


新年明けましておめでとうございます。

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します。

画像はオリジナル小説はるかとかなた。のかなた。

うさショタ。

ポストカードに印刷出来るサイズのPDFはこちらのサイトにてダウンロード出来るようになって

http://mumei.org/public/t1751.htm


ます。

■2011年度年賀状■

年賀状とかに使用してもらっても大丈夫です。

一応コピーライトも入っているので。

今年は一ヶ月ごとに出来たら本を一冊づつ出していく予定。

できれば、なので。

一応こちらでお知らせします。

　 　

JUGEMテーマ：新年の挨拶 明けましておめでとうございます
2011.01.01 Sat

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/ga/novel00.html
http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://illustration.blogmura.com/originalillust/
http://jugem.jp/theme/c274/6985/


シムピ「オリジナルキャンバス」の作り方。

[シムピープル｜PCゲーム]

久しぶりにシムピ。

今回は”キャンバスに好きな絵を描かせる”です。

トラモグとフォトショを使用しますが他の画像編集ソフトでも出来ると思います。

まずはトラモグでMaxis公式”ディマンシェ”のキャンバスを探します、サーチに”easel”と入れれば
出てきます。

右側にある「CloneObjectFile」をクリックすると新しいウィンドウが開くのでそこで「OK」を
クリック。

（ここで「NewObjectFileName」とある枠内にある名前を変えた方が後々配布の時にいいよう
です）

マジッククッキー取得も忘れずに。

これで抽出されたファイルが左の枠に表示されていると思います。

それを選択し「ExportObjectFile」をクリック。

新しく開いたウィンドウ内の「just change〜」のチェックを外し「one Zoom〜」を選択。

「OK」をクリックすると新しいウィンドウで文字がズラーっと流れると思うので終わったら「OK
」をクリック。

このようにファイルが作成されます。

↑

ファイルの中はこんなカンジ。

http://keyword.blogmura.com/key00195682.html
http://keyword.blogmura.com/key00018975.html


↑

中には画像ファイルがあります。

これらのファイルの中の”絵の描いてあるBMPファイル”のみを変えます。

フォトショ編=============================================

今回はミクを描きたいと思います。

キャンバスは”描き途中”と”完成”の絵が必要なので、線画と完成絵を用意。



少しグレーを入れるとゲーム中それっぽく見えます。

それを白いイーゼルにはめ込みます。

「　編集 ＞ 変形 ＞ 自由な形に　」でイーゼルに合わせて変形させます。



四辺を角に合わせる。

完成。

このファイルを保存、したいのですが。

なぜかBMP保存出来ないので”複製を保存”で保存します。
256色になっているのを確認。

そんなカンジで画像を作っていきます。

合計で８ファイル、１２画像。

既存の絵ファイルに作っていったファイルを上書きしていきます。



=============================================
またトラモグに戻ります。

左の一覧で改造していたアイテムが選択されているのを確認して「ImportObjectFile」をクリック
。

xmlファイルを選択するとまたダーッと流れて新しい画像ファイルを読み込んでいきます。

「ViewObject」で画像を確認。

カラーの方もOK

同時に説明文の方も変更していきます。

ファイルの場所。

シムファイル内の　Downloads ＞ Transmogrified　に作成したIFFファイルがあります。
上の画像のは名前が適当なので、変更しておきます。



これでオリジナル画像をシムが描いてくれるようになりました。

以上キャンバスに好きな絵を描かせるでした。

一応サイトに白いキャンバスセット置いときます。

フォトショップ用PSDデータと、画像ファイルBMP。
あと画像変更サンプルも同梱しておきました。

■シム/白いキャンバス（好きな画像を描かせる）■

ところでsims２はゲーム中に撮影した画像BMPファイル変えるだけでいいんだそうです。
【シムパーソンデータ倶楽部｜シムズデータ｜【ザ・シムズ2】データベース｜好きな絵を描
こう！】

それにしても…今日のtwitterはおかしい。
１日にフォロワーさんが50を超えた、何があったのか分からない。
何もしてないのにAPI制限もかかるし（なので呟けない）RTもふぁぼられも無いのに。
正月早々何があったんだろう…。

　 　 　

JUGEMテーマ：シムピープル

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/sim/white_canvas/sim12.html
http://www4.ocn.ne.jp/~pepti/data/0012.html
http://game.blogmura.com/in/plaync_307517.html
http://game.blogmura.com/pcgame/
http://game.blogmura.com/slggame/
http://game.blogmura.com/gamehowto/
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


2011.01.02 Sun



Taste of Home/海外のレシピサイト

海外の雑誌を探していたらたまたま見つけたサイトなのですが。

【Taste of Home】
アメリカのレシピサイト。

もちろんアメリカなので全て英語ですが、googleのchrome自動翻訳でなんとなく意味も分かるか
と思います。

ベーコンキッシュタルトのレシピ[日本語翻訳画面]

上の変な日本語訳”1管は、（8オンス）三日月ロールを冷蔵”は
原文→1 tube (8 ounces) refrigerated crescent rolls

http://www.tasteofhome.com/


冷蔵したクレセントロールを一つ：８オンス（226.8グラム）という意味のようです。
なんとなく英語の勉強にもなる。

例の”チリコンカルネ”もあります。

【Buffalo Chili con Carne Recipe】レシピサイトへ。
材料に”バッファローの肉”とか…。

クックパッドのような素人レシピではないちゃんとしたプロのレシピなので、やろうと思えば見

た目も綺麗に出来て、それに栄養バランスも取れています。

とりあえず一つ作ってみる事にしました。

かなり簡単そうな”Walnut Brownies Recipe（くるみのブラウニーレシピ）”
【Walnut Brownies Recipe｜Taste of Home】←レシピのページへ。

※クリックで大きい画面が開きます。

http://fortuneworld.web.fc2.com/EverydayCCC.htm
http://www.tasteofhome.com/recipes/Buffalo-Chili-con-Carne
http://www.tasteofhome.com/recipes/Walnut-Brownies-3
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20110115_804473.jpg


4カップブラウニーミックス
4個の卵
小さじ2バニラエキス
1-1/3カップはクルミのみじん切り
1カップ（6オンス）ハーシー®のS半甘いチョコレートチップ

24食分

多めなのでこの半分で作りました、大抵の場合日本のレシピと比べて多いので半分か1/3くらいで
見ると丁度いいです。

注意※ちなみにココの1カップは日本の分量（200cc）と違います※
こちらの”USA”を参考にして下さい。

調理用計量器-wikipedia（英語）

オーストラリア・カナダ

イギリス

アメリカ

FDA（アメリカ食品医薬品局）

250ml
284.1ml
236.59ml
240 ml

1cupと言っても200〜284.1の差があるんですね。

直訳→ボウルに、バニラを組み合わせてブラウニーミックス、卵、。フォールドチップクルミ

とチョコレート。

原文→In a bowl, combine the brownie mix, eggs and vanilla.Fold in the walnuts and chocolate
chips.
訂正→ボウルでブラウニーミックスと卵とバニラエッセンスを混ぜ合わせ、ひだのあるくるみ（

普通のくるみの事）とチョコレートチップス（製菓用チョコレートチップス）も入れて混ぜる。

直訳→注ぎに油を塗った13インチ × 9インチ パンを焼く。
原文→Pour into a greased 13-in.x 9-in.baking pan.
訂正→油を引いた　33cm×23cm　の天板を用意してオーブンを余熱する。

直訳→オーブンは分間35℃で350または中央付近に挿入さつまようじまでもついてこなくて。
クールラックのワイヤ。 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cooking_weights_and_measures


収率： 2ダース。
原文→Bake at 350° for 35 minutes or until a toothpick inserted near the center comes out clean.
Cool on a wire rack.
Yield: 2 dozen.
訂正→180℃のオーブンで35分、中央付近に爪楊枝を刺しても生地が付いてこなければ完成。
ワイヤーラックで冷ます。

２ダースほどに切り分ける。

完成

材料混ぜるだけでした。

単位や温度なども違ってくるので、それらも別サイトを参考にしてみました。

・華氏摂氏温度換算表

・単位自動換算機

英語も覚えられて、単位や温度などの換算もだいたい覚えられるようになって、レシピも増える

ので一石二鳥以上に勉強になります。

Amazonで関連書籍を探したら、結構ありました。
Taste of Home　関連書籍一覧｜amazon.jp
でも全て英語なので、やっぱりネットで見る方がいいかもしれません。

そうなるとiPadとかで見たいので、キッチンでも使えそうなものを色々と探してみました。

表面をタッチするのでやっぱり必要になってく

る保護シート。

斜めに立てておけるiPadスタンド。 安価ですが
ほぼベッドサイド用。

安定したiPadスタンド。 奥行きが必要とありま
水場に置くのに必要な防水ケース。 そう思った
けど、これジップロックで代用可能っぽいよ

http://www.ncwind.net/faq/ondo_hyo.html
http://www.basuturi-doki.com/beginner/conv.html
http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html?ie=UTF8&location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fs%3Fie%3DUTF8%26redirect%3Dtrue%26sort%3Drelevancerank%26ref_%3Dsr_nr_n_0%26keywords%3DTaste%2520of%2520Home%26bbn%3D52231011%26qid%3D1295071981%26rnid%3D52231011%26rh%3Dn%253A52033011%252Ck%253ATaste%2520of%2520Home%252Cn%253A%252152231011%252Cn%253A90734011&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=ur2&camp=247&creative=7399
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00170D4XC?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B00170D4XC


すが、キッチンなら無問題。
けど、これジップロックで代用可能っぽいよ

うな…。

この前iPhone持ってた主婦の人を見かけたんで、iPadでレシピ見る人も居るかなと思って。
それにネットブックをキッチンに持って行く方が不安なので、iPadの方が汎用性があるのと、ビ
ジネスユースだけでなく広く使われるようになる方がAppleのコンセプトともマッチするので、い
いんじゃないかと思います。

　 　 　

JUGEMテーマ：家庭料理のレシピ
2011.01.15 Sat

http://sweets.blogmura.com/tedukuriokashi_recipe/
http://sweets.blogmura.com/tedukuriokashi/
http://sweets.blogmura.com/tedukurioyatsu/
http://food.blogmura.com/
http://jugem.jp/theme/c208/1143/


猫に歩数計をつけてみた。

[猫]
クリスマス脱走（twitterにて呟いていた）から、何度もこの季節になると脱走するので４歳にして
初の首輪ライフになりました。

首輪をすると以前は（ちゃんと緩めに付けさせていたのに）ゲロを吐いていた事もあって付けさ

せて無かったのですが、大人になってそういう事も無くなってました。

夜には外しているのですが、朝になって「アレは？」アピールをしてくるくらいにまで慣れてき

ました。

リボンが付いてて、してると可愛いとか言われるからでしょうか？

とりあえず装着。

嫌がるかと思ったら、案外普通に付けてたので続行。

途中経過。

http://keyword.blogmura.com/key00020890.html
http://keyword.blogmura.com/key00015001.html
http://keyword.blogmura.com/key00000567.html


ベランダに出て行ってウロウロしてから戻って睡眠。

この時点で２００歩

と、思ったら。

いつ付いたのか、万歩計にキズが！

（右上の赤い塗装がハゲた所）

やっぱり嫌だったのか…。

古いし、首輪に付けたのは自分だからしょうがないのですが…（元々細かいキズもあったし）
どこで付けてきたんだろう…あーあ。



結果

朝の９時から深夜２３時５９分までの計測で　２１０９歩　でした。

ポケモン万歩計なので１０５ｗを発電。

一歩の大きさとかは分からないので距離は不明ですが、家の中だけの計測なので外猫だとこれ以

上動き回ってるでしょうね。

あと首掻きもカウントしてました…。

　

JUGEMテーマ：にゃんこ
2011.01.23 Sun

http://cat.blogmura.com/
http://cat.blogmura.com/kijitora/
http://jugem.jp/theme/c154/1224/


sims2イェレミース家

[シムピープル|PCゲーム]
以前の記事【メイドさん死去】で出てましたが、「克哉とあきら。」のキャラでsims2をプレイ中
。

克哉とあきらとくるみ、手前に居るのはペットのハルとカナです。

サイトにてこの犬を配布しています。　■白いモコモコ犬■

アキラ

”しょんぼりした地味な顔”をイメージして作ってみたら本当にしょんぼりした顔に。
何か不満ありげな口元です。

http://keyword.blogmura.com/key00195682.html
http://keyword.blogmura.com/key00018975.html
http://mumei.org/public/t1914.htm
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20110126_812882.jpg
http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/sim/w_dog/sim9.html


克哉

あれ？

本編では当然こっち↓です。

なんとなく髪を下ろさせてみました。

オールバックなので前髪は長いんだろうなぁ…と思ったらsimsの公式にイメージ通りの髪型があ
ったので。



では本編スタートです、なんという事でしょう。

攻　守　逆　転　で　す　。

まぁいいか。

子供の面倒を見る克哉。

ウチではシムを勝手に動かしているのですが、克哉を”家族願望”にしたので率先して子供の面倒を
見るようになってました。

アキラの方はというと。



社交が高いのでお客さんと話してました。

会話しているのは”モティーマ”
今回はストーリーというのがあって、奥さんに逃げられてるそうです。

sims2のレポサイト『毎日がチリコンカルネ』さんの所のライプニッツ家でもあった
言葉を教えてもクマを全力で否定。

この行動はディフォルトなんでしょうかね。

犬はといえば。

仲良く一緒に寝てました。

まだ昼間なのに。

http://fortuneworld.web.fc2.com/EverydayCCC.htm


社交の高いアキラは、人を呼んでジェットバスで世間話をしていたので克哉も参加。

ジェットバス会話って、何でだよと思うくらい友好度が上がって結構友人が増える不思議なアイ

テムです。

そして夜。

後からベッドに入った方が後ろから抱きしめる、仕様だそうです。

子供も二人も寝静まったのに、一向に早送りにならない（シムは家に居るキャラが全員寝るか仕

事（学校）に行くと画面が早送りになります）ので、カメラをズームアウトしていくと。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20110126_812907.jpg


何でまだ居るんだよ、ダレンさん。

という事で一日終了。

あとシムは静止画を撮れるだけでなく、動画も音声と一緒に撮影出来ます。

【sims2】シムズ２でカレーの歌【踊る子供】

できあがり。

使用した「カレーの歌」変声バージョン→【ヘタリア】独風カレーの歌

だいたいあんげん。で見つけた不思議な歌。

元はみなみけだそうです。

▼テレビに外部から読み込んだ動画を表示させる。

オマケにチュートリアルを一つ。

テレビの画面に動画サイトなどで拾ってきた動画などを表示させる方法を説明します。

（自分で撮ったムービーでも可能）

マイドキュメント内にある、シムズ２フォルダー。

C:/Documents and Settings/ユーザー名/My Documents/EA Games/ザ・シム
ズ２/Movies/Broadcast/

その中にある”Movies”フォルダーを開いてその中の”Broadcast”に沢山フォルダーがあると思います
。

Commercials｜CMなので短いムービーとか
Static｜静寂？ヒーリング系な番組でしょうか。
TvChildren｜子供向け番組
TvFood｜料理番組
TvMusic｜音楽番組
TvSBN｜ニュース番組（シムズ ブロードキャスト ネットワーク、みたいな？）
TvSports｜スポーツ番組

http://www.youtube.com/watch?v=F8aoZ4TWN1U
http://www.nicovideo.jp/watch/sm8299770
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%82%E3%82%93%E3%81%92%E3%82%93%E3%80%82
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00273D4YM?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B00273D4YM


TvWorkout｜”TVでエクササイズ”という時に流れる映像

その各フォルダーの中に動画ファイル”AVI”を入れれば表示されます。
（他も試しましたが、AVIファイルばかり表示していたので、多分）

↓その他動画形式のファイルをAVIに変えたい
Craving Explorer
YouTube、ニコニコ動画などの動画をダウンロードし、AVI / MPEG / MP4(iPod) / FLV / WAV /
MP3 の形式に変換、保存することができる動画専用ブラウザです。
※FLVとかだった場合コレで変換させました。

【sims2】テレビ表示確認【エルシャダイ】

動画を表示させても大丈夫か？大丈夫だ、問題ない。

本編が終わると同時にスイッチを切る克哉。

下の部分が切れてますが、テレビ画面の表示が低すぎるんでしょうか？

テレビはダウンロードしてきたものなので不明、日本のメーカーモノらしいです。

左側に居るパンいちの人はジェイミーです。

キャラ画像の綺麗な子。

お手伝いさんとして来て貰いましたが、案外活躍。

二人の愛人として器用に渡り歩いてました。

　 　 　 　

JUGEMテーマ：シムピープル
2011.01.26 Wed

http://www.crav-ing.com/
http://www.youtube.com/watch?v=b4Zn6iQ0ktc
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20110126_812870.jpg
http://game.blogmura.com/in/plaync_307517.html
http://game.blogmura.com/pcgame/
http://game.blogmura.com/slggame/
http://game.blogmura.com/gamehowto/
http://game.blogmura.com/game_gazou/
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


sims2ヴラド家

[シムピープル|PCゲーム]
ヘタリアなどの版権キャラや自分の書いた小説のキャラもありますが、sims2だけのキャラも作っ
てみようと思って初めてみました。

ヴラド・ツェペシュ

ドラキュラ公でおなじみのワラキア公ヴラド3世ことヴラド・ツェペシュ。

全くのオリジナルというワケじゃないですが。

これで始めてみます。

まず料理

何事にもまず食事、とりあえず作らせてみました。

色々なメニューを入れてみたので、こんな事になってますが。

http://keyword.blogmura.com/key00195682.html
http://keyword.blogmura.com/key00018975.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%83%A9%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%84%E3%82%A7%E3%83%9A%E3%82%B7%E3%83%A5


メニュー過多で表示が変になってる。

これが４回ぐらい表示されるくらい入れてしまった。

何故かお客さんが勝手にケンカを始めてしまいました。

この世界には男とか女とか関係ありません。

DVというよりバイオレンスです。

基本放置主義なのでそのままにしていたら、いつの間にか泣いていたダレンさんが帰って行って

いました。



ここでそろそろ念願だった吸血鬼に変身に変身してみます。

これはゲーム中では何かしらの方法で入手しなければいけないアイテムなのですが、こちらのサ

イトに行けば普通に手に入れる事が出来ます。

Parsimonious sims

Our custom New objects/Panacea

おやすみ

無事吸血鬼になったという事で、棺桶で就寝。

死去

http://www.parsimonious.org/
http://www.parsimonious.org/furniture2/modded/k8-Panacea.shtml


夜が明けて、日の光を浴びて、一気に衝天。

写真撮る間もありませんでした…。

おわり

死神もトイレするんですね。

いや、まだだ…まだ終わらせんよ！

第二章。

ヴラド２世



新しい住人に来てもらいました。

１世の遺灰も洗ってない皿も新聞紙も、描きかけの絵もありますが。

この２世、結構リア充してくれてます。



脱ぎ上戸…というカンジですが一応軍人です。
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sims2キャンパスライフの寮作ってみた。

[シムピープル|PCゲーム]

※２月１６日にちょっとだけ変更しました。

トイレとか。

10代青春プレイには必要な「キャンパスライフ」を入手したのでさっそくプレイしようと思った
らまず寮に入らなければいけない（資金の都合上）らしいので、既存の寮は使い勝手が悪かった

ので自分で作る事に。

全体

※大き目のアニメGIFだった為、ブログに掲載出来ませんでした※

以前のスクエアハウスと同じように壁柱の建物。

もう少し明かりを増やしてもいいかな、と思った。

外階段

http://keyword.blogmura.com/key00195682.html
http://keyword.blogmura.com/key00018975.html


何だかこだわってしまった外階段。

キャンパスライフでは家具を斜めに置けるチートがあるので、ベンチとテーブルを斜め置きして

みました。

ダビデ様が見てる。

ホットタブがある浴室ですが外から丸見えです。

向こうには大人数家には欠かせない簡易シャワーがあります

simが恥ずかしがって追い出したりするので、仕切ってあります。

トイレはこちら

その浴室の奥にトイレがあります。

上の階から来た人が大回りして入らなきゃいけないから改善の余地あり？



キッチン

一応全て揃っている筈です。

キャンパスライフから追加された”スプリンクラー”も設置済。

食堂

一応こんなカフェテリアのようなカンジになってます。



学生生活の必需品

”宅配してもらわなくても家具画面で購入出来るピザ”はプレゼントです。

ジム

今回なぜか大幅に追加された”トレーニングマシーン”類
奥にはシャワールーム。

ジムは衛生度が極端に下がりますからね。

あと全面に張られた鏡は”ホットナイト”でのオブジェクトなので、入ってないと違う鏡が表示され
てジムっぽく見えなくなるかもしれません。

３階



螺旋階段を上がっていくと個人の部屋。

一応、学習机とシングルベッドと装飾（部屋の環境を上げる為）が置いてあります。

サンプル部屋その１

家具は白でまとめてみました。

サンプル部屋その２

実はこの学習机、スペースが空いてるように見える右側にも物を置けるので

課題が浮いたりします。

でも普通に使えるので無問題。



インビジブル（透明）机です。

リビングルーム

３階の奥にある共有スペースです。

高いので空がよく見えます。

全体はこんなカンジ。

グダグダするには丁度良さそうですね。

そして、手前に見えている階段を上がっていくと…。



VIPルーム誰でも使用出来る寝室があります。

４階

さっきの部屋も４階ですがこっち側とは繋がってません。

こちらは４部屋。

寮のダウンロードはこちらへ。

■シムズ２/スクエア寮■ダウンロードページへ

それと、キャンパスライフでの寮区画は家具などが移動出来ないので

もし家具等変更したい場合はチートで住宅に変更してから移動させて下さい。

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/sim/q_dorm/sim12.html


ゲーム画面を出して「CTRL+SHIFT+C」を押したあと下記のコードをタイプしてください。

区画を「住宅区」に変更「changeLotZoning residential」
保存して一旦街の全体が面に出て下さい。

それから再び家をクリックして入ると変更出来ます。

そして再び

区画を「学生寮区」に変更「changeLotZoning dorm」
これでまた寮になります。
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paypalをサイトに置いてみました。

海外のシムサイトを巡っているとよく見る”paypal（ペイパル）”という文字。
最近テレビでも聞くようになった（wikiリークスなど海外サイトがよく使用している）ので、調べ
てみたら楽天銀行（旧：イーバンク銀行）の元になったものらしい。

アメリカのサービスで、口座間やクレジットカードでの送金や入金を行えるサービスです。

　　　　ペイパル-wikipedia-

イーバンクと同じく口座開設の維持手数料は無料です。

アメリカ版ヤフオクのeBayを利用する際に使う窓口、相手に口座番号やクレジットカード番号を
知らせずに決済が出来ます。

なのでヤフオクで決済をする場合、ペイパルを使った方が手数料が安い。

（相手がペイパル口座を持っていればの話ですが）

なので、使う事もあるかもしれないのでとりあえず開設してみました。

海外のサイトで買い物をすると送金手数料だけで2000円以上取られたりするので、コレだと無料
で利用出来ます。

（送料はかかりますが）

現在skypeでも利用出来るそうです（3.2.0.53以降）
skype ＞ 料金 ＞ 支払方法 ＞ paypal
というか海外サイトだと決済が大抵ペイパルだったりする。

▼paypal開設

【PayPal でオンラインビジネスを構築】
これを利用してネットショップが開設出来るので（オンラインビジネスを〜）となっていますが

、イーバンクと同じなので登録だけでも利用可能。

開設すると海外との取引が可能になります。

※190ヶ国で利用可能。
あの仏領セイシェルでもリヒテンシュタインでも使えます。

file:///tmp/puboo/56400/237874/93fcbc00883f22eae463/407/pdf/7.html#
http://ja.wikipedia.org/wiki/PayPal
http://www.skype.com/intl/ja/prices/ways-to-pay/paypal/
https://www.paypal.com/jp/mrb/pal=NQVXTDEFGK8SQ


３種類のアカウントがあります。

・パーソナル - 個人の支払い向け
・プレミア - 個人事業主向け
・ビジネス - 法人向け

プレミアは”デビッドカード（米国のみ）やクレジットカードでの支払いを受け取る”
ビジネスは”複数人でアクセス出来る”
というくらいなので、とりあえずは”パーソナル”というもので送金するだけなら普通に使えます。

ネットで通販をする場合は「プレミア」にしないと、送金の受け取りが出来ません。

プレミアで掛かる費用は入金手数料

（価格×3.6%）＋４０円　　がかかります。
※手数料について詳しくはこちら　「手数料ポリシー」

パーソナルもプレミアも維持手数料は無料です。

あと2357円以下の商品しか扱わない場合は「Micropayments（マイクロペイメント）」に登録し
ておくと手数料が”（価格×5.0%）＋７円”とお得になります。

【Paypal：Micropayments】
※このページはgoogle chromeでは動かないのでInternet Explorerなどでアクセスして下さい。

▼入力項目

メールアドレスがアクセスする際のＩＤになります。

パスワードは８文字以上。

住所氏名と、連絡のつく電話番号（非公開）を入力して登録。

登録したアドレスにメールが来るので、そこにある確認用アドレスをクリックしてそのアドレス

が登録されれば使用可能になります。

クレジットカードを持っている場合は使用するカードに登録すれば使用できます。

（クレカを登録せずにペイパル口座内に溜める事も可能）

https://cms.paypal.com/jp/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_ID=ua/FeesPolicy_popup
https://micropayments.paypal-labs.com/


ただし、アメリカの銀行口座なら引き出し手数料は無料ですが日本の銀行の場合は５万円以下の

場合250円かかります。
シティバンクでもアメリカ口座でないと無料にはなりません。

▼購入方法

・ペイパルボタンを設置しているサイト

・eBay
などに というボタンがあると思います。

海外サイトなら”buy now”とか”Paypal”と書いてあります。
(eBayの場合「Shipping and payments（発送と支払い） ＞ Payment details（支払いの詳細）」と
いう項目にあります)

〔例：ウチのサイト〕

言語を選択してこのバナーをクリックすると、peypalのサイトへ飛びます。

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/


・ログインして、自分の所のアカウントから注文を送って下さい。

・その後、受け取った側は管理ページから請求書（○○円になります等、金額を明記したメール

）を作ります。

・支払いページへのリンクが付いたメールがペイパルの管理ページに来るので、リンクをクリッ

クして”ペイパルのアカウントで支払う（ペイパル口座内に残金がある場合）”か”クレジットカード
で支払う”を選択して入金する。

・これで相手方が入金を確認したら商品が届く（ダウンロードが出来る）

という流れです。

イーバンクはヤフオクくらいでしか利用方法が思いつきませんが、ペイパルの場合はbuy nowボタ
ンの設置でサイトでの通販が可能になります。

これを利用すれば自サイトでの電子書籍のダウンロード販売などが可能になります。

その場合広告などが必要になりますが。
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sims2ホットナイトのデート機能を使いこなす。

[シムピープル|PCゲーム]
sims2のメイン機能とも言える「ホットナイト」のデートイベントを上手い事使えないかな…
（キャリアアップの為に友人を大量生産）と思って作ってみました。

疲労が溜まってきても回復出来るカプチーノ自販機や

大人数と交流が出来るホットタブも完備。

玄関から左右に分かれるタイプ。

レストランの筈なのに、皆真っ直ぐに正面のプールに向かいます。

レストラン

http://keyword.blogmura.com/key00195682.html
http://keyword.blogmura.com/key00018975.html
http://www.amazon.co.jp/dp/B000AORALI?tag=nightow-yukiko-22&camp=1027&creative=7407&linkCode=as4&creativeASIN=B000AORALI&adid=0NKFQR4PZGCJDHR56ZX5&


レストラン内部。

別にピアニストを雇ったり出来るワケではないので、シムが勝手にピアノを弾いたりします。

上から見た図

２人席ばかりですが、シムが２人以上で食事をしている風景は見た事がない。

食事が終わったらトイレ側から出て行くかと思ったら、キッチンを通っていくのがちらほら…。
レクリエーションルームに行くのに一番近いルートだからでしょう。



デートで何かプレゼントしたい時、香水などをここで仕入れ（購入）が出来ます。

奥には鏡があるので変身したい場合はこの辺でどうぞ。

ポーカー台やカラオケセットがあります。

お金が無くなればココで稼げる…。
同時に３人と交流できます。

奥には体力回復用のエスプレッソ等、と一緒に食洗機やゴミ箱があるのでカップやゴミが出た場

合でも片付ける事が可能。

でも大抵はレストランのスタッフが片付けてくれたりします。

カラオケ台の横には、写真には写ってませんがネスカフェの自販機があります。

体力を全回復させるチート自販機、体力＋１０尿意−５



外にホットタブを設置していましたが、シーズンズを導入していると「体温」というゲージが出

てきます。

それでシムが寒がる事がある為、室内に設置しました。

あと、必要無いとは思いますがシャワールームとお風呂。

ホットタブは少しづつ衛生度を回復させますが、早めに回復させる為に置いてみました。

プールですが、端が丸い「シーズンズ」仕様になってます。

画像ではエラー表示になってますが本編中もなぜか出てきます…。



自分のPCがノートなので上手い事表示されないだけ。
sims2がノートで動く事自体が凄いんですけどね。（DELL inspiron1525）

シムが好きな「エレクトロダンス・ボール」がありますが、ほとんどが右手の部屋にあるポーカ

ーをしに行ってしまいます。

ダウンロードはこちらから。

サイト【tecnicaltype-a｜sims プールのあるレストラン】
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Taste of Home/海外レシピサイト動画

以前の記事【Taste of Home/海外のレシピサイト】に書いたサイトの動画紹介です。

何か色々とカルチャーショックなものもあったので。

※紹介している動画は”google chrome”では再生出来ない事があります。
　もし見れない場合はIE.などで閲覧してみて下さい。

How to Frost a Cake

”クリームの塗り方”
下地にレモンシロップを塗ってからクリームを塗って、冷蔵庫で一旦冷やして形を整えた後にデ

コレーション。

それ以前に、スポンジを２個分焼いてそれを上下合体させるという考え方が斬新でした。

今まで一つを半分にしてた。

というか日本のレシピがほどんどそのやり方のような…。

How to Frost Cupcakes

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=623
http://videos.tasteofhome.com/video/How-to-Frost-a-Cake
http://videos.tasteofhome.com/video/How-to-Frost-Cupcakes-2


カップケーキ、のクリームの塗り方。

実は中身は全部同じなのですがデコレーションであんなにも差が出てくるんですね。

こんなのとか。

Mummy Cupcakes Recipe　ミイラカップケーキ

These Halloween mummies are not scary at all!
（これらのハロウィンのミイラは全然怖くないです）

表情とかの問題じゃないです。

How to Thaw a Turkey

http://www.tasteofhome.com/recipes/Mummy-Cupcakes
http://videos.tasteofhome.com/video/How-to-Thaw-a-Turkey


ここで非常に西洋らしい”ターキー”です。
マイクロウェーブ（電子レンジ）で調理？と聞こえるのですが…それって爆発するのでは？
電子レンジのオーブン機能だと思いたい。

ところで…

（｀；ω；´）ご家庭に巨大なターキーを入れておける冷蔵庫がありません。

日本の冷蔵庫ェ…。

How to Measure Ingredients

http://videos.tasteofhome.com/video/How-to-Measure-Ingredients-4


こういうキューブのバターいいですね。

銀紙のやつだとバターに何か黒いものが付いたりするからこういう紙の方がいい。

これは別にバターの動画とかではなく計量器具での量り方について。

昔、家庭科の授業で”小さじ１”を計量スプーンではなくティースプーンで計ってた子が居まし
たが…。
全然間違ってなかったのです。

実は日本で言う”小さじ”は”Tea spoon（ティースプーン）”で、”大さじ”は”table spoon（テーブル
スプーン）”

計量スプーン-wikipedia-

Tea spoon（ティースプーン）1/2液量オンス＝ 4.93 ml
table spoon（テーブルスプーン）1/6液量オンス＝ 14.8 mL
日本版は小さじ5ml大さじ15mlなので、まぁまぁ同じくらい。

でもやっぱり通常使いのスプーンは大きさも違ってたりするので、計量スプーンで計ろう。

How to Scald Milk

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%88%E9%87%8F%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%BC%E3%83%B3
http://videos.tasteofhome.com/video/How-to-Scald-Milk-2


Scald = 煮沸消毒、とは。
基本的には「ミルクを温めてみよう」にしか見えませんでした。

いや、というか基本殺菌はされていると思うのですが…アメリカは違うのか。
Taste of Home = 故郷の味　なので、もしかしたら日本では想像もつかないカンジの、そのままミ
ルクを持ってこれるようなそんな北海道のような土地の話なのかもしれない。

それと、IHヒーターが基本なんですね。
妹の住んでる部屋も電熱ヒーターだった。

日本は木の家なのに火を剥き出しで使ってたりとか、かなりデンジャラスなのかも。

NHKきょうの料理でも未だにガスレンジのような気がします。
あたふたしている後藤さんがツボです。

こちらにTaste of Homeの全動画があります。
【Taste of Home > Video > Playlists】

http://www.nhk.or.jp/partner/ryouri/
http://videos.tasteofhome.com/watch/


クッキングスクールの様子なんかもあります。

NHKきょうの料理の動画もありました。
【きょうの料理 > 動画を見る】

広告だらけ…。
残念ながら後藤さん画像はありません、教育テレビ#etvで、あたふたっぷりをご覧下さい。
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今回の東北関東大震災。

※この記事は2011年3月20日に書いた記事です。

今回の地震で被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。

私は大丈夫で、問題ありませんでした。

カップが割れただけです。

親戚のお姉ちゃんから貰ったカップ。

柄から落ちた模様。

地震が起こった当日は自宅に居ました。

ラジオに送るメールを書いている途中、ゆっくりと揺れだしたのでいつものメニエール病の症状

かと思っていたら、イビキをかいて寝ていた猫が突然飛び起きて自分の部屋になっている棚の中

に逃げ込んだのでこっちも慌てて回りを見回したら尋常じゃない揺れ。

カップが落ちて割れて、お茶とかもビシャビシャ零れるし（これは後で気が付いた）そこでPCを
閉じました。

もし建物が倒壊しなくても歪んだら、私の部屋の構造上出られなくなるのでベランダ側の扉を全

開にしてベランダに避難。

とっさに持っていたのが携帯ラジオだったので、その中からオジキ（TBSラジオキラキラパーソ
ナリティ小島慶子さんの愛称）が「揺れは長くても一分です！」と言っていたので着ていた防寒

具を頭にかぶりながら治まるのを待ってました。



具を頭にかぶりながら治まるのを待ってました。

水槽が置いてある部屋に行ったら金魚の水槽の水がちょっと零れてたので拭いて、水を交換して

から通常の半分ぐらいにしておきました。

食器棚の中は鉄製の栓抜きが落ちてて危なかったですが何も破損なし。

後は、写真立てが倒れていたくらいでした。

でも宮城の友人と連絡はとれず。

その日はご飯多めに炊いて冷凍保存とおにぎり作って、風呂掃除して水溜めて、ニュース見て何

度も大きい余震が来て眠れませんでした。

後日、ベランダの梅の木にメジロが飛んできてました。

メジロ２匹

そのメジロを狙う猫。



狙いすぎて逃してましたけど。

その次の日、１５日にやっと宮城の大崎付近に居る友人と連絡が取れました。

寒いし水も電気も食べ物も無いし、周りに遺体がゴロゴロしているという事でした。

その後「カップのお味噌汁にお湯を入れて…」とあったのでガスと水は来ているみたい。
「後は電気が復旧すればね…」とあったので多分。

後日追記※ライフラインは残念ながら断絶しているそうです、なので宅急便が復活した時に向こ

うから希望を聞いてそれを支援物資として送りました。

道路もNEXCO東日本さんが神業復旧してくれたようですし。



【神業レベルのスピードで復旧する道路／インターネットユーザー「やっぱり日本はスゲ

ーな！」】ロケットニュース24

色々と情報が無さ過ぎて混乱もありますが、テレビや新聞だけじゃなくラジオやネットなども有

効な情報ツールです。

デマが流れるのも早いですが、訂正記事が流れるのも早い。

ところでこちら関東側では福島原発で放射能が云々…と言われてますが、よくよく考えてみたら
私達日本人は長崎や広島の原爆でとんでもない量の被爆をしているワケで。

私自身も福岡県、いわゆる九州出身で特に変った所は無いですし。

九州広島が世紀末覇者が勢揃いしていそうな地域だとしても…。

ちなみに、その原爆での被爆量を調べてみました。

広島市への原子爆弾投下 -wikipedia-
”原爆投下当日、爆心地へ入り数時間滞在した者は約0.2シーベルト、翌日に入った者は約0.1シー
ベルトの被曝をした。”

”1シーベルト＝1000ミリシーベルト＝1000000マイクロシーベルト”

なので投下後の広島は200000（20万）マイクロシーベルトという事でしょうか、凄まじいですね
。

http://rocketnews24.com/?p=81471
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0017ZSLDU/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B0017ZSLDU
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%B8%82%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%88%86%E5%BC%BE%E6%8A%95%E4%B8%8B


”6シーベルト以上の放射線を浴びた被爆者は、腸管障害（消化管組織の破壊により消化吸収不能と
なる）により、1ヶ月以内に大半が死亡した。”
6シーベルト＝6000000（600万）マイクロシーベルト

爆心地における放射線量は、103シーベルト（ガンマ線）、141シーベルト（中性子線）
141000000（1億4100万）マイクロシーベルト…。

…桁違い過ぎて参考になりませんでした。

東海村JCO臨界事故-wikipedia-も、死亡した人は16〜20シーベルトくらいだったそうです。

その中でも奇跡的に生還した人

”推定1〜4.5グレイ・イクイバレントの被曝をした当時54歳の作業員は、一時白血球数がゼロにな
ったが、放医研の無菌室において骨髄の治療を受け、回復。12月20日に放医研を退院した。”

単位はおおよそ　グレイ・イクイバレント＝シーベルトなので

4.5シーベルト＝4500000マイクロシーベルト

周辺地域でも最大の人は、25ミリシーベルト＝25000マイクロシーベルト

現在（2011年3月16日）の福島県では330マイクロシーベルトという話も出ていますが、実際には
高くても飯館の21.8マイクロシーベルトぐらいだそうです。
0.0000218シーベルトでしょうかね。
こちら埼玉は0.055マイクロシーベルトなので0.000000055シーベルト

参照

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E6%9D%91JCO%E8%87%A8%E7%95%8C%E4%BA%8B%E6%95%85


各地で測定された放射線量-朝日.com-

追記

※どうやら上記の数値は一時間あたりの数値だそうです。

　下記の数値は年間あたりの数値です。

放射線の人体への影響

年間6400マイクロシーベルトとか（一日17.5マイクロシーベルト？）

http://www.asahi.com/national/gallery_e/view_photo.html?national-pg/0319/TKY201103190453.jpg
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20110320_849905.jpg


中国の広東省には一体何があるんでしょう…インドも同じくらいだとか。

※追記

世界の高自然放射線地域の健康調査より

”広東省の陽江、インドのケララとブラジルのガラパリでは、放射線を出すトリウムという元素を
含む砂が原因であり、イランのラムサールは温泉の噴出によってたまったラジウムという放射性

元素が原因です｡”

ここの調査によると高線量地域のがん死亡者数は平均より低いですね。

こういった話をしてもらわないと、勉強の出来ない私達は偉い先生方の言ってる事はさっぱり分

からないので。

原爆の話をしろとは言いませんが、単位を説明してほしかった。

レントゲン並みと言われても、それがどういう事なのかが分からないので。

それよりも夏に使用する電力量が賄いきれるのかという方が問題のようです。

【手動botだったはずのキュゥべえ@QB0さんが考える、日本の未来。】
http://togetter.com/li/112245

久しぶりに夏は一ヶ月ずっと九州へ行こうかな…。

どうでもいい追記※妹が夏のあたりに帰ってくるそうなので、家族で北海道旅行に行くそうです

。

JUGEMテーマ：東北地方太平洋沖地震
2011.03.20 Sun

http://www.taishitsu.or.jp/genshiryoku/gen-1/1-ko-shizen-2.html
http://togetter.com/li/112245
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00005HJ5C/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B00005HJ5C
http://jugem.jp/theme/c281/18079/


いろいろと更新。

ここの所いろいろと更新しましたので、まとめて報告。

先にtwitterに書いていたので、それを引用しました。

・克哉とあきら。http://bit.ly/afF2IM
ドイツ編のナンバリングを変更、このままだと日本編のページ数が足りなくなるので。

100ページ目を500ページ目に変更しました。

ジェイミーの話をどこに入れるか検討中。

・千晶とあきらと巽。http://bit.ly/f8F2jA
兄さん達をどうにかしないと…。

・克哉と冬時。http://bit.ly/fDN23B
しょっぱなから終わりそうですが、全然続きます。

というか改めて見るとあまりにもページ数が少なかった…。

この後の続きのストックがだいぶあるので、今のが書ければもうちょっと出ます。

・はるかとかなた。http://bit.ly/dJgAUr
本来こっちに掲載した方がよさそうな話が武とかなた。の方に入ってたりしてなおざりになって

るカンジはありますが、まどマギ以降梅子ちゃんの話を書きたい欲求ウズウズです。

・武とかなた。http://bit.ly/fuS6h7
近いうちに本にするので1ページ目から加筆修正中、けっこう前に書いたものなのでかなり書き直
しています。

何だか抜け落ちてたり説明不足な部分が結構あったので。

一番最初に書き始めたものなので、まだ文章力が未熟だった。

http://bit.ly/afF2IM
http://bit.ly/f8F2jA
http://bit.ly/fDN23B
http://bit.ly/dJgAUr
http://bit.ly/fuS6h7


挿絵の下書き。

無銘文庫６０ページ分くらいが一冊分くらいになります。

「克哉とあきら。」１位

「武とかなた。」３位

「はるかとかなた。」６位

千晶とあきらと巽。［あきらの過去］番外９位

克哉と冬時。［克哉とあきら］番外１４位

龍侍と雛子。「武とかなた。」番外--位
さくらとマックス。［克哉とあきら］番外４７位

書き手ランク　　内藤侑子　１位　(２０１１年４月２４日現在)

画像あります。for 携帯版
FC2小説【小説一覧】
[小説] ブログ村キーワード

　

　

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML
2011.04.24 Sun

http://mumei.org/public/t1914.htm
http://mumei.org/public/t1754.htm
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://mumei.org/public/t2700.htm
http://mumei.org/public/t3138.htm
http://mumei.org/public/t2628.htm
http://mumei.org/public/t2629.htm
http://mumei.org/public/a1336.htm
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
http://novel.fc2.com/novel.php?mode=ttl&uid=1548747
http://keyword.blogmura.com/key00000841.html
http://novel.blogmura.com/
http://novel.blogmura.com/novel_bl/
http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/originalillust/
http://jugem.jp/theme/c231/5180/


過去に描いていたクロッキーとか。

深夜ラジオを聴いていたら

”世の中には表に出る事が無い動画や絵なんかがいっぱいあるんだろうな…”
というような趣旨のtwitterのタイムラインを見たので、HDの中に入ったままになっていた画像を
思いつきでサイトに掲載してみました。

キャラクターとかではなく、ただ参考として入れていたクロッキーなので放置していたもの。

大きいサイズで見る場合はサイトへ。

かなり昔に描いたものです、かなり試行錯誤してる様子が。

裏に腕も描いているようなのが見えます。

↓これを参考にしています↓

「人体デッサン技法」

ジャック・ハム著

これはかなり有名なデッサン書で、美術系の学校なんかに入るとテキストとして購入する事があ

ります。

中身は色々な所で使用されています。

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/ga/croquis1.html


例えば、これなんかがほぼ内容一緒

同じ構図なんかも出てきています。

よく画材屋さんのマンガコーナーなんかで、これを必死に見ている子をよく見かけたりしますね

。

ジャック・ハム版は1920年代辺りのアメリカンな内容なので、大戦後のノスタルジックな雰囲気
が好きな人にもお勧め。

久しぶりにMADMANとか見たくなった。

■オマケ

http://www.amazon.co.jp/gp/product/4766117298/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&tag=bubblestar-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=4766117298
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0027HJ10Y/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B0027HJ10Y


大きいサイズはこちらの一番下。

カラバッジオの”大工の聖ヨセフ”
《大工聖ヨセフ》ルーブル美術館公式サイト

手の表現とか光の表現の練習として描いていたものだけど。

やっぱり光の表現は難しい。

前から掲載していた他のクロッキー

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/ga/croquis1.html
http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/detail_notice.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198673237910&CURRENT_LLV_NOTICE%3C%3Ecnt_id=10134198673237910&FOLDER%3C%3Efolder_id=9852723696500815&bmLocale=ja_JP
http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/ga/mucha1.html


この画集を参考にしています。

多分ベルギーで購入したと思う、価格も同じくらい。

コメントにもあるように美術書にしては入手しやすい価格。

日本のものが高すぎるのもありますが。

全てモノクロ、トレスの跡などもあるので絵描きには参考になると思います。

この絵はこちらを参考にしました。

上のは一枚絵の下書きですが、こちらは習作が多め。

海外のこういったドローイング集は安いのが多い、大抵1000円程度。
日本のだと3000円くらい。
カラーとか解説とか、表紙カバーを付けたり豪華になりがち。



でも日本人は解説好きなので、必要なんだろうけど。

CDのライナーノーツとか。

なので日本のUSJにはアメリカには無い”解説をするアトラクション”があるんだとか。

多分コレの事。

ユニバーサル・モーション・ピクチャー・マジック

スピルバーグが映画の作り方を解説してくれます。

それを紹介する際に”日本人は勤勉（Hard worker）だから遊びにも真面目（Serious）”とか言って
たと思う。

10年くらい前の話なのでぼんやりですが。

　

JUGEMテーマ：ラフイラスト
2011.05.10 Tue

http://www.usj.co.jp/attraction/att_detail/motion.html
http://art.blogmura.com/pencil/
http://illustration.blogmura.com/
http://jugem.jp/theme/c88/4302/


海外の物件をネットで探してみた。

SIMSをやっていると資料として海外の雑誌を購入する事があるのですが、目次だけ表示している
日本の雑誌サイトとは違って結構実用的なものが多い。

【Taste of Home】　レシピ本
【Martha Stewart Living】　マーサスチュワート総合
【LOG HOME LIVING】　ログハウスの本
【ELLE (USA)】　女性ファッション誌
ELLEの紹介に”ミーハーな女の子たちのバイブル”と書いてあったのにちょっと驚いた。
30〜40代くらいのミセス向けだと思っていたので。
日本だとananやCAWAIIの台頭があるので全体的に低年齢っぽくなっているのかもしれない。

空港などでそういった海外の雑誌をよく買ってくるのですが、そこで見つけた雑誌のサイトがこ

ちら。

ＮＥＸＴＨＯＭＥ

http://www.nexthome.fr/

フランスの賃貸雑誌のサイトです。

主にフランスの東の方、Alpes-Maritmes（アルプスマリテム）やVar（ヴァール）を扱っている不
動産。

イタリアに近い所、カンヌとかニース周辺です。

戸建、分譲だけじゃなく賃貸物件も見れます。

ここでは　1€＝120円で計算してます。

LA TURBIE / VILLAGE MEDIEVAL - AU CALME

http://www.tasteofhome.com/
http://www.marthastewart.com/
http://www.loghome.com/loghomeliving/
http://www.elle.com/
http://www.nexthome.fr/
http://www.nexthome.fr/annonce/06320-la-turbie-village-medieval-au-calme-appartement-95000-87798?pager=2#


ニースにある中世の村の物件だそうです。

89000 €　1050万円くらい。
家具付き、暖炉付きの一部屋、一部屋…。
エレベーター無し、当たり前ですが。

Beausoleil

275 000 € 3300万円くらい。
写真の絵がお綺麗過ぎてリカちゃんハウスみたいですが。

アルプスマリテムというニース周辺にある白いアパート。

白すぎる…。

MOUGINS

http://www.nexthome.fr/annonce/-beausoleil--appartement-275000-94856?pager=43
http://www.nexthome.fr/annonce/06250-mougins--villa-10000000-83196?pager=272


NC、値段はお問い合わせの物件。
レンタル別荘です。

温水プールにテラスとか、映画でよく見るような現実離れした別荘です。

シャワールームが男女別にあるとか…。

Nice / CIMIEZ

一方、ニースの生活臭ありすぎな格安物件。

３部屋　68500 €　805万円くらい
写真に前の住人さんの荷物が写り過ぎていて、何だか物悲しい物件写真に…。
子供部屋とか特に。

こういうの気にしないんですね。

CANNES LA BOCCA / CANNES MIDI

http://www.nexthome.fr/annonce/06100-nice-cimiez-appartement-76992-89015?pager=3#
http://www.nexthome.fr/annonce/06150-cannes-la-bocca-cannes-midi-appartement-250-92505?pager=1#


こちらは格安賃貸。

250€/月
カンヌで月3万でコレです。
海が一望出来る部屋、旅行で一月借りるのもいいですね。

Menton

307€/月
こちらも3万円台。
絵に描いたようなフランスの風景が見れる物件。

マントンというモナコより東のほぼイタリア。

http://www.nexthome.fr/annonce/06500-menton--appartement-307-86196?pager=3#


部屋のインテリアがフランスというカンジですが、残念ながら家具は付いてません。

前の住人さんの持ち物が個性的。

なかなか日本と同じような価格帯の賃貸が無いみたいでページをどんどん進んで行って見つけた

のがこちら。

Cannes / CENTRE VILLE - BANANE

670€
カンヌ、8万円台の物件。
日本の一人暮らしの家賃で、ほぼ一家族用物件。

というか豪邸…。

よく海外ドラマで若いのがこんな部屋住んでて設定が嘘臭いなぁと思っていましたが。

本当にこのくらいの家賃の賃貸が存在するんですね、海外だと。

http://www.nexthome.fr/annonce/06400-cannes-centre-ville-banane-appartement-670-88663?pager=118


こんなキッチンsimsでしか見た事ないよ。

賃貸物件の上限は3480万円でした、この場合一部屋ではなく別荘レンタルですが。
というかNC（お問い合わせ）物件多めです、こんなカンジ。

…日本の高額物件がカスカスにみえるよ。

http://www.nexthome.fr/annonce/83990-saint-tropez-parcs-de-st-tropez-maison-290000-97703?pager=263


ついでにモナコGPの部屋見つけた。

たまにこんな映像をテレビで見るような気がするのですが、そういう部屋から撮影してるんでし

ょうかね？

▼フランス語の賃貸用語の日本語訳

発音はgoogle翻訳で入力して聞いてみて下さい。
案外聞いた事がある単語も出てくるかもしれません。

女性誌やデパート系がやたらめったらフランス語使ってるので。

acheter　購入（戸建・分譲）
louer　家賃（賃貸）
appartement　アパート
villa　別荘
maison　家
terrain　フィールド（土地のみ）
EXCLUSIVITÉ　専有権
Nous consulter（NC）　お問い合わせ
Location　レンタル
○pièces　○部屋（部屋数の事）
部屋は chambre （シャンブル）

vendre　販売
neufs　新しい
Nouvelle construction　新築
Vieux　古い
Employée　中古

http://www.nexthome.fr/annonce/98000-monaco--appartement-35000-98019?pager=227
http://translate.google.co.jp/#


Code postal　郵便番号
※フランスの郵便番号は〔例〕パリ２区”75002”と続けて5ケタで表記します
75がパリの郵便番号、002が区を表します。

※クリックで拡大

Surface　表面（m²、面積の事）
Nombre d'étages　階数
Référence　リファレンス（詳細）

VOTRE RECHERCHE　検索
CONTACTER L'AGENCE　お問い合わせ先（不動産）

Je souhaite d'avantage d'informations　私はもっと情報が欲しい（詳細お問い合わせ）

↓あと、賃貸情報で使う基礎的な言葉もついでに。

accueil　ホーム（サイトでよく使う方）

cuisine　台所
salle de bains　浴室
rideau　カーテン
armoire　タンス
porte　ドア
canapé　ソファー
jardin　庭

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20110531_896626.jpg


Est　東
West　西
Sud　南　（Exposée plein sud　南向き）
Nord　北

rez-de-chaussée　一階
premier étage　二階

やっぱり現実的なのはアジア方面でしょうか。

タイの不動産サイトbangkok citi smart
citi？
こういう間違い、日本も似たようなモンなので何とも言えませんが。

この記事を書いたのは、震災後に家が消えて高額なローンだけが残った人が多いという話が結構

あるようで。

仕事も全部無くなって家も無くなって生活がリセットされたのであれば、海外移住も視野に入れ

るべきなのかなと思ったので。

でも放射線量で言えば欧州の方が高いですけどね。

各地点における空間放射線量率 地点 測定[PDF]

http://www.bkkcitismart.com/th/Default.aspx
http://www.mlit.go.jp/common/000141152.pdf


イタリアは0.25μsvと高数値だとか、どういう計り方をしたんでしょうか。

ドイツ辺りでは未だに影響が続いているようで、キノコを食べる野生の動物なんかはほぼ汚染で

食べられないようです。

でも欧州はこんな数値でも普通に生活出来てますけどね。

JUGEMテーマ：住宅
2011.06.03 Fri

http://overseas.blogmura.com/emigration/
http://jugem.jp/theme/c127/460/


ネットの文章を紙の本にしたり電子書籍にしたり。

最近はアマゾンや電子書籍という媒体が出てきて、個人でも自由に本が作れるようになりました

。

そこで自分が発行している方法を掲載します。

あくまで自己流なので、こうしなければならないというワケではありません。

参考まで。

▼紙の本の場合

本にする文章が出来たら字を組んでいって

フォトショップでデータを作って印刷して

それを裁断してまとめて

印刷屋でくるみ綴じをしてもらって

カバーを作成して完成です。

▼電子書籍にする場合

上記で作ったフォトショップデータを1024×724(パブーの場合)のサイズにする。
※パブーの説明書→こちら

小説なので文章を入れる事も可能ですが、それでは普通に無銘文庫に掲載しているのと同じなの

で紙と同じように見える画像を入れています。

iPadなどで普通に表示されるサイズです。

◆順番

紙の本

http://p.booklog.jp/
http://p.booklog.jp/book/378
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20110626_912343.jpg


・ＨＴＭＬで字組み

・挿絵位置を設定

・ページを合わせる

・フォトショで文章を貼り付けていく

・本文を印刷用ＰＤＦデータにしていく

・表紙カバー＋帯（A4）を作成
・表紙カバー＋帯（A4用紙）をインクジェットで印刷
・厚紙表紙のデータ作成

・厚紙表紙（モノクロ）をレーザープリンター印刷

・カラー挿絵を描く

・カラー挿絵をインクジェットで印刷

・本文を最終確認しながらレーザープリンターで印刷

・印刷した本文を裁断してページ順に並べる

・厚紙表紙と本文を印刷屋さんにくるみ綴じしてもらう

・表紙カバーを付けて完成

電子書籍

・印刷用に作った本文用ＰＤＦデータを１ページづつ画像にする

・その画像をパブーにアップロード

・章を設定してページごとに配置

　参考

　　

　　　克哉とあきら。日本編その１

たまに順不同です。

”印刷屋さんにくるみ綴じしてもらう”ですが、くるみ綴じだけは受け付けていない印刷所もありま
すので事前にチェックも必要。

くるみ製本のみでも可能な印刷所

【FedEx Kinko's Japan フェデックス キンコーズ・ジャパン】　価格表　＞　製本

【オンデマンド印刷、出力センター、製本のアクセア】　製本

http://p.booklog.jp/book/15655
http://www.kinkos.co.jp/
http://www.kinkos.co.jp/price/binding.html
http://www.accea.co.jp/
http://www.accea.co.jp/seihon_p.html


字組みをする用のHTMLソース
【ＨＴＭＬテンプレート】

一番下にページソースを掲載してあります。

だいたい文字数４０文字　１６行になるように調整してあります。

サンプルの４１ページ目に挿絵を入れるページサンプルを入れています。

このようにインクジェットプリンターでカラー印刷したものを入れているので、裏ページは文字

印刷しない無地ページにしています。

インクが裏透けしているので。

通常はWordで字組みなのかもしれませんが、フォトショにコピーする際に相互性が無かったりす
るので普通にHTMLタグ打ちで文字組みしてます。

ネットで書いている文章と紙に表示させる文章は結構違います。

紙ではめくるという行為が発生するので行間は狭い方がいいのですが、ネットでは画面が発光し

てチラつくので行間は広い方が目が疲れない。

あくまで持論ですが。

掲示板の文章はスムーズに読めるのに、文庫本そのままと同じような詰まった行間をＰＣで見る

と目が疲れるので。

あとは、行の頭に一つスペースを入れる。

数字は漢数字にする、など

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/novel/temple.html


こちらにその小説の基本的な書き方を紹介しています

モノ書き一里塚[小説の書き方]

本文はレーザープリンターで印刷。

フォントはアンチエイリアスのチェックを外したギザギザの画像

解像度は”1200dpi”設定は”モノクロ二階調”です。

原寸です。

ギザギザですが、↓印刷すれば綺麗に出ます。

カラー印刷でよく使う”350dpi”だとこんなカンジで出ます。

http://www.asahi-net.or.jp/~mi9t-mttn/cstory/write11.html


グレースケール印刷でよく使う”600dpi”だとこんなカンジ。

グレスケだと文字もグレスケになるんですね。

本文を印刷する用紙はこちらを利用しています

文庫本の色白い紙

 自分で作るので紙は何色でもいいんですけどね。

原稿用紙データはこちら

【デジタル原稿用紙　小説　文庫サイズ　novels manuscript paper】
でもこちらに掲載してるのは印刷所さん向けの原稿用紙です。

自宅で印刷出来るようにしたものは後ほど。

といってもA4の本文用原稿用紙データだけで４９ＭＢもあります…。

http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&bc1=000000&IS2=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=FF6600&t=nightow-yukiko-22&o=9&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=B0018HCCZU
http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&bc1=000000&IS2=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=FF6600&t=nightow-yukiko-22&o=9&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=B0018HGAT4
http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/so/paper/novel/index.html


表紙カバーも自分で印刷します。

Ａ４の用紙にインクジェット印刷。

文庫本サイズなので縦は１４．８ｃｍ＋帯６．２ｃｍ

折るのでなるべく薄い光沢紙に印刷しています。

紙厚：0.14mm紙厚：0.155mm

なかなか商業誌のような薄い光沢紙は無いですが、このくらいでも無理なく折れます。

折る際には不要になったガラスの丸瓶で。

当日製本をサークルスペースなんかでしている人が使用しているのをよく見ますね。

あとはこれをamazonや即売会で販売。

こちらで紹介した方法全てを印刷所でやると１冊５倍以上の価格になります。

よく同人小説一冊１６０ページ１６００円とか聞きますし。

最近はプリンターの性能も上がってきて自宅でプリント出来るようになってきたので、ちょっと

昔よりコピー本をよく見かけるようになった気がします。

　 　 　 　 　 　 　

JUGEMテーマ：創作活動
2011.06.26 Sun

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20110626_912420.jpg
http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&bc1=000000&IS2=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=FF6600&t=nightow-yukiko-22&o=9&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=B002OGGGTM
http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&bc1=000000&IS2=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=FF6600&t=nightow-yukiko-22&o=9&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=B000JCEPTQ
http://comic.blogmura.com/comic_doujin/
http://novel.blogmura.com/novel_doujin/
http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://illustration.blogmura.com/originalillust/
http://novel.blogmura.com/
http://novel.blogmura.com/novel_bl/
http://novel.blogmura.com/novel_bllong/
http://jugem.jp/theme/c279/1562/


TINAMIに移動しました、様子をちょっと解説。

一連のpixi騒動で
→【pixiv終了】pixiv、運営との内紛で遂に絵師ら激怒しPiXAやTINAMIに移住開始　ROMだけ残
りオワコン化

色々あったので、昔からある老舗のＴＩＮＡＭＩに移動しました。

pixivにある絵とかはどうするか検討中。

引越しついでに新作とかを何点か掲載する予定。

ところで、ここで話題になってるカオスラウンジとは

→現代アート集団「カオス*ラウンジ」に商標権侵害・偽札の製造販売の疑い　芸術デザイン板で
祭りに

村上隆氏のお弟子さん達のようです。

あの第なんとかサティアンみたいな所で活動してた人達ですかね。

→twitter-村上隆がオウムのサティアンぽい工房を作って...

村上さんは「オタクになれなかったにわかオタク」と自分で言っていた人ですからね。

多分どこかの雑誌の対談とかで言っていたのをぼんやり覚えている程度ですが。

そりゃ同級生に庵野さんとかが居れば挫折しますよね。

学生時代に島本和彦を打ちのめした庵野秀明提出のパラパラ漫画が凄すぎる！ - ぷりそく！ -

でもそんな騒動が起こる前から色々言われてました。

【画像あり】これがν速民が社長のpixiv本社だ！ - VIPPERな俺 -

【pixiv東方冥画録】画集のギャラはたった１５００円・・・「安過ぎる」と話題に - オレ的ゲーム

http://news4vip.livedoor.biz/archives/51812773.html
http://news020.blog13.fc2.com/blog-entry-1579.html
http://twitter.com/#!/inouetaichi/statuses/28630968184
http://blog.livedoor.jp/peperon999/archives/3698679.html
http://blog.livedoor.jp/news23vip/archives/3307259.html
http://jin115.com/archives/51702663.html


速報@JIN -

この絵が1500円とか…。

起こるべくして起こった大移動というカンジがします。

TINAMIはプロ志向の人達にも門戸を開いています。
運営はプロの編集の方々らしいので、pixivよりはまだマシだと思われます

→【「TINAMIプロダクション」は、イラスト・マンガの商業活動に関わるクリエイターすべてに
向けたグループウェアです。】

もう早々にお気に入りの新絵師さんを発見したのですでにチェック済。

pixivでは見つけられなかった層の人達でした。
入ってくる人が多ければ、玉石混合しているだろうし。

ブログツールもあります。

※外部プラグインなので電子書籍版では表示されません

順に見ていくタイプ

絵一点づつ表示

あとウチのプロフィールサイトです。

あとこちらは→お返事ボードと言って絵の感想なんかを書き込めるそうです。

こちらはその簡易版。

TINAMIは感想を書き込むとその都度ポイントが加算されていって、溜まるとポストカード等の景

http://www.tinami.com/pro
http://www.tinami.com/creator/profile/22904
http://www.tinami.com/creator/re/22904
http://www.tinami.com/point/exchange?offset=0


品に交換出来たりするそうです。

それと「作品投稿・管理＞投稿済み作品管理」から作品ごとの閲覧数とかレスポンスを確認出来

ます。

一応今回の新作（？）は冬時。

冬時

色を全体に塗っただけなんですけど、背景も描いて今度出す小説の挿絵として使う予定です。

ただTINAMIがこの大量流入に耐えられるかどうか、今でも重いです。
このJUGEMのブログも通常なのに重くて投稿失敗する事がよくある、この記事も一回送信エラー
してるし。

日本のネットはあばら家に高速道路引いてるみたい、鯖落ち過ぎ。

やっぱりアメリカはサクサクです。

アメリカのイラストサイト、こちらにも登録してますがどのページもすぐに見れます。

http://www.tinami.com/view/238045


-deviantART-

ウチのプロフィールページ→yukiko-NIGHTOW

海外なので感想もすぐに書き込んでもらえるし、TINAMIの事ばっかり書いてましたが正直コレも
お勧めです。

英語サイトなので登録の方法が分からないという方はこちら。

deviantART（デヴィアントアート）の日本語解説/登録/使い方/著作権/ダウンロードの説明ページ
です。

というタイトルのページ。

いま現在はtwitter中心なのでtwitterと連動しているとありがたいです。
TINAMIは連動してます。

　 　

JUGEMテーマ：お絵描き
2011.07.28 Thu

http://www.deviantart.com/
http://yukiko-nightow.deviantart.com/gallery/
http://t.co/4mH2TXG
http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://illustration.blogmura.com/originalillust/
http://jugem.jp/theme/c88/2657/


手描き、コピックでの描き方。

最近はコピックを使って描く事も無くなって、どうやって描いていいか分からなくなってしまっ

た方々も多いようで。

私達の頃は常識だった事とかが途絶えてるっぽいので、ちょっと覚え書きとして描いてみます。

今回の用紙にはこれを使用しました。

表面がサラサラしててあまり裏透けしません。

インクのノリもいいです。

プリンター用紙だから。

使用したペンはこちら

なぜか10本セットしかamazonにない。
その辺の文房具屋さんにあります。

ペンは”水性顔料インク”ならどれでもいいと思います。

完成はこんなカンジ。

※クリックで大きい画像が開きます。

久しぶりに手描きしたからちょっと微妙ですが。

（髪の色が緑過ぎたりとか、ホワイトはみ出してたりとか、紫影濃過ぎとか…）
でも一応基本は踏まえてます。

・基本その１

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20110730_933115.jpg


塗り重ね。

コピックは薄い色でも何度も塗り重ねるとどんどん濃い色になっていきます。

あと、コピックは色がくっきりしているので、白い部分を残す塗り方が一番合ってるような気が

します。

・基本その２

塗り伸ばし。

淡→中淡→濃→中淡→淡

という順番で色を重ねてぼかしていくと上手く色がなじんで重なります。

その１：淡



その２：中淡

その３：濃

これを重ねて色をなじませていくとこういうカンジになります。



昔、こういう色が入った絵を結構見たかと思います。

・同じく、目。

目の上の影になる所に影を入れて一番薄い色を入れる。

その次に視線を考えながら中心に濃い色を入れる。

中間色でそれをぼかしていく。



こだわる方はこれを何度も繰り返すようです。

昔、目だけに一時間かけるという人も居ました。

肌も重ね塗りぼかしです。

E21を基礎にE11辺りで濃い色を入れて、CM26でピンクの差し色を入れて、それをE21で伸ばし
ていって。

最後にW2(茶灰)やCM37(薄紫)で影を入れていきました。

・基本その３

仕上げにホワイト。

すみません、ちゃっちゃと描いてしまったので普通の修正ペンでホワイト入れました。

こだわるならちゃんとホワイトと筆で。



※水彩画の場合、これは邪道だそうです。

・基本その４

仕上げの影を入れる。

今回はコピックコミックマーカーＣＭ３７（薄い紫）を使用しました。

これを入れると絵が立体的になります。

今回のはちょっと肌に入れるには濃かったかも。

もうちょっと薄めの紫や灰色で重ねていく方がいいかもしれません。

あまり色をぼんやり入れると立体的になりません。

現実の影を見ると案外くっきりしています、なので立体的にしたい場合は思い切って濃い色を入

れてみましよう。

▼今回使用したコピック色一覧



※クリックで大きい画像が開きます。

E21 *CM26(ｺﾋﾟｯｸｽｹｯﾁ) BG23 E11 B05 R32 BG45
W5 W2 C6 RV34 RV21 BV23 BV29 *CM37(ｺﾋﾟｯｸｽｹｯﾁ)

*コピックスケッチとは、TOOが出しているコピックの別バージョンです。
可愛い色が多い。

▼オマケ

下描き

はがきサイズだったのでメモ帳に下描きして、それをトレスしました。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20110730_933084.jpg


裏透けはこんなカンジです。

厚手のインクジェット用紙だったのであまり透けませんでした。

表面加工もされているのでスルスル描けます。

コピックはこのような入れ物に入れてます。

１００円均一で売ってた、多分MDケースだったような気がする。
本棚のスキマなどに入れられるので整理もしやすい。

よく使う色は詰め替えインクを用意してます。



Ｅ０１（一番薄い肌色）　Ｅ２１（薄い肌色）　Ｂ２１（薄いブルー）

自分はこれをよく使います。

詰め替え用の注射針のようなものもありますが、いつも使うブラシと反対側の方から滲みこませ

て補充してます。

古くなったペン先も毛抜きで引っ張れば抜けるし、交換も可能なので長く使えるペンだと思い

ます。

↑これ２つで全色（３３４色）コンプリート出来ます↑

筆型ペン先

参考DVD
(日本語/英語/独語)エアブラシ

あと個人的ブックマーク。

※現在ほとんどがリンク切れになってます

　 　 　　 　 　

　 　 　 　 　

　 　 　 　 　

http://www.amazon.co.jp/gp/product/B001M06JD4/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B001M06JD4
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B001B7M55E/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B001B7M55E
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B001B7I45Y/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B001B7I45Y
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B001M06J6G/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B001M06J6G
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B001M02RSK/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B001M02RSK
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B001M06JB6/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B001M06JB6
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B001B7FXZS/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B001B7FXZS
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B001B7M3NI/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B001B7M3NI
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B001B7I40E/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B001B7I40E
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B001B7I490/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B001B7I490
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B001B7M47I/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B001B7M47I
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B001B7FYAC/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B001B7FYAC
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B001B7I4YU/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B001B7I4YU
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B001B7M5EU/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B001B7M5EU
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B001M02RNK/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B001M02RNK
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B001M08E5K/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B001M08E5K
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B001M06JDY/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B001M06JDY
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B002DI1Q0A/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B002DI1Q0A


あと、一部商品がなぜかアダルト商品区分になってました。

自分で色を作るのは大人になってからな！という事でしょうか。

確かに部屋締め切ってインク扱ってるとクラクラするので要注意です。

　 　

JUGEMテーマ：お絵描き
2011.07.30 Sat

http://illustration.blogmura.com/
http://art.blogmura.com/pencil/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://jugem.jp/theme/c88/2657/


ペンタブの芯を自作する。（パスタで）

ペンタブレットでずっと描いていると先の芯が丸くなってきます。

最初に入っているのはプラスチックの芯なのですが、やっぱり削れていくので新しいのと交換し

なければ中に埋まっていってしまう。

こんなカンジで短くなっていきます。

この芯は交換が可能で、毛抜きで引っこ抜く事が出来ます。

その芯の変わりに質感も似たようなカンジの乾燥パスタを使って自作してみました。

まず、1.7mmの太さのパスタを用意します。
スーパーで売ってるパスタはだいたい太さが書いてあるのでそれを参考に。

これが1.7mm

ディ・チェコ好きなんだけど1.7mmが無かった。

これはリングイネ（平たいパスタ）

その1.7mmのパスタをカッターで３ｃｍの長さにカットします。
ピッタリじゃなくてもヤスリで削れるのでその辺は適当で、カッターでのこぎりのようにちょっ

とづつ引いていくのがコツです。

http://www.amazon.co.jp/gp/product/B004R8BXXY/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B004R8BXXY


その先端を鉛筆の芯を削るように削って尖らせて、あとは紙ヤスリで仕上げていけば完成。

今回はこの#320を使用しました。

…なにこのただの四角い灰色。

こちらのプラスチックやすりで研磨すると、普通の工業製品のようなツルツル具合になります。

スマホ用のタッチペンの先の研磨に使用したり、爪の艶出しに使用したりもしてます。

実際はプラモ作ったりする時の艶出し用ヤスリなんだろうけど。

このパスタのペン先なのですが、やっぱり柔らかいので削れます。

http://www.amazon.co.jp/gp/product/B002K030E6/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B002K030E6
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B003VUQTLA/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B003VUQTLA


このくらいでも大丈夫だろうと思って交換せずにいたのですが、ちょっと線を比較してみた。

比較画像

・新しい芯

・古い芯

・マウスで引いた線

線の先端の拡大画像

微妙な差ですが、積み重なると大きな差になってきます。

筆圧にもよりますが、一枚絵につき一本というカンジでした。



一般的な替え芯
1mm上下するスプリングが入ってる芯

これは自作出来ません

　 　　 　

本日pixivに登録していた絵を全て削除させて頂きました。

【PixivのシステムによるユーザID漏洩とパスロックの未実装とadminツールについて】

今回のID漏洩はただID漏れしただけでなく、何度もパス入力してもロックされないのでなんとか
すれば乗っ取り可能で、実際に乗っ取られて荒らされているようです。

【pixivでアカウントハック横行　乗っ取られた垢がランキング入の腐向け絵に大量の中傷コメ
ント】

あと、クレジットカード情報が削除出来ない仕様とか、admin（管理画面）公開とか、色々信じら
れない事になってるのでとりあえずROM用に残してはおきますが、私がこれからコメントを書き
込む事は無いです。

JUGEMテーマ：お絵描き
2011.08.08 Mon

http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://comic.blogmura.com/comic_doujin/
http://illustration.blogmura.com/originalillust/
http://togetter.com/li/171884
http://blog.livedoor.jp/goldennews/archives/51436167.html
http://jugem.jp/theme/c88/2657/


sims2エレベーター設置の仕方

sims2でエレベーターの設置方法に関してのページが無かったので補完記事。

エレベーターは「ハッピーショップライフ！（Open for Business）」で追加されたアイテムです
。

階段を上がる動作が省略されるので素早い移動が可能。

設置してみました。

２×２のスペースが必要です。

そのまま置いても稼動はしますが、見た目が悪いので壁で囲ってみました。

近づくと壁の中も見えるので、こだわるなら内部の壁紙も貼れます。

ウチは打ちっぱなしコンクリートを貼ってます。

上の階へ行く



上の階へ行ってもらいます。

エレベーター付近をクリックすると「この階に行く」と表示されているので

・一時停止してから行きたい階に画面を移動させて

・キャラを選択した状態でエレベーターをクリック

するとその階に行けます。

さっそく行ってもらいましょう。

上の階に到着



あれ、壁抜け？

どうやら先に壁を作ってからエレベーターを設置してしまうと、上手い具合にいかないようです

。

なので設置し直し

Ctrlキーで壁を削って

また壁を引きなおし。

ちゃんと扉が表示されました。

確認のため、また下に降りてもらいます。



ちゃんと戻って来ました。

エレベーターシャフト

※クリックすると大きい画像になります

シャフトとは”たて抗”の事。
エレベーターの中継ぎです、高速エレベーターを作る場合に仕様します。

設置した階には止まりません。

止まりたい階ごとにドア付きの方のエレベーターを設置します。

↑この設置方法が分からなくて検索したら出てこなかったので、この記事を書きました。

わざわざ説明しなくても分かる、という事なんでしょうが。

JUGEMテーマ：シムピープル

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20110818_944322.jpg
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


2011.08.19 Fri



sims2ヘタリア連合家[引越し]

[シムピープル/PCゲーム]
１作目のシムピープルでは、引っ越して早々に大火事に遭遇し、散々な目に合ったヘタリア連合

一家。

キッチンだけでなく暖炉を設置していた遊戯室まで燃えました。

フィンランド焼死してリトが死神と交渉。

初日に全焼して片付けが済むまでキャンプ生活になりました。

http://keyword.blogmura.com/key00195682.html
http://keyword.blogmura.com/key00018975.html


おもらしイギ。

トイレは焼失してないのになぜか行かない。

ロシアさん所はこんなにいい生活をしているというのに。

アメリカがどうのこうの？

なぜかロシアさんに文句を言ってます。

俺たちがこんな生活をしているというのに、という事？

というワケで「連合一家」を再編してThe Sims2にて一緒に生活してもらう事にしました。

ろっさまのマフラー忘れてた…。
連合、ロシア・フランス・アメリカ・イギリス・中国

それに、ベラ・ウク・ラトを加入させました。

それでは新しい家で生活を初めてみましよう



←　ロシアさんには悪いのですが、ベラとロシアさんには夫婦になってもらいました。

きれいな兄ちゃん

色んな動画では「顔が違う…」とか「髪がなんか違う…」と言われがちな兄ちゃんですが、こち
らはいかがでしょうか？

ヒゲがなんとなく違うような…兄ちゃんはアゴヒゲのみ？

真ん中にプールがある豪華な邸宅



これからは野宿とかもしなくていいぞ〜…。

と、思ったのですが…動きがとてつもなく重い…。

家が豪華過ぎて動かなくなってしまいました、やっぱりノートでやってるからかも…。

という事でもう一度。

今度は表示が重くない家にお引越ししてもらいました。

連合という事でイギリス国旗、ユニオンフラッグを飾ってみました。

この家はウチで作った【スクエアハウス】です。

これのテストプレイも兼ねて住んでもらっています。

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/sim/q_house/sim11.html


全員玄関に集合

なぜか玄関で話し込む面子。

「前の家の方が良かったある…」とか。

そういえば一人足りないような。

と思ったら紳士がぼっちプールしてました。

その後、お腹が減ったのか一人でキッチンに…



よみがえる悪夢。

と思ったら無事サンドイッチを食べてました。

サンドイッチなら大丈夫か。



※このテーブルに置いたオブが邪魔だったようなので、削除しました。

引越し祝いに来てくれたローマ爺ちゃんとモティーマ

モティーマからモーションをかけられて−のローマ爺ちゃん。

すると突然全員が追い出されてしまいました。

ローマ爺ちゃん裸で入ってたんですね、そりゃモーションもかけられるわ。

手の位置が絶妙。

どうやらシャワーを同じ部屋に置いていたので、中国さんが追い出したようです。

なのでこれは別部屋になるように改定しました。

にーにのサービスショット



結構綺麗なスキン。

この中国さんのスキンはこちらのブログの以下のページにあります。

【Sous les toits de Paris｜ダウンロード download】
※リンク先のリンク切れ？

ぐだぐだなのでロシアさんもぐだぐだ。

次の連合日記の記事>>>

　

JUGEMテーマ：シムピープル
2011.08.21 Sun

http://ginger.guhaw.com/Category/10/
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=645
http://game.blogmura.com/in/plaync_307517.html
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http://jugem.jp/theme/c98/7247/


デルタ航空の機内食その２

[旅行]
妹がNYから帰って来ましたので、デルタの機内食を撮ってきてもらいました。

それ以前に地震があったらしいのですが

【震える大都市…NY,D.C.　米東海岸で地震｜msn 産経ニュース】

メールでは何も言って来なかったどころか、地震に気付かなかったそうです。

このニュースにあるようにM5.8だと震度4〜3くらい、日常震度。
震源地から遠いニューヨークだったから震度2くらい？
確かに気付かない程度。

でも震度4でこの被害はちょっと耐震力無さ過ぎるような気がします、爆発とかトラックの方がも
っと揺れると思う。

ちなみにNYのオフィス街が騒然としたのは、テロだと思ったからだそうです。
そっちの方が神経質になるかも。

デルタの機内食ですが

お昼過ぎぐらいに搭乗。

それからジュースが出て、しばらくしてから「First Service」というのが出ます。

http://keyword.blogmura.com/key00000021.html
http://photo.sankei.jp.msn.com/essay/data/2011/08/0824eastcoast/
file:///tmp/puboo/56400/237874/93fcbc00883f22eae463/407/epub/OEBPS/image/20B5567E-F572-11E1-92A0-DE4EFFDA975F_l.jpg


※クリックすると大きい画像になります

ちょっと早めの夕飯みたいなカンジでしょうか。

メニュー

・シュリンプカクテル

・キュウリ入り季節のグリーンサラダ

or・牛肉のスライス、ホイシンソース仕立て、野菜のソテーと炒飯
or・鶏胸肉のマンゴー・バーベキューソース仕立て、スイートポテトとビーンズ添え

これは「チキン」の方

それにパンとケーキのようなものが付いています。

キュウリでかい。

途中の深夜っぽい時間帯に「Mid flight Snack」とありますが写真なし。
自分が乗ったときはリンゴなどが出てきました。

到着地の朝くらいの時間になると朝食が出てきます。

※クリックすると大きい画像になります

メニュー

file:///tmp/puboo/56400/237874/93fcbc00883f22eae463/407/epub/OEBPS/image/210EE93C-F572-11E1-8A82-DC48058D85C2_l.jpg


・季節の新鮮なフルーツ

・パンとバター

・オレンジジュース

or・ペッパージャックチーズ入りオムレツ、ローストポテト、ポークソーセージ
or・海老入り炒飯

これは「オムレツ」の方

ポークソーセージ１本食べてから写真の事を思い出して撮ったそうです。

なので実際は２本。

以前の記事【DELTAの機内食】2010.09.15

一年でショボくなったような…。
こんなモン？

パンの大きさが0.8倍くらいになってるような気がする。

自分もデジカメで撮影したけど、妹のはもうちょっと良いデジカメ

※クリックすると大きい画像になります

勉強してる人が撮ると全然違う。

ところで、今回23日に帰ってくる予定だったのが一日遅れの24日になったのは地震の影響があっ

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=604
file:///tmp/puboo/56400/237874/93fcbc00883f22eae463/407/epub/OEBPS/image/216DE96E-F572-11E1-92CC-73F2048D85C2_l.jpg


たからなのですが、地震で飛行機が飛ばなかったのでは無くて。

なぜか空港が大混雑していて、しかもDELTAの機械がうまく動作せずに手続きが5分遅れたので乗
れなかった

という事だったのだそうです。

窓口と相談しても受付は『アイドンノー』を繰り返すばかりで、翌日の飛行機を予約してくれの

一点張り。

なので以前空港で働いていた日本人の友人に相談したら『45分くらいまでなら何とかなると思う
から粘ってみて』と言われて「異常に混んでるのも、機械が正常に動かなかったのも自分の責

任じゃないから何とかして！」と言っても『こちらでは何も出来ない』と言われ、やむなく翌日

の便で帰ってきたという事でした。

地震の日に向こうの空港で何があったか知りませんが、自分もイギリスのヒースロー空港テロの

翌日に空港に行きましたけどイミグレーション（出入国審査カウンター）が長蛇の列で、フラン

ス行き乗り継ぎカウンターに辿り着いたのが出発ギリギリでした。

それでもスタッフさんが『あなたラッキー！すぐに出発するから急いで！』と言って大はしゃ

ぎ（？）して手を握ってくれて、歌いながら受け付けてくれたのを思い出しました。

その時は全便不定時だったので、結局来たのはその１時間後でしたが。

大丈夫かな、ロンドン…。

・オマケ

アメリカのスイカ



同じなのは当たり前ですが、種無しスイカ。

海岸

どこか分かりませんが7月10日撮影
上の写真もそうですが、レンズにゴミが。

簡単に取れるよと言ってましたが、自分にはその技術がありませんのでそのまま掲載。

JUGEMテーマ：機内食
2011.08.25 Thu

http://travel.blogmura.com/hitoritabi_ladies/
http://travel.blogmura.com/kaigai/
http://travel.blogmura.com/
http://overseas.blogmura.com/
http://jugem.jp/theme/c151/9511/


sims2ヘタリア連合家[家の住み心地]

[シムピープル/PCゲーム]
本当は頭の中ﾋﾞﾊﾞﾄﾛﾋﾟｺ!

びっくりしたけど自分で入れた水着でした。

有名なシムオブサイト（1〜3まで全部）

sims2の Fashion > Swimwear の14にあります。

後ろに話しかける。

一緒に食事をしていると、シムは離れていても会話をします。

http://keyword.blogmura.com/key00195682.html
http://keyword.blogmura.com/key00018975.html
http://www.parsimonious.org/


なので大家族だからといって互い違いにテーブルを置いているとこういう事に。

これはこれでドラマの一場面っぽくていいのですが。

今は６人座れるテーブルを置いています。

火事

やっぱり起きました火事。

あまり延焼する事も無く、すぐに消防士さんが来て消して行きました。

以前のシムピープルは結構延焼していたような。

これは燃え過ぎでしたが。

フィンランドがゾンビ化して、それを助けたリトアニアが死亡とか。

驚き方も以前より控えめ？



以前のと比べてsims2の火は綺麗です。

「キャンパスライフ」を入れていると”スプリンクラー”が設置出来るので、消防士さんを呼ぶ事も
無く、すぐに火は消えますが床が水びたしになります。

ｷﾘｯ

紳士は無事に一人で食事が作れるようになったみたいです。

ちょっとつまんないですよね。

ベラとろっさま



夫婦にしたので、仲良くなりました。

この一家では一番仲が良いです。

「こいつらこわいある…」

メタボ…？

しょっぱなは全員無職なのでダラダラ暮らしてたら、メタボがメタボに。

このままでは（シムは病気にはならないけど）体に悪そうなのでメタボ解消のためにアメリカ

には”スポーツ選手”になってもらいました。

本当は最終形態”スーパーヒーロー”の”警察”がいいかと思ったのですが、給料が良かったのと休日
が多かったので。

スーパースターになったら転職させようかな。



ｻﾞﾊﾞｧｧﾝ

美しいダイブをする紳士。

うっかり二人とも同じ水着にしてしまいました。

多分ここにあった服

【grayish fish】

韓国のシムサイトです。

韓国語は翻訳しても分からないので（chrome翻訳エラーするので）カンでDLしてます。
可愛い男性用の服が多めです。

ファイル名は「nalin_whiteshirts+flip-flops.package」場所までは分からなかったです、多分ブログ
の方。

それにしても

http://blog.daum.net/grayish


こういったホットタブを置いていると。

タブ周辺に入り浸ってずっと喋ってばかりなので、一時期外しましたが。

やっぱりいいアイテムなのでとりあえず一つだけ置いてます。

二人で入ると子供も出来るようです。

パンダかわいいある。



にーにーが会社帰りにパンダを買ってきた（という設定）

スポーツマンになってすっきりしたメタボ、と

ビジネスマンになったにーに。

中国さんは”稼ぎ手”願望があって最終的には「ビジネス界の大物になる」という目標があるよう
です。

目標達成するとかなり大量の願望ポイントが入るようなので、ビジネスマンにしてみました。

なので、この連合家で働いているのは”中国”と”アメリカ”のみ
世界の縮図っぽい。

枢軸一家で働いてるのはドイツさんのみです。

家事担当は日本。

意図したワケでは無いのですが…。

file:///tmp/puboo/56400/237874/93fcbc00883f22eae463/407/epub/OEBPS/image/1DFBF712-F572-11E1-BA00-DD4EFFDA975F_l.jpg


今回のサービスショット

 シャワーもいいけどやっぱり湯船ショットもいいですね。

次の連合日記の記事>>>

<<一つ前の連合日記へ。

　

JUGEMテーマ：シムピープル
2011.08.27 Sat

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=646
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=644
http://game.blogmura.com/in/plaync_307517.html
http://game.blogmura.com/pcgame/
http://game.blogmura.com/slggame/
http://game.blogmura.com/gamehowto/
http://game.blogmura.com/game_gazou/
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


【タイバニ22話】目玉焼きと玉子焼きとゆで卵。

「TIGER&BUNNY」22話を見ていたら
スカイハイさんが目玉焼きをすすって食べると言う暴露を見たので。

[TIGER&BUNNY|目玉焼きをこう…]
こうやって食べるらしい。

カッとなって描いてしまいました、が。

大きい画像

http://img.booklog.jp/1221AC16-F572-11E1-8CC2-72F2048D85C2_l.jpg
http://t.co/r2V3dgq


すするのは目玉焼きだった…。
twitter上でリプライされて初めて気が付いた。

という事ですぐさま訂正。

大きい画像

この”目玉焼きチュルチュル”が伊丹十三監督が役者として出演してる「家族ゲーム」という映画の
パロだという事を聞いてこのような形になりました。

そして色々と今回の画像を集めたり色々してから、自分のツイートを改めて見てみると書いた覚

えの無い”目玉焼きと玉子焼き、本気で間違えた。”という文字が。

どうやら次は”ゆで卵”と書いたつもりが”玉子焼き”と本気で書いていたようです。
どうしたんだろう…。

そういう事が小説書いててもよくあるので、事あるごとに修正しているんですが。

 という事で反省の意味も込めてどこかで『空折』でも描こうかなと思います。
 実は自分だけで読むためにタイバニの小説を書いてはいたんですが（虎折兎）いずれ放出するか
もしれません。

※追記（翌日）　　以前見つけたもの。

http://t.co/Hsj8R6i
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B000Z4PWRM/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B000Z4PWRM


半熟や固ゆでなどお好みの硬さで卵を茹でる時間を教えてくれるツールをご紹介したいと思い

ます。

【Kunsten å koke et egg】
ノルウェー、オスロー大学の”卵の沸騰の芸術”（？）というサイト。
右から「卵の周囲」「卵の茹で具合（固⇔半熟）」「卵の温度」「標高」

の順に入力していくと丁度良い加減のゆで卵が茹で上がる時間が表示されるものです。

卵の温度とか、標高を調べる方が時間がかかりそうな気がしますが…。
 ちなみに鍋に水と卵を入れて火を付けたらスタートだそうです。

JUGEMテーマ：TIGER&BUNNY
2011.08.28 Sun

http://www.mn.uio.no/kjemi/tjenester/kunnskap/egg/
http://comic.blogmura.com/comic_doujin/
http://jugem.jp/theme/c194/18869/


携帯小説の無銘文庫＋携帯小説の書き方

長い事書かせてもらってます、携帯小説の無銘文庫。

以前書いていた記事が過去のものなので、それの新まとめ記事です。

現在は3700作品↑くらいあるようです。
私小説も掲載可能なので東日本大震災関連のエッセイもあります。

二次創作も掲載可能なので、同人のＣＭにもなりそうです。

以前と比べてかなり自分自身の作品点数も増えました。

文庫本にして１４冊分くらい？

その一覧はこちらのサイトにまとめてみました。

【無銘文庫　掲載小説リンク一覧｜FC2】
順はたまに加筆修正などで変ったりします。

一ページにだいたい750〜800文字以内になるようにしてあります。
文庫本の見開き一ページの文字数がだいたいそのくらいなので。

＋記事

●携帯小説の書き方。

ページ数は自由です。

同人誌だとページ数によって印刷料金が加算されてしまうので制限しながら書かなければいけま

せんが、ネットだと無料なのでその心配も無く書けます。

・一行空ける

文庫本だと字が詰まっていても読めるのに、PCや携帯画面だと見づらいので括弧「」と描写の間
の行を空けると読みやすくなります。

ただ、やたらと空間を空けた改行は逆にテンポも悪く前行の文章の感覚を忘れてしまいがちなの

http://mumei.org/public/
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=312
http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/novel/index.html


であまりお勧め出来ません。

・４０文字８０文字１２０文字

文庫本の一行に表示される文字数がだいたい４０文字なので、これを目安に書いていきます。

twitterが全体１４０文字、横が和文だと横３２文字なのでネットだとそのくらいが一回に読んで頭
に入る目安なんじゃないかと思います。

・句読点「。」の間に「、」は１つ、長くなったら２つ

文章の終わりの「。」までの間に入れる句読点は真ん中辺りに１つ。

長い文章なら２つくらい。

〔例〕----------------------------------
広場に並んだ屋台や、いつも行ってるマーケットは煌びやかに飾り付けられていて、チキンだっ

たり普段は見ないようなお菓子がいっぱい並んでいる。

まだ１１月の下旬でクリスマスまで一ヶ月もあるのに、その町の様子はまるでクリスマス本番の

日のようだった。 
----------------------------------------
句読点に色付けてみました。

このくらいが丁度良いように思います。

入れる目安は

ひらがなの固有名詞などが前の文章にくっついてしまう所。

文章の真ん中辺りの区切りの良い所。

太宰治なんか見てみると結構な量の句読点打ってありますが。
ページ数稼ぎ？

ひらがなも多いような気がします。

・たるたるソース

セリフ以外、場面描写の語尾を「た」と「る」の交互の組み合わせで書く事。

〔例〕----------------------------------
「△△！」

○○は突然何の脈絡も無く話し始めた。

それは真にも迫るような表情で、それにこちらも圧倒される。



----------------------------------------
リズム的にもいいので読みやすくなります。

レポートなどの長い文章を書く時にも使用出来ます。

それ以外には「い」「し」「だ」「す」などもあります。

「た」「る」が一番汎用性があったので紹介しました。

・語彙力を合わせる

読んでいる人は10代〜20代と仮定してその世代に合わせた描写を心がけます。

”安寧”などの難しい表現は”のんびりとした雰囲気”など、分かり易い表現にする。

つい難しい語彙を使ってしまいがちですが、それだと突き放した印象になるのでなるべく使わな

いようにしていますが、そこまで単純にしてしまっても子供っぽい描写になってしまいます。

ニュース解説の池上彰さんのような、微妙なサジ加減は必要かもしれません。

・一人称

読者がキャラクターになりきるような表現の方が、ストーリーに入っていきやすくなります。

涼宮ハルヒシリーズのキョンなどが主な例。

三人称は作者の人が主人公となってしまうので、読んでいて妙なカンジになるみたいです。

自分が解説出来るのはこのくらいです。

ストーリー描写とは全く無関係ですが、初心者向けの基本のみ。

おすすめのサイトはこちらですが

【モノ書き一里塚[小説の書き方]】
※参考になるサイトでしたが、閉鎖してしまいました。

文章となるとプライドの高い方も多いようで、閉鎖前は難癖を付けられていたのが原因？

私が掲示板にお礼を書き込んだからじゃないですよね(；｀·ω·´)

もっと上級な書き方を知りたい場合は、文章の書き方を指南したちゃんと編集されている本を買

って読んだ方がいいような気がします。

http://www.asahi-net.or.jp/~mi9t-mttn/


携帯小説と言うと悪評ばかりが目につきますが、文章の書き方指南も無く小説を突然素人が書け

ばそりゃ文法も何もあったもんじゃないくらいは推して知るべしなのですが…。

かく言う私も、高校生ぐらいまでは全然文章が書けませんでした。

小説は読んでいましたが文章を書くという授業は無いため、何をどのように書いていいかさっぱ

り分からないまま大人になりましたが、今ではこのくらい文章が書けるようになっています。

夏休みの読書感想文なんかで同じような苦しい思いをしている方は多いと思う。

読書感想文の書き方を紹介している記事

読書感想文全国3位が教える「賞を取る読書感想文の書き方」。-togetter-
あまり小説の書き方としてお勧めしません、全くの別物。

将来就活時のエントリーシート等の書き方の参考にはなる？

このくらい普通に読めるような文章が書けるようになったのは、今まで文章のある媒体を（本に

限らず）ずっと読んでいたからだと思います。

ある日突然コップの水が溢れるように書けるようになった。

英語習得と同じです。

携帯小説はどれも簡単に読めるように書いてあります。

それをきっかけにして色々と本が読めるようになる、入り口として存在しているんだと思います

。

▼個人的におすすめの小説一覧

斜陽

太宰治

(新潮文庫)

日本の没落氏族の話

『日本で最後の貴婦人』という母親の描写がしつこいくら

いですが美しいです。

スープを飲むだけなのにそこまで書くかというくらい書か

れているので、描写の勉強にはうってつけだと思います。

>> 青空文庫で読む <<

蝿

横光 利一
(岩波文庫)

日輪・春は馬車に乗って 他八篇
※短編小説なのでそれが収録された本です。

蝿の視点で書かれた短編。

http://togetter.com/li/168273
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4101006024/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=4101006024
http://www.aozora.gr.jp/cards/000035/card1565.html


(岩波文庫)
映画フォレストガンプ冒頭の羽が飛んでいるシーンのよう

な描写で、小説なのにスピード感があります。

大正時代当時の日本の様子がそのまま空撮で映像化された

ような作品。

>> 青空文庫で読む <<

ＭＯＴＨＥＲ２—ギーグの逆襲

久美沙織

(新潮文庫)

攻略本ではなくもう一つのMOTHER2の世界と考えた方が
いい小説

ゲームのようなライトな雰囲気ではありません、どちらか

というとmother3のような鬱展開(?)
3がこの作品に引きづられたのかどうかは分かりませんが。

ジェフに死別したお兄ちゃんが居たり、ポーラ周辺の事情

とか、ネスのお父さんの事とかゲーム内では出てこない描

写がありますが複雑な設定が許せる(読める)人向け。
最近は宮部みゆきのICO小説版がありましたが、それより

は大丈夫です。

今ではプレミア価格が付いてしまっています、Mother関連
はどれも入手困難。

こちらは現在入手可能なようです

MOTHER(マザー)—The Original Story

ブルボンの封印

藤本ひとみ

(集英社文庫)

フランス・ブルボン王朝を舞台にした歴史推理サスペンス

と書くと火サス仏版っぽく見えますが、フランス文学のよ

うな作品。

それに日本のアクティブな描写が加わった読み応えのある

小説です。

上下巻あります。

この作者は日本だと講談社青い鳥文庫の少女向け小説の人

としてお馴染みかもしれませんが、現在フランス政府観光

局親善大使名誉委員なんだそうです。

「のだめカンタービレ」の元になった小説

http://www.amazon.co.jp/gp/product/4003107519/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=4003107519
http://www.aozora.gr.jp/cards/000168/card2302.html
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4101166145/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=4101166145
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4101166110/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=4101166110
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4087462439/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=4087462439


富士見二丁目交響楽団シリーズ

「寒冷前線コンダクター」 
秋月こお

(角川ルビー文庫)

BLという名称が無かった頃に”聖地巡礼ツアー”の発祥にな
った炎のミラージュと並んでメインを張っていた作品です

。

バンドを主題にした小説はあっても交響楽団を扱った作品

は当時は珍しく、結構この作品でクラシックにハマった人

も多い。

Ｎ響っぽい描写も出てきて、読んでいる方も居たようです

。

現在はイラストレーターさんが変って（初代：西桐子）継

続中。

富士見二丁目交響楽団>新刊順

今は全然本読んでませんけどね…。

現在のランキング

「克哉とあきら。」１位

「武とかなた。」５位

「はるかとかなた。」８位

千晶とあきらと巽。［あきらの過去］番外１０位

克哉と冬時。［克哉とあきら］番外６位

龍侍と雛子。「武とかなた。」番外６７位

さくらとマックス。［克哉とあきら］番外６０位

書き手ランク　　内藤侑子　１位　(２０１１年９月１日現在)

画像あります。for 携帯版
FC2小説【小説一覧】
[小説] ブログ村キーワード

　 　 　

JUGEMテーマ：携帯小説
2011.09.01 Thu

http://www.amazon.co.jp/gp/product/4044346011/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=4044346011
http://www.amazon.co.jp/s?ie=UTF8&ref_=nb_sb_ss_i_6_10&rh=n%3A465392%2Ck%3A%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E8%A6%8B%E4%BA%8C%E4%B8%81%E7%9B%AE%E4%BA%A4%E9%9F%BF%E6%A5%BD%E5%9B%A3&field-keywords=%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E8%A6%8B%E4%BA%8C%E4%B8%81%E7%9B%AE%E4%BA%A4%E9%9F%BF%E6%A5%BD%E5%9B%A3&url=search-alias%3Dstripbooks&sprefix=%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E8%A6%8B%E4%BA%8C%E4%B8%81%E7%9B%AE%E4%BA%A4%E9%9F%BF%E6%A5%BD%E5%9B%A3&ajr=0#?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A?_encoding=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=ur2&camp=247&creative=7399
http://mumei.org/public/t1914.htm
http://mumei.org/public/t1754.htm
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://mumei.org/public/t2700.htm
http://mumei.org/public/t3138.htm
http://mumei.org/public/t2628.htm
http://mumei.org/public/t2629.htm
http://mumei.org/public/a1336.htm
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
http://novel.fc2.com/novel.php?mode=ttl&uid=1548747
http://keyword.blogmura.com/key00000841.html
http://novel.blogmura.com/
http://novel.blogmura.com/novel_bl/
http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/originalillust/
http://jugem.jp/theme/c261/4283/


REBORN!古里炎真/ベル10年後/スパツナとか描いた。

久しぶりのREBORN!
しばらく以前に相方のリクエストで線画だけ描いていましたが、色を入れてみました。

■古里炎真■

大きい画像を見る。

相方からのリクエストで”傷だらけの炎真くん”という事で描いてみた。
資料にしてた絵も髪色特殊だったんで、それっぽくなった。

アニメしか見てなかったんでこの辺はあまり知らない。

でも制服の中のシャツはなんとなく違うという事だけは分かる。

■スパツナ■

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/ga/reborn32.html


大きい画像を見る。

未来編でスパナに連れてかれたツナがいつの間にかツナギに着替えさせられていたという話から

。

裸に靴下は必須ですが、ツナギのようなダブダブズボンには小さい足が出ている方がいいと思っ

たので。

色のカンジがなんとなくアメコミのひとコマのようになってますが。

■ベルフェゴール１０年後■

大きい画像を見る。

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/ga/reborn34.html
http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/ga/reborn33.html


これも相方リクエスト”１０年後ベルフェゴール”
なぜベル？

しかも”ベル×炎真”らしい。
そんなカップリングあるの？

背景はpixivで拾った背景です。
リンクは見つけられませんでしたが、多分有名な背景。

「フリー素材1000users入り」の中にあった画像です。
アスペク値はいじりました。

それぞれの線画

http://www.pixiv.net/tags.php?tag=%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E7%B4%A0%E6%9D%901000users%E5%85%A5%E3%82%8A


こんなカンジです。

どっちかというと線画の方がお気に入り。

色塗るの苦手なんで。

あと背景も。

　

JUGEMテーマ：同人/REBORN!
2011.09.03 Sat

http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://jugem.jp/theme/c190/1242/


【TIGER&BUNNY】sims2用スキンダウンロード先紹介。

まだまだ新ジャンルなのでタイバニのsims2用スキンのまとめサイトが無かったのでまとめてみま
した。

「sims2 タイバニ」で検索するとどうやら動画サイトの人が作ってくれたらしいという事まで分か
ったのでその動画。

動画のページへ

こちらの動画内に配布先のリンクがありました。

まずリカラーの配布元

【TBRC】　　※ファイルのアップロードサイトです。
まずココでファイルをダウンロードします。

あと、これらは”リカラーファイル”なのでメッシュを入手する必要があります。

▼バーナビーの服　ＭＥＳＨ

GlamorousLounge　-　http://www.glamorouslounge.net/

こちらの　men > meshes > エリの付いた長袖のメッシュ　です。

▼虎徹の服　ＭＥＳＨ

http://www.nicovideo.jp/watch/sm14909765
http://loda.jp/tbrc/?id=2
http://www.glamorouslounge.net/


MODISH KITTEN　-　http://modish-kitten.net/ts2/

こちらの　SHOP > MESH > MALE　にあるメッシュ。
※一つだけなのでそれをダウンロード、一応長ズボン半そでの服です。

▼虎徹のハンチング帽　ＭＥＳＨ

the Sims Artists Union　-　http://blog.daum.net/saublog

こちらのAccessory > [male, female] Hunt..2010.07.29 17:13
大抵青点滅になるそうなので、そうなった場合鏡を見て”外見を変える”で直るそうです。
上にある動画にその説明があります。

▼折紙の服（スカジャンのみ）　ＭＥＳＨ

ModTheSims　-　http://www.modthesims.info/download.php?t=269014
※MTSは会員登録（無料）が必要です。シムズやってたら多分登録している筈。
※１０代のみの服です

▼ネイサンの服　ＭＥＳＨ

Rosesims2　-　http://www.rosesims2.net/

sims2 > clothes > 19にある襟の立ってる服

http://modish-kitten.net/ts2/
http://blog.daum.net/saublog
http://blog.daum.net/_blog/BlogTypeView.do?blogid=0UDtg&articleno=38&categoryId=7&regdt=20100729171330#ajax_history_home
http://www.modthesims.info/download.php?t=269014
http://www.rosesims2.net/
http://www.rosesims.org/clothes/roseclothes_19.htm


こちらです。

▼その他　ＭＥＳＨ

「ホァンちゃんのトラックスーツ」「楓ちゃんの服」「ルナティック仮面（壁飾り）」

これらはゲームに同梱されているものですが、もしかしたら追加パックが必要なものかもしれま

せん。

後はこちらの記事でも書いた通り→sims2のキャラスキンのインストール方法。
自分の好きなように組み合わせたり、顔を変えたりして、自分なりにキャラに近づけていけば完

成です。

まだ動画少ないみたいなんですが、動画編集技術が無い。

前にうｐしたのもそのままsims2で撮影した動画なので。
これでタイバニ一家が出来たら動画をアップしてみて下さい、自分も見に行くと思います。

これらをDLして起動してみたのですが、まだまだ上手く反応してくれていない模様。

ホァンちゃんの服とか、折紙のジャケットとか。

おじさんの帽子はゲーム中でかぶれると思う。

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=615


※ホァンちゃんの服は１０代のみの服でした。

ウチには”キャンパス・ホットナイト・ショップライフ・ペット・シーズンズ・トラベル”ですが、
上に書いたものが反映されていないという事は”フリータイム・アパート”のどちらかかもしれま
せん。

ホァンちゃんのトラックスーツとか見たかった…。
ブルーローズの森ガール服を探すのは無理なので、普通に可愛い服を着せてます。

女性が居ると色々と服で遊べる。

あと上で紹介されてない

「バーナビーの髪」「虎徹の髪・ヒゲ」「イワンの髪」っぽいものも探してみました。

▼バーナビーの髪

　　こちらの　ＭＡＬＥ　ＨＡＩＲ > ６にあります。

※巻きは弱めですがこのくらいしか男性の巻き髪を発見できず。

良いのあれば教えて下さい。

▼虎徹の髪・虎徹のヒゲ

http://www.xmsims.com/
http://www.xmsims.com/sims2/ehtm/hair/mhair06.htm


・髪

こちらのdownloads > Hair > MHair006 です。

これです、ワイルド。

・ヒゲ

こちらの Beard Set 01 が近いカンジなので使ってます。

タイバニ用というワケではないので細部は全く違ってます。

使用する際は無精ヒゲじゃない方のヒゲで探してみて下さい。

▼イワンの髪

※この画像ではブロンドですが、白い髪もあります。

上で紹介したdownloads > Hair > MHair006 に一緒に入っているシルバーです。

本来はこちら FMHair-m005 にした方が良さそうですが、片目が見えないのでおじさんと同じ髪型
にしました。

▼スカイハイの髪とか

http://8ksims.info/
http://8ksims.info/omiyage/mhair006.html
http://dollfactory3.mfbiz.com/
http://dollfactory3.mfbiz.com/#/other-1/4531196439
http://8ksims.info/omiyage/mhair006.html
http://8ksims.info/omiyage/fmhair005006.html


スカイハイさんというより元になったトムのクルーズさんっぽくなりました。

このバニラスカイ画像にスカイハイというロゴ入れた画像があったような。

保存しとくの忘れた。

ちなみにgoogleで”トムクルーズ　スカイハイ”で画像検索すると大量に出てきます。

・髪

ＴＳＲ※会員登録が必要（無料）

こちらのRecolors of Raonsims Male Hair #2 - Blondeです。

ジャケット

http://www.amazon.co.jp/gp/product/B000EPFQ6E/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B000EPFQ6E
http://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%88%E3%83%A0%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%80%80%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%8F%E3%82%A4&rlz=1I7DAJP_ja&oe=UTF-8&redir_esc=&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&hl=ja&tab=wi&biw=963&bih=698
http://www.thesimsresource.com/
http://www.thesimsresource.com/downloads/details/category/sims2-body-hair-male/title/recolors-of-raonsims-male-hair-%232--blonde/id/565423/


細身過ぎて未だ納得いってませんでしたが

イワン君と同じジャケットなので細身。

※以前こちらに”ディフォルト”と書いてありましたが、元から入っているものではありませんで
した。

まさかの空折ペアルック。

ちなみに早速特定されたスカイハイさんのジャケットはこちら。

アメリカ空軍のジャケットだそうなので、アメ横の中田商店で購入可能だと思います。

▼ホァンちゃんの髪と髪飾り

http://www.modthesims.info/download.php?t=269014


・ホァンちゃんの髪

*free* NewSea SIMS2 Hair J070f Physical

TSRにあります。

これじゃなくてもディフォルトでそれらしいのもありました。

でもやっぱりデフォは微妙。

・ホァンちゃんの髪飾り　※ちょっと違いますが。

この髪飾り、実は前にＤＬしておいたヘタリアのハンガリーの花です。

この素材元のリンクは分からなかったのですが、多分こちらだと思います。

顔はＴＳＲにある

「ayumiあゆみちゃん」という、多分浜崎あゆみスキン。

これじゃなくても大丈夫です、というかシムの顔は自分の好きなように作れるので別のスキンか

http://www.thesimsresource.com/downloads/details/category/sims2-sets-hair/title/%2Afree%2A-newsea-sims2-hair-j070f-physical/id/1093158/
http://s61.photobucket.com/albums/h50/Zoemariemorgan/sims 2/?action=view&current=Rosegift_0025-1.jpg&mediafilter=images
http://s61.photobucket.com/albums/h50/Zoemariemorgan/sims 2/?start=all&mediafilter=images
http://www.thesimsresource.com/
http://www.thesimsresource.com/downloads/details/category/sims2-sims-female-adult/title/ayumi-%2312354%3B%2312422%3B%2312415%3B%2312385%3B%2312419%3B%2312435%3B/id/1103027/


ら自由にいじれば大体出来ます。

上で紹介した他のキャラもほとんどはヘタリアキャラを流用したものです。

バニーと折紙先輩は多分北欧キャラのどれか。

スカイハイはドイツさん、おじさんは多分親分の肌色違いだったと思います。

※後日追記

シムを１０代や子供スキンで作ろうと思ったら、いいスキンがあまり無いので、ここは

”agesimscheat on”　シムをクリックして世代変更する
のチートを使って作成しました。

上の折紙くんなんかがそうです。

最初に成人で作成してから、引越しをして家に着いたら上記のチートを使って世代変更をします

。

そうすると大人で作成した顔を引き継いだ子供になります。

あまり可愛い子供スキンが無いのでこれで強制的に子供なんかは作ってます。

シム整形よりは楽です。

　

JUGEMテーマ：TIGER&BUNNY
2011.09.12 Mon

http://game.blogmura.com/in/plaync_307517.html
http://game.blogmura.com/pcgame/
http://game.blogmura.com/slggame/
http://game.blogmura.com/gamehowto/
http://game.blogmura.com/game_gazou/
http://jugem.jp/theme/c194/18869/


sims2ヘタリア連合家[メタボ化]

[シムピープル/PCゲーム]

ペンギンが家の中にまで…。

釣った魚を床に置いておくとペンギンにあげられるそうです。

おもてに池があるから誰かに釣っておいてもらおう。

描写の関係上、家の中にまで雪が降り込んでいるように見えますが、ちゃんと屋根は付いてます

。

屋根が不完全だと床に雪が積もったりします。

斜めの屋根だとたまにそういう事が起きたりしますね。

インスタントラーメン

http://keyword.blogmura.com/key00195682.html
http://keyword.blogmura.com/key00018975.html


ルナティックなメンヘル話を楽しそうに聞いてあげる紳士。

そして、この眉毛紳士が食べてるものがインスタントラーメンだそうです。

キラキラ輝いているインスタント、ラ王ですかね。

”野菜や作物が一瞬で実る”農業HACKオブ入れてるんで「よだれのでそうな」状態の野菜を作れる
のでいつも食事がキラキラしています。

体力の回復も早い。

こちらが本体

【Sims2Workshop｜Harvest Hack SEASONS】
※会員登録が必要（無料）

こちらが日本語化パッチ

【Crazy　Sims｜Harvest Hack SEASONSの日本語パッチ】

すぐ収穫出来るので雑草を抜いたりする手間は省けます。

ただこれを導入すると、農作業が簡略化され過ぎてちょっと面白みに欠けてしまうかもしれま

せん。

ご懐妊

http://www.sims2workshop.com/index.php?page=Thread&threadID=2468
http://simsim55.blog121.fc2.com/blog-entry-67.html


イギがご懐妊しました。

うそです太りました、美味しいものを食べて運動していなかったのでボヨ〜ンという音と共にメ

タボに。
※輝く食べ物を食べると太りやすいというワケではありません、あくまで運動不足。

という事で、ダイエット

兄ちゃんに付き合ってもらってサンドバッグで練習。

本家メタボの方はというと、スポーツ選手で魅力と身体10にする必要があったので完璧な美マ
ッチョになりました。

そういえば当初から存在感が無かったウクライナさん



存在感あり過ぎなスポーツウェアでした。

多分TSRのやつ（覚えてない）
これ寝巻きにも出来るので、自分をアピールすべくたまにこれでウロウロします。

女性用の服はセクシーなものが多数あるので、本当は女性シムを増やしたい所ですが動きがイマ

イチなのであまり居ません。

あの太い声はどうにかならないものか…。

「あいやー！かわいいある♪」

似合いすぎるチャイナ服とパンダ。

このペットスキンいつの間にか入っていたものなので、どこにあるかは知りません。

もしかしたらロック解除した後にパンダ柄の猫を作れるようになったので、ディフォルトなのか

もしれません。



もしれません。

ヌーディスト

前の記事にも水着のベラ様画像を掲載しましたが、兄ちゃんを筆頭にベラ様もヌーディストです

。

なのでよくこの格好でウロウロしてる。

シムは男女とか関係無く、風呂トイレ以外は恥ずかしがりません。

でも壁で囲ってあればそれが総ガラス張り風呂トイレでも恥ずかしく無いようです。

パンハムたんﾁｭｯﾁｭ♪

家族で一番愛されているパンダ。

そんな兄ちゃんを温かい眼差しで見守るアメリカ。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20110824_948462.jpg


「うん、何だかキミの事を思い出しちゃってね…いや僕はただリラックスしているだけだよ、気
にしないでね、と言ってもキミは寝てるけどね…」

相手がぐっすり寝てても隣でリラックス（『ウフフ』に至る行動）をしているのは、やっぱりそ

ういう気持ちがあったからでしょうか。

結局未遂。

兄ちゃん大爆発

めずらしく服を着て食事をしていたら「ぼよ〜ん」という音と共に兄ちゃんが大爆発しました。

別の部屋を見てたのにいきなり白い筋が伸びてきたので見に行ったらコレ。

運動するためにスポーツウェアに着替えたら直りましたが、何か爆発するオブうっかり置いてた

っけ？と思った。



アッー！！

にーにが同僚（男性）と帰ってくるなりベッドインしてました。

皆このベッドに来るのは数値が他のより良いからだそうな。

しかも営業先ではなく同僚、本気ですね。

今回のセクシーショット

ラトビアッー！

シャワー内に設置してある鏡に映った絵画のようなラトビア。

これはスキン作ってくれた方々に感謝。



改定

この家のメインにもなっていた階段がなぜか使えない状態だったので、作り変えてテストプレイ

中です。

ついでに２階部分も作り変えています。

この連合日記はもうちょっと続きます>>>

<<一つ前の連合日記へ。

　

JUGEMテーマ：シムピープル
2011.09.17 Sat

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=645
http://game.blogmura.com/in/plaync_307517.html
http://game.blogmura.com/pcgame/
http://game.blogmura.com/slggame/
http://game.blogmura.com/gamehowto/
http://game.blogmura.com/game_gazou/
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


ついぼっと（旧twitterボットジェネレーター） 使い方【改訂版】

以前の記事【twitter bot GENERATORの使い方。】
それから一年ほど経過して色々と変更があったので改訂します。

※新たな機能が追加されたので更新　2011年09月23日

公式：twittbot　ついぼっと旧：twitter bot GENERATOR

キャラボットがほぼ使えない状態

ボット作成サービス　キャラボットがGAEの規約に抵触し、24時間以内に削除の可能性 -Togetter-
なので、ボットジェネ１本に絞ろうとアクセスしたら前とはかなり変わっていたので自分用にも

覚書として書きました。

追記：３月の初めくらいにtwitterからサスペンド（一時停止）されていましたが、現在広告アカウ
ントの取り締まりで通常の状況に戻っています。

石原慎太郎派botも広告アカウントのような気がしますが。

▼ログイン方法

サイトのトップページに”TOP”の認証ボタンがあるのでクリック。
もう一回出てくるのでもう一度クリック。

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=592
http://twittbot.net/
http://togetter.com/li/63356
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20110401_857596.gif


twitterの認証画面になるので「許可する」をクリックして認証。

※以前はAPIだったのでログイン画面がこういうカンジではありませんでしたので、改めて書きま
した。

▼詳細設定

以前紹介したものとは若干違っていたので改めて紹介。

新しく「返信設定」が出来ました。

規制で止まったりしないように、返信を制限出来るようになりました。

プレミアムバージョン（有料）にするとTL返信が出来ます。
他にもPCから書き込むと”webから”になる所を自分流にカスタム出来ます。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20110401_857603.gif
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20110401_857833.gif


▼複数botを管理する
TOP画面の左下にあるログインから入ると設定出来ます。
twitterの認証ログインではなく、ついぼっとのサイトへのログインです。

・登録の仕方の順序。

まずtwitterに管理主になるアカウントでログイン、その状態でついぼっとのTOPページ左下にある
ログインの所（下図）から新規登録します。

サンプル

登録した後はここからログイン出来ます。

次は”ついぼっと”にログインした状態で”twitter”管理主アカウントをログアウト。
水色のtwitterTOP画面になったら、そこから今度はボットのアカウントでログインします。

”ついぼっと”に戻ってこちらの　利用ガイド　に”管理アカウント”という項目があります。

そこの　管理アカウントを登録　というリンクをクリックすると、↑上記の”ログイン方法”と同じ
ような画面に飛びます。

そこでログインすると認証画面になるので「許可する」をクリックして認証。

それで登録完了です。

後は　ボットアカウントでログインしてついぼっとでログインして…　を繰り返せば管理メニュ
ーに登録されていきます。

http://twittbot.net/modules/guide/index.php?content_id=2


ついぼっとのTOP画面の左の方にこういうカンジで登録されます。

こうやって登録していけば返信などの編集が楽に出来るようになります。

▼bot同士を会話させる。
以前のジェネレーターでは使えなかった機能でしたが、今回実装されました。

会話の最後に[[END]]を入れます。

例：

A_bot「@B_bot はろー」
B_bot「@A_bot はわゆー、あいむふぁいんせんきゅー、あんじゅー？」
A_bot「@B_bot あいむふぁいん」
B_bot「[[END]]」

この場合の[[END]]は記述されません、会話の終了構文というだけです。

記述方法：

・A_bot
きっかけのセリフ「@B_bot はろー」
時間指定でも通常つぶやきでも、@B_botに話しかければいいのでどちらでも使用出来ます。

返信→「はわゆー、あいむふぁいんせんきゅー、あんじゅー？」と言われたら「あいむふぁいん

」と返信。

この時@B_botという記述は不要。
この後B_botからの返信は止まるので記述不要。

・B_bot



返信→「はろー」と言われたら「はわゆー、あいむふぁいんせんきゅー、あんじゅー？」と返信

。

返信→「あいむふぁいん」と言われたら「[[END]]」と返信。

これで会話が止まります。

これを待っていたというカンジです。

使い方はキャラボットの#stop#と同じ。

▼やまびこ

呼びかけられた言葉の内容をそのまま返します。

{tweet}

〔例〕

「{tweet}」　それは難しい言葉ですね。

JIBUN　　@bot 私の事どう思ってる？
bot　　 　　「私の事どう思ってる？」　それは難しい言葉ですね。

▼補足情報

東京電力の電力情報を呟けるようになりました。（期間限定）

公式記事

主に関東地方の電力会社”東京電力”の電気使用量の状況や停電情報を反映出来るキーワードが出来
たようです。

サンプル：【電気情報ボット】

・キーワード

{usage} この時間帯の消費電力（万kW）

{capacity} 供給可能最大電力（万kW）

{saving} この時間帯の計画停電の有無

http://twittbot.net/modules/news/index.php?page=article&storyid=159
http://twitter.com/#!/denki2bot


計画停電が実施されている場合「計画停電：実施あり」

計画停電が実施されていない場合「計画停電：実施なし」

{denki} 電力情報をまとめて置き換えます
例：2715万kW／3750万kW （使用率:72.4%）計画停電：実施なし

東京電力電力供給状況APIから情報を得ているようです。

このキーワードは期間限定のため、予告なく終了する場合があるそうです。

なんとなく人工無能botが有能botに見える、かも。

※2011年5月25日追記
■ランダムな文字を表示させる

公式記事

botのコメントの一部にランダムな言葉を表示させます。

{random:0-100}:数字で 0 から 9 のどれかに置き換わります
{random:450-9500}:数字で 450 から 9500 のどれかに置き換わります
{random:好き,嫌い,気になる,普通}: 「好き」「嫌い」「気になる」「普通」のどれかに置き換わり
ます

{random:大吉,中吉,吉,末吉,凶,大凶}:おみくじのどれかに置き換わります
, （カンマ）自体を表示したい場合は &camma; と記述してください。

だそうです。

例えば

「今日の運勢は”大吉”です、ラッキーナンバーは”8”、ラッキーアイテムは”猫の置物”だよ、今日も
一日がんばってね。」

だと、記述例は

「今日の運勢は”{random:大吉,中吉,吉,末吉,凶,大凶}”です、ラッキーナンバーは”{random:0-10}”、
ラッキーアイテムは”{random:猫の置物,ドーナツ,ホットケーキ,クッキー,コップ,扇風機}”だよ、今
日も一日がんばってね。」

これで適当なおみくじbotが作れます。

http://twittbot.net/modules/news/index.php?page=article&storyid=174


※2011年9月23日追記
■日付関連置き換えタグ

公式記事

”日付関連置き換えタグ”の一部が追加されました。
日付や曜日を呟くタグ、

「定期つぶやき」「返信」「時間指定」で使用可能。

{strftime:xxxx}
この　xxxx　の部分を変更します（xxxxのままは使用不可）

%Y 4 桁であらわした年 2011
%m 2 桁であらわした月 01 (1 月) から 12 (12 月)
%d 10 進数で 2 桁の日付 (先頭のゼロつき) 01 から 31

%F → 2011-09-15

前からあったものも一応掲載。

{year}:年（例：2011）
{month}: 月（1〜12）
{day}:日（1〜31）
{hour}:時（0〜24）
{minute}: 分（0〜59）
{second}: 秒（0〜59）
{adayoftheweekjp}: 曜日（日曜、月曜、火曜、水曜、木曜、金曜、土曜）
{adayoftheweek}: 英語で曜日（Sun、Mon、Tue、Wed、Thu、Fri、Sat）

〔例〕

西暦{strftime:%Y}年、今月は{strftime:%m}月、日付は{strftime:%d}日。DATA:{strftime:%F}
↓

西暦2011年、今月は09月、日付は23日。DATA:2011-09-23

■以前の記事一覧

【twitter bot GENERATORの使い方。】

http://twittbot.net/modules/news/index.php?page=article&storyid=185
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=592


機能説明と設定画面の説明。（旧バージョンですがほぼ同じ）

複数のつぶやきを登録、bot同士で会話させる、相手の名前を言わせる。

追記【Twitterボット作成サービス - キャラボットの使い方。】

ボットジェネでは無いですが、同じようなサービス「キャラボット」

ただ昨年の11月に全サーバー削除してからアカウントが取れない状況なのでほぼ停止状態。
bot同士の会話に特化していました。

JUGEMテーマ：twitter
2011.09.23 Fri

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=594
http://internet.blogmura.com/twitter/
http://jugem.jp/theme/c3/9974/


フォトショで3DCGっぽく描ける髪の毛用ブラシ作ってみた

髪の毛をいちいち一本づつ描いてると手首が痛くなってきて、接骨院に行ってみたら手首がフニ

ャフニャになっていると通告を受けてしまいました。

そこで何とかならないものかと思ってたらPhotoShopブラシの作り方を見つけて試しに作ってみ
る事にしました。

髪サンプル画像

一応髪のブラシなんで髪だけ描いてみました。

ブラシはこんなカンジ

画像小さすぎてよく見えないかもしれませんが。

これでシュシュッと描きます。

右上拡大画像



 上に光のレイヤー
下に影（ベース）のレイヤーを作って描きます。

右下拡大画像



こういった髪の３Ｄゲームはよく見ますね。

でも２Ｄです。

左下拡大画像

すみません、描いてるのが低スペックＰＣなので毛の湾曲辺りがカクカクに。

通常のＰＣなら大丈夫です。

毛先の描き方

通常の”入り”と”抜き”と逆にすると上手くいくみたいです。

ブラシ表示画面



ブラシの表示はこのようになります。

大小の２種類

▼設定

ペイント間隔

↑この数値くらいに設定してみて下さい。

そのブラシが描く間隔の事。

数字が大きいほど繋がらなくなります、綺麗にシューっと描けないという事。

多分試してみた方が分かるかと思います。

ブラシのアイコンをダブルクリックして設定して下さい。

＞＞　ダウンロードはこちら　＜＜

※filestrageのサイトが開きます※

内容　　　22.5 MB
・hair03.ABR（ブラシファイル）
・hair04.ABR（ブラシファイル）
・hair_sample3.jpg（サンプル画像）
・hair_sample4.jpg（サンプル画像）
・hair_sample.psd（フォトショサンプル）

▼ファイル使用方法

このファイルを指定のフォトショフォルダー内に入れます。

”C:¥Program Files¥Adobe¥Photoshop 5.0J¥Goodies¥Brushes”

http://firestorage.jp/download/a0ec61aca38cada5f1721d4a72868712a0e8b79d


「Photoshop 5.0J」の所はお使いのバージョンによって違います。

アニメ塗り絵というよりは、海外でよくあるようなリアル志向用のブラシ。

でもコレで何とか髪を細かく描く手間を軽減できると思います。

コレを作ったきっかけは、スカイ廃ことキース殿の飼い犬ジョンを描く為でした。

動物の毛並みっていちいちポワポワ描くの面倒だったので。

　 　

JUGEMテーマ：illustration
2011.09.28 Wed

http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://illustration.blogmura.com/originalillust/
http://jugem.jp/theme/c88/3312/


青エク24話のみたらしおっぱいについｶｯとなって・・・

「青エク」こと「青の祓魔師」２４話を見てついｶｯとなって描いてしまいました。

おっぱい。

※雪男のホクロ描き忘れてたので追加。

↓には入ってませんすみません。

※大きい画像はこちら

このくらい平和に終ればいいなぁとか思ったり次回のageがどうも転倒しそうな勢いだったり。

http://twitpic.com/6sqkhs


ところで『青エク映画化』というTLがtwitterで回ってきたのですか。

【【速報】『青の祓魔師』映画化決定！！｜やらおん】

どこの雑誌かは知りませんが、ネットソースではなく雑誌に掲載されているのでどうやら本当っ

ぽいですね。

月初めに北海道に行ってきた時、小学生集団がこれの駅広告を見て「これ青エクってんだぜー！

」「見てるぜー」「超いいよなー！」とか典型的な会話をしていたので、人気があるんだな…
と思っていたのですが。

ネットでは女向けとやんや言ってますが、実際に売れていれば映画化もするのも当たり前でしょ

うね。

見始めたきっかけはラジオから偽SPOKENが聞こえたんで調べたらこのOPだったので…。

JUGEMテーマ：ジャンプＳＱ
2011.09.30 Fri

http://yaraon.blog109.fc2.com/blog-entry-4281.html
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B000AHJ83S/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B000AHJ83S
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://jugem.jp/theme/c190/7826/


eBayの使い方、購入編。

「eBay 使い方」で検索してもサイトの大まかな用語解説くらいだったので自分で補完の為に書い
てみました。

2011年6月17日　投稿
2011年10月5日　更新

eBayとはアメリカのオークションサイトの事。
以前日本にも進出しましたがヤフオクがメジャー過ぎて会員数が集まらずに撤退、そのeBayが撤
退した所でヤフオクはシステム利用料などを導入しました。

それとシーシェパードに寄付した事でもお馴染みの若い会社です。

現在では日本に輸入を代行するサービスとして「セカイモン」というサイトがあります。

利用料は落札代金に+15%が加算されます。
送料は500gで¥1,536
日本に発送してない商品を落札する際には使えそうです。

※11年10月追記
同じようなサービスで「Hop Shop Go」というのもあるようです。

しかしながら配送料が500gにつき　US$ 28.20（10月現在2171円）と高額。

ですが、11年10月20日までなら　paypal会員向なら1Kg分の国際配送料を無料　というキャンペ
ーンをやっているそうです。
これ9月12日からやってた…。

それでも10月5日現在あと330人くらい枠が残ってます、日本のpaypal人口少ないですからね。
※現在はやっていません。

掛かる金額

・配送料　0.5kg US$ 28.20（2300円）　　超過0.5kgごとUS$ 4.10（330円）
・手数料　商品代金の0.65%
・保管料　15日まで無料　15日間を過ぎたら一日につきUS$1（80円）
・再梱包　複数荷物を一度に配送する場合必要　US$10 （800円）

３回配送を利用すればPrime会員になれるそうです。

paypal経由でログインして、そこでeBayログインして、買い物して、アメリカの配送センター

http://www.sekaimon.com/
http://www.hopshopgo.com/jp/home.do?l=ja&c=JP
https://secure.hopshopgo.com/jp/reserve-promocode.do?promoCode=HSGJPSEP&l=ja&c=JP


に送ってから、日本に配送。

▼eBay

まず購入するにはeBayに以下を登録する必要があります。

・eBayに登録する
・発送先住所を英語で登録する

・paypalと同期させる

英語で日本の住所を書く場合、逆の表記になります。

〔例〕

〒100-0000
あいうえお県かきくけこ市 さし 123-456　すせ荘　101号　田中　なにがし

nanigashi.TANAKA SUSE Villa 101 SASI 123-456 KAKIKUKEKO City AIUEO Pref 100-0000
JAPAN 

だいたいCityの欄にKAKIKUKEKO City AIUEO Prefを入れて
Street Address１・２の欄にその他の住所を入れてます。

それらを登録し終えたら商品の落札です。

それはその他のサイトでも説明があるので、この際省きます。

金額を入力して”place bid”をクリック、何度も出てきますが「これ以上の金額入れとく？」という
ものなので閉じて構いません。

時間が来て落札に成功したら↓のようなメールが来ます。

https://scgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?RegisterEnterInfo
http://my.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?MyeBay&CurrentPage=MyeBayAddresses&gbh=1&ssPageName=STRK:ME:LNLK
http://my.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?MyeBay&CurrentPage=MyeBayPayPalAccounts&gbh=1&ssPageName=STRK:ME:LNLK


※クリックで拡大

eBayにも同じようなメールがバックアップとして入っているので、それを確認して支払いに進み
ます。

google chromeを使用している場合は、eBayの落札をお知らせしたり管理出来る拡張機能があり
ます。

こんなカンジでポップアップが右下辺りに出てくる。

Google 拡張アプリケーション
アプリケーション　＞　ショッピング　＞　eBay Deals

この「pay now」か「pay for it」をクリックするとeBay内のpaypal決済ページへ進みます。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20110612_904134.gif
https://chrome.google.com/webstore/detail/pllkgmcojhajjmojfoagiegoibjognlc?hl=ja


※クリックで拡大

そのpaypalボタンをクリックすると↓の領収書のような画面が出てきます。

※クリックで拡大

この右側でpaypalにログイン。

ログインすると登録してあるカード番号が表示されます。

※クリックで拡大

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20110612_904145.gif
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20110612_904146.gif
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20110612_904147.gif


「続行」をクリックすると「confirm your payment.（お支払いの確認）」というページが出てくる
ので

発送先の住所と、出品者や金額を確認。

※クリックで拡大

「confirm payment」をクリックすると支払い完了です。

※クリックで拡大

こういった確認のメールが届きます。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20110612_904148.gif
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20110612_904149.gif


※クリックで拡大

日本円も確認出来ます、この場合６＄＝４９５円なので1$=82.5円くらい。
この時間帯だと1$80.3円くらいだったので、13.2円くらいのpaypal手数料。
それだけしかかかりません。

ヤフオクだと25.29円（落札価格に5.25%加算）を出品側手数料、毎月の利用手数料として346円
かかります。

携帯もそうですが、日本だけ極端にガラパゴス化してて手数料を毎月徴収するネットビジネスが

多いと思うのですが。

こちら、写真をダウンロード出来るサービスなんですが

日本「フォトライブラリ」無料素材でも1日4枚まで。
アメリカ「Photo laboratory」全部無料1日40MBまでなら可能。

何と言うか商売下手なんだな、と思った。

JUGEMテーマ：インターネットオークション
2011.10.05 Wed

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20110612_904150.gif
http://www.photolibrary.jp/
http://www.photl.com/jp/
http://jugem.jp/theme/c91/1722/


sims2ヘタリアスキンまとめ+sims3も

sims2のヘタリアスキンサイトをまとめてる所が無かったのでまとめてみました。
2010年 4月11日　13時42分　投稿記事
2010年 5月27日　更新１
2011年10月 3日　更新２
2011年10月17日　更新３

★Sous les toits de Paris（日本語）

ヘタリアの動画を投稿している人のヘタリアシムサイトです。

※以前はDL先がリンク切れになっていましたが復旧したようです。
ご連絡ありがとうございました。

【ニコニコ動画】【APヘタリア】ロシアさんの雪遊び【Sims2】

こちらのブログの以下のページにあります。

【Sous les toits de Paris｜ダウンロード download】

▼ラインナップは以下の通り。

America_アメリカ
Ancient Rome_ローマ
Austry_オーストリア
Belarus_ベラルーシ
Belgium_ベルギー
Canada_カナダ
China_中国
Deutch_ドイツ
Estonia_エストニア
Finland_フィンランド
France_フランス
Hungary_ハンガリー
ItalyR_イタリア＝ロマーノ
ItalyV_イタリア＝ヴェネチアーノ
Japan_日本

http://ginger.guhaw.com/
http://www.nicovideo.jp/watch/sm9756873
http://ginger.guhaw.com/Category/10/


Korea_韓国
Latvia_ラトビア
Liechtenstein_リヒテンシュタイン
Lithuania_リトアニア
Netherlands_オランダ
Norway_ノルウェー
Prussia_プロイセン
Russia_ロシア
Sealand_シーランド
Seychelles_セーシェル
Spain_スペイン
Sweden_スウェーデン
Switzerland_スイス
Turkey_トルコ
UK_イギリス
Uklaine_ウクライナ

・新スキン

Denmark_デンマーク
Hongkong(adult)_香港（成年）
Hongkong(teen)_香港（十代）
Iceland_アイスランド
Taiwan(teen)_台湾（十代）
※上で紹介していたものにラインナップされてなかったものだったので”新スキン”とさせてもらいました。

★Zero Rechter's sims!（海外）
http://rechter-sims.livejournal.com/

よく動画サイトで見る方はこちらかもしれません。



▼ラインナップはこちら

・天使のイギリス（要キャンパスライフ！）

■ドイツ＋ハンガリー

・ハンガリー

・スイス

・リヒテンシュタイン

・オーストリア

・プロイセン

■連合

・アメリカ

・フランス

・イギリス

・ロシア

・中国

■東ヨーロッパ

・リトアニア

・エストニア

・ラトビア

・ポーランド

・ベラルーシ

・ウクライナ

・ロシア

ロシアさんが重なってますが、どちらも同じロシアさんです。

★ネギトロ（日本語）

TOPページは認証制になっていますが、ヘタリアを知っている人なら分かるものになってます。

▼ラインナップはこちら

・イギリス

・日本

http://byamekyon.blog112.fc2.com/


・兄ちゃんのヒゲ（ヒゲのみ）

・イギリスの眉毛と髪

他にも”細身の学ラン”や”浴衣”といったアイテムもあります。

★ヘタリアシムズ２配布とお知らせページ（というタイトルのブログ）

http://simsaph.blog83.fc2.com/

「動画を見てくださった方へおすそわけとつぶやき」という事でニコニコ動画”無人島で楽しすぎ
るぜ”の人が色んなアイテムを配布してくれています。

【ニコニコ動画】【ヘタリア】無人島でひとりたのしすぎるぜーPart.１３【シムズMAD】

▼ラインナップはこちら。

・シナティーちゃんグッズ

・イギリスの眉毛（濃い）

・イタリアと兄貴のくるん

・不憫（プロイセン）の服

・イギリスの天使のコスプレ衣装

・メタボ（アメリカ）のマックパジャマ（要ゴージャスパック）

など。

他にもあるかもしれませんが、今のところ見つけられたのはこのくらいです。

これがウチで実際にプレイ出来るようになるのは、いつになる事やら。

※追記　2010年11月28日
→【sims2のキャラスキンのインストール方法。】
こちらにヘタリアスキンのインストール方法をまとめてみました。

http://simsaph.blog83.fc2.com/
http://www.nicovideo.jp/mylist/13011723
http://www.nicovideo.jp/watch/sm9955722
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=615


※2011年10月3日追記
こちらsims3サイトだったので掲載していませんでしたが、ヘタリアシムまとめということで紹介
させて頂きます。

いつか３も出来るといいな…。

モカのシム日和 -Download-ヘタリア

こちらはsims2ではなくsims3のアイテムになります。

APHシリーズが色々。
もちシリーズや軍服、手に持つ旗とか。

あと男性用マタニティ服もあります。

APHのシムズは各アイテムのDL先が紹介されています。
[ APH Sim ]
枢軸-Axis Powers
連合-Allies
亜細亜-Asia
中欧-Central Europe
東欧＆バルト-Eastern Europe & Baltic
北欧-Northern Europe

　 　 　

JUGEMテーマ：シムピープル

↓※この返信はsims2を持っていない時に書いたものです。
この解決策は【sims2のキャラスキンのインストール方法。】に掲載しています。

>>suzuneさま
返信遅れてすみません。

シムズ２ですが当方はそのソフトを持っていないので何とも言えないのですが「.package」とい

http://croirex.blog33.fc2.com/blog-category-14.html
http://game.blogmura.com/in/plaync_307517.html
http://game.blogmura.com/pcgame/
http://game.blogmura.com/slggame/
http://game.blogmura.com/gamehowto/
http://jugem.jp/theme/c98/7247/
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=615


う拡張子のファイルに全部無いのでしょうか？

ダウンロードフォルダに入れるそうです。

それ以上の事は

【ザ・シムズ２質問フォーラム】

こちらのフォーラムの以下の質問にあるような気がします。

・ザ・シムズ2 ダブルデラックス！　スキン導入方法
ちょっと回答者さん達の物言いがキツめですが。

・シムスキンをＤＬしたのですが、ゲームに反映できません

・ドイツ軍の軍服を探しています。(ヘタリア)

それと旧掲示板にもそれ関連の質問の検索結果。

ザ・シムズ２質問専用掲示板「スキン」のタイトル検索結果

以上になります。

助けになるかどうか分かりませんが、こちらとしても導入の参考になりました。

2011.10.17 Mon

http://bb2.atbb.jp/pepti/search.php
http://bb2.atbb.jp/pepti/viewtopic.php?t=87&highlight=%83%81%83b%83V%83%85
http://bb2.atbb.jp/pepti/viewtopic.php?t=26&highlight=%83%81%83b%83V%83%85
http://bb2.atbb.jp/pepti/viewtopic.php?t=710&highlight=%83%81%83b%83V%83%85
http://bbs.avi.jp/w_search.php?target=title&kw=%83X%83L%83%93&mode=&s=&guid=ON&br=pc&md=search&kid=84957


sims2家Lotパッケージングの仕方

シムパーソンデータ倶楽部にあった

ザ・シムズ２の家パッケージについてを参考にパッケージングについて詳しく書いてみようかと

思います。

sims2では自分の作った家をパッケージングして配布する事が出来ます。

その際、同時にユーザーメイドの家具ファイルなんかを同梱してしまうのですが、再配布という

事になります。

なので”再配布可能”としているサイトさんは多いですが、ウチでは一応ダウンロードページの文末
にそこのサイトへのリンクを掲載しています。

同梱してある家具が気に入れば、そこのサイトさんに行ってまた別種類の家具をDLして頂けます
。

▼家を作る

最初に家を作ります。

どういったものでも良いのですが、ウチでは「Traditional Home」サイト　や「Architectural
Digest」サイト　のような海外の家デザイン本や。
「Netx home」のような海外賃貸サイトを参考にしています。

あとは動画を参考にしたり。

すごいサムネですが。

有名な建築動画、なんか凄すぎてマネできません。

sims2建築というタグに他の動画もあります。

このようにシムが居ない状態でも建設出来ます。

作り直す時の差額とかが発生しないのでこっちの方がいいです。

▼パッケージングする

家が一通り出来上がったら、セーブして外に出ます。

家をクリックしてとりあえず一旦パッケージング。

http://www4.ocn.ne.jp/~pepti/data/0032.html
http://www.amazon.co.jp/gp/product/1561588857/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=1561588857
http://www.traditionalhome.com/
http://www.amazon.co.jp/gp/product/0810959291/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=0810959291
http://www.architecturaldigest.com/
http://www.nexthome.fr/
http://www.nicovideo.jp/tag/sims2%E5%BB%BA%E7%AF%89


場所→C:¥Documents and Settings¥ユーザー名¥My Documents¥EA Games¥ザ・シムズ
２¥PackagedLots

この中に”家名.Sims2Pack”というファイルが出来たと思います。
この家名の所はアルファベットにしておいた方が配布しやすいです。

パッケージングし終えたら、ゲームを一旦終了させて

C:¥Documents and Settings¥ユーザー名¥My Documents¥EA Games¥ザ・シムズ２¥Downloads
にあるファイルを全部消去します。

もちろん後に復旧する事も考えてバックアップファイルを取っておいて下さい。

シムズはいつエラーを起こすか分からないゲームなので、自分は常に再インストール出来るよう

にファイルのバックアップを取ってあります。

”Downloads”ファイル内が空っぽになったら、先ほど作った”家名.Sims2Pack”をクリックして中に
あるファイルを全てインストールして下さい。

これで”Downloads”ファイル内には先ほど作ったパッケージングの中に入っていたファイルしかな
い筈です。

その状態でゲームを起動。

ファイルが少ないので起動が早い。

中にアップされた建物があると思います。
※分かりやすくする為にウチでは他のディフォルトの建物を全消去してます。



それをとりあえず設置して中に入ります。

▼いらないオブジェクトを削除していく

ここからがコツコツ作業になります。

一つのメッシュでリカラーファイルが大量にある場合。

（上記のようなカーペットなんかがだいたい多い）

使ってないものも一緒に同梱されてしまっている事がよくあります。

なのでコレを必要最低限だけパッケージングしたいので、いらないものは上の画像のように”選択
してゴミ箱”のように消していきます。

しかし、消しすぎると上の画像のようなエラーが起きる場合があります。

（画像ファイルが無いので文字が表示されている）

こうなった場合でも保存して一旦ゲームを終了して、またゲームを再起動して見てみるとそのリ



カラーファイルがアイテム欄から自動的に消えている場合もあります。

その家具を置てないのに、なぜか一緒に同梱されているファイルというのもたまにあります。

そんなファイルを見つけたら削除して構いません。

もしその家具があるのに削除しようとした場合は、上の画像のような警告が出て消せない仕様な

のでうっかり消してしまう事はありません。

いらないファイルを消去出来たら家を保存して、先ほどと同じように家をパッケージングします

。

▼確認作業

このファイル、上書きはされないので”家名_001.Sims2Pack”のような名前になってしまいます。
別に同じファイルなので”家名.Sims2Pack”で保存します。
また先ほどと同じように終了してまた”Downloads”内のファイルを全消去。

その”家名.Sims2Pack”を再び全インストール。
ゲームを起動させます。

そうすると、青く点滅しているオブジェクトが何点か見つかるかと思います。



こんな。

無い場合もありますが、大抵はそういったオブジェクトがあるのでその青点滅している家具を”ス
ポイトツール”で調べてみて下さい。

説明書きに出てくるタイトルや作者名などから、おおよそどのオブジェクトかは分かるかと思い

ます。

それらのファイルを探し出して、どこか別の新規ファイルにでも入れておいて下さい。

大抵そういったファイルエラーを起こすのは

「Parsimonious」のAnywhere Candles
「phoenix_phaerie」のManor Houseセットの中にある”MH Garden Ivy”辺り。
ウチでは。

エラーを起こしている青点滅ファイルを一通り調べて、その”○○.package”ファイルを一旦別フォ
ルダーの中にまとめたらゲームを終了。

同梱されてなかった青点滅ファイルを”Downloads”の中に入れてゲームを起動。
それで青点滅エラーは無くなったと思うので、その家を保存し直します。

再度”Downloads”フォルダーの中身を全消去して、再度”家名.Sims2Pack”をインストール。
この辺が面倒くさいです。

また青点滅ファイルがあったら、それは結局同梱してくれないファイルなので配布する時は

”家名.Sims2Pack”と一緒にファイルの中に入れてZIP圧縮して配布します。

http://www.parsimonious.org/
http://www.parsimonious.org/furniture2/lights/k8-Anywhere_Candles.shtml
http://www.thesimsresource.com/artists/phoenix_phaerie/


こんなカンジです。

途中、かなり面倒くさい作業がありますがファイルを軽くする為の作業です。

これで初期に配布していたものの半分くらいになりました。

初期はこれ知らなくてZIPファイルなのに70MBぐらいで配布してましたすみません。
今は30MBくらいにまでダイエット成功。

でも結構こういった状態で配布している方もちらほら居るので、記事にまとめてみました。

ここで紹介した家のダウンロードページはこちらです。

＞＞＞　sims2スクエアハウス

　 　 　

JUGEMテーマ：シムピープル
2011.10.21 Fri

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/sim/q_house/sim11.html
http://game.blogmura.com/in/plaync_307517.html
http://game.blogmura.com/pcgame/
http://game.blogmura.com/slggame/
http://game.blogmura.com/gamehowto/
http://game.blogmura.com/game_gazou/
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


sims2豆腐ハウス建築

2012年8月4日 更新
※コメがあったので見てみたら表示がおかしくなってたので変更しました。

この前の隕石騒ぎの時にウチのテレビの方が終末を迎えてしまいまして、家電屋でテレビを購入

ついでにフレッツ光に加入してみたので動画でもそろそろ上げてみようかな、という事でま

ずは”sims2建築動画”を支援する事にしました。

sims2豆腐ハウス建築
ニコニコ動画　sims2豆腐ハウス建築
youtube　sims2豆腐ハウス建築

まだ動画の撮り方がよく分からなかったので、画像荒めですみません。

住人が住んでる様子はゲーム内に付属してるムービーで撮影しました

設定は【サイズ：大】【画質：普通】で、画面の色は16bitです。
多分画質は【高】でもよかったと思う、さすがに【高（非圧縮）】だと止まりそうですが。

16bitというのはデスクトップを右クリックして＞プロパティ＞設定にある「画面の色」という項
目で設定出来ます。

これを低くしておかないと低スペックPCだとコマ落ちしたりフリーズしたりするので。

家を作成している様子は「カハマルカの瞳」で撮影。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm16149318
http://www.youtube.com/embed/TTF2YbW4xqM
http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se287384.html


設定は【フレームレート：30コマ/秒】【サイズ：640×480】【ビット：16bit】

でも秒30コマで撮れるワケ無いので、いつもコマ落ち。
とりあえずコマ落ち前提で多くしてます。

録画したPCのスペックが2GBなのでsimsと動画ソフトのみ起動させて撮影しています。
コマ落ち98%とか余裕…。

そこでファイルサイズがかなり大きくなってしまったので”おにぎり圧縮”とかしてたら縮んだけど
荒れた。

当たり前ですけど。

ちょっと数分録画して１画像100MBとかでビビったんで圧縮してしまった。
だから最近はHD容量1TBとか言うんですね。
未だ外付けHD容量100GBだから、そろそろ新しくしなきゃいけないのかもしれない。

ムービーソフトはWindowsに付いてた、しょっちゅうフリーズする事でお馴染みのムービーメ
ーカーです。

使い方はこの辺に色々解説がある

【Windowsムービーメーカーの使い方】
【初心者だけどWindowsムービーメーカーを使って動画を作りたい人へ★】
【ｘ倍速動画の作り方 for Windows Movie Maker】

最初倍速の仕方が分からなかったり、音の最初が上手く出なかったり色々ありましたが、音の方

は最初の方に無音ファイル入れると綺麗に出るようになりました。

ここで作った”豆腐ハウス”というのは
何の工夫も無い、ただ真四角の家の事。

と言っても、以前からこんなタイプの家ばっかり作ってますけどね。

出て来たキャラはこの区画に住んで家をチェックしてくれてるシム。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm6358810
http://www.nicovideo.jp/watch/sm3317258
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1179338


撮影用なんで色々してもらってます。

動画の最後の方にも出てきますが、一つ建ててその隣に確認用の家を設置してます。

住んでて不具合があればその隣に建ててある家をまた改造してパッケージします。

この家のダウンロードはこちら。

豆腐ハウス＞＞＞＞＞

あとはもう一つ寮を考えてたり、それとタイバニシムズでなんとなく動画撮ってたりしてるので

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/sim/t_house/sim15.html


、近々公開出来たらしようかなと思ってます。

その前に早く小説の続き書かなくては…。

JUGEMテーマ：ニコニコ動画
2011.11.12 Sat

http://game.blogmura.com/in/plaync_307517.html
http://game.blogmura.com/pcgame/
http://game.blogmura.com/slggame/
http://game.blogmura.com/gamehowto/
http://game.blogmura.com/game_gazou/
http://douga.blogmura.com/douga_game/
http://jugem.jp/theme/c95/318/
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