


２年ぶりの再会

I went out for dinner with my friend today.
I met her for the first time in 2 years.

We ate yakiniku, but our eyes were bigger than our stomachs.
For about 3 hours, we enjoyed a conversation.

We had a good time with the exception that 
I was bitten 12 times by mosquitoes! 
That's terrible, isn't it?

２年ぶりに中学時代の友達と焼肉を食べに行ってきました。

メールはしてたんですけどね…

２人だったのに食べたいものがたくさんあってついつい沢山頼んじゃいました。

１皿半くらい余分でしたね…
前までは食べれた量だと思うのですがやっぱり年かなぁ（笑）

たくさんおしゃべりもして楽しかったのですが

家に帰って着替えたら足を１２箇所も蚊に刺されてるじゃありませんか！

これにはもう言葉がありません…



うた恋ひ

超訳百人一首　うた恋い。
超訳百人一首　うた恋い。の他のレビューをみる»

杉田　圭

メディアファクトリー

 
I always thought 
I would give my life
to meet you only once,
but now, having spent a night
with you, I wish that I may
go on living forever.

君がため惜しからざりし命さへ

　　　　　　長くもがなと思ひけるかな

　　　　　　　　　　　　　　　　　藤原義孝（百人一首５０番）

本屋で百人一首をテーマにしたこの本を見つけてから

古典熱が再発しました。

高校時代は古典大好きで有名どころを読み漁っていたなぁ。

３１文字に深い意味を持たせた和歌を訳すのはかなり難しいのですが

この英訳はじ〜んと心に響きます。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4840134782/jugem-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4840134782/jugem-22/ref=nosim
http://jugem.jp/mono/amazon/4840134782/


ウサギのボールペン

I bought a cute ballpoint pen on impulse at MIKIMOTO today.
It's made for one of the Christmas charity products.

I felt there was a kind of fateful link 
because I was born in the year of the Rabbit.

ミキモトでとても素敵なボールペンを発見しました。

ピンクのボディにウサギと大樹、夜空の星が瞬いているデザインの

クリスマスチャリティー商品です。

この間もスワロフスキーでウサギのネックレスを買ってしまったし

どんどんウサギが繁殖していきます…

ボールペンの詳細情報はこちら↓

MIKIMOTO homepage 

http://www.mikimoto.com/jp/collection/inter/new/p1_1009.html#


カピバラさん

This year Kapibara-san marks its 5th anniversary .
An exhibition of original pictures is held in Nagoya PARCO now.
My family and I like Kapibara-san so much 
and there are more than 10 stuffed toys in our house.

On September 23, a Kapibara-san special store opened in Umeda.
My mother went there and bought some limited items.
I couldn't believe it because she went to Osaka by Shinkansen-
-only to go the shop.

今日、明日と２連休です。

パルコにぶらっと行ったらカピバラさんキュルッと展が開催されているじゃありませんか。

これまでのシリーズや新作卯年バージョンの原画の展示とグッズ販売がありました。

うちの家族はカピバラさんが大好きで（その前はモノクロBooでした）
家には等身大のものからキーホルダーサイズまで大小様々なカピバラさんがいます。

このままだとカピバラさんに家を乗っ取られてしまいそうな危機感も覚える今日この頃。

http://morakot.img.jugem.jp/20100930_1164230.jpg


犬山城へ

 

It is Inuyama castle that I wanted to go after I came back to Nagoya.
It was still hot day, but the leaves are starting to change.
There are many castles in Japan but only four castles are designated national treasures, Himeji
castle, Hikone-castle, Matumoto castle and Inuyama castle (the tower of which is the oldest in
existence).
We have to climb up many steep stairway to go to the keep 
but the view from the keep is more than acceptable.

犬山城に行ってきました。

天守閣が日本で現存する最古のもの、ということで

大きくはありませんが趣を感じさせるものでした。

今日の暑かったですが葉っぱは少しずつ紅葉し始めているようですね。



棚卸し前夜

Today, October 3, was the night-
-before the inventory count of my company.
I had been prepared to work overtime.
However, surprisingly, I did extra work only 30min.

明日明後日と決算棚卸しがあり、売り場はその準備で大忙しです。

普段も土日は２時間くらい残業してるので今日もかなぁ、と思っていたら

意外とすんなり帰れました。

今日は早く帰れたので家のインターネットの無線LAN設定をしました。
（実家に帰ってからずっと有線で頑張ってた…）
そんなにパソコンは詳しくないのでちょっと苦労しましたが無事開通。

これに合わせてプリンタとかも無線LAN対応に買い替えたいのですが
パソコンをほとんど使わない母は気乗りしないようです…。

ちなみに前夜って英語と英語で調べると、eve　と出てきます。
そんなにお洒落な言い方は合わないなぁ、ということで今回はnight before~
という表現にしてみました。inventory count eve じゃちょっとねぇ…
英語って難しいなぁと思いました。



ぎんなん

Speaking of autumn flavors, you know what that brings to mind?
For me, it is Ginkgo.
I gathered Ginkgos on my way to home after all these years today.
According to my mother, it seems that this year Ginkgos are small.

秋といえば銀杏。

買い物の帰りに家の近くで銀杏拾いをしてきました。

苦手な人の多いようですが私は大好物だったりします。

爪楊枝に刺して焼いて食べるのが好き 



秋の夜空

October has come, and the weather has suddenly 
become cooler　at night, looking more like autumn.
During the fall and winter months, stars in the sky shine well.

I saw some stars today in Inazawa but I could find the Septentrions only.
(Although  my dream for the future in  my fourth year of elementary school 
was an astronomer.)

In next spring, the planetarium of the Nagoya City Science Museum reopen.
I'm so psyched, I can hardly wait.

夜は大分冷えるようになり星がよく見える季節になってきましたね。

稲沢の駅周辺はそんなに明るくないので何個か星を見つけることができました。

ただなんの星座か分かったのは北斗七星くらい…
昔は最低でも月１でプラネタリウムに通ったくらい星が好きなのに…
（ちなみに小学４年生のときの将来の夢は天文学者）

来年の春には名古屋市科学館の世界最大のプラネタリウムがオープンするので

今から楽しみです。



BBQ in 庄内緑地

I enjoyed a BBQ with employees who joined the company
in the same year, floormans and some lodges.

庄内緑地公園にて。

同期の新入社員の子と１年上の先輩、主任、支部の人たちとバーベキューを楽しみました。



大須の甘栗

大須の今井総本家の甘栗です。

母が大須観音に人形供養に行ってきた帰りに買ってきました。 
栗といえば秋の味覚。

ケーキ屋でもマロンを使ったものがどんどん増えてきていますね。

This is a sweet chestnut that my mother bought at Imai-sohonke, Osu.

http://www.amaguri.co.jp/


浮世絵 in 名古屋ボストン美術館

I went to  the Nagoya Boston Museum of Fine Arts to see the exhibition which title is- 
-"The Golden Age of Color Prints: Ukiyo-e from the Museum of Fine Arts, Boston".

The main artists of this exhibit are;
Torii Kiyonaga, Kitagawa Utamaro and Toshusai Syaraku.

Today was the first date but I could see it smoothly.
I wonder if it's because heavy rain.

名古屋ボストン美術館で開催されている浮世絵展に行ってきました。

清長、歌麿、写楽の美人画、役者絵中心の展示でしたが、

画家によって絵の雰囲気もだいぶ変わりますね。

清長はスラリとした人物、

歌麿はふっくらして華やかな人物、

写楽は写実的で現実的な人物を描いていると思いました。

開催初日なので混んでいるかなぁと思ったのですが

雨のせいかそれほど混んでいなく近くでじっくり見ることが出来ました。

名古屋ボストン美術館HP

http://www.nagoya-boston.or.jp/index.html


名古屋ボストン美術館HP



カピバラ新入り

家に１匹カピバラさんが増えました！

来年の干支はうさぎ、ということでchoice。
名前はまだありません。

I AM A RABBIT. As yet I have no name.



tea holic

I am a tea holic.
Today I bought a DAMMANN's tea (NO.１) at Mitukoshi.

私は紅茶が大好きなのですが

今回三越のフランスフェアでDAMMANNの紅茶を 購入しました。

フルーツや花を沢山ブレンドした紅茶はあまり好きではないので

シンプルなグールースというフレーバーにしました。

香りが控えめながら良くなんにでも合いそうです。



Puff Sweets Collection

I had so looked forward to this day.
The new free gifts of Lipton started today. 
(In the homepage, it was supposed to start tomorrow.)
I found it by chance at a supermarket　and choiced the eclair one at first.

Lipton had many sweets campaigns until now, I have never collected everything.

I wonder if I could get every sweets this time...

リプトンのおまけ新シリーズが始まります

今回はコラボはないようですがふわふわな触感が魅力のシリーズです。

たまたまジャスコに行ったらもう店頭に並んでいて、

なやんだあげくエクレアを買いました。

いつも好きなものだけ買うのですが今回は全種類コンプリートしようかなぁ、と考え中。



高慢と偏見とゾンビ

高慢と偏見とゾンビ(二見文庫 ザ・ミステリ・コレクション)
高慢と偏見とゾンビ(二見文庫...の他のレビューをみる»

ジェイン・オースティン,セス・グレアム=スミス
二見書房

イギリスの貴族階級の話は大学の授業でもおなじみで個人的にも大好きです。

この"高慢と偏見とゾンビ"も５月から図書館で予約してやっと順番が回ってきました。

楽しみにしていたのですが期待度が高かったせいかいまひとつ…

タイトルにも入っているのにゾンビの登場も少なかったです。

せっかくの面白い設定が活かされていなかったなぁと。

装丁はとても素敵で置いてあるだけでも絵になりますね。

（原著は口裂け女の絵がどーんとあってちょっと…）

ただ８割はオースティンの原文を使用、ということで

今度は原文で読んでみたいなぁと思っています。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4576100076/jugem-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4576100076/jugem-22/ref=nosim
http://jugem.jp/mono/amazon/4576100076/


薬学女子

薬学女子
薬学女子の他のレビューをみる»

北乃 ブンコ
PHP研究所

 
This book is based on a true story from the campus life of pharmacy students.
I could enjoyed this book because I also have a sister who is studying at the college of pharmacy.

本屋で見かけ、買うまででもないかなぁ、と素通りしたのに

やっぱり気になって買ってしまった一冊です。

外国語学部だった私にとって薬学は未知の世界

妹からはマウスの実験についてかなり残酷な話も聞かされましたが…
（実験で使われたマウスは研究室の冷凍庫内に保管されてまとめてお墓に入るそうです）

今４年生なので１月には重要なテストがあります。

ちょうど本でも触れられていた生死の境の年なので勉強頑張ってもらわないと…

私の４年間の授業料が妹の半期の授業料ですから

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4569779794/jugem-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4569779794/jugem-22/ref=nosim
http://jugem.jp/mono/amazon/4569779794/


ブールドネージュ

職場の先輩の奥さんにマンガを貸したら

お礼に無印のブールドネージュ が帰ってきました。

初めて食べたのですがすごく美味しい！

残業で１０時半すぎに電車に乗ったので

名駅までの約１０分で全部食べてしまいました

ドイツに行ったときも似たお菓子をたべました。

むこうのは”雪の玉”ではなく”雪の花”だったと思いますが…
大きさも１つ１つがミカンほどあって迫力があったなぁ。

今度は家でゆっくり味わって食べたいと思います。



売上目標達成

１０月は半ばまで全然売上が上がらなかったのですが、

この土日月で大挽回、無事予算達成できました。

３日間連続売上９０万越えで日曜は１５０万までいったからなぁ。

土日は分かりますけど今日もこんなに売れるとは思わなかった…
ただもうヘトヘトです…
あと１日耐えたら２連休なので頑張ります。



Cafe TANAKAでLunch

急に寒くなりましたね

今日はインフルエンザの予防接種を受けてきました。

親が内科の受付をしているのでそこで打ってもらい、

そのあとCafe TANAKAでお昼を食べました。

私の大好きなカフェの１つです。

チキンチャパタサンドがすごく美味しいのですが今日のランチ分は終了ということで

定番のナポリタン を頂きました。

たまに店内で生のピアノ演奏が聴けます。

私は１回しか聴いたことがないのですが…

It was cald today, wasn't it?
I had a flue shot and took a lunch at Cafe TANAKA.
Cafe TANAKA is one of my favorite cafe.
Today I had a neapolitan and it was good.

Sometime we could listen to piano live music and dine in a pleasant atmosphere.

 cafe TANAKA HP

http://www.cafe-tanaka.co.jp/


信貴山

I visited Shigisan today with my mother.
We can't think of Shigisan without tiger.

My grandaunt used to visit there once a month, 
so people of the Gyokuzoin,one of the temple lodging, was kind to us.

it's a Fusumae at the Gyokuzoin.
Chinese phoenix are painted with pomp and splendor.



How beautuful, isn't it?

After we ate lunch, we saied our prayers in the main hall.
The chief priest and monks read a sutra aloud. It was really sound mad.

We enhanced flavor of the santal before entering the main hall.
It's strongly scented and still have a very delicate from back of my hands.

奈良県信貴山に行ってきました。

２０１０年は寅年ということで２月に奥秘仏特別公開を見に行ったばかりなのですが…
何度行ってもいいところです。

前は頂上まで登りましたが今回の目的はご祈祷と襖絵。

襖絵といっても歴史のあるものではなくて現代の美大の教授さんが描いた色鮮やかなものです。

写真の鳳凰は食事を頂いた部屋のもの。

金地に白が映えて豪華絢爛。

ご飯のあとはご祈祷です。

祈祷に立ち会ったのは２回目なのですが

太鼓や畳を鳴らす音がお堂に良く響いて迫力がありました。

本堂に入るときに白檀の香を手につけたのですが、香りが強くお風呂に入るまで香っていました

。

 



Shopping

妹が大阪から帰ってきました。

１泊ですがちょうど仕事が休みだったためカラオケ＆ショッピングに出かけました。

大阪にいたときはずっとジャンカラだったんですけどね…
こっちには１１日にやっと１店舗できるので今から楽しみです。

今日はしょうがないのでビッグエコーに行きました。

買い物は妹に付き合うつもりで買う予定はなかったのですが

可愛い帽子とコートに一目ぼれして買ってしまった…

明日は寒いようなので早速活躍しそうです。



タカシマヤベア

 

今年も高島屋のクリスマス限定LOVEベアが登場しました。
これまではぬいぐるみしか買ったことがなかったのですが今回はチャームに。

全５種類で色と着ている服がそれぞれ違います。

発売当日に売り切れてしまうことも、ということで

母親が朝行って買ってきてくれました。

可愛い

売り場もクリスマス仕様の展示が始まりました。

クリスマス用包装紙の準備も昼休みを犠牲にして取り掛かっています…



睡眠日和

I slept about 10 hours today!
Everyone likes to sleep in on their day off, don't they?

In these days I am so busy with work and I go back home around midnight.
I can't take too much more of this.

今日は仕事が休みだったのですが、

なんと１０時間も寝てしまいました。（それでもまだ眠いのですが…）

最近は仕事が忙しくて、（というか人が少なくて）

毎日１０時半まで職場にいます…
帰ったら１２時近いです。

土日なんかは昼休憩が取れずに夜７時近くになるし、体調はよくないし。

もういい加減にしてほしいですよ。

Sleep is better than medicine.

という諺を見つけて、睡眠って本当に大切だなぁとしみじみと思いました。



アリスの不思議なお店

アリスの不思議なお店
アリスの不思議なお店の他のレビューをみる»

フレデリック クレマン
紀伊國屋書店

I really want to read this book in the original.
内容は不思議なものが､ただ列挙されているだけなのに面白い。 シバの女王の睫毛とか白雪姫の靴
下留めとか。 魔法使いメルランのビー玉というのもあって､メルランって誰だろうと調べたらア
ーサー王伝説のマーリン（Merin）だったり。 装丁が素敵で買って手元に置いておきたいと思う
一冊。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4314008105/jugem-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4314008105/jugem-22/ref=nosim
http://jugem.jp/mono/amazon/4314008105/


こわいもの

こわいもの

名古屋ドームで試合があった日の人の波

昨日今日と日本シリーズは接戦だったようですね。

通勤に大曽根駅を使っているので

野球があった日は道がとても混みます。

１１時半過ぎで電車も終電間近のせいか

みなさん早歩きで向かってきます。

逆走する形になる私はかなり居心地が悪いしこわい…



あぐー

三宮の卑弥呼というお店であぐー豚のしゃぶしゃぶを食べました。

久々の神戸はやっぱり楽しいですね。

明日は外大に行って、先生、友達、後輩に会ってきます。

ついでに美容院にも。

気づいたら３月から行っていなかった〜

どんな風にしようかな。

琉球料理とあぐーの店　卑弥呼

http://www.world-one-group.co.jp/shops/himiko/


外大

I went to the Kobe City University of Foreign Studies, my old school, today 
with my friend.
It has passed about 8 months since we graduated this college.
We met my teacher, friends and my juniors.

They haven't changed and I miss college.

卒業以来初めて外大に行きました。

神戸に行くことは何回かありましたが学園都市は遠いっ…

先生はぼけているのか「何年ぶりでしたっけ」と言っていましたが

後輩の子たちは私がゼミの教室に座っているのを見てみんな驚いていました。

１年休学していてまだ４回生の子もいるので、

その子ともゼミのあと三宮で話も出来て楽しかったです。

なんだかんだ言ってルミナリエを一緒に見に行く約束もしたので

来月の今頃も神戸に行くことになりそうです。



Tiffany

最近めっきり寒くなりましたね。

明日は今年一番の寒さということですが

冬といえばクリスマス 、

クリスマスといえばクリスマスプレゼント です。

今日かなりのフライングではありますが…
Tiffanyのネックレスを貰いました

パロマダブペンダントというハト をモチーフにしたものです。

あのピカソの娘さんのデザインだそうで…

シンプルながらも可愛らしく

付けるのが楽しみです

http://www.tiffany.co.jp/Shopping/Item.aspx?fromGrid=1&sku=25842456&mcat=148204&cid=288158&search_params=s+5-p+8-c+288158-r+0+401287465-x+-n+6-ri+-ni+0-t+


Christmas Tree

I found a Christmas tree at the Matsuzakaya.
It is so beautiful, isn't it?

今日は珍しく土曜が休みでした。

車のタイヤをスタッドレスに替えに行って夕方から栄に出かけました。

松坂屋南館では昨日からクリスマスツリーの点灯が始まったようです。

サックスの演奏もありいい雰囲気。

 



ピアノの森（１９）

ピアノの森（19） (モーニングKC)
ピアノの森（19） (モーニン...の他のレビューをみる»

一色 まこと
講談社

I've waited so long for this day because 
a comic which title is"Piano no Mori" comes out today.

I like this comic so much even though I can't play the piano at all.

ピアノの森最新刊が発売されました。

１１時からの出勤だったので事務所に行く前に本屋に寄って購入。

これまでピアノのクラシック曲を聴いたことがなかったのですが、

数年前映画化されたのをきっかけに漫画にはまり、以来楽しみにしています。

登場人物がみんなピアノに情熱をもっていて、

自分がピアノをまったく弾けないのが悲しくなります…

まともに扱えるのはリコーダーくらい…（今はそれすらも危うい）

とうとうカイが２次予選出場、通過者発表ということで

コンクールも盛り上がってきました。

話の中で出てきた曲を聴きながらのんびり読み返したいと思います。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4063729540/jugem-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4063729540/jugem-22/ref=nosim
http://jugem.jp/mono/amazon/4063729540/


shu uemura X'mas

買っちゃいました、シュウウエムラのクリスマスコスメです。

チークとアプリコットのリップグロスを購入。

就活で第一印象を明るく見せるために、これまではオレンジのチークしか使わなかったのですが

そのチークを落として割ってしまい、今回ピンクに初挑戦です。

シュウウエムラは色がとても綺麗で憧れでしたが、

モデルさんが色白だからこれだけ似合うんだよなぁ、と思いこれまで避けてきました…

が…以外とつけてみたら綺麗に発色して驚きです。

写真のモデルさんみたいに仕上がりました



Rollbahn2011

手帳を新調しました。

３年前から愛用しているRollbahnに今年も決定。

マンスリーと大量のメモという組み合わせが嬉しい手帳です。

就活中は面接で聞かれたことやこっちが話したことをメモ書きしたり、

スケジュールを細かく組んだりでメモ欄が大活躍だったのですが…

今は出張とかがあるわけでもないので

使う機会がぐんと減りました…

でも使いやすいのでRollbahnを使い続けると思います。



電車止まる

またしても東海道線が止まりました。

２週間くらいまえは一宮〜木曽川間で、

今日は大府で接触事故です。

前は晩御飯を付き合うことを条件に会社の先輩に家まで送って貰ったのですが、

今回は体調が悪くて先に帰ることになったのでタクシーで名駅まで行きました。

最近入ったパートさんと一緒です。

この頃忙しくてあんまり話したことが無かったのでいい機会になりました。

にしても、名駅まで４２００円…
ＪＲ！頼むから止まらないで（泣）



御在所

 

I went to the Gozaisho with my mother today.
Gozaisho is famous for the beautiful colored leaves.
(Unfortunately, it had already passed a peak.)

However, at the bottom of the mountain, 
we could see autumn leaves and take pictures.

Yunoyama Onsen is located in the Gozaisho. 
We relaxed in a hot spring bath.

京都の紅葉は１２月に入ってもしばらくは見頃が続きますが

御在所は早いですね…
頂上はもってのほか、温泉街のふもとの紅葉も終わりかけていました。

それでも紅葉している木はありましたし、写真も無事撮れました

旅館でご飯を頂いて温泉へ。

大浴場に貸切状態で入ることができました。

やっぱり体が温まりますよね、リラックスできました



Lights Promenade2010

毎年恒例高島屋のX'masイルミネーションを見てきました。
今年のテーマは「光と音の共演〜森の仲間とともに〜」ということで

クマの親子でしょうか、仲良く演奏していました



　ライツ・プロムナード２０１０

http://dokonani.jr-central.co.jp/lights-promenade/


OLYMPUS PEN Lite

 とうとう買っちゃいました、デジタル一眼！

今まではSONYのサイバーショットを使っていたのですが、
タッチパネルでとても楽だったんですよね…

OLYMPUSの一眼か、SONYの一眼か、もう一度サイバーショットか…

デザイン、機能など考えに考えた挙句OLYMPUS　E-PL1に決定。
色はホワイトです。レトロな配色が素敵

これで７日のルミナリエに間に合います。

サイバーショットも５年前のルミナリエ用に買ったっけなぁ。

写真は好きですが一眼は初心者なのでのんびりと使いこなしていこうと思います。

http://olympus-imaging.jp/


ルミナリエ２０１０

I went to Kobe to see the Luminarie with my freiends.
We have seen it 5 times and it is now a popular annual winter event for us.

This year's theme is "Il cuore nella luce".

今年もルミナリエに無事行く事ができました。

今年のテーマは「光の心情ー輝きの記憶を留めるためにー」



全体的に四角い造りだったのと、紫色の電飾が印象的でした。

これまではあまり使われていなかったような…

スポンサー企業が減ったとWebのニュースで見ましたが
１００円募金を去年以上に盛大に行っていて私も　初　募金してきました。

大学１年からの恒例行事ですからね、終わってしまうのは寂しいです。

　神戸ルミナリエ

http://www.kobe-luminarie.jp/


Cafe de Kobe

引き続き神戸ルポを。

やっぱり神戸といえばsweetsでしょ、ということで
今回はお洒落な旧居留地でのカフェタイムとなりました。

十五番街にある旧アメリカ領事館の建物を利用したカフェです。

この写真は２Fの部屋のもの。
ケーキは１Fで頂きました。



日替わりで１日５種類のケーキを用意しています。

チョコレートホリックな私が選んだのはもちろんチョコケーキ

十五番街ブレンドコーヒーと一緒に頂きました。

結構濃厚なお味です。

ちなみにこの日は他にアップルタルト、モンブラン、キウイケーキ、チーズケーキがありました

。

Cafe de Kobe　カフェ＆レストラン旧居留地十五番街

http://www.to-ho.co.jp/cafe/index.html


牡牛座

牡牛座
牡牛座の他のレビューをみる»

石井 ゆかり
WAVE出版

久々に星座占いに関する本を読んでみました。

このシリーズ、内容の前にまず表紙が可愛い。

私の性格は本に書かれていることと大体同じです。

意外だったのは、牡牛座を象徴するカラーが「白にレモン色を混ぜた色」だったことです。

（これまでどの本も緑がラッキーカラーだったので、このサイトも緑基調なのですが…）

１０年後に一大転機が訪れる、とうことで

今後１０年はその準備期間のようです。

就職して９ヶ月、だいぶ仕事にも慣れてきたので今後についても考えていきたいですね。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/487290463X/jugem-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/487290463X/jugem-22/ref=nosim
http://jugem.jp/mono/amazon/487290463X/


プレセール

高島屋のプレセールに行ってきました。

今年はもうコートやブーツを買ってしまったので自重しなければ…と思いながらも
fur furのカーディガンとキャミを購入。

カーディガンはレースがたくさん使われていて乙女な感じです

キャミはアッシュ・ペー・フランスのものでこっちも可愛い。

ただ家に帰って親に見せたら「家で選択できるの？」と一言。

素材を気にしていませんでしたがシルクでした。流石



OSAKA

I visited Osaka in this two days.
My young sister lives in there so I have no lack of bed.

この２日間は連休だったので妹のいる大阪に遊びに行ってきました。

いつでも泊まれる場所があるっていうのはいいですよねぇ。

買い物メインの２日でしたが楽しかったです。



HER

HER (Feelコミックス)
HER (Feelコミックス)の他のレビューをみる»

ヤマシタ　トモコ

祥伝社

ドントクライ、ガール (ゼロコミックス)
ドントクライ、ガール (ゼロ...の他のレビューをみる»

ヤマシタ　トモコ

リブレ出版

あまり少女マンガは読まないのですが

このマンガがすごい、のランキングで１位、２位だったので挑戦してみました。

１位の”HER”は
キツい顔の女の子がCamCam風の女の子に憧れたり、
その女の子は仕事のできる女の人に嫉妬したり。

女子高生が友達との関係に悩んだり。

（↑これは数年前の自分を思い出すなぁ）

６人の登場人物もいろんなところでリンクしていて短編集だけど面白かったです。

２位の”ドントクライ、ガール”は
ギャグ＆下ネタ満載。

気分が塞いでいるときなんかはこっちのほうがいいかも。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4396764960/jugem-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4396764960/jugem-22/ref=nosim
http://jugem.jp/mono/amazon/4396764960/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4862638066/jugem-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4862638066/jugem-22/ref=nosim
http://jugem.jp/mono/amazon/4862638066/


ちょっと早いクリスマス

明日から６連勤…
ということで我が家ではちょっと早いクリスマスディナーとなりました。

ケーキにフライドチキン

ごちそうさまです。



ゆず湯

今日は冬至で

ニュースでもゆず湯の温泉などが紹介されていましたが

なんと我が家もゆず湯でした。

毎年ゆずの入浴剤は使っているのですが

今年は本物のゆずが！

 
ばっちり香りを堪能させていただきました



シェ・シバタ

今日は東京から遊びに来てくれた友達と栄でショッピングと食事を楽しみました  

３時頃待ち合わせて栄のブロッサ、シェ・シバタでおやつタイム

ラ・ヴィーナスというケーキをいただきました。

真ん中はベリー、そのうえにバニラ、表面はチョコといった作りで

チョコ尽くしではありませんでしたがなかなかおいしかったです。

覚王山のお店でサブレを買ったことはありましたが生菓子は初めてだったので

これから他のケーキも挑戦したいですね。

食べた後はショッピング。プレセールがいたるところで始まったいました。

ずっと前から欲しかったブランドのワンピースを３０％OFFでゲットできて満足です。

夕食は世界の山ちゃんに行きました。

大学生の時以外ずっと名古屋にいたのに実は行ったのは初めて。

かなり濃ゆい味でしたが病みつきになりました。



新年のご挨拶

皆さんよいお年を



TANAKAのガレット・デ・ロワ

 

galette des rois（ガレット・デ・ロワ）
　フランスの伝統菓子で”王様のお菓子”という意味を持つ。
　中にフーヴ（陶器の人形）が埋め込まれていて当たった人はその日１日王様になれる。

最近は日本でも知られるようになったこのお菓子。

今年初挑戦と相成りました。

いろんなお店が作っていますが大好きなTANAKAのものに決定。
１月１日朝引き取りで予約して、もらってきました。

パイの中身はアーモンドクリームです。

甘いのですがくどくないのでペロリと食べられました。

肝心のフーヴですが、妹の分から出土。

残念ながら王様にはなれませんでしたがなんだか楽しいお菓子でした。



新入りタイツ

 

最近寒い日が続くので先日新しいタイツを買いに行ってきました。

いつもはシンプルに黒を買うのですが

前は臙脂、後ろは黒というステキなタイツを発見！

買っちゃいました。

今日職場に履いていったのですが思った通りの反応でしたが…

でもシンプルな黒ワンピースとかには映えますよね！

自分が満足ならいいかなぁ、むしろ人と被りたくないと思う今日この頃。



伊藤計劃

虐殺器官 (ハヤカワ文庫JA)
虐殺器官 (ハヤカワ文庫JA)の他のレビューをみる»

伊藤 計劃
早川書房

ハーモニー (ハヤカワ文庫JA)
ハーモニー (ハヤカワ文庫JA)の他のレビューをみる»

伊藤 計劃
早川書房

最近は図書館で本を借りて読むことが多かったのですが

久々に文庫を買いました。

１週間ほどかけて、今日読み終わりました。

買って大満足の内容です。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4150309841/jugem-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4150309841/jugem-22/ref=nosim
http://jugem.jp/mono/amazon/4150309841/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/415031019X/jugem-22/ref=nosim
http://jugem.jp/mono/amazon/415031019X/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/415031019X/jugem-22/ref=nosim


cafe at キルフェボン

I went to Sakae this afternoon.
It was so cold today so I had a cup of tea (with cake) at cafe.

久しぶりの休みに栄に出かけました。

そんなに寒くないかな、と薄着で出かけたら寒い寒いっ

松坂屋南館のキルフェボンでタルトと紅茶を頂きました。

選んだのは冬限定のチョコレートのタルト。

ふわふわのチョコレートがとても美味しかったです。

ロングブーツが欲しかったのですが

買ったのはトップス２枚…

半袖でオールシーズン着れるからまぁいいかと開き直り中。

http://www.quil-fait-bon.com/menu.php?tsp=7&tmn=82


ついでに三越の京都物産展にも行ってきました。

８００グラムも入ったほうじ茶を見つけて購入。

写真だといまいち大きさが伝わりませんが２キロの米袋くらいあります。

びっくり！



バーレスク

I saw a movie, the title was"Burlesque", with my friend.
The costumes were so sexy and cute.
Needless to say, songs were good.

久々に映画を見に行ってきました！

クリスティーナ・アレギラ主演のバーレスクです。

装苑で衣装に関しての記事を見てから気になってたのですが

セクシーなコスチュームの数々は本当にステキでした。

もちろん歌もよかったです。

作品の中にルブタンの靴が出てくるのですが

一目ぼれしてしまいまい…
靴好きにはたまらない一品でした。

バーレスクHP

http://www.burlesque.jp/site/


雪

久々に雪が降りました。年末以来ですね。

今回はかなり積もってテナントが入っているモールが１時間前倒しで8時半に閉店するほどでした
。

今日は珍しく昼からの勤務だったので８時間働くことなく帰宅することに…

ただJRは遅れて運行していたので結局時間はかかりましたが…
職場近くは雪が１５センチ以上積もっていてほぼ真っ新な雪道をザックザックかき分けて帰りま

した。

おかげで手足の感覚がありません。

名古屋市内は積雪1０センチでそれほど積もってはいませんでしたが、かえって滑るのでキケン

明日の朝も要注意です。

 



たま卵チーズケーキ

 

大阪で開かれたオール電化の研修に行ってきました。

久々の座学は眠くて眠たくて…最後の小テストもギリギリ６割という結果でしたが
同期の子や異動になった元上司とも会えて楽しかったです。

新幹線新大阪の土産売り場で新製品を見つけて買ってみました。

たま卵（たまらん）チーズケーキ。

パッケージの可愛さもさることながら

ふわふわの食感が絶妙です。

美味しい



愛媛１人旅

昨日今日と四国愛媛１泊２日の一人旅に行ってまいりました 。
１日目に松山市内、松山城、道後温泉を巡り

２日目に宇和島散策といったスケジュールでした。

詳しい感想はのちほど。

天気も良く、楽しい旅行となりました。

（ちなみに写真は松山城内の白梅です。

早くも小さな花が咲き始めていて、寒いながらに春の気配もちらほら ）



水域

水域　愛蔵版　上巻
水域　愛蔵版　上巻の他のレビューをみる»

漆原 友紀
講談社

水域　愛蔵版　下巻
水域　愛蔵版　下巻の他のレビューをみる»

漆原 友紀
講談社

ダムの下に沈んだ村とそこに住んでいた人たちのお話.
蟲師の時も神秘的な自然の描写が絶妙でしたがこの作品もステキです.

話自体はそんなに珍しいものではないと思いますが

描く人が描けばこんなに感動的になるんだなぁ、と.

残念ながら持っているのは愛蔵版ではないのですが…
装丁もステキすぎます.

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4063648451/jugem-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4063648451/jugem-22/ref=nosim
http://jugem.jp/mono/amazon/4063648451/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/406364846X/jugem-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/406364846X/jugem-22/ref=nosim
http://jugem.jp/mono/amazon/406364846X/


松山城＆道後温泉本館

　

松山城です.かなり入り組んでいて造りは姫路城に似ているなぁと思いました.
天守に行くにはロープウェイかリフトを使います.
行きはリフトで冷たい風に吹かれながらも景色を楽しみました.
帰りはロープウェイでマドンナに扮したお姉さんのガイドを聞きながらの下山です.

そのあとは今回の旅のメインです.
坊ちゃん電車に乗って道後温泉に向かいます.
『坊ちゃん』の中では「マッチ箱のよう」と記されている電車ですが

蒸気機関車の雰囲気を出すために汽笛を鳴らしたり、固めの座席、よく揺れる車体と

乗り心地まで再現されてました.



 

２時半ごろ駅に着き、旅館のチェックインが３時以降だったので

先に本館に行くことに.
あまり混んでいなくてのんびりお湯につかることができました.

長野の渋温泉の外湯にはお湯が熱くて足にかけるだけでも一苦労だったところもありましたが、

ここは同じ源泉かけ流しながら普段のお風呂より若干熱いくらい.

本館のあとは足湯巡り、夜は旅館の内湯と温泉三昧でお肌もツルツルです.



宇和島へ

四国旅行２日目は特急に乗って宇和島に移動。

朝早く起きて内湯にゆっくり浸かる筈が寝坊して予定は大幅に狂ってしまいましたが…

特急宇和海で松山から１時間半ほどで宇和島です。

宇和島城に行ってきました。

松山城のあとにみると天守しか残っていない宇和島城はちょっとさみしい感じがします。

が、均整のとれた外観は流石藤堂高虎作といったところでしょうか。

よく見ると写真上部鯱の上にトンビがとまっています。

（他の方のブログなどでもトンビがお城にとまっている写真がありました。

それだけ自然が豊かなんですね。）

ここまでの道のりも若干急な山道でしたが、木々が茂っていて森林浴気分も味わえました。



帰りの電車まで時間があったので近くの神社にも行ってみました。

和霊神社と多賀神社に行ったのですが多賀神社は他にはなさそうな石像や石碑でいっぱいでした

。

上の写真の像も多賀神社で見つけたものです。

これ夜見たら結構怖い…



カピバラさんのパン

 

昨日から名古屋高島屋で開催されている

”カピバラさんキュルッとショップ in Nagoya”に行ってきました。 

カピバラさん の形をしたパンがcute
味はまた食べていないのでわかりませんが…食べるのがもったいないですねぇ

　　A thing of beauty is a joy for ever: 
　　Its loveliness increases; it will never
　　Pass into nothingness; but still will keep
　　A bower quiet for us, and a sleep
　　Full of sweet dreams, and health, and quiet breathing.

ジョン・キーツの"Endymion"の冒頭部分。
美しく可愛いものは私たちの心、生活を豊かにしてくれる、という詩です。

このカピバラさんのパンも見ていると和みます。

キュルッとショップ in Nagoya詳細

http://www.jr-takashimaya.co.jp/topics/d-8626.html#8626


名古屋市長選挙

今日はトリプル選挙の日です。

久々に選挙当日が休みだったので小学校にも行けました〓

８時になった瞬間に河村たかし当選のテロップが流れて事務所からは歓声が。

（河村たかし事務所は道路１本隣にあります）

河村さんのスピーチが今も聞こえてきます。

きっとお祭り騒ぎなんだろうなぁ（笑）



ありさんのくらし

最近モバゲーを始めました。

もっぱら「ありさんのくらし」にハマっています

季節毎の素材を集めて家具を作る単純なゲームですが作れる家具も色とりどりで可愛い

今はまだレベルが高くないので集められる素材にも限界がありますが…
レベルアップ目指して毎日プレイしています。

そのせいか２，３日に１回充電していたのが毎日に…

３月に家電アドバイザーの資格試験を受けなければいけないのに勉強が進んでいません。

そろそろまずいかな、と思いながらもやめられないのがゲームの怖さですね

お店の人には「UTOPIA~ユートピア~」が面白いよ、と言われましたが
私には向いてなさそうだったので手は出していません。

RPG得意な人がうらやましいっ



となりの花きゃべつ

 
妹が高校３年で今日、大学受験の結果が出ました。

１つ推薦はとっていたのですが、一般で一校受かりどちらにしようか考え中のようです。

今回受かったのは聖隷クリストファーという浜松にある大学で通うとなると下宿が必要です。

学校から送られてきた賃貸のパンフレットを見ていたら面白い名前の物件を見つけました。

その名も『花きゃべつ』

以前はきゃべつ倉庫があったところに建てたためこのような名前がついたようです。

まわりにも花きゃべつが咲いているので春には花が咲くとか。

さらにページをめくっていくと、次は『となりの花きゃべつ』という物件が！

そしてその次のページには『まえの花きゃべつ』です！

家族全員で笑いました。

賃貸物件の名前って凝ったものも多いですが、これは格別ではないでしょうか。

大家さんが作ったと思われるHPがあったので紹介しておきます。
３件とも本当に隣接していてその写真も載っているので見てみては？

この大学に行くかは分かりませんが

行くのであれば花きゃべつ、好いんじゃないかな

http://www.ne.jp/asahi/hana/kyabetsu/hanakya2


ＰＳ３がやって来た

我が家にＰＳ３がやって来ました！

戦国無双３と一緒です〓

今はセッティングの最中ですが使うのが楽しみです。



名古屋観光

Today my friendｓ who live in Kobe came to Nagoya to sightseeing.
We went to Shirakabe, the traditional streets,Osu and Sakae.

神戸から大学時代の友達が遊びに来てくれました。

その子の希望で白壁の街並みをまず散策することに。

家が近いので逆に行かないんですよね、ずっと住んでいるのに散策したことはありませんでした

。

上の写真は豊田佐助邸の庭で撮った写真です。

昼間は日がさしていて縁側に座って庭の花々を眺めたい気分でした。

そのあとは市政資料館へ。



入口正面にあるステンドガラスがステキ。

旧裁判所なだけあって公正を表す天秤がモチーフになっています。

たまたま行ったときにウェディングドレスとタキシードを着た新郎新婦が写真撮影を行っていま

した。

雑誌か何かに載せる分の撮影かな、と思っていましたが

モデルさんたちは見た感じ撮られ慣れていないようでした。

名所で写真を撮って写真集を作る方もいらっしゃるんですよね、もしかしたらその撮影だったの

かも。

晩御飯前に小腹がすいたので栄の長靴と猫という喫茶店に入りました。

以前から気になっていたお店です。

名前からも想像できるように店内には猫のモチーフがたくさん。



ケーキのお皿には猫がくっついています。

（しかもちゃんと長靴を履いてるんです）

可愛い〜



REGZAフォン

今日からREGZAフォンデビューです！
とはいえ、これまでと違う操作に戸惑い気味…

キャリア変更したので新しいアドレスもみんなに送らなきゃ…



ナルニア国物語

Today I watched The Chronicles of Narnia: Prince Caspian  on TV.
It was the movie I watched by myself for the first time.
Ben Barnes, a Prince Caspian, was cool but I didn't like the story so much.

ナルニア国物語第３章公開に合わせて前作がテレビでも放送されていました。

実はナルニア第２章、私が初めて映画館に一人で観にいった映画です。

この時ポップコーンとジュースを買ったのにトレイがもらえず、

どうやって入口で券を見せようか、と苦労した覚えがあります…

カスピアン王子の性格は微妙ですが顔はかっこいい。

ただ映画としてはやっぱり１作目のほうがよくできている気が。

３部を映画館で観るかどうかは考え中です。



なばなの里

↑　REGZAphone にて撮影

1月末から行こう行こうと言っていたなばなの里に行ってきました！
平日というのにすごい人…侮ってました

点灯前は花が咲いているといっても冬、少し寂しげだった園内も点灯後は一気に華やぎます。

行ってよかったです。



雛祭



days past

家電アドバイザーの試験を受けてきました。

勉強もまったくできていなかったこともあり撃沈…

気を取り直して（？）久々に図書館に行ってきました。

その途中に私が小学校６年間通ったそろばん教室があるのですが

今日見たら空地に…！

２週間ほど前には確かにあったのに。

特に交流が続いていたわけではないのですが

なんだかもの寂しい気持ちです。



桜



吉野の桜

よし野山さくらが枝に雲散りて花おそげなる年にもあるかな 　　西行

しだれ桜はきれいに咲いていましたが山桜はほとんど開花していませんでした。

花の見ごろは難しいですねぇ…



Movie: コナン

１３日にコナンの映画の試写会に行ってきました！

今作でなんと１５作目…長いなぁ。

ここ何年は映画のほうは見ていなかったのですが、

かなり楽しかったです♪

戦場カメラマンの渡辺さんがゲスト声優として出演ということも話題になっていますが…

いつも通りのしゃべりでした（笑）

雪山が舞台という季節感のまったくないストーリーではありましたが

コナンくんのすごすぎるアクションは見る価値ありだと思いました。



桜　その２

 

家の近くの公園にて。



妹の迷言

 
ネコに縞がついたらトラ

寝言で言った言葉ですが、あとで聞いてみたところ

本人も言ったことをなんとなく覚えているとか。



"The Cat Who Wished to Be a Man"

  
Today I watched the musical, The Cat Who Wished to Be a Man.
I was supposed to see with my mother and sister but my sister couldn't go.
Instead, I asked my freiend for this musical.

I though this musical was a little arranged for children, but it was fun.
The cast and story were of course nice, but the best was music.

劇団四季の人間になりたがった猫を見てきました!
妹も行くはずでチケットも取ったのに大学のオリエンテーションが入り、泣く泣く辞退。

代わりに急遽友達を誘っていきました。

ゴールデンウィーク仕様か若干子供向けの演出でしたが楽しかったです。

四季の名古屋劇場はステージとの距離が近いのでキャストさんの表情がよく見えます♪

ダンスやストーリーもよかったけれど一番は歌ですね。

四季のホームページで聴くこともできます。

小学校や中学校で一度は聴いたことがあるはずです。

公演終了後はキャストさんみんなが入口にいて見送ってくれました。

ちなみに赤毛のアンと人間になりたがった猫を両方見たらプレゼントをもらいました。



昔懐かしい色えんぴつ（？）

これ正式にはなんて言うんでしたっけ？



プラネタリウム

It was the first day of the Gorlden Week.
I went to the Nagoya City Science Museum with my freiend.
We particularly wanted to see the planetarium in this time.
For about three hours we stood in the line to buy tickets!

It was nice, so beautiful projections and gentle comments. 
However, I don't know it is well worth to wait three hours......

3月１９日にリニューアルオープンした名古屋市科学館に行ってきました！
お目当てはもちろんプラネタリウムです。

☆型のスパンコールのついたBAGにラメのカーディガンを羽織って
プラネタリウム仕様で臨みました（笑）

並ぶのは覚悟していましたが、９時半から並んで約３時間…！



１２時過ぎにようやく最終５時２０分からのチケットを買うことが出来ました。

待つ間は科学館を離れて栄でランチとショッピング。

パルコではリラックマ展が開催中。

可愛い

そのあとはいよいよ科学館に戻りプラネタリウムの開演を待ちます。

光学式とデジタル式（だったかな？）の２つの映像技術を備えていて

前よりも臨場感あふれる夜空が観れるようになっていました。

イスのすわり心地も最高で、せっかく並んで取ったのに寝てしまっていた人も。

とても満足ですがチケットを買うのに３時間とはちょっと…
オープンしたてでしょうがないとは思いますが…



紫竹おばあちゃんの幸福の庭

紫竹おばあちゃんの庭ステキでした。

北海道に行ってみたくなりました

会場にはなんと本物の紫竹おばあちゃんが！

青い花柄のワンピースを着た可愛らしい方でした。



ラッキーピッグ

高島屋にて購入〓

トントン拍子に物事が進む、と

いう意味を持ったチャームです。

他にも120種類のチャームから選べて名前を入れて貰えるので
とても迷いました〓

大事に使いたいです〓



スワロフスキー



リメイクT シャツ

大阪の伊勢丹で購入

エィスのリメイク、1 点モノ♪



下呂温泉

下呂温泉に行ってきました。

ちょっと熱めのお湯がとてもきもちよかったです。 

お土産屋さんで可愛いパッケージのお菓子を発見。



ブラックスワン

ブラック・スワン (ナタリー・ポートマン 主演) [DVD]
ブラック・スワン (ナタリー...の他のレビューをみる»

---

 
ブラックスワン見てきました！

思っていたよりも怖かった…でも心理描写がすごくて目が離せないストーリーでした。

少し前に山岸凉子の「アラベスク」を借りて読みましたが

主人公が役に悩んだり、コーチを好きになったりするところが似ているなぁ、と。

マンガのほうは最終的に幸せになるのに映画はなんとも言えない終わり方。

ともあれ、親とのすれちがい、ライバルとの競争など

画面にくぎ付けにされる力強い映画でした

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004N3B96E/jugem-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004N3B96E/jugem-22/ref=nosim
http://jugem.jp/mono/amazon/B004N3B96E/


もしドラ

もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら
もし高校野球の女子マネージ...の他のレビューをみる»

岩崎 夏海

もしドラ試写会行ってきました！

思っていたより面白かったです

野球は全く分からないので高校野球をメインにした映画よりも

楽しんで観ることができたと思います。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4478012032/jugem-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4478012032/jugem-22/ref=nosim
http://jugem.jp/mono/amazon/4478012032/


星守る犬

星守る犬
星守る犬の他のレビューをみる»

村上 たかし

星守る犬試写会に行ってきました！

なんと主演の西田敏行さんと原作者村上たかしさんが舞台挨拶に！

思いがけないサプライズでした。

映画は途中から号泣です

ハッピーが健気過ぎるっ

邦画はほとんど映画館で見ないのですがこれはお薦めです

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4575301434/jugem-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4575301434/jugem-22/ref=nosim
http://jugem.jp/mono/amazon/4575301434/


パイレーツオブカリビアン　生命の泉

最近休みのたびに映画を見に行っている気がしますが…
今回はパイレーツオブカリビアン　生命の泉を見てきました！

相変わらずのジャックと新ヒロインのアンジェリカ、　キャラクターもさることながら

人魚と人間が恋におちたり、船を奪われた復讐があったり、

ストーリーも楽しかったです。

まだまだ続きそうな感じで終わりましたが…どうなるんでしょうか？

プリンセストヨトミも面白そうだし、映画館で見る気はなかった戦国BASARAもやっぱり気に
なるっ

しばらく映画館に通うことになりそうです



天王祭

今年もご苦労様です。 



土岐プレミアムアウトレット

土岐プレミアムアウトレット、初行ってきました！

明日からセールということもあってか人はかなり少なかったです。

ラルフローレンで長袖薄手のシャツを買いましたｖ

元値からなんと８０％OFF

流石アウトレット…　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

車で行ったので久々に愛車をたくさん走らせられました



戦国BASARA　-The Last Party-

ハマりにはまっていた戦国BASARA、
映画はどうしようかなぁ、と思っていましたが結局行ってきました。

ものすごくよかったです！

アニメ２期で は成長したけど ほど目立たなかったので残念だったのですが

今作では総大将に！陣羽織姿も素敵すぎるっ

というか と って劇場版で初顔合わせなんだ！と思わぬ発見がありました。

最終的に と も仲直り（？）でいい感じに終わったと思います。

エンディングで足軽ダンスがまた見れるとは思ってもいませんでした。

主題歌もオープニング・エンディングともに言うことなし。流石です、西川さん。

公式HPを見ていなかったのですが、
本編前のマナーCM週替わりなんですね！
図らずしも 編でしたが…
ステッカーもステキです。４週目も行くべきか…

HP：戦国BASARA劇場版

http://www.basara-movie2011.com/main.html


ハイチュウ×Fanta

 
スーパーにふらっと寄ったら発見！

無言で親の持つ買い物かごに入れてました。笑

かじるとほのかにファンタオレンジの味がします。

つぶつぶが少しぷっちょに似てますがやわらかいので噛んでも疲れにくいかな？

美味しかった 　おすすめです



時計新調

腕時計 を新しく買いました。

高校入学時に親から貰った時計をずっと使っていたので約８年振りです。

長く使ってたんだなぁ…

実物を扱っているところがなく取り寄せてもらいました。

まだ慣れないのですが前の時計同様長く使っていきたいです。



バサラパン

何種類もあるバサラとヤマザキのコラボパン。

おおきなメロンパンと桃の蒸しケーキがお気に入り



plumpynuts

セールで買いました！

plumpynutsのチュチュスカートです。

GWあたりで一目ぼれしたスカートでしたが、
かなりボリュームがあって（写真では分かり辛いですが…）
普段使いに向かなそうなのに割高…
ということであきらめていた１品です。

今回セールで４０％OFF！
２日ほど悩んだ末、今日Getしました

大事に使いたいです



レンブラント＆フェルメール

今日は久々に美術館に行ってきました

豊田市美術館で開催されている「フェルメール＜地理学者＞とオランダフランドル絵画展」と

名古屋市美術館で開催されている「レンブラント 光の探求／闇の誘惑」の
２本立ての豪華スケジュールです。

最初に豊田市美術館へ。

目玉の＜地誌学者＞ですが

解説のVTRでは光がきれいに反射して布の青い模様がキラキラして見えたのに
実物はそれほど。

置く位置や光の当て方によって違うのでしょうか？

次に名古屋市美術館へ



レンブラントが版画をたくさん残していることを全く知らなかったのですが、

この＜３本の木＞という版画、すごかったです。

パッと見風景しか描かれていないようなのによく見たら

左下には漁師、右下の茂みには男女が隠れています。

（男女は言われても全然わからなかった…）

出口にある感想ノートには、

＜夜警＞があると思い込んで妹を連れてきてしまったお姉さんの

悲痛な心の叫びが書かれていました。

そんなことノートに書いても…

見たかったものが全部揃うことなんてまずないですが、

今回のレンブラント展、フェルメール展ともにとてもいい勉強になりました



落語心中

昭和元禄落語心中（1） (KC×ITAN)
昭和元禄落語心中（1） (KC×I...の他のレビューをみる»

雲田 はるこ
講談社

 
最近は続きもののコミックスしか読んでいなかったのですが

久々に新しいものにも手を出しました。

ﾌﾞｸﾛｸﾞで評判が良かったので読んでみたのですが…

これがとっても面白い！

落語（怪談）は一度高校の文化行事で観に行ったことがあります。

最初は退屈でしたが途中からは怖〜い雰囲気が漂ってきた、気が。

終わった後は思っていたより面白かった、と記憶していますが

正直内容はほとんど覚えていない…

この機会にもう一度観に行きたいです。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/406380514X/jugem-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/406380514X/jugem-22/ref=nosim
http://jugem.jp/mono/amazon/406380514X/


BIKEINA CAFE×戦国BASAEA

７月２１日〜期間限定でBASARAとコラボしているカフェに行ってきました！

三成 の『断罪』ブルーベリーブレッドと『懺悔』ブドウジンジャーを頂きました。

ブドウジンジャー、ブドウのジュレがとてもおいしかったです。

一緒に行った妹が幸村 セットを、母が政宗 セットを頼んで６種類、

特製コースターも６コもらいました。

（１つ被っていたので５種類ですが…）

家康のマンゴーミルクもおいしそうでした。

雰囲気もステキなお店でしたが、店員さんがちょっと…
だいぶ前に席を立ったテーブルに食器が置き去りになっていたり、

入ってきたお客さんに気づくのが遅かったり。

ちょっと気になった…。



貴船　川床

貴船の川床へ行ってきました！

鞍馬の奥の院まで行った後だったので水の流れる音、簾でできる影が

とても心地よかったです。

料理もボリューム満点でした。

鮎の塩焼きとおこぜのから揚げが絶品。

２年前にも鞍馬〜貴船、今回と同じルートで遠出したことがあるのですが、

そのときは１人だったため料理は食べませんでした。

念願叶って満足満足。





黒執事

黒執事(12) (Gファンタジーコミックス)
黒執事(12) (Gファンタジーコ...の他のレビューをみる»

枢 やな
スクウェア・エニックス

あのエリザベスが！！

この巻の感想はこれにつきます。

可愛いだけのヒロインは好きじゃないので

私の中で一気にエリザベスの株があがりました。（笑）

かなりグロテスクな場面が多かったですが、

あの血だまりを見ても平然としているリジーさん、ステキです。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4757533071/jugem-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4757533071/jugem-22/ref=nosim
http://jugem.jp/mono/amazon/4757533071/


ヘッドスパ

Panasonic 頭皮エステブラシ 【ヘッドスパ】ピンク EH-HE93-P
Panasonic 頭皮エステブラシ ...の他のレビューをみる»

---
パナソニック

私の勤務先でも売らなきゃいけないヘッドスパ、

気になっていたので買ってみました。

刺激は思ったより強くないのですが

２回使った今髪質は結構良い感じです。

使ったあとは水で流して乾かさないといけないので

それが少し面倒だなぁとは思うのですが

３日坊主にならないよう長く使っていきたいです。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004O74JUC/jugem-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004O74JUC/jugem-22/ref=nosim
http://jugem.jp/mono/amazon/B004O74JUC/


夏

図書館に行く途中朝顔を見つけました



台湾旅行：台北１０１

８/２０〜８/２２の３日間台北に行ってきました！
台北は小さい都市なので３日間でも結構のんびり廻れたと思います。

写真はアジアでNO.１の高層タワー台北１０１です。

エレベーターで約９０階まで！

そこからの夜景は最高です。



ご当地コアラ

サークルKにて。

指定のお菓子を2 個買ったら貰えました。

伊達政宗です。

可愛い♪



サルトルのブーツ

 
今年こそは！ということでブーツを買いに行ってきました。

憧れのサルトルです。

実はロングブーツは苦手で何年も履いていないです。

が、いいものを買えば気に入って履くだろうと半ば勢いで８月末に購入を決定

定番のバックベルトにするか筒状にベルトがあるタイプか悩んでいましたが

両方とも履いてみると筒ベルトのほうが足にしっくりきたのでそちらを購入しました。

これを機にこれからはブーツスタイルをいろいろ楽しもうと思います



台湾旅行：かき氷

思慕昔（スームーシーと読むらしい）のかき氷です。

台湾スイーツとしてガイドブックにもたくさんお店が載っているかき氷、

なかなか美味しかったです。

頼んだのはミニサイズなのですがこれでもかなりのボリュームがあります！

友達は普通サイズを頼んでいました…優にこれの２倍はあるかと…

値段もお手頃です。ミニサイズで１００元、普通サイズで１６０元

トレーにはなぜかスプーンが２つ乗っていました。

向こうの人も２人で１つを分け合って食べるのが主流みたいですね。



台風15 号

今日明日と仕事は連休です。

せっかくの休みなのにどこにも出掛けられない！

台風15 号、名古屋市の半分ちかくの人に避難勧告がでていましたが我が家は平気です。
うちに避難勧告が出るときは市内ほとんど浸かるときだなぁ

せっかくなので明日ものんびりと積み本の消化をしたいと思います。



デパート×ハローキティ

昨日栄の松坂屋と三越で完売だったキティちゃんのチャリティーストラップ

親がたまたま行った高島屋に奇跡的に残ってました！

人間限定物には弱いものですね。

私が台湾で買ってきたレスポに付けてくれるそうです。



スワロフスキー

シロクマくんです。

大阪で9 月25 日に開催されたサイン会に持っていって、
足の裏にサインしてもらいました。

アクセサリーは何点かありますが置物はこれが初めて。

是非ともコレクションしたい輝きです。



ロボぴちょんくん

ロボぴちょんくん、可愛すぎる！

明日明後日店で行われるダイキンイベントのパネルで発見しました。

ぽよんとしたお腹にいるコが素敵だと思いません？



花フェスタ記念公園

朝はあいにくの天気でしたが昼から晴れたので、

コスモスを観に岐阜の花フェスタ記念公園に行ってきました。

今週がちょうど見ごろだそうで。

この公園はバラ園も有名です。

バラもばっちり鑑賞してきました



「花笠」という品種で香りがとても良かったです。



ハロウィン

クリスピークリームドーナツのハロウィンボックス。

蜘蛛の巣のドーナツが美味しかった〜



バラ園 in 庄内緑地公園

可児のバラ園に引き続き、庄内緑地公園のバラ園に行ってきました。

面積、数は少なめでしたがきれいに咲いていました。

 



BOOK:ディズニーと三越で学んできた日本人にしかできない「気づかい」の習慣

ディズニーと三越で学んできた日本人にしかできない「気づかい」の習慣
ディズニーと三越で学んでき...の他のレビューをみる»

上田 比呂志
クロスメディア・パブリッシング(インプレス)

 めずらしくビジネス本を読みました。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844371339/jugem-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844371339/jugem-22/ref=nosim
http://jugem.jp/mono/amazon/4844371339/


袋小路

そろそろ寒くなり紅葉が見ごろを迎えつつあります。

岐阜のせせらぎ街道に行こう！ということになり昼過ぎに出発しました。

ナビで「せせらぎ街道」は出なかったので「道の駅パスカル清見」で検索。

下道の４１号をひたすら進むルートでした。

…が、下呂を過ぎてあと少し、というところでなぜが行き止まりに！

通行止めで迂回路とあったのでその通りに進んだら同じところに戻ってきてしまいました！

そこに着くまでにも山が紅葉しているのは見れたのであきらめて帰ることになったのですが…

行きと違うルート（高速利用）で帰ったら郡上八幡のインターにのるまでの道が

街灯なしの真っ暗な山道＆九十九峠を約１時間

幸い反対車線からほとんど車が来なかったので道の真ん中を堂々と走りました。

結局約６時間車を運転しっぱなしだったのでお風呂上りに腕は筋肉痛になるし、

でも山道の運転は１日でかなりうまくなった気がします。

だれかあの魔の迂回路の出口を教えてください…



美容院

栄の美容院　dwarf（ドワーフ）というところに行ってきました。

名古屋に戻ってきて早１年半、ずっと神戸の美容師さんにお願いしていましたが

いい加減こっちで探さなきゃ！と決断した次第です。

（５年も同じところに通っていると楽なんですよねぇ、いろいろと。）

こじんまりとしたお店ですてきな音楽、お香、出されたお茶も美味しかったです

出来栄えもなかなかで次回もお願いしようかなぁ、と考え中。



池田理代子

女帝エカテリーナ (1) (中公文庫—コミック版)
女帝エカテリーナ (1) (中公...の他のレビューをみる»

池田 理代子,アンリ・トロワイヤ
中央公論新社

オルフェウスの窓 1 (集英社文庫—コミック版)
オルフェウスの窓 1 (集英社...の他のレビューをみる»

池田 理代子
集英社

ベルサイユのばら 1 (集英社文庫)
ベルサイユのばら 1 (集英社...の他のレビューをみる»

池田 理代子
集英社

最近池田理代子さんが再ブームとなっています。

中学生の時に『ベルばら』にはまったくらいだったのですが、

最近『オルフェウスの窓』を３巻以外まとめ買いし、

（３巻だけがどの本屋を見ても新刊でないんです。泣　

　ネットでも新品在庫はないようなので中古で探すか…）

今日『女帝エカテリーナ』を購入してきました

また図書館で『聖徳太子』＆『春日局』を借りて読み、

次は『栄光のナポレオン』かなぁと。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4122021456/jugem-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4122021456/jugem-22/ref=nosim
http://jugem.jp/mono/amazon/4122021456/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4086170019/jugem-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4086170019/jugem-22/ref=nosim
http://jugem.jp/mono/amazon/4086170019/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4087482200/jugem-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4087482200/jugem-22/ref=nosim
http://jugem.jp/mono/amazon/4087482200/


ベルばらとオルフェウスの窓なんかは両方とも男装の麗人が主人公なのに、

一人は男として生き、一人は女に戻ってそれぞれの愛を貫くところがすごく良い！

比べて読むといろいろ考えさせられます。

話は違いますが今のベルばらって表紙がとっても華やかです…

私が持ってるのは白地にバラの絵がついたシンプルなものなのですが、

いつ変わったんだろう…



LABI 名古屋

休みだったので名駅に出来たヤマダのLABI に行ってきました。

平日の昼間だからかオープン当日のように混んではいなくスイスイ見れました。

地下1 階の理美容コーナーが展示台をピンクで統一して、等間隔で並べてあり、
女の子向けのフロアだなぁと思いました。

前のメルサの時の間取りのままなので懐かしみながら、値段も軽く調査。


