は短くて失礼・・・。

今日の一文字は「失」

社長が代わりました！パートから社長に・・・うらやましい・・・うちの親に見習わせたいです

ｗ



http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZX400+4W8CM2+8GQ+I1V29


昨日の続きから

とりあえず返信をば。

rierie♪
?どうやって絶対音感に気づいたのですか。
えっと、大学１回生のときにサークルにはいって、バンドを初めて組みました。そんとき、みん

なは音がわからないと言う。自分はわかる。キーボードなんでもってきてるんだろうと疑問に

思う。ピッチパイプって何に使うんだろうとすごい疑問に思う。その辺からおかしいなと思いだ

し（笑）その辺からでしょうね、気がついたのはｗ

?絶対音感が5人揃ったアカペラバンドはどうなりますか？
多分みんなうるさくなると思います。ぎすぎすする気が。姑みたいな感じでｗあーでも人にもよ

るか。まぁハモるための音は完璧になるんでしょうね・・・でも声質とかもあるから一概にいい

とは言い切れませんがｗとか思うんですがどうでしょう？てかアクセス解析は解決しました

かね・・・？ｗ

えま

↑のいきさつがあって、絶対音感に目覚めたのは大学１回生からなんですよ。でもそれまでもよ

くよく考えたら思い当たることはあった。ただ気がつかなかったｗ昨日も書いたけど、音楽の時

間皆がギターのチューニングを音叉とかピアノでやって、「なんでいちいちそこまで細かくする

必要があるんだろう？」とかって本気で疑問に思ったりｗどんな曲か歌ってっていうとき、原曲

と違う調で歌われたら「なんで違う調に変えて歌うんだろう」とかって思ってたりｗ知らぬが仏

。宝の持ち腐れ。

いまいちゃん

レンタルできたら楽やろうねぇ・・・。レンタルしたいわ。体感してほしいです。ぜひ。ていう

かあまり使わないのであげてもいいです。オークションしたらいくらになるかなｗ

とまぁ、若干の反響を呼びありがとうございました。

ただ、昨日の訪問数は６３。



コメントは３つと一番多いくせにかなりお客さん減ったｗ

まぁいいっすよ。

１日に１００人ほども見ていただけるなんて幸せです。

寂れた酒屋なんて一日１０人もきませんからね。

すいません酒屋さん。

ちなみに一番多かったのは今月の１０日。１９９名。

何を書いたかというと

「女の人って変なっていいません？」

やって。

やっぱ大衆に問いかける系はみな見てくれるんでしょうか。てかなんで日記上で解析して

るんだろうｗ



そうそう。

今日大教室に入ったんですよ。お昼食べるために。まぁそのまま３限受けるつもりだったんで

すが。

したら。

くさっ。

変なかほりが漂っている。

そしたら後ろからどっかの女子が２、３人はいってきて、



「なんかにおうね！？」

「ストロベリー系じゃない！？」

！！？

いや、絶対違う。

これのかほりはあれだ。



多分、

いぬのおしっこのにおいだよ。

しかもポメラニアンだ。

なんとなくだけど



３限の授業は将来役立ちそうなので、異臭の教室で眠らずにがんばりました。

今日の一文字は「香」



http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=U0C3F+354EHM+0K+101SOH


絶対音感について。

今日はいきなりですが、絶対音感について述べたいと思います。

なんかたま〜にテレビとかで絶対音感のことをやってるときがあります。

前も探偵ナイ○スクープでやってました。

物を叩く音で音楽をやりたいだのと。

まぁ案の定ヘンテコリンでしたが。

その中で男の人が絶対音感で、物を叩いたときの音を聞いて楽器を決めるというもの。

なんか微妙にずれてた気がします。ホンマにあの人絶対音感か？

でも救急車の音には同感でした。絶対音感の人はシーソーシーソー（ハ長調の音名（階名だ

っけ？）の場合）に聞こえるんですよ。んでドップラー効果だっけ？んで離れていったときは

シ♭ーソ♭ーシ♭ーソ♭ーといった感じに聞こえます。これはあってます。

ただ、世間一般で言われている絶対音感の定義が果たして合っているのかどうなのかよく疑問に

感じます。

昔某た○ださんにレポートの参考にと絶対音感について聞かれました（どんなレポートやねんｗ

）が、なんかいろいろ隔たりがあるなぁと思ってこれを書くに至った次第であります。

よく聞く絶対音感の定義１

「３歳までに音楽教育したら絶対音感になる」

ウソだと思いますね。

ワタクシ自身、６歳からピアノをはじめただけです。３歳までは、何もしてないはずですｗ４歳



くらいにスイミングスクールいきました。体験で。ＹＭＣＡ（なんか何するかわからんけど、お

かあさんといっしょごっこみたいなんするんかな？）にも行ったみたいです。た○さん、ゆみ○

ーとかはどうなんでしょうね？

よく聞く定義２

「日常生活に聞く何気ない音が音階に聞こえて困る」

これもウソでしょう。そんな繊細に見えますか？ｗ

ワタクシも昔見たことあります。某古畑○三郎というドラマの中で、音楽家が普段の音に悩まさ

れてノイローゼになるみたいな話が。

んで古○さんがこういいます「なんでも音に聞こえるんですか？」

音楽家「なんでもです」

○畑「じゃあこれは？」机をバンと叩く。

音楽家「ソのシャープ。」

ウソをつけ、ウソを。

いいですか。



音階ってのは全部で７個しかないんです。黒鍵も含めたら１２個しかありません。それぞれの音

はどの周波数だとかきっちり決まってます。物を叩いたり適当に出てきた音がどうしてその周

波数にきっちり当てはまることがありましょうかいや絶対にない（反語）

だから↑のナ○トスクープの企画がむちゃくちゃになるのも当然なんです。グラスに水を入れて

音階をつくるのにもすごいシビアなのに（紙きれで水を吸い取ったり）どうしてただの物で音

階がつくれましょう？いやできるはずない（反語）

まぁ、あれに近い、これに近い、というのは言えます。

ただ、まぁワタクシの場合絶対音感に気づいてから５年目なのでもっと歴の長い人あるいは

、ずっと音楽に触れまくってる人は音に聞こえて仕方ないかもしれません。

なぜ５年目かという話は、リクエストあれば聞きますｗ

定義３

「どんな和音でもききとれますか」

きれいな和音ならすぐ答えられますが、汚い和音は時間かかると思います。ただ、半音ぶつかり

とかならすぐわかります。ただ半音で１オクターブずれてるとかになると時間かかるかもです。

でもわかります。分解するのに時間かかるかかからないかは訓練しだいだと思います。

定義４

「便利でしょう？」

うーん。それほどｗただアカペラ業界ではびこるには有利ですねｗそれ以外にはほとんど役にた

ちませんｗ

ただ、ギターの弦を合わせるときはピアノもチューナーもいらずに音合わせられます。昔絶対音

感に気づいていないときは、ギターの弦をみんながピアノで合わせていて、なんでピアノなん

か使っているんだろう、と疑問に思ったくらいです。

まさにマリーアント○ネットの「パンがなければお菓子を食べればいいのに」状態です。知ら

ないって罪。

定義５



「バンドで音はずしたらばれますか？」

ばれますｗただめんどいのであまり言いませんｗ聞かれたときだけ言います。ただ音だけじゃな

いので・・・。しかもいいすぎたら姑みたいやしいやや。

なんか自分で考えてたら思いつかんなぁ・・・。レポの内容も忘れたし。なんか質問あれば受け

付けますｗ

今日の一文字は「絶」

[PR]登録サイト30万突破！A8.netでアフィリエイトをはじめよう！

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=U0C3F+354EHM+0K+103AOY


ちょねむ。

やばい。

超眠い。

現役のときとかは死ぬほどこんな内容を書きましたが、引退してまでこんなにねむねむやと

思いませんでした。

なんでかな？

とりあえず一週間の基礎サイクルに

日曜の夜勤がはいってるからでしょうか。



最近は親も夜勤に理解を示してきはじめ（とりあえず夜中のコンビニに強盗がこないとい

うのは理解してもらえたようです）

日曜に夜勤はいれるのはいいんですが。

その代わり日曜は昼寝絶対。なんでやねん。

そういう教育してるとこありますよね。

ほら、保育え・・・



やるせないので、流します。

まぁそれで夜勤は無事終えれるんですが、６時に終わって、月曜は１限からなので７時には出

るので、朝シャンして即出発。

これが悪いのかな。

んで３限まで終えて、その後また即バイトへゴー。

これもだめなんかな。



ってか

一日に同じ仕事場で二回も顔合わすのいやでしょうね、こんなおっさんと。特に店長

とか。

そして死にかけで帰宅し、次の日の用意をして、寝るけど火曜も１限から。

あかんとこだらけ。



まぁ、今期テスト前まではこんな状況が続くんでしょう・・・。

でも月７万すよ！？

７００円の時給で！

奇跡か！！

単純計算で１００時間？

でもまぁ夜勤分があるので実質８５時間くらい。

まぁまぁがんばってますね。



今日気づいたこと。

女性がブログとか日記の題名に「初体験」っていれたら、絶対アクセス数がアップする。

今日の一文字は「睡」

アンケートに答えて豪華商品をもらいましょう☆

お金もらいましょう。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=100Y2O+4FK7OA+3KC+5SMPSX


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYMTC+ADW9GA+3PM+6BU5T


ジブリ成分分析。

なるものをやってみました。

なんかジブリのキャラとかで成分分析をしようというもの。

ジブリ成分分析。

ちなみにtasukuで分析させてみました。

こちら。

http://seibun.nosv.org/maker.php/makaron/
http://seibun.nosv.org/maker.php/makaron/tasuku


合ってるし。

てかアルコールってキャラいんの？ｗ

今日の一文字は「伽」



電車で思ったことをずらずら。

ひとつ。前も書いたことあるかもやけど、動きやけに早い老人達がいる。席を取るのに躍起だ。

ドアが開いた瞬間移動がやたら早い。そして座るときはいかにもしんどそうに、どっこらしょ、

と座る。

そして席が空いてないときは、若者の前に立ち、お年寄りには席を譲りましょうオーラを

だす。

ご老人、あなたのほうがワタクシより絶対に体力ある。間違いない。

ひとつ。先に並んでたのに、電車がきた瞬間横割り込みするやつがいる。大体おっさんである。

ワタクシの父親もこれで、反面教師なのか、この行為がかなり嫌い。うちの親はくどくどくどく

どワタクシに物言いするが、せめて社会のルールが守れるようになってから言ってほしい。

ちなみに横割りする者がいても、ずずいと前に出て、肩をあてつつ自分が一番に乗り込む。社会

悪にはこれくらいしてやらねばわかるまい。

たまに、むっちゃ汚い、くさいおっさんが横割りするときがある。そういうときは前にも後ろに

もつくのを諦め、違うドアに移動する。鼻が微妙に敏感なので鼻につきすぎる。

ひとつ。一番前に並んでいるときは、いつ突き飛ばされるやもしれないので足を踏ん張ってお

くこと。ワタクシはいつもそうして、疲れている。

ひとつ。電車の中の子供はうざいものだ。今日も入ってくるなり「ちょき。ちょ〜き。ぱぁ

！ぐぅ」

アホの星から来た人ですか。

と思ったが、彼はどうやらニンテ○ドーＤＳをやっていて、それにじゃんけんゲームでしかも声

を出して答えるやつがあるようだ（体験済み）しかし、周りで声を出せるかどうか聞かれるはず

なので彼の頭の中では電車の中は大声を出せる環境のようだ。オメデタイナ。



ひとつ。ご老人に席を譲る初老の人がよくいるが、あれは絶対若者へのあてつけだ。そんなこと

をされるから、せっかく代わってあげようと思ってたのに代わりたくなくなってしまったでは

ないか。そんなことをされると意地でも代わらん。ざまあみろ。

ひとつ。最近白いイヤホンコードを自慢げに出している若者を見かけるが、ただ単にＩpodを自
慢したいだけじゃないのか？とよく思う。そしてハッタリで白いイヤホンをつけてるや

つも絶対いる。クラスに１人くらい。

ひとつ。どこの駅も売店のおばちゃんは態度がでかすぎる。そして値段が高すぎる。

ひとつ。ケータイ電源オフ車両で電源をオフにしてる人は絶対０人。しかも最後尾車両は注意さ

れるが、最前列車両は絶対注意されない。別に電源くらい入れてもいいとは思うが。ただ、通

話するやつは腐ってる。ウザイ。

ひとつ。高校生とか学生がよく乗ってくるが、会話の声量がでかすぎる。そしてどいつもこい

つもアホっぽいので日本は大丈夫かと思う。会話とかアホすぎて例文がでてこないのが残念。だ

が毎回思う。アホやと。うちの沿線がたまたまそうなのだけかもしれないが。



とまぁこんなとこでしょうか、いろいろ考えてたんですが忘れてしまいました。やっぱすぐメモ

とるくせつけないとなぁ。できる子とできない子の差ですね。もっと絶対あるはずなのでまた書

きます。

今日カジャに行ってたみなさまお疲れ様です。今年も大階段でできなくて残念でしたね・・・来

年こそは！って感じですな。

今日の一文字は「車」

みんなで編集できるのでまとめサイトにぴったり！

まずは登録してみて下さい

@wiki

ＣＤ買うなら

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYQRD+99ESBE+P1E+5YZ76
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYQRD+99ESBE+P1E+5YZ76


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=100ZNV+AS6NYY+V5O+61JSH


暇をもてあました人間のすること。

ふぅ・・・。

哀愁ただよいます。

これ、どこかわかります？

別にわからなくてもいいんですがｗ

セピア色の写真です。

ちなみにこれ



ワタクシの足です。

足だけ大公開です。

いらんっちゅうねん。

暇で暇でしかたなく、ケータイの写真機能（普段まったく使わない）をいじっていたら、

セピア色で撮れることが発覚！



だからなんや、って感じですカ。

ほかにもとりました。



そのとき、特派員がみたものは！！？？

どーーーん。



はいっ。

かなり暇だったことがお分かりいただけたかと思います。

あ、今日久々に学校で歌いました。

ていうかうちの大学ってあんな施設あるんですね！？

つかわせろよ。

み○やホール弱くらいな感じで、なかなかよかったです。照明とかもけっこう当たってたし。

サマーライブあそこですればいいくらいの勢いでした。

やろうよ。



おねがいしよ。

学生課に。

なんのために学生課あるんだよ。

まぁ、

これでまたアカペラとは遠い生活をするんでしょうか・・・。

とりあえず２１日にもライブがあるので、なんとか時間を作って練習にいかねばなりません・・

・がんばります。

今日の一文字は「暇」

アンケートに答えて当てましょう☆

ワタクシもやってます、もバイト〜〜。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=100Y2O+4FK7OA+3KC+5SMPSX


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYMTC+9X84II+NLQ+63H8H


朝の小学校で・・・

みなさん、思い出してください。

朝、朝礼ってなかったですか？

大体月曜の朝とか。

学校長〜朝礼行事〜スピーチ〜な〜がいよ〜〜♪

運動場〜暑い日〜でも〜しゃべるか〜らひ〜んけつ〜〜♪

広瀬香美の「ゲレンデがとけるほど恋いしたい」だっけ？のサビにあわせて歌ってみてください

。

ぴったりあうでしょ？



もちろんこれは

天才嘉門達夫氏のパクリです。

新替え歌メドレー。

そう、

朝眠いのに早くこさされて

意味のわからん校長先生の挨拶。

あれまじめに聞いてた人います？

ワタクシは聞いてましたｗ

でも

何が言いたいのかさっぱりわかりませんでした。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZX400+4W8CM2+8GQ+NSWRM&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fwww.ebookoff.co.jp%2Fdetail%2FCtgry%2F3001%2FLRack%2F31%2FCmdty%2F0001103856%2FSetFlg%2F*%2FAllSearch%2F1


なんか、頭いいとこみせたいのか専門的な言葉でしゃべりたがるからわからへん。

んで

帰るときは



「１年生退場」

って放送が流れて

ざっざっ、と、兵隊のように行進させられて靴箱まで帰りませんでした！？

うちのがっこだけ？

あれまだやってるんですかね？

なんか行進のときは運動会の退場の音楽流れるし。



てか

なんで学校って子供の苦痛を与えたがるんでしょうね？

朝礼とか、宿題とか

嫌なんわかってやらせてる。

まるで

自分たちが受けてきた責め苦を同じように味あわせたいがために

みたいに思えるのはワタクシだけでしょうか。

いや、別にだからどうってわけじゃないんですが。



小学校んときは理不尽なことばっかやったなぁと思って。

今思えば。

今の頭のまま。いうなればコナンのような状況でもっかい小学校行きなおしたとしたら・・・

学校一の問題児になるでしょうね。

子供は純粋が一番。

今日の一文字は「朝」

なんか最近日記、って書いてませんｗ

はやりの価格.comです。



http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ5S8+BG0062+384+1HNSR5


女の人って皆「変な」っていいません？

「あの本屋変なんしかない！」

とか

「あそこのレンタルビデオ屋、変なんばっかや〜」

って表現を聞きません？

女性にすごく多く見られる気がするんですが気のせい？

なんのことかわかりますよね？

そうです、だいたい「１８禁もの」とか「アダルトもの」を暗に示してるんだと思いま

すが・・・。

皆様はどんな風に表現されますかねぇ？

男は自分もそうなんでよくわかりますが大体「エロいやつ」とか「アダルト」とか「１８禁」と

か「やらしいやつ」とか「エッチなやつ」とか、

モロにいいません？



まぁ男なんて所詮そんな生き物だし（笑）

でも女性の皆様は大体「変な」って表現されません？

まぁすべての女性がそう、ってわけではないと思われますが。

半分くらい？

４０パーくらい？

「変な」って言ってる気がします。特にあまりそっち方面に初心（ウブ）な方に多い気がしま

すが・・・。

うちの親とか「変な」って言いますね。

パソでエロサイトみてたら

「あんたまた変なんみて！」

とか



請求がきたら

「あんた変なんみたから請求きてるわよ！」

とか（なんか大体怒ってばっかですが）

何が変なん！？

変じゃねぇよ。

やらしいだけだよ！



とまぁ、言っても取り合ってくれないでしょうが。

普通だよ。

性的欲求だよ。

ほっとけよｗ

まぁ我が日本国民は性的な部分を見られるのを嫌とした種族だから仕方ないですが。

変とは何事ぞ。

今も多分やってると思うんですが確か、都立水商○校ってマンガがあって、そこでは風俗嬢とか



を健全に育ててるんですけど、

先生の言った一言に感心しました。一言一句までは覚えてないですがこんな内容だったはず。

「食欲や衣服を着る欲求を満たしてくれる人は一流として認められているんだから、性欲を満た

してあげる風俗嬢ももっと認められるべきなんですよ」

確かに。

そういう国なんでしゃーないですけどね。

賛成です。

あれ、なんか「アダルト擁護団体」みたいな内容になってきたけど・・・。

何が言いたいんだっけ？

ああ、「変」って表現ですよ。



別に変じゃないから「変」って言わないように！

ってあれ？なんかこれも言いたいこととは違うな・・・。

何が言いたいんだっけ？

なんで変っていうんかなぁ？って投げかけたかっただけかな。

うん、多分そうだ。

なんでですか？わかる人挙手。

今日の一文字は「変」

5色から選べる！レポート機能つきのシンプルで使いやすい無料カウンター

夏物さきどり〜〜

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYTXP+7IATF6+4KG+1TIR4I


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=U09R1+4Q9ZSI+5WS+C0QPD


も、も、もしかして私！！？

サボった？

しかも二日も？

あちゃ〜〜〜

最近やったら忙しい。

バイトは週５だし。そのうち２回は夜勤だし。

アフィリエイトの勉強はとまってるし。

株の勉強と実践もとまってるし。

授業も出てるけど寝てるしｗ

漫画借りては読んでるしｗ

おもしろいからいいですがｗ

シスアド初級もとろうと勉強しようとしてるとこでバイトに邪魔されてる感じだし。

やっぱあれっすね〜〜



一気に手だせへん！

この上楽器バンドもやろうとしているワタクシはなんですか？

Mrマヌケ！？Msマヌケ！？

多分Mrかと・・・。

（↑あるマンガから引用）



しっかしいきなりいろんなことやろうとしても手付かずで困りました。

まだまだやりたいことある。

就活もしなあかん。

あれも勉強したい、これも知りたい。

アカペラももっと修行したい。引退したけど。

しかしこうやってどれもつまづいてるってことは結局何もできてないのと同じなんですよね

。

あほだ。

わかってる。わかってるけど疲労と睡眠不足がたまって、よっしゃ！って気にならん！

冬の布団と一緒だよね！！



・・・・何キャラ？

うちのパソあほでねぇ・・・。きゃら、って入れたら一発変換で「伽羅」ってでるんです

。何語！？

しかもさっきの変な物言いで思い出したけど

あんまり批判って日記でしたくないけど

某番組にでてるデッ○ちゃん？って太鼓たたいて、きづいちゃったわーい、とか言う人いるよね

？（←こんな口調）

売れないと思う。

でも同じような感じで

小梅○夫は微妙にすき。



きもいけど。

そういえばショックといえば（寝不足で頭のなかで勝手に話題ができて、考えてるうちにこっち

に「そういえば」として現れるので話のトリップは気にしないでください）デスノート！！

まだ読んでない人もいると思うんでいいませんが・・・。

月くんが・・・！

月くんが・・・・！！

今日の一文字は「月」　　　・・・？



音楽ききましょ〜

ここにお金を預ければ株式取引すぐできますよ☆おためしあれ〜

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZX400+D3KUY+KE6+5YZ75


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ5S8+BIDQL6+ST8+5ZEMP


ホンマにゴールデンか？

さっき、夜勤いって帰ってきたとこです。

今から寝ます。

今日は３、４限同じ授業があります。

そのあとちょいとはよ抜けて５時からバイトです。

日曜も夜勤で月曜１〜３限授業です。５時からバイトです。

家に寝に帰ってるだけやし。

学校までの距離がわずらわしい・・・。

寝ます。

また後で書きます。

今日の一文字は「蟻」



一番最近聞いていた音楽を正直に言う。

というお題がでてたので書きます。

意外にも邦題です。

ゴスペラッツの「ハリケーン」ですね。おもしろいですよね。

ってかいつのまに出てきたの？こんな人。

この曲好きなんですよ〜〜。

鯛茶○ケーズっていうプロのアカペラグループさんがいてはるんですが、その人らもこの曲を

カバーしてて。

誰の曲やったんか忘れたけど・・・ラッツ○スター？（隠れてない）

とにかくその人らがカバーしてるんですが、これがおもしろい！

特に一番おきにいりなのが

「♪まるで〜♪」っていうBメロ？部分があるんですが、そのコーラスで

「ちゅわり〜っちゅっちゅわり〜」

っていうコーラスがあるんですが、その部分をなんと、

おなかを押さえながら

「♪まるで〜〜



（つわり）

胸に〜

（つっつわり）

あなが〜・・・・

聞こえる！！

つわりに！！

もうそれ聞いてたから

コーラスが「つわり」にしか聞こえません！



多分この日記を見ている方もそういう方は多いんじゃないんでしょうか？

絶対そうやわ。特に神戸での活動が多い方々ｗ

この曲やりたいなぁ〜〜。もちろん「つわり」で。

多分マ○シー役やらされるでしょうね。

ミニにタコが。

ちなみにCDウォークマンをかけてみたら（お題の方に、MD,CDプレーヤーをかけてでてきた曲



をも書けとあったので）

意外です。

また邦題でした。

Tinaの「Sunshine Love」

でした。

この人まだ活動やってます？

この人かなり好きなほうなんですが。日本人女性シンガーで。

曲調がつぼつきまくり。

R&Bのような。ブラックのような。ジャズちっくのような、ソウルのような、AORのような。

こんなんしたいなぁって感じです。英語の発音もいいし。

そろそろまた洋楽開拓しよっかなぁ。

洋楽ばっかきいてて、若干日本語回帰したくなった時期にお題がでたもんだから書いてしまいま

した。

おもしろいなぁ。音楽の話題ならつらつらかけます。

じゃあ明日は今日のライブと同窓会のことかこかなｗ

今日の一文字は「嵐」（ハリケーンより）



ほしい曲をいつでもダウンロードしましょう☆ハリケーンもSunshineLoveもあるはず（笑）

ルイヴィトン、リサイクルだから出来るこの特価！大阪・心斎橋ギャラリーレア

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZX400+D3K36+KE6+64RJ5
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ85J+50EDUI+WQW+5Z6WY


ちょっと待ってヨ！

やばい

激しんどい。

なんでゴールデンウィークやっちゅーのに

２９日からの

合計睡眠時間が１０時間くらいなん？

なんかもう今頭ピーーーって感じですわ。

死ぬ。眠い。

明日はしぇんまライブin布施ビブレです。

絶対ムリ。



っていうか今までライブとライブの間が１ヶ月以上もあいたことがなかったので緊張する

かも。

ないかｗ

でもMCの調子っていうか、ライブの運びとかは勘がにぶってるわ〜絶対。

にぶちんや〜。

寝ましょう。

最近アクセス数が１２０とかって、だんだん伸びてきてます！

やった！

やった！やった！やった！やった！

葉っぱ一枚あればいい〜〜♪

ねましょう〜〜。

今日の一文字は「寝」



ゴールデンがなんだ

ゴールデンしてますか！？

多分あの、

ワタクシの同回はゴールデンが多いと思います。

社会人やし。

学生は

ゴールデンじゃありません。



今日もいったっちゅーねん。

１限から。

何がかなしゅーて５年目にして月曜１限からでにゃならんのか。

まぁ遊んでたから悪いんやけど。

遊んでた割りにはストレスたまってましたが。



今勉強ばっかしてますが

お肌すべすべです。

いやアカペラは楽しかったけどね。



１限の授業は他校の先生が教えてます。

少しずれてます。

前も書いたっけ？

教室はいってくるなり、おっさん（先生のこと）

「きり〜つ」



パードン？

「礼〜〜」



・・・・・・・・・（ぺこり）

「着席〜〜」

先生、

ここはキャンパスですよ。



中学校は隣です。

１回目の授業んときは結構びびった。

その先生が教えてるとこはクラス制かなんかなのだろうか。

まぁいいけど。ゼミとかでも起立礼とかあるかもしれんし。しらんし。

そして夜勤明けの月曜１限にでてきてるというのに（睡眠なし）

うるさい・・・・。



こちらとしては話まじめに聞いてるのに、うるさくてきこえへん。

しかも３グループくらいある。今日は。

ワタクシはその場で勢いよく立ち上がった！

「うっさいあほんだらぼっきゃかっすぁしねぁ！！！」

と叫びながらしゃべってた男のところに行き、殴る、蹴るの暴行を繰り返す！！

「これに懲りたら私語は慎むんだな、ぺっ」



最後にツバをひっかけた〜〜〜！！！汚い！

と、妄想でぼこぼこにしました。

現実にやるとﾋﾟｰﾎﾟｰのﾀｲｰﾎなので、妄想ですませました。なんて健全な（そうか？）。

とまぁ、そんなことを考えてました。



大学生にもなってなんで私語するんやろって思います。そんなしゃべることある？ワタクシはテ

レビもあんま見ないので、あんましゃべることありません（くらっ）聞き役が多いです。

まぁ２０過ぎてる子が多いやろうし、そろそろ大人の自覚してほしいです。

まぁワタクシが一番子供なんですが（笑）

今日の一文字は「銅」（ゴールデンっていうよりブロンズって感じなんで。）

ゴールデンはブランドもんさげておでかけや！

ルイヴィトン・シャネル・エルメスなど、人気海外ブランドバッグが激安

ゴールデンは家で古本の漫画でも読んどけ！

中古コミック

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ85J+50EDUI+WQW+5YZ76
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZX400+4W8CM2+8GQ+I3SIA


夜の情事、いや事情

バイトの夜勤にはいってて、

お客さんがきたら毎回思います。

暇人め・・・・。

どうみてもコンビニ向きじゃないですよね。ワタクシは。

まぁそれだけなんですが。



しっかし花粉が多い。

今日は真夏日でしたね。

半そでにマスクしてるのって自分くらいなもんですよ。

見た目は変態、頭脳も変態、その名も・・・！



むなしすぎるので続きはいいませんが。

これみんな入れ替えて使いますよね。見た目は大人、頭脳は子供。って。

○ナンって１０年くらい前からやってるので、もう１０年来のギャグ（？）ってことになりま

すねぇ。

ところで

○ナンってこのまま「こ○亀」みたいにずっと続くんじゃないかなぁ・・・？

そうそう、最近あのCMやりませんが（不祥事のせいだっけ？）

あのCMすきです。

わすれな〜いで、お金よ〜りも〜〜



大切なものはない〜〜♪

今日の一文字は「仕」

仕事の仕です。

あとでもっかいかくから宣伝ナシ☆



最近新しく始めたこと。

最近新しく始めたことですか・・・。

うーん。

なんていうか昔の趣味が復活してきたって感じですかね。

昔は多趣味だったんですよ〜。

読書はとにかくしてましたね〜〜。

移動時間とかはもちろん、家に帰ってとかまぁ、結構暇な時間があれば本読んでました。

３月までは何してたかって？

暇さえあれば

寝てました。



今日久々にバンド練習あったんですが、

お肌がつやつやしてきたらしいです。

睡眠しっかりとってるからですかね。

それにライブとかについていろいろ悩まなくていいからですかねｗ

まぁ最近は前も読書について書いたように、読書してます。

しかも昔は本とか普通にハードカバー買いっていうんですか？表紙みて、タイトルみて、３行

くらい読んでよさそうやなって思ったら買うというやつです。

CD買うときにこれをする人はプチリッチメンってやつですよ。

まぁジャンルも問わず読みますね。

あとは

前も書いたけど株の勉強ですかね。

最近株価ってあがりっぱなしなんですよ〜。

今思えばあの平均株価８０００円くらいのどん底？の時になんか買えばよかったですね・・・。



今頃阪急ホールディングスの株買ってる人は大もうけですよ。ちょっと具体的な値は見てないで

すが、絶対上がってるはず。

ヤフージャパンの株は上場してからすごいですよ。最初に１株買っていたら、その株はいまや

分割、分割（なんか分割ってのがあって、１株を何分割ってやって、２分割やったら１株もって

たら２株もってることになるんかな？なんかあんまいらんこと書いたら突っ込まれるからやめ

よｗ）で、８０００株以上になってるらしいですよ。

それを売ったら・・・。まぁご想像にお任せします。

そう考えると、その世界にいなかっただけでも大変な損をしてるんじゃないかって気になっ

てきます。あ、損はしてないけど、お金が手に入るチャンスをみすみす逃してる気がします。

まぁまとまった金がないとできないんですけど。急にどっかから保険とかおりないかなｗ

アフィリエイトも本とか何冊か買って、ホームページを作ろうとしています。

なんかこう考えたらすんごく「金の亡者」生活してますよねｗ

いいんです。うちは芦屋に住んでるくせに超貧乏ですから。

しかも親は全然金もってないし。遺産もなさそうやし。むしろせびってくるし。お金に飢えて

ます。ギャンブルこそはしないものの、宝くじは毎回結構買ってます。

そんなんにすがるくらいならお金儲ける方法考えろよ。



でもよく母親には「株とかだけは手ぇだしたらアカン」

っていいます。

「そんなギャンブルみたいなんに手だしたら臓器売る羽目になる」

あの

日本は民主主義で



企業は株式会社がほとんどですから。

日本の大半の人が臓器売らねばなりません。それ。

母親とか「お金もちになると思ったのにな〜結婚失敗したかな〜」とか言ってる割には保守的す

ぎる。



言ってることむちゃくちゃ。

保守的すぎてバイトの夜勤も入れない。

でもお金なくなったら怒る。学費せびる。

どないせぇっちゅーねん。

というわけで、最近はお金に関して勉強してます。せっかく経済学部にいるしね。なんかあった

らそのへんの先生に聞いてやろうかと思ってます。

今日の一文字は「金」

*こんな広告載せてくれたら見てやる、使ってやる、そこから買ってやるっていうのがありました
らぜひ教えてください！！貼っつけます！！

カウンタつけましょ☆

5色から選べる！レポート機能つきのシンプルで使いやすい無料カウンター

無料ケータイサイト作りましょう。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYTXP+7IAU6Y+4KG+1TIR4I


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYTXP+6MQV4Q+MX0+C6J1D


読書感想文は、好きですか？☆

もちろん嫌いですよね。

あの存在意義がわからん。読書感想文。

なんで夏休みの宿題って決まって読書感想文って出すんですかね？

疑問に思いませんでした？

ワタクシはむっちゃ思ってました。

こんなん書いて誰が見るねん。

絶対先生見てないと思いますよ。しんどいし。多いし。へたくそやし。

しかもあらすじは書いてはいけないという制約つき。

えっ



あらすじかかんと読んでる人どんな内容かわからんやん！

とか思いませんでした？思いませんか。

いや、だってその本が課題図書とかじゃなかったら先生その本知らないわけじゃないですか。そ

の感想書いたところで見えてこないんちゃうん？

とかって思ってました。小学校の鼻たらしたような子供が。

中学校のときとか特に最悪でしたよ。

変な学校で、とにかく変わった授業をしたがるんですよ。

夏休み明けの国語の時間になると、読書感想文を持ってこさせて、



「班で机つけて、まわして読みあいましょう」

は？



ガキ同士で下手な文読ませてなにすんねん。

お前なにかいてるかわからん〜

そういうお前もなにかいてるかわからんし

お前らどんぐりのせぇくらべじゃ〜

そんな風になるのがわかったし。

案の定

そうなりました。



子供のころは予知能力があったのかもしれません。

まぁ当然のことながらその班での作業は読んでるふりして、すぐ次、すぐ次とまわして、くるく

るくるくる回してました。

大体ね、

本の感想ってそんな具体的に持つべきものでもないんですよ。

ここの主人公の部分がこうだからこう思ったー！とか、ここのヒロインの思いは作者の過去を投

影してる！だの、そんなん考えなくていいんですよね、読書って。

世の中にはすばらしい本がいーっぱいあります。いちいちそんなん考えてたらそれらを制するこ

とはできません。大まかに受け止めて、話がこうだったからおもしろかったね。話が陳腐だから



とはできません。大まかに受け止めて、話がこうだったからおもしろかったね。話が陳腐だから

つまんなかったね、ってのはちょっと表面的すぎるけど、どんな本でも読んだらもやもやっとし

た印象を受けて、まぁあるいは鮮烈な印象を受けるかもですが、その程度でいいんですよね。本

からもらうものって。大体１冊の本の内容を６〜７割くらい理解していたら次の読書に移ればい

いんですって。１冊の本を読み返して無理に完璧に理解しようとすると、なんだっけ、なんかだ

めなんだって。

でもそうですよね。無理やり感想なんか作ったってやっぱそれは無理やりだし、文章慣れしてな

い子がいきなり小説ちっくな読書感想文を書けといわれて（コンクール入選の感想文はみんな小

説チックでした）かけるわけがない。でも書け、忘れたら成績が落ちるぞ、だの

そんなんするから

みんな活字離れすんねん。

文部科学省の方々はその辺を常に指摘してるかもしれませんが



こういった未だに古臭い体系を残しているからだと思いますよ。

自分は中学のころ、アニメを文庫本にしたやつ（今でもたまにありますよね、ワンピースの小説

とか）から本にとっかかって、今では読書の虫ですが、小学校で強制されてたときは本なん

か死ぬほど嫌いでした。

子供を活字好きにしたい方はこういうやり方がいいと思いますよ。漫画の小説を与えるみたいな

とこから。親御さんもね、いきなり難しい本を読まそうとするからあかんのですよね。司馬遼太

郎とか。自分が呼んだこともないような本をね。それじゃだめですよ。

ていうか本を読むのって強制されるものではありません。テレビが面白いから見るのと一緒で本

も面白いから見るんです。それを最近は強制する傾向にあるからより活字から離れていってしま

うんです。教育体制にまだまだ問題がありますね。ゆとり教育だとか、ゆとりじゃないとか、そ

んなこと言う前にもっと見直すべきとこがありますね。

おっと熱く語ってしまった（笑）本の虫ですからね。でも中学らへんときにそういった変革が

なかったらホンマ、本なんて読まないただのバカになってましたね。よかったよかった。

今日の一文字は「書」

こちらからの登録どなたかありがとうございました☆ゴールデンウィークは稼ぎ時です！



逆さ富士を眺めてすごすゴールデンウィークもいいですよね。

河口湖温泉郷　湖山亭うぶや

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYMTC+9X84II+NLQ+5ZMCH
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+FEW1CQ+JRO+61JSI


ノルウェイの森

知ってますか？村上春樹さんのノルウェイの森

。

まぁ別に感動はしなかったですが、まぁまぁ面白かったです。

ただ「純愛小説」っていうのはどうか・・・

主人公の「ワタナベ君」は

何回も、いろんな人とやっちゃいます。

ただ、いささか古い本なので若干理解できない文化が多々ありました。

ディスコにいったり、電話をかけたら家族がでたり（我々も子供のころはそれが当たり前だった

んですが）革命がどうのとかみんな言ってるし、いまだに国旗掲揚とかしてるような時代だっ

たし。

まぁそのへんもおもしろかったんですが。

ただ思います。「この小説は何を伝えたいんだろう」とか。

でも、そう考えるのって間違いですよね？今思ったんですが。

別に筆者が伝えたいことはないかもしれない。ただワタナベの大学の一部分を書いて、そういっ

た恋愛経験がたくさんあった、というのをつらつらと述べたかったのか、ただその一部分が少し

普通の人の人生よりドラマティックだけだったのか、そう思います。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZX400+4W8CM2+8GQ+NSWRM&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fwww.ebookoff.co.jp%2Fdetail%2FCtgry%2F1002%2FLRack%2F10%2FCmdty%2F0000127645%2FSetFlg%2F*%2FAllSearch%2F1


誰かわかりますか？何がいいたかったのか。教えてください。

こういったしっかりとした結末とかメッセージを求めるのって、なんか悪い癖ですよね。

多分国語教育とかですかね、悪いのって。別に筆者は言いたいことなんかなかったのに、学校と

かの試験で、国語の問題とかは無理やり「この部分は筆者のどういった心情を表しているか答え

なさい」とか。

こんな話があるの知ってますか？火垂るの墓野坂昭如さんの（たまにTVタッ○ルに出てますよね
）話。甥が大学受験かなんかで国語の試験があって、その火垂るの墓かなんか文章が出たんです

って。

んで、「この部分は筆者のどういった気持ちを表しているか答えなさい」と、いかにもまともそ

うな答えが並んでたそうですよ。んでその甥は不正解した。

疑問に思った甥は問題を持ち帰って、叔父である野坂昭如にたずねた「おじさん、この部分はど

う思ってこう書いたの？」

したら叔父はこう答えたと。

単にそう思ったから。



ですよね。

誰が作ったんでしょうね、その国語の問題。

今でも受験問題とかみると、そういった問題を聞くけど、ちゃんと作者にインタビューしている

のか、と問いたいですよね。



そういった逸話からも、作者が何を訴えたかったか、なんてものを探るのはナンセンスなの

かなぁって思いますね。

でもやっぱドラマにしたってアニメにしたって漫画にしたって、キチンとした結末を描くから、

欲求不満に陥るのはありますけどね。

ただこういった文化？というか手法？をちゃんと理解して自分の中で「こういうものなんだな」

って解決できないとこういった大作家？にはなれないと思います。

若い作家って結末を急いでいる気がします。最近はやっぱそうなんですかね。自分もそっちの方

がすっきりするし、なんか読み終えた、満足した、って感じになります。

この物語の結末を言うことはしませんが、あまりハッピーエンドではありません。いや、ハッピ

ーエンドなんかなぁ？一般的にみたらハッピーエンドじゃないかもしれないけど、ワタクシとし

ては自分の好きなほうの人とくっついたからいいかなぁって（笑）

でもそのことについても詳しく書いてはいません。

ただ淡々と文章が続いてるだけで、そこできっちゃうの？みたいなとこで終わってます。がーん

。

自分にそんなんが書ける？って言われたらかけません。

例え陳腐な物語とか、なんかしょーもないシナリオとかでもです。

ほら、昔はやった「未来○記」とか「ハ○カミ」とかもそうですが、最後は彼女と抱き合って、

好きになって終わり、みたいな感じですが、これはそうではありません。

でもよくよく考えたらこんな結末以外に考えつかないんですよね。だからそれはそれでありなん

かなって思いました。

まだまだ、いろんな本が読み足りないみたいです。誰かいい本紹介してください。最近は音源に

とらわれることもないから、電車の中でわざわざ予習もしなくてよくなったので（笑）



暇あらば自分のためになる本、勉強の本、そしてこういったちゃんとした文学小説を読んでい

ます。

ちなみに授業中も（笑）

でもまぁわけのわからん講義にうんざりして、机につっぷして寝るよりは、こうして自分を高め

られる可能性のあるほうに手を伸ばして、なおかつノートも取れればいいですよね、とか思い

ます。

最近活字の虫です。目が悪くなっていく・・。

なんか何が書きたかったのかわからない文章になりましたね。

ワタクシホント、読書感想文なるものがだいっきらいなんですよね・・・。

明日はそのへんについて語ろうかなぁ。

今日の一文字は「書」

マクドの券１年分プレゼント!!

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ5S8+BBTYXM+VJU+62ENM


理不尽ちゃう！？

ワタクシには６歳下、１０歳下のいとこがいます。

そのいとこからさっき電話かかってきました。６歳下のほう。

いや、かかってきたっていうか、かかってきて、自分しかわからんからバイトから帰って

きたら掛けなおさせるって勝手に約束して、無理やりかけさせられたんです。

っていうか

バイトから疲れて帰ってきてんのに、なんで勝手にそんな約束するん！？

って感じじゃないですか？特に母親。

「しかも疲れてるから後にして」

って言ったら母親

「なんでそんなイジワルするん！？」



イジワルしてんのはお前じゃ

って言い返す気力もなく、電話勝手にかけられ、でるはめに。

口におでんとカレーがつまってる状態ですよ？

おでんとカレーっていううちの晩飯も十分理不尽ですけどね。

しかも何を教えてほしいかっていうと



無料メアドの取得方法。

なんでしらんねん。

このITご時勢、中学生でもしっとるで。

パソずっと触ってるワタクシにとっては

「どうやって歩くのかわからんから教えて」



ぐらいの質問ですｗそらいいすぎか。

んで電話かけて教えてたんですが

どんなメアドにしますかってところで（＠マークの前の部分）

びっくりした。

最初ひらがな入れてたらしいです。

お前は

パソコン習いたてのおじいちゃんか。



なんとかMSNのメアド取らせることができました。

小一時間かかったわ。

ていうかおじさんもおばさんもなんでしらんねん。

んで何につかうんって聞いたところ

「Ipod買ってさぁその登録にメアドがいるねん」



正直

心底、教えないほうがよかったと思いました。

ていうかメアドの取得もわからんやつが自分のパソ買ってよ？（ワタクシは今年２３にな

って初めて買いました。自分で。１３万。）そのためご飯も弁当とかでがんばってるし外食

もほとんどしてないで、しかもウォークマンも壊れたからCDウォークマンでがんばっ
てる自分がいるのに

IPODですか。

うらやまし。



なんでうちにはこんな金ないんでしょう。

ちなみに母親の働いてるとこは

そのいとこの母親（ウチの母の妹）夫婦のお店です。

なさけな・・・。

ワタクシはなんとかお金もちになりたいです。

勉強しよ。

今日の一文字は「悔」

東急ステイでは、広めの客室にミニキッチン・ランドリーなどを標準装備した客室構成となって

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+FCIAXM+N66+60OXE


おります。連泊、長期滞在料金でご利用しやすい価格帯にてご提供しております。出張や研修、

旅行の滞在先にぜひご活用ください。



嘉門○夫天才。

嘉○達夫さんて知ってますか？

もちろん、替え歌など多くの歌（？）を世に出して、当時の子供たちを魅了しまくった天才で

すよ。

いつもギターを片手に、丸いグラサンをかけてて、独特の歌声でわらかしてくれます。

みなさん

知ってます？

この人のCDワタクシは結構持ってましてね〜。

カラオケとかでもたまに歌います（笑）



この人の代表作替え歌メドレー

は歴史に残る名作です。

まぁ聞いてもらったらわかりますが超天才。

どっからそんな考えがでてくるんやと。

「この中に一人、夫婦喧嘩した妻がおる。お前やろ」

「いえ、違います」

「ほなら、かけ算の九の段ゆうてみぃ」

「九一が九、クニへ帰らせていただきます」

「おまえやー！！」

すいません、

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZX400+4W8CM2+8GQ+NSWRM&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fwww.ebookoff.co.jp%2Fdetail%2FCtgry%2F3001%2FLRack%2F31%2FCmdty%2F0010213502%2FSetFlg%2F*%2FAllSearch%2F1


文章じゃ面白さがまったく伝わりません。

無理ですた。

まぁおもしろい人なんですよ。

そう

何が言いたいか、本題に入りましょう（前置きなが）

最近の若者は

嘉門達○を知らない！

まぁ若干聞いたんですが。

この人しらんと。

誰やと。



え、そんな人おるんや、

とか最初は思ったんですが

最近は出てきてないし。CDとかでしか見ないですよね。テレビでてるのあんま見たことないし。

そもそも替え歌メドレー１がはやったのがワタクシが小４とかのころだから、今の１回生とかだ

ったら５歳！？

そらしらんかも。

いろんな年代の人に聞きたいですね・・・○門達夫知ってます？知ってたら教えてください。な

んかみんなしらんかったらへこむわ〜。

そう、同じことで、ドラ○ンボールってあるじゃないですか。漫画の。

あれ最近の子供は知らないんじゃないかって思ってたんですが。



よく電車とかで子供が、ドラゴンボールの、とかゴクウが、とか話してるの聞くし、かめは

めは〜〜ってやってる子もたまに見るし。

やっぱ子供が真似する必殺技っていつも「かめはめは」ですよね。

ワタクシ最近まで「絶対最近の子供は『ゴムゴムの○○！！』ってやってるわ〜締まらんな〜

」とか勝手に思ってました。

すいません子供。

今日の一文字は「嘉」

ゴールデンウィークの予約まだ間に合います！ここで登録どうぞ☆

クニへ帰らせてもらう場合はJRのチケットこちらから〜〜
旅行予約の北海道JRトラベルサービス。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+FTRVH6+596+1BQYPT
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+EX117E+SAW+64JTE


新興宗教にだまされ・・・

たんです。

先週のニュースかな？知ってます？朝日新聞のトップ記事になってて、朝とく○ネでもやってま

した。

開祖の娘が１６億円脱税ですよ。

びっくりしたちゅーねん。

まぁ宗教名は挙げませんが結構でかい宗教なんですよ。

ワタクシも中１のときに入信させられ、何回か行きました。

っていうか母親だけ入ってるんですよね、この宗教。もともとはうちは日蓮宗でして。でもなん

かなんだっけ？身ごもったとき入ったとかなんとかって。

んで震災で家族全員助かって、それで勢いを得たのか「あんたが今生きてるのもここのおかげだ

から入りなさい」

って有無を言わさず入信。

その結果がこれ。

本部にも一回行ったことありますよ。



むっちゃでっかい。

そして豪華絢爛。

あやしい・・・・。

中１の時点で怪しいと思ってましたよｗ

まぁそのころはオウム真理教事件があったころなので宗教とかに対する疑念がかなりありまし

たが。

そしておどろいたことに

うちのおかん

毎月１０万円の寄付をしていました。



このアフォが。

お金ないないって言ってるのにホンマあほや〜〜〜

んで親の一言

「まぁとりあえず寄付は馬鹿らしなったからやめるわ」

っていうか



退会しないの？

こういうアフォな人が耐えないから悪徳商法とか横行するんですよね・・・。

今日の一文字は「教」

マイホームページにアクセスカウンタつけましょう〜無料です。

5色から選べる！レポート機能つきのシンプルで使いやすい無料カウンター
。

貸切露天抹茶風呂があるつりばし荘！ゴールデンウィークにどうぞ☆

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYTXP+7IAU6Y+4KG+1TIR4I


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+F172FU+OOW+64JTD


カカオ○％

知ってます？

最近はやってるんですか？

あるあるで取り上げられました？

やったらカカオ○％ってチョコが出回ってるんですけど。

最近はどこのチョコメーカーもそろえて「カカオ７５％」「カカオ８６％」とか出してます。う

ちのみせそればっかです。

誰かフィクサーがいるんじゃないかとしか思えない（笑）

その人のブームがあって

「おい、次はこれおいしいからこれはやらせろ」

「ハッ！」（手下の返事）

とか言ってそう。

ちなみにこれ系食ったことあります？

食べたことある人はわかると思いますが



正直

まずい。

すいません、お菓子メーカーの方がみてたらすんません。１愚民の１愚痴ととって聞き流し

てください。

まぁすごい味ですね。



チョコの甘いのがまったくない感じです。

そして最近極めつけのお菓子が登場しました。確かチョコレート効果かな？から発売です。

「カカオ９９％」

おいしいの？



だってほとんどカカオやん。カカオ直輸入したのそのまま売ってるだけだよ（笑）

んでそのお菓子の注意書き

「非常に苦味があるので、よく噛みながら食べるか、甘い飲み物と一緒にお召し上がりくだ

さい。」

・・・・



意味ないじゃん。

今日の一文字は「豆」

もうすぐゴールデンウィークですよ！予約すみました？

女性・カップルにおすすめ♪夜景・オーシャンビュー・カップル・レディースプラン…高級シテ
ィホテルのお得プラン

こちらもご利用ください☆

GWに泊まれる宿を検索・予約できる!【楽天トラベル】

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+FZ4RX6+596+15QHIA
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZZ2M8+G3W8RE+9PG+686ZM


興味を引くタイトル

っていうのは難しいものですね。

ちょっと考えました。今。１０秒ほど。

んで迷ったあげく、上のタイトルにｗ

なんでやねん（笑）

それも、今やってるアクセスアップのためでございます。

ミクシィからのお客さんを増やしたいんですよね〜〜。んで、ミクシィってコミュニティニュー

スてメールくるじゃないですか。初期値のままなら毎日。そこに主だった日記の題名が載ってて

、やっぱ自分も気になった題名の日記さんをクリックしますね。

興味のある題名とか、「おっ、これなに！？」みたいな。

それも多少アクセス数がアップするのにつながると思うんですよ。

・・・一人で何やってるんだって？

・・・何一人で意味不明なこと熱く語ってんだって？

なんかそんな声が聞こえました。天からでしょうか。

ところでこんなん意識する前のワタクシがつけてた題名てどんなんか覚えてます？



まぁ印象にないと思います。

日記の履歴をみてみると

「えーっと」

とか



「う〜ん」

とか（きばってるんか！？）

「あー」

やるきないんか。



まぁ、

あのころは、タイトルなんかにかまけてる時間がなかったということでｗ

ひどっ。

なんで急にこんなん思ったんかな。

ってかまぁ最近あまり主だったニュースもないし。

ニュースと言えばジャ○ーズのニ○ース、おもしろい歌だしてますよね。

「さやえんどう」だっけ？ブックオフたまにいきますがいっつも流れてて、「さやえんどう

〜♪」ってとこだけやたら耳につきます。どんな歌なんやろ。ニュー○ファンの方教えてちょ。

今日の一文字は「題」

新入生の方（まぁ見てないと思うけど）ヤフーBBでも考えてるならぜひここをクリックして申し
込みしてくださいｗ

そいや昨日のソフトエ○チ誰かクリックしたかなぁ？

課金対象でもアクセス解析もないからわからんのですよね〜〜（笑）

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYMTC+BHSA7M+B5Y+5YZ75


授業中の私語。

うるさい！！

学部の友達もみな卒業して、しゃべる相手もいなくなったら余計に思いますね。

授業中の私語がうるさい。

まぁ別に先生方の味方をするわけじゃないですけどね。とにかく勘弁してください。

気が散る。

んで先生方。

怒鳴るな。

うるさい。

大人なんだから言えばわかるわ。

っていうか、ここは中学校かってつっこみたくなりましたね。

うちの学部は大教室の授業はこんな感じです。

まぁまじめに聞いてる人半分、しゃべってる人半分って感じでしょうか。

特に単位がとりやすいと評判な授業はわけわからん輩が多いのでうるさい。

でもねぇ。

うるさいのは共感するけど先生も「うるさい！」って怒鳴るのは一種のパラドックスです

よね。



お前もうるさいねん、みたいな。矛盾が。

でもニヤニヤ注意する人もいや。

なんかニコニコしやがって、お前らの言いたいことはわかってるんだぞみたいな、変な偽善者み

たいでいや。

すいません、世の中に擦れてます。

だってうるさいねんもん。

うっとおしい。

こっちは毎授業５０００円出して（よくある都市伝説ですが、確かにあってました。大体。）授

業きとんねん。

ってか先生とかも偉そうですよね、前にも書いたけど。

こっちをお金払ってきているお客として扱ってないですよね。

最近ではお客さんをご主人様、って言って向かえてくれるとこもあるのに。

まぁ教えてもらうからそうはいかないけど。

ノバの人はもっと丁寧よ？多分。

なんか先生らも中学校かどっかと勘違いしてる。

うちの学校やからかなぁ？ってかこんなん思うのワタクシだけでしょうか？

疲れた・・・。



そうそう、アクセス数が１１２にアップ！

みなさまありがとうございます☆

まだまだつづけます、アクセスアップ。

いろんなとこにリンク貼ります。

今日の１文字は「姦」（前もだしたっけ？読めます？女三人よれば・・・がヒントｗ）

今楽天ではプレゼントやってます。

！？　！！？？？

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYMTC+2D50AA+8NE+686ZL


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYMTC+2D50AA+8NE+67Z9T


あれっ

さっきまで書こうと思ってた内容覚えてたのに

忘れました。

あかん

最近ものごっつう忘れっぽいです。

何かこ。

あ、

弟がうちのバイト先にきました。

なんでやねん。

自分で探せよ。

でも親に「なんでそんなイジワルするん、あんたも紹介やろ」って言われ、しぶしぶ紹介しま

した。

同じ職場とか、なんて呼んだらええねん。

困るワイ。



今日初日行ってきたそうです。

店長が言うにはスジがいいそうです。

しらんがな。

てか面接とか自分で探したりとか体験したほうがいいのになぁ。

弟はホンマ、箱入り息子です。

ワタクシと同様に。

そして自分から何かをしようとしません。

親のいいなりです。

いいなりにならないと生きていけません。この家庭。

んで言いなりのまま編入予備校へと入るみたいです。

まぁどうなるかわからんけどがんばりたまへ。

ただ勉強してるふりして未だにPSPやってるようじゃ無理だと思うけどｗ

あー酒飲みたい。

行きましょう。募集中。

今日の一文字は「弟」

最近CMでずっとここの宣伝やってますよね。
着うた

どうぞ。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZX400+4323YY+FNC+BY642


ケータイブログつくりましょう☆そして１クリック１円なのでご協力お願いします！ｗ



http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYTXP+6MQV4Q+MX0+C6J1D


減った

５５に減りました（笑）

環境変えると慣れるまで大変だねぇ・・・。

今までの日記になかなかもどりません。

最近環境設定とネットワーク構築に忙しくてアフィリエイトの勉強やら実践やらモサボって

るし・・・。

うーんだめだ、ワタクシ。

ってかそんなことしてないで就職活動しろよって感じですよね。

まぁ就職活動したいんですが何せ月〜土曜日まですべて授業がはいってるので

動けないんですよね・・・。

あほですか？あほです。

まさかこの学年になって日曜以外学校いくとは思ってなかったですよ。

でも今んとこ授業全出席。

当たり前か（笑）

とりあえず授業に集中して、空きができたら再開します。

あー大変や。

とりあえずワタクシ、ほとんどサークルにいってません。



みんな元気にしてますか？

ってか１回生はどんな感じですか？

多いって聞いたけど。

飲み会行ってもいいですか？ｗ

誰か飲み会しましょう。

アカペラしてないので楽しみを増やしてください（笑）

明日は３限だけやから楽や〜〜。

早く広告の勉強再開しないと〜〜

あと株も手を出したいし〜。

アカペラ行かなくなってやりたいこと増えました。

題名に反してますね。

今日の１文字は「金」ｗ

アフィリエイトも続々復活するので見てください！みなさんもブログつくって相互リンクしまし

ょう☆

バンコムブログ「バニー」

多機能の無料ブログサイトです。

メルマガ発行や、バナー交換、占い、ニュース掲載などのコンテンツと連動しています

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYTXP+7YDJIY+7LC+1NKUIA


こちらはケータイサイト作れます！ケータイのサイトって作り方によってむっちゃ閲覧されるん

ですよ。んで１万円プレゼントキャンペーン中！！



http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYTXP+6MQV4Q+MX0+C6J1D


１００達成！株について。

来客数１００人達成しました！

まぁ、普通の人からみたらなんや百人かよ、って感じかもしれませんが（笑）

でも千里の道も一歩から。どんな大きなサイトでもこのプロセスなしにいきなり巨大にはなりえ

ません。

まぁ別にそこまで巨大にするつもりはないですがね・・・。

でも、１日１０００人こないかなぁ・・・☆

そうそう、

まぁずっとアフィリエイトの勉強してるんでマネートレーディング？ロンダリング？みたいなの

に興味があっていろいろ見て回ってるんですが、

親がね。

自分の持ってる自社の会社の株を１０枚かな？売ったらしいんです。

いくらになったと思います？



１０万？

ちっちっ

１００万？

のんののん。



のんののん。

１３００万。

１株１００万超ですよ。

まぁそりゃ自社の人間で分けてたからあるだけで、別に買ったわけではないんでしょう（笑）

でもいいですよね〜一気に１３００万はいったら。



ちなみにそのうち１２００万は家のローンにあててしまいました。

がーん

まぁまだあと６株あるらしいんですよ！

んで日曜のうちは家で「まだあと６００万あるな〜」とかどうのとか言ってたんですよ。

そんな団欒もつかの間。

今日親父が帰ってきて一言



「１００万損した」

つまり６株が５００万になったらしいんです・・・・。

ああ、もったいない・・・。

まぁこれからもどんどんさがるだろうということで、待たずに明日売り注文するみたいです。

株っておもしろそうです。

私経済学部にいながらそういう株取引の仕方とかマネーロンダリング？とか、そういう実社会で

使える経済のことまったく教えてもらってないんですが。

使えません。学校。



最近お金にうるさくなった自分がいやだ・・・守銭奴っていうんですよね、こういう人。

でも家が貧乏なんで、貧乏脱出大作戦します！

どなたか株やったことある人いませんか？教えて？（笑）いやマジで。

今日の一文字は「株」



ぐわ

すいません〜日記がとまってしまいました。

アクセス数アップには更新は欠かせないのに・・・。

しかし新しいパソに慣れてないので・・・。

とりあえず今はホームネットワークの構築が急務です。

だって、前のパソに大事なメールやら音楽やらなんやらいっぱいはいってるんです！

もしなくなったら・・・おおこわ。

ってか、顔文字も（当たり前やけど）ない！

がびーん

しばらく慣れるまで期待しないでくださいね（笑）

まだまだわからんとこあるんやなぁ・・・。奥が深い。

パソコンの歴史って浅いのに、こんなにいろんなシステム考えた人天才ですね。

ってかなんでも最初にやろうと思った人って天才ですよね。

ってか絶対最初にたこを食べた人天才ですよね？

あの異形ですよ。

んであれをまた小麦粉と卵混ぜたやつでくるんだらおいしんちゃうか！？って考えた人



天才。

まぁそう考えたら世の中天才だらけですね。

自分もなんか才能があったらいいのになぁ・・・。

ってか雨ですね。

ここ数日ずっと朝起きて「あた〜らしい〜朝がきた〜♪」って感じの朝迎えたことない。

なんかおきても

まだ夜かよ・・・

みたいな？

いやや〜

ってか寒い！

なんでいつまでも寒いねん！

大体４月っていったら上着の中に半そでで行動できて、少し体動かしたらあついなぁ・・・って



上着脱いで半そでになってもおかしくないくらいの気温やのに

今半そでで歩いてたら浮きますよね。

なんでこの人半そでなん！？みたいな。

早く春よこい。

今日の一文字は「冬」



パソ買った！

ついにパソが届きました！

前に言いましたっけ？弟が入学にあたって自分専用のパソがいるので、自分のをあげて新しく買

おうっていうの。

入学祝に弟のほうが買うべきですがね（笑）

まぁいいんです。弟はまだ全然パソに詳しくないし。

意味わかってないし（笑）

いや〜いっすよ〜これ

自分に合った黒色のボディに

特大容量２５０GB！

前回は２０GBだったので

実に２２倍強！！

最強っすね！

音楽とか入れてもいれても足りんって感じっすね！



音楽１２GBくらいあって、これでも聞かないやつを消していってたんですが、

消す必要なんかまったくないんですよ！

どうです？テレビの前の奥さん！

使えるでしょう？ｗ

ちなみにこんなんです。

周りのは自分の机です。

初公開？

いやどうでもいい？ｗ

まぁとりあえず前のパソの中に入ってた設定をいろいろ引き継ぐのに数日かかりそうです。

とりあえずお気に入りの中身とかから整理しなきゃだし。ネットワークの構築とかもしなきゃだ

めだし。

まぁ楽しみですわ。

あ、今アクセス数アップで、昨日８０ちょいですが、今日は９０ちょいになりました！

１００まであと少し！



ちなみに今日は、アフィリエイトのお気に入りも入ってないので広告は無しです（笑）



ありそうでない日々

本日２回目です〜。

いや、実際は昨日やけど。

寝る前に書くのは２回目なので本日２回目の日記。

まだ下読んでない方はよんだってください。

とはいえ、まったく内容の薄いものでございますが(´д｀)y-~~~

今日とか３限だけやったし。

１１時まで寝たった。

授業も４０分くらいで終わり、すぐ帰りました。

んで帰ってまた寝てしまいました（笑）

どうもねぇ、寝溜めの能力も有りますが、寝不足溜めの能力もあるようでして・・・。

１日寝ないとその分（大体８時間分）取り返そうとあらゆるところで寝たがります。

一回夜勤入れるとその週はだめですね。

ずっと眠い感じ。

んでまた寝て、４時半に起きて、そのままバイト行きました。

あ〜なんか日々をさくさく消化してる感じですね〜。



まぁ１年無駄にしてしまったので１年無駄にすごすわけですが（笑）

働いている同回とかに比べたら無駄な生活ですよね。

みなさんもそうかもしれませんが（そうじゃない方も多いと思いますが（笑））

今大学に行ってて、将来社会にでてこの知識を使うやろなって思ったことは

一度としてありません。

経済学部のくせに。

自信あります。

サークルで身につけたこと以上に使う自信ない。

そんなもんやんね？

需要曲線とか供給曲線とかそれこそ、経済学者でしか使わないやろうしなぁ・・・。そんなこと

ないかもやけど。

でも経済の先生がいっぱいいるくせに、ずっと不景気やったんはどういうことなんですか

？

不景気んときにがんばらないでいつがんばるんですか？



楽ですね。

ていうかうちの大学って前も言ったけど生徒に不親切。

最近弁当作っていっていつも思うのが

「どこで食べるの？」

ってこと。

まぁ教室で食べれば一番いいんですが。

前も書いたかもですが、明日２限の教室は経商ビッグホール。

ちなみに飲食禁止

(´д｀)ﾊｧ？

（′∀｀）ﾊﾞｶｲｯﾃﾝｼﾞｬﾈｪﾖ

ｺﾚも前書いたかもですが、理由は



汚れるのがイヤだから。

氏ね

氏ねよ

トウフノカドニアタマブツケテシネヨデス！！ヽ(`Д´)ﾉ

大学の清掃員、



楽ですね。

学校の先生方。

ええ仕事してますね。

それで授業毎回出てる人間を落とす意味がわからん・・・。

今日の一文字は「愚」！！

みなさんもこちらで無料のブログ作成しましょう！トラバとかして輪を広げるとおもしろいで

すよ！



こっちでも登録できます！どちらも親切だし無料でできます！

@wiki

ただいまアクセス数アップキャンペーン中！

相互リンクしてください〜〜(´д｀)y-~~~

紹介してください〜（′∀｀）

訪れてください〜〜｡ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ｡うぇぇん

以前の平均５０より今は２０〜３０アップの７０〜８０代をキープしてます！

とりあえず目指せ１００越え！

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=UBA3W+9H5F6I+LMW+5ZEMP
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYQRD+99ESBE+P1E+5YJRM


４月も中盤ですね

いろんなことに少し落ち着いてきたと思われますがいかがお過ごしでしょうか？

こちらは普通にやっぱ忙しいです。

そういう星のもとに生まれたんですかね？

早く寝たきり生活になりたいです。

そうそう、アフィリエイトを始めたのも

寝たきり生活実現のためです。

寝てても月収２０万とかいいですよね☆（笑）

アレですよ。

ビル○イツとか月収いくらやったかな？

ていうか１秒でなんぼだっけ？６０００万とかでしょ？

すごいな〜〜

ほしい〜〜

最近金の亡者です。

よく弁当とか作って無駄な出費を抑えます（もちろん親の監視のもとで（泣））

バイトもよくしてます。

就活も地下鉄で一駅くらいなら歩きます。本町、心斎橋間とかなら。

お金もうけのための雑誌も買いました。



いろいろと勉強中です。

まぁ学費を自分で稼ぐことはしてないものの、

若いウチからお金は苦労してるんで・・・。

なんで芦屋に住んでるんやろう？とか未だに思います（笑）

お金が全てじゃないとはよくいいますが、

結構な部分を占めますよね、お金。

将来はもうけたいなぁ。

今のうちからいろいろと自分に投資します☆



またムリを

すごかった

今日はすごかった

１、昨日の夜１０時にバイトの夜勤にはいりました。それまでも用事で歩き回ってて既に死に

かけ。

↓

２、バイトが終わったのが６時すぎ。そっからシャワー浴びて一眠り。

↓

３、睡眠時間４５分で１限なので朝飯もそこそこに出発。

↓

４、１，２，３限を無事こなす。幾度となくまぶたが重くなり、首がかくかくなる。

↓

５、帰ったら３時半。バイトは５時からなので１時間弱寝る。

↓

６、寝ぼけ半分でバイトに行き、こなして今にいたる



もうね、

目の前がゆがんで見えます。

３月までの超ハード生活で睡眠なしには慣れてたつもりですが・・・。

あかんね。

今年でもう２４ですよ。

はよ働けよ。

もう体力がやばい。

社会人になっていくら残業とか仕事が多いとかいったって

ここまで限界の労働をすることはないんやろうなぁ・・・。

春休みとかのほうがいそがしかったし、休みなしには慣れてます。

ってか、今のほうがキツイ気がしますよ。



なぜなら

今年は土曜授業があるんです。

日曜以外毎日学校やっちゅーねん。

なんもできへんわ。

まぁもうあまりムリすることはないかと思います。

あまりもう廻りに振り回されんとこｗ

あ！

そうそう

最近は勝手に「アクセス数アップキャンペーン」を自分の中でやってます。どなたか優しい

方（笑）ご協力ください！

相互リンクしてくださる方、誰かしてください！

ホームページに載せてくれる方、どなたか載せてください☆

その他、なんかアクセス数が上がる方法知ってたらコメント欄の方で教えてもらえればありがた

いです☆

北海道の幸プレゼントキャンペーン締め切り迫る！！



ＣＭで放映中です。洋楽の着うたもあります！ダウンロードはこちら

↓

洋楽 着うた

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=UB5EO+GF7H96+1KO+66H9D
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZX400+4323YY+FNC+C0B9U


コンビニでのtaboo

その前に

生茶の宣伝て知ってます？

緑色のかわいくない（笑）生き物が歩いて行ったら、

生茶パンダがいっぱい生息してるやつ。

「生茶パンダを飼ってみよう〜〜♪」みたいな歌流れてて。

んで涙する物体。

泣くことか？！



話それました。

コンビニで、店員に聞こえては行けないことって何か知ってます？

まぁもちろん「あれ盗もうぜ」とかは駄目ですが・・・。

普通に皆がよく口にすることです。

特にこの時期多いです。

わかりますか？

答えは



「後でもっかい買いにこようよ」

またくんのかよ！！？

ヽ(`Д´)ﾉﾓｳｸﾝﾅﾖ!



これ、一番イヤなセリフです。

そういう人って大体花見の飲み会で来るんですよね。

んでうざいくらい大量にモノを買って行きます。

(´д｀)ｳﾜ､ｱﾝﾅﾆｶｳﾉｶﾖ

って感じです。

んでレジ打ってるのに横からビールをいっぱいもってきます。

ていうか

最初っからいれとけや。

後から入れられると大変ウザい。

で、大体みんな同じ流れなんです。

なんででしょうね？みんな決まったセリフを吐きますよ。大体。おもしろいくらい。

「ねー、これくらいで足りると思う？」



「足りなかったらまた買いにくりゃいいじゃん」

くんな。

「俺が全部だしとくわ」

「いいっていいって俺が」「いや私が」黙れ。

帰り際に

「あ、おでんもおいしそう」「おでんもかっちゃおっか」帰れ。

大人しく帰れ。

「パパ肉まん帰れ！

「オゥ〜チョッコライト黙れ！

（外人さんが山ほどポッキー系を買ってかえりはりました。）

ふー

ようこれでコンビニ店員続いてると思います。

これでお金もらってなかったら手が出るところですよ（笑）



まだまだ若いなぁ・・・。

もっと大人にならねば。

社会にでたらこんなことばっかやろうし。

でもね〜礼儀正しい人もいるんですが、やたらフレッシュマンって礼儀悪いですよ。だいたい。

「千円でよろしいですか？」

「・・・・・（無反応）」

「○円のお返しになります。レシートはよろしかったですか？」

「・・・ｽﾀｽﾀ（聞かずに帰ってる）」

何様？

まぁお金もうけ出すとこれですよ。みんな。

えらくなったつもりですよ。

お金って怖いわ。



そうそう、絶対やってはいけないこと。

お金を丁度出しても、店員が数えて「丁度ですね、ありがとうございました」って言うまで帰

るな。

１００円とか間違ってたらどうすんねん。

客は出してるつもりで先帰って、その間店員数えて、間違ってても車で発進してしまって言え

なかった、みたいな人います。

ワタクシは数えるの早いからなったことないですけど。たまにいるみたいです。

カンベンしてください。

今日の一文字は「惑」

みなさんもホームページ作りましょう？ここなら無料で作れますよ。バンドや個人の趣味とか

のホームページにどうぞ☆

ここがワタクシの勤めるウワサのセブンイレブン。本などを注文したら一番近くのセブンイレブ

ンに届けてくれるので便利ですよ。現金で買えるのでカードとかの情報とかネット上に流す必要

ないし、１〜２日で届くので早いし安全です。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYQRD+99ESBE+P1E+5Z6WX


http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=DGSDvp6ytrw&offerid=94925.10000165&type=4&subid=0


最近は・・・

ホント何もないですよね・・・。１ヶ月前までの超多忙の日はどこいったんやって感じです。毎

日暇でもなく、普通に過ごしてます。学校行って授業でて、バイトして、みたいな。

平凡だ（′∀｀）

平凡っていいですよね。

昔から平凡好きです。ってか今も、平凡になろうと日々努力してるみたいなもんですから。

というのも、昔から変な学校行ってたし、んで高校普通高校行ったらすごい変扱いされたし（笑

）

んで「普通の学校ってこんな感じなんや！」って思い知らされ、なるべく普通になろうと思って

これまでやってきました。

服とかもそれなりに揃えて、微妙におしゃれが匂う？感じで。

頭も染めるけどそこまで染めすぎず（今は就活中なので真っ黒）

行動もなるべく普通に。いきなりキレたりしないで（笑）



と思ったけど

アカペラ。

普通じゃないよね？



アブノーマルチェックってしってます？ゲーム。

ゲーセンにあると思うんですけど。フ○バにあって、今はないかもですが、大多数が選択したほ

うを選んだほうを選んだらノーマル。少ない方はアブノーマルという、とても民主主義的要素

の強いゲームです。しかも診断するだけやし。

まぁそのゲームに出てくる問題風に言うと

「あなたは大学に入って音楽をやろうと思いました。何をする？」



１、ヒップホップ

２，アカペラ

これってあの質問に似てますよね。

「飢えそうです。食べるならどっち？」



１、カレー味のするう○こ

２、う○こ味のするカレー

・・・・・・・

どっちもイヤじゃ。ヽ(`Д´)ﾉｳﾜｧｧｧﾝ 



いろんなとこでこの質問が交わされますが、

結局多い方ってどっちなんですか？

ちょっと気になる・・・。知ってる人誰かいたら教えてください。

まぁ一個前の問題なら解答できますが・・・。

もちろん自分は２、アカペラですが

世間でアンケートすると

２，アカペラのほうが絶対アブノーマルじゃないですか？！



だって、ヒップホップの人ってあれだけ出てきてみんなに受け入れられて、いろんなアーティス

ト出てるしYO！とか巷ではカッコイイみたいな話やし、ファッションの最先端？って感じするし

一方アカペラって言ったら・・・

世間の人って「ゴス○ラーズ」しか知らないんじゃないすかね？

むしろゴスがアカペラやってること知らないかもしれない。

ちょい知ってる人は「ラグ○ェアー」とかでてくると思いますが・・・。

渋谷の女子高生１００人に聞きました

「アカペラ」をしてるアーティストと言えば？



他出てくる気がせぇへん。

まぁ業界人なら１００も承知の話か・・・。

ま、まぁ、今年は部員も多く増えたみたいやし、悲観的にならんとこう。

アカペラ将来の希望をつないでください、後輩たち。

最近は時間があるので、行き帰りとかも音源を聴いてむつかしい顔をするのをやめ、読書に走っ

てます。最近読んでる本はこれですね〜。この本。

なんか、不思議な小節です。でもこの主人公の彼、結構自分と似てるかなぁって思うとこあり

ます。実家がキライなとことか（笑）脇役の方が共感するかなぁ？暇つぶしにはもってこい。

あとこれも。

読んでます。

とにかくこの人のサスペンスむっちゃ面白いです！主人公が小役人なんですがストイックなんで

すよね。最近はこの人の本、小役人シリーズとか言われてますが、スポーツマンとかもなんでも

書きはる人です。この人の本は殆どもってます。ちなみに映画にもなった「ホワイトアウト」も

この人の作品です。映画は全然ちゃいますけどね、アレ原作から脚色しすぎ（笑）

おすすめしてみました。漫画もあったんですがカバーのイメージがないので断念＿|‾|○

こんなんも面白いかもですね。感想お願いします。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZX400+4W8CM2+8GQ+NSWRM&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fwww.ebookoff.co.jp%2Fdetail%2FCtgry%2F1002%2FLRack%2F10%2FCmdty%2F0000127645
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZX400+4W8CM2+8GQ+NSWRM&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fwww.ebookoff.co.jp%2Fdetail%2FCtgry%2F1002%2FLRack%2F10%2FCmdty%2F0000388655




学校だ！

またまた始まってしまいましたね。

学校。

どうしてうちの学校てこう生徒に対して何もしてくれないんでしょうね？

ワタクシはゼミとってないので、全ての授業が１対大多数の授業。教室も大教室のみ。であり

ます。

だから先生に失敗したら単位が終わりなのです。

まぁ授業全部出てるくせに単位落とすのはこういったわけがあります。



今日も２限の授業で

「巨人ファンって書いた人は落とします」

先生、

つかみのつもりですか？

もう少しユニークになりましょうよ。



いいけどさ別に

「キミタチは僕の授業が楽だと先輩に聞いたから、こんな多くの人が受講してるんだろう

けど・・・」

ええ、

後輩に聞きました。（も○こさんが主に）



「レポートなどで僕の名前を書き間違った人は落とします」

・・・・・・・・・

「なんで僕の名前まともに書けない子に単位あげなあかんねん」



先生！

　　 　 ∧＿∧∩　／‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
　　　 （　´Д｀）/＜　先生！ 
　＿ / /　　 /　　　＼ 　　授業に関係ありません！
＼⊂ノ‾‾‾‾＼ 　＼ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
　||＼　　　　　　　　＼ 
　||＼||‾‾‾‾‾|| 
　||　 ||‾‾‾‾‾|| 　('A`)ﾉ 　＜氏ね 
　 　 .||　 　 　 　 　 ||　┳━┳ 



まったく、よい先生ってなんでいないんですか。

５限の先生なんか立ちっぱなしの生徒が５０人くらいいるのに（ワタクシも）

淡々と授業内容を読み上げるだけやったし。ってか教室で電話とかしてるやつもおったし、とり

あえずかしましかったのに、まったく注意もなんもしない。

極端ですよね。急に怒鳴って注意するやつと全く注意しないやつ。

どっちもキライ。

ていうか大学生にもなって授業もずっとべらべらしゃべってるやつもキライ（マジメ君てわけじ

ゃないですが。こっちが授業聞く気にならないし）

あーーーーーーーーーー！！



はー、はー、

今日の一文字は「姦」（←今日の文章の中にひらがなで書きましたがなんて読むかわかります？

女三人集まると・・・？）

ワタクシの様にネット起業しましょう！好きなことを書いてお客さん集まれば月収５０万も夢で

はない！一緒にがんばりましょう〜（′∀｀）

これがSHUREのワイヤレスマイク！！これさえあれば某Vももっと激しくできたのに！？サーク
ルで正式採用キボン（′∀｀）（しかしええ値段しますが・・・）

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=U0C3F+354DPU+0K+ZRXQP
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYMTC+2DQGNU+F14+BWGDT&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fwww.ishibashi.co.jp%2Fwebshop%2Frecording-pa%2Fwireless%2Fshure%2Fpgx_wireless.htm




新歓

今日は学校の新歓に行ってきました。

みんな雨の中大変でしたね〜〜。

歌ってるとこもききました。

成長しましたね。

ただ、自身も昔感じたことなんですが

ベースって理解されにくいよね。

音聞こえないし。

ワタクシがどんだけがんばってもせいぜい２〜３ｍくらい離れてる人にしか聞こえないし・・・

。

「あれ、俺ってこのバンドに要るの？」

って考えが頭をよぎります。



んで多少感銘を受けた新入生が後で話にくるのはリードボーカルかボイパだけ。

・・・・・・・・

ヽ(`Д´)ﾉｳﾜｧｧｧﾝ 



ってなりません！？ベースのみなさん。

某バンドでベースパーカッション必死でやってたのに見向きもされず、アレ、俺は？って気持ち

になったこと何回もあります（泣）

みなさん、ベースの人間は大切に。



あ、でもいましたよ。

しんぱ知ってるって人が。

よくくる？１回生と２回生が話してるのを横から聞いてただけですが。しんぱしってたんやって

！

んで話の続きを聞いてると・・・・



「あの、ぽちの人が・・・・」

またヤツかよ＿|‾|○

テレビパワーってすごいです。

コメントカットされてたらしいのに（笑）

目立ってたんですね〜歌ってるときは。



その場は

「しんぱしぃ！？なにそれ！？」

って言いましたけど（すねてるみたい（笑））

今年は結構多いみたいでよかったですね☆今年のライブに期待です。

でも今年の行事とか行くんかなワタクシは・・・。

今日の一文字は「若」

毎月北海道の幸をプレゼントしてます！

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=UB5EO+GF7GHE+1KO+65ME9


今日もここでデ○ノート３巻買いました！最近のハマりです。文字多い漫画かったら読むの遅く

なるから、得した気になりません？（笑）

105円書籍

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZX400+4W8BUA+8GQ+I5AIQ


この春、キレイのために始めたいこと

キレイのために始めたいこと・・・・

もちろん

ヨーグルトですよ。

始めたいっつか始めちゃってますけどね。

まずワタクシ花粉症なんですよ。新学期はいつも鼻ぐしぐし、目はしょぼしょぼ、頭はぼさぼさ

。

んで、うちのコンビニに体質改善っていうなんか、花粉症に効く薬に近いものが売ってたんで

すよ。それを店長に何粒かもらって、



一発治り。

見事体質改善しましたね〜〜。

そんで、

そのパッケージをよく見たら

乳酸菌が凝縮された顆粒です

みたいなこと書いてて、



えっ、乳・酸・菌！？

それで今年はヨーグルトを大量摂取してるわけですよね。

でも乳酸菌ていいですね。体にはなくてはならないものです。

前に○なまるマーケットにおばあちゃんっぽい人が、「そのお肌つやつやの秘訣はなんですか？

」（←薬○さんムリして言ってる気がした（笑））って聞いたらその人は「ヨーグルトです」

って言ってたんですよね。

そりゃ食うっきゃない。

てことで食べてます。

最近はプレーンのでっかいやつあるじゃないですか、あれを買ってきてね、１人でぱくぱくぱく

ぱく。



母親も同じテレビを見てて触発されて、ヨーグルト微妙に食ってます。

でも冷蔵庫に入れてて冷たいのはお腹壊すからと、

しばらく外で解凍（元々凍ってないけど）した、ぬるいヨーグルト食ってます。

一口たべますた。

おえっ



今日の一文字は「嘔」

着うたいかがっすか〜〜

着うた

曲とか、さらに楽譜ダウンロードできます！

ていうかコレ見てるあなた様もブログ始めませんか？ノートに日記付けるよりも気軽につけれ

るし、みんなに見てもらえるから書けるってのもあるし、後から見返したら結構おもしろいです

よ☆こんなんやってたんや、って。

開設はこちら>>>

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZX400+432376+FNC+BY642
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYMTC+2D50AA+8NE+68EPD
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYMTC+BAN2YA+H08+BZO4I


バイト

久々にバイトのことでも書きましょうかね。

毎年そうなんですが、今年もやってきました。芦屋桜まつり。

しかし。

雨。

うちのバイト先はこの祭に非常に近くて

お正月よりもクリスマスよりもバレンタインよりも盆踊りよりももちつきよりも成人

式よりも勤労感謝よりも海の日よりも・・

この日が一番稼ぎ頭なんですが



雨＿|‾|○

ざぁぁぁ

でもね、

やってたらしいです。ｗ

まつり。



まつりをするとね〜〜〜増えるのがね〜〜〜

わけわからんやから。

やから＝輩ですよ。

意味わからん人々が増えるんです。

今日もわんさか来ました。

「ねー」

「ねー」



「ねーーーー」

うっさい１８女。

大人が「ねーーー」って呼びかけるんじゃねぇ！！

ていうか最初呼びかけてるんじゃなくて、隣にいた友達と話してるんかと思ったし。

子供じゃないとわかったのは、隣でため口で話してたのが高校生の制服着てたので。そのこ

はジャージやったけど。

ていうか高校生が店員に向かって「ね〜」って呼びかけるなよ。

んで



「このあんまんこしあん？」

しるかーー！！

どっちでもいっしょじゃーー！

それもその呼びかけ、他の人のレジしてるときですよ。横から「ねー」って。

本能で生きてるんじゃねぇよ！

あーもう芦屋の人って甘やかされて育ってるし、お小遣いだってもらい放題やから苦労を知らな

いんですよね。若者ってアフォばっかです。



「ケンシロウ！」

えっ、ケ・ン・シ・ロ・ウ！？

たらら、ぱー

って某Ｖバンドなら言うんでしょうが。

びっくりしました。

そこに立ってたのは・・・・！！！？



肌がまっしろの７歳くらいのいかにも甘やかされてそうな坊やでした。

絶対親そっち系の人や〜〜

ちょっとそんな感じしたし。お母さん。お父さんいなかったけど。

そう、お母さんが子供に呼びかけたのを聞いたんです。「ケンシロウ」って。

絶対北○の拳意識して付けたやろ〜〜。

しかもお母さん、自慢げに我が子の名前何度も呼んでるよ〜〜(´д｀)

（　´,_ゝ｀）ｱﾘｴﾈ

「ケンシロウ、おにぎりなにするの？」

「ケンシロウ、おかしは？」



「ケンシロウ、アイスは？」

甘やかしてんじゃねぇよこのスットコドッコイ！

俺の、俺の知ってるケンシロウはなぁ、もっと、もっと・・・

もっと色黒なんだよ・・・　　＿|‾|○

今日の一文字は「北○」（関係ないですね・・・）

バイトこっちに変えようかな・・・見た目とか気にしなくてもいいし。時給７００円より（現在

時給７００円（苦笑））安いってことはないでしょう（笑）



ちなみに、実はこれ↓に登録しちゃってます。怖くてまだ実践にはいたってませんが・・・好き

なときに好きなだけバイト、ってやつです。

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYMTC+9N3QGI+RJY+5ZEMP


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZYMTC+9X83QQ+NLQ+5Z6WX


春に行きたいこと、やりたいこと

春、っぽくなってきましたね！

最高ですね！

今日も９時間くらい寝ました。まだまだ寝足りません。てか９時間後に目が覚めるようにセット

したのに、起こされた感満載。

どれだけ寝続けるんやと。まぁ夜寝れなくなると困るので起きてますが。

今日は夢で「デス○ート」の主人公ライトくんになってて、大変しんどかったです（笑）

人はばたばた死ぬし、ノートかくさなあかんし、駆け引きしなあかんし。

緊張の連続で疲れました。

そう、今日のテーマは「春に行きたいところ、したいこと」です。

行きたいところはいっぱいありますね〜。

まず「花見！」いつも行きのがすんですよね。でももう少し暖かくなってからがいいなぁ。

あのライトアップされた夜桜を見ながら、お酒飲んでバカ騒ぎ（近所迷惑ですが）って最高です

よね。バカ騒ぎしなくても、しっとりお酒を飲んで、静かなところで桜を眺めてすごす・・・最

高ですよね。

日本人には多いと思いますが、一番好きな花はワタクシも桜ですね。

出会いと別れの季節で大変なところありますが、春は結構好きです。

そして「やりたいこと」

これはもう決まってるんですよ。実は。



それは「バンド」

バンドっていっても今までやってたやつではなくて、そう、楽器。

楽器バンド作ります。

っといっても決して「SYMPATHY」の時にしてた楽器演奏で味を占めたわけじゃないですよ（笑
）

うん、いろいろあったんです。いやアカペラがイヤになったわけじゃないけど。

一番上の紹介文換えなあかんかな（笑）

まぁあまりどこも顔出しとかしないかもしれませんが、今年度もよろしくお願いします。

(・e・)
ひよこまーく

ホームページ運営者、メールマガジン発行者なら、エーハチネットに参加してお小遣いをゲット

しちゃいましょう。

こちらも小遣い！アンケートに答えるとポイントが溜まり、商品が買えます！

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=U0C3F+354DPU+0K+ZS5GH


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZX400+584ZXU+47E+TYJ5T


検索文字列

お待ちかね、おもしろ検索文字列のコーナーがやってまいりました。

ひっかかった人、すいません(´д｀)

知ってる方も多いと思いますが、このじゅげむというサイトさんにはいい機能が付いてます。

検索エンジンからこのサイトに来た人が、どんな言葉を打ち込んでここに辿り着いたのかがわ

かる、アクセス解析なるものがあります。

こんな言葉がありました。

「今日の一文字」

これは普通ですね。ってか他サイトさんと間違われてきたのなら、

大変申し訳ない。 

検索しなおしてください。ぜひ。

「ハロースイス チューリッヒ ハイジ」
（ﾟ∀ﾟ)はろーす〜いす〜〜

ホラ、この人気！ 



ワタクシあのＣＭ結構好きなんですよ〜。あの温度差といったらｗ

今３シリーズくらいあるみたいですね？全部チェックしたい！ビデオとってたら貸してくださ

い（ありえん）

「日本の海 潮臭い」
そんなことかいたっけ？ｗ多分合宿の記事かな。確かに日本海は潮臭い。しかし

何を調べたかったんやこの人。

物好きな人多いです。

「沖縄 マリンスポーツって」
これはしぇんまで行ったときの記事にひっかかりましたね。っていうか、

「って」ってｗ

「とは？」くらいにしといたほうがいいと思いますよ。普遍的でひっかかりやすいから。

「鳥インフルエンザ 人感染 常備品」
これも覚えてます。ウイルスの存在意義について熱く１人語りました。この人はかかりそうなん

ですかね？常備品って・・・。タミフル？ｗ

どうでもいいですが病気ってテレビで大々的に取り上げられたら流行りません？

O157とかSARSとか・・・。テレビが流行らせてる説たてようかな（笑）



「ボイパ講座」

すいません、ここで学べることはないのでもっと専門のところへお願いします。

陳謝。

「ハロースイス ハイジ cm チューリッヒ」

どうこの人気！

みなさんきになるんすね〜。

「クラ○がたった！」

と同じくらいの名言を残しました。ハイジ。

「ベースボイパ」

ハイかきました。性懲りもなく。なかなかアカペラ勉強熱心な人がきたんですかね。

そんで、

何か役にたちました？

たってない？

でしょうねぇ〜〜（′∀｀）

「車もパソコンもうちにはないだろう」

パソコンはありますよ！ｗじゃないと日記も書けないし。新しいパソもきます！今使ってるのは

弟にあげます。大学はいったら何かとパソいるでしょうからね。

・・・・あれ。



・・・この人は。

・・・何を見たかったの？

（某いっこ○堂風）

気になるわ！！ねれへんわ！うそやねれるわ！

「16ビート　ボイパ」
具体的なボイパになりましたね・・・お手本でも欲しかったんでしょうか。

基本リズムの跳ねてるやつは１６ビートのシャッフルというらしいですよ。

ちなみに８ビートが跳ねてるリズムのやつはジャズのスウィングに当たりますので、ポップ調で

跳ねてたらすべて１６ビート、かな？

「ボイパ講座」多大な迷惑を・・・！ 

もういいっすか？ｗ

ざっとこんなとこですかね〜〜。



日記ちゃんと書くように成ったし、最近は余裕もでてきたから広告の勉強でもしましょうかねぇ

？どんな広告おいたらクリックして、宣伝料がはいるのかみたいな。

副業にしたい。

みなさまこれからもぜひ当ブログまでお越し下さい。

これしたい↓

新人発掘オーディション！

プロの歌手デビューを夢見るあなたにチャンス！

応募者全員を一人ずつ直接審査。

レコーディングスタジオで１曲歌唱後

その場で結果発表と今後のアドバイスをします。

最優秀合格者はCDデビューへ！

詳細はコチラ

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZX400+3F8R02+O2Y+609HU


http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=UBA3V+5ZIYJE+D1Q+63H8H


貧富

今日聞いたんですが、

うちの弟の（弟は浪人中、今年から大学生です）今年の卒業記念品て何かわかります？

聞いてびっくりしました。

なんだと思います？

なんと



iPOD

(´д｀)ﾊｧ?y-~~~

（′∀｀）ｼﾈﾊﾞｲﾝｼﾞｬﾈ？

はろーすいす〜〜ヽ(`Д´)ﾉｳﾜｧｧｧﾝ 



舐めてますよ。

貧乏学生を。

ちなみに去年の弟のもらった卒業記念品も「MDウォークマン」ですよ。

アホちゃうか。

私立だからお金余ってるんですね。

修学旅行とかオーストラリアっすよ！！

ワタクシなんか信州やっちゅーねん！

いや、楽しかったよ、信州（笑）

でもなんかギャップはげし。

貧富の差は開いていくんですね・・・。

最近金の亡者です。就活以外は結構アフェリエイトいじってます。この記事の下のほうにあるん

でみてやってください。クリックしてやってください。

そうそう



関係ないですが（若干関係あるけど）

新しいパソ買います！

いや〜もうこのパソ６年くらい使ってるしな〜〜

しかも人からもらった（格安で買った）やつやし、弱いし・・・。

スペックとか２０Ｇで、しかも音楽ファイルが１２Ｇはいってるので

他なにもいれれへんし！

ヽ(`Д´)ﾉｳﾜｧｧｧﾝ 

しかも音楽ファイルなんて増える一方やしね〜〜

ちょうど弟が大学はいるので（大学一緒じゃないですよ、念のため・・・）

これをゆずって（笑）新しいの注文しました！デルです。

２５０Ｇ！！

メモリコンプレックスだった私にとって新時代！まさに新世紀！！

すげえよ、１２倍以上だよ！買っちゃった〜。

メールが〜とどきました〜（買っちゃった）



う〜しろ〜にいます〜と〜（買っちゃった）

って

さけ〜びたい〜わ〜〜〜

まど〜〜をあけ〜〜て〜〜（買っちゃった）

わかりますか？元ネタ。

まぁお金ないワタクシはローンなわけです。

月３０００円。６０回払い。

これが学生の現状。

とりあえず楽しみ☆

パソ代カンパ？に協力ください。

１クリックで救える、命がある。

↓



広告です。

てゆうかみんなもやったらいいやん！

これがうわさの（ワタクシしかうわさしてない）アフェリエイト！

うまくいけば月３０万！（おいしすぎ！）

こちらは音楽の投資です。

ミュージックセキュリティーズ

アンケートにご協力ください。商品ゲッツできます(ﾟ∀ﾟ≡ﾟ∀ﾟ)ｳﾊｳﾊ

http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=U0C3F+354DPU+0K+101KYP
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZX400+EVUWI+SKM+64JTE
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZX400+584ZXU+47E+TYJ5T




てゆうか

今日とか特筆すべきことないわぁ。

就活とバイトの日々です。

そうそう

最近また復活しました。アフェリエイト。

１クリックでいくらとか、ジャンプ先のHPで資料請求されたらいくらとか。そういうアレです。

このページ実験的にかなりたくさんつけてます。

時間ができればもっと本格的なページをつくりたいんですが、今はこれでガマンします。

そうそう、←左のコレもgoogleですがソレです。茶色いやつと検索のやつ。

ぜひお願いします。

訪れた際は１クリックよろしく。

１クリックで救われる命がある・・・。

そういうのあるのしってます？

もちろん



ワタクシのことです。

サークルのお花見やるならぜひ呼んでほしいです。



春休み

卒業ライブ、追いコンが終わってからようやく訪れました。

春休み。

ふー

ゆったりとした生活って最高ですね。

寝たきりでもいいわ〜って超多忙の日はどれだけ思ったか。

そして心おきなくはいれます。

バイト。

バイト入れず、しかもお金ばっかり催促されてたのであるわけない。

これからは貯金できそうです。あんまり使うこともないやろうし。

みなさまはいかがおすごしですか？なんかみんな就活忙しい、大変〜みたいなことを世間一般様

では騒がれますが。

いやいや。



のどかですよ。

一時の忙しさにくらべたら、

はろーすーいすーーー

って感じののどかさです。

できればずっとこののどかさが続けばいいなぁ・・・。

適度なセミナー、適度な面接・・・。

楽や・・・・。

ただ、面接落ちまくってます。



合宿

合宿お疲れさまでした。

ってかワタクシとた○さんも疲れたね・・・帰りに７時間もかかったし・・・。

バスでは４時間でついたのにねぇ〜電車でいくと回り道だ・・・。

ワタクシはその合宿でベース・ボイパ講座を担当しました。

多分

伝わらなかったんじゃないかと。

(´д｀)y-~~~

まぁ合わせて２時間しかなかったし・・・。

一つの講座に４時間くらいほしいなぁ〜。来年も行こうかなぁ〜不安やしな〜。

特にベース。育ってない感じが満載なのでがんばってほしいです。

みんなに期待してるんで☆

ちょっとこのページで補足しとこうかなぁ。ってか誰が見てるか不安やけど・・・。誰かが口コ



ミで広げてくれたら幸いです。

１、とにかく練習

みんな練習量足りない気がします。ワタクシなどはとにかくなんもないときは自主練してました

。講座でも言いましたが電車の中とか、退屈な授業中とか様々です。

んでメンバーが集まったときに練習でやってたことを実践。

またお風呂で実践するのは最高。湿度が当たり前やけど超高いのでノドを痛めにくい気がしま

す（笑）

音源をとにかく聴いてマネしてください。俺とか３回生とか、他大さんの音源でもいいし、海外

のプロの音源があれば最高です。とにかく完璧にマネして歌うこと。それもいろんな人のを。そ

して引き出しを増やしてください。その中から自分にあった技法をチョイスして使用してくだ

さい。また引き出しから、練習してる曲に使用できそうな技術はバンバンとりこんじゃってくだ

さい。そのへんはベース、パーカス担当者の自由なんで☆

原曲にとらわれないように。アカペラをしてるので、もちろん原曲のようにはいきません。声な

ら声だけのよさがあるので、それを生かしてアカペラっぽくしてください。わからんかもしれん

けど徐々にわかってくるので。

２、あそぶ

とにかくうちのサークルのみなさんは遊びや打ち方が弱い。故にグルーヴが感じにくいです。リ

ズム隊がグルーヴ出せないと曲全体にノリが出ません。ちゃんとリズム隊が率先して体全体でリ

ズムを感じてから刻んだり歌ったりしてください。でないと伝わりません。時には手拍子や足踏

みなど使うのも有効やと思います。グルーヴだせればとりあえずオーケーです。講座で言った１

６ビートのノリを出すとこは全面に出してあげてください。ただ、８ビートの曲は１６ビートの

ノリを出さないでください。８か１６かは大体ベースの楽譜を見たらわかります。てかわかっ

て（笑）

あと好きにリズムをいじってください。原曲にとらわれることはありません。プロのボイパと

かベースをＣＤの実践を期待してたらトンでもなく遊ばれて若干へこんだけどその遊び方に超び

っくりした記憶が多々あります（笑）元のアレンジにとらわれちゃいけないとプロが無言で教え

てくれました。いえ、勝手な解釈です（笑）

ベースは音を多少いじっても大丈夫です。小節の１拍目と３拍目のコードさえ合っていれば多少

遊びをいれても大丈夫です。

あとベース、特にアタック（べん、とか、ぶんとか言うとこ）をマイクにいれてください。みん

な軽い。あまりべん、とかぶんとか言い過ぎるのも困るけど。細かい出し方は気軽に聞いてもら

えればもっかいいろいろ教えるんで☆それをマイクに入れるときは上唇のところにマイクの真ん

中を持ってくるのが個人的にはベストかと。

３、コンビネーション



３、コンビネーション

あと、リズム隊は２人で練習したり話したりすることも大事です。ここはベース目立つからボイ

パ合わせろとか、ここはずれてるけどどうすんねんとか、そういう風に。逆にアレンジすると

きは、ここはベースボイパを目立たそうとか、そんなことを考えながらアレンジしてあげてくだ

さい。メンバー全員を目立たせるところを作るのもアレンジャーの役目です。

逆にアレンジにそういうのが組み込まれてなかったら若干目立とうとしてください。ただし、場

所を考えて。出てこなくていいところをベースやボイパが出てきてジャマしたら台無しです。出

てもよさそうな所を見極めてください。

あと、全体的にですが、ベースがアタックするところとボイパのキック（バスドラ）の位置は合

わせてください。２人が合うそれだけでグルーヴが全然違います。コンビといろいろ話し合って

みてください。またライブ中にアイコンタクトとかしてノリを合わせるのもとても重要です。多

分一番端っこと端っこが多いと思いますが、合わせてください（笑）リズムが分離しないで２人

で１つに聞こえるのがベストです。

４、とにかくやってみる

実践してください。練習でいろいろためしてみてください。みんなが何かしら反応してくれると

思います。ていうか反応してくれなかったら聞こえない証拠です。とりあえず生声でみんながは

っきり聞こえるくらいには音量を上げる努力をしましょう。でないと音の強弱とかつけような

いし。とりあえず教えた基礎はしっかり個人で実践してください。あと音感もつけてくださいね

。ベースがしっかりしてないとみんなぐちゃぐちゃになるんで。

５、ベースパーカッション

とりあえず使わないほうがいいかもですねぇ〜。ワタクシもちゃんとできるようになるまでライ

ブで５回失敗しました（ストリートとかも合わせて）それくらいを経て初めてできるようになる

技です。練習んときはできてても本番になったら緊張したりしくったりしますんでね〜。まぁ今

回絶対使わなきゃいけないんです、って状況になったら言ってください、必死に教えましょ

う（笑）

こんなとこかなぁ〜。まぁとにかく個人でしっかり練習してね・・・。まぁ聞きたいことあれば

気軽に聞いてください。多分た○さんにも聞いて大丈夫だと思いますし。アカペラはバンド練習

も大事ですが、個人の意識の持ちようが大事だと思ってるんで。いくら合わせてそれなりにうま

くても、もっと上手くなろうって努力している人と、これくらいでいいやって満足してる人がい

たら明らかに伸び悩むんで・・。また個人レベルでうまくなろうって意識してもらわないと、バ

ンド練習では補えないところがいくつもあるので・・・。歌のうまさとか、音感、ベースボイパ

の技術、ＭＣ、パフォーマンス力、見せ方など・・・。ちゃんと練習している人間が集まって初

めていいものができると思います。まぁ考え方が違うのでそうそううまくいかんけどね。

あとなんとなくで歌ったり、なんとなくで刻んだりぶんぶん言ったりしないように・・・。暗譜

が終わったらとにかく１打入魂、集中してください。んで歌い終わったらどこがよくてどこが悪



いか自分で考えて咀嚼して歌ってください。なんとなく歌ってる人が多いなぁと思ったので。ベ

ースなら音のだしかた、高さ、響きなど全てに集中して歌ってください。次はどの音を出すのか

、どんな技を使うのか、など考えて歌ってください。それくらいしないとうまくなりませんよ。

ワタクシは実はずっとそうやってきました。学祭の音源とかで人のやつも練習して歌えるよう

になってました。プロのマネとかもできるようになりました。そして常にうまくなりたいと思っ

ています。向上心だけは忘れないように・・・。

あーむっちゃ書いたった。まぁ講座で？マークやった人が読んでわかってくれればいいけど・・

・ちょっと専門的すぎるかな。もっともっと初級のこと教えてほしいって人も普通に教えるんで

いつでも聞いてほしいですね☆

んで明日はヒューマンアベニュー解散ですね。来てくれる人は楽しみにしておいてください。



SYMPATHY

SYMPATHY無事解散いたしました。

これまで応援していただいた皆様、裏で支えてくださっていた皆様、本当にありがとうございま

した。皆様のおかげで最後かなりよい形で締めることができました。

とまぁ固い挨拶はここまでにして。

とうとう解散しましたね。た○さんもどっかに書いてたけど、あれだけバンドを組んでるにも関

わらずちゃんと解散という区切りをつけれたのは初めてです。空中分解は何個かありますが（笑

）

まぁそれにしてもライブ中にも言いましたが紆余曲折ホントありました。楽しいこともあったし

、つらいこともありました。でも乗り越えれたからこそ、こうやってちゃんとした形で解散する

ことができた、大変ウレシイことです。苦労の甲斐ありました。

最初はもうどうしようかって感じでしたね。１ヶ月１１（１２？１３？）曲やるって聞いたとき

はどうしようかと思いました。皆でひいひい言って楽譜を覚えたのはしんどかったです。死ぬか

とおもいました。

まぁライブもたくさん出ましたね。ストリートやら、神関バトルとか、ファンＪのイベントライ

ブとか。んでKAJa!ね。ホント屋外でやるには全く向かないバンドなんですが、屋外の方が多かっ
た気がするなぁ。中には「なんじゃこのライブ〜」って感じの、まとまりのないライブや、お客

さんの極端に少ないライブもありましたが、下積み時代って感じでしたね。それがあって、最後

は１２０弱ものお客さんが来てもらえるようになったわけだし。

まぁよくがんばってきましたよ☆他の後輩バンドも最後は有終の美を飾れるように（飾れたかわ

からんけど（笑））がんばってください☆やっぱ解散すると寂しいですが、感慨深いものがあり

ます。がんばってきたんだなって。やってきてよかったなって感じです。誰もそんなこと口には

恥ずかしくて出しませんが、皆思ってると思います☆

まぁライブももっとこうしたほうがよかったとか、笑顔が足りないとか、音が上がったの下がっ

たのといろいろありますが、最後やしいいや（笑）なによりあれだけのお客さんが泣いてくれた

のが嬉しかったです。てか最後のWe're fiveは狙ってたんですね〜！海外のアーティストさんのラ
イブにいくとアンコール激しいとことかは、アンコールでしっとりした曲を持ってきて、興奮を

静めさせてから返すみたいな手法が取られてるみたいで、しんぱもそれがしたいのかと思って

たら、まさか泣かすためとは（笑）



そうそう、あとお花ありがとうございました☆たけ○の思いつきやって？どうもありがとう☆

さて、これを皮切りに解散ライブがどどーっとやってきます。

２／２８　Ｖパラ解散ライブ（ミノヤホール）

３／５　クレパ卒業ライブ（場所はちょい不明）

３／１０　Human Avenue解散ライブ（amホール）
３／１１　クレパ卒業ライブ（これもわからん）

３／１４　Brooklyn４回卒業ライブ（THホール）
３／１９　神関ストリートライブ

最後のは違うけど（笑）

きっついなぁ〜。これ全部お金もらえる営業やったらどんだけ儲かるか（笑）でも実際黒字は１

つだけ。それも雑費引かれたら確実赤字。しかも今家が厳しい状況なので、確実に破産ですよ。

まぁそりゃバンドの誘いを断らない（ってかやりたいんやもんしゃーない（笑））ワタクシが悪

いですけど、少しは気を遣ってほしいなぁ(´д｀)
ライブに来て下さったみなさま、本当にありがとうございました☆またどこかでお会いすること

がありましたらお声がけください☆SYMPATHYはこれにて閉幕です。



超多忙

ちょっと聞いてください。

最近の流れを。

まず土曜に１日関学さんの合宿にお邪魔し、夜帰ってきて、

日曜は朝からバイトにいき、そのまま練習にいき、さらに夜に夜勤へ。

そのまま家に帰ってスーツをきて速攻家でてのすの練習に。

その後セミナーへ行き、そのままのかっこでのすのライブに。

そしてそのままのかっこで打ち上げ？の食事にもいかんとシンパ練へ。

そして夜中まで練習したあとや○ぎ宅で仮眠を４時間くらいとり、

今にいたる・・・今ももうすぐでかけなきゃあかんし・・・。

「忙」



合宿

今日の一文字は「泉」



えーと

今日は二次元コードで日記すませますｗさらば。



あ〜

練習いっぱいありました・・・。

余裕ない。

さっき車で送ってもらって帰ってきました。

明日は１０時からしんぱ、ずっと練習して１６時から説明会、２１時に機材運んでＶパラやり

ます。

ちなみに１７日はもっとハードです。

もつんかな、体。

しかも今月の残金１４円・・・しかも多額の借金。

こらノー○ーンかなぁ（笑）

今日の１文字は「疲」



う〜む

最近情緒不安定です。

変なことが気になったりうっとおしくなったりします。

練習中はある人を見習って、なるべく練習中の雰囲気が壊れないように気を遣おうと思ってたん

ですが、今日やってしまいました。なんか疲労とか、ねたみとか（！？）いろいろ混ざって、前

２バンドで積み重なって３バンド目でノックアウトヽ(`Д´)ﾉｳﾜｧｧｧﾝ 

ス○ンキーのみなさま、すんませんね｡ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ｡うぇぇん

どうも煮詰まってるみたいです。２月はホンマあかん。スケジュール詰まりすぎて死にそうです

。

旅行とか遊びとか言ってる人、春休みむっちゃ暇って言ってる人、マジうらやましい。

こちらはバイトする暇もない。しかもお金も搾取されてない・・・。

ぎゃーーーっ。

まぁこうなる前にバンドかぶりすぎなんが悪いんですけどね・・・。どうも経験値を貯めようと

して、バンド承諾してしまう。別に断れない性格ってわけじゃないんですよ、全部やってみたい

って思ったからやったわけです。

しかし正直これは予想してなかった。非常にすごい状況になってます。

あ



今日バレンタイン？

今気づいた。てか日がかわってしまったけど。

チョコ・・・

もらってない

ぎゃひーーーっ



しぬーーーーーーーー

とまぁこんな感じになりました。苦労してんだから、誰か慰みしてくれても（笑）ウソです。言

ってみただけです。変な習慣ですよね。

どうでもいいですが

最近鼻が光って困ってます。いや前からですか？意識してなかっただけですか？とりあえず困っ

てます。どうしたら光らなくなりますか？

あぶらとり紙常備して、結構ふいてるのに（キモい光景ですね）直りません。トナカイもびっく

りです。しかも赤鼻に近いです。カゼひいてないのに。万年酔っぱらいみたいな感じ（笑）

原因対策わかった方はこちらまでご一報を

今日の一文字は「輝」

鼻がね。



ライブ〜

久々に人のライブに行きました〜。なんか久々です。完全にお客さんで行くの。まぁ昨日

はPHONESさんのライブに行きましたけどね。アカペラの完全お客さんは初めてです。
そしてお客さんと出演者が話してる姿を見ながら、その輪に入れない自分を感じつつ「あ〜やっ

ぱ世代は交代したんですなぁ〜」とか考えながら年寄りばっかで帰りました（笑）

いや〜みんなうまくなってますね。やっぱ。

１回はやっぱ１年間結構努力しただけあってうまくなってました。そろそろ場慣れしてきたって

感じがでてました。

２回は結構貫禄でてきてましたね。もうすぐ最上回ってのもあって落ち着いてたんかしらんけど

いいライブができてました。特にびっくりしたのがMC！みんなちゃんとしゃべれてるじゃないで
すか！うちらの代では２回でしゃべれるとか考えれなかったことです。てか今でもまともにＭＣ

したことないけど・・・その点にびっくりしました。成長しましたなぁ〜。

（ていうかこんな上から目線？じゃないけど、ちまちま評価してる時点ですでに引退丸出しですよね・・・世代

交代〜〜・・・）

まぁライブの感想は各アンケートに書かせてもらったしここでは言いません（笑）

そうそう、どうでもいいですが、最近行き詰まってます。

どうしてもマスターしきれない曲に出会いました。

それもベースで。

ていうかワタクシからベースとったら何残るよ？アカペラでベースのできないタスクなんて、塩

のかかってないチャーハンと一緒です！（犯罪者に無塩のご飯を食べさせて、１０日くらい無塩

生活を続けさせて自白させるってやり方あるらしいですよ・・・命の源です塩は！（塩コンプレ

ックス））ちなみにうちのチャーハンは塩かかってません！ただの焼いたメシです。

とまあそれくらいベースばっかりでもてはやされ（？）できないくせにチヤホヤされてきたの

に（笑）ここにきてできない曲が。

それも２曲も。

しかも、



土曜日発表〜〜〜〜

間にあわんヽ(`Д´)ﾉ

はろーす〜いす〜〜（ﾟ∀ﾟ)ｱﾋｬﾋｬ

こんな感じです。頭んなか。

ていうかね〜低さ以外はプロの完コピできる（できるできないに関わらず（笑））のが売りだっ

たのに、どうしてもマネできない。わからない。タイミングがつかめない、覚えきらない。

そして同じ曲ばっか聞いてたら飽きる！（飽き性←最悪）

初めてで戸惑ってます。でもおもしろい。

こういう刺激待ってたかも。４年目のくせに。刺激不足ってわけではありません。っていうか

Ｍじゃないし（笑）でも最近いろんな人にＭって言われます。



でもワタクシは

いじられるのが死ぬほどキライです。

カンベンして。

でも人をいじるのも好きじゃないかも。いじめるんとかもキライかも。

でもいじられるんはもっとキライ。

どっちつかずですいません。

あれ、何話してた？

こんな文章力でエントリーシートやら書いてＰＲできるんすかね？

しかも興味あるよ〜〜にでっちあげなきゃいけないし・・・大変だ。文章て難しい。好きやけど

。

じゃあ今日の一文字は〜「文」

なんか内容すり替わってる気がすっけど・・・いっか。



今日は

あんまりなんもなかったですね〜。

バイトにはいったくらいです。

最近はバイトもよくはいってますよ〜週５くらいで。

そこに練習はほぼ毎日はいってます。時間の兼ね合い大変です。

そしてもうセミナーとかの予約もしました。背広着ます。

早く内定とりたいです。

今日もバイトでむかつくことがありました。

弁当が来て、品だししようとしてるときに若い女性が弁当コーナーの前でぼーっとつったって

ます。

（・・・はよ決めへんかな）

こういう時はずごいジャマなんです。品だしはしなアカンわ、客には気をつけなアカンわで大変

です。時間がなかったので、女性の横から失礼して弁当をちょこちょこ出してました。

とりあえず苦しいまま弁当を出し終え、次はパンを品だししようとしました。

そのとき。



その女性はパン売り場の前に移動してぼーっと立ち始めました。

(´д｀)y-~~~うざっ

やっぱお客さんて店員が避けるもんやと思ってますよね。てか俺も思ってますが、ストレスの

溜まってる昨今はこんなときストレス値がさらに上昇します。

その女性を避けつつ、ないパンを見て品だしします。

パン売り場は狭いので、ぼーっとつったたれると、隣の通路から見るしかないので、目の悪いワ

タクシはかなり苦労します。

まぁそんなことお客さんはしったこっちゃないでしょうが、怒りがどんどんその女性に向けられ

ます。

まぁなんとかパン出し終えましたよ。まぁここまではいいとしましょうよ。でもね、驚いたのは

この後です。

生鮮食品（サンドイッチとか冷やす系のもの）を出そうとしたとき、



その売り場の前に同じ奴が！！

ヽ(`Д´)ﾉｳﾜｧｧｧﾝ 

諦めて客足が落ち着くまでレジに専念しました。

そしたらだしっぱなしの新品のカゴ（さっき品だししようとしてワタクシがもってきたやつ）か

らおばちゃんが物をひょいっ。

それ、売り場にあるんですけど。

気持ちはわかりますが、賞味期限かわらんからどれも一緒ですよ。こっちは気分を相当害されま

すが。



コンビニでは店員の機嫌に注意しましょう。

今日の１文字は

「退（け！）」←どけ、と読んでください。

ちなみにご指摘がありましたが、

昨日の一文字は

「あ゛」ですよ（笑）

↑これできます？あ、に濁点。



あら〜

すいません、超止まってました。

まぁ今も多忙につき更新はあまりできないかもしれませんが、ちょこちょこやっていきますので

よろしくです。

突然ですがチューリッヒのＣＭ知ってます？

最近あのＣＭがツボです。

ハイジ

「チューリッヒのスーパー自動車保険では、テレビやインターネットで最大７０００円もおトク

なのよ！」

おじいさん

「車もパソコンもうちにはないだろう。」

ハイジ

「あ゛」



ハイジ

「ハロースイス〜」

おじいさん「座って食べなさい」

そういう問題か！？

すきですね〜〜こういうの。

こういうのもっと待ってます。



ぼいしーず

行ってきました、VOICES！

なんかすごかったですね〜。

学生の企画したイベントとは思えないような大がかりなイベントでしたね。某カジ○より大きい

んじゃ？

だって天下の大丸前は占拠するし、そごう前は占拠するし、煉瓦倉庫前は占拠するし・・・。

ホント、主催者の佐藤君は恐れ入ります。あと大丸前をしきってくれたつねくにくん？同じ４回

生には見えません。しっかりしすぎてます（笑）

そしてステージ！

むっちゃでかい（笑）

某カジ○と同じくらい大きいステージでびびりました。

んでプロとかと同じ舞台に立つことになり、見事にテンパ（笑）

口はがらがらになり、リズムはむちゃくちゃ（笑）

挙げ句の果てにお客の女性二人がこっちを見て、何かこしょこしょ話をしてるので、女

性がそんな乗ってないのに１人ノリノリで、さらにボイパに声がはいっててキモイ

と言ってるんちゃうか、と勝手に想像してへこむ＿|‾|○

まぁなんとか乗り越えましたけどね。

まだまだ精進が必要だわ。



意外と慣れたと思ったステージで、まだまだ緊張するものです。今回は言ったらサークル入り乱

れの無差別格闘技戦みたいなもんだし（笑）いろんな人が見てると思うと、（特にプロの人が見

てると思うと）気合いが入りすぎて失敗します。もっとのびのびとできたらいいんですが。

最近は就職活動の時期が近いせいか、顔コンプレックス、うまさコンプレックスです＿|‾|○

さすがに最初からもつものをもっとかないと辛い世界ではありますね。

特に顔さえあれば最近はどうとでもなりますが、多少うまくったって顔がよくないと最近は見向

きもされません。

今日はステージで、そんなにかっこよくない人が（笑）ギターソロでがんばってました。あーい

う人にがんばってほしいです。

就職のためには整形とかもしなあかんのかなぁと思うタスクでした。でもそんなんホンマのかっ

こよさちゃうしな。とりあえず内面だけでもなんとかします。

今日の一文字は「舞」。

舞台（ステージ）多くでたので・・・。



インフルエンザ

５日くらいあきましたね・・・。

もうね、ねむたすぎ・・・。

今日も練習の途中だというのに

途中寝ました。

３０分くらい寝た？

アトラン○ィスのみなさんごめんなさい・・・。

そうそう、今日ニュース見てたんですが、



インフルエンザって誰が作ったんでしょうね？

思いませんか？

思いませんね。

てかあんな小さな、なんかあまり存在意義もわからない（それを言ったら人間も・・・オホン）

小さな害しかない生き物（生き物？）かどうかもわからないもの・・・。

今日報道？ステーションだっけ？で構造をやってました。

細胞にとりつくときにつかう、Hなんとかってタンパク質と、細胞から離れる時に使うNなんとか
っていうタンパク質が外を取り巻いてて、中には８本のRNAがあるらしいです。

まぁウィルス全体的に言えることですが、

誰がなんの為に作ったんでしょうね？

特に流行りすたりのあるインフルエンザ。

どこから来て、どこに行くんでしょうか。

そして何が目的？

まぁ人間もそういえばそうなんですが（笑）



でもホント、インフルエンザウイルスってコンピューターウイルスみたいに

超人工的というか、なんか機能のみの存在って感じやし・・・。

みなさん神様信じますか？

自分は否定もしないしけど肯定もしないけど・・・。なんかこういうときは神様の存在を感じず

にはいられませんね。

例えば最近は一部でしか戦争とかしないので、人口が急激に増えてきた。特に中国やインド、ベ

トナムとかのアジア系、それとアフリカ大陸全土などに。

でもあまりにも人間に増えられると自然界のバランスとかが崩れてしまうし、うっとおしい（笑

）

でも神様が人間に戦争させようといろいろ小細工しても、最近は戦争を１回したら地球が滅亡す

るような戦争になるし、その前に理性で戦争をやめれるようになってきた。

このままでは神様おもしろくない（笑）

そこで病気の登場。アジア系には鳥インフルエンザという新たなウイルスを流して、人にも感染

できるようにした。一方アフリカにも、ゴムを買う金がないのを見越して、エイズウイルスを

流す。先進国は最近少子化なので手を加えなくてもよい。

とかって考えると、インフルエンザとかHIVの存在がすごく簡明でわかりやすいんですけどね。よ
うするに人間増加抑制剤みたいな？

そう考えたら我々人間も、なんか自然とか破壊しまくったり宇宙にでちゃったり、生き物殺し

まくったりしてるけど、ホントはなんかやるべきことがある気がしませんか？

それがなんなのか教えてほしいですよね。まぁ目的見つけるのも生き物の宿命なのですが・・・



それがなんなのか教えてほしいですよね。まぁ目的見つけるのも生き物の宿命なのですが・・・

。

なんか深いような、単純な話になってしまいました（笑）

明日はVOICESです！神戸でステージや〜。いつも東遊園地でしか歌ってないので新鮮です
ね（笑）



いご

ヒカルの碁１，２，３巻購入〜。

いや〜もう一つの日記のほうにも書いたけど、前にこのマンガがきっかけで友達が囲碁始めたの

をきっかけに俺も無理矢理やらされて、その後は自分しか続かなかったけど（笑）大学にはいっ

てアカペラ始めて、全く手つかずでした。

でもまぁ４回生の学祭も終わり、たくさんもってる４回生バンドもそろそろ解散に向かい、自分

も練習は多いながらもそこそこ忙しくなくなってきました☆

まぁそこで、第２の趣味の復活です。

いや〜得意なのってゲームなんですが・・・。

大体のゲームは最初からそこそこできるんです。格ゲー、パズルゲー、ＲＰＧ、アクション、

シミュレーション、シューティング（はあまり得意でない）果てには音ゲーなどなど、どれもそ

こそこできます。

まぁ言えば、テレビ画面と対峙するやつは大体得意ということですね。

逆に言うと、

現実の世界の物を使ってやるゲームは苦手です。



まずオセロ、囲碁、将棋、チェスなどのボードゲーム。

まぁゲームの分野でプロの世界があるのってこういうのだけですもんね。頭がよければヨイほど

強いゲームは苦手（笑）

あと、UFOキャッチャー。
これ結構苦手。強い弱いとかじゃなくて、取るか取れないか。

んで、カッコ悪いかカッコいいか。

こんなプレッシャーかかるゲームは苦手。

そして

じゃんけん、麻雀（半分は技術ですが）ウノ（半分技術ですが、半分運ですよね）トランプ（コ

レも半々）など、運が左右するゲーム。

気の持ちようなだけかもしれませんが、ウチの家系、運が悪いのです。

まぁ詳しい内容はリアルなので言いませんが、あまり運がよろしくないのです。まぁ他にも不幸

な人はいっぱいいるので気の持ちようなだけでしょうが（笑）

あとはまぁ、卓球、ビリヤード、ダーツとかのスポーツまがい（笑）

なんか挙げていったら



なんか挙げていったら

結構苦手なのが多い！Σ(´д｀ノ)ノ

ダメじゃん。

あ、なので碁から始めました。昔とったきねづかです。ちょっとずつ勉強します。

今までやってたゲームとは深さが違うのでじっくりやります〜。すでにマンガだけじゃなく、昔

の解説書も３冊くらい見直してます。楽譜制作の合間に（笑）

今日の一文字は「碁」

うわ普通（笑）



気づいたこと

ふと思ったんですが、

日記復活した２回分、

今日の１文字書いてない＿|‾|○

そんなんちゃっかり忘れてたわ。

今日は書きます今日は。

そうそう、どうでもいいですが、

コンビニで、未成年か成年かどっちかわからんような人がお酒を大量購入してて、その人が未成

年かどうかを判断する方法をお教えしましょう。

コンビニ行っててその判断法で未成年がお酒買ってたら咎めてあげてください。



なんだと思います？

カゴの品の内容をみて、

とりあえず

ビールがない！

ここ、重要です。

(*．_．)φ))ﾒﾓﾒﾓ

そしてまた、

酎ハイしかない！



なんてったって体はまだおこちゃまなので、

苦い飲み物は飲めないんでちゅね〜〜〜！！

（′∀｀）ｳｻﾞｯ

そう、絶対高校生とかは甘い酎ハイばかりを買いますね。

それもオレンジとか、レモンとか、ホンマ甘いやつ。



まぁ中には、誰かさんみたいに高校のうちからビールばっかり飲んだり、ボジョーレヌーヴォ解

禁とともにワインに手を出したりする高校生もいます（いました）が。

はい、わたくしのことです。

でも前も書いたけど、酒に弱くなりました。

高校生んときは全然けろっとしてた。テンションも上下せずに、ほとんど酔わず、ホンマざる

状態。

今はへろへろです（笑）もう歳ですね。

多分体力が高校んときに比べて格段に無くなってるからでしょうかね。

でも最近家の前の道、高校生んときは走ったら駅半分の距離でバテてたのに、最近はバテずに駅

まで走れるんですよ！

意外でしょ？え？走るのが意外？正解。

よく言われます。ワタクシの本気走りはみたことがないと。



当たり前じゃないですか。

本気走りなんて

運動会でも見せたことないですよ。

まぁ死の危機にさらされたら走るかなぁ・・・。いや諦めるかなぁ（笑）

恋人のなんかの危機とかなら多分見せるかも（笑）でも、そんな状況ならんわなぁ。

あ、今日の一文字は、なんだろう・・・「酒」

まとまりない文章やから文字きまらん（笑）



飲み会

やっぱ書くと来てくれるもんですね☆これからもちょくちょく書こう☆

訪問者数がワッと増えました。ありがとうございます！

昨日は飲み会でした〜せかとぅで。

今後の活動についても話し合いましたがとりあえずＣＤ作って就活中は若干お休みってことにな

りました。

まぁその後もやりますがね。

あととりあえずKAJa!!にも応募しようってなりました。

しかしね〜。

最近よく飲み会でやらかします。

セクハラ

（笑）



いやー男にも女にもしますね。

女性陣はお気をつけください。

なんでかな〜昔はそんなことなかったのにな〜。

余裕ないんかな。心の支えがないと弱い男です（笑）男なんてみんなそうなんでしょうけど。

そして昨日も飲みました！

ジョッキ１０杯近くはいったんちゃうかな〜。

もっと時間があればもっと飲めるんですがね〜。

９０分で１０杯ってことは、９分で１杯のペースですね（笑）まぁ最初の方は飛ばしまくってた

から厳密には違いますが。

話変わりますが。

最近は碁の本を読んでます。

高校んとき某マンガがうちの高校で流行って、碁をそれらの影響で始めたんですが。そのときの

杵柄で（？）昔買った定石の本とか読み返してます。

まぁ、弱いですけどね・・・。

自分はゲームはできる、なんて豪語してますが、そういったテーブルゲーム系って弱いんです

よね。チェス（これできないし）とかオセロ、将棋とかね。

こういう系は頭よくないとなぁ・・・。ゲームとはいえ、プロの世界まであるゲームですから。

あ、なんかまとまりない日記になりました（笑）まだ頭回ってません。



ひさびさ

だいぶ放置しました。

学祭も終わり、いろいろ終わっていきます。

気が付けばあと今年も２ヶ月切ってますよ！

あ〜あ〜なんもしてない（笑）

そうそう、さっきここのアクセス解析をみてたんですが、

サーチエンジンの検索でこのサイトを見た人が、なんと検索してここにキタのかがわかるんで

すが、一つは

「ブル民」

まぁ、うちらはブルックリンのメンバーのことをブル民と言ってたので、

これはひっかかるのわかりますよ（でもそれを検索する人は何をみたかったんでしょうね）

もう一つだけありました。

「肉まん包む紙」



いっとくけど、ウソじゃないですよ（笑）

この検索者、

何がみたかったんですか？

コメントお願いします（笑）

なんかちょこちょこチェックしてくださってる方がいるようで！

これからはマジメに書きつづりますよ。だいぶ身の回り？も、学祭終わって落ち着いた

んで・・・。



カゼ

沖縄シリーズをお送りしようと思ってましたが、急遽変更。

カゼシリーズをお送りします。

最近よくカゼひきます。

なんでかな〜。

体力低下はそうでしょうけどね・・・。

運動しないから基本体弱いんでしょうね。

そしてワタクシは文句言いじゃないですか。

もう機嫌が悪くなったら何から何までムカついてくるんですよ。「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」

って知ってます？

その人、物が嫌いならそれに関連するもの全て嫌いになってしまうことの例えです。まさにワタ

クシそんな感じでして。

ていうか朝の電車とかからすでにストレスが溜まり始めてるので・・・。

ストレス溜まりやすいんですよ。オカンの血ですね。

そして何に対してもキレやすい、怒りやすい、これはオヤジの血ですね。

でも周りの空気を見て、なんかあんま騒がないほうがいいなって思ったり、これまたオカンの血

ですね。

どっちかに偏ってくれたらいいんですが、なんか交感、副交感神経のように変なバランスが取

れて、ストレス発散ままなりません。

故に中学んとき変な病気になったんですよ。口んなかが至るとこ白くなって、全部痛いんです。

早速学校帰りに耳鼻咽喉科に行きました。

なんて言われたと思います？



「あーこれはカビの一種ですね〜」

カビ！？

キノコとかになったりするアレっすか！？

口からキノコ生える〜〜〜[:悲しい:]

とか思ってたらお医者さんがとどめの一言を。



なんて言われたと思います？

「これ、赤ちゃんがなる病気ですよ」

・・・・パードン？



・・・・パードン？

つまり、ストレスで（確かにそのころいろいろ先生とかと対立とか、

文化祭の準備とかでキレやすくて問題児でした。）

抵抗力が赤ちゃん並になってしまってた、と。

ありえへん。

ストレスって怖いですね。



２回か３回だっけ？のウィンターライブくらいんときも忙しすぎて

味覚障害になってたし・・・。

体弱いわ〜。

もっと何をされても動じないような心の強い、広い人間になりたいですね。

今日の一文字は

「風」

です。

そのまんまですね。病気。



この一文字で上手くまとめれたことないよなぁ（笑）



マリンスポーツ

沖縄でマリンスポーツってやりました。

海嫌いなワタクシは・・・初体験です！

えっと、最初にドラゴンボートって、ただまたがるだけのゴムボートみたいなやつに乗って、

ジェットスキーに引っ張られて行くだけなんですが・・・。

楽しい！

少し酔いましたが（笑）

とにかく水上あんな感じで進んで、ハネて、しかも流れる景色・・・。

テレビの世界です。

とにかく非日常的体験でしたね！あんなんびびるわ〜。

そしてついでにジェットスキーも体験しました。

はやっ。



ドラゴンボートとかと同じ感じでしたが、運転してたにーちゃんが、同乗者が男１人だからサー

ビスしてくれて、もうわけわからん運転かましてくれました。

吐きそうやった・・・。

でもドラゴンボートと同じく、かなり爽快！あれは陸地では味わえない！そして転けても平気

！（転けなかったけど）

車の免許も欲しいけど、船舶３級？かなんかの免許もほしいなって思いました。

そして待ってましたメーンイベントの

シュノーケリング！



（こんな競技名？じゃなかったかも・・・とにかくなんて名前かは知らないけどシュノーケル使

うやつ）

もうね、とにかくすごかった。

ライフジャケット着て、シュノーケル着けて足ひれつけて行くんですが、

死なない！

どこまでも泳げる感じです！

シュノーケルで行きを、水の中に居ながらも息できるので最高ですね！泳げないワタクシでもで

きました！

そして眼下に広がる

蒼く澄んだ海！

たくさんの珊瑚礁！

そしてたくさんの魚たち！



ていうかね、

正直、魚は嫌いなんですよ。食べれないし。気持ち悪いやつは気持ち悪いし。

エサをもらって、魚にエサをあげてみような時間があったんですが、

エサを蒔くと小魚がむっちゃよってきて、

それがばしばし体に当たるんです。

正直、

溺れた人のようにパニック状態に陥りかけました（笑）

まぁその景色はまさに芸能人がレポートするようなダイビングの世界を、上から見ただけでした

がそんな景色がひろがってて、とにかくすごかったです！

まぁアレなら海嫌いな人でもイイナって思えるかも！



またやりたいです！

その時の一文字は

「魚」

です。

普通やな。



沖縄！

沖縄行ってきました！

もう超サイコーですよ。

古いですね。

そんなのどうだっていいんですよ。

青い空！

白い砂浜！

まさにリゾート！！

って感じでしたね。

外海には初めてでました。今まで瀬戸内海と日本海ばっかだったので・・・。

やっぱね、

潮の香りが全然違う！

日本の海（沖縄も日本ですが・・・強いて言うなら本土）って、海近くになると潮臭いじゃない

ですか・・・。アレがワタクシダメなんですけど・・・。

全然臭くない！

とにかく常識が通用しなかった！ビバ沖縄！



てか今日は眠いからこのくらいにしよ・・・。

明日また詳細書きます。

今日の一文字は

「潮」

ですな。



ひさびさ

ようやくシーズンやってまいりました。

学祭シーズンです。

去年は企画とかもなくて、レギュラーバンドばっかりだったので意外と楽でしたが、今年は企画

やらせろと大々的に言ってたせいか、

かなり多い気がする。

まぁいいんですけどね。

ってかいろんな人とバンド組めて楽しいです。

まぁその分バンドに迷惑かけると思いますが・・・。

ワタクシは学祭は授業もバイトも放置して練習だけに打ち込みます



まぁそういうわけです。

今日も練習何個あったかな？

もうあっち行ったりこっち行ったり、忙しいような、ウレシイような（笑）

多分学祭終わるまでこんな日が続くと思います。

特にミーテのある木曜日は要注意曜日です。

今日とか特に２時間くらいしか寝てないので死にそうです＿|‾|○

今日の一文字は

「回」

でした。

円神館時代は、文字通りぐるぐる回ってました。建物に沿って。



ニュースにて

関大商学部３年逮捕される。

だっだっだだだんだだだだーん。

（↑ダウデラ風です。）

すごいですね〜。

同じ学舎の人間がﾀｲｰﾎされるとは。しかも３年て書いてたからもしかしたら知ってる人いるんち

ゃいます？

でも根暗そうだし友達いないのかも。

だってすごいですよ。



動機が。

かなりすごい。

こんな動機初めてかも。

笑わない覚悟は、おありですか？

いきますよ。



「両親の気を引きたかったから。」

だーっしゃっしゃっしゃっしゃ！

うひゃひゃひゃひゃハラいてぇ〜〜〜！！

おいおいマザコンファザコンかよ。

今時こんな動機で、

しかも２１歳が



盗みを働くなんて。

某関○大学も終わりですね。



会議室で起きてるんじゃない・・・

お客様各位には関係ありませんが・・・。セブン○レブンの搬入システムが今週からがらりと変

わりました。

今まで朝とかお昼とか夜に別れて来ていた荷物が、

夜に一気に搬入！

てことは。

朝、昼の人は楽チン。

夜の人は大忙し。

しかも



最近夜にはいってばかり。

死ぬ・・・。

ていうかそれで同じ給料ってひどくないですか？ぼーっと突っ立ってる人と、あくせく荷物も出

してレジもして、っていう人も７００円ですよ。

てか大体幹部？とかは現場まったくわかってない！

ずっと前も肉まんを包む紙が山○パン仕様だったのがセブン○レブン独自の紙に変わったんで

すが、

前の○崎パンの紙に比べて

薄い！



故に、肉まんいれたときもつと

熱い！

ホント、勝手に変えるのはいいけど、

改善してから変えてください。

退化してるやん。



てなわけで今日の一文字は

「忙」

ですね。ベタですが。

明日から授業・・・イヤだ〜〜。



一応感謝と謝罪

表に楽しかった記録だけ書きましたが、こちらは謝罪しておきます。とりあえず急な企画にも関

わらず遊びに着いてきてくれたみなさんごめんなさい＆ありがとう！[:拍手:]
あと急なお願いで車出してくれはった某Ｊさんホンマに助かりました！ありがとうございました

☆

なんかね〜、こういう遊ぶ企画ってライブ企画するよりある意味難しいんちゃうかな〜って思い

ましたね。

どこ行きたいとか誰と誰が仲イイとか、全部把握してないとできないし、予算とかも学生だから

あんま高すぎるのはダメだし。

あと盛り上げる役はこの人とか、どこ行ってどこで遊んで、んでメシは食べて帰るのか食わない

のかとか、考え出したらキリなさそう・・・。

普段自分から遊びに行く人じゃないので、こういう時余計に困ったりするんだよな〜。

毎日アカペラ三昧ってのも、アカペラに関してやったらいいやろうけど、こういった能力つかな

いもんな〜。

仕事できる人もいいけど、遊びできる人もいいよね〜。てなわけで、これからは少し遊べる人間

になろうかと思います(・e・)
ついてきてください（笑）また絶対行きましょう☆

ちなみに皆から一斉に聞かれたので、答えます。体重は何キロですか？→ワタクシの体重は今ん

とこ６８キロです。でもダイエットしてるし、でも不規則な生活してるからすごい変動してます

。なんで今日行ったメンバーでこんな話題になったのかすごい気になります（笑）

今日の一文字は

「楽」

ですね。



もちろん、「楽しい」のほうですよ☆



ラジオ

まぁ表のブログで多く書いたのであまりこちらでは書きませんが・・・。

ラジオお疲れさまでした。

放送事故になってないことだけを祈ります（笑）

てか噛んだしあまり的確なコメントできなかったなぁ。

もっと喋る練習しないとなぁ。

今日の一文字は

「噛」

ですね。



電車にて

「うほほっほほっ」

決して１人で動物園に行ったわけではありません。

電車の中です。

子供が急に騒ぎ出しました。

ちょっと障害を持った子なのかな？

見た目は普通やけど。

それに呼応したのか、その子の向かい側に位置する子供も騒ぎ出しました。

「きぃぃーーっ！」

人類って、進化しきったら

ああなるんやろうなぁ。



今日の一文字は

「猿」

ですね。

あんときはうざかった・・・。

その親がまたどっちも怒らないんだ。どちらも父親しかいなかったけど。

父親失格じゃ。

うちの親はちょっとでもうるさくするとすぐ怒鳴る。

「しずかにせんか！」

その声のほうがうるさい。



ライブお疲れ

Ｖパラライブお疲れさまでした！

きてくださった皆様、共演者のみなさまありがとうございました。

今回も床座りというすごい過酷な状況のなか最後まで見ていってくださったお客さんみなさまに

大変感謝です！そして暖かい声援っていうか笑いをいっぱい振りまいてくださってありがとうご

ざいました。こちらも臆することなくﾑﾁｬしました（笑）

そう、今回のライブはホンマ、みなさん笑ってくれるし、暖かくみまもってくれたのでやりや

すかったです[:グッド:]
こんなんやったら滑るんちゃうかな、とかそういった不安を全て吹きとばしてくれました。苦労

してネタしこんだ甲斐がありました。

どこかにも書きましたが、アカゆこの替え歌とか６時間くらいかかって朝まで録音してたので、

ウケてホント救われました（笑）

またライブするかもしれませんがそのときはぜひお越しください！

そうそうモノマネしてくださったお客さんにも感謝です！お金はらって見にきてくださってるの

にモノマネさせてホンマすんません〜[:しょんぼり:]
でもうちらのネタより大ウケしてたので若干悔しかったです（笑）また機会あればよろしくです

！

てなわけで昨日の一文字は

「喜」

ですね。



今日は

バイトしかありませんでした。

それまではずっとパソの前に座って明日のことを考えたり

広告つける作業に勤しんでいましたね。

久々に自分の時間が持てた感じがしました。

そうそうそんときに変えたんです、ここのデザイン。

どうですか。

サイケディック（？）な感じでしょう。

こっちのブログ、デザイン変えるのすごい楽です。

もう一つのほうは全部自分でやらないといけないし、

今までしていた設定がリセットされるので、へぇボタンつけるのとか

もう一度しなきゃならないし、大変なんです。

その点はかなり便利ですね。

まぁその分自由は利きませんけどね。

さて明日はライブですね。

しかし感動ライブ、見たかったなぁ・・・。



そちらに出られる方みなさんがんばってください。

心の隅のほう（意識できないくらいのとこ）で応援してます（笑）

ウソですよ。

お互い明日はがんばりましょう。

ハシゴしてくれるお客様はもっとがんばりましょう（笑）

今日の一文字は

「堕」

ですね。

だらけ人生送ってたので。



ところで、選挙行きましたか？

選挙行きましたか？

残念ながらワタクシは行っていません。

今回の選挙で某与党は大勝しましたね。

あまりそれに関してよいイメージを持っておりません。

だって、前も同じ政権でしたが何も日本よくなってませんよ。

景気だって自然回復してきただけだし。

自民党のした景気対策は余計景気を悪化させたし。

他のたくさんの諸問題をほったらかして郵政民営化なんてやってもやらなくても

いいような改革ばかり口をすっぱくして言うし・・・。

そして挙げ句の果てにはそんなことで解散、総選挙・・・。

そして人気投票と勘違いしている刺客？とかの作戦？とか・・・。

だから今回の選挙はぜひ行って某野党に入れるつもりだったんですが・・・。

バンドの練習とバイトで一日がつぶれてしまって行けず・・・＿|‾|○

次の選挙はちゃんと行きたいですね。

やっぱ選挙行かないで政治批判とかしてもしゃーない気がするんですよね。

お前はその政治を変えるためになんかやったんか、と。



その第一歩が選挙なわけですし。

なので次はぜひ行きます。

その選挙の日の一文字は（９／１１）

「汗」

ですね。

汚い・・・＿|‾|○



こんばんわ

ついに始まりました、タスクのブログ２つ目です。

まぁもう一つのほうは普通の日記なので、こちらは一風変わった風にでも

しようかなと。

そして出された案が「今日の一文字」

それ、日記じゃないじゃん。

一文字って、



ブログとして成り立つん？

とまぁ、提案された時に思いましたが、まぁそんな感じで始まりました

この勇敢な企画。まぁ忙しいので毎日更新は難しいと思われますが

適度に更新しますのでチェキよろしくです。

まぁ今日はどこかのバンドの仕込みをずっとしていたので

徹夜で寝ていません。

しんどいです。

そして周りはもう１人を除いてみんな寝てました。

俺ほとんど寝ないでそのままバイト行きました。

なので今日の一文字は・・・・。



「逝」

ですね。

この文字これから何回でてくるでしょうね（笑）


