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【ご挨拶】

こんにちは。
先月はこの『百合嫁』と共に数ヶ月前から企画を立ち上げていた『ゆりにん』がネットに UPされました。
アップ先は何カ所かあるので藤間のサイト http://www.fujimashion.com/ にてご確認ください。
藤間の近況ですが、子供はまだ生まれていません。
そしてドラゴンクエスト 10にはまってます（笑）
原稿とかの合間にちょこちょことレベル上げをやっています。
職業は盗賊です。
なかなか「盗む」が成功しないんですけど、根気よく闘ってます。

今月の百合嫁はツイッター 2012年 1月～ 3月までと、百合小説『死の器』です。
では作品をお楽しみください。

2012年 11月 1日
藤間紫苑

http://www.fujimashion.com/
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【ツイッター 2012年 1月 1日から 2012年 3月 31日まで】

2012年 1月

120101 014409 明けましておめでとうございます。
120101 024639 【BL ドリンク擬人化 Slash 無料電子書籍】『伊藤君と円先輩 Labo』閲覧数 3106回 DL

数 87 回 明けましておめでとうございます♪ 今年もセクマイにとって良い年でありますように！イトマ
ドキャラクター設定資料集です。DLOK♪→ http://t.co/1LKFqWRm

120101 025056 【百合小説 無料電子書籍 350枚程】『池袋ファナティックロリータ』閲覧数 3960回 DL

数 174回今年の前半には 2巻を発行したいと思ってます。メイド喫茶で働く高校生・香と美少女剣士真琴
の恋愛物語☆携帯・スマホ・PC閲覧可能★ http://t.co/VNuuMHnu

120101 102809 【百合恋愛小説】『池袋ファナティックロリータ』の閲覧数が 4000回を越えました。読
者の皆様に感謝！ 第 2 巻がんばりますん。PDF や ePub 形式で閲覧出来ますので、ぜひ DL してみてく
ださい。350枚ぐらいありますので、ちょっと長いです。 http://t.co/VNuuMHnu

120101 114050 【ドリンク】サイトを見る限りだと、放射性物質汚染の安全基準については、きちんと
「数値」を発表している希鈴トコが最強だな～。
120101 123017 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼２０１
１年『明けましておめでとうございます』特別篇（N:藤間しおん I:石原理） 伊藤君「ドリンク各社Web

の安全基準リンク集があります」→ http://t.co/cyepFEP1

120101 123745 まったく新聞社やら NHK やらがニュースのアーカイブを消しちゃって困る。横や上に
広告でも付けて保存してくれれば便利なのに。結局 2 ｃｈの記事引用スレッドが一番保存されてて検索に
ひっかかるって、マスコミとしてどうなの？
120101 124317 【百合話】年末年始の深夜番組っていえば、NHK 解説委員達が超ぶっちゃけトークを
するっていう面白番組が最高なんだけど、なんか今年は忙しくて見られそうもない。うちのカノジョの親
友であるハボックがリアルで亡くなってしまって、正月休みどころじゃない。ハガレンの同人誌を読むと
泣けてくる。
120101 124640 【百合話】カノジョがハガレンの『こねこびより』っていう同人誌を買ってきて「おい！
お前（藤間）の生態が描かれているぞ！私に必要なのは猫の生態研究なのか！？」とか言ってる。読んだ
ら確かに私の日常だった。とりあえず洗濯物を畳まないとね……。
120101 125205 【百合話】考えてみたらハガレンだってヒューズが死んでたじゃん……。悲しいエピソ
ード過ぎて忘れていたよ（私はヒューズが一番好きなキャラ）。つーかさヒューズが死んだら仕事が滞る
だろ、常識的に考えて。滞るどころか溢れるだろ。もう悲しいとか怒りとか感じることすら出来ないんだ
よ。リアルは。
120101 143419 【地震】震源地は鳥島近海 M7

120101 143720 【地震】うっわー、鳥島周辺 D370km、M7 で超広範囲の震度４！こっわーーーー！
D370km でこれかよ！深くて超ラッキーだ。もうこれで大きな余震は終わったってことにしてーーー！！
津波の心配はないって NHKで言ってるよ。

120101 143946 【地震】こっわーーー！青森から山口ぐらいまでほぼ地震って！ M7 こえーーー！いや
でも深くてラッキーだった。うんうん。これが 10Kmとかだったらもう新年から大変だった！
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120101 151958 http://t.co/cIhs4wna 昨年の赤ちゃん、戦後最少＝ 105万人、人口減 20万人超―厚労省 -

WSJ 日本版 - http://t.co/W5yCLzSZ 早く精子バンクや不妊治療の未婚利用をさせろって、婦人科学会。
そんな老害ばかりの社会だから人口が減るんだよ。
120101 153049 【百合出産】正直、レズビアンカップルと未婚女性の精子バンク利用を解放すれば、1000

人ぐらい余裕で出生数増えるだろ。
120101 153740 【百合出産】精子バンクと人工授精が普通に利用出来てたら、うちとか絶対 2人は子供
がいたよ。20代の頃からレズビアンマザーについて調べていたし。そういうのを「男女の両親が必要」っ
ていう片親家庭やレズビアン家庭への差別的考えによって利用出来なくしておいて「子供が生まれない」
とかもうね。
120101 154541 【百合出産】「子供には（男女の）両親が必要」って言葉を聞く度に、「お前が片親家庭
に偏見を持っているのはよく分った。私は子供の頃から父親がいなかったけど、のびのびと幸せに暮らし
てきましたが、何か？」と思ってしまう。
120101 191751 Ｇｕｉｄｅ -Yuri BL Slash Novels Fujima Shion :【ドリンク】Bisrone Select Potsto &amp;

Chees http://t.co/dKHBUdmv

120102 013653 【百合正月】カノジョのお家でまったりしてます。デザートはねんりん家のバームクー
ヘン。お義母様が作って下さったおせちが美味しかったです。写真とりわすれたー！ http://t.co/iBJbwqkc

120102 022728 【ヘルス】どうも感染ルート不明の鳥インフルエンザ H5N1 で人が亡くなったみたい。
場所はシンセン。ニュースを貼ろうとしたらバグって無理だった。人人感染はたまに発生するけど、場所
が場所だしバスの運転手だし（養鶏業者ではない）、ちょっと注視したほうがよいかも。
120103 200915 【百合出産】年始からお姉様宅で子作りチャレンジ。お姉様夫婦にはお世話になりまし
た。甥が「忙しかったら僕が子育てしてあげるからね！」と。姪が「子供が生まれたら末っ子から脱却出
来るの！？嬉しい！」と言って喜んでくれました。皆に愛されている私達の子供（未定）。出来るといい
なぁ。
120103 201320 【百合話】今年は年始からカノジョのお母様にお茶を習ってきました。ムズカシイネー。
お抹茶美味しいねー。母も育ての親である叔母さんも、お茶もお花も踊りも琴なんかも出来るというのに
（着付けは当たり前）、何故私は何も出来ないんじゃ……。今度からはもっと教えてもらってこようと思
いました。
120103 201528 【百合話】続き）まぁこんなラブラブ話を書いているけど、うちらはもう 23 年ほど付
き合っているからこそ、こういう関係があるわけです。途中は家族と絶縁状態の時期もありました。だか
らびあんになったばかりの娘さん。希望を持って生きてもらいたいと思います。時間が解決してくれるこ
ともあります。
120104 084642 Reading:NHK ニュース 放射性物質の除去装置を開発 http://t.co/69ZS2tBU なんか 10

年後ぐらいに日本は放射性物質除去とか管理とかの超先進国になっていそうなニュース。そのうちに一回
の透析でらくらく放射性物質が取り除けますとか、そういう装置を作りそう。
120104 085200 Reading:NHK ニュース 学力テスト 全員参加で実施へ http://t.co/ywetPDuP 地域によ
る学力差などが差別に繋がると言う人がいるけれど、余計なお世話だ。貧乏な家の子はむしろ国が模試を
無料で受けさせてくれて自分の学力が分って助かるって思ってるんだけど。
120104 085841 漫画『るろうに剣心』13 年ぶりに連載再開 (佐藤健) ニュース-ORICON STYLE-

http://t.co/DpNmOzKL おおー。実はるろ剣を読んだことがない私。読んでみようかなと思いました。連載
先はジャンプ SQだそうです。
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120104 100045 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼１３７
本目『ドラゴン玉 パワースカッシュ』（N:藤間しおん I:石原理） サンガ「名波響は全然ひ弱じゃない
ッス。少なくとも夜は」続く→ http://t.co/A7S278gv

120104 100622 「ＡＫＩＲＡ」 1000 円見放題番組。AKIRA の力と原発がよく似ていると言われてい
るけど、確かに似ている。今はもう力が暴走してしまった後の世の中だけど……。WW Ⅲ後の世の中が
舞台の SFアニメ。 #bchanime http://t.co/ufrVFSwZ

120104 152938 http://t.co/CskQiyMo：玩具の「男の子」「女の子」は性差別？ 英老舗が区別廃止
http://t.co/v0HI8n6W これはいいニュース。日本の特撮なんて男児より絶対成人女性のほうが消費してんだ
ろ～（笑）もちろん主婦含む。男女で区分けとか馬鹿らしいよね（笑）
120104 153326 自動販売機大国ニッポン 自販機が客の顔見て商品を推奨 http://t.co/aeWkFZ3v 顔とか
見て判断しないでいいから常温ドリンクを売れ。そして記事の下に貼ってあった書籍広告をメモ。自動販
売機の文化史 (集英社新書)
120104 153632 http://t.co/CskQiyMo：アパートから人形姿のミイラ女性２９体、住人の男逮捕 ロシア
http://t.co/WAIVzuJJ おそロシア。こういうのが題材の物語は多いけど、リアルは怖すぎる。
120104 153952 http://t.co/CskQiyMo：狭い場所も楽々、原子炉調査の実績も 英国のスネークロボ -

(1/2) http://t.co/NMqUE21I これでフクイチの炉がどうなっているのか調べられるのだろうか。
120104 183814 鳥インフルエンザ感染の男性が死亡＝広東省深セン - (大紀元) http://t.co/4wUyckcL

鳥インフルエンザが発生した養鶏業者って香港にあるんだけど（12/21）、香港とシンセンって隣接してた
んかい。別々のニュースだと思ってた。
120104 190058 【Food】池袋西武デパ地下で買ってきたお煎餅「いぶし銀 ぶっかけ塩」。レジ近くの
ワゴン特設コーナーで売ってあって、美味しそうだなぁと見ていたら店員が「美味しいのでオススメで
す！」と！ そして食べたらめちゃうまー！！でもちょっと頭が痛くなったので恐らく塩分が多いです。
食べてみて♪
120104 191802 【百合話】恋愛サイトの記事を読んでいたら、うちらはレズビアンカップルだからいま
いちズレがあって楽しめなかった。彼氏の服装に文句を言うようなページだったんだけど、私とかスカー
トの下にジャージズボンでもカノジョ出来たから、あんまりドン引きとか気にする必要ないんじゃね？（続
く
120104 192120 【百合話】続き）ちなみに今はきちんとした服装です。しかしああいう恋愛サイト、あ
ーでもダメこうでもダメって、結局サラリーマンスーツしか残らないんじゃね（笑）と思ってしまう。つ
まらん男の好みだなぁ。
120104 192819 【同性愛 セクマイ】おおー！オールアバウトに同性愛の恋愛記事があるってカノジョ
に聞いてたんだけど、本当にあるわ！ http://t.co/1EWiKhLL

120104 193458 セクマイ続き）と思って読みに行ったら 90％が男性同性愛の記事だったー。TVにもゲ
イやトランスは出てるけど大抵男か、男→女の人で、レズビアンはいないのよね。しょんぼり。まぁ自分
がブログなり電子書籍なりで書けばいいんだけど、小説が進まなくってレズビアンエッセイは呟き程度で
すいません。
120104 194806 性的マイノリティー、もう一つの成人式 : 社会 :YOMIURI ONLINE（読売新聞）
http://t.co/BenXgfhb なんか良い時代になったなぁっていうだけじゃなくて、保守の読売新聞社が記事に
してるっていうのにびっくり！しかし実行委員会の連絡先や開催場所が不明だ。
120104 195909 【ゲイ】今 RTしたゲイのカミングアウト動画、ほんのりするわぁ。 http://t.co/j78vxwSw



- 5 -

（続く
120104 200207 【カミングアウト】続き）うちはね、亡き母が病室で意識不明と目覚めるのを繰り返し
ていた時、カノジョを紹介したら、それまで寝てばかり（っていうか意識不明）の母がいきなり起き上がっ
て「娘を頼みます」ってカノジョに言ってくれたんだ。起きた事にも起き上がった事にもびびったし、凄
く感動した。
120106 005116 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼１３８
本目『ドラゴン玉 パワースカッシュ ２』（N:藤間しおん I:石原理） ぼんやりと宙を見つめ艶めかし
い薫りを放っているお兄様に伊藤君は→ http://t.co/sZoqirlh

120106 101014 【百合出産】おはようございます～。今日の体温は 36.62 ！う～ん、高温期か微妙～。
そして乳の張りなんかも微妙にない～。流れちゃったかな～。カノジョ曰く「そうやって一喜一憂するか
ら妊娠検査薬が無駄に消費されていくんだよ」でも不安じゃん。なんとなく体が DNA 異常とかで弾いち
ゃった予感
120106 101115 【百合出産】明日、体温が高くなってるといいんだけどなぁ。あうう。
120106 101220 あ、やっぱり一回フォローした人が、勝手にリフォローになってるっぽい。バグかな？
120106 101501 【ヘルス】さて、病院に行ってこよう。今日はリウマトレックス（リウマチの薬）の影
響がなくなってから初の血液検査。検査結果の異常が少ないといいなぁ。
120106 115719 【BL】『優しい復讐』（洸）読了。兄弟もんを読んでおかなきゃなと思って読み始めた
のだが、兄がいる私には恥かし過ぎて読み進められず。可愛い話だったけど、最後は納得いかないな。株
だけ相続して荒川みたいに悠々自適な生活しろよ！とか色々つっこみ。（続く
120106 120215 【BL】続く）周りがびあんばかりだからかもしれないけど、金、もしくは学歴、もし
くは実家がしっかりした同性愛者ばっかりだよ！よくな、金はいらないなんて言うやつがいるけど、同性
愛者として生きるには金やら学歴を付けてくれる親やら才能やらが必要だよ！（続く
120106 120853 【BL】続き）財産放棄するぐらいなら資産運用して同性愛運動にカンパしろやといろ
んなつっこみを入れてしまうアホな私。まぁ小説だからいいんだけど。でもね、なんかこういう愛のため
に主人公が搾取されるような小説が女の子向け作品だと腹が立つんだよね。（続く
120106 121646 【BL】続き）なんでジャーナリストになりたいのに居酒屋でバイトしてんだよとか、
なんかこういろいろつっこみ。まぁゲイならびあんより収入的に主夫になりやすいしいいんだけど。なん
ていうリアルな経済観念だから、自分はぶっとんた設定が作れないんだなと自己つっこみ。（続く
120106 122331 【BL】続く）一部の同性愛者は家の資産を継げるかどうかで悩んでいたり、そういう
のを目の当たりにしたり、今の年収 300万円時代が親と絶縁することもある同性愛者にとって不利でクロ
ーゼットじゃないと生きていけない若者も多いとか、自立出来ないとか、そういう情報がいらっとした原
因だと思う。
120106 132220 主治医が他の患者の血液検査結果を渡したもんだから、標準値より低い数値ばっかで一
瞬凍った！なんじゃこりゃーーー！って気分だった。途中で気付いて戻ってまたプリントアウトしても
らったけど、心臓止まるわ！
120107 060012 【百合出産】基礎体温 36.81度にちょこっとあがった。
120107 114839 【BL】昨日読んだ本の話をしていたらカノジョが「だから鋼のエドちゃんは女の子な
んだよね。弟のために犠牲になるお姉ちゃん」と。確かに。
120107 125110 福島市で放射性セシウムが異常な上昇 http://t.co/0h6Nup5c また土壌が汚染された。確
かに除染ってちょっと無駄なのかもしれない。
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120107 135026 【多分売上 bot なんだと思う】アマゾンランキングのツイートをしている人がいて「世
界のカラクリ」「金融のカラクリ」「～のカラクリ」っていうのが上位に入っていてふんふんと読んでいた
ら、5位が「カラクリサーカス」になっていて吹いた w

120107 145837 今日、めちゃくちゃ寝たのに、まだ眠い。正月の疲れが出たかな。
120107 194113 あちらこちらで三連休三連休とか書かれていて「なんじゃそら」と思っていたら、月曜
日って成人の日なのね。
120107 194550 【地震】震度 3 福島県、宮城県。 福島県沖震源地らしい。
120107 195256 今 NHKでやっている番組。NHK スペシャル「シリーズ東日本大震災“震災失業”１２万
人の危機」20：43まで。
120107 200633 藤間紫苑の Hする順序は・・・射精→賢者タイム→乳首ペロペロ→なでなで→ディープ
キス→なでなで→終了です！ http://t.co/c2iwqKiV なにかこう、順番が逆のように思えるだんが……。さ
らに射精、出来ません……。
120107 232509 【電子書籍】BinB っていう電子書籍サイトが出来たが、原稿の投稿は後日のようだ。
http://t.co/ir8Hp5Lj 今だとパブー http://t.co/VNuuMHnu が一番 UPしやすいかな。無料も有料もあるし。
（続く
120107 232746 【電子書籍】続き）どこかの電子書籍サイトからお誘いのメールが来ていたんだけど、
無料電子書籍の UP が出来ず、どうしろと……と思った（汗） とらのあなにはお世話になったのでイト
マド Labo を UP したいと思ったんだけど、あそこもやはり有料書籍（同人誌）しか扱ってないのよね。
120107 233023 【電子書籍】続き）ただバブーはサーバー会社が運営してるから無料電子書籍も扱える
けど、サーバーをサーバー会社から借りてる企業は無料電子書籍とか扱えなくって大変だよなぁと思う。
サーバー会社を買うか、サーバー会社か、巨大資本がないと、電子書籍サイトを運営するのは無理じゃな
いかと思うよ。
120108 002859 広瀬隆 http://t.co/PwNjsrmY 東京の人は見ておくといいかも。「ベッドでそれを聞くなよ」
とカノジョに言われた(笑)
120108 081325 【百合出産】今朝の基礎体温 36.82。一応高温期は続いてる。
120108 184514 新宿の FORST。10 種類の野菜のバーニャカウダ。ソースが超美味しい！そしてチーズ
の盛り合わせ。串焼き三種盛り合わせを食べる。串焼きには赤ワインがとても合った。
http://t.co/B1dAnmFn そして肉の写真を撮り忘れるの巻。
120108 191937 バーニャカウダはこんな感じ！ http://t.co/UcidKPYq

120108 200807 【新宿 FORST】たっぷりコラーゲンのポトフ！ http://t.co/rBv6w8Sh ふぉぉぉ！友達
とお食事してるのに、途中で寝落ちした。orz

120108 233811 福島の子ども医療無料化検討の考え http://t.co/bZ2D2sQd とても良いニュース。しかし
悩むよね。例えば隣県の福島県内以上のホットスポットに住んでいる貧しい賃貸住宅家庭の場合、福島県
内の線量がやや低い地域に引っ越した方が経済的に楽、という考えも出る。（続く
120108 234221 続き）これは私も 311 以降悩んだ事に繋がる。カノジョが危険を冒して転職にチャレン
ジし西日本や外国に行くより、東京に住んで医療費を稼いだほうが長生き出来るのではないだろうかとい
う選択。回復しにくい肺癌になったら賭に負けた事になり、少しのアレルギー症状程度で終わったら勝ち。
120108 234634 続き）家庭の経済状況によっては線量が同程度の福島隣県に住むより、福島県内に引っ
越したほうが子供の医療費が無料になり、子供が助かるかもしれない。そんな選択をする家庭があるかも
しれないなぁと思った。（続く
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120108 235140 続き）だってさ、医療費が無かったら、甲状腺癌になった東京の子供は死に、治療出来
た福島の子供は助かる、そんな事が起きるんだよ。もちろんチャンスに恵まれた家庭はとっくに西日本や
海外に移住しているだろうけどね。福島隣県住民は悩むだろうなぁ、そんな風に思ったニュースだった。
120109 001502 妻の姓名乗る「女姓婚」増加 “主夫”願望、男性の経済力低下 http://t.co/Dxm14gOt

「昭和５０（１９７５）年（略）約１・２％」一昨年の段階で 3％だそうで。（続く
120109 002103 続き）私の姓は母の姓で、財産や家のための養子縁組（夫が妻の家に入る）ではなく、
自由意志での女性婚家庭だった。だから昔、統計で女性姓を名乗る夫婦が少ない事実を知って衝撃を受け
た。しかし未だに 3.7％って、全然女性解放とか進んでないね。
120109 002825 続き）しかし考えてみれば超スーパースペシャルデリシャス保守の産経が、こんなニュ
ースを流す事自体、時代が変わった証拠なのかもしれない。そっちのほうが驚きだった。産経支持のネト
ウヨニートを引き取ってあげてよ！エリート女子達！って感じなのかな。。。イヤデモソレキットムリ……。
120109 003414 太陽光発電 19 円／ kWh の衝撃 http://t.co/xIRC6QI9 安い販売事業者グループがある
そうですわよ、奥様！ お得よ、お得！！
120109 021906 やばい。もう寝なきゃ。今日は美味しいレストラン巡りをしたり昼間の二丁目に行った
りルミエールのびあん本が減ってて超ショックを受けたり、ジュンクで本を買って所持金 500 円になった
り。そんな一日でした。金使うからジュンクに入りたくないです ＞＜ でもびあん本が充実してて購入
しちゃった！
120109 022540 【百合】ちなみに二丁目のルミエールには百合本「アニース」のバックナンバーが置い
てあって、新宿じゅんく堂書店には百合本「カーミラ」（サブカルの棚）のバックナンバーが置いてあり
ました。今は昔より百合イベントが充実しているけど、ほの百合漫画以外の書籍展開はいまいちなのねと
思った次第。
120109 023306 あ、アクエリオンエボルって何？？？ サイトは落ちるし。
120109 023553 うわあああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
ああああああああああああああ！！！！河森アニメの第一話とりそこねたああああああああああああああ
あああああああああ！！！！
120109 023845 【アニメ】頭の中に「しーねーばーいいのにーしねばいいのにー」という曲がくるくる
回ってる……。先月の NTとか買っておけば良かった。orz FSSの連載がないから、アニメ情報観てなかっ
たわ。いいんだ、諦めて DVDかなんかを買えばいいんだ。るるるー。
120109 024322 【アニメ アクエリオン エヴォ】いやまて、再放送ってもんもあるだろ。うん。落ち
込むな、私。でも死にたい。orz ちくしょおおおおおおおおお！！！！！ しかし月曜日深夜とか、カ
ノジョに怒られるから、LIVEで観られないいいいいいい！！！
120109 025033 【アニメ】もういいや。人生ってなんだろうね。いやその前にアニメの第一話が LIVE

で観られなかっただけで人生を考えちゃう私ってなんだろうね。でも河森アニメだけが心の支えみたいな
もんなんだよね。あ、セクマイ度高いからゲイは観るといいよ。アクエリとかバスカッシュとかまんまホ
モだから。
120109 031144 【アニメ アクエリオン EVOL】速攻ニコ動プレミアムに入ったアホな私。
120109 041100 【アクエリオン EVOL】格好いいキャラが敵にしかいねぇ……。特に主人公とヒロイン
がどうしたらいいのか分らないぐらい色気がねぇ。学生達は百合と BL 色爆走って感じなんだけど、主人
公達はどうしたらいい？のレベル。もう主人公が実は女の子で百合でしたぐらいの驚きがないと。（続く
120109 041756 【アクエリオン EVOL】続き）いやむしろアポロっぽいのが女でヒロインを奪いにきて
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るぐらいの驚きがないとなんとも。まぁいいや、慌てて DVD を買わないで良かった。やっぱり河森アニ
メはバサラやアポロやダンタイプの主人公が一番格好良いなぁ。寝よ。お休み。
120109 095536 【百合出産】基礎体温 36.91。まだ高温期は続いているらしい。
120109 111915 【百合】昨日、SM について友達と話していたら今朝、カノジョに「お母さんになるの
を目指す身として今年の目標が SM を勉強するってどうなの！？」と言われた。 ＞＜ 妊婦縛りなんて
いうジャンルもあるわけですが、意外と保守的なうちのカノジョ。
120109 115422 【アクエリオン EVOL】なんか昨日のショックがまだ続いているな。ヒロインのイラッ
度はウテナ初期のアンシーを見た時以来だ。DV 男に支配されてビクビクしてる女の子。アンシーは兄の
呪縛を解きはなって自立したけど、EVOL はどうなるんだろ。ストーリーラインを話したらうちのカノジ
ョが（続く
120109 120000 【アクエリオン EVOL】続き）「そりゃ成長物語がヒロインにしかないから、その娘が
主人公だね」って言ってたから、アンシーみたいな成長物語があるのかな。ウテナなんて実質、主人公は
アンシーだし。
120109 123313 【アクエリオン EVOL】カノジョ名言集「最初のアクエリオンを紹介する映画はなんな
の！？ホモ三体合体のアクエリオンが左手で描いたような馬鹿ヘテロアニメに作り替えられている。作者
が自作品のへたれ同人誌を作ってそれを読んだ時のようなショックだ」
120109 131021 ツイッターでのフォロワーさんが、読書メーターを止めてしまった w いやわかるなぁ
w 私は書籍で「子供の読み物 大人の読み物」と別けるとかアホラシと思っているし、そういう人は基
本読書家じゃないと思ってるからスルーしてるけど、コメントがいらっとする事はあるよね。（続く
120109 131530 続く）まぁツイッターの記事を読書メーターに飛ばせるようにしているのは、読書メー
ターの運営だし、そういうシステムになっているんだから別に文句を言われる筋合いもないしね。でも止
めたか、リンクを外してしまった人、可哀想に。
120109 132150 続き）私の読書メーター呟きを読んでいる人だと、性の問題を含めてナイスやコメント
をくださる方のほうが圧倒的に多いです。いつも応援をありがとうございます。これからも性の問題やセ
クマイ関係の呟きをして、性について悩んでいる子供も含めて、文章の発信をしていきたいと思います。
120109 132754 【百合話】読書メーターで「子供も読んでいるんですよ(バン 」みたいなコメントを
最初に書いて来たのってガチレズな書き込みでさぁ。BL はいいそうなんだけど、レズドキュメンタリー
呟きはダメなんだそうですわよ、奥様。（続く
120109 133028 【百合話】子供のためにとか言ってるけど、ただあんたが差別的な考えをしてて、リア
ル百合なドキュメンタリーが読みたくないだけじゃんって思ってツイッターとのリンクを切るのを止めた
んだよね。セクマイ書き込みに読書メーターのみでナイスくれる人も多いし（そっちのほうがむしろ多い）。
120109 133956 【百合話】続き）そうやってヘテロは有形無形な圧力をかけてセクマイ情報を世界から
「消して」いくんだなと分って勉強になる。実は読書メーターのコメントやメールっていうのはとても自
分にとって「セクマイ差別の例」として分りやすくデータ蓄積が出来る場所なのでした。あと児ポ法推進
派の考えとかね
120109 144550 【原発事故】熱が出たのでベッドに入る。『放射性セシウムが与える医学的生物学的ヱ
いくチェルノブイリ原発事故被曝の病理データ』（合同出版）というのを読もうと思ったのだが、データ
が怖すぎて本をすぐ閉じる。闘わなくちゃ、現実と！
120109 150719 熱が 37.8度出た。横になってる間に資料を読もうと思って持ってきたのは内部被曝の本
とセクマイ実録本。それと売春婦達のドキュメント。全部免疫下がりそう。考えてみたら家にほぼ娯楽本
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がない。読んでない中では娯楽本 0。娯楽ってなんだっけ？
120109 190402 【ヘルス】37.3 度まで下がった！ 熱が出ている時は何故か元気よく料理を作り始め、
塩、コンソメ、諸々の調味料を綺麗さっぱり入れ忘れるという謎行動をするようだ。
120110 001249 作業員が心肺停止で搬送＝福島第 1 原発で建設工事中―東電（時事通信） - Y!ニュー
ス http://t.co/bNyMAWEj またか。
120110 123612 新型インフル流行備え特措法案、集会中止指示も
http://t.co/ynp0foHe 中国で強毒性インフルエンザ H5N1による死者が出ています。死んでる野鳥には近付
かないようにしましょう。
120110 141119 【ヘルス 百合出産】朝熱を計ったら 36.7度で、また寝て昼に起きて計ったら 37.2度で。
もうね、受胎の熱か疲れによる熱か風邪なのか関節リウマチの症状による熱なのか、さっぱり分からない
のが困る。そして食事が終わりまだ眠いので、お休みなさい。リウマチ患者は一日中寝てばかり。
120110 141719 【ヘルス】今日って 10 時間寝ているのに、食事して疲れてまた眠いって、なんかおか
しい。関節リウマチの薬を出産のために止めているら、リウマチの症状が出始めているんじゃないかとび
びっちゃう。血液検査結果は正常だったんだけどね。関節リウマチ持ちながら出産した人、やっぱり凄い
や。
120111 010401 【漫画】『ファイブスターストーリーズリブート 6』を入手。元の書籍と巻頭から違うん
ですけど！これを読んで新しくファンになった人は元のファイブスターストーリーズを入手した方がいい
と思うよ。比べるのも面白いしね。
120111 010959 【働く女の子】あなたなら、どちらのがんばり方を選びますか？ http://t.co/6kCKY9ol

サイボーグ 003を使ったスタッフサービスの CM、めちゃ笑った www

120111 012913 【ヘルス】20：30 頃起きたー！起きて皿を洗った－！お茶淹れた－！お茶漬け食べた
－！そしてまた寝ます。お休みなさい。ベッドの友は FSSの 6巻。今日は全然原稿が進まなかったな～。
120111 094038 【原発事故】福島住民で諦めててしまった弟さんの話を RT した。住んでる地域がどこ
だか知らないが食事に気を付ければまだまだいけるかもしれない（免疫が弱い体質でなければ）。例えば
確率という事だけなら東京は 311以前地方より病気になる確率が圧倒的に高かった。（続く
120111 094559 【原発事故】続き）シミュしたわけじゃないから分からないが、もしかしたら東北の放
射能による罹患確率の急上昇など 311以前の東京に及ばないのではないか、なんてことを思ったりするぐ
らいだ。そんな東京の、日本で 1、2を争う空気汚染された地域の近くに住む私だが（続く
120111 094932 【原発事故】続き）東京という線量の高い地域に住みながら血液検査結果は 311以後よ
り良くなるという現象が起きている（アレルギー体質なのに）。理由として考えられるのは外食をかなり
減らし西日本産の水と有機野菜を大量にとっていること。（続く
120111 095422 【原発事故】続き）よく御用学者が言う「～は～の害程度」という言葉。あれを聞くた
びになんもしとらんのに発病リスクが上乗せされたわけだとうんざりした人は多いだろう。特に東京人は
公害により元々リスクが高く、さらに上乗せされた事に怒りを覚えた事だろう。（続く
120111 100420 【原発事故】続き）ならば他の罹患原因を減らせばいいのではないだろうか。私の血液
検査結果からの推論はこうだ。原発事故により増えた東京で受ける外部被曝リスクを、農薬摂取によるリ
スクを減らす事（減農薬野菜摂取）で相殺された。（続く
120111 100957 【原発事故】続き）今ならネット通販でいくらでも線量が低い地域の食べ物が手に入る。
もちろん線量の高い地域の有機作物はもしかしたら化学肥料より罹患確率を上げるかもしれないので注意
が必要だ。タバコを止めたり禁煙コーナーを選んだりするだけでも罹患確率を減らす事が出来る。（続き
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120111 101739 【原発事故】続き）元々エコロジストだった人は放射性物質による公害地域が広がって
罹患確率が上がり御愁傷様だがそういう人はとっくに西日本か海外に移住しているだろうし問題ないだろ
う。東日本に住む決断をした人は生活を変えるだけで罹患確率を減らせるかもしれない。（続く
120111 102539 【原発事故】続き）但しこれはあくまでも確率の問題であって、生活を変えても病状が
悪化するような免疫弱めな人は諦めて引っ越すというのも手だ。私の場合減農薬野菜をとって三ヶ月程で
効果を感じできたが、地域の線量や体質によってはこの三ヶ月が耐えられないかもしれない。（続き
120111 103127 【原発事故】続き）御用学者の言う主な数値は平均であって免疫が弱い人は統計のマイ
ナスに立つのだから役に立たない。人の意見に振り回されないことだ（もちろん私の意見も一つの例に過
ぎない）。自分の体調の変化が自分にとって真実である。（続く
120111 103709 【原発事故】続き）空から降ってくる放射性物質が免疫を下げるのなら、他の要因で免
疫を上げよう。貧しくて引っ越せなくても、なんとか生き延びていこう。長生きの方法を模索しよう。そ
んな風に思った。
120111 105420 【原発問題】それにしてもウチメシというものの金がかかって困る。有機葉物 300 円前
後とか死ねって価格だし。360 円とかデフォだし。よくカノジョとお金問題で揉めるのだが、弁当の葉物
一束（二束で 700円位）がいくらなのか毎回食事に何種類の野菜を使っているのか、たまには気を止めて
欲しい。
120111 110339 【原発問題】うちみたいな反原発で 311 直後から安全な食べ物を探せと言っているカノ
ジョを持っていても「オイシックスで使い過ぎなんじゃないか？」といちいち文句を言われて、これ以上
減らせるかボケ！と喧嘩になるんだから世の奥様方が旦那と喧嘩すんのが面倒くさくて安全厨になる気持
ちは分かる。
120111 111132 【原発問題】さらにやっとこさっとこ手に入れた西日本のほうれん草とかキャベツとか、
高くてもあっただけましと思って運よく注文出来て（売り切れる事が多い）、ふーやれやれとか思ってい
る時に注文し過ぎとか言われると腹が立つ。
120111 175823 【セクマイ SM】今、『女王様は腐女子でバイでコスプレ好き。』（松尾咲耶 幻冬舎ル
ネッサンス）って本を読んでいるんだけど、超笑える。明るい気持ちになっていいなぁ、この本。びあん
寄りバイにオススメ。読んでる本って大抵資料だからあんまり書評とか書かないんだけど書評書こうかと
思ったぐらい
120111 180600 続き）特にＳＭボーイズラブ同人誌が、休憩室のＳ女王様達に輪姦されて、メタメタに
批評される件が恐ろしい……。もっと資料買ってきて勉強しなきゃだなとつくづく思った。サドとか沼と
か千草とかは読んでいるけど、基本的な資料本を買ってきて読もう。
120111 200312 【百合出産】妊娠サイトを巡っていたら葉酸の重要性が書かれていた。葉酸サプリを飲
む人が多いと思ったらこれか！私はサプリをあまり飲まない派なので葉酸サプリを摂っていなかったのだ
が先日買ってきた伊藤園の『有機栽培緑茶 手軽にカテキン』っていうのを何故か毎日飲んでいた。人体っ
て不思議だ w

120112 123621 【地震】発生時刻 2012年 01月 12日 12時 20分ごろ震源福島県沖緯度 北 緯
36.9 度経度東経 141.3 度マグニチュード 5.8 深さ 20km 震度 4 福島県 いわき市周辺 東京もゆらゆ
らっと揺れました。東京は震度 1か 2だったようです。
120112 123924 【地震】ウェザーニュースの地震速報サイト http://t.co/EDISHzfr が落ちてて困った。
復活してて福島震度 1 とか書かれていて、あれ？ と思ったら、どうも直後にまた地震があったみたい。
120112 124232 原発付近に住む子ども、白血病の発病率が 2 倍＝仏調査 | ワールド | Reuters
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http://t.co/dPflZP9D 日本も発症率高いよね。周辺の町は。しかし高いだけじゃなくて、結婚などで差別
があるって知ったのは震災後のことだった。悲しかったな。
120112 132849 【原発ブラックジョーク】ネットを見てたら原発・地震関係のブラックジョークが書か
れていたので名言集。1「震度 4 以下は甘え」～は甘えという言葉で根性論を押しつけるのは嫌いなんだ
けど、これは笑った。2「諦めたらそこで臨界ですよ」まさに今の東電……。現場作業員さん、頑張って
ください。
120112 140808 Reading:NHK ニュース “チャイニーズドラゴン”関係者か http://t.co/bwXjfZkP #web24

広島の刑務所から逃げた服役囚（殺人未遂などの罪）の顔写真が公開されています。チャイニーズドラゴ
ンの拠点は東京という事です。戸締まり等、注意。
120112 142430 【事件】うちの周辺は寂れたゲーセンの主人が強盗に殺されたり、老夫婦がやっぱり強
盗に襲われて殺されたり、ランナーが強盗に 500 円盗まれ全裸にされて池に投げ込まれたり（真冬だから
死ぬ可能性あり）、強盗事件がよくあるんだから凶悪犯を逃がすとか、広島刑務所さん、勘弁してくださ
い。
120112 150148 【放射能漏れ】母乳の安全検査実施へ 福島、母親ら１万人対象 - MSN産経ニュース
http://t.co/SkGrE8Vx 本当は周辺の県もやったほうがいいんじゃないかって思ったりもするんだけど。と
りあえず福島で始まって、拍手。
120112 153157 【事件】NHK が「チャイニーズドラゴン」って書いているから調べたら怒羅権のこと
だった。昔はチャイニーズドラゴンと呼ばれていたらしい。
120112 154953 何故か脱獄犯事件から梶原一騎の娘さん白暁燕（台湾人とのハーフ・台湾在住だった）
が誘拐され殺された事件の詳細を Wiki で読み、まさか台湾でこんなに反日感情を持っている人がいるな
んてと驚いた。もう 15 年前の事件だけど。今の台湾は東日本震災で多額の寄付をしてくれていたし親日
国だよね。
120112 162819 LGBT に関する様々な情報をまるっとピックアップ！～ガチレズ！～
http://t.co/XdpK6xIg 「史上初！米海軍伝統の「ファーストキス」をレズビアンカップルが交わす」写真
を観た事がなかったんだけど、萌え死ぬかと思ったわ。
120112 191733 『ポケモン＋ノブナガの野望』発売日決定 ― 通信対戦もサポート | インサイド (任天
堂、3DSのニュース) http://t.co/kDbQDrmK 3/17発売 5800円だそうです。
120112 194004 http://t.co/Mvtjmpyp 池上彰スペシャル～宗教がわかればニュースのナゾが解ける～ - フ
ジテレビ やばい、ついつい観てしまって、原稿が進まない www 現在放映中。
120112 204233 Live : Minamisoma blogger is on Ustream | Fukushima Diary: http://t.co/v6BfzT1k 福島に
住むぬまゆさんを扱った記事。ぬまゆさんのブログはここ http://t.co/I3Y4JIod

120112 222218 『Wii Fit』が「世界一売れた体重計」としてギネス認定 | インサイド (任天堂、Wiiの
ニュース) http://t.co/QUYxsVW9 共同企画を蹴った先見の明がない体重計メーカー担当者はその損失を考
えた時、首つりものだよね w http://t.co/s6GHCja8

120112 222932 【GAME】任天堂製品っていうのはまず任天堂本社製とセカンド製がある。そしてさら
に本社製には宮本チームのと他チームがある。さらに宮本チームの中に新作と続編がある。宮本チームの
新ハード新作はほぼ 1ハード 1作。それとの共同開発を断るのはかなりヤバイ。知らなかったでは済まさ
れない。
120113 074717 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼１３９
本目『ドラゴン玉 パワースカッシュ ３』（N:藤間しおん I:石原理） 伊藤君と円先輩。初めての出会
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いはいつ？→ http://t.co/OwNbxAcN

120113 195449 バンコクで「テロ攻撃の可能性」、米大使館が注意呼び掛け | Reuters http://t.co/EsUzUKAg

旅行を予定している人は注意。
120113 195811 Reading:NHK ニュース 脱走の男“刑務所に帰る。疲れた” http://t.co/TeJqWZSj 見つ
かって良かった。
120114 013731 表紙に FSS の文字があったのでニュータイプを買ってきてた。ページをめくってもめ
くっても特集記事がない！そして最終ページ近くに「次号特集ページあり！ゴティックメード DVD 付
き！」と予告が！また表紙に詐欺られたー！カノジョ「こんなぼろい商売が出来るなんて、オタク産業は
安泰だな w」
120115 104237 【東京都 下水処理における放射能等測定結果 1/13】「今回より、焼却前の脱水汚泥
については測定を行わないこととし、汚泥焼却灰と汚泥焼却灰に水とセメントを混ぜ埋立てする混練灰に
ついての測定を行います。」 測定ルールが変更されたよ～。http://t.co/NY7dkdjL

120115 105024 【百合出産】ああ、生理きちゃった……。落ち込まない、落ち込まない。orz 排卵日
後は体調を気にしたりしなきゃで情緒不安定になるし熱っぽくなるので、とりあえずこの時期にさくさく
原稿を進めようと一日中 PCに向かってた。出産サイトを見たらヘテロ妻の阿鼻叫喚が凄くて驚いた。
120115 105404 【百合出産】びあん業界っていうのは出産とほぼ無縁だったわけだけど、近年不妊治療
（シリンダー方式やら海外いくやら）をして出産する人が多くなってきた。あと 10 年もしたら百合出産
掲示板とかが増えてやっぱり阿鼻叫喚な世界が繰り広げられるのかな、なんて思った。
120115 105706 【百合出産】先日百合カップルが産んだ赤子を見に行ったんだけど、超カワイイの！そ
してうちのカノジョが全く赤子の抱き方を知らない事を発見！私は子供の頃、よく赤ちゃんの世話をして
いたので慣れていたんだけど、そっか、子供に慣れてないってこういう事か！と思った。
120116 153412 最近、液晶モニターと液晶 TV の揺れで地震が来ていることが分るようになってきた。
一応転倒避けのマットを付けているけど、倒れたら泣くぞ、コラ。なんかまた微震が多くなってきたよう
な気がする。千葉震源地震度 1だったようです。
120116 153844 あ、失礼。地震は千葉県震度 2でした。ウェザーニュースをリロードしたら震度 2のが
出た。1 の割には揺れたなと思ったら、千葉県東方沖 D60KmM4.2 のがきてた。しかしリロード前にも同
じような震源地で地震がある日常ってどうよ。
120116 153958 手がかじかんで、部屋にいるのに寒い……。
120116 190136 文芸フリマ、行ってみたいなぁ。しかし数日前みたいな吐き気連日な日にあたったら、
イベントどころじゃないしな……。子作り中はイベント諦めるか。毎日原稿を書いているのに終わらない
とは、これいかに。
120116 192111 レズ、ゲイ、バイセクシャル・・・性的マイノリティーのための成人式が開催
http://t.co/pWF6oFW3 #niconews 来年成人する人は参加してみるといいかもね☆ 場所は東京です。
120117 121511 原発の話をしたら友人から"特別扱い" 若者に広がる問題意識の温度差（1/2 ページ）
http://t.co/lsezQNrD 知識の格差、原発が爆発したという現実に向き合えるかどうかのタフさ。色々あるも
んね。うちとかは現実逃避したらカノジョに離縁されかねない家庭ですけど w

120117 122850 【百合出産】私「高齢出産だし放射能の問題もあるし知能に障害がある可能性もあるん
だよね。大変かなぁ。それでも愛して育てていこうね」カノジョ「ああ、大丈夫だよ。知能が低かったら
『言う事をきく』から。低ければ低いほどね。そうだろ？」カルスマスキルの高いやつは言う事が違うと
思った。
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120117 123146 揺れてる。なんか大きく揺れるまえって、ぴしって小さな揺れがくるから、分るな。
120117 123349 【地震】茨城南部から埼玉南部、震度 3 NHK

120117 123752 【地震】震源地 茨城南部 北緯 36.1度 東緯 139.9度 D約 50Km M4.7 関東全域
震度 3から 1 内陸かよ～～。いやん。
120117 125224 【カリスマ】私は母もカノジョもカリスマスキルの超高い人なのでえらそ～な発言を聞
くのに慣れてしまっているのだが、もしやこれを小説にすれば俺様小説が書けるんじゃねーの？って思っ
て先月ぐらいから円先輩の台詞を少し変えたらすんげー俺様キャラになった。（続く
120117 130408 続き）しかし問題は円先輩に俺様発言された伊藤君の行動がギャグっぽくなってしまう
事だと思った。SM の様式って難しい。次はもう少し色っぽく書こう。ん？いや違うな。あ、そうか。問
題は俺様な人がリアルでパートナーとして求める人物パターンと、俺様好きな読者が求める主人公像の乖
離か！
120117 132453 経産省 地元が指摘も調査せず http://t.co/YAHhoKuE 高線量コンクリートが流通しち
ゃった問題。食料と一緒でサンプル調査では検出されなかったみたい。全地域のサンプル調査なんて無理
だしさぁ。超ホットスポットは福島県外にもあるしさぁ。どうすんの、これ。
120117 141327 【GAME】あらあら、はちま起稿が引退したんだ。出来た当初よく貼られた記事とリン
クやら噂やらを読んでいたけど、なんじゃこりゃってサイトだったよな～。引退してゲーハーが少しマシ
な板になるといいんだけど、荒しが増えるだけだったりして（笑）
120117 141753 電子書籍、楽天が格安端末販売へ…市場拡大か : マネー・経済 : YOMIURI ONLINE（読
売新聞） http://t.co/5L3eeNPU おお～、ちょっと面白い。これで楽天が電子書籍販売参入してくれてパブ
ーみたいにファイル UPし放題だったらいいんだけどな。
120117 142946 局部切断された遺体 隣部屋からも血痕 昭島市 http://t.co/9M90L7xE 何故この件を
「自殺と事件の両面で調査」してんの！？
120117 151904 NHK スペシャル『知られざる放射能汚染 ～海からの緊急報告』を観ているんだけど。
魚好きな私にとって辛いドキュメンタリー。胃が痛くなる。
120117 153343 もう NHKスペシャルを観るのが辛い……。
120117 160833 【百合 大人のおもちゃ屋にて】百合友「エネマグラって使ってみたんですけど、いま
いちでしたよ」私「エネマグラは男性用だから……」百合友「え！？」私「エネマグラは男性の前立腺マ
ッサージ器具だよ。おにゃのこには前立腺ないから」百合友「ええー！？ 男性用！？？」みんなも注意
だ。
120117 184058 【アニメ】何故か『ダークナイトイングリッド』っていうのにはまった。ブラック様、
格好良すぎ。いい話だったな。ファンタジー系エロアニメの品質は良くなっていく一方だと思った。
120118 104829 【百合出産】やっと出血が止まって体調がいい。そうか、昨日までのは貧血状態ってや
つだったのかと納得。なんかこう、病院で指を入れて血中酸素度とかを計るやつ、家庭用でないかなとか
思って検索したらあったー！ http://t.co/HJfVwFLW 15000円か～。うぬぬ。。。
120118 134152 児ポ法の事を考えると、超つれぇ。。。いっそ性被害者がみんな声をあげてくれればいい
のにと思うけど、たかだか電車の痴漢レベルの取り締まり運動で女性車両叩き（まぁこれは男性車両作れ
ばいいのかもな。痴漢被害あってるゲイ友は結局逃げ場がないけど）や、（続く
120118 134511 続き）「やってない」みたいな冤罪！とか叫ばれる世の中になったら被害に最もあう弱
気な女の子はますます声をあげなくなるよな。。。痴漢をされて声をあげたら、やってた男に「冤罪だコラ」
とか切れられて電車に乗れなくなって不登校になった女子の日記とか読むといたたまれない気持ちになる



- 14 -

しな。。。
120118 135756 こうやって考えるのが辛いからって放置しとくと原発事故みたいに巨大な被害になって
自分に戻ってくるんだよな。子供産んで子供が誘拐されてレイプされて殺されたら辛いよな。。。もうそう
いう事件は身近な問題だから嫌なんだよ。だから表現を包括規制するのは嫌いなんだよ。告発も書けなく
なるからさ。
120118 160928 【リウマチ】久しぶりにペンを持ったら、指が痛い。。。 来年こそ PC で年賀状を書こ
う。そしてハンドルネームしか知らない方から本名で年賀状が来た。多分送っていると思いますが、送っ
たのにあと一週間後にも私からの年賀状が来ないという方、メッセージください。orz

120118 164108 使用済み燃料プール冷却一時停止 福島第一・第二原発 http://t.co/9I7O4OHb とりあえ
ず電源喪失した程度でヤバさを感じて国外退避したくなるような発電所作るの、止めようよ。
120118 164623 しかし実際は「福島停電かー。電源喪失すっかなー。どかんとくるかなー。あー、きっ
とカノジョは仕事がーとか言って国外待避してくれないよなー。ホワイトカラーだもんなー。責任あって
のホワイトカラーだよなー。まー諦めて被曝だなー」っていうのがリアルな現実だ。
120118 165358 まぁ、そんな風に実際は原発が爆発しそうなニュースや予測をしていたところで、もう
逃げられない、もしくは留まる選択をした人が東日本に住んでるんだよね。特に東京。
120118 183648 ゲーマガ、3月 30日発売号で休刊に | インサイド http://t.co/lzZ8qeQ0 ゲーマガ……一
体今どういうゲームを扱っていたんだろう。ニンドリ以外全然ゲーム雑誌を見なくなったな。昔はファミ
通とか読んでいたのに。
120119 002234 なんとなく練習用の小説が 50 枚ぐらいいったからそろそろ終わらせるか、と思ってふ
と全体を見ると「やまなし、おちなし、意味なし」のまさにヤオイ……。そしてＨシーンの一部を切り取っ
ただけなのに 50枚……。相変わらずアンバランスな書き方だなと思った。（続く
120119 002445 続き）そもそも読者が 50 枚続くＨシーンに体力的な問題でついてこれるのかとか、そ
ういえば去年の夏に出した同人誌用小説を読んだ友達に「朝からやるＨにしては激しすぎだし何度もやっ
てて体力がもたない」とか言われたような。（続く
120119 003455 続き）なんか性偏差値の高い読者しか読めないような気がしてきた……。また読者の幅
が狭まる……。たまには普通の小説が書きたい……。多分来週には書き終わるのでお楽しみに！
http://t.co/I9QSicYr この回でこっそり隣の部屋に行っている名波のサイドストーリーです。
120119 004951 ちなみにそんな私が昔、ＰＣエロゲーのイラスト発注した時は「ご褒美エロイラストと
かむかつくんだよ！ 8000円分のエロを寄越せ！」という自らの主張に則って八割がＨシーンでした。
120119 005505 今回のイトマドも「無意味なＢＬイラスト ry」という主張に則って、『伊藤君と円先輩』
の挿絵 2/3 は肌色です。モノクロですけど w 名波は立絵だと伊藤君のお兄様で攻めキャラですが、書籍
イラストでは超受けキャラに描かれています。来週 UP する小説は受け名波のイメージでお楽しみくださ
い。
120119 010203 こうやってリバキャラばっかり書くから、読者の幅が狭まるんだよ！（ジコツッコミ
まぁ……リバは究極のツンデレってことで一つ……。

120119 011220 ではお休みなさい。疲れた。
120120 011230 【百合話】ある地方紙でおらが自慢の美少女 100人っていうフリベがあった（題名忘れ
た）。その表紙の少女が妙な表情をしていて不思議な感じだった。ある日、カノジョと H した後に鏡をみ
たら自分がそんな表情をしていて驚いた。ああ、あれって輪姦された後みたいな表情なんだなと思った。
120120 011940 続き）よくよく色んな男性誌を見るとそういう表情の女が多い。そういう表情をするよ
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うに言われたのか、薬でも飲まされているのか。カメラマンラブで寝てから撮影しているのかもしれない。
しかし女性誌にそういう表情の子はいないし、男性に受ける表情なのだろうか。不思議だ。
120120 013626 続き）そういえば、AV ってどんだけ責められてあんあん言っててもそういう表情には
ならないもんな。プロだ。逆に地方ミニコミ紙の実情が怖いよ。あの状態ってかなり脳内物質出まくりな
んだけど。目が変だから演技でもないしなぁ。
120120 093258 【出産 不妊治療】野田聖子の出産ドキュメントがフジテレビでやっている！
120120 094914 【不妊治療】な～んだ、フジテレビだもんな～。高齢出産への否定的な意見で締めるの
ね。不妊治療をしている人は見るとストレスになりそう。見ない方がいいかもね。そして野田さんとまさ
きちゃん、頑張れ。つーか、こういう「障害や病気は怖い」って番組作るからますます少子化を加速化さ
せるんだけど。
120120 095133 【不妊治療】原発事故以来、一体何度「病気や奇形が怖いから子作りを止めた」という
書き込みをみたことか。でもまさきちゃんは生まれてきているんだから幸せなんだよ。そう病気の私は思
うわけ。生まれる前から勝手に周りは不幸せだと決めつけるけど、病気だろうと幸せに育てられれば幸せ
に育つんだよ。
120120 095337 【不妊治療】「この子は病気だから不幸」だなんて、他人の思い込みに過ぎない。もし
病気でそう思わされてきた子がいたら、それは周りの大人がそう思わせてきたんだよ。病気でも周りの人
が「お前は幸せだね」って微笑みかけてくれれば幸せに育つんだよ。
120120 095546 【不妊治療】だから子供の病気が怖いとかいって最初から子作りを回避しないで。お母
さんになりたい女の人達。お母さんが「君は幸せ者。私も幸せ」って思っていれば、どんな難病を抱えて
いようと、子供は幸せに育つのです。
120120 102612 格納容器内部を内視鏡で調査 http://t.co/y0E9EtWV 「水面は予想より水位が低く内視
鏡で撮影できず」一体燃料はどこまで落ちていっちゃってんの？でもとりあえず内部が 40 度ぐらいって
ことは水で冷えている状態とみていいのかな。これはいいニュース……なのかな？燃料どこ？？
120120 103423 雪ー！ 部屋が暖かいと幸せ－！ そして原稿が終わらない－！
120120 111138 【本日のネット名言】「ピアニストがＡＶ出たって言うから悪いんだよ ＡＶ嬢がピア
ニストになったって言ったらすげぇポジティブだろ」なんか炎上してるピアニストがいるそうで。いや、
別に AV出てたっていいじゃんって思うんだけど。何がいけないのかよくわからん。音楽業界はセレブばっ
かで大変ね。
120120 111252 んな、遊んでないで原稿書こう。今日中に UPするのが間に合わなくなるな。
120120 145200 原稿を書き終えると急激に眠気が……。にゃんか暖房入れてるのに寒いなぁ。肌は乾燥
するし。とりあえずエアコンを消してオイルヒーターだけにしてみるか。うわ～お！まだ雪が降ってる！ 60

枚いった。よく書いた。練習用なのに、長すぎ。
120120 214844 【BL ドリンク擬人化 Slash】「コカアディクション ～『伊藤君と円先輩』サイドス
トーリー～」 http://t.co/uGV4viTs 無料電子書籍です。PC スマホ携帯閲覧＆ DL 可能！名波×サンガ、コ
カ×名波、R先輩×名波のエロ有り三本立てをお楽しみください♪ #puboo

120120 222718 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼無料電
子書籍『コカアディクション』（N:藤間しおん I:石原理）頒布のお知らせ。 描き下ろし小説です。60 枚
ほどあります。 http://t.co/yR6qzivs

120120 235630 やっばい！パブーって携帯電話非対応だった！結構早くからスマホに対応してるから、
携帯にも対応してるもんだと思い込んでいたわ！ すいません！
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120121 003708 Apple純正電子書籍制作ソフト「iBooks Author」は期待以上？ - 電子書籍情報が満載!

eBook USER http://t.co/fXBed6gh とりあえず誰でも気楽にエロくても無料でも UP出来る googleマーケ
ットの勝ち。
120121 111530 【百合小説 無料電子書籍】『池袋ファナティックロリータ』閲覧数 4517 回 DL 数 182

回 DL をありがとうございました☆ メイドとして働く女子高生・香が悪の麻薬組織と闘うアクション小
説です。真琴×香、百合恋愛行く末は！？ #puboo http://t.co/VNuuMHnu

120121 112030 【BL ドリンク擬人化 無料電子書籍】『伊藤君と円先輩 Labo』（藤間しおん/石原理/

藤王さやか）閲覧数 3326 回 DL 数 89 回 PDF と ePUB でダウンロード出来ます。昨年とらのあな等にて
無料配布したキャラクターラフ集です。#puboo http://t.co/1LKFqWRm

120121 112910 【BL ドリンク擬人化 無料電子書籍 60 枚】「コカアディクション ～『伊藤君と円
先輩』サイドストーリー～」（藤間紫苑/石原理）閲覧数 113 回 DL 数 8 回読んで下さってありがとう☆昨
夜 UPしたコカ×名波の新作です。少しハードシーン有り♪ http://t.co/uGV4viTs

120121 115432 私のハード表記［ハード］三条友美＞大槻保彦のロネの日記＞蜈蚣 Melibe のバージェ
スの乙女たち＞栗田勇午＞［ちょいハード］千草忠夫/間宮聖士の奴隷牧場（越えられない壁）［普通］他
のやつ こうやって書くとどんだけ大洋図書と三和出版にみついでんだよって思う。SM 入ってるとちょ
いハード
120121 152357 Ｇｕｉｄｅ -Yuri BL Slash Novels Fujima Shion : 【池袋東武 味の大北海道展】らーめ
ん信玄「コク味噌プレミアム」【物産展 東京】 http://t.co/R7iyUPGR

120122 135724 【BL ドリンク擬人化】「コカアディクション ～『伊藤君と円先輩』サイドストーリ
ー～」（藤間紫苑/石原理）[魔法の iらんど] http://t.co/9vN3fWgZ パブーは携帯電話に未対応という事で、
魔法の iらんどにも UPしました。単語規制により書き直しあり。
120122 140802 【禁止ワード】魔法の i ランドに UP する時なんの単語が NG なのかわからずとりあえ
ずペニｓをコックに変えてた。それでもＮＧが出るので色々試してアナ r を菊門に変えてみたんだが変換
されず残ったアナ r 表示もあり、どうもアナ r は OK だったらしい。私的にはアナ r の方がいやらしく感
じるんだけど。
120122 145525 ウィルコムからスマホに移行したもんだから、結局携帯モードや携帯小説文化っていう
のをあまり享受する事なく終わってしまったような気がする。（続く
120122 145652 続き）そして携帯小説文化っていうのはツイッターと一緒で短文なんだけど、スマホ電
子書籍は 400 字× 60 枚とかが下手すれば 5 ページぐらいに収ってしまうから超長文文化が始まるような
気がする。しかしそれを読める人と読めない人が出てきそうだ。（続く
120122 145851 続き）私とかだと 60 枚はあっという間に読み終わってしまう量なんだけど、読み慣れ
ない人だと「あれ？あれ？」みたいなってに下へ下へと続くから注意が必要だ。通勤中に読み終わろうと
したら終わらなかった、みたいな。
120122 152901 続く）パブーだとＰＣで見るのなら 60 枚も 350 枚も 1 ページだ。350 枚は多少リロー
ドが入るけど。これって衝撃的だと思う。スクロールバーが小さくなるだけで 1ページ。新潮の 100冊ぐ
らいの分量があるのに 2800円で売った『ＤＳ文学全集』（任天堂）ぐらいの衝撃。
120122 161146 原発推進：１１大学に１０４億円 国と企業が提供 - 毎日ｊｐ(毎日新聞)
http://t.co/VPkl3bBK 「一方、原発の危険性に警鐘を鳴らし続けてきた京都大の小出裕章、今中哲二の両
助教には、「原子力マネー」の提供はなかった。」凄いな。感心した。
120122 171421 福島の子の医療費無料化を断念 首相、財源困難と判断 http://t.co/ArEenRFK ああ～
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～～。。。。。悲しい。。。とりあえず原発がある県は爆発後を見込んで子供の医療費を貯めた方がいいよ。人
口流出しちゃうしね。その上で原発を誘致・再稼働するメリットがあるか考えて欲しい。
120122 172823 【NG ワード 表現規制】改めて魔法の i らんどの規制アイコンを見てみたんだが、な
んか自殺表現レベルっていうのがあって吹いた w それも「リストカット～」とリスカが中心に書かれてい
る。そんなに今の子供はリスカが好きか wというかそんなのがアイコン化する程リスカ小説があるって事
に驚いた。
120122 174332 Reading:NHK ニュース 鳥インフル研究中断 “異例”の声明 http://t.co/w18Hwpt0 どう
なるんだろ、これ……。
120122 174602 Reading:NHK ニュース 性犯罪起訴 告訴不要へ改正を http://t.co/kIFy1u2F これはいい
ニュース。
120122 175220 ベトナムとカンボジアで鳥インフル死者（1/21） http://t.co/n168wju6 2012年 01月 20

日 エジプトで新たな鳥インフルエンザの患者が報告されました。http://t.co/o8g3kPHb H5N1 による死
者がまた増えてます。（風土病化しとる。。。）
120123 025146 【百合話】先日百合友に「ネコの書き方がなっちゃいねぇ。ジルベールを思い出して書
け」って言われた。しかしジルベール並みに H したら記憶が飛んで感覚の再現所の話じゃないと思った
夜。脳ってある一定限度を越えると消すのか。ちぃ覚えた的な。
120123 031054 【百合話】シーンも音も記憶にあるのに、皮膚感覚がすっぽりと抜けてて凄いや。しか
しジルベール（風と木の詩）みたいに子供の頃からあんなんじゃ壊れてしまうな。いや、壊れてたけど。
脳が興奮し過ぎて頭が熱い。アイスノン持ってこよう。
120123 201237 【電子書籍】今回の「コカアディクション」、印刷して校正しなかったらミスが見つか
るみつかる。パブーのＰＤＦ更新を六回ぐらいやってて「パッチあててばっかりで、どこのクソゲーメー
カー？」という気分。orz すいませんでした。 http://t.co/GUSBqQKX

120123 201401 練習用を書いて良かった。気を引き締めていこう……。校正はちゃんと印刷してやろう
……。
120123 202550 宇宙はどうやって誕生した？「神による天地創造」or「ビッグバン」 先進国の中でア
メリカだけ驚くべき結果に http://t.co/jERSyqzK すっげー笑ったけど天地創造をポチリたくなる米系クリ
スチャンの私は笑えねぇ w

120123 203308 【ジャンプ】やっべー、今週のリボーン大人バージョンが格好良すぎて鼻血吹いた w

たまたま通院の日だから買ったんだけどカラーページが宝物の域。私は結構リボツナかヒバツナが好きで
シリアスホモがお気に入りなんだけど、書くものはギャグのムクツナみたいになるのは何故！？一番好き
なのはリボ女体♪
120123 205320 【地震】2012年 01月 23日 20時 45分ごろ福島県沖緯度北緯 37.1度経度東経 141.2度
M5.1 D50km 福島県震度 5弱 揺れている最中に宅配便が来た。本棚がかたかたと揺れていて、なん
かびびった。 ＞＜
120124 004100 大気中の放射線量/１時間ごとの測定結果（新宿）http://t.co/HqvSDtS9 食べるやつはい
ないと思うが、雪食べるなよ～、舐めるなよ～（笑）本日じわじわ線量上がってます。
120124 154052 高１ら４人逮捕、石神井公園でオヤジ狩り - http://t.co/tdhJ0PcV http://t.co/809OARae 人
が死ぬかもしれなかった殺人事件レベルの凶悪さなのに「ゴリマッチョ軍団」という軍団名につい吹いて
しまう。あー、やっと犯人が捕まって本当に良かった。
120124 191023 スカイツリーから雪塊ポトポト : 社会 : YOMIURI ONLINE（読売新聞）
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http://t.co/q4L3z0Zs 写真を見たら「これ……直撃したら死ぬ……」っていう大きさ。周辺住民さんは気
を付けてください。。。。こわ。。。ポトポトなんていう可愛らしいもんじゃない。。
120124 191559 【無料電子書籍】「コカアディクション」ページ閲覧回数のパブー http://t.co/uGV4viTs

だと 311 回、見た人数の魔法の i らんど http://t.co/1aksF37b だと 284 人。i らんどの圧勝。ただ i らん
どはスタートダッシュが強くても伸びないんだよね。
120124 192610 【電子書籍】シェアと無料も OK と規制度合いだと google マーケットの独り勝ちなん
だけど、いかんせんソフトが作りにくい。パブーはまだまだ知名度が低い。i らんどは無料しかないのと
規制が多すぎる。FC２のコンテンツマーケット http://t.co/hHyRoxdB はどうなるかな。
120125 083455 NHK の BS1 で ABC が放映した福島原発周辺地区の遺体捜索をやっているんだけど、
ゴーストタウンになっている事をきちんと扱っていて良かった。「原発によって雇用を産んでいたこの町は
原発のためにゴーストタウンになりました」と。こういうのが海外 TV とか BS でしか放映出来ないのが
悲しい。
120125 101022 Ｇｕｉｄｅ -Yuri BL Slash Novels Fujima Shion : 【小説 インタビュー】『ライトノベル
作法研究所』の「新人 BL作家へのインタビュー」コーナーに載りました☆ http://t.co/sqJcvJik

120125 112536 【百合出産】二回目のチャレンジ終了。精子を提供していただいている義兄が「６人子
供がいるけどね、僕の子はどれも可愛いよ、うん」と。可愛いのは甥姪を見ていて知ってましたが六人は
初耳です……。私とカノジョの子が出来たら七人目か……。ヘテロ男性の弱肉強食ぶりを垣間見た……。
120125 113015 【百合出産】いや、少子化だなんだって言われているけどさ。前に義姉（子供四人出産）
が「産む家は何人も産んで、産まない人は産まないんだよね」って言っていたけど、本当にそうだと思っ
た。私の親戚だけを見たら超子沢山。だから私は人口バランス調整のためにレズビアンになったんだって
思ってた w

120125 113411 【百合出産】続き）そんな私が出産にチャレンジしてるから不思議なものです。私の血
筋とか子孫ってだけだったらいらねーわって思ってたんだけど、やっぱりカノジョと二人の子供が欲しい
なぁって思った。出来たら嬉しい。出来なかったらきっと神がその分長生きしなさいって言ってるんだっ
て思ってる。
120125 125333 私の彼氏ドＳすぎる件[魔法の i らんど] http://t.co/PZ7cjHp5 ここまで読んだ。ド S

彼氏日記、面白い w

120125 130424 『ドラゴンクエスト X』第 1回ベータテスター当選者の発表日が決定 | インサイド (任
天堂、Wii のニュース) http://t.co/fOGbo4Wm うわ～、ドラクエ 10 のベータテスターって募集してるん
だ。やりたいけど時間がない ＞＜ 興味がある人はぜひ。
120125 131731 【SM】FSS にある町の台詞って使える。M「私達がご主人様を選ぶのは好きだからで
はありません。力のない者の所に行くことは絶対にないのです」とか w SM を勉強すると改めて『奈美
の性愛日記』が名作だとわかる。あ～ご主人様持ちの M オフ会とか行ってみたい。そんでマスター自慢
とか聞きたい w

120125 140248 今夏以降に公開！ 『ジョジョの奇妙な冒険』実写映画の主演は松本潤
http://t.co/JYvsas6X どこにどうつっこみを入れたらいいのだろうか。そんでどの話の「主人公」なんよ。
一巻辺りのやつ！？
120125 141449 【2ch】ニュー速クオリティ:ファミレス「アンナミラーズ」店舗閉鎖が続き、国内営業
は１店舗のみに… http://t.co/LTxsM82n うお！うちのねーちゃんが毎年誕生日会を開くお気に入りチェ
ーン店が残 1店舗に！やっぱり高いのがネック！？
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120125 215544 えええ～！？そんなジャンルがあるんだ！私、次に書く SSをそういうのにしようと思っ
ていたんですけど、ダナ系って言うんですね。もう最近、ネコっぽいキャラを書くの下手なんで諦めまし
た……。 RT @hyouroubito タチがタチに責められてネコになる話系です♪
120126 024421 【夜中の百合話】沸騰する後頭部と零れていく言葉。世界はきらきらと輝いて刺激の向
こうに快感が瞬く。悲鳴と涙。「いいんだよ、君を壊しても。君は私のモノだからね」カノジョの声が耳
に触れる。いつか何も考えられない人形のようになるのかもしれない。でもこれが私の選んだ人生。お休
みなさい。
120126 113146 おはよ～ございます♪ 今日は超天気がいいですね。散歩に行ってきます！
120126 130405 【マヒ】お、おお！？ 12 年前麻痺した顔面の左目が昨日より開くようになってる！？
私の麻痺は酷くて神経の回復は 7%未満と医者に言われたんだけど、ちょっと症状が回復した！嬉しい！
神経がちょっと死んでる人達、諦めないで！少しずつ回復するよ！あ、結構雑誌の美顔マッサージ器って
便利だよ！
120126 191741 皆さん、フォローをありがとうございます。私は出来るだけフォロワーさんはリフォロ
ーしているのですが。面白いのがビジネス系スパムにも見えるフォロワーさん。フォローしてる人をチェ
ックするとオタク系だったり百合系だったり……それ、ビジネスと関係ない趣味フォロー……クスッっと
笑えます。
120126 192129 中の人は同じ趣味の人……そう思うとビジネスアフィみたいなのもついリフォローして
しまいます（笑） こういうのがツイッターの面白いところなのでしょう。
120126 193257 【BL ドリンク擬人化 Slash 無料電子書籍】「コカアディクション～『伊藤君と円先
輩』サイドストーリー～」閲覧数 363 回 DL16 回ダウンロードをありがとう☆伊藤苑御曹子・名波響はコ
カと二人っきりになる。愛の行方はどこへ？ #puboo http://t.co/uGV4viTs

120126 193751 【BL ドリンク擬人化 携帯閲覧 OK】「コカアディクション～『伊藤君と円先輩』サ
イドストーリー～」パブーは携帯の閲覧が出来ないようなので魔法の i らんどにも UP いたしました。読
者数 406人突破！ありがとう☆コカ×伊藤苑御曹子名波響の恋愛物語 http://t.co/1aksF37b

120126 194619 【文芸同人誌と電子書籍】閲覧数＋読者数だけど、785回……。文芸同人誌『少女帝国』
やっていた時年刊誌一冊分の刷り部数が 500 部（個人誌の『コクトーごっこ』は 1000 部だけど私の個人
誌じゃないし……）だった。年二冊出した事もあるけど、一冊辺りの上限は 500部。（続く
120126 194951 【文芸同人誌と電子書籍】続き）利益という点では同人誌の方があるけど経費やお礼を
抜くと雀の涙だったし。即売会は人との交流という点では大きいんだけど、読まれるっていう点では圧倒
的に電子書籍の方があるね。UPして放置しておいた「女友達」は読者数 4316回だし。
120126 195252 【文芸同人誌と電子書籍】続き）無料 UP だから経済はサイト運営者にしか回らないけ
ど。しかし有料で UP してもオリジナルが売れないのはパブーの売上を見ても分るし。難しいね。海外サ
イトや youtube みたいに閲覧だけで UP 主に広告費が入ってくるビジネスモデルが出来るといいんだけど
ね。
120127 004638 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼１４０
本目『カナダ DRY カシス ジンジャーエール』（N:藤間しおん I:石原理） ライバル会社社員であるコ
カの腕の中で眠る響お兄様を見て伊藤君は！？ http://t.co/Zg58h585

120127 103759 映画収入 震災などで大幅減少 http://t.co/GX0TDVb6 あいや～。そういえばパイレー
ツオブは観なかったな。個人的に昨年観た映画の TOP は「ミッション：8 ミニッツ」。カノジョと二人で
超はまった！ガクブルだったのは「チェルノブイリハート」。（続く
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120127 104559 続き）コクリコはさぁ、よく出来たお姉ちゃんが家事とかやりすぎちゃってて痛々しくっ
てね。うちのなかなか休んでくれない姉にそっくりでね。インタビューで「理想の女性」的に語られてい
たけど、お前も同じ事やって「理想の男性」になってみろよと w その苦労をよく見ていただけにニント
モカントモ。
120127 105138 インド人両親の親権はく奪、インド政府がノルウェー当局に抗議 国際ニュース :

AFPBB News http://t.co/TTTGRrJj えええええ！？ノルウェーでは手で直接食べさせるのも、子供と一緒に
寝るのもダメなの！？？ ひぃぃ！文化、違い過ぎるだろ！
120127 105817 【子育て】続き）私は結構大きくなるまで母親に抱かれて寝ていたので「絶対ダメ！」っ
ていうノルウェー式子育てはきついなぁ。でもカノジョに「ママと普通に足からませて寝てたけど」って
言ったら顔真っ赤にして「自分は無理！」って言ってた。
120127 123214 同性愛など性的少数者をテーマに研修会 佐賀新聞の情報コミュニティサイト ひびの
http://t.co/KnIy2NLy 都心とかではなく佐賀で行なわれたのがいいね。私は首都圏育ちなので最近地方の
びあん事情を色々聞いて超ショック！やはり就職口がないのが一番問題だと思いました。
120127 124258 甲状腺「悪性みられない」 福島民報 http://t.co/2c1cFy9R 「二次検査が不要の３７３９
人（９９・３％）のうち、１１１７人（２９・７％）は５・０ミリ以下のしこりなどが確認されたが、県
は「良性」と判断している。」子供の 1/3にしこりってどんだけ。
120127 132341 おお、びっくりした。地震速報。最初ウェザーニュースの震度が千葉震度５弱になって
いた。それが震度３に変更されたよ。Mが大きかったのかな？ 東京はそれ程揺れなかったよ。
120127 132531 千葉県沖M5.1かぁ。内陸じゃなくて良かった。
120127 150439 やましろ病院での講演会「フクシマの真実と内部被曝」(2012.1.26) http://t.co/2tOfWhmB

講演会動画。原発事故に詳しい人は「知ってた」という感じでしょうが、情報知らないよという人はぜ
ひどうぞ。元フクイチに勤務していた現医者が講演会でぶっちゃけトーク。
120127 171617 甲状腺の病気 http://t.co/Vi6IjPc3 「（略）成人全員に（略）疫学調査の結果では甲状
腺が単に腫れているだけで働きに異常がないもの（単純性甲状腺腫）や軽症で治療の必要がないものまで
も含めると、甲状腺の病気の頻度は 17％と非常に多いとされています。」2003年
120127 172427 続き）甲状腺の病気 Q&amp;A http://t.co/Vi6IjPc3 先程の統計は成人全体での％に過
ぎません。年を取ると甲状腺機能低下症になる確率があがるのはリンク参照。疫学調査では成人となって
いますがグラフから子供は疫学調査に含めなくてもよいと判断したのでは（要は患者が少ない）。
120127 174104 今、RTでリンクした http://t.co/tbgEsdJu 2chでも安全神話のリンクとして速効貼られて
いたんだけど「健康な人」（どの年齢？）の定義が書かれていないのにミスリード用に貼られていてこわっ！
と思った。年齢が上がるにつれ確率が上がるのなら子供は確率低いのよね。
120127 174605 続き）まったく東大の御用学者派閥のミスリードは巧みだよ。まぁこんな確率がどーの
なんてさ、子供にしこりが見つかった親・1/3 にしこりが見つかったと発表された地域の親にとってはな
んの慰めにも資料にもならないよね。。。
120127 175009 続き）御用学者の神・山下俊一・福島県立医大副学長が言った中で私が同意出来るのは
「笑えばいいと思うよ」ってやつだけ。でもこれだけは正しい。癌も笑うと消えるっていうしね。子供に
しこりが見つかった親御さん、病気を吹き飛ばすぐらい笑いながら過ごしてください。結構コレ免疫上げ
ます。
120127 183541 ああ、エルレカセブンの曲を聴くと心が安まる。中古 CD を続編発表前に入手出来て良
かったなぁ（新品は値上がって 35000 円します）。次はちゃんと予約して買おう。ヒロインの眉毛が後半
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全然ないっていうめちゃくちゃなアニメなんだけど、超名作です。
120127 184152 パチエウレカの評価はミドル（神 これではまった）→甘（超クソゲー）→スロ（まぁ
まぁだったが周辺で設定入ってないので全く触ってない）→次回作（パチンコ止めたんでわかんない）
日本一とも言えるギャンブル地区東京池袋の２ｃｈ本スレが dat 落ちする程業界自体が萎んでいるので引
退オススメ。
120127 184624 しかしパチンコ屋にいけば明らかに客が減りもう業界自体がヤバイのに、そこに寄生し
て生きているハードメーカーとソフト、ゲーム業界、アニメ業界の行く末が心配だ。きっと一部はカジノ
解放にかけてて、それが石原や橋下が受かる資金源になっているんだろうけど上手くやらんと国が滅びる
w

120127 185330 ちなみにカジノ法が通過したら都市はどうなるの？っていうのをシミュレーションして
小説化したのが『池袋ファナティックロリータ』です。百合小説ですが私の得意分野は社会システムのシ
ミュレートなんで SFです。http://t.co/VNuuMHnu だからイトマドも擬人化なんだけど経済 SF

120127 191030 「池袋ファナティックロリータ」 http://t.co/VNuuMHnu はヤクザとか不良とか出てく
るんだけど、これらの雇用についての回答はまだ自分の中で出ていない。除染事業や原発作業員にも通じ
るんだけど社会から零れてしまう人達の雇用をどうするか。（続く
120127 191306 続き）これを解決しないとヤクザ組織の解体はありえない。昔元公安の人がヤクザの多
くが在日外国人だという統計を出していたが、それは逆にいえば日本社会の雇用差別が生み出した結果に
過ぎない。能力の差は歴然とある。だからこそ能力がなくても勤められる職場を創出しなければならない。
（続く
120127 191908 続き）たまに平和や平等を叫ぶ高学歴で安定した家庭に生まれ育った人達は、その人達
への視点がすっぽり抜けていて悲しくなる。小説だと文芸 vs エログロナンセンスがそれにあたる。もっ
とも優れた評論家でエログロを抜かす人などいないだろうけど。学者はスルーしたりする。（続く
120127 192215 続く）綺麗なうわべだけを書くのは簡単だけど、そうではない社会全体を書きたいとい
つも思う。だがそうすると読者層は絞れないし、アッパーにもダウンにも目がいくような大量の情報を持
つ人・処理出来る人しか読めなくなっちゃうし、いつもカノジョには「情報量多すぎ」と怒られるし。難
しいね。
120127 213645 なんかもうＭＩＸＩっていつもＰＣもスマホサイトも読もうと思うと「ずりっ」て動い
て変なとこ押しちゃってイラっとする。マイミクの in が減ったけど、足跡が無くなったってだけじゃな
いと思うんだよね。システムは迷走してるしさ～。ゲームアプリとかどうでもいいから普通に読めるよう
にして！
120127 235148 うわーお、フォローが勝手に外れてるうううう。これが勝手にフォローが外れる現象っ
てやつか。
120127 235432 フォローをありがとうございます。って今日フォローしてくださった方のほとんどがス
ロッターさんなんですけど、パチ呟きするとカノジョに怒られるんでほとんどしません。小説にしか書き
ませんので、小説でどうぞ。→「池袋ファナティックロリータ」http://t.co/VNuuMHnu

120128 074544 小さな地震の後にまた揺れるとか、一番嫌なパターン。そしてトイレの中だと逃げられ
ない！ ＞＜
120128 075911 震源地富士五湖忍野町震度 5弱東海道新幹線停止。忍野町って忍者が住んでいそうです。
120128 080327 自治体だかなんだかがドヤ顔で富士山噴火避難シミュレート CG を発表したら翌日、地
震連発って。富士山、そういう所で空気読まないでいいから。
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120128 090202 長崎で１ヵ月後 高数値 福島原発 放射性物質を調査 広島で報告
http://t.co/9fBFY0La ドイツの風向きシミュを 311 頃から追いかけてた人は「知ってた」って感じでしょ
うけど（九州までバンバン飛んでたし）、現地で知らない人、食品工場等の経営者さんは要チェック！
120128 114302 脱原発運動で世界の表舞台に復帰―菅直人前首相
http://t.co/KE7r9Afh 今回の事故後、古参の市民運動家にとっては菅の脱原発への転換は当たり前だった
のだが、分断工作が行われて一部の脱原発派の人達が菅を叩いていたのは笑うしかなかった。
120128 114747 郵政民営化で一番損をするのは地方だよと言って都会の人達が反対しても、地方が自民
党を支持して圧勝、後に郵便局のリストラ、近所の郵便局閉鎖で不利益を被る。もう煽りに乗る人達って
いつもそうだよね。本質を見ないで揚げ足取って何故か自分が損をする社会になるように動く。ワケワカ
ラン。
120128 115438 でもいい加減民主党は消費税を語るのは鬼門なんだと気付けばいいのに。多分橋下とか
石原とかを担ぎ上げているみたいな怪しい所がばーっと勝って市民生活は大混乱で混乱が好きな闇社会が
うほって感じなんだろうけど、なんかもうそういう事を考えるのにも疲れてきたな。ラオウでも出馬すん
のかな。
120128 143149 池袋東武で美味しそうなレアチーズケーキを発見！原材料はイタリア産！ひゃっほー！
120128 145407 今日の昼ご飯は西池袋のトルコ料理屋さん。写真はレンズ豆のスープ。辛いのかと思っ
たら甘かった。羊肉シシケバブコース。1250円 http://t.co/xFu31dld

120128 145959 AKDENIZというトルコ料理屋。セットのサラダー！ http://t.co/MsPEdnvr

120128 150754 ラム肉のシシカバブ。羊肉が柔らかい！豆のペーストさいこー！ http://t.co/vqqrXkth

120128 153607 トルコ料理屋。食後のチャイー。結構濃く出てる。インドのスパイスが入ったチャイと
も違うし、濃い紅茶？ http://t.co/AnX6ehaF

120128 154025 最後にカノジョが食べたパタテスピデ。羊肉に付いていたトマトソースがよくあった。
http://t.co/lQleLbb6

120128 154421 追記 紅茶はトルコとイランのお茶を取り寄せて店でブレンドしたものだそうです。
120128 174205 カフェドクリエのアップルジンジャーを飲んだら子供用シロップ風邪薬に味がそっくり
で涙目。カノジョにそう言ったら「そんな薬、飲んだことないし！」と言われた。あれを飲んだ事がない
人がいるのにまたびっくり！
120129 070233 富士五湖で弱い地震が頻発しているようだ。東京だと全く感じないけど、現地の人は大
変そう。「揺れてる、かも！？」とか思う時は地震サイトをチェック！気のせいやノイローゼじゃなくて
それ地震です。
120129 130545 藤間紫苑にぴったりな職業は、１位『漫画家』２位『アパレル業者』３位『コンビニ店
員』です。１位の職業につけば、年収１０億円は見込めます。 http://t.co/L6zT032z うぉい、高校ん時ま
で漫画描いてたのに！カノジョに止められて小説書いたら、超貧乏なんですけど……。
120129 131621 【CNN】今日の CNN はコートジボワールの農園における児童奴隷について。どこかか
ら児童売買によって子供が連れてこられているようだ。チョコレート工場とか言ってる。カカオ農園なの
かな？#CNN

120129 213215 【セクマイ】米経済誌選ぶ最良企業１００社、初めて全社が差別全廃の社是
http://t.co/p7V41KnX 「リスト入りした全社が性的指向を含む全ての差別を排除する経営方針を打ち出して
いる」高学歴同性愛者はこの会社を目指すといいかも！ http://t.co/PvDyiyjW

120129 213955 http://t.co/CskQiyMo：欧州を席巻する日本の漫画、「ワンピース」「ナルト」が大人気
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http://t.co/NT5TJ6z9 人気作品の中に「らんま１／２」が！日本の作品には性別が変わる、異性装、同性愛
作品が多いから世界を席巻してもらいたい。
120129 214434 凍結か、福島原発１４カ所水漏れ プール冷却が一時停止 - 47NEWS（よんななニュー
ス） http://t.co/gLXn28uO 「４号機の使用済み燃料プール冷却が約２時間停止する」洒落にならないか
ら勘弁してください、東電さん。。。。
120129 215120 最悪シナリオ閲覧「数人」に限定 「混乱恐れて」と細野氏 http://t.co/zUsjAasK

東京人達は正直そんな最悪のシナリオなんて想定しててさ、今日だって四号機プールが干やがるっていう
危険の可能性があって。その上で住む事を選んだ人達ばっかりだと思うよ。
120129 215706 中日新聞 :インフル患者数が最多 １医療機関４９・７９人に :岐阜
http://t.co/bDgTV33o ネットに「インフルが※※倍に増えてて」と書かれてて「おいおいその倍率じゃ新
型が猛威をふるった年を越えるじゃん。勘違いじゃね？」とか思ってたら岐阜で越えてた件。免疫低下パ
ネェ。
120129 220503 風邪をひきやすいとか喉の炎症がずっと治まらないとかの人は大幸薬品のクレべリンゲ
ルオススメ。ちょっと塩素の匂いが気になるとかあるんだけど、炎症とか何故か花粉症の季節に効いたり
する。（個人的な感想） 薬局で売ってます。 http://t.co/HlqJYyZA

120130 101418 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼１４１
本目『カナダ DRY カシス ジンジャーエール ２』（N:藤間しおん I:石原理） 寝ている名波響の指が
コカの胸に触れる。それを見た弟・伊藤若葉は！？ http://t.co/Fos0kIaF

120130 102856 復縁や浮気が急増する一方、嫉妬心を燃やす人も SNS が生んだ“有縁社会”がもたらす
恋愛の泣き笑い｜「ロス婚」漂流記～なぜ結婚に夢も希望も持てないのか？ http://t.co/Lsf3DgKi ダイヤモ
ンドって経済関係記事は痛いのもあるんだけどコラムは面白い。（続く
120130 103350 続き）前にみたネット記事では実名で SNS をやっている女性が、結婚している夫と浮
気していて、その人の会社名や妻の名前まで公表、さらに不倫相手との性交後、性病に罹り「おいおい、
ホテルマンが性病だよ」とか話題になっていた。おっそろしい世の中だなと思ったものでした。
120130 104239 続き）でもまぁ壮年のオヤジが別れる気もないのに結婚をちらつかせて若い女と不倫し
て、その子の青春を無駄に消費させてるんだから、そんだけの事をされてもしゃーないよねと思った。
120130 105856 汚染疑い牛３千頭流通先不明、検査時既に消費か http://t.co/PXSfYx22 汚染牛が話題
になるちょっと前、私が「焼き肉食べたいよ～」と焼き肉屋の前でだだをこねていたら「ダメ、肉は絶対
ダメ」とカノジョに止められたのは良い思い出。でも知らない人は食べちゃったんだろうな。
120130 113358 日本勢もウルトラブック 年内そろい踏みでシェア巻き返し期待 - SankeiBiz（サンケイ
ビズ） http://t.co/tBGHHbwr 個人的には東芝のがいいんだけど、出るのかな。というか今ある 7万円台
の PCとこのウルトラブックというのはどこが違うんだろう。
120130 113657 アサヒ飲料、地道な努力で躍進 清涼飲料業界の再編誘発も - SankeiBiz（サンケイビ
ズ） http://t.co/RJNPUOGy アサヒのオタ市場への傾倒は異常。でもそれで私もいきなり複数本の十六茶
を買ったりしたからファンを増やすという点ではいいのかもしれない。
120130 121304 【BL ドリンク擬人化】「コカアディクション ～『伊藤君と円先輩』サイドストーリ
ー～」がパブー http://t.co/uGV4viTs 閲覧＆ DL523 回+魔法の i らんど http://t.co/1aksF37b 読者数 580

人で 1000回越えました☆応援ありがとうございます♪
120130 130139 レコードチャイナ：日本の外国人労働者は 68万人、うち約 43％が中国人―中国メディ
ア http://t.co/JvvQZ2gb 原発事故があったのに前年より 5.6 ％増加した事に驚き！春節の時、日本に来て
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くれた中国人も多いっていうし、ありがたいね。
120130 135734 【百合話】昨日は働き詰めのカノジョを一日寝かせるのが大変だった。ベッドから起き
て「あれをやらないと…」と言うカノジョをとにかく寝かせて。震災後からとにかく職場は大混乱で、そ
れをやや乗り切ったと思ったら部下が亡くなって、それを乗り切ろうと思ったら泣いてる上司がポカやっ
て……。（続く
120130 140522 【百合話】もうカノジョが突然死したらどうすんだよ、とか思いながら日々が過ぎていっ
て。なんとなく疲れて今日はぼーっとしている私。はぁ～。これきっと明らかに躁状態だよな。なんとか
休ませないと。困ったな。しかし私も友達が死んだショックが大きくてスナック菓子食べ過ぎ。あ～あ。
120130 142601 映画『シャーロック・ホームズ シャドウ ゲーム』 http://t.co/FsNOU0yo おお、続編
が作られたんだ。原作のホームズってヤク中でワトソンがいないとどうしようもないダメ男ってイメージ
があるんだけど、このシリーズのは肉体派で１の予告を観た時、超吹いた wオススメです。
120130 143128 「ダーク・フェアリー」2012 年 1 月 21 日（土）シネマサンシャイン池袋ほか全国ロー
ドショー！ http://t.co/l4q8jYWC 先日観に行った映画。子役ベイリー・マディソンが天才過ぎてちょおお
おおお怖かった ＞＜ もうね、CGの妖精が出てくると安心するレベル。オススメ。
120130 144513 映画『TIME』オフィシャルサイト 2012 年 2 月公開 http://t.co/YVIyoiRF 次に観たい
映画はコレ。富豪＝長命。貧困層＝短命。金銭が時間。そんな世界の SF。映画館でポスターを観ながら。
私「面白そうだね」カノジョ「でもこれ現実と変わらなくね？」私「そうかも……」
120130 144928 来月は「ペントハウス」とか「はやぶさ」とか面白そうな映画が沢山やってて嬉しい。
特にペントハウスはエディ・マーフィーが出るので楽しみ。
120130 153816 米ツイッター社：法律違反の書き込み削除へ、検閲の恐れも - 毎日ｊｐ(毎日新聞)
http://t.co/Ki8BEnWJ どんな新しいメディアもそうなんだけど、規制強化すると終わるのよね。そろそろツ
イッターの春も終りかなぁ。
120130 154026 スマホ：京大とＮＴＴ、リウマチ症状計測のアプリを開発 - 毎日ｊｐ(毎日新聞)
http://t.co/1QVNwxdX これいいなぁ。
120130 164019 『名前のない女たち』（中村淳彦 宝島社文庫）を読んでいたら一話目の企画 AV 女優・
結城杏奈が「ママがね」って言いながら蒸発した父が母に残した借金を返すために風俗で働いていて泣け
てくる。アゲ嬢もママ大好きだよね。
120130 204254 私はかなりのシーンを薄目で観てました w 演出とか屋敷とか良かったですよね。 RT

@junkyboy411: @DarkFairyJp 俺はかるいトラウマになりました。デル・トロは素晴らしい。
120130 211247 【AIDS】国立感染症研究所の週報を見ていたら同性間交渉での AIDS 感染者が 8 人…
…。おまっ、多すぎでしょ。いつも 2、3人なのに（異性間も含めると倍になる事が多い）。コンドーム装
着シーンを描いてない私が言うのもなんだけど、ゲイの皆さん、コンドームは着けたほうがいいですよ。
120130 234929 『Oggi』（小学館）を読んでいたら原発関係記事が超リアリストな危険厨で吹いた w そ
りゃそうだよね、正社員女性用雑誌で安全厨の意見とか書いたら呆れられて雑誌購読止められかねない。
しかし小学館って言えば超安全厨保守ってイメージなのに一応読者層に合わせて二枚舌というのに感心し
た。
120131 095059 わざとミスリードするように引用されても困ると思うけど、ほっとこ。どうでもいいや。
120131 095648 ああ～、ポケモンノブナガの野望を買って、あと一本ぐらい買えるかしらとワクテカし
ながら坂本賀勇の新作「キキトリック」http://t.co/5wEMmEGD を買うお金を握りしめて池袋へと行った
のに、ブックオフでひっかかって本を買ってしまった。orz （続く
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120131 100227 続き）それも 5000 円近く本を買ったのに全部資料で鬱になりそうなドキュメンタリー
ばっかりで娯楽本がない。昨日具合が悪くて買ってきた本でも読むかと袋を漁ったんだけど、読む本がな
い。なんかこうバカで明るい本が読みたいわ。ダン・ブラウンでも買ってくればよかった。いや、なんか
違うか。
120131 100832 あ～、もういっそ今ブクロリ用に調べているテーマを捨てて、次の話はネアカなバカ恋
愛話とかにしちゃおうかな。深いテーマのやつは子供が生まれてから書けばいいのかもしれない。それも
手かなぁ。うんもう、裏社会全体を調べていて「ママのために売春してるんや」みたいなのを読むと鬱に
なるわ……。
120131 101510 好きで売春するのを非難するわけじゃない。でもきっかけがレイプや親の借金だったり
するとニントモカントモ。そして絶対それが多数だろと本を読んでつくづく思った。多分 90 年代にあっ
たような「女はお小遣いのために援交してる」っていううわべだけしか見ていない言論にむかついている
んだろうな。
120131 102256 続く）なんかこう、多分隠されたレイプや、レイプを行なう親とか親戚とか、そういう
のは凄く多いのではないだろうかと本を読んだり、最近の出来事で思った。そしてその隠され方は巧妙で。
あまりにも巧妙で周りが気付かない。なんだかなぁ。
120131 123038 Reading:NHKニュース 鳥インフル研究意義 リスク上回る http://t.co/AtzDbG4E 研究
しないとワクチン作れないじゃん。アメリカが研究停止とか言ってくると、ただワクチン市場独占したい
だけなんじゃないかと疑ってしまう。日本人研究者頑張れ！抵抗しろ！
120131 134747 どこへいく？→新宿書店 →とらのあな たまには K-BOOKS とか選択しようよ、
私。。。
120131 140959 今日の昼食は東池袋・台北夜市。お皿を間違えて小さいのでよそってきちゃった！ 1000

円以下の中華バイキングです。茹で餃子がぷりぷり！醤油とってこよう。。。
120131 142202 気持ち悪くて物が食べられないことに半分食べたところで気付く。ああ。。。茹で餃子だ
けよそってくればよかった。そういや昨日から体調悪かったじゃん。。。失敗した。。
120131 142815 続き） 台北夜市はこんな感じのプレートで食べます。 http://t.co/7chYNMxO 味は 1000

円以下食べ放題の中で一番美味しいかな。まぁもっと安い食べ放題が西池袋にはあるけど、品数もこっち
のほうが豊富だし。しかし食べ続けたら冷や汗が出てきた。休みながら食べるか。
120131 144331 お休み中のバカツイート。新宿書店の流行は童貞少年（きっとただし青年 w）が御姉様
達に襲われる漫画だった。なるほどオタク市場の購買層が妖精なら童貞を主人公にすればいいんじゃん！
という逆転の発想。SM本は高くて断念。
120131 144730 続き）そして昼間は男性客が少なくていい！でもその少ない男性客もそそくさと出てし
まったので出ることにする。別に恥かしがることないのに。女性が新宿書店に間違って入るとかないから
ね！ただ男性向けの本が好きなだけだからね！いつも思うけど男性って女性よりシャイだよね。
120131 150459 台北夜市の杏仁豆腐、味が濃くて確かに美味しいですね！（たまにちょー薄い店とかあ
る）これはお得過ぎる w RT @timimamu: KFCのビルの上にある所ですよね？私もよく行きます w あそ
このエビチリと杏仁豆腐が好きでついつい食べすぎてしまいます（笑）
120131 154216 【BL】『Don't Worry Mama』（木原音瀬 BIBLOS）がめちゃくちゃ面白い。80Pにちょ
い H、100P にやっとキスシーンとおかずにはほど遠いんだけど。デブ専必読。おかずに使おうとすると
読んでも読んでもシーンがないのでイラつくんだけど、休日にまったり読むにはいい。
120131 155001 【BL 百合話】続き）なんか可愛いなー。キスしながら鼻呼吸出来なくて息止まるとか、
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うちのカノジョもよくあったなー w しかしうちのカノジョはなんで水泳が得意なのに、鼻呼吸が出来な
いんだ？ルールに則って呼吸してるからなのかな？
120131 163501 【百合出産】ううっ、萌えシーンを読んでいるとお腹痛い。気持ち悪い。もうこのシー
ズンやだ。原稿進まないし。泣きたい。聞くとうちの母も姉もつわりが酷く、出血が大量だったと。泣け
てくる。頑張ろう、私。やれても二年だから。今回は調子良かったから吐き気がしないと思ったのに！
120131 163913 【百合出産】結構早くから気持ち悪くなる人っているし、絶対出産ってアレルギーとの
戦いだよね。だってこんな吐き気おかしいもん。お腹痛いし。気持ち悪くて涙出るし。あまり書くと各方
面の人が心配するから書かないけど、たまには書いておこう。もう買い物しないで帰ろう。
120131 164132 【百合出産】気持ち悪くて涙が止まらない。諦めてタクシーで帰ろう。
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2012年 2月

120201 122916 Ｇｕｉｄｅ -Yuri BL Slash Novels Fujima Shion : 【読書記録 出産】『40歳！妊娠日記』
（大田垣晴子 文藝春秋） http://t.co/QamhbphZ

120201 124117 【百合出産】私の出産には主治医との連携が不可欠。先日大量出血して視界が白かった
ですと言ったら医者が貧血と血液中の酸素欠乏を比較図で書いてくれて、貧血は鉄摂ってりゃ治るし時間
もゆっくりだから余裕。それより持病の発作は酸素欠乏の緊急度が高いから注意と言われた。血中酸素量
計買おう。
120201 125728 【百合話】いつもカノジョと待ち合わせしてると「きっと君はこなーいー」という曲が
頭の中でくるくるーと流れる。逆に、時間通りに来ると驚く。そんな事書いてたら電話がきた。
120201 215527 【映画 セクマイ】今日『J・エドガー』を観てきた。超泣けた！ラブロマンス過ぎる！
そして横一列の同性愛者達（カノジョ含む）が最後近くの告白シーンで一斉に泣いててどうしようかと思っ
た。私はそこをぐっと我慢したんだけど（気分が高揚すると具合が悪くなるので）、最後はやっぱり泣い
ちゃった！
120201 220143 【映画 セクマイ】続き）感動の告白シーンでカノジョが泣くのは分るんだけど、同じ
列の一人で来た男性達が一斉にハンカチ握って泣いてたのが凄かった（カノジョの向こう側はカノジョが
教えてくれたんだけど）。同性愛者率高くて笑った。凄くいい映画だった。ミルクのスタッフが関わって
いるみたい。
120201 223855 やばい、あまりにも映画が面白かったので帰ってきてから感想を話しながらカノジョと
きゃっきゃうふふしてたら、イトマドの更新、忘れた！ ＞＜ 名波響とコカの関係を書いているので、
少しの間、週 3更新です。
120201 225121 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼１４２
本目『カナダ DRY カシス ジンジャーエール ３』（N:藤間しおん I:石原理） コカ×響 伊藤君の気
持ちは……→ http://t.co/DE7DoOH2

120202 105506 【Ｑ＆Ａ／牛乳メーカーが独自検査へ】不安解消目指して 会社・商品名を明確に : 47

トピックス - 47NEWS（よんななニュース） http://t.co/KOjhX1gV 苦情をいれた保護者さん GJ! ちなみ
にうちは西日本産マイナー銘柄のノンホモ牛乳を飲んでます。
120202 110012 松江市の中学生、逮捕相次ぐ 教育長が陳謝 - NetNihonkai-日本海新聞
http://t.co/Znk4oHCw 今まで事件は多かったけど逮捕してなくて、きちんと逮捕する警察の体制になった
だけなんじゃないかと思ってしまう。
120202 111346 【3.11 文明を問う】 第１回 「脱原発」 ゲアハルト・シュレーダー前ドイツ首相 : 47

トピックス - 47NEWS（よんななニュース）http://t.co/u4dA7quv メモ 47ニュースが面白い特集企画やっ
てた。
120202 160819 「大阪で雪」っていう呟きを読んで天気予報を確認したら神奈川とか千葉でも一部地域
で雪降っているのね。早く買い物に行かなくちゃ。微妙に寒くて動けない ＞＜
120202 164906 資料用になんとなく警察官僚の事を調べていて、育てのオバチャンが「警察庁※※に親
戚がいるから云々」って言うのをホラだと思ってはいはいって聞き流していたんだけど、今、調べてみた
ら本当にいて驚いた。オバチャンの与太話だったと思ってた雑談は事実だから困る。もっと聞いとけば良
かったな。
120202 165807 続き）全くセレブの親戚はやっぱりセレブかよ。と色々読みながら思ったりする。きっ
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とオバチャンは私を養女に迎えて家みたいなモンを残したかったんだろうな。でも維持費が高すぎて墓す
ら守れないよ、こんな貧乏じゃ。それに実母が私は好きだったしなぁ。
120202 170457 続き）きっとオバチャン的には私がオバチャンの養女になるのを断られるとか思わな
かったに違いない。と、今日、なんとなく思った。うちの子は生まれたらすぐにカノジョん家の養子にな
るんだけど、オバチャンの養女になってたら二人産んでたな、うん。オバチャンへの育ててくれてお礼み
たいな感じで。
120202 171300 続き）そういう事を言うといつもカノジョに「お前ってそういうところが保守的だよな」
と言われる。家とか血族とかそういうの。日本は古い体制の企業が多くて、同族経営から抜け出せなくて
ジタバタしている代表的なのがサントリーで、凄く上手く抜け出せたのが任天堂だと思う。任天堂のやり
方は凄い。
120202 172547 【百合出産】はっ！今質問が来たので答えておきますが、まだ妊娠はしてません。今月
判明するのはあと一週間後ぐらいです。一応基礎体温は 36.8度以上で安定しています。
120202 172910 【百合出産】最近うちのカノジョが「※と※※（子供が出来たらつけようと言ってる名
前）が生まれた時のために、今から早く帰る下地を作るために、徐々に徐々に早く帰らないと！」って言っ
て頑張ってくれている。それが嬉しい。
120202 174143 子どもの前で犬が交尾をはじめた！ あなたはどうする？: http://t.co/5psmTnvo ホモ
犬っているのか。知らなかった。（※ 映像はリバです）
120202 185409 Reading:NHK ニュース 鳥インフル ベトナムで死者２人目 http://t.co/FrEuXcxp 最近
ちょっと死者数が減ってきてたのに、昨年年末からまた増えてきたなぁ。なんでじゃろ。とりあえず死ん
だ鳥には近寄らない、鳥大量死は保健所に連絡を！
120203 082109 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼１４３
本目『カナダ DRY カシス ジンジャーエール ４』（N:藤間しおん I:石原理） 眠る響を舐め回すよう
に見る三鳥井。円先輩は？ http://t.co/q60EWKzA

120203 092416 口コミ不信をあおる「ステマ」は どこまで拡がるのか 行き過ぎた商業主義が共感のネ
ットワークを破壊する｜元「広告批評」編集長・河尻亨一の「月刊マーケティング時評」
http://t.co/vv6WoIpu ゲーム業界ではステマって当たり前だったけど今頃話題になっているのが可笑しい。
120203 092808 【ステマ】政治で有名なのはチームセコウだよね。小泉政権下は本当にネット界がわや
くちゃだった。2 ｃｈのニュース速報+は毎回大きな選挙当日だけとても議論がしやすいコピペや悪口が
なくなるまともな板になるんだけど、そういったことからもいかに日頃政治的な分断政策が行なわれてい
るのかも分る。
120203 100706 あ、10 時だ。今日こそ買い物に行かねば。お腹がぎゅるぎゅる鳴っているのに食欲が
ない。もうこのまま食事なんてしなくてもいい体になればいいのに。というか妊娠が楽になるようにあと
10Kgは痩せなきゃだし、ご飯食べるの止めるかな。
120203 101221 なんで妊娠サイトには「太った時は」って項目があって痩せなきゃいけないデブ用項目
がありませんか？そんなに妊婦さんはみんな激ヤセしてますか？不妊治療を始める前に痩せようと思った
のに、半年で 2Kgしか痩せられなかった。あと 10Kg、どうやって痩せればいいんだろ。
120203 134641 Ｇｕｉｄｅ -Yuri BL Slash Novels Fujima Shion : 【百合出産 妊娠検査薬】「チェック
ワンファースト」（アラクス）が買える東京都豊島区池袋駅周辺の薬局。 http://t.co/tDqO8oD4

120203 141910 【百合出産】ご飯食べたらまた吐き気……。これなんだか知らないけどホルモンバラン
スかなんかがめちゃくちゃになっているような気がする。でも生理中の鈍痛にも似た感じがするから、明
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日来ちゃうかな……。来ても大量出血だけは勘弁して欲しい……。マジ死ねる。
120203 185930 「グラップラー刃牙 幼年編」 | アニメ配信 | 無料動画 2000本以上！ | バンダイチャン
ネル #bchanime http://t.co/KXI6PRJg ４話まで観た。
120203 193036 東日本大震災：「乳児食品は１００ベクレル」 セシウムの新基準に緩和案－－文科省
審議会 http://t.co/GJHLZb8V 緩和案を 100Bqにしないと出荷停止の製品が出て市場が混乱するぐらい乳
児食品が汚染されてんのか。時間がある人は手作りしたほうがいいね。
120203 193250 インフルエンザ：患者数１．６倍に 定点医療機関報告 - 毎日ｊｐ(毎日新聞)
http://t.co/kaPMEg5i 1.6倍ってなんぞや。とりあえず皆さん予防的マスクをしたほうがいいですよ。暖かく
湿度のある空気を吸うだけで全然違いますからね。
120203 193656 インフルエンザ：流行、求職者訓練に影 発症、看病…出席８割切れば給付金停止 -

毎日ｊｐ(毎日新聞) http://t.co/gwQCp75U これはインフルエンザだと判定が出ても出席する人が出るね。
感染拡大しまくりだね。制度制度って、国民を殺す気か。
120203 194619 オスカー獲得に痛手？有力候補が女性差別騒動に 写真 5 枚 国際ニュース : AFPBB

News http://t.co/v7rp858Z 『アーティスト（The Artist）』は私も注目している映画なんだけどその役者がこ
んな騒動に。（続く
120203 195205 続き）私はこういうジョークが好きだけど、これきっと男女逆転させて、逆さになった
男の生足を持ってポーズ取っておどけた顔した女だったら苦情はもっとくると思うよ。女性より男性のほ
うが保守的で怒りっぽいからね wでも保守的過ぎてそんなポスターすら作られないか w

120203 205506 バレンタインデーに藤間紫苑に起こるイベント 「 同 性 か ら チ ョ コ を
貰 う 」 http://t.co/nwlFXS2b いや、知ってるし。チョコ貰えなかったら泣くし。ある年なんて私が
買ったチョコとカノジョが買ったチョコが一緒だったんだぜ。せーので見せて超笑った。
120203 205912 下のリツイート面白い w ツイッターとか FB とか MIXI って一日の生活が分るから怖
いよね w 私は具合悪い時、2ch に引き籠もってます。そしてメールは消音になっているので、緊急時は電
話ください。うちのアンドロイドはボケだから夜中着信の消音タイマーっつーもんが出来ないんだ
よ！！！！（続く
120203 210050 続き）もう日本語変換が超馬鹿とか（英語の変換予測はやたらと多い）、日本製にある
ような機能が全然ないとか、不便で不便で仕方がないから二度と海外製のスマホは買わないと心に誓った
のでした。ちなみにうちのは HTCです。
120203 210525 「xvideos」が死亡！ FBIの警告により新規アップロードが停止に http://t.co/ugiDTWxb

うわああああああ、最悪だああああああ！最近資料映像観るのに使ってたのにいいいいい！！ FBIの馬鹿
ああああ！！
120203 234826 【百合出産】今日予定日一日前ですがチェックワンファーストで検査したら陰性 ＞＜
私「今回ダメだったのかなぁ」カノジョ「卵ちゃんが聞いてたら落ち込んで流れちゃうかもしれないで

しょ！マイナスなことを考えない！」どっちにしろ体調がおかしいのは現実だもんなぁ。どういう結果に
なるんだろ。
120203 235153 【百合出産】しかし世の中は妊娠検査薬フライングしまくりで阿鼻叫喚の嵐！子供を作
りたい人がいる一方で堕ろす女性も一杯。凄い世の中だよね。一人の子供を産むのに 300 万ぐらいかける
女性もいるというのに。いやはや。
120204 005030 【百合出産 まだ終わらんよ】ネットで「チェックワンファーストは判定に 15 分ぐらい
かかる」（取説には一分と書かれている）と読んだのでゴミ箱から拾ってみたらこれ→ http://t.co/wcpluovq
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とりあえず明日朝一にもまた計ってみる。
120204 081031 Ｇｕｉｄｅ -Yuri BL Slash Novels Fujima Shion :【百合出産】妊娠検査薬陽性 2012/02/03

頑張れ、卵ちゃん。【レズビアンカップル】 http://t.co/bgOY1hhz

120204 092617 【百合出産】うわーん、病院に電話したら「先日の注射の影響で陽性反応が出る可能性
がありますので、来週中頃にまた検査してみてください」って言われた。＞＜ 先に言えよ～。でもとり
あえずまだ生理が来てないから、希望は捨てない。
120204 150618 【百合出産】凄い、妊娠サイトを見るとやはり阿鼻叫喚と妊娠検査薬のフライング報告
の嵐が（笑） しかし主婦の「子供作れ作れストレス」があるっていうのは知っていたけど、さらに毎月
こんな妊娠検査薬まで使って検査したり病院へ行っていたら、そら「うっきー！」って気分にもなるわな。
120204 151049 【百合出産】私は自分で子供を作りたいから作っているけど、圧力だとか、結婚したか
らだとかで子供作らなきゃストレスがかかる新婦とかは大変だな。私の姉妹は速攻で子供が出来ていたか
ら「子供まだ？」なんて言った事がないけど、そんな事を既婚者に言ったら一生恨まれそうだ。恐ろしい
世界だ。
120204 185049 【百合出産】友達とチャットしてて「そういえば妊娠中の Hってどうなるんだろうな」
と言われ私が「もう前回なんて二週間 H もオナも出来なかったんだよ！吐き気して！」と言ったら「人
体すげぇ ww 藤間紫苑が二週間もしないとか ww」と笑われた w いや、ホント、人体って凄いと思いま
すよ。はい。
120204 185425 【百合出産】出産のトライアルを始めるようになったら生理までの一定期間オナも無理
だし AVも見られないし一番困るのは Hシーン書けないし！吐くし！興奮すると気持ち悪くなってだーっ
て涙出るし！ Hしてる最中に「無理！もう無理！気持ち悪くて吐く！」とか言われる可哀想なカノジョ。
120204 185818 【百合出産】まぁ良かったのは週３はなんかしないと治まらないセックスアディクショ
ン気味だったのが強制的にリセットされたのと、パチンコに行こうとするだけで子宮が何故か痛くなるの
で全く行かなくなった事かな。しかし月の 1/3から 1/2が吐き気止まらずで最悪なんですけど……。
120204 190409 【百合出産】姉が「ママもつわり酷くてみかんしか食べられなくって、パパがあっちこっ
ちみかんを探して高い時期なのに買ってきたみたいだよ～。私も酷かったな～」なんてゆるふわな感じで
言ってますけど、これ辛いなんてレベルじゃない。。これがさらに酷くなったら、マジで物が食べられな
い。。。
120204 190614 【百合出産】母も姉も何人も産んでいるけど、凄すぎる。なんとか吐き気、治まってく
れないかな。いや、前回は治まった途端に生理来たよな……。それもなんかヤダ。
120204 204534 【百合出産】イライラを紛らわすために妊娠検査薬フライング日記を読んだら、とにか
く笑える（笑）「チェックワンファストの価格は夫に内緒です」って言いながら 8 本ぐらいの写真を UP

するご婦人（笑） 二回分で 1480円だもんね。凄いわ～。
120204 233305 橋下・特区構想の「あいりん地区」結核発症深刻（読売新聞） - Y!ニュース
http://t.co/WHnMiPnZ 結核……。
120204 233817 福島原発周辺で鳥が減少 日米などの研究チーム調査（北海道新聞）
http://t.co/yK7w7KoZ 「福島の方が生息数への影響が大きく、寿命が短くなったり、オスの生殖能力が低
下したりしていることが確認された。」研究チーム決死隊、応援してます。
120204 235627 120204武田邦彦×谷岡くにこ対談 5 - IWJ_AICHI http://t.co/FEyHI78b メモ 01:02:30

頃チェック あとで観る。
120205 102603 【BL ドリンク擬人化 Slash】「コカアディクション～『伊藤君と円先輩』サイドスト
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ーリー～」 PC＆スマホ PDF と ePUB で DLOK → http://t.co/uGV4viTs 携帯 OK→ http://t.co/1aksF37b

閲覧+DL+読者数が 1592回☆ありがとう！
120205 102931 【BL ドリンク擬人化 Slash】『伊藤君と円先輩 Labo』 閲覧数 3519回 DL数 92回
応援ありがとうございます☆昨年とらのあな等にて頒布した同人誌を電子書籍化しました！伊藤苑に入社
した伊藤家御曹子伊藤若葉と円先輩の出会い→ http://t.co/1LKFqWRm

120205 103325 【百合小説 無料電子書籍】『池袋ファナティックロリータ』 DL 数 193回閲覧数 4911

回合わせて 5000 回越えました！応援ありがとう☆地味なメガネ娘の土方香は母の借金を返すため家業の
メイド喫茶を手伝う。そこに硬派な親友近藤真琴が現われて→ http://t.co/VNuuMHnu

120205 220648 2号機原子炉、70度超に上昇＝冷却水増加で対応―福島第 1（時事通信） - Y!ニュース
http://t.co/Crq286Ai ４月ぐらいから思ってたけど、一応温度上昇のニュースはチェックしてるけど、燃
料がどこにあるか分からないのに温度上昇ってどういう意味があるんだろ。
120206 122009 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼１４４
本目『西瓜ソーダ』（N:藤間しおん I:石原理） 寝ぼけている名波響がコカの肌に……続く→
http://t.co/wnYEUK4L

120206 130146 米軍女性兵士、戦友からの性暴力被害者数が死傷者数を遥かに上回る
http://t.co/YGKsxQTP これ男性も含めたら凄い数になりそう。そもそもコンドームとか配布されているの
かも謎。
120206 130938 THE INVISIBLE WAR - Sundance Trailer (12/01): http://t.co/AXZMUV5E 米軍内の強姦事
件を調べたドキュメンタリー映画。日本語版って出るのかな。いつも思うけど男性の性被害はどうしてス
ルーされるかね（トレイラーにはない）。
120206 190537 NHK が頑張ってるなぁ。福井県 235 億、青森県 192 億などの寄付金が支払われていた
と。寄付金の相手を公開する義務がないって w じゃあどんだけマスコミとか学者に支払われているかも
分らないのか。マスコミだと広告費に分類かな。
120206 190800 【原発】福島までは知らなかったで済むけど、今後の原発事故は自治体とその県に住む
人達が推進していった（そのような首長を選んだ）わけだから、事故が起きた時に国へ補助金を請求しな
いで欲しい……。
120206 191008 【原発】続き）止めていた所が事故ったら仕方がないけど、今後再稼働させて事故起こ
したらさすがにその自治体の自業自得だよね。こんだけ余震が頻発している中で再稼働させるんだもん。
120206 192248 応募条件は「コネのある人」 岩波書店が来年度採用で - SankeiBiz（サンケイビズ）
http://t.co/p14vETCn まぁ世の中の企業にコネ入社が多いのは事実だけど、これは酷い w 今まで岩波で
本を出した学閥の生徒しか受験出来ないシステムだね。
120206 192855 続き）でもそういう学閥で採用しちゃうと、今回の原発事故じゃないけどさ、例えば山
下派ばっかりが編集者だった場合、新しいチェルノブイリのデータとかを採用しないで「私は安全を皆さ
んに言ってない。安心を語っている」みたいな本ばっかり出しちゃって岩波どうしちゃったの？みたいな
事が起きるな w

120206 194156 続く）つーか、コネ入社を公にして企業のレベルを下げるその人事部の人間をリストラ
して、優秀な人事部に入れ替えたほうがいいんじゃないかと思うレベル。でもきっと今までコネ入社しか
なかったんだろうな w多分それが公になっただけなんだろう。
120206 200646 東電、「世界最悪企業大賞」で堂々の２位入賞～「我々が作り出したのは、我々の手に
負えないものだった」とゴジラに例えられたＴＥＰＣＯ #BLOGOS http://t.co/l7Mb84fs 2 位というのは
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残念。全く、他の企業も酷すぎる w

120206 201505 http://t.co/CskQiyMo：ハッカー組織「アノニマス」、FBI の電話会議を盗聴しネットに公
開 http://t.co/GQGSVx3M アノニマス vs FBIの闘いはどこに向かうのだろう（笑）
120206 202043 【電子書籍】TOKYO MX TV の電子書籍特集を見たら、一太郎最新版が ePUB に対
応しててファイルが作りやすそうだなぁ。しかし adobe のを買おうと思ってるからどうするかな～。一太
郎はとにかく画像対応がダメダメで私は adobeに移行しちゃったんだけど、一太郎、頑張って欲しい。
120206 203207 【電子書籍】電子書籍のページ概念っていうのもいろんなサイトで違ってて、例えばパ
ブーなんかだと 60枚で 8Pなんだよね。600枚の小説でも 80Pと表示される。それが 600円とかで売れる
のかなぁって思う。
120206 205501 【電子書籍】一太郎欲しいなぁとカノジョに言ったら、一太郎をいつも使っているカノ
ジョが「どうせ不具合が出るからもう少し経ってから買うといいよ。そして画像を載せるのは相変わらず
使いにくいよ」と言っていた。う～ん。待っているうちにまた新しいバージョンが出るような気がする w

120206 205817 【電子書籍】それを考えると adobeの月額 5000円っていうのはいい値段だよなぁ。20000

円のものを買う時はカノジョに聞かないとだけど adobe 全部入り月額 5000 円だとお小遣いを削ってやり
くりする価格なんだよね。一年を通すと高いんだけど（60000円）何故か買いやすい罠。
120206 215930 【百合話】おかえり～って言いながらカノジョにキスしようとしたら「ダメ、今、うち
の会社インフルエンザが流行し過ぎて休業するかっていう勢いだから無理」って拒否られた ＞＜ イン
フルエンザの流行、どんだけ ＞＜
120206 220758 NHK NEWS WEB １７歳が快挙 バレエの新星誕生 http://t.co/kXZEiuD7 バレエ漫画
の名作『舞姫 テレプシコーラ』とか『MOON』の連載が終わった途端にこれ。きっと編集者は悔しがっ
ているに違いない。
120207 075030 【百合妊娠】今日の基礎体温が 36.59 度であー、下がったな、リセットかなぁ、なんて
思っているのだけど、妊娠検査薬には未だにうっすらと線が。注射のせいなんだろうけど、その影響力怖
いお。ここんとこ 37度を越えていたから夜中に起きちゃってて、ぐっすり眠れたと思ったら体温低下。orz

120207 080015 【百合話】友達と「百合なハッテンサウナが欲しいよね」と話ていて。結論が「誰もハ
ッテンしないでスポクラのサウナと一緒なノリになるのではないか」に。やっぱあれか「肉食系以外は帰っ
てくれないか」って美人番頭さんが入口で言わないとダメか。番頭さんはスキンヘッドマッチョなガチレ
ズでひとつ。
120207 081259 【百合話】続き）しかしそんなハッテン場が出来てもペットな私は遊びに行けないしな。
クラブはいいね。カップルでいけるし、おにゃのこ見放題だし。お喋りも出来るし。
120207 131229 【原発問題】二号機の温度が上がってキセノン確認されてないのにほう酸注入されてた。
温度計とかキセノン計とか本当に壊れてないのだろうか。このぐらいの温度上昇は 311 以降しょっちゅう
あったから別に驚く事ではないが今になってもキセノン出てません、謎の温度上昇でほう酸注入に疑問。
120207 131942 【原発問題】ホウ酸だってただじゃないんだから、投入するならきちんと原因追究して
くれよー。また原因不明のまま温度下がって忘れて再び温度上昇とか勘弁して。一年近いのに未だに原因
不明の温度上昇ってなんだよー。
120207 140643 種蒔きジャーナル 小出インタビュー http://t.co/Cx5MAzcD そっか、何万 Bqも検出され
たミミズって、京都大学の機材でもぶっこわれる検出レベルなんだ。
120207 141548 【本日のネット名言】「東電談では再臨界は起きていないはずなのに
なぜホウ酸を注入するんだ？」「ゴキブリでもいるんだろ」ニューズウィークの風刺漫画に送ってやりた
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いレベルのネタ。
120207 152211 海中トンネルに海水、５人不明 岡山・倉敷の製油所 - 47NEWS（よんななニュース）
http://t.co/wmCfXbaU このニュース、怖すぎる。どこかにヒビが入っていたのだろうか。

120207 152918 沖縄タイムス | 脱法ハーブ 初の立ち入り検査 http://t.co/nKDTrHcL ドラッグ関係の記
事を見るといつもお前ら元気だなと思う。一昔前は池袋駅前にも明らかに薬で頭いっちゃってるような激
ヤセ売人男が立ってたけど過剰な職務質問をするようになってからいなくなったな。
120207 155708 壊れる地産地消 震災後 野菜、首都圏で打撃 http://t.co/cTgTlHqr 震災後、ウチメ
シは 90 ％ぐらい西日本産になったな～。銀座はいいねぇ、デパートで簡単に入手出来て。私は震災直後
にデパートへ買いに行ったけど、店員の知識不足にイラついて通販に切り替えちゃった。
120207 160020 十六茶がトレンドに UPされていたから何事かと思ったらまどマギストラップか！
120207 160514 東京新聞:１６年五輪招致委の借金 ２０年委がスポンサー収入で清算:東京(TOKYO

Web) http://t.co/8x7HwjfS 多分あと 40 年は開催されないんじゃね？って思われる東京オリンピックだけ
ど、こうやって経済が回っているんならそれはそれでいいのかもしれない。
120207 160708 東京新聞 :東電女性殺害 高検、証拠２７点 独自に鑑定へ :社会(TOKYO Web)
http://t.co/G8wpLnfg 一部で原発関連の黒い噂が囁かれているこの事件。思わず注目。
120207 163351 「最高で 250 万円」という芸能人ブログ“広告”も ステマに業界危機感、健全化へ動
く http://t.co/w5saizKV ゲーム業界やパチンコ業界のブログしか見ていなかったからブログはステマが
基準だと思ってた。いや業界人ブログだからステルスじゃないか。
120207 164027 あと三日でニュータイプの発売日かぁ。やっぱり面倒だけどアマゾンで予約しようかな。
最近引きこもり日数が増えて困る。まぁ関節リウマチ患者の冬はそんなもんか。
120207 171012 ああ～、まどマギまだ見てなくって、どうしようストラップとか思っているうちに夕方
になってしまった。もう諦めよう。っていうか、もう十六茶、イトマドで扱ったやんけ。夢中になるのが
怖くて見てないのはまどマギと東方と、窓際に放置してある蔵王さんの百合本。なのはは観てはまったな
ー。
120207 171522 たまに金を稼ぎたくなってパロ本を出したくなるけど、人生の日数と書ける作品の本数
を数えると手が出せないんだよね。いや、マジメに今書いてる小説を進めろよって自己つっこみ。昔パロ
と評論本を出した時はあまりの売れ行きの良さに人生堕落させようかとマジで思った。でもカノジョに禁
止された。
120207 172250 ニュースや資料を読んで毎日原稿を少しずつ進めるのが世のため人のため自分のためだ
と分っているんだけど、堕落してー。金ほしー。東方とかまぎかに夢中になってむっちゃヌレヌレな同人
誌とか買いあさりてー。時間ねーけどしてー。みんなときゃっきゃうふふしてー。あ～、体力があればな
ー。
120207 184050 フェイスブック 日本など重点に NHK ニュース http://t.co/r2gDAtun フェイスブック
が日本で流行らないわけ。実名主義なのが日本になじまない。使い方がよく分らない。解説本を読んでも
既に仕様が変わってる。←これが一番ヤバイ w

120207 184218 ああ～、ミッチーが相棒降りちゃうのか～。でも二人とも似たようなタイプだもんな～。
初期タイプの相棒になるんかな。
120207 185825 北朝鮮：パソコン不正輸出容疑で会社社長逮捕…警視庁 - 毎日ｊｐ(毎日新聞)
http://t.co/uzFIryt7 うわ～、ポプラテック社長が逮捕されちゃったよ。昔は安い中古 PC屋だったんだけど、
今は PCの価格崩壊で新品が安くなっちゃったから使えなくなっちゃったんだよね。
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120207 190344 インド：フェイスブックとグーグル、中傷サイトを削除 - 毎日ｊｐ(毎日新聞)
http://t.co/jvxtNFhN 検索エンジンは海外を含めていくつかブックマークしておきましょう。
120207 192140 AKB48 高橋みなみの母逮捕！！ か？ 15 歳と淫行ってｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
ｗｗｗｗｗ http://t.co/voKgIDhW 週刊文春が元ネタです。
120207 195114 【福島 原発事故 フクシマ】 災害関連死、５７３人認定…福島の１３市町村 : 社会 :

YOMIURI ONLINE（読売新聞） http://t.co/134ngiak 内容を公開してほしい。
120208 002655 【ドリンク】スイカソーダ……いろんな意味で言葉が出ない……。とりあえずスイカよ
りメロンに味が似てる……。
120208 091349 うわー！粉雪が降ってるってツイートを見て窓を開けたら、本当に降ってるよー！東京
で雪、珍しい！
120208 094204 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼１４５
本目『西瓜ソーダ ２』（N:藤間しおん I:石原理） コカに悪戯した名波をちゃかす円先輩。真っ赤になっ
た名波は→ http://t.co/sY1LaUQs

120208 095846 単身女性３２％が「貧困」 ２０～６４歳、国立研究所分析 http://t.co/nSU4Ka8o 男
性は 25 ％。とりあえずレディースデーなどの女性サービスデーを叩く人は単身女性の貧困％を男性の 25

％に下げるか、単身男性の貧困％を女性の 32％に上げるかの運動したらいいんじゃね？
120208 100140 女性サービスデー等（他にも老人用とかあるけどね）が男女不平等だと言うのなら、ま
ずそのサービスデーの根本にある男女の収入格差を平等にするところから始めないとね。
120208 100722 ツイッターに流れているアマゾン３ DSランキングがポケモンシリーズばかりでビビる。
途中に入っている逆転裁判が輝いてる。まぁ年間 20 万近くゲームを買っていた私も昨年から全然買って
無くて、やっと買うゲームがポケモンノブナガだもんなー。ゲームはたまにぼーっと大航海時代 PC をや
るぐらい。
120208 102107 ８０歳男性パソコン壁紙は木嶋被告の「セクシー谷間」…３人不審死裁判（スポーツ報
知） http://t.co/T7srbPDp 殺人事件だからあれなんだけど、ちょっと吹いた w 木嶋被告が住んでいた
所って駅近マンションなんだよね。『モテキ』じゃないけど、モテは顔じゃないぞ。
120208 102909 福島第一２号機の温度、注水増で低下傾向に（読売新聞） - Y!ニュース
http://t.co/IFHsekaE だからこの絵だけじゃ一カ所だけ温度が何故上がったのか分らないじゃん。原因を
ちゃんと調べてよ。
120208 103241 県産シイタケ量産へ 循環型で大規模化計画 - 琉球新報 - 沖縄の新聞、地域のニュー
ス http://t.co/sZ6G4tgg いやっほー！沖縄の椎茸が増えるうう！と一瞬喜んだら、ほとんど県内消費で終
わっちゃうのね。大手企業とか、生産してくんないかな。
120208 103943 http://t.co/CskQiyMo：米客船２隻でノロウイルスまん延 航海中に５００人規模の発症
http://t.co/DU6JJ3Yd トラウマになりそうな感染爆発です…………。
120208 104257 http://t.co/CskQiyMo：シリアで弾圧激化、死者７４人 米大使館閉鎖、英大使召還
http://t.co/BsrlUGpq あらら、とうとう。中東、めっちゃ不安定だな。
120208 104741 なんかシリア情勢が緊張してんなぁと CNNをつけたら、内乱状態になっててびびった。
池袋で白人系外国人をよく見るようになったけど、不況っていっても、放射能汚染地域が広がっていても、
日本は安定してるもんな。日本にきたくなる気持ちはわかる。シリア→選挙って流れで CNN がハイテン
ション。
120208 105511 ネット上の反体制活動支える検閲回避技術、米国が開発支援 http://t.co/XNUPSlLk 「オ
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バマ政権は発足以降、インターネットの検閲を迂回して民主化活動家が連絡を取り合い、組織化できるよ
うにする技術の開発を支援してきた」オバマ格好良すぎる。一方 FBは規制に協力だもんね
120208 172402 お、おろか……ついまどマギを観てしまった！！！ 永遠の愛を感じた。
120208 172605 洗濯放置したまんま！ アホ過ぎる！！
120208 173913 【まどマギ 百合】まどマギを観て私がまどかなら「魔女退治なんてしないでほむらち
ゃんと一生幸せに暮らす」とかの願いにして全てを台無しにしそうです。今だってカノジョと死に別れた
ことを想像するだけで辛すぎてぽろぽろ泣いてしまうと言うのに！
120208 191402 TOKIO（農水省）「食べて応援」CM 動画－海外からの批判 | すべては気づき
http://t.co/sBeihlu8 こんな CM やっていたんだ。農水省はこの CM の経費を被災農家に分配したほうが
応援になるよ。
120208 233810 食べるって生命力だといつも思う。食欲がない。洗濯したら芯の寒さが取れない。この
冬の洗濯が鬼門なのどうにかしてくれ。同じ関節リウマチの人は手袋をしてると言ってたな。こんな冷え
るならすれば良かった。風呂に入っても体が温まらないってどうすりゃいいの。もう洗濯大嫌い。雪も嫌
い。
120208 234320 なんとか白血球っていうのがあって、それが多いと子供が出来にくくて、その数値が多
い病気の上位に関節リウマチがあったんだけど、そらこんなに冷えたら流産するわなと思う。あ、基礎体
温が上がるのは低体温を防ぐためか。だから関節リウマチは妊娠すると一時的に回復するのか。人体の神
秘だな。
120209 012701 20120205広瀬隆氏講演会 in郡山 - IWJ_FUKUSHIMA http://t.co/xBwXLFIn メモ 後で
観る。
120209 012742 20120205広瀬隆氏講演会 in郡山 後半 - IWJ_FUKUSHIMA http://t.co/jFnVDbKm メモ
後で観る。

120209 020636 【百合出産】早期妊娠検査薬と基礎体温の普及によって妊娠してるかしてないかすぐに
分かる昨今。あー、リセットかなと思って今日ぐらいからリセット友の会に入っていたらさっきリセット
きた。カノジョが昨日性欲が回復してる私に「次の卵ちゃんに向けてホルモン出しているのかな」って言っ
てた。
120209 021215 【百合出産】しかし体温下がっているのにリセットが来ないとそれはそれで怖い。この
数週間で妊娠についてちょー詳しくなった。そしてカノジョも少しママとしての自覚が芽生えてきたみた
い。それがなによりも嬉しい。
120209 021711 【百合出産】私にとっては結構命懸けな体験だけど、それで出産というものをカノジョ
が理解出来れば凄く嬉しい。命懸けと言っても主治医と相談して OK 貰ってるんだけどね。それでも高い
確率で帝王切開だろうと言われた。帝王切開でも無事に生まれるならそれでいい。
120209 023004 【百合出産 関節リウマチ】昨年の今頃、丁度イトマド単行本を出す頃、私の体温は
37.5-38.2 度をいったりきたりしてた。リウマトレックス投入で一応寛解しているので最後のチャンスと
思って妊娠しようと頑張っているんだけどこの十年間リウマチ発症まで謎の高熱が出て出産とか考えられ
なかった
120209 023633 【関節リウマチ】発症すれば薬を飲んで寛解することも出来るだけど、とにかく謎期間っ
てのが辛い。何度アルバイトについても高熱が続くようになって倒れてしまう。多分放射性物質による免
疫低下やぶらぶら病はこんな風に謎の病気を抱えながら生きていくことなのだろうと思う。
120209 024210 【関節リウマチ ぶらぶら病】続き）この未病状態っていうのが一番辛い。風邪もカノ
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ジョは３日程で治るが、私は一週間から一月かかる。だから外に行く時は 100%マスクをしている。放射
性物質で癌になる確率は何%というが発症前の辛さは誰も語らない。それが私には悲しい。
120209 024757 【ヘルス 原発事故】続き）科学者は病気について知らない。医者は原発を知らない。
病人は謎の下痢や湿疹に悩まされる。でも検査して原因を突き止める医療技術が日本にはない。海外なら
DNA 治療を発展させて治るかもしれない。でももう日本にはその技術も、国や国民や研究機関の金銭的
体力もない。
120209 025246 【関節リウマチ 原発】この間関節リウマチをおこす遺伝子が発見されたそうだ。もし
かしたら DNA 治療でリウマチが完治する時代が来るかもしれない。放射性物質による謎の免疫低下も
DNAをデータベース化すれば治るかもしれないけどもうそんな体力は日本にない。悲しいものだ。
120209 025850 続き）まぁ国民の DNA をデータベース化して狂四郎 2030?みたいな世界になっても困
るけど、未来ならその危険因子を丸ごと「治療」しそうです。でも DNA を書き換えすぎると何かの病気
とか流行った時に人類死滅とかおきそう。
120209 115921 あの福島の少女はどこに http://t.co/Qs1FaYha ロイターさんが震災直後に撮った写
真に映っている少女を探しているそうですよ。
120209 120210 ニュース番組のまま放置しておいたら何年かぶりにいいともの OP を見て、ノリが数年
前と全く変わっていない事に驚いた。まー、なんつーか、長寿番組の OP は変えないほうがいいよね。ポ
ケモンみたいに OP変えたりキャラ変えると失敗するしね。
120210 072403 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼１４６
本目『西瓜ソーダ ３』（N:藤間しおん I:石原理） 円先輩を賭けて伊藤君と希鈴がスイカ割り勝負！？
→ http://t.co/FwVjW81t

120210 075548 うっそー！新宿に行く時は必ず寄っていたジュンク堂が閉店だなんて！ジュンクはベン
チがあるから本を選ぶのに楽なんだよね。それでいつも行くと大量に買ってしまうので危険地帯なんだけ
ど！っていうか大型書店が出来る→小さい書店が潰れる→大型書店が潰れる→知の空白地帯というドミノ
倒しが……。
120210 075751 【セクマイ 百合】新宿ジュンク堂は百合雑誌アニースのバックナンバーが置いてある
数少ない書店だし、セクマイ系の書籍が充実しているから、買いたい人は早めに行ったほうがいいですよ。
120210 080512 最近あれか、芸能人はデキ婚しかしないとか決めてんのか！？見る結婚報告がデキ婚ば
かり。でもこの風潮はいいと思う。結局夜の相性が合わない人とは続かないし、仮面夫婦だと子供は気持
ち的にびみょ～だよね。やってから結婚は考えた方がいいと思うよ。やらないなら親しい友人関係でいい
んだよ。
120210 083552 【新宿ジュンク堂】新宿ジュンク堂の漫画担当者さんにはイトマドのフェアーをやって
もらったりお世話になりました。実は擬人化って有名なようで有名ではなくきちんとコーナーが作られて
いる書店って少ないんですよ。それだけ書店員の知識不足っていうのもあるんですけど。（続く
120210 083932 【新宿ジュンク堂】続き）新宿ジュンク堂の書店員さんはオタクできっちり擬人化コー
ナーが作られてました。結構他の書店は BL コーナーにばらばら置いてあったり、エッセイと BL に別れ
ていたりイロイロです。（続く
120210 084207 【書店とか】続く）書店っていうのは利益が少ないので 1995 年ぐらいからアルバイト
店員が多くなっていきました。そうすると知識の蓄積が出来ず、問屋が送ってくるのを並べるだけってい
う適当な棚作りが行なわれるわけです。さらにその本を分類する事すらバイトが多いと出来ないと。（続
き
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120210 084849 【書店】続き）そうすると本離れどころか欲しい本すら手に入らないと。そこで大型書
店は検索機で本を見つけられるようにすると。でも本の題名が分らなくて棚をうろうろ探している場合は
結局棚がきちんと出来てないと探せないんですよね。（続く
120210 085326 【書店】続き）だから本当はもっと社員を増やしてもらいたいと思うけど、実際は凄く
少ないです。私が書店員をやっていた店は 2/3 が社員だったのですが、もうそんな時代は来ないんだろう
なぁと思ったりします。私が結構広範囲に情報を書き込むのは書店員時代の知識が役に立っています。（続
き
120210 085646 【書店】続き）駅ビルにあった中堅書店だったのですが、そこそこの広さがあり、さら
に書店員は全ジャンルの書籍がある場所を覚えるので知識が豊富になりました。その後、大型書店のアル
バイトをやっていたのですが、専門知識は深くなるのですが、全ジャンル押さえられるわけではありませ
ん。（続き
120210 090655 【書店】続き）個人的には駅ビルに 1 フロアぐらいが買いやすいというのもあって好き
です。でもセクマイ系や BL 本は大型書店じゃないと沢山置いてもらえないので、難しいですね。それに
してもセクマイ関係書籍が充実していた新宿ジュンク堂の閉店は悲しいなぁ。。。
120210 093517 東電経営、国が実質支配 議決権３分の１超取得で調整 http://t.co/0QS7hrtV これ、菅
政権だったらもっと安心してニュースが読めたんだけど野田だとどうかなぁ。それでも自公よりましなの
かな。脱原発をしてもっとましなエネルギー会社になって欲しいよ ＞東京電力
120210 105322 【アニメ】タイバニっていうのが流行っているのは知ってたけど、今入手したニュータ
イプで初めてキャラを見て鼻血吹いた w そして永野護のページが少なくて涙した。早く連載再開してく
れよー（泣
120210 112847 ３０、４０代独身の子供の親 ９割が「結婚望む」 - MSN 産経ニュース
http://t.co/unHpdHuY この年代の子を持つ親の 20%が何故「見合う人がいない」とか上から目線なのか分
からないのですが。こういう親の子供だから、子供に恋人が出来ても結婚しないんじゃ？
120210 113553 親って大事だけど、アラサー以上は親にきっぱり NO! っていうのも重要だよ。そして
パートナーを親から守るのも恋人の役目だからね。いやこれ、アラサーじゃなくても重要ね。
120210 130003 【マンガ】同人誌を買いにとらのあなに来たというのに、五階のダーティ松本の前で止
まるワタクシ。真鍋譲治が女子プロマンガを書いていて、絵が変わってて驚いた。小説でも買っていくか
なー。同人誌どうしよう。
120210 133153 【まどマギ】とらのあなにむっちゃヌレヌレなまどマギ同人誌を買いにきたんだけど、
好みのパターンがなくって、いっそ自分で書いたほうが早くね？って気分になった。つーか、多くのが百
合じゃねえ。それふたなり。だれかまどマギのハードなガチレズとか読みたい人いる？あ、堕落の一歩。。。
120210 133934 【まどマギ同人誌】ふらいぱん大魔王ってとこのが可愛いんだけど、ふたなりかぁ。で
もほむらちゃんが「まどかのザーメ●」って言ってるシーンは可愛いわ。ここのほむらちゃんは好みだな。
120210 150751 【同人誌】うわわわわあん、タイバニの武若丸のが両方女体化百合かと思ったら、片方
だったああああああ！（ヘテロ）まぁ、いいか。タイバニ観てないのに、武若丸の本、大人買いしちゃっ
たよ。もうとらのあなには近寄らない！沢山お金使っちゃった！しっかしタイバニ格好いいな。
120210 153437 やっぱ、食欲ないな。豆腐ハンバーグセットが食べきれない。あー、もう寂しいウサギ
は倒れてしまいそう。どうしてこんなにダメ人間かな。家に帰って小説でも書こう。ちゃんと生きられな
いとママになれないよ。頑張れ、私。
120210 155122 やべぇ、ご主人様の放置プレイがきつすぎて、町中で涙が止まらない。長期出張辛すぎ
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る。こんなんじゃ子供が生まれたら、心配させちゃうよ。前々からカノジョが死んだらすぐ死んじゃうよ
とか冗談混じりに言ってたけど、本当になりそうで怖い。マジでご飯が食べられない。家帰って寝よ。
120210 155727 そもそもカノジョは私が側にいないと眠れないのに大丈夫なんだろうか。。。もう残して
帰ろ。せっかくご飯食べようって頑張ったのにな。卵ちゃんのためにも頑張んないと。共依存禁断症状半
端ねぇ。でもその辛さを解消するためにパチンコ行かなかっただけ偉かった。自分を誉めよう。
120210 161038 【まどマギ同人誌】あ、なんかさっきまどマギ同人誌の事書いたら二人ほど RT してく
れた人がいたから、とりあえずまどマギの原稿をアップすんよ。どうせカノジョいないしな。堕落して鬼
畜パロでも書いてるよ。きっと私の大好きなほむらちゃんが鬼酷い目にあってるようなやつ。何回も何回
も。
120210 162310 パブーってパロ OK なんだっけ？まぁ自分のサイトに UP すりゃいいか。このパロやる
と鬼畜物しか書かない性癖なんとかしないとな。どんだけオリジナルでセーブしてんだよ。原作が原作だ
し、大好きだからいろんなものをとっぱらって鬼畜書こう。
120211 020250 Ｇｕｉｄｅ -Yuri BL Slash Novels Fujima Shion : 【百合 まどか☆マギカ】『百合の歯
車 愛の輪廻』2011/02/11 第一回 まどか×ほむら http://t.co/OPIFD33h

120211 023505 【百合小説 まどマギ まどか×ほむら】あ、最初のほむらちゃんって鹿目さんって呼
んでたか。ミスった。でも可愛くないしマミさんの呼び方と重なってしまうのでまどかちゃんのままで進
みます。http://t.co/Cw3kF74E

120211 025518 【百合 まどか☆マギカ】『百合の歯車 愛の輪廻』2011/02/11 第一回 まどか×ほむ
ら 携帯向けも UPしました（ブログ更新）→ http://t.co/Cw3kF74E

120211 031657 今日頑張ったことと収穫。とりあえず途中までだけどまどマギ書いた。ニュータイプを
永野護のために買ったのに今やタイバニのクリアファイルがお気に入り。武若丸が相変わらず萌え。『超
昂閃忍ハルカ』二次ノベを買ってきて設定が勉強になった。タイバニ萌えで今書き中の BL がちょい方向
転換。お休み！
120211 102809 地震、結構大きい？
120211 142835 柿安で昼ご飯ー。 http://t.co/ROtanmkZ

120211 214352 【BL】姪っ子とタイバニの話でちょー盛り上がり！そしてお土産に武若丸の同人誌を
あげたら喜ばれた。性的にはまだまだ未熟だけど、いいオタク娘に成長したなぁ。（続く
120211 220254 【百合話】姪「胸が小さいから大きな胸の子に憧れてさ、胸を揉んでたら、被害者の会
とか作られてきゃー変態！とか言われるんだけど」姉「高校生っていうのはそういうものよ。ママもおは
よーちゅー♪って女の子とキスしてたしね。青春♪青春♪」私ももっと青春しとけば良かったです。註
共学です。
120212 010137 ＳＭバーで縛られていた全裸男 捕まえてみたら巡査長だった ― スポニチ Sponichi

Annex 社会 http://t.co/pQXt9Ib9 こういう心温まる事件って大好き（笑）しかし SMバーで全裸ぐらいい
いじゃんねぇ（笑）
120212 012425 【本日のネット名言】「ペンは剣より強いがカネには弱い」AKB48高橋みなみの母親が 15

歳少年と淫行し逮捕というニュースを大手スポーツ紙等がスルーした件についてへの書き込み。 確かに
その通りだなと思った。
120212 125428 ホイットニー・ヒューストンさん死去＝米ポップス界の女王（時事通信） - Y!ニュース
http://t.co/fINPhEAc ああ……。綺麗な歌声だったよね。

120212 125913 東京のクラブに大規模なガサ入れ。しかし何も出ず http://t.co/EAjt1cgH うわ～～～。
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なんかむかつく。なんぞこれ。ちなみに池袋西口にあるクラブのようです。
120212 131309 河北新報 東北のニュース／キノコ原木不足 主産地・福島が供給難
http://t.co/W3b8PYhD 原木きのこは危ないだとかなんだとか言われていたけど、なんとなく理由が分った
ような気がする。もうあらゆる流通が絡み合っていて、つれーな。沖縄ソバのあく抜きに福島木材の灰使
用とか
120212 132256 Reading:２号機 温度計の１つ上昇傾向続く NHK ニュース http://t.co/CMDuZV8v 今
までの傾向だと大抵注水量を増やすとか、ホウ酸入れるとかすると温度が落ち着いていたんだけど、すぐ
にまたちょっとずつ上がっているから、ちょっと注視したほうがいいかも。
120212 132723 ５カ月の長男、首締め殺害 容疑で母親逮捕 神戸 http://t.co/qhr29Cmc 人身売買とか
いろんな問題もあるけどさ、でも養子制度ってもっと規制緩和したほうがいいよ。どんどん子供が殺され
ていっちゃうじゃん。もう制度が古い証拠だよ。
120212 133354 東日本大震災 生態系の汚染／全容解明へ綿密な調査急げ http://t.co/AesBzrLZ 「染
色体の異常の有無」って野性の動植物の調査する前に、人間の染色体異常を検査してくれよ！
120212 172429 うわーお、新宿ジュンク堂の跡地って本当に家電量販店になるのね。新宿三越アルコッ
ト自体が閉店で一括貸し出しで家電量販店か。ヤマダとかなんかねぇ。池袋に大きなヤマダが出来て、ガ
ラガラに空いている平日を見ているからかもしれないけど、家電量販店よりは書店がいいよねぇ。
120212 172910 つーか、上はジュンクで下は家電量販店でいいじゃん。なんでジュンクまで撤退させる
んだ、三越伊勢丹ホールディングス。家電量販店は一階から五階で十分だろ～。あんまり広い家電量販店
作っても、池袋ヤマダの二の舞だよ。まぁこういう交渉は 311以前から行なわれていたんだろうけど。
120212 173519 インフル “けいれん”要注意 NHK ニュース http://t.co/2GGxwOqy お子さんがいる親
御さん、注意。
120212 180600 なんで世の中には悪口言ったり、勝手に人の仲を裂こうとする人がいるんだろうね。まぁ
一種の病気みたいなもんなんだろうけど。でもさ、全然会ってもいないのに、突然そういう話から切り出
されるとさ、悪口を言ってる人自体の人間性を疑っちゃうよ。もっとポジティブな話しようよ。
120212 181001 続き）なんて思うのは私が恵まれているからなんだとは分っているけどさ。悲しいよ。
みんな基本的には金もあって実家もしっかりしていて、私より恵まれた立場なのに、なんでそんなに辛そ
うに生きるの？ 人生なんて結構思い込みだよ。馬鹿になれって猪木も言ってるじゃん。
120212 181330 続き）多分私の生き方を妬んでいる人は、私自身になったらプレッシャーやらストレス
やらなんやらで生きていけないよ。そんな人の事を考えたり文句言ってる暇があったら自分が幸せになる
ことだけを考えなよ。上から目線だけどね、別に悪口を言われても私はいつでも君自身の幸せを願ってい
るよ。
120212 183032 【FSS】アマテラスの嫁、ラキシスは、アマテラスのところへと嫁にいく大変さを妹の
クローソーに理解されてて羨ましい。うちのカノジョは人当たりがよく、人前ではソープみたいな面しか
出さないから勝手に「幸せでいいですね」と思われて困る。（続く
120212 183358 【FSS 百合話】続き）お前らもアマテラスの嫁になってみろよ。それもラキシスみた
いにバランシェが超絶技能をインプットして産んで育ててくれるみたいな簡単なもんじゃなくてちゃあレ
ベルの能力なのに「努力しろ」とか「勉強しろ」とか言われて毎日走って生きていかなきゃ追いつかない
人生なんだぞ
120212 183801 【FSS 百合話】続き）でもそうやってリトラーとかアイシャとかいろんなものを飛び
越えてアマテラスの嫁になるのも能力のうちなんだって、FSS を読んだ私は知ってるから、他人に多くは
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望まないし、他人には無理だって知ってる。
120212 185155 ２８歳・巡査長、札幌ススキノのＳＭバーで全裸緊縛：社会：スポーツ報知
http://t.co/LldodIZd もうこの２８歳巡査長が気になって仕方がない。SM なんだけど何故か私の脳内では
BL変換されている ww S男に縛られているゲイ巡査長が、彼を好きな同僚に逮捕される的な BLw

120212 185856 Reading:２号機 温度計の１つ８０度超示す NHK ニュース http://t.co/vrwq5AJG なん
にゃろね。マジでさっさと原因を突き止めて欲しいんだけど、どうなってるんだろう。
120212 195114 内部被曝に迫る ～チェルノブイリからの報告～（内容全部書き出し）
http://t.co/wEtzbgVK 豚に人間と同じものを食べさせて内臓被曝の調査をするっていう手法はいいね。
120212 204328 なんとなく考えてみれば、あれ？ SM ショーってなんで捕まるんだろ？？？？なんか根
本的な事が分ってないや＞自分 真っ裸だったんかな。会員制クラブでもダメなんかな？？？ よくわか
らんな、風俗逮捕の記事って。
120212 204730 きっと警察の風俗の概念と、市民の概念が乖離しちゃってんのがよくわからない理由な
んだろうなぁ。基本的に警察って市民のためっていうより点数のための逮捕ばっかりだもんね。池袋なん
て誰も麻薬なんてやってないのにクラブに 150人体制のガサ入れして大失敗とかさ。恥ずかしいよね。
120212 211730 しっかしカノジョが留守で寂しいからって、ついハプニングバーとやらにこっそり偵察
へ行こうかと思ってた（けど踏みとどまった）矢先にガサ入れ事件。恐い、恐い。しかしガサ入れがあっ
た店、何故か流しソーメンの画像とかあってアットホーム？？あれ、何に使うんだろ。
120212 215534 『まど☆マギ』 魔法少女達で作った Google ロゴ！マミさんすげえｗｗｗｗ
http://t.co/6nRHYd78 可愛い♪
120212 224416 ああ～、今日高円寺のドキュメンタリーフェスティバルだったんだ！あ～～、行けば良
かった！一日ぼーっとしちゃったよ。残念過ぎる。ダメだなー、行きたいイベントはすぐカレンダーに書
いておかないと！
120213 023208 【百合話】出張中のカノジョと長い時間電話した。こんなに長く電話したのなんてすっ
ごく久しぶりで、昔を思い出して懐かしかった。これでカノジョが少しでも眠れるようになるといいな。
120213 024723 【電子書籍】最近電子書籍サイトの案内メールがよく来るようになった。しかし私の場
合、まだ無料電子書籍しか出してないから有料頒布しか出来ない電子書籍サイトだと登録が出来ないんだ
けど……。あちこちに登録したところで「●●万から支払います」とかだと支払われない金が増えるだけ
で無駄だし。
120213 024955 【電子書籍】過渡期だから仕方がないと思うけど、もう少し出展者側の広告や売り出し
について考えて欲しい。特にオリジナル文芸で、んな最初から有料にしてぽこぽこ売れるなら苦労しない
よ。有名絵師さんのイラストもつけないでさ。
120213 100905 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼１４７
本目『西瓜ソーダ ４』（N:藤間しおん I:石原理） スイカ割り勝負の勝敗は？円先輩は誰のモノに！？
http://t.co/vdgP8lWz

120213 163847 Futaba-machi Mayor on March 12, 2011 Explosion of Reactor 1: "Insulation Materials Falling

Like Large Snowflakes. http://t.co/vxyAR0rr

120213 165322 ２号機温度９０度超える 「計器異常」と東電 - 47NEWS（よんななニュース）
http://t.co/ArKyeG91 90 度を超えたら計器異常って。そんな普段から温度計の点検も出来ないような会社
が原発を管理しないでいただきたい。
120213 165440 【原発】ネットで「二号機 80 度越えたら計器異常くるぞ」と噂されていたが、本当に
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そういうニュースが流れて、笑った ww 信用出来ないねぇ、東京電力。
120213 225955 インド、女児殺しの慣習による危機 国際ニュース : AFPBB News http://t.co/78OsFFat

元々は侵略＆レイプによって愛故に始まった慣習が今はこれ。しかし他国はたかだか「跡継ぎではない」
という理由で女児を堕胎したりするから、インドより酷い。
120213 230323 極東で１カ月内にＭ７級地震予測 ロシア・カムチャツカ当局 - 47NEWS（よんななニ
ュース） http://t.co/gJUoCXB2 よし！震度 6 なら大丈夫！日本なら大抵の家は余裕余裕！……とか思っ
てしまった地震に慣れた自分が嫌。一応皆さん、気を付けてネ。
120213 231148 ムーンライダーズ・鈴木慶一さん登場！～「朝ドラ殺人事件」の事件簿（６）
http://t.co/tkEpE2I2 この記事を見るだけだと一体なんの番組に鈴木慶一が出るんだか分らないんだけど、
朝ドラってあの 8時にやってるやつなのかな。とにかく必見！
120213 232111 藤間紫苑がガンガン出しまくってるオーラ→【スケベ！スケベ！スケベ！スケベ！スケ
ベ！スケベ！スケベ！スケベ！スケベ！スケベ！スケベ！】 http://t.co/ydbDZ2kx ええ～？もっとスケベ
オーラを出したいと思ってるけど、そんな風に思われたことないよ。
120213 232426 【百合話】カノジョの出張中、それ程ご飯も食べてないし、少しは痩せただろうかと思っ
て体重計にのってみたら 6 0 0 g しか痩せていません。こんなん誤差の範囲内です。恋で痩せると
かいったってね、現実ってどうせその程度だよね。
120213 233438 【百合話】凄いわ～～。TLがバレンタインイブの呟きで一色だわ～。特に百合バレの TL

は可愛いわ～。チョコの話題で一杯！毎年デパートでやってるチョコレート催事場の記事を書くんだけど、
今年は書かなかったな～。池袋東武の催事場は覗いてもないや。明日見てくるかな～。
120213 233929 そんなに混んでいたんですね！凄いわ～。私は割と平日昼に行くので試食し放題です。
頭痛いので今年はしませんでしたが。 RT @timimamu: 池袋東武の催事場は今日見て来ましたが、どこ
も女性だらけの長蛇の列でとても並ぶ気になれませんでした(lll-ω-)ズーン
120213 235351 【百合話】そういえば私はカノジョに「他人に触るな。見つめるな」と禁止令を出され
ているんだけど、今思ったらイスラム教徒並の厳しさだな。でも友達が泣いている時とかあまりハグ出来
なくて辛い。そういう「慰める愛情」も他人に与えるなって言われてるから仕方がないんだけど。
120214 000137 ダメだ、バレンタインイブの TLが面白過ぎて RTばっかりしてしまう ww うぜえ www

いや～、自分で選んでおいて言うのもなんだけど、私がフォローしてる人達、最高 ww 面白過ぎる www

こんなにネットの書き込みが面白いから本が売れなくなるんだよ ww

120214 003059 セシウムが増えてるっていう書き込みがあったからリンク 定時降下物環境放射能測定
結果 http://t.co/oSIS4SLf （PDF）を見に行ったらセシウム 134が 2/10、4.45が 2/11、98.2、セシウム 137

が前日 6.46が 139、で吹いた。（続く
120214 003517 続き）過去のデータを見ると 1/2 のが 180 と 252だから、あの地震があった 1/2並の何
かが起きたってことだね。う～ん、あの後、結構大分落ち着いてきてたみたいなのになぁ。まだ 1/2 並じ
ゃないから大丈夫だけど（いやそれでも危険ですけどね ww）注視は必要かもね。
120214 004701 ２号機原子炉温度計「確実に故障」…回路に異常（読売新聞） - Y!ニュース
http://t.co/M7pU41nH え～と……先程の PDF 1 採取場所…福島県原子力センター福島支所（福島市方木
田地内）のデータ検証してたらこのニュース。どうしろと？今更爆発しても驚かんけど。
120214 005058 【原発】全く一年で二番目に楽しいバレンタイン当日にこれかよ。いっぺんどころか何
度でも死ねばいいのに、東京電力。でも明日はデートに行くよ。
120214 005259 【原発】どうせあの 311以降初の黒い雨、超高濃度汚染された雨んなか歩いちゃって、
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油断して手袋するのが一瞬遅れて手に雨粒一つ触っただけで超湿疹出来て数日で全身に広がって、湿疹が
四ヶ月ぐらい治らなくってっていう、最悪な目にもうあってるから、恐くねーよ、バカ。
120214 010237 【原発 百合話】人間はいつか死ぬ。原発の事故で日本人はその期間がちょっと短くなっ
た。だから好きな人がいる人は後悔がないよう告白しとけ。襲っとけ。レイプはやめとけ。一年で人々の
恋愛テンションが高くなるのはクリスマスとバレンタインしかないんだから、後悔なんかするな。どーん
といっとけ。
120214 011738 【百合話】ちなみに私がカノジョから初めてデートに誘われたのは高校三年生の頃でし
た。学校の人気者だったカノジョに「クラブ（あの時はディスコ）に行こう」と誘われて、行ってみたら
自分一人しか誘われてなくて驚きました。（続く
120214 012017 【初デートの百合話】でも友達に「一緒にいこ」って言ってなかったから、薄々自分も
デートに誘われたんだって気付いていたのだろうと思います。でも半年前はめちゃくちゃカノジョに反発
してたし、高校卒業時期には超仲良くなっていたとはいえ、二人っきりの初クラブというのはドキドキし
ました。
120214 012504 【百合話】続き）その日は初めて二人っきりで出かけた日だったので、よく覚えてます。
クラブ自体も初めてでしたし。恋人として付き合い始めるのはそれから暫くしてからなのですけど、はっ
きりとカノジョを意識したのはその日だったと思います。（続き
120214 013054 【百合話】続き）その時、好きか嫌いかっていうなら「とても仲が良かった」というの
が正直なところだったと思います。セックスとか考えていませんでしたし。半年前まではとてもカノジョ
に反発してたので（むしろウザくて嫌ってた）、多分カノジョは一生懸命私を懐柔していたのだと思いま
す。（続き
120214 013320 【百合話】続き）うざくて嫌いっていうのは何故かっていうと、漫画研究会とか文芸部
とかでカノジョが作品の指導してリーダーシップを取るんですね。でもみんな気持ち悪いぐらい付き従っ
ちゃうんですよ。なんでもかんでも。（続く
120214 013458 【百合話】続き）そういう周囲の反応が気持ち悪くて部室を変えたら、そこにもわざわ
ざついてきて面倒だから元の図書室に戻したんですけど後からカノジョに聞いたら「マン研なんて全然興
味なかったけど、お前がいたから行ってたんだよ。だから部室とか変えても無駄に決まってんだろ」と言
われました。
120214 013917 【百合話】続き）いわゆるカリスマ体質なカノジョと、カリスマ性が全く影響しない私
（うちの母も超カリスマ体質だったので慣れてた）の出会いだったので、私は反発して嫌っていたのです。
でも何故か半年後には仲の良い親友になってて不思議でした。（続き
120214 014444 【百合話】続き）そんなこんなで卒業近くの頃、遊びに誘われて会ったら二人っきりだっ
たので驚きました。なんとなく意識はしていたけど「え～と……」ってカンジで。キスをしたりするのは
それからさらに数ヶ月後なんですけど、初デートは楽しかったです。（続く
120214 015059 【百合話】続き）私のフォロワーさんは多分受け身なオタクさんが多いと思うのですが、
誘われたら断らない勇気が必要です。あと二人っきりでデートする勇気。ドキドキするからってお友達を
誘っちゃだめ（笑） では皆さん、ハッピーバレンタインデーをお過ごしください♪
120214 024117 【百合話】続き）あ、ちなみに私は高校生の頃、男女共経験あり（男性の挿入無し）で June

とレモンピープルとロリポップとさぶと花ゆめがお気に入りで学校に持っていって回し読みしていた娘
だったので、生粋のレズよりバイです。なのでカノジョがノンケを落としたのとはちょっと違います。（続
き
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120214 024435 【百合話】続き）読書傾向にさぶが入っているのは漫画研究部にいた女性の先輩の影響
でして。その先輩から永井豪を紹介され元々バクシンガーは好きだったんですけどマッチョ好きに目覚め
たんですね。（続き
120214 024604 【百合話】続き）その先輩が実は BL 漫画家の松崎司先輩（高校の先輩）をリスペクト
しててリアルゲイの「概念」が高校生の時に出来上がっていたのでした。その後にカノジョに出会ったの
ですからそういう思想の伝播も運命ですよね。（続き
120214 024915 【百合話】続き）なので好きな娘がヘテロかバイかびあんかなどを見るのに、本を貸し
て様子をみるというのも手です。今ならゲイ映画の『J・エドガー』を一緒に観に行って様子を見るとか
ね。「ディカプリオが出てるし～」的なお誘い方法で（笑）
120214 025217 【百合話】あ、訂正。「レズ寄りバイ」ね。バイでもレズビアンに近い女性の事。
120214 054856 菅前首相夫人が脱原発デモ賛同人に http://t.co/SJJoYAAb ヒラリーの時も思ったけ
ど、伸子夫人が首相になってたら話が早かったよね。ヒラリーは残念ながらオバマに負けてしまったけど
さ。脱原発派で菅が首相を降りるように煽ってしまった人はちょっと反省したほうがいいよ。
120214 144935 イヤッホオオオ！体重が 600g減った！ここ一年で一番低い数値
！いいバレンタインデーだなぁ。ダイエット頑張ろう！
120214 220952 【百合話】幸せ。
120215 032132 【百合話】なんか変な時間に起きちゃったなぁ。というわけで夜中の百合話。今日カノ
ジョに「枕元にエロ本を置いとくんじゃありません」と言われる私。その本、武若丸のタイバニにょてつ
さん本はカノジョもめっちゃはまりました。名作やー。
120215 033215 【百合出産】今日カノジョに「あのね。。。」と先日の検査結果でエストラジオールが過
剰だったのを伝えた。私「癌健診やったばっかりで正常だったから確率は少ないんだけど、卵巣癌の可能
性もあるんだって。でも医者は癌健診結果が正常だったと言ったらスルーしたから大丈夫だと思う」
120215 034030 【百合出産】続き）なんでそんななのか分からなくて不安。ただ女性ホルモンが多い体
質ってだけならいいんだけど。それでも基準値 100 オーバー超えって（基準は時期的に 150-250）。だだの
体質なだけなのかもしれない。（続く
120215 034509 【百合出産】続き）ネットで調べると「女性ホルモンを増やしましょう」とか「多いと
卵巣癌の可能性が」としか書いてなくて、どのぐらいまで多いのが大丈夫だとか書かれてない。（続き
120215 034904 【百合出産】続き）ただ単に多かった。それだけでありますように、と祈った。しかし
今まで体毛も濃いし女性ホルモンが多いとは思ってなかったので意外だった。
120215 054133 ツイッター公式サイトのデザインが変わって混乱中……。私、バーを右側にしていて、
モニター大画面の左側を中心に使っているから、めっちゃ見にくいわ……。ついっぷるは繋がりにくいし、
なんだかなぁ。
120215 072615 【BL ドリンク擬人化】『コカアディクション』PC＆スマホ DL数 35回閲覧数 1145回
http://t.co/uGV4viTs 携帯読者数 995 人 http://t.co/1aksF37b 合計 2175 回読んでくれてありがとう☆伊
藤苑御曹子名波響とコカのラブストーリー♪
120215 072935 【BL ドリンク擬人化】『伊藤君と円先輩 Labo』（小説 藤間しおん イラスト 石原
理 漫画 藤王さやか）PC＆スマホ OK☆ DL数 95回閲覧数 3678回応援ありがとう！ 2010年とらのあ
な等にて無料配布したイトマド設定資料集です☆ http://t.co/1LKFqWRm

120215 073516 【百合小説 無料電子書籍 350 枚程】『池袋ファナティックロリータ』DL 数 202 回突
破！閲覧数 5204 回突破！読んでくれてありがとう！メイド女子高生・香と硬派な剣道少女・真琴の恋愛
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物語☆ PC＆スマホ OK★ PDF＆ ePUBで DL出来ます♪ http://t.co/VNuuMHnu

120215 141612 マンキツって待ち合わせには最高。横にもなれるし。オープン席ばかりだと盗難が気に
なるから、東京は規制強化してほしくないなぁ。結局 PC 席以外なら身分証明書いらないから、入りやす
いし。そして今日は絶対とらのあなに近寄らない。入るとタイバニ破産するわ。
120215 142036 【百合出産】前に呟いた数値のこと先生に聞いてみたら「数値はとても良好ってだけで
問題ないですよ」と言われた。良かったー！という事は女性ホルモンが多いのか。太ってるから？元々？
うちの兄が女性に多い筈のリウマチになりやすい数値が高かったっていうから、もしや女性ホルモンが多
い家系なのか？
120215 142606 【百合話】うちの一族がやたらと早婚だとか、離婚しても速攻再婚するとか、恋人が多
いとか（これは母）、それがただ単に女性ホルモン過多の家系だからという単純な話だったら笑えるな。
しかし多いとリウマチとか血液疾患になりやすいとか書いてあったよ。うーん、親族にこう原病患者多い
しありそう。
120215 143944 【ヘルス】しかし今まで女性ホルモンの事とか考えたことがなかった。性転換の人が打っ
てるなー的な？妊婦はちょおおお女性ホルモンが分泌されるとか。ホルモン分泌によって周囲が妊婦さん
を守るように出来ているのかな。しかし体毛が薄くなるようなホルモンはないのか。
120215 161058 はやぶさー♪
120216 081240 避妊しない女性たち！６割が「大丈夫な気がした」 http://t.co/vTut0oSw 大丈夫な気が
したで妊娠しないならピルはいらないわな w「妊娠したくない女性にとってはむしろ、安全日など存在し
ないと考えたほうがいい」これ重要。
120216 084944 新宿の百貨店が時間短縮テストをしたようだ。そうでなくとも夜が早い新宿なのに、さ
らに早くなるのか。池袋は結構夜遅くまで開いているので新宿に行くと閉店時間が早くて驚く。
120216 090757 眠れない。朝から原稿を書いても、書くのが遅くて終わらない。なんか眠いような眠く
ないような。そして TV でやっているジンバブエのハイパーインフレの話、凄いわ。少なくとも日本は電
子マネーが流行っているから、ハイパーインフレになっても大量のお札を持ち歩く必要がないね。
120216 102237 【BL】なーんかめくってもめくっても読み進めても進めてもエロシーンがないなぁと思っ
たら、花丸文庫だったー！話は面白いし恋愛物語なんだけど、萌えがない。
120216 142444 タリーズで BL 本を読み終わってさて帰るか、と思ったらなんか隣でおなゃのこ達が恋
愛話してる。可愛い♪うーん、次の本を読むかどうか悩むなー。雪が降ってたし、家に帰ると寒そうだし、
もう一冊読んでから帰るかなー。あ、家帰って原稿進めなきゃだった。帰るか。
120216 145825 【BL】私も無人島に行ってカノジョといちゃラブしながら減量したいです。＞＜ あー、
昼ご飯にフォーセットとか食べちゃった。なかなか痩せられない。ケミカルなものをとらずに痩せるのが
難しい。
120216 150418 【百合話】私「お腹痛くて H 出来ないしキスして」（省略） カノジョ「だから出来な
い時にどうしてそうやって煽るようなキスするかな！」私「えっ？君、煽られるの？これで？」正直、20

年以上付き合ってて未だにどうしたら真面目なカノジョが興奮するのか、ポイントが分かりません。
120216 152252 いかん、次は隣の男性が同席の女性にニーハイを叩きながらニーハイはいいとかワケワ
カラン事を話していて吹くのを堪えるのが大変 wwww 連れのカワイコちゃんもよく吹かないよなぁ ww

120216 153642 こんな呟く暇があるなら、家に帰って原稿書こう。しかし喫茶店はいいねぇ。目の保養
になるし。なんかご近所仕様な格好でサンシャインに来ちゃっているんだけど、もっときちんとしなきゃ
なぁって気分になる。そんで隣の男女もまた恋話始めた。皆さんどんだけ恋話好きですか？
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120216 154204 やべぇ、隣の男性が話してる男友達の恋愛話が面白い。女友達に男として見てもらえて
ない ＞＜ とか男友達が嘆いていると。そんな男友達の恋愛相談乗っててなんかいい奴だな。しかし友達
関係から性愛関係になるには何を乗り越えればいいんだろう。百合っ娘にも共通するテーマだ。
120216 181854 時事ドットコム：児童虐待が過去最悪＝３９人死亡、性的被害急増－警察庁
http://t.co/Ncu2jjkz 加害者は男性（実父+養父＋内縁の夫）276 人：女性（実母）119 人なのに、ニュース
では女性加害者ばかりがクローズアップされる件。ちなみに性的虐待は 96件で約 1/4。
120216 183247 福島、医師の流出止まらず 大学、原発事故で派遣も敬遠 - 47NEWS（よんななニュー
ス） http://t.co/rMAxOhzk 放射能は安全ですとか体にいいとか言ってる医者は福島県に行ったらどうだ
ろうか。
120216 184219 http://t.co/CskQiyMo：バンコクで連続爆発 負傷者も http://t.co/DizkuQtx あ～、アメ
リカがタイ旅行者アメリカ人にテロの危険を警告してたけど、外国人を狙ったテロが本当に起きちゃった。
120216 211034 【NHK】すげぇ。大阪市が職員に政治活動をしたかどうかの思想調査してる www い
つから大阪市って日本じゃなくなっちゃったの？？ 反発とかそういう問題じゃないだろ、コレ。橋下っ
て日本より北朝鮮とか中国とかサウジアラビアのほうが生きやすいんじゃないかな。大阪市の人、可哀想
に。
120216 211503 病人の私には嬉しいニュース！病人差別されるのは嫌だけど、もうこの「クレームが嫌
だから病人の存在をなかったことにしよう」って風潮いやん。&lt;ヒロイン全員が障害者の恋愛ゲーム「か
たわ少女」開発チームインタビュー http://t.co/ravuz12u #niconews

120216 212446 【鳥インフル NHK】WHO で日本の画期的な研究を公開するか非公開にするか会議が
されているそうだ。アメリカに負けるな！どうせ公開しなくてもテロリストは情報を持ち、テロが行なわ
れた場合ワクチンがないじゃんか！未だに死亡率が 60％なんだそうだ。
120216 213345 【鳥インフル NHK】ぶはっ！日本人研究者が発表しようとしていた研究結果は何か
で変異させた H5N1 をほ乳類フェレットに感染させたら、なんと別のゲージにいるフェレットにも感染し
ちゃった（テヘッ っていう驚異の研究らしい。テヘじゃねーよ！！でももう出来てしまったら、流出は
防げないよ。
120217 002718 震災後の高齢死亡２９％増 福島、茨城、千葉３県
http://t.co/NWwdeWbd

メモ はー、弱いところから来たなぁ。私とか計画停電レベルで死にそうだから、他人事ではない。
120217 102817 【百合出産】やっとちょこっと長く眠れたけと、まだ寝不足で頭が痛い。病院の待合室
でも完全熟睡しちゃうレベル。まだ卵ちゃんは育ってないからトライアルは無理。小さな卵がいくつも見
えるそうです。元気に育って欲しいな。そのためにも寝ないと！
120217 120555 おはようございます♪未だに今日更新のイトマド執筆中……。いつもの更新は一話 400

字なのですが今週の更新は 15 枚程の短篇小説形式になります。響お兄様集中シリーズ完結編です。個人
的にはこういうカッコ良くって色っぽいお兄様がいたらいいなと思いますけど、伊藤君の気持ちはどうな
んでしょ！？
120217 121231 私はリアルでカッコ良くって男女に人気の優秀な兄を持っていますが、まぁなんていう
か小説みたいに「お兄様きらきら～」なんてなりませんよね。周囲の人達はきらきら～って瞳で見てます
けど。リアルなんてそんなもんですよ。ええ。なので「あぁ、こんな兄が欲しかった！」っていう願望込
みで書いてます
120217 170233 2/15島田市役所「がれき焼却抗議 9」: http://t.co/ngUWIs9l 私の静岡茶を静岡県民は護っ
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て欲しいわ。とはいうものの今や飲むお茶は鹿児島茶ばっかりだしな。。。金にまみれた静岡県知事は焼却
することによって静岡のブランド力をさらに落とすって気付いているのかな。
120217 171021 【ドリンク】うぉ！うちのカノジョが大好きなチチヤスが昨年いつの間にか伊藤園 100

％子会社になっておった！共同開発だけじゃなくて株も取得してたんかい！う～ん、いいメーカー同士が
一緒になるのはいいなぁ。朝のＹＯＯはカノジョお気に入りドリンクです。毎日数本レベルで飲んでいる
とか。
120217 172312 【ＢＬ】15 枚ぐらい……っていう感じで書いていた筈なのに今 30 枚……。こんなんだ
から疲れが取れないんだよ。しかし好きとか抱きたいっていう気持ちはなんなんだろうね。人の心って不
思議。あ～、それにしても一日コンスタントに 50枚書ける人になりたい。毎日 50枚書けたら世界征服出
来そうだ。
120217 235010 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼無料電
子書籍『コカアディクション ２』（N:藤間しおん I:石原理）頒布のお知らせ。 三鳥井が名波の体に→
http://t.co/WTLaalMr

120218 003411 【BL ドリンク擬人化】「コカアディクション１＆２ ～『伊藤君と円先輩』サイドス
トーリー～ 2012/02/17増補版」 #puboo http://t.co/uGV4viTs すいません、イトマドブログのパブーリン
クが間違っていました。正しくはこちらです。三鳥井×伊藤苑
120218 121919 くっそー！持ってきた BL 本が続き物の二巻だった件。家ある引っ越し後片付けていな
い 40 箱の中から一巻を探し出すとか無理！そんでブックオフに行ったら売ってねーし！あー、もう！チ
ャキチャキ部屋を片付けないと！
120218 122816 喫茶店に流れている BGM のバックに小さな音でいろんな種類の電話ベル音が使われて
いて、ずーっとりんりんりんりん煩い。最初はどこの携帯が鳴っているのかと思ったら BGM。曲作った
やつ、いっぺん死ね。そして流す選曲した有線ラジオ会社も死ね。耳がいい奴の気持ちも考えろ。
120218 124058 【イトマド BL】すいません、ブログに貼ってある魔法の i らんどのアドレスもリンク
ミスしてました。正しくはこちらです。コカアディクション 1&amp;2 http://t.co/9vN3fWgZ 31Pから第二
部が始まります。帰宅後に直します。Hシーンがありますので苦手な方はご注意ください
120218 125437 木嶋被告、愛人３０人…月収１５０万円 http://t.co/VPxnpzik 改めて感心した。どうし
たらここまでモテ力強化出来るわけ！？もう小説のネタレペルだよ、これ。
120218 125755 木嶋被告が証明したこと。可愛くないだとか、太ってるとかでモテナイとか思ってるや
つは、ただの甘え。
120219 093536 いーきーなーりー携帯電話が壊れたー。。。HT03A、二年半で寿命か……。
120219 102110 トマトジュース、完売続出 「脂肪燃焼効果」で人気 http://t.co/sxemkgsR いつもいつ
もダイエットやその他で商品ががーっと売れる現象がとっても不思議。とはいうものの私個人もついうっ
かりスピルリナを買ってきてしまった。orz

120219 102346 【放射能対策サプリメント記事１】スピルリナ（アースライズ社）放射線排出効果
http://t.co/4zHJC1nJ 外食が続いてしまい下痢再発ってことで、ビオフェルミン Sにプラスしてスピルリナ
を投入。あんまりサプリは取りたくないんだけどしゃーないかなと思った。（続く
120219 102718 続き）私はよく薬を飲んでいるので、サプリ等がいつ肝臓等に影響を及ぼすか分らない
と思い基本的にサプリは取らないで食事で充足させる方法を取っているのだけど、う～んやはり外食が続
くとまだ下痢再発しちゃう。まぁビオフェルミンとスピルリナぐらいなら大丈夫かな？と思って飲んでい
る。（続く
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120219 102912 続き）一番いいのは外食を止めて完全ウチメシにすることなんだけどね。下痢も治まる
し。なかなかそうもいかないのが悲しいところ。
120219 105336 おお、フォロワーさんのオタク系リストが満杯になりました。パート２オタリストへと
続きます。フォローをありがとうございました。フォロー/フォロワーさんも 2000人をちょい越えました。
感謝です。セクマイとかオタクとか健康とか経済とか原発とか百合のろけ馬鹿話とかこれからも頑張りま
す！
120219 110703 【兄妹】昨日姉に兄から受けた酷い仕打ちを聞いて鬱。兄の妹達を私物化する感覚どう
にかならんかな。ウテナみたいに兄の呪縛から解き放たれる話なら読めるんだけど、妹萌え話を見ると吐
きそうになる。姉と秘密を共有出来るからまだマシだけど一人だったら気が狂っていたわ。兄を制止する
お義姉様大好き
120219 111226 【兄妹】続き）兄はなまじ外面がよくて格好良くっていい人っぽく見えて男女に人気が
あって頭がいいから、なんか妹の私達が所有物感覚で酷い目にあっていても「格好良いお兄様にとても愛
されていていいわね。あの方の妹さんで羨ましい」と見られるだけで DVが誰にも理解されないのが困る。
120219 111543 続き）って書きながら兄のところをカノジョに変えると同じことが……と思ったけど、
自分で選んで一緒になり、酷い目に遭うのも自分の選択だと受け入れているカノジョと、生まれた時から
血縁者の兄だと、違うよなぁ。しかしいつも思うけど、兄とカノジョは似たタイプ。高校も一緒だしな。
120220 201421 【スマホ】なんとなく慣れてきました P02D。タッチの感度がいまいちなんだが、どう
やって直すのか分からない。前回外国製品を買って酷い目にあったので日本製品にしたのだが、外国製品
との比べてスペック低いわ、アンドロイド 4.0がねーわ、国力が落ちてて悲しかった。はーあ。
120220 202151 【スマホ】HTC03Aよりいいのはガラケー仕様全部載せなところ。文字変換機能が高い。
ダメなのはバッテリー二個目別売、音量ボタンが小さくスクロールに使いにくい。トラックボールがない。
文字入力部分が大きくて上下正確に押せない。指が痛い。電話を取る切るボタンがないのでわかりにくい
など。
120220 202332 【スマホ】でも
文字変換がまともならそれでいいかな。全部載せ機能も欲しかったし。それよりスペック高くしてくれ。
120220 232911 【百合話】何故か会話でレイプの事を話していて。私「君は可愛いから心配で。今まで
レイプとかされないで本当に良かったよ」カノジョ「あるわけないじゃん」私「でも大人数とかで来たら
抵抗するの大変でしょ？」（続く
120220 233404 【百合話】続き）カノジョ「大人数の方が命令をきかせやすいからもっとありえないね。
そうだろ？」私「しらんがな」さすが適職占いをすると『政治家』って出るカリスマ女だ。しかしこんな
俺様な女を母親に持つうちの子はどんな風に育つのだろうか……。私は恋人だからいいんだけど、心配に
なってくる。
120220 234133 【百合話】カノジョ「ちょっとまてコラ、私は俺様じゃないっつーの」私「俺様じゃん」
カノジョ「君のママじゃあるまいし」私「うちのママは俺様じゃない。ちょっと違う」（続く
120220 234329 【百合話】続き）カノジョ「そうだね……う～ん、女王様？」私「そうね。周りが自分
の命令に従って当たり前でしょ？って感じだしね」なんで私の周りはこんなんばっか？そしてうちの子の
運命はいかに！？私みたいにセカンド体質になるのかなぁ。もう少しカリスマ性を持って欲しいものだけ
ど。
120220 235028 【スマホ】家に帰って来てから「docomo NEXT series ARROWS X LTE F-05D」に富士
通電子辞書が入っている事を知りガーン！くっそ～、やはり店員のお姉さんの「クロッシィはいらないと
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思いますよ」なんて言葉を信じず、ハイスペックスマホにすりゃ良かった！
120220 235232 【スマホ】続き）あ～あ、富士通のこの電子辞書、アプリとして売ってくんないかな。
広辞苑が欲しかった。外で小説打ちたいし。なんて話していたらカノジョに「外で調べるな。さくさく書
け。そして外で書いたものをそのままネットに UP するなんて恥ずかしいことすんな」とか言われた ＞
＜
120220 235418 【スマホ】続き）でも先日書いていたみたいなまどマギみたいなのは外にいる時にちょ
こちょこ書き進めたりしたいんだけどな。あ～～、もうやっぱり調べないで買っちゃダメだな～。
120220 235628 【スマホ】続き）ちなみに docomo ショップお兄さんに「ハイスペック機種をよこせっ
てビックカメラ店員に言ったらこれ出してきたんですよ」って言ったら。続き
120220 235707 【スマホ】続き）お兄さんが「日本語能力は大分上がってきてますから、僕ならギャラ
クシーをオススメしましたね。今は海外製品がスペック違い過ぎますし使っていて便利ですよ」と言って
いた。う～～～ん。今度は docomoショップで買うかな～とちょっと思った。
120221 165249 【美容】お年頃の姪がいきなり「うち男だったらイケメンだと思うんだよね」と言った。
私から見るとかなりの美少女に見えるので何故そのように思ったのかと聞くと、アルパカのように嬢メイ
クばっちりな友人達に
すっぴんで
男の子のようだと言われたとか。(続く
120221 165810 【美容】続き)あー、なる程と
思いながら化粧の話をする。改めて見るとやはり姪は可愛い←伯母馬鹿 可愛くしたかったら眉毛を整え
て口紅付けるだけでいいんじゃないかね。新入生歓迎コンパとか以外は、と言った。(続く
120221 170524 【美容】続き)本当はアルパカ嬢に対抗するためにフルメイクさせたろかと思ったのだ
が、それで変な虫でも付いたらなぁという心配や独占欲が先にたってしまった。ダメダメ。カノジョが、18

ぐらいだと同級生も大人から見ると色っぽい子がわからないんだよね、と。(続く
120221 171317 【美容】続き)カノジョが、お前も色っぽい子供だったよ、と言った。私はスカートの
下にジャージを着るような子供だったので、どこが？と思ったのだが、色気とは関係ないようだ。私も未
だに少年期の尾崎豊似(ようするに男顔)だと
言われるので、美容院で眉毛を整えてきた。(続く
120221 171922 【美容】続き)眉毛を今風に整えたら、カノジョが美人さんだと誉めてくれる。ようす
るにもしかしてポイントって眉毛？と思うのだった。というわけで姪っ子に眉毛を整えるハサミと毛抜き
を贈った。抜き過ぎると眉毛は生えなくなるし、すっぴんの時、君が嫌いなすっぴん妖怪になるから気を
付けろよ、姪。
120221 174124 【百合出産】姪っ子が変な男にひっかかったらやだなぁ、自分をスカイツリーの上の棚
にまで上げてスロプなんて連れてきた日にゃ相手をマウントポジションでぶんなぐりそうだよ、私の前に
義兄が殴ってそうだけど、と
私。続く
120221 174839 【百合出産】 そしたらカノジョが、お前だっていつもは綺麗事を言ってるが子供が出
来たら絶対そうなるって。職業に貴賤はないとか言っていながらマウントポジションだろ？とかにやにや
笑いながら言う。だからメイクとか重要なんだよ、ageha とか与えるなよ、真面目な理系はそういうの嫌
うから、と
120221 181947 【百合出産】なるほどねぇ、オタク女子に地味系が多いのってそのせいかと思った。私
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は個人的に age 嬢みたいな可愛い系の化粧が好きだし、母は超ド派手な銀座ママ系だったので好きなんだ
けど、意外と人は見目で選ぶのかもしれんと思う。続く
120221 182337 【百合出産】続き) TV に出てたスカウトマンも自分達の世界にいるような女の子をス
カウトするって言ってたなと思い出す。それは化粧だったり服装だったりするのかなと改めて思った。続
く
120221 182752 【百合出産】続き) そしていつも私が ageメイクみたいな可愛い系化粧品が欲しいと思っ
ても何故かマツキヨのお姉さんに OL 系化粧品を勧められてそのタイプが増えてしまうのも服装か！と
思った。まぁうちのカノジョは age嬢より知花くららみたいなのが好きだから、いーんだけど。
120221 190524 【百合出産】今回の卵ちゃんはどんな子に育つのだろうか。ちゃんと着床して欲しいな。
姪は女の子がいい！と言ってる。女の子だったら楽そうだけど、男の子だったらどんな子になるのかな。
私に似たらリーダーシップがあるけどどことなくフェミニンな子になりそう。カノジョに似たらハードゲ
イに育ちそう
120221 191101 【百合出産】もしカノジョに似た女の子で生徒会長並みの真面目っ子だったら、ステレ
オで「ママ！部屋片付けなさい！」とか言われるのかな。
120221 195248 あ、今リツイートしたびあんパーティー、面白そうなのでリツイートしましたが、どう
いう団体がやっているのかは知りませんので、大人な自己責任でよろしくお願いします。
120221 200549 NHK NEWS WEB 原発避難の子ども達 続く苦しみ http://t.co/Pzvy0Dew 稼働している原
発周辺の差別問題も酷いけど、これも酷い。というか、日本に住んでりゃどうしても食品から内部被曝し
ちゃうから、福島出身者を差別とかナンセンスなんだけどね w

120221 202311 【百合出産】クローズアップ現代で卵子の老化特集をしていたようだ。私も卵子の老化
たか、子宮が着床しにくくなるなんてここ最近知ったことだ。だから姪には子供を作るなら早く作りなと
言った。20代で 60%ほどある妊娠確率は 40代で 8%程まで落ちる。それも排卵は月 1日。
120221 202630 【百合出産】卵子を凍結するのはいいことだが、着床するとは限らない。だから子供が
作れるなら作りたいなら早めに作ったほうがいい。独身女性の体外受精ならタイがおすすめ。ブログに書
いたが精子も買えるし日本語スタッフがいるので安心だ。
120221 204812 藤間紫苑が異性と密室で２人きりになった時に襲われる確率は『66 ％』です。（同性の
場合は『64 ％』になります） http://t.co/TM0DKSJu きゃー、おにゃのこに襲われちゃうんだ♪楽しみ
♪うちのカノジョ以外はずっとタチだったから新鮮♪
120221 210421 しかし下らない名前判断でもきっちりバイとして診断されてるな、私。。。
120221 224612 Ｇｕｉｄｅ -Yuri BL Slash Novels Fujima Shion : 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円
先輩』▼無料電子書籍『コカアディクション ２』 http://t.co/8o5DOHwy

120221 232138 【百合出産】あとびあんや独身ならボランティア精子提供者を募ったりしてシリンダー
方式で受精が出来る。私は義兄に提供していただいている。シリンダーはアダルトグッズ屋やハンズなど
に売っている。子供が欲しい人は早めがオススメ。
120221 233103 何故か seesaa のメール投稿テスト記事、記事自体が UP されないのに管理画面には現わ
れ、ツイッターには転送される不思議……。
120221 233715 【百合出産】百合出産についての記事は Guide の百合出産カテゴリーにまとめてありま
す。詳しくはこちら→ http://t.co/K21Af523 精子提供者がいないよ ＞＜ って場合はやはりタイが一
番かなぁ。電話して聞けますし、旅行がてら出来ますし。ちなみに収入など聞かれます。
120221 234847 んも～、システムが単純なのが好きなのに、ツイッターまでややこしくしないで欲しい
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よ。システムが複雑だから未だに FBが使えないよ。 ＞＜
120222 001015 【スマホ】P02D、エコモードにすると電力消費がおさえられるけど、10 秒でソッコー
消えてうざい。エコモードにしないと鬼のように電力が消費されていく。どうしろと。
120222 005507 【百合出産】うわー、信じられない。この重要な夜にカノジョが怒って家を出て行った
よ。もう DV された時のこと、隠しておくのもなんだからネットに書いとこ。でも卵ちゃん、絶対ママが
守ってあげるから大丈夫。無事に受精して着床して生まれておいで。卵ちゃん、絶対私が君を守ってあげ
るから。
120222 010140 【百合出産】どうしていつも排卵期に喧嘩するかね。というかもう同性愛者の DNA に
子供は作らないって書き込まれているのかね。別に仕事が忙しくて大変なのは分かるんだけど、さらにな
んで喧嘩売るかな。続く
120222 010437 【百合出産】 食事や風呂の前に H したいというのが、ベッドに入ってきた時に文章書
いてて 5 分まてというのはそんなに悪いことかね。眠っちゃうよと言うカノジョに諦め半分でじゃあ寝れ
ば？と言って、なんで私が責められるのかな。
120222 014819 【百合出産】カノジョが帰ってきて謝った。謝るぐらいなら最初から出ていくな。冷静
でいりゃいいのに。排卵期を調べるチェックをしたらまだ排卵してなかった。続く
120222 015639 【百合出産】カノジョ「君が私を好きにならないと排卵しないんだよ」私「好きに決まっ
てんだろ！仕事のレポート書く能力の 1/10 で妊娠の事を勉強してほしいものだね。食事を作ってくれる
のはありがたいが H した時とどっちが受胎しやすいか普通分かるだろ。君は自分の好きな事をしてるに
過ぎないよ」
120222 020152 【百合出産】なんて毎回喧嘩してると不妊治療に悩むヘテロ妻の気持ちがよくわかる。
カノジョが好いてくれてるのも頑張ってくれてるのもスッゴク分かるんだかど、なんかずれてんだよね。
てな感じで話すと世のお母様方に「うちはもっと酷かったわよー」なんて言われるんだけどサ。
120222 022614 はーあ、幸せになりたい。抱かれたい。いいね、BL 小説のキャラはいつも H してて。
もうあんなに種付けされてたら妊娠しそう。いや、二次ではゲイの妊婦が当たり前になってきてっけど。
あ、マライヒもか。あれ、どうやって妊娠したんだろ？
120222 025318 こういう時についハプバーとかに行きたくなるんだよな、結局行かないけど。あー、な
んか女性も風俗店で軽く抜くのが当たり前の世の中になればいいのに。3K ぐらいでちゃちゃっとさ。ス
マタ感覚で抜いてくれるような店が欲しいわ。でもそういう店があっても結局行けないんだろうなぁ。貞
淑な妻はさ。
120222 081151 はーあ、朝っぱらからダウナーな気分。メールが来たからカノジョかと思ってうきうき
して開けたら、兄からの祝福メールとか。すっごく心が荒んでいる時にこんなタイミングよく慰めてくれ
ちゃったりするから憎めないんだよ。まったくさ。
120222 081707 にーちゃん、出張中かな。じゃなかったら昼食にでも付き合って欲しいなぁ、寂しいし、
とか思ったけど食事とか誘ったらめちゃくちゃつけあがりそうだから、やっぱやめよ。
120222 083121 とりあえずちょー可愛い格好して映画でも観に行ってくるか。排卵期チェックだけはし
ておこう。あー、パチに行かず仕事もしてないとなんて無趣味なワタクシ。オフって何をしたらいいのか
分からない。でも無事に排卵受精するように可愛くして楽しんでこよう。
120222 085334 普段ならもっと体温上がるのに、なんで上がってないんだろ。やっぱり排卵期チェック
しても、排卵してないわ。ストレスかなぁ。映画行ってくるか。あー、もう！ただのタイミングなんだけ
どカノジョより兄のメールが先に来たのが悔しい。ほんの数分差なのに。なんでこう優しいかな、あいつ
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は。
120222 091819 お、義姉からもメールがきた。いつもデコメールで面白いなぁ。古いスマホを使ってた
私はデコメ使う癖がないんだよね。機種変更したから、これでやっと使えるなぁ。
120222 102629 いかん、映画館情報巡りをしていたら、ついゲイハッテン映画館に興味本位で行ってし
まったバイ男性のブログ記事を読んでげらげら笑ってしまった。しかしさ、ハッテン映画館って女優さん
が出てくる普通のピンクポルノ映画を流しているの？ゲイじゃなくても入りそうだなぁ。。。罠なの？
120222 103337 続き）なんかこう、男性文化の「知ってるよな？みんな知ってるよな？」的な情報隠蔽
みたいなのって、普通に見ているだけじゃ分らないから困る。空気読めとか言われても、注意書きがされ
てなければ読めません。女性お断りとかさ。
120222 111113 精子と卵子の出会いの酵素発見 大阪大、不妊治療応用も - 47NEWS（よんななニュー
ス） http://t.co/1R9QLZJh にゃんか可愛いニュース。
120222 111240 【ドリンク】酵素で食味アップ 果実や野菜のジュース、信大など技術開発
http://t.co/SBrUKa6p メモ
120222 111518 親の理不尽要求で学校運営阻害 教員疲弊、教育の質低下恐れも 学校・教育 福井の
ニュース ：福井新聞 http://t.co/rq3CtT0g 凄いわ～（笑） いや、教師は大変なんだけど、トンデモ事例
が凄すぎて笑った。
120222 111836 イラン軍幹部、「敵対国への先制攻撃」を警告 http://t.co/kXGabYFO 未だに核開発で揉
めている外国が不思議に感じる。チェルノブイリの住民もイランとか北朝鮮のニュースを見ながらこんな
気分だったんだろうな。そして全世界に原発を売りまくってた日本と。
120222 112213 米国で横行するアジア系いじめ、うつや自殺も突出 http://t.co/A3RmXJ3Q 精子バンクを
利用しようとしていた時、こういった問題は私とカノジョの間でよく会話されていた。白人系精子を購入
するかとか、いやハーフはやはりどこでも生きにくいとか。難しい問題だね。
120222 112625 【差別】京浜急行に週末乗るといつも米軍基地の男性とかが乗ってて。そんでもってこ
れがまたいつも隣が空いてるんだよね。私は教会の白人宣教師とかに慣れてるんでいつも隣に座るんだけ
ど、こんな都会でも日本は肌の色とかで差別がある。（続き
120222 113329 【差別】続き）そんな米軍兵をカノジョがちらっと見て「うちの同僚なら足をきちんと
閉じて椅子に座れ、隣にもう一人座れるだろうと指導するレベルだな。電車の中だからやらんけど」と言っ
てた。外国人慣れすぎなのに吹いた w 日本人が皆、このレベルで在日外国人に慣れているといいんだけ
どねぇ。
120222 114114 警視庁、「女子高生クラブ」摘発 労基法違反容疑 - 47NEWS（よんななニュース）
http://t.co/PNjfb00X 次からつぎへと風俗？店もよくいろんなのを考えるなぁ w そして警察とのいたち
ごっこも面白い w

120222 114451 続き）しかし女子高生のパンツぐらいエスカレーターとかでいっくらでも見られるだろ
～。ミニスカ制服大流行で見せまくりの女子ばっかりじゃない。ミニスカ女子も見られることを気にして
ないし。今時マジックミラー越しのパンツ一つに金払ってはぁはぁするってどんだけ純情なの（笑）
120222 115846 【映画】「エル・ブリの秘密 世界一予約のとれないレストラン 」にしようかとか
「X-MEN: ファースト・ジェネレーション」とか「メランコリア」にしようかとか悩みなやんでいて街に
行ったら結局「TIME」観ちゃった、だったりしたらどうしよう。
120222 120052 【百合話】カノジョから「私の事をらぶらぶ～って考えていればきっと卵ちゃんが生ま
れるから、らぶらぶ～ってしてて」なんていう可愛いメールが来た。くそっ、可愛すぎるだろ！反則だろ！
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くそっ！
120222 120935 【百合話】しかし百合話を書いていてふと思ったんだけど、考えてみればカノジョって
米軍兵だろうがヤクザだろうが態度変わらんのな。私も変わらんけど。でもってやっぱり命令口調なのな。
だから街中でいきなり見ず知らずのヤクザにプロポーズとかされんだよ。。。ヤクザ系は S 女性に弱いから
な。
120222 121243 【百合話】続き）でもそんな人によって態度を変えないカノジョが好きだなぁ。まぁち
ょっと俺様過ぎるけど。いや、ちょっとじゃないか。
120222 201710 あー、可愛い格好して街に出ても、行く所がヤマダ電機やとらのあなってどうよ。でも
散財しそうになったのを我慢したのは偉かったと、自分を褒めよう。
120222 202607 【スマホ】P02Dの電池、ソッコーでなくなる。本日もバッテリーを今の時間に替えた。
何が原因なんだろ。羊か！？羊なのか！？天気予報とかも結局アンインストールしないとダメっぽい。ア
プリの意味ないよー＞＜
120223 045924 【BL】なぜか北公次という人とジャニさんのホモ話のコピペを昨日読み、なんで貼っ
てあるの？とか思ってたら、本人が亡くなってて驚き！若すぎじゃない！？
120223 050923 【百合出産】再びこの五時頃起きてしまうサイクルに入りました。基礎体温は 36.64。
受胎しますように。昨日カノジョにサムライという赤い薔薇を 7 本貰った。そしてカノジョに「私の子供
を生んでくれ」と言われて嬉しかったなぁ。卵ちゃん無事産まれたかしら。排卵検査薬ではラインが出て
たけれど。
120223 083249 成績優秀なのに仕事ができない “大人の発達障害”に向く仕事、向かない仕事｜「引き
こもり」するオトナたち｜ダイヤモンド・オンライン http://t.co/fPjUxWGf この記事は病人に向いている
職業にまで言及しているところが面白い。
120223 084252 【伊藤園】 お茶“一本足打法”からの脱却で 2014 年に営業最高益を狙う｜数字で会社
を読む｜ダイヤモンド・オンライン http://t.co/cECwC6yu 新宿はタリーズコーヒーブラックがあちこちで
売ってる。伊藤園本社近くの自販機は 5本ぐらいブラックで占められてるのがある。
120223 125132 裏社会が血眼になって消す 真実のＤＶＤ「THRＩ VE」 ブログ http://t.co/wSk2gx0r

私は金の流れを見るのが好きでよく調べたりするのだが、大企業←銀行←銀行の株主←外国の証券会社←
外国の銀行←創設の歴史を調べる（ここがモルガン系だとか色々） （続く
120223 125435 続き）なんて事を調べていると「なんだ陰謀論って全然陰謀じゃないじゃん」って思う
のだった。カノジョが「反原発運動の広瀬隆がいつの間にか陰謀論作家になっちゃって」と言ったので私
が「いや、反原発→電力会社→投資会社→銀行→ロスチャイルドで全然おかしくないし陰謀じゃないじゃ
ん」と言った。
120223 125752 続き）いろんな歴史の流れや流行りがあるが、その時、金の流れを調べるのは重要だ。
だから私は「～が流行ってる」と言われた時、いつもそこの会社に金を出している所や資本金を調べる。
聞いた事がないような会社でも「資本金 7億」とかあって「巨大資金投入されてんじゃん。ステマ乙 www」
と思ったり
120223 130130 311 以降よく広瀬と陰謀論がネットに書かれているんだけど、私としてはこのように金
の流れをみれば全く陰謀でないものを「陰謀論」という言葉でちゃちゃを入れて思考停止させる植民地支
配の世論操作の方が恐いわと思うのでした。ちなみに日本の銀行・大企業・財閥はおおまかに米系と独系
に別れる。
120223 130639 続き）それは電力のヘルツにも影響してて、50ヘルツ（独規格）と 60ヘルツ（米規格）
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に別れていて、これが震災後の東西電力輸送においてネックになってる。日本は米国の支配下にあるのは
周知の事実だがドイツの資本下にあるのはあまり気付かれないので、調べた時、面白いなぁと思った。
120223 132250 続き）そんな話を家でしているとカノジョに「イトマドってさ、BL 小説だけど根本が
ダイヤモンド社とかの企業小説だよな」と言われる。すいませんね！色気がなくて！！うん、つい筆が滑
ると延々と企業や社会情勢の事とか書きそうになって困る。ドリンク評論はいいとしても 00 第一期みた
いな BLって。
120223 134016 Blind Love http://t.co/E3cLPcCB 『ブラインドラブ』っていうピンク映画。これめっち
ゃ面白そう。盲目の少女と腹話術師の恋話。
120223 134431 昨日「X-MEN:ファースト・ジェネレーション」を観に浅草の映画館に行った。隣の映
画館はハッテン場だとかイロイロな事で有名な場所。「X-MEN だし……大丈夫だよね？？」と思って入っ
たら「レディース＆カップルシート」なるものが後ろのほうにあった。（続く
120223 134729 続き）メガネを忘れて字幕が見にくいんだけど「後ろの女性専用席に座らないとネ★」
的な雰囲気。となりのおば様はフレンドリーで「ここ空いてるわよ」と教えてくれる。レディースデーな
のに池袋みたく 8 割女性ってわけではなく、8 割男性。結構混んでる。浅草の映画ファン人口の多さに驚
いた。
120223 135118 続き）レディース席は飛び石で座って満席ってぐらい混んでて「席、少ないよ……」と
思う。男性二人連れが多い、皆が挨拶してる、レディース席等を見て「昔のパチンコ屋かよ！」と思った。
アウェー感がハンパない。しかし池袋の治安は悪いと思っていたが、まだ治安良かったんですね！って改
めて思った。
120223 135906 【映画】『X-MEN:ファースト・ジェネレーション』 マグニートー×プロフェッサー X

に鼻血吹いた。映画全体は長篇漫画を無理矢理カットして作った感じで場所がばんばん変わってちょっと
見にくいんだけど、もうラストの二人が超萌えで最高♪いつも X-MEN って二人の LOVE で終わるよね。
120223 140624 【シネマ】池袋の映画館はかなり散らばっているんだけど、浅草みたいに固まっていた
ら選びやすくていいなぁと思った。シネマサンシャインと新文芸坐と成人映画館シネロマン池袋が並ぶカ
オス地帯になるんだけど、それはそれで面白い。
120223 141800 【X-MEN】そういえば X-MENって核による DNA変化によって生まれたのね。だから 311

以降よく掲示板で「日本人が X-MEN になる」って書き込みがあったのかと思った。確かに病気になるっ
ていうのは悪い方向への変化だけど、多分一定割合で凄い能力を持った子供も生まれてくるよね。
120223 142049 週刊文春記事「福島からの札幌避難の子供に甲状腺に深刻所見」との記事について、僕
が思うこと。 http://t.co/RadLf114 病気による差別問題って本当に大変なんだけど、子供の頃から病気だ
と逆に慣れるから、親御さんはふつーに明るく接するといいんじゃないかと思います。
120223 142329 【ヘルス】貴方は病気だから、と言ってやらせないより、当たって砕けて失敗させて、
どの辺りまでなら出来るか本人にわからせないとダメ。とはいうものの私もカノジョに「いくら行きたく
てもお前はフクシマに行っちゃダメ」とか言われてて、止められているけどさ。免疫弱いし元々血液疾患
あるからね。
120223 150116 日販、本「買い切り」導入へ協議 出版社・書店と ：日本経済新聞
http://t.co/nv19hoqZ 成功するかどうかは分らないけど、これって凄いニュースだし、書店・出版社淘汰
時代が来ると思う。出版社や書店は電子書籍や他の産業への投資を加速させたほうがいいかも。
120223 150943 続き）しかし数年前から都心の書店閉店速度がハンパないと聞いていたけど、問屋であ
り巨大資本の日販がきつくなる時代が来るなんてね。あぁ、この 10 年で書店数は三割減少してるんだ。
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厳しいってレベルじゃないな、コレ。
120223 152901 出版物の電子書籍化、費用を国が補助 被災地でデジタル化 - ITmedia ニュース
http://t.co/yK9IbtqQ 電子書籍などは放射能も関係ないし、書籍等の文化を電子化したりその下請け産業
を作ったり作家を育てたりして、東日本が活性化するといいなぁ。世界にも売れるよ。
120223 153422 続き）もちろん簡単な事ではないんだけど。電子作品なら線量が高い地域で製作されよ
うと作品が被曝する事はない。食べ物なんかはどうしても放射性物質を他の地域へ運んでしまう。貧乏な
家はどうしたって引っ越せないし国にも金はない。なら放射性物質と関係無い産業を活性化させればいい
のではないか。
120223 155839 時事ドットコム：逮捕の女「１８日に新幹線で上京」＝入院先から外泊許可、渋谷通り
魔－警視庁 http://t.co/r7wiyxOW 私が池袋に来てカノジョに言われた最初の注意は「危ないから道端で
じろじろ他の人を見るな。目を合わせるな」。皆さんも気を付けて。
120223 160107 未だに私が事件現場に遭遇すると警察官に何があったのか聞いたり、現場を覗いたりす
るとカノジョに「お前はまったくも～、危ないんだから。海外だったら刺されたり事件に巻き込まれたり、
いきなり警察に連行されたりするからそういう癖やめろって」と止められる。
120223 160558 カノジョにはいつも「事件があった気配がしたら危険だから全力でその場から立ち去れ」
と言われている。池袋はサンシャイン連続通り魔事件もあったし、殺人事件はしょっちゅうだし。最初来
て驚いたのは通勤路の公園からしょっちゅう遺体が発見された事。今は発見されないけど定期的に事件は
起きる。
120223 161841 ２０代以下のはずが…福原の「熟女」ソープ摘発 http://t.co/MaT7YoIg つっこみどころ
満載の面白ニュース。無料 AV なんかも女子高生とか書かれていても「ねーわ ww」と思うことが大半な
んだけど、海外の児童ポルノ規制推進派が児童だと信じたらどうしようと思ってしまう。
120223 194712 なんかぼーっと買い切り制度について考えていたんだけど、自分がもし本屋の経営者な
ら全部買い切りと言われたら店畳むわ、と思った。私は買い切り商品を大量に購入して売りさばいた事が
あるけど、めちゃ怖いんだぞ。
120223 195318 続き) 駅ビルで 1/3 程の範囲を押さえるリーダーだったし、書店不況は始まってたけど
毎年自分のエリアは全部売上を上げるという棚構成の企画力と販売力と店長の信頼があったから出来たわ
けで、返品不可で独自企画をするとか無理ぽ。怖いぽ。いや岩波でやったことあるから言えるし成功させ
たけど。
120223 200306 続き)岩波書店の実績作りのために買切大量購入とかな、めっちゃビビルんだそ。小さ
な書店に岩波が置いてあるとその努力に涙するわ。そんな無茶をやってきて店長には戻ってきてくれと出
版社営業が次のバイト先にまで来て涙してくれる程書店員としての評価が高かった私だから言うけど全買
切、無理です！
120223 201138 続き)そんな冒険を今ほとんどバイトの店舗でやらせるんだろ？書店って品数多くて、
さらに書店員だからって本好きが集まるわけじゃなくて、低収入だからむしろ指示待ち人間系が入社しち
ゃったりするわけよ。地図やガイドなんてどうすんだよ。半年経ったら売れない地域の地図は入荷しない
のかよ。
120223 201748 続き)つーかマイナー地域の地図なんて最初から怖くて購入出来んわ。じゃあ電子書籍
で買えばいいじゃないって書店に来る客が減るわ。負のスパイラルだわ。いや出版社に責任負わしてるだ
けじゃんっていえばそれまでだけど、マイナー出版社から本を出した身としては新人作家やライターの仕
事が無くなるわ
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120223 202230 続き)例えば今ブイブイ言ってる冬幻社とか私が働いていた時はぽっと出の出版社ですか
ら、そういう本がいくら企画力あっても書店員は企画力があるのが分からない人もいるわけで、取れない
し、そうしたら今の冬幻社はないわけです。だから出版業界が縮小しちゃうし怖いと思うわけ。
120223 202623 続き)今も出版社の立ち上げなんて問屋様が許さないと無理ですし、問屋様が買ってく
ださらないから新レーベル立ち上げは非常に難しいじゃないですかと言われればそれまでなんですけど
ね。まぁ、だから新しい出版社の立ち上げや作家になりたいなら電子書籍がフロンティアなわけですけど。
120223 203719 なんてアホな出版業界論書いてないで、夕飯作らなきゃ。出版業界論書くなら一枚でも
多く小説原稿上げろって感じだよなぁ、ってやべ、資料のお茶買ってくんの忘れた！あー、失敗した！
120223 204135 冬幻社じゃねーよ、幻冬社だよって自分つっこみ。
120223 204504 つーか幻冬社はなんかのっとりみたいなのがあったような気がするけど、あれからどう
なったんだろ。時の流れが早すぎてニュースを追いかけられないな。
120223 205005 そういや幻冬舎？の BLは Hシーン少なかったな。大手は気取ってていけねぇ。まぁ H

シーンも書ける作家と書けない作家がいるらしいから、ただの編集力不足かもしれんけど。花丸文庫も少
なくて白泉社お前もかと思ったらブラックレーベル出してて吹いた w

120223 210009 プランタンの BL が一番安定してるけど、あれもどうも編集者によって H シーンの量が
違うっぽいから、いっそ編集者やチームで色分けしてくれと思った。買いやすいし。プランタンは毎月チ
ェックして買いたいレベルの編集者がいるが全部それというわけでもないし、ビニールかかってて見れな
いのがおしい。
120223 211622 去年のバースデーは幸せの絶頂期だったな。初めてスイートルームに泊まったり
、本を出したりイベントしたり(そのせいで死にかけていて、出版の後、医者に暫く寝てろ、とにかく寝
てろ、仕事を休めと言われてたのは内緒だ)。311があって大変で。そろそろ一年経つんだなぁ。
120223 213916 今年も幸せだけど、311 以前には戻らないし、亡くなった友人も戻ってこない。それが
辛い。癌を抱えた義兄の妹さんは覚悟しながら福島の郡山に住むというし。そういう人の家と就職斡旋も
出来ない。(続く
120223 214145 続き) 病気は医師との連携が重要だから引っ越せばいいというものでもない。近い親族
1 人すら私は救えない。無力感や絶望を感じた一年だった。でも希望を捨てずに生きていこうと思う。楽
しいことを考えて、笑いながら。
120223 215443 じゃがいも置き場を覗いたら、新生物が発生してた。。。。安納いもたん。。。大切なもの
を埋めてその場所を忘れるリスか、私は！
120223 215707 続き)カビを取って、とか思ったが、カビが新生物の域に感じるほど袋の中で広がって
いて、開ける勇気がない。。。
120223 234820 沖縄タイムス | まき・灰からセシウム 飲食３店で指標値超え http://t.co/wWqpKZce 前
のニュース、ちらっと見ただけだったので今日確認したら福島の木材から出た灰の高汚染度に吹いた。本
当、日本の流通網、スゴス。
120224 013214 ギャンブルの好き嫌い、脳の特定分泌物が左右：日本経済新聞 http://t.co/IF8yAeAN ギ
ャンブル中毒が勝ちたいからやると思ったら大間違い。中毒な人は負けるためにやるんだよ。なんかこう、
わかってねーな。それよりアドレナリンを出やすくするパチやスロの演出を規制しろよ
120224 014225 昔ファミ通でゲームをしている時の脳波を計ったら、ブンブン丸はゲーム中のほうが脳
の状態が落ち着いていたという検査結果が出てとても興味深かった。アディクション患者も多分そういう
のがあるんだろうな。ギャンブルしかり、酒しかり、セックスしかり、薬物しかり。
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120224 020434 殺人事件だから笑ってはいけないんだけど 2ch 通り魔女スレが「昔は通り魔法少女だっ
た」とか「闘うために包丁をもっていた」という犯人発言には「アマゾネスか」とか書かれていて笑った。
私も事件当日渋谷に行こうかと思ってたから刺されたのは自分かもしれないんだけど事件が多すぎて笑う
しかない。
120224 062352 セガサミーが「シーガイア」買収 - MSN産経ニュース http://t.co/biZryCud うわー、カ
ジノの法制化が進んでいるのか？セガサミーが巨大娯楽施設を買うようになるなんて。東日本は原発問題
があるからアレだけど、西日本は確変きそう。
120224 062852 西日本の人達には原発事故を他人事と思わず、原発を停止させエネルギー政策の転換を
はかって、国土を守ってもらいたい。
120224 064119 郡山の 4歳児と 7歳児に甲状腺がんの疑い!?チェルノブイリと同じ健康被害か : J-CAST

テレビウォッチ http://t.co/2W8WRpTy あー、文春買ってこなきゃ。しかし原発事故以降めちゃくちゃな
論説で叩かれてたような気がする文春が何故今頃リアルな原発関係記事？？
120224 072217 山中教授、資金集め奔走…京都マラソン完走宣言 : 科学 http://t.co/03osmdNM iPS細胞
の山中教授が寄付を募っているそうです。これらの研究で癌や多様な病気が「どうってことないぜ」にな
るかもしれません。お金が余ってる方はぜひ。
120224 094353 寝坊した！今日検査なのに！イトマド更新は夕方になります。前のバスが伊藤園広告ラ
ッピングバス！
120224 104116 『週刊文春 20120301号』「郡山 4歳児と 7歳児に甲状腺がんの疑い」という記事がまと
もでいい。こんな記事を載せるなんてどうしちゃったの！？文春。そして相変わらず山下が非道で福島県
民可哀想。続く
120224 104407 続き)福島から北海道に引っ越した子供からしこりが発見されたそうだ。ホールボデイ
カウンターも最初話題になったのは北海道大学だし、北海道の反骨精神は素晴らしい。山下のメールなど
無視して子供の経過観察を続けてもらいたい。続く
120224 110313 続き)記事の最後が「今、求められるのは、現実を直視する勇気である」としめられて
いる。311 以降私が驚いたのは意外と皆、これが出来ない。たなみに東京の内科医に聞いたところ昨年急
性白血病や甲状腺癌が増えた実感はないとのこと。続く
120224 110746 続き)しかし国のデータがどこまで
信頼できるか分からないと言っていた。東京レベルの外部＋内部被曝では今のところ癌レベルではただち
に問題は出ていないと言えるだろう。まぁ、アレルギー持ちはアレルギーが悪化しまくった一年だったの
でただちに問題があったが。
120224 131120 地震ー。
120224 132950 週刊文春を読んでいたら、ノリが女性週刊誌みたいで吹いた w 特に木嶋被告の記事が
少ししかないのだが面白い。女性読者が多いのかな。女性は被曝が妊娠と直結するから、前からちゃんと
した原発関係の記事を載せてくれていたら現代より読みごたえがあって定期購読したのに。続く
120224 133403 続く)男性も劣化ウラン弾による奇形発生が有名なように、実は関係するんだけど出産
する立場じゃないからあまり考えてない人もいるよね。女性の場合、きっちり被曝に注意する人と完全現
実逃避の二極化ってカンジ。
120224 140907 【血液検査結果】ひゃっほ～い！一年間ずっとローを歩み続けていたリンパ球が 25 ％
になって人並みに！長かった～。感染症恐かったわ！しかし再び赤血球容積分布幅が 14.6 ％でちょいハ
イになったり好酸球が 6.6％でハイになったり総蛋白が 5.9％でローになったり。（続き
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120224 141039 続き）この辺は総コレステロールの 248 ハイに比べたらなんてことないので、とりあえ
ずダイエットを頑張ろう。そして関節リウマチ+妊婦は膝への負担が半端ないそうなので「ダイエットし
てね！」と医者に強く言われました。ガンバロ。
120224 145754 食品中のセシウム新基準値を決定 大幅厳格化、４月から適用 - 47NEWS（よんななニ
ュース） http://t.co/4AjyX5mA おお～～、やった～～！これで少なくとも基準を調べていそうな大手食
品会社のは買いやすくなりそう。まだ高いけど前よりマシだよ！！
120224 171604 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼１４８
本目『カナダ DRY スパークリング桃』（N:藤間しおん I:石原理） コカ「さぁ、名波ちゃん、こっちに
おいで」誘われた名波は→ http://t.co/aPI8yxbm

120224 185556 【録画配信】120223 週刊文春に掲載された、北海道への自主避難者のお子さんに甲状
腺異常が見つかったことについての記事に対する、抗議の会見 - IWJ_HOKKAIDO http://t.co/5zUw9waj

抗議内容は突然週刊誌に発表された事についてみたい。
120224 185739 続き）市民にとっては 7 月の学会で発表なんて悠長な事をされるより、週刊文春がハッ
パかけてくれた方が助かる。遅くていい事なんて何もないからね。簡単に要約すると１：福島医大のよう
なのんびりとした検査ではなく、もっとスピーディーに検査・追跡調査をして欲しい。
120224 185852 続き）２：日本全国で甲状腺の診察をするべき。３：二割程、何か見つかったが今のと
ころ特に問題はない。４：以前のデータが思春期以下はないので、二割が多いのか少ないのか分らない。
５：しかし問題があろうがなかろうが、定期的な検査と、追跡調査が必要。
続く
120224 185923 続き）６：これは福島県民だけではなく、日本全国でやらなければいけない。７：国が
何か補助を出すべき。
120224 190143 続き）要するに今は良性だけど、今後どうなるかも、そして今何も発見されなかった人
がどうなるのかも分らないので、全国的にスピーディーに甲状腺検査をやり、追跡するべきだと主張。そ
してそれには東京電力や国が補助を出すべきだろう。
120224 190423 続き）何かが発見されても日本は医療技術が発達しているのであまり慌てる必要もない。
そして逆に安心してもいけない。どのように進行するかデータが全くない（チェルノブイリは五年後から
のしかない）福島県の調査のように三年に一度ではなくスピーディーに日本国民が検査出来る体制を作る
べきだろう。
120224 195249 週刊文春に掲載された、北海道への自主避難者のお子さんに甲状腺異常が見つかったと
の記事に対する、抗議の会見 http://t.co/haApjaco すごっ！優しいボランティアさんが文字起こししてく
れたよ。
120225 053451 エイズ患者２番目の多さ 平成２３年の速報値 - MSN 産経ニュース
http://t.co/8nCd3l9R ノンスキル派の人は定期的に検査をしましょう。というか妊娠したい、させたい人以
外はスキル着けましょう。
120225 122606 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼１４９
本目『カナダ DRY スパークリング桃 ２』（N:藤間しおん I:石原理） 名波の悪事を問い詰めるド S円
先輩→ http://t.co/aDBHGIHk

120225 133816 【百合出産】出掛けようと思ったところで、またまたすんごい吐き気が襲ってきた。勘
弁してくれよー。卵ちゃんは異物じゃないんだよー。アレルギー症状をおこさないで、受け止めてくれよ、
子宮ちゃーん(&gt;_&lt;)



- 58 -

120225 134319 【百合出産】続き)今回は今日ぐらいまで吐き気がなかったから「よしよし、やっと精
子にも体が慣れてきたな」って思ったのになぁ。(*_*) ちゃんと受胎しますように。
120225 155513 【BL】魔界とらのあなにまた入ってしまった。マジ、タイバニ破産するううう！！そ
れにしても改めて見たら沢山のカップリングがあって、ほんと姪にあげる時、好きなカップリングが一緒
で良かったよ。
120225 161236 【タイバニ】こんな原作見ないで同人誌買ったの初めてだわ。アホか、私は。カノジョ
「大丈夫？とらのあなで破産しなかった？」私「破産した。銀行で下ろした金がそっくりそのまま右から
左に流れていった！」同人誌、コワス(&gt;_&lt;)
120225 161348 もう絶対とらのあなに入らない(T-T) あうっ！ 破産する！
120225 170603 【BL】カノジョを待っている間にタイバニ同人誌でも読んでいようかと思ったんだけ
ど結構ハードなやつで当たりなのは良かったんだけどまたお腹が痛くなると困るから読むの止めた。う
うっ、ちょっと読んだだけなのに吐き気がぶりかえした。まんきつにでも行こうかなぁ。これじゃ全然デ
ートじゃない。
120225 171806 【百合出産】このままずっと気持ちが悪くて、出産も体調悪くて、性欲落ちてエロ小説
が書けなくなったらどうしよう。いや、その前に私は存在自体が愛人みたいなもので、Hは仕事のうちだ
から捨てられそうです。一体どうしたら吐き気が治まるんだろ。
120225 172407 【百合出産】まぁ、Hが出来なくて捨てられることはもしかしたらないかもしれないけ
ど、小説は書けなくなったら捨てると
よく脅されてきたから、やっぱり吐き気で原稿が進まないと怖いわ。つれーなー。なんとかスマホで横に
なりながら原稿進められないかな。しかしエロシーンは吐き気が止まらなくなる
120225 174611 【百合出産】私「H 出来なくなっても捨てない？」カノジョ「捨てるわけないよ。どう
したの？」私「お腹がしくしくチクチク痛くて気持ち悪くて不安なの」良かった。Hが出来なくても捨て
られないそうです。しかし性欲減退ヒドス。
120225 175403 【百合出産】もう世のヒステリックなポルノ表現規制推進派の女性はみんな妊婦なだけ
なんじゃないかとすら思えてきた。妊娠や不妊治療するとヒステリックになるしさ。エロ本読むとお腹が
きゅーってして吐き気がするしさ。
120225 223936 【タイバニ】買ってきた同人誌の中にスペルマをぶっかけられたような加工がされてい
るやつがあった。私「あははは、これ面白い w」カノジョ「なにそれ、ちょーきもーい」といいながら、
カノジョがその本を一番気に入ってゲラゲラ笑いながら読んでます。ちなみに UNKY ってところの本み
たい。
120225 225459 【タイバニ】カノジョが蔵王大志のタイバニ本にはまりまくってる。先ほどツイートし
た本はうんこ吉田という作者でした。書名は『WAM』いやー、中身見ないで買ったのに、当たりだった
わー。
120226 191458 週刊文春、「甲状腺がん疑い」記事は「誤報ではない」 : J-CAST ニュース
http://t.co/qG9D74TR

120226 192357 文春の件。ボランティアで甲状腺を調べた医者はむしろ全国民がスピーディーに甲状腺
癌の検査をしたほうがよい、それに対して国や東京電力は支援しろと発信してるのに、安全神話のミスリ
ードを流す人がいて、酷いもんだと思った。
120226 195452 【百合出産】今日は１日寝て過ごした。不妊治療サイトを見てると、なんで女性はこれ
ほどまで不妊に悩んだり、責められたりしなければならないのだろうと思った。同性愛者の人生は、特に
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日本では多くの人が不妊の前にある未婚差別と闘わなくっちゃだから。
120226 200132 【百合出産】続き）だから同性愛者によっては既婚者 vs 未婚者の戦いを友人とやって
たりしてこの記事を読むのが辛い人がいるかもしれない。しかし女性同士で争うの無駄な事だし、びあん
なら海外旅行しながら子作りが出来るわけだから、完全な他人事、とは言えない。
120226 200451 しかし ATOK、「子作り」』程度の変換が出来ないって、馬鹿なの？死ぬの？出産後の女
性もスタッフに入れろよ。全く。
120226 210049 東西周波数統一へ与野党協議に意欲 大塚氏 2012/02/26(日) 16:10:59 [サーチナ]
http://t.co/4H5zqeF3 via @searchinanews 家電は輸出出来るように両方対応だろうけど、これが通れば電力
業界確率変動！下請け大儲け！
120227 073346 ＜生殖幹細胞＞卵子の元、ヒトで確認…日米チーム（毎日新聞） - Y!ニュース
http://t.co/4LrI3ZPM 性同一性障害の女性から摘出した卵巣から発見。しかしこのニュースを読んでも日
本の婦人科技術の遅れを痛感する。
120227 075606 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼１５０
本目『カナダ DRY スパークリング桃 ３』（N:藤間しおん I:石原理） 伊藤苑御曹子・名波響がベッド
の中で→ http://t.co/zZ9Ie9uc

120227 083127 【BL ドリンク擬人化無料電子書籍】「コカアディクション１＆２『伊藤君と円先輩』サ
イドストーリー 02/17増補版」PCスマホ閲覧数 1647回 DL数 55回 http://t.co/uGV4viTs 携帯読者数 1672

人 http://t.co/1aksF37b 合計 3374回応援感謝！
120227 121638 「事前連絡なかった」 バリケード設置で浪江町長 http://t.co/yulQT72s 地元住民に教え
なかったってどんだけ入札利権に焦っちゃったの w そしてこういうのの入札は出来るだけ福島地場企業
を優先してあげようよ。たとえそこが他の企業にまるなげしようとも。福島特例作るとか。
120227 122342 【山形新聞】ＡＮＡカラーのガンダム展示 庄内空港ビル #yamashin #yamagata

http://t.co/lIrkZdN9 プレミアモデルの完成品が見られるそうです。
120227 123313 南相馬市職員 震災後、１０１人が早期退職 http://t.co/kuxukJ4i 医療職が前年度の 7倍
にあたる 68 人退職。前に福島県の医者が退職しているっていうニュースが流れていたけど、放射性物質
は体にいい（笑）とかトンデモ学説を言う学者がいる一方で現地医者は速攻で逃げてる。
120227 123458 東海第 2原発に 700人の「鎖」廃炉アピール:茨城新聞ニュース http://t.co/s6lDRfkm が
んばれ～。
120227 124408 「河北春秋」【河北新報】 http://t.co/zRhpPqtl 私は現地に焼却炉を増設して雇用を増
やしつつ瓦礫処理したほうがいいと思います。（続く
120227 124634 続き）東京は線量がそもそも高いから東北の瓦礫を燃やしても一緒という意見もありま
すが焼却炉周辺地区というのはそもそも貧しい地域でそこをさらに汚染していいのか、高濃度汚染灰はど
うするのか、焼却炉で働いている人の健康管理はどうするのかとか問題があるので地元で燃やして欲しい
と思う。
120227 125203 それにしても河北新報、さも瓦礫を受け入れない国民が悪い的な書き方をしていてさ、
原発が爆発してなかったらどこの地域だって受け入れていたっての。原発を推進して利権にまみれてうは
うは人生を送ってきた人と東京電力に文句は言えよ。国土汚染しまくったんだからさ。
120227 125549 続き）こっちは原発のせいで高い電気料金を払い続けていて半泣きですよ。今後も原発
の事故処理で電気料金が上がるっていうし、どういうエネルギー政策にするか決定権はないし、原発推進
の議員には投票してないし。
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120227 130046 普天間移設で平行線 首相「辺野古が唯一有効」 - 47NEWS（よんななニュース）
http://t.co/vKiPypOm 沖縄問題ってマスコミが騒げば騒ぐほどそこで政府が転覆すればするほど、ダメな
ほうダメなほうへと流れていくからマスコミにニュースが載ってるだけで恐い。
120227 134553 時事ドットコム：土壌からセシウム２万ベクレル＝葛飾区の都立公園で－共産党都議団
調査 http://t.co/t8l791NG たまに自分家の庭で野菜とか作ってるご家庭があるんだけど、ああいうの大丈
夫なんかな？ 井戸水の水質調査みたいに庭の汚染調査とかしたほうがよいのでは。
120227 154810 大阪市など京阪神の３市が関電に意見書を提出 - MSN 産経ニュース
http://t.co/M04i6kz9 ウチメシの食材が関西のばかりだから、脱原発をすすめて、汚染物質焼却を受け入
れないで土地や川や海を守ってもらいたい。頑張れ。
120227 161017 アカデミー科学技術賞：富士フイルムに…映画用フィルムで - 毎日ｊｐ(毎日新聞)
http://t.co/86g5uxqS 超格好いい。富士フイルム。
120227 170755 東京新聞:放射能汚染の対応策で講演 松本市長・菅谷さん ひたちなかで２日:茨城
(TOKYO Web) http://t.co/lOlubCV6 お近くの方はぜひ。
120227 182903 環境省の詳細調査が証明した 「文科省発 飯 舘村の放射線量」やっぱりウソ ゲンダイ
ネット http://t.co/Cr45ASjL どういう独自基準法で文科省は発表したんだろ。告発した飯舘村の人、Ｇ
Ｊ!

120227 214435 【百合出産】今日は 37.1 度あるのに、何故かちゃきちゃき料理が出来るな。あんまり
調子が良くなくてほぼ１日寝てたのに。これで受胎してたら、きっと女の子、もしくは料理好きな男の子
に違いない。料理好きな女の子かもよーとカノジョに言ったら「うちの娘なのにそんな保守的なの？」と
か言われた！
120227 214843 【百合出産】まったくこれだから実家で全く家事をしてなかった王子様扱いの娘っ子は！
うちの兄は掃除も洗濯も出来るというのに！まぁ、姉の方がコクリコ坂の主人公並みに出来る娘ですけど
ね。
120228 052506 特集ワイド：かつて水俣を、今福島を追う アイリーン・美緒子・スミスさんに聞く -

毎日ｊｐ(毎日新聞) http://t.co/WOt96JZw 得は福島にもあったわけですし、長い間原発推進してきた自
民党の支持基盤は東北じゃん？って思うんですけどいつも都市部のせいにされるな。
120228 053214 続き）こんな風にいらっとするのも都市 vs 地方の分断政策に過ぎないからあんまり書
かないけど、選挙結果を追っていれば原発推進派から献金を受け取り長い間原発推進をしてきた自民党政
権を支えてきたのは今回高濃度汚染された東北民なわけで、安全神話の洗脳をされてきたとはいえ（続く
120228 053723 続き）ちょっと東京にくれば山ほど原発は危険だという書籍はあったわけです。私は今
回の事故で福島県民が安全神話洗脳されてて可哀想だとは思ったけどしかし無知は罪ともいいますし。も
ちろん東京電力の責任は大きいのですが推進した自民党政権の人間を選んでいたのは東北民ですよ。続き
120228 054350 続き）なんかそういう政治の動きを見ないで貧困 vs 富裕を地方 vs 都心で語られても困
る。むしろ都心の貧困層なんて地方が原発利権で建てた人口比率に対してゴージャス過ぎる建物で自治会
とかやってお茶飲んでいる時に高い電気代を払って馬車馬のように働いているというのに。続き
120228 054934 続き）さっきの記事の人には概ね同意なんだけど、都心にも貧乏人はいてそれらはウサ
ギ小屋に住み馬車馬のように働いても豊かになれずその上、地方が人口比率以上の豊かさが享受出来るよ
う原発補助金込みの高い電気代を一部の金持ちと同じように払ってきたのを忘れないでほしい。
120228 055547 そんな風に思うから、単純な都市=豊か、地方=貧困という図式で語る人は信用しない。
特にこの原発関係は、地方と都心は一票の格差があり、さらに長い間原発推進をしてきた自民党政権を支
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えてきたのは地方なのだということを私は忘れない。もちろん地方にも野党を支持してきた人はいるけど
ね。
120228 060118 続き）カノジョが読んだ記事によると、地方で野党を支持してきた、多分反原発の人達
が今回の事故が民主党政権下で起きたために叩かれて大変だったそうで。自分達が長年原発推進派を支持
してきたくせに、事故の時に民主党をさらに自民党出身でもない菅支持者を叩くとかどんだけ図々しいん
だと思った。
120228 060624 続き）だから地方の人には目を覚ましてもらって脱原発をし、これ以上の国土汚染がな
いようにしてもらいたいけど、その後の選挙で口だけ脱原発の議員とか選んじゃったりしてるからやっぱ
りこの国ダメかもと思ったりした。
120228 061058 続き）友達が言うように地方のことなど、貧困のことなど考えずに都市部の人間として
豊かさだけを享受して、いくら地方の人が愚かな選択をしたって構わないじゃないと割り切れればいいの
だけど。でもその愚かさを放置した結果がこれ、原発爆発だよ。
120228 072036 都心オフィスに寒風 空室率、過去最高を更新：日本経済新聞 http://t.co/Rc43Hc4J 新
築の空室率が 33%とかおっそろしい事が書いてある。
120228 125307 電子書籍新会社を４月設立 １８０の出版社が賛同 - 47NEWS（よんななニュース）
http://t.co/JzFe6wNd これは頑張って欲しい。先日の津波や地震みたいに古文書や古い文献が流れた～！
汚れた～！ひ～！とかないといいね。
120228 125933 避難区域窃盗 35人摘発 被害 67件、県警捜査強化へ http://t.co/NfWXqg4o 盗むほう
も捕まえるほうも命がけです。中古流通品にはご注意を。
120228 130255 オセロ中島のニュースを TV でやってんだけど、占い師親族が中島に差し入れるために
持ってる 6つぐらいの巨大紙袋って中身なんなんだ ww すっごく気になる ww

120228 130817 http://t.co/CskQiyMo：ウィキリークス、米情報企業のメール５００万件の公開開始
http://t.co/ZOCKmCR5 顧客の個人情報は止めて欲しいなぁ。
120228 141523 西村京太郎サスペンスを観てたら探偵？ みたいなキャラが方向音痴で吹いた w

120228 142106 東京新聞:ＡＩＪ ８８万人影響 ８４基金、１８５２億円委託:経済(TOKYO Web)
http://t.co/Kk7RFlgX 他の投資顧問会社も調べて欲しい。にゃんか恐いニュースだよ。
120228 142225 地震、じわじわ揺れが大きくなっていって、恐いわ。あ、止まった？？
120228 151245 「法相「18歳成人」に否定的」 http://t.co/S7872JeE #yjfc_adult_age （成人年齢の引き下
げ） 自由に契約するのも、そこで騙されるのも人の自由だよ。それより大学生になってもお酒が飲めな
いとか、選挙権がないとか、そっちの方が不自由だっての。
120228 151733 韓流ドラマっていうのをちらっと観たんだけど、確かに美男美女ばかり。整形大国いい
なぁ。治療費も安いんだろうなぁ。しかし私など、子供の時はぺたんこの鼻が大人になってきたらちょっ
と高くなってきたりしたんだけど、そういうのって整形した場合どうなるんだろ？？
120228 151916 とりあえず整形治療費が安かったら、腹の贅肉を取りたいわ～。はらはら～～。
120228 152415 【スマホ】にゃんか知らんが、スマホのホーム画面が変わった。何種類か用意されてん
のかな？？ 使い方がさっぱりわからんな～～。いきなりタスクマネージャーが現われたり？？
120228 152811 韓流シティーハンターの冴羽りょう的なキャラを若いイケメン俳優がやってて、筋肉質
なりょうちゃんとイメージが違い過ぎだったんで、どういう話なのかさっぱり分らなかった w この男優
がりょうちゃん的なキャラだったんかい。
120228 155157 妹は VIPPER / ローラ「あはは☆おトイレご飯おいしい！☆うふふ☆」
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http://t.co/7VzLO8a3 テヘベロってなんの事なんだろうと思ったら、この子なんか。
120228 155431 やっほー☆藤間紫苑だよ☆えっとね、ウフフ、実はね、ガチホモだけど☆あっこれ言っ
ちゃダメだった！ウフフ☆それはいいや、あのね、デュフ☆オッケー☆バイバーイ☆ http://t.co/0r30ouve

お、男！？私、男！？つーかローラなのにガチホモ！？
120228 155936 あ～、ガラスの仮面も出てるのか～。ジャンプも欲しいし。今、銀魂が面白い。仕方が
ない、少年漫画の主人公ばりに跳ねてる髪の毛をどうにかして買い物に行ってくるか。つーか、なんで髪
の毛って引力に逆らうの？
120228 161342 なぜガレキ処理が進まないか：宮城の産廃業者の話 http://t.co/lB8sKIzj なんかこうい
ろんな手続きやらなんやらが混ざってて大変そう。
120228 173012 凄い、TV で恋愛塾ってんのをやってんだけど、変身ぶりが凄い。いわゆる亭主改造計
画の若者版ってやつか。これってデパートとかが恋愛変身パックコースでやれば儲かるんじゃね？いや、
デパートじゃなくてもいいんだけど。
120228 173453 すっごい、古谷一行が肺癌から復帰してる。肺癌って死亡率高いんだよね。というか退
院してすぐに仕事とかやめれ w

120228 175026 菊池桃子難病だった シェーグレン症候群 http://t.co/W5OTxDN9 直前に離婚ってことは
病気発覚離婚かな。。。病気とか怪我とかで夫婦関係が悪くなって離婚っていう例はよくあるんだけどとて
も悲しい。
120228 175633 TV でやってるいちゃもん系女性タクシー強盗コワス。。。やんやんいちゃもんをまくし
たてて金を奪う手口のようだ。タクシー運転手さん、悲惨。。。もう途中で警察に止まって連れてっちゃえ
よ。詐欺師は逃げるからさ。しかしこんな詐欺手口まであるのか。。。
120228 181352 どうしても具合が悪くて出られそうもなかったからジャンプが電子書籍で売ってないか
と公式サイトを見てみたらやっぱりなかった。orz あ～～、もう寒さなんて嫌いだ～～。
120228 182802 シェーグレン症候群について調べていたらこういうサイトがあって
http://t.co/XzsY4nqB この心構えが面白い。しかし関節リウマチ患者の 20％がかかるのか。確率高いな、
おい。続く
120228 183253 続き）まー、リウマトレックス飲む時に白血病とか癌になる可能性が 5％あるとか言わ
れたからシェーグレン症候群が増えたところで関節リウマチ患者にとってはどうってことねーな。そんな
事を病院で言われた三ヶ月後に原発爆発して癌や白血病の確率がさらに上がるとか言われて本当東電にむ
かついたわー。
120228 184136 【原発 ヘルス】リウマトレックスを飲み始めて、癌や白血病になるかもという恐怖と
闘っていたら原発事故が爆発して。私が原発事故の健康関係の記事を集めていたら友達が「癌や白血病に
なる確率は微々たるものだから心配はいらないのでは」とか余計なお世話を言いやがってキレて。（続く
120228 184450 【原発 ヘルス】続き）誰もが健康だと思うなよとか、全国のリウマトレックス飲んで
る病人にとってはスタート地点が 5 ％なんだからそのザコい数％が上乗せされて気分が悪いんだよとか。
（続く
120228 184757 【原発 ヘルス】続き）そんな深刻な事は記事に書いてないけどそもそも病気系の問題
というのはみんなカムアウト出来ないんだよ、空気読めよ、どうせ私のフォロワーなんて病人ばっかりな
んだから慎重に慎重を重ねた書き方でいいんだよ、健常者を基準にした記事が病人の私に書けるか馬鹿、
死ぬわと思った
120228 193050 クローズアップ現代が「ディーバ！ディーバ！」で始まってなにかと思ったらミクかよ
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120228 193217 音声合成技術、早く電子書籍に使えるレベルになってくれよ～。音声付きエロ電子書籍
の頒布をしたいんだよ～。
120228 193342 NHKがミクの 3D映像を全力で作っててワロタｗ
120228 212824 「つけまつける」を歌おうとしたが方向性を見失った / recog (3:16) #nicovideo

#sm16833268 http://t.co/Fr2o9zpb カワイイ w

120229 005311 2号機 5階「人の作業困難」＝最大 220ミリシーベルト―福島第 1（時事通信） - Y!ニ
ュース http://t.co/RapcJIBr たっか！ そしてそこを計ったロボちゃんは大丈夫なんかな。
120229 070355 おはようございます！本日東京は雪！とても綺麗な銀世界です。
120229 071244 【百合出産】今日の体温は 36.71。多分排卵期から 8日目、HCG注射からも 8日目なん
でチェックワンファストで確認してもまだ注射の影響で線が出る時期。つか注射の影響が終わる頃には生
理が来る時期なのでは！？フライング検査をするべきか悩むところ。しかしもしや着床だってしてない時
期では？
120229 071744 あああー！せっかくの水曜日なのに、雪降ってたら映画を観に行けないやん。&gt;_&lt;

今日は寒いけどお布団の中はぬくぬくー。しかし布団から出られませんよ？
120229 072257 【百合出産】いつも今度の子供はどういう子かなぁと話すのが楽しみで。例えば一回前
はやたらと肉を食べてて肉好きの子？とか、今回は料理ばかりやってて料理好き？とか。そしたら姉がパ
パもママも料理好きだったから隔世遺伝？と笑ってた。一回前はカノジョが謎夢を見ていたりして、子作
りは面白い。
120229 074110 ＡＩＪのニュース、酷すぎるな。外資系に吸い上げられてる。年金の運用をしている会
社は全て調べたほうがいい。
120229 080306 東京・葛飾で首絞め強盗続発 格闘技経験者か - MSN産経ニュース http://t.co/UnisnRtn

葛飾区の人気を付けてー！いや周辺地区がみんなそうか。後ろから近寄ってくる人には注意！
120229 090701 2012-02-28 ニュースの深層 1～ 3 福島避難の子に甲状腺癌の疑い
http://t.co/PDBGCbB5

http://t.co/pRHV5K2V

http://t.co/o9O7DPRv 福島県内と県外でニュースが違うと避難した母親が言ってたそうです。
120229 091216 続き）まだ一本目しか見てないんだけど、福島県内県外でニュースが違う、情報規制さ
れてるって北海道に避難したお母さんが言ってたそうだ。まだマスコミや自治体はそんなことしているん
だ。原発推進派の情報規制と、それに騙される市民の図式が今も続いているのが哀れだ。文書は記事にし
てＧＪ!

120229 131226 【原発事故 文春】下に貼ったリンク、ニュースの真相おもしろかった。そういや昔、
東京電力の記者会見を見ながら、なんで吉本の芸人がインタビューしてんの？と思ってたんだけど、そん
ときのがおしどりマコか！自分の意見をしっかり持ってて偉いなぁ。そしてマコを辞めささない吉本を見
直した！
120229 133152 丁度一年前、震災の前、賃貸にするか購入にするかカノジョと話していて不動産のメー
ルとかの契約して。買うのを止めた今も送ってくるんだけど、都心近郊の埼玉寄りは価格下がったなー。
余裕で 3000 万を切るようになった。311 があってもう買うことはないだろうから見てるだけなんだけど
さ。
120229 133800 【百合出産】不動産は買わないけど、子供を作って育てよう、未来を見て生きていこう
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と話してた。こんな事故が起きてしまって人によっては妊娠を回避する考えを持ったみたいだけど私は逆
に子供を産もうと思った。
120229 134521 【百合出産】チェルノブイリの事故データをみると妊娠中に事故があり被曝をして一時
的に流産等の確率か上がり、後にかなり下がって、そっからじわじわと何十年にも渡って上がっていくん
だよね。という事はまだ流通食品等の線量は高いとはいえ今が一番妊娠しやすい時期と言える。
120229 135236 【百合出産】もちろん石棺を作ったソ連と垂れ流し上等な日本じゃパターンが違うんだ
けど、線量とか見てると同じ流れになるんじゃないかな。あ、経済不安から避妊による少子化と堕胎は増
えそうだ。不況半端ないし。でも経済的に不安がないなら今が一番子作りしやすい時期だと思う。
120229 140206 【百合出産】線量は政府や自治体発表のを最近見てたからリアルより低いの見てたか。
たまに近所のボランティアさんが計測している線量を見るとびびるけど、それが現実だよね。まぁそれに
しても年々上がっていくのには多分間違いがないだろうから、びあんとか単身者ならタイに子作りツアー
とかオススメ。
120229 140815 【百合出産】続き）でも子作りする前にちょっとでも「父親がいないと子供が可愛そう」
とか差別的な事を考える人は独身出産とか止めた方がいい。続く
120229 141331 【百合出産】続き） うちは単身親家庭が多い事も認知されてない子供が多い事も知っ
てるし、それらについて差別的意識がないから子供が作れて絶対守れるけど、差別意識がある親に育てら
れる子供は悲惨だ。どんなに外で差別されても、親がお前は私の可愛い子と言って抱きしめて育てれば元
気に育つよ。
120229 142247 【百合出産】まぁ今や単身親も離婚再婚も当たり前のように行われていて、認知だなん
だなんて産婦人科後進国の日本だからある概念に過ぎないわけだから、百合カップルが世界的に同性婚が
あったりパートナーシップ法があったり、続く
120229 142607 【百合出産】続き） 同性愛者が出産したり養子を引き取って育ててる諸外国の現実を
見れば、いや日本のヘテロだって同じ状況があるのを冷静になって思い出せば、そんな差別的意識を持つ
のは馬鹿らしいと思う筈ですけどね。
120229 143549 つーか、同性愛者の掲示板とかで、同性愛者差別についてはよくないと言う方向で語っ
てる奴らが、いざ百合出産とかについてには、父親がいないと子供が可愛そうだとか、母子家庭や単身者
家庭等への差別的発言を無意識にしていてホント腹がたつ。
120229 144440 まぁきっと今時単身者家庭差別とかしているのは壮年層以上の人なんだろうな。今は離
婚率が上がっているから単身者家庭は珍しくないんで、そういう考えを持つほうが難しい。友達が少ない
とか統計データを見たことがない人とかだとまた違うだろうけど。
120229 145416 呟きながらなんか布団から出られなくておかしーなーと思って熱を計ったら 37.32 っ
て。熱出てねーか？ もう３時じゃん。ご飯とか食べないと。ターザンのダイエット本によると 600 キロ
カロリーを１日三回とるのがいいらしい。今まで１日二食だったから生活を改めてる。
120229 161350 あ、やっと雪がやんだ。でも寒くて布団から出られない。諦めて暖房の温度上げるか。
電気代が怖いお。(T^T)
120229 161900 ここまでベッドから出られないと、病院にあるような食事台が欲しいとつい思ってしま
うんだけど、そこまで動かなかったら人間失格レベルだと思う。ううっ、寒い。
120229 170253 【百合小説 無料電子書籍 350枚程】『池袋ファナティックロリータ』スマホ OK☆ DL

数 207 回閲覧数 5588 回突破！応援ありがとう☆メイド女子高生土方香と剣道少女近藤真琴が麻薬密売組
織を追う！二人の運命は！？恋の行方は！？ #puboo http://t.co/VNuuMHnu
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120229 170634 【BL ドリンク擬人化 無料電子書籍】『伊藤君と円先輩 Labo』DL数 101回閲覧数 3873

回 DL 数 100 回オーバーありがとうございました☆ 2010 年夏・書店にて無料配布した同人誌を電子書籍
化しました。石原理ラフ画集です。#puboo http://t.co/1LKFqWRm

120229 174749 え？タイバニって桂正和が原画？？初めて知った。原画集買ったら馬鹿？？またカノジ
ョに笑われる。そして部屋が狭くなるからさっさと処分しろって怒られる。買って読んで姪にでもあげる
かな。しかし伯母と姪が偶然兎×虎って、好みは遺伝すんのかな。
120229 175326 あぶねぇ、タイバニの画集をアマゾンに見にいったら、そこからなんか他の本もポチり
そうになって、さらにアニメブルーレイとかもぽちりそうになった。こええ。しかし同人誌買うよりはま
ず商業本に金落とすのが筋って感じもするしな。
120229 175915 確かに変身した姿を見たら桂正和だった ww 昔、超はまってたなぁ。絵柄変わって分
らなかったわ。しかしそんだけ金を落とすなら、近所の本屋で注文して買ったほうがいいような気がして
きた。タイバニ大型本の２~３冊目：全話完成台本集ってどんだけ腐女子向け w バンダイビジュアルもわ
かってんなぁ。
120229 180203 あ～、恐い。はまるって恐い。だからアニメとか観ないようにしてるのに。恐い。銀河
烈風バクシンガーの時はあらゆる商品アニメ雑誌を全部買いしてアニメセルを買いに東京まで出たぐらい
だった。これがガンダムとかじゃなくて良かったよ。
120229 180622 まーた東北・福島浜通りで震度 4 か。地震多いなぁ。へんな揺れ方だった。5 年前？ぐ
らい、地震データを毎日よく観てて、福島浜通りで地震があると地震板の人達と福島原発が大丈夫か心配
していた頃がとても、とても懐かしい。あの頃に戻りたい。311 以降は逆に地震が多すぎてデータを見な
くなったな。
120229 181256 タイバニ本初回特典版を買うべきだろうか。。。本屋で注文出来るんだろうか。。。そうい
や最近の出版社は売り切れさせるんだよな。問屋になかったり。しかし 5000 円以上の本がそんなに売り
切れるんだろうか。。。何、アホな事で悩んでいるんだろ、私。先にイトマドの更新を終わらせろよ。
120229 184608 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼１５１
本目『カナダ DRY スパークリング桃 ４』（N:藤間しおん I:石原理） サンガ「名波響の舌使いはな
んか……こう」→ http://t.co/7jiXzI7V

120229 192843 【ジャンプ】大人リボーンを観ながらカノジョが「大人リボーン女体化って超萌えるよ
な。とにかく萌えるよな。あ！『バイオレンスジャック』（永井豪）に出てくるスラムクイーンそのまん
まじゃん！」確かに ww

120229 194303 クローズアップ現代が原発爆発時のアメリカの対応特集。
120229 194649 311 の時って原発爆発「だけ」を考えたら屋内避難とかの指示を出さなきゃだけど、震
災と重なっているから難しいよね。でもアメリカが 80Km の避難勧告を出したのは正しい。てか東京だっ
てもっと西のほうだって出ないでいいなら引き籠もってるのが正しいよ。学校ぐらいは休校にして欲し
かったな。
120229 195005 続き）うちの姉が PTA 役員をやっていたんだけど神奈川県は今学区がないから遠くか
ら通学してくる生徒がいるのに校長が休校にしなかったと。PTA はかなり苦情を入れたようだ。原発が
爆発して停電で電車が止まる中、子供が遠方から通学とか狂ってたよ。ホント。文科省が休校指示を出す
べきだった。
120229 195642 国谷さんが政府の発信方法について「おそまつですよねー」とか言ってるんだけど 311

後のクローズアップ現代で安全神話をぼや～んと発信しまくって市民の健康を護らなかったお前に言われ
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たくねーと政府関係者だって思ってるよ。今日だってパニックにばっかり焦点を置いて全然国民の健康へ
の視点がない
120229 195824 まぁ NHK は深夜番組か NHK スペシャルしか本気出さないから、ゴールデンに流れて
いるクローズアップ現代は仕方がないか。でも評価落としたよなー、国谷さん。経済問題だけやってりゃ
いいのに。
120229 200427 今日のためしてガッテンが面白過ぎる。寝相特集。
120229 211955 お鍋に野菜を投入。肉を入れる隙間がない。。。今日は鳥鍋。鳥は九州産。そしてオイシ
ックスから熊本産のキャベツが売り切れだよんというメールが！またかよ！九州の減農薬農家さんは野菜
の供給、頑張ってくれよん &gt;_&lt;

120229 214209 YouTube「クリス・バスビー教授の放射能に効くサプリメント 9.19 字幕」
http://t.co/2Ur2KRzd
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2012年 3月

120301 133852 バチカンの歴史文書公開 ガリレオの裁判記録も - 47NEWS（よんななニュース）
http://t.co/cv8bOsOG うっわ～～見に行きたい！
120301 134121 東証、一時９８００円回復 円安受け買いが優勢 - 47NEWS（よんななニュース）
http://t.co/GuzrI1pR あ～、やっと 81円になったんだ。
120301 134530 Reading:「希少疾患」 患者が実情訴え NHK ニュース http://t.co/Qi62GdVy 患者数が
数百人なんていう病気があるんだ。。。
120301 140334 Reading:鳥インフル研究 米が勧告見直し示唆 NHK ニュース http://t.co/lyurmUMx

「ＷＨＯ＝世界保健機構が、先月、研究の成果をワクチン作りなどに生かせるよう公表すべきだとする見
解を示したこと」会議結果は公表の方向へ行った模様。
120301 142052 覚醒剤密輸事件 運び屋増え最多に NHKニュース http://t.co/nZnTG7wW 私がいつも
不思議に思う覚醒剤事件。心療内科が発達してるしカード式保険証になって医療機関のハンコとか押され
なくなったのに何故覚醒剤使用？？医療機関の薬は精神が落ち着いてなおかつ合法ですよ。
120301 142640 そういえば親が保険証を握ってて病院に行けないケースもあるか。でも覚醒剤を使うリ
スクに比べたら親に保険証くれと言うほうがいいだろ。今は逮捕歴とかついちゃうと下手したらアメリカ
に旅行すら行けなくなっちゃいますよ。そのリスクを覚醒剤程度で犯すとか馬鹿らしいよ。
120301 143916 SARS再来か 中国で飛び交う感染情報 - (大紀元) http://t.co/FIN8epkP 中国は病気
情報がまず市民のブログから広がっていくのか w まぁ日本の原発関連の病気ニュースもそんな感じだよ
ね。水俣病の時と違ってインターネットがあるからいいね。予防出来るし。
120301 144551 http://t.co/CskQiyMo：女性５人が手漕ぎボートで大西洋横断の新記録、秘訣は「裸」
http://t.co/GZCmA1Vz 人身売買反対運動家が裸で大西洋横断……。「次は服を着て挑戦する」と船長……。
なにかこうツッコミどころ満載……。
120301 145017 http://t.co/CskQiyMo：北朝鮮、ウラン濃縮や核実験停止で合意 米国からの食料援助と
引き換え http://t.co/ruZVR2ZD そのまま停止させて、まともな国になって欲しい。
120301 145651 ハッカー集団「アノニマス」の２５人を逮捕 １６歳の少女も http://t.co/kdv0UHfx 16

歳の少女萌え～。小学生の時からマイコンをいじっていた私はうっかりハッカーになりそうだったのをカ
ノジョに「そういう事しちゃダメ！」って止められて辞めましたとさ。
120301 150350 昔のプログラムは単純だったから子供でもいじれて楽しかったよね。今のは複雑過ぎる。
サイトを作り始めた最初は手打ちだったけど、今は面倒だからホームページビルダーを使ってる。でも手
で打ったほうがソースは綺麗だよね。PC の勉強は楽しいけど小説書く時間が減るから、時間の無駄だよ
ね。
120301 151559 被爆でがんリスク 42 ％増 放影研が 50 年余の追跡調査：日本経済新聞
http://t.co/3bWCFEYP 感染症とか病気の罹患率データを見てると大抵東京・大阪・名古屋がダントツで
高いんだけどたまに広島がぴょこんっと入ってくるんだよね。でも長崎はない。自分的に結構謎。
120301 151919 フェイスブックＩＰＯでもうかるのは誰？ 1000 人以上が「億万長者」に仲間入り
：日本経済新聞 http://t.co/xql15Lcc 日本人が FBみたいなのを開発して欲しいって高望みはしないから、
DSTグローバル＆ユーリ・ミルナー氏みたいな目利きが欲しいよね。
120301 152549 ニッチ市場に相次ぐ「新参者」、進む日用品化 需要急増の放射線量計（１） ：日本
経済新聞 http://t.co/aAxOcDwC どっかのメーカーが docomo のスマホで使える GPS やカレンダーや
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googleマップと連動した放射線量計を作ってくれないかなと期待してる。
120301 152923 続き）そういうのが作られて全世界に発信されたら、例えば雨の影響やアスファルトと
森林の差、はたまたシムシティばりに「市長が除染指示を出しました。～円かかりました。線量が下がり
ました！」なんていう表示が出たりして。そんな風にデータ化していったら今後事故が起きても役立つよ
ね。
120301 174505 「"いのち"を犠牲にする発電はやめよう」 全日本仏教会・河野太通会長＜インタビュ
ー「3.11」第 1回＞（1/6ページ）&gt; http://t.co/SHk0iLqH #niconews 全日本仏教会が頑張ってる。
120301 185334 「足責めクラブ」摘発 経営者の男「自分にそういう趣味あった」 警視庁 - MSN産
経ニュース http://t.co/4XcK3t6C 30分 8000円か。もちっと安ければ行きたい。
120302 003215 今週のジャンプ、最初は銀魂のために買ったんだけど、一番面白かったのはトリコか
なぁ。あとめだかも面白かった。リボーンはディーノの一言に吹いた w

120302 003948 小さな積み重ねが、大きな力に。ユニリーバ東日本大震災ツイッター募金（無料）
http://t.co/ozA3bJl9 #unileverjapan

120302 005057 【百合話】カノジョとベッドに入りながら喧嘩して、怒ってぷいっと背中を向けながら
「抱っこしてほしいって言ってんじゃん！」とか言ってると自分でも何を言ってんのか分からなくなる。
120302 005656 【百合話】もうカノジョはよく私の愛を無視して一方的過ぎる！とか怒ってることがよ
くあるんだけど、自分が言ってる事を文章化したら支離滅裂だった件。
120302 010800 【百合話】続き）文章書いてる時はトンデル文章が書けなくて、本当に 四苦八苦して
て大変なんだけど、なんか自分の発言を文字起こしするだけで変なパターンの文章が書けるような気すら
した。
120302 063715 【百合話】カノジョは目覚まし時計が鳴ると私を抱く癖がある。もう 30 分もだっこさ
れてるんだけど、そろそろ起こさないとヤバい？
120302 064400 1週間で 92億円の利益→ゴールドマンサックスとクレディスイスがエルピーダメモリ株
の（破綻）空売りに破綻直前に協力。 | portirland http://t.co/sr2Qc1pS 私も GSが大量買いをしている
のをチェックしていたんで、この記事面白い。
120302 064926 逆に言えば GS とかが大量買いしたのが分かったら、普通の株主さんは直後の値上がり
後に即売ればいいってことだよ。もちろん危ないと噂される会社のだけど。赤字が超巨額だとか。
120302 071548 私はどっちかというとブラマン軍（謎）なのであまり株については呟かないんだけど。
金子勝が一年ぐらい前にそろそろ好景気について考えるとか言ってたんで、好景気になるような材料を探
していたんだけど、戦争しか見当たりません。。あとはエコ業界全般かなぁ。
120302 072744 あ、ちなみに戦争はもちろん中東系ので日本がどうこうっていうより世界的な流れね。
これ以上アジアの国を壊して欲しくないから反対なんだけど。エコ業界は日本国内ね。
120302 135811 【ガラスの仮面】やっと本が来たー！単行本書き直し過ぎる。そして雑誌の速水真澄と
会長のやり取りが面白過ぎる。会長自らマヤちゃんの大ファンなのに、「ぶっ壊すまでだ」って w どうす
る、会長(笑)会長の明日はどっちだ！？の展開が吹く w

120302 140129 続き）この会長自ら、許されるなら自分がマヤちゃんと結婚したいぐらいだろ。いや、
月影先生が好きだから、ないかな。でも真澄がマヤちゃんと正面きって付き合おうとしている態度にはすっ
きりするものがあるので嬉しい。早く話を進めて完結させて欲しい。
120302 141338 続き）そして相変わらず紫織さんがキモキャラでウザイのもいい味出してるなー。真澄
も婚約してから遅れてきた反抗期かよ！っていう。当て馬桜小路も相変わらずウザイ。亜弓さんが一真を
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やれば全て片が付くというのに！演出黒沼龍三、阿古夜北島マヤ、一真姫川亜弓でいいじゃん。最高の舞
台じゃん。
120302 142242 続き）なんて呟きながら別冊花とゆめの表紙を見たら天然ボケなマヤと、マヤを盗み見
つつ頬を染める亜弓さんって構図で吹いた w亜弓さんってマヤ、らぶらぶだよね。続く
120302 142647 続き） もうノンケに恋しちゃったビアンかよ！亜弓さん！っていう。さっきの配役の
紅天女が終わった後には真澄 vs 亜弓のマヤを巡るバトルが！亜弓「速水さん、マヤは渡しませんわ！」
的な。そして亜弓さんと共演する事で心が亜弓さんの方に動いちゃう相変わらずビッチなマヤ。
120302 143938 別花の表紙で劇団ひとりがやってる、目よりもかなり大きく書いて、目を大きく見せる
メイクって面白いよね。agehaにも載ってて感心した。近くで見るとどんな感じなのかな。
120302 144130 ヤバい、今日更新日だった。落ち込んで布団の中にいたままで忘れてた。ご飯食べなき
ゃ。朝、やればよかったな。寝ちゃったよ。
120302 151504 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼１５２
本目『カナダ DRY スパークリング桃 ５』（N:藤間しおん I:石原理） 言葉責めの円先輩。名波響は赤
面しながら→ http://t.co/Bwp9tSvI

120302 153630 コラム：金正恩氏の北朝鮮、独裁雪解けか | コラム | Reuters http://t.co/JkqzshPN こん
な世界情勢の中、隣の国がまともになる事は喜ばしいニュースです。ぜひともさっさと普通の国になって
まずは北朝鮮国民の飢餓をどうにかして欲しい。
120302 171842 放射能と向き合う－仙台圏（３）測る／困っている人のため http://t.co/4n3btlkF 大企
業が放射能測定器を買えばこういう小さな農家も高性能測定器が安く買えるようになる。大規模チェーン
店などは率先して購入し、測定をして欲しい。
120302 172438 続き）それにしても記事の仙台在住農家さんは 450 万かけて測定器を個人で購入して、
小松菜から 3737Bq 検出され、自主的に除染が終わるまで農業を止めてくれているけど、こんな数値の野
菜が流通しまくっちゃったんだもんね。そら、私もうちのカノジョも外食後、下痢るはずだわ。
120302 174725 復興に向けて 首長に聞く http://t.co/bZ9DZmGi やっぱり瓦礫処理って地産地消じゃ
ないけど、地元で焼却した方が地元にお金が落ちるよね？国は他の地域に圧力かけて焼却させるより焼却
炉への補助金とかを出したほうがいいのでは？？？ やっぱり瓦礫利権？？
120302 190005 タイガー＆バニーが BS11 で放映中っていうことを今初めて知ったああああああ
あ！！！アホ、アホ、私、アホ！！
120302 190706 なんだよ、バンダイビジュアルのサイトでタイバニ、見られるじゃん。一気に観たほう
がいいじゃん。DVD ってモノも残らず部屋も汚れずカノジョにも怒られないし最高じゃん。どんどんバ
ンダイビジュアルのエンブレムが増えていくうううう～～！！一回観たら次回は 6 割引き料金とかしてく
れないかな。
120302 191223 いや～、観られなかったアニメが部屋ですぐに観られるって、いい時代になったよねぇ。
金がどんどんバンダイビジュアルに吸い上げられていくねぇ。
120302 191853 リボンブラサーカス団による新 TVCM「リボンブラ体操」第 3 弾！今度は、姉妹が踊
ります！ http://t.co/2w8XgGJL あまりにもアホアホな CM で吹いた w でも機能は良さそう。 ワコー
ルです。
120302 192255 続き）丁度ブラをもう一個買うところだったから、これにしようかな。体に合うといい
けど。
120302 194356 Firefighters' key Fukushima mission.flv: http://t.co/KW6jW1kG BBCのドキュメンタリー
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から。一時間以内に終わらせなければならないホース設置ミッションの現場。400 μ Sv とか 70 ｍ Sv/h

とか 100ｍ Svとか叫んでる。
120302 195253 Reading:新子育て支援 総合こども園創設へ NHK ニュース http://t.co/xFoNiPJM これ
面白いよねぇ。例えば地域の小学生用塾とか公文とかがこども園を開設→卒園後は塾へ、みたいな囲い込
みとか代ゼミこども園とか出来ちゃうのかな。
120303 021558 何となく無料ＡＶを見てて思ったこと。なぜ最初から嬢の名前が出てる作品がつまらな
いのか。まず嬢を知らないのでアウェー感がハンパない。カメラはずっとオナってる嬢を映しているがあ
たしを見てみてのナルシー感が萎える。物語がちゃちい。続く
120303 022207 続き）もしかしたらなんとかさんお疲れ様っスとか言われてしまうような嬢なのかもし
れないんだけど、ベテラン臭すぎて名無しの嬢の方が緊張感があって萌える。ＡＶでベテランになればな
る程カメラ目線がウザイ。なんてのを感じてしまって、萌えられないのばかり。無料でも萌えられないっ
てなんにゃろね
120303 080128 Reading:NHK ニュース “遺伝子検査ビジネス”の監視を http://t.co/nPartedF 被曝によ
る遺伝子異常を調べられそうなこの検査を日本医学界が規制
120303 080713 Reading:NHK ニュース “遺伝子検査ビジネス”の監視を http://t.co/nPartedF これ規制
したらデータ自体が少なくなるし、またまた医療後進国に。検査したい人は確か大学病院とかでやってい
ると思ったのでお早めに。あとは海外に行ったほうがいいかも。
120303 094146 【百合出産】体温や真っ白な妊娠検査薬を見ながら、そろそろ次のリセットが来るのか
なーと思って、布団の中でぼーっとしてる。今期はカノジョとの喧嘩で始まり喧嘩で終わった周期のよう
な気がする。辛いから独りにしてくれと言ってもダメだと言われた。続く
120303 094706 【百合出産】続き）二人で悲しもうと言われても、会話の始まりが忙しいから君の気持
ちはくめないで始まってんのに、どうしてそう言われて一緒に寝れると思ってんのと考えてしまう。忙し
いのは分かってるからせめて私を傷付けないで欲しいだけなのに。傷付けるぐらいならほっといてほしい。
続き
120303 095152 【百合出産】続き）部屋が大きくなったら悲しい時、独りでいられるかと思ったら結局
束縛されて独りで泣くことすら許されない。当たり散らすのも嫌だし喧嘩もしたくないのに独りにさせて
くれない。出産というのは二人で解決するものだから独りにしないというのは正論だけど。続く
120303 095549 【百合出産】続き）かと言って忙しいからまず慰めて貰わないと君を慰める気力がない
と言われても、こっちも情緒不安定だから慰められない。だからせめて喧嘩しないように別の場所にいさ
せてくれと言ってるだけなんだけどな。続く
120303 100045 【百合出産】続き）ずーっとずーっと束縛されてて、いつも喧嘩した時すら独りにさせ
て
くれなくて。これが二人で生活するっていう事なんだと分かってはいるけど、辛い事が多々ある。もしか
したらご家庭によっては放置される人もいるのかもしれないけど、自分の意見がないがしろにされるのは
一緒だよね
120303 100842 【百合出産】うちのカップルというのは協調性が低い者カップルで例えば国レベルで国
民を騙そうとしている時とかにはそういうのに騙される事が二人共なく意見の合意が簡単に築けるんだけ
ど、ただ抱きしめて欲しい時とかには全くそういう行動をお互いが取らず最も合理的な事を言ったりする
から喧嘩になる
120303 101331 【百合出産】続き）だから FFS のマキシの台詞とか読んでると、あるあるうちではよ
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くあるよくあると思ってしまう。あー、それにしても今期は最悪。これで妊娠検査薬がまだ反応してない
だけで子供が出来てたらどんだけメンヘラな娘になるんだと心配するレベル。まぁ根本的には加重労働の
せいだよね。
120303 104134 【百合話】つれーなーと思ってぼーっとしてたらカノジョからデートのお誘いメールが
来た。今日はお休み日にしてまんきつでも行ってくるかな。お化粧でもしたら気分が晴れるだろうか。で
もマスカラをリムーバーで落とすのがメンドイ。
120303 135809 去年の花見といえば石原が暴言を吐いて東京中で中止になった。あれ、普通にメルトダ
ウンしてる中で花見とか馬鹿、公園も汚染されてますしおすし、とか言ってたら神だったのにな。
120303 140145 石原自体は金のために瓦礫を引き受けてしまうような金の亡者だし、都民の健康を考え
ているとは全く思えないんだけど、花見中止を提言した人は偉いと思う。まぁ私はメルトダウン確定派だっ
たんで花見はいかなかったけど、短く太く生きたい人もいるだろうから花見に反対はしなかったけど。
120303 140809 でも問題は無知な親子とかがメルトダウンの事実もネットで流れてた東京の線量もドイ
ツが出してたリアルタイム汚染シミュレーションも知らすにきゃっきゃうふふと公園で遊ばせばちゃっ
て、さらに子供が側溝付近でなんとかごっこをしたり雨水が溜まったところで泥だんご作りとかしちゃっ
たら大変な事に。
120303 141253 そういう事を思うと、みんながみんな知識があるなかで覚悟完了しながら花見をするわ
けじゃないから、花見の一斉中止は良かったのかなと思った。しかし石原ってダメな事をする時もいい事
をする時も、どっちにしろ言い方がまずくて反感を覚える人がいるよね。
120303 150450 落ち込んでいてもツイッターの TL を見ていると思わず吹き出したくなる馬鹿ツイート
が流れてきて最高。ツイッターは面白くないという人もいるけど、実はツイッターって自分のフォローセ
ンスで変わるんで、つまらなかったら面白い人だけをフォローすればいいと思うよ。
120303 151024 私はワードとかで同じ趣味の人をフォローするのが基本なんだけどやっぱり面白い書き
込みを重視する。そんでフォロー返しがない人はご縁がありませんでしたってことでフォローを外してブ
ロック。ブロックは再びフォローしないようにするため。百合業界とか狭いから、忘れてまたフォローし
ないため。
120303 151414 そんな風に趣味が合う人を選んだら、笑える人が多くなった。TL を眺めているだけで
くすくす笑っちゃうっていいよね。あーあ、とか真剣に悩んでいても次の瞬間にはぶはっ！とか吹いてる。
120303 180134 NEWS ポストセブン｜健康な男性 「レム睡眠」時に勃起すること多く、一晩に 8 回
http://t.co/2QcNIJT9 面白い。
120303 185044 映画、いってくるー。安いかな？
120304 000942 映画 ＴＩＭＥ感想 開始三分でマジ泣きした。お母さんとのシーンが泣ける。
120304 001202 映画 ＴＩＭＥカノジョ感想 貧乏人も金持ちもその日暮らし。働いているのがタイム
キーパーしかいない。人々が長期計画を建てて何かをやろうとしない世界だった。
120304 070122 ＴＩＭＥ感想 スラムゾーンの人間はいつも走る癖がある。日本だと関東圏がスラムゾ
ーンだなと思った。朝なんて駅でみんな走ってる。というか資本主義国家だとあんだけ儲けていたアップ
ルのジョブズだって時間に追われて生きてたからゆったりなのはイスラム国家の王族系だけ？←偏見
120304 070717 ＴＩＭＥ感想 アメリカだとあのレベルのセレブがいるけど、日本はあまりいないから
イマイチ実感が湧かない映画だった。すいません、日本の首都にある駅のホームではみんなスラムゾーン
ばりに走ってますとか。時計とかしょっちゅう見まくりですとか。続く
120304 071159 続き）私は今、時計を見ない生活をしているんだけど、昔、本屋を辞めて最初にやった
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のは時計見ない習慣作りだった。それまでは時計を五分おきに見て時間に縛られる生活をしていて、ちょっ
とワークホリックだったので精神を立て直すのが大変だった。
120304 071600 続き）今はあまりにも時間を見ずに 6時間休憩も取らずに原稿書いてたりするので、カ
ノジョにタイマーをかけて休みなさいと怒られる。でもタイマーがやっぱり怖い。
120304 071857 続き） ゼルダの時間でボタンを押すミニゲームとかがすぐ出来たり、今何時ぐらいと
聞かれて何時ぐらいじゃねという返事が時計を見ずにかなり正確に答えられると、まだ脳がいかれてんな
と思う。最近は遅刻しないように時計を見ながら支度してるのだが、時計を見るとまだイライラする。
120304 072312 続き）そんな風にＴＩＭＥは色々考える映画だった。時計売り場に行くと男性向け時計
は一分表示がされていて、女性時計の多くは五分表示だ。うちのカノジョなんかは女性時計は使えねーと
怒るのだが、もしかしたら時間に追われる生活は男性やキャリア志向の女性の方があるのかもしれない。
120304 073109 続き）私は昔、デジタル時計志向で電池切れ以外でネジを回さないと時間がズレるアナ
ログ時計は嫌いだった。今も 12 時を指す時の針のズレや時間のズレが許せないので高級時計しかアナロ
グは認めない。安いのは秒針が戻るものもある。そういう人は多いと思う。そんな人にＴＩＭＥははオス
スメだ。
120304 074721 神秘主義的経済ブログを読んでいるとどこまでが本気でどこまでがあれなのか分からな
くて、そんなかから必要な情報だけをピックアップして読んだりする。
120304 075107 続き）多分日本人の未信者（クリスチャンではない人）には分かり辛いかもしれんけど
アメリカ人の一部にとってはキリスト教的世界がリアルであり、だからこそ宗教戦争が起きてしまったり
するんだけど。だからもしかしたら神秘主義的な世界がリアルな人達はやっぱりいるのかもしれないとお
もったりして。
120304 135921 ＳＭクラブで全裸：北海道警巡査長に罰金１０万円略式命令 #毎日新聞
http://t.co/eX125IAz 池袋にもこんな巡査長が欲しい。首にはしないでもらいたいなぁ。日本はくだらな
い逮捕で首になりすぎなんだよ。
120304 143122 中国本土の男性同性愛者が大挙して売春、個人旅行と称して目的は金稼ぎ―香港
http://t.co/kqFEo9Qh 香港に新宿二丁目が出現！ そういえば新宿って風俗の取り締まりが厳しいらしい
から、ゲイタウンも池袋に移ればいいのに。北口とか立ってる外国人のオネーサンばっかりだよ。
120304 143418 「結婚しない女性」が急増、同性愛を理由にする人も 4 ％近くに―中国
http://t.co/s0LZ5Xkz 中国百合化計画。同性愛解放運動で中国に負けるとは思ってなかったよ。
120304 152854 「夫は同性愛者」が 1600 万人！？報われぬ愛に涙する女性たち―中国
http://t.co/ZNTLPGL6 友達と夫婦の違いはセックスがあるかないかだ。婚前交渉を拒否してくる人は男女
ともにヤバい。結婚してから体の相性が悪くて離婚より事前に関係を持ち相性を確認したほうがいい。
120304 181813 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼１５３
本目『カナダ DRY スパークリング桃 ６』（N:藤間しおん I:石原理） コカの腕の中で響は体を震わせ
涙を浮かべながら指を噛んだ→ http://t.co/yLuaoL0n

120304 184115 チェーン越し 15 センチの隙間から説得 事務所社長が「聞いてくれ！中島」（スポニチ
アネックス） - Y!ニュース http://t.co/LmcATC8h 頑張れ、中島。
120305 095711 東日本大震災から 1 年 誰が復興を殺すのか｜今週の週刊ダイヤモンド ここが見どこ
ろ http://t.co/eFXsC1VX 一見よさげに書かれているんだけど、じゃあ何にお金を使えばいいの？という
答えが載ってない。ならだだ自治体や官僚を責めてるだけでは？雑誌には載ってるの？
120305 151608 kinkin.tv開局 愛川欽也パックインニュース（仮称）記者会見
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http://t.co/ZtXAKJ7U

おおっ！どうもネットニュースに移行するらしい？ まだ見てないんだけど。
120305 153013 警視庁が震災時の交通規制、大幅に見直し 都心からの“脱出”可能に
http://t.co/T0yYSQnZ ちょっと嬉しいニュース。しかし物資の供給が止まるんで薬がいつなくなるか考え
ながら行動しないとマジ死ねる。311もちょー怖かった。
120305 153515 311 の時、甲状腺系の薬は一気になくなって、普通の患者が大変だったとか。自分も薬
は一応二週間分ぐらいはこつこつ貯めて持ってる分があるが、311 の東北のように物資の供給が止まると
いうのは恐ろしくてたまらない。外来に行って速攻薬をもらいたくても東北なんかは外来がストップした。
120305 154005 ニュースに流れていた外来がストップというのは、それで生き延びられる命もあるわけ
だから洒落にならない事態だ。もし東京で震災があったら食料危機もそうだが、薬不足が一番最悪な事だ。
私は震災があっても病院に行けるよう環七内側でいつも家を探すのだが、環七外側から通院してる人はど
うするんだ。
120305 154400 続き）それを考えるとお薬手帳を持ち歩くのは超基本だが、それだけじゃなくてカルテ
を電子化し病院と患者と双方がもっているなどのリスク分散をしたほうが良いのではないだろうか。ファ
イルで持つだけではなく、海外のサーバーに置いておいてお薬手帳にそれを明記しどこでも情報を引き出
せれば良い。
120305 160618 今、初めてツイッターの新 PCWEB 画面上で DMをどうやって送るのか知った……。＃
みつけるとかいらんからさ、DMを繋がりの横とかに表示させておいてくれよ～～。
120305 164944 メモ 九州雑穀伝説
120305 192313 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼１５４
本目『シトラン グレープフルーツ』（N:藤間しおん I:石原理） 名波「ああああああっ！」 お兄様の
喉から扇情的な声が漏れる→ http://t.co/UzYix6n7

120305 194552 下の RT、もし同性愛者の伴侶が突然意識不明で倒れてしまった場合っていうやつ。実
は裏技があってたまに LOUD とかパートナーシップ制のイベントとかに行った時、ワークショップなん
かでは話すんだけど、ここで書けるもんではないので、書かないけど。ヒントは「嫁や入り婿した兄弟姉
妹は姓が違う」
120305 195150 まったく病院の親族・血族主義もいいかげんにして欲しい。その手続きが遅れたせいで
この間、友達が亡くなって最悪だった。夜中に倒れて朝まで親族と連絡が取れないからって手術始まらな
いとかイカレテルだろ。夜中はみんな寝てるんだよ！アホかよ、この規約を改正しない奴、死ねよ。何人
殺してるんだ。
120305 195830 あ、入籍してないパートナーが突然倒れた場合の裏技２。「両親が離婚した場合も兄弟
姉妹の姓が違う」 ただし入院費等の請求はサインした本人に来るだろうから、もちろんその覚悟を持っ
てサインすること。
120306 010611 インド綿花が輸出禁止という、アレルギー持ちには超おっそろしーニュースが！とりあ
えず明日靴下と下着を買ってこよう。もし各国の綿花が輸出禁止になったら、私、どうなるの？ＦＳＳの
ファティマよろしく全身アレルギーでぼろぼろになるの？それとも日本企業はインドから「製品」を輸入
してくれるの？
120306 011252 外国は自国を保護して輸出しなくなり、日本は放射性物質まみれで国土汚染という自爆
テロをして、やっとこさっとこ黒字になったけど微々たる額で、docomo は韓国企業とばっかり新製品を
出して、韓国企業もアメリカ企業も個人情報抜きまくりで、この国、どうなっちゃうの？
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120306 012020 【百合話】昨日は１日まＨと寝るの繰り返しで食事とトイレしか蒲団から出なかったん
だけど夜中まで性欲が止まらなくて本気で困った。
120306 012920 【百合話】カノジョ「私には夢がある。22 時に食事をし 23 時には風呂に入るという夢
が」私「そんで 23：30 にはＨだよね」カノジョ「いやそれは動物を愛護しようよというか、ワシントン
条約違反だと思う。まだ週の頭ですよ？寝ようよ、ねぇ、寝ようよ」
120306 013413 インドが綿花輸出を禁止、国内繊維産業を保護| ワールド| Reuters http://t.co/Yibfvq3T

ソースはこれでやんす。アレルギー持ちさんはチェック。そしてインドが中国にも輸出しているトコもチ
ェック。
120306 015159 【百合話】私「研究によると涙というのは人の性欲を減退させる効果があるようだよ。H

してて私が泣いてる時とかって、君はどんな気分なの？」カノジョ「むしろ興奮するかな…」変態。。そ
んなカノジョは私が涙を流している時、たまにあはははって笑って、キスしてくる。
120306 015821 【百合話】続き）ＢＬにはよくある事だし多分私の小説にも出てくるだろうと思うんだ
けど最初、私が泣けばなくほどカノジョが笑うのでどうしたんだろうと思った。どうも興奮し、愛しさが
こみあげて楽しいと笑うらしい。二人は愛し合っているしとても幸せなんだけど端から見たらレイプシー
ンのようです。
120306 023511 スマホの「アダルト動画」 “客の３割は女性”の衝撃 http://t.co/BRzgC09h ステマで
もいいからメモ。というか未だにエロ産業が男性向けと思ってるのが古い。エロゲーですら女性制作者が
多いというのに。
120306 025732 【百合話】意外と知られていない事実。女性のクリトリスは大きさが違う。
120306 030125 【百合話】そういえばクリトリスは年と共に大きくなったりするんだけど、ペニスはそ
ういう話を聞かないな。ペニスが弄る時間に比例してでかくなったらオナニストのペニスはえらいことに
なりそうだ。
120306 030531 【百合話】ミントたんのアイコンを見るだけでドキドキしてしまう馬鹿な私。
120306 143556 「あの線量では、戻れるわけがない」事故から 1 年、福島原発避難民の悲痛な声 - 週
プレ NEWS http://t.co/2ZpIBzYG 鼻血を出す子供達。
120306 144439 震災直後、中学生がネットでニュース違法配信 ＮＨＫは黙認（産経新聞） - Y!ニュー
ス http://t.co/JXZNhP8A 日本のニュース番組は CNN を見習ってニュースの前に広告を入れるようにして
ネットニュースをもっと充実させてくれ～。
120306 145133 たまに広告を超毛嫌いする人がいるけど、世の中に「無料」というものは存在してはい
けないと思う。ボランティアは自尊心を自分の労働力で買っているし、無料サイトは広告によって成り立っ
ている。無料サイトを使い続けたければ面白い広告はクリックして商品を買ったり、呟いて広めたりする
ぐらい必要。
120306 145604 私はアマゾンで何か商品を買う時は、よく行くサイトのアフィから行ったり、友達のア
フィリンクから飛ぶようにしている。そのサイトを無料で見ているので対価だと思ってる。これから広告
はアフィリエイトやネット広告へと移行していくだろうから、消費者も誰に金を落とすか考えると面白い
だろう。
120306 150628 たまにアフィから飛ばないでアマゾンで買い物をしてしまったりすると「ちっ！うっか
り何円分、アマゾンを儲けさせてしまったぜ」とか思う。塵も積もればと言うし、それぐらいならいつも
使っている無料サイトやニュースサイトや友達のところにアフィリエイト代金を落としてあげたほうがい
いと思う。
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120306 150700 ただしアマゾンでの購入履歴はアフィサイトに通知されるので（誰が買ったかは分らな
い）、真面目な友達のアフィで「しっぽり人妻ヌレヌレな午後」なんてもんを買うと通知されちゃうので
注意。そういうのは大量アフィクリックされてそうなニュースサイトアフィリンク経由とかで買うといい
だろう。
120306 151101 ツイッターって誤字があると消して貼り直さないといけないのがメンドイね。
120306 155431 放射能 コメ１袋５秒で測定…福島 : 健康ニュース : yomiDr./ヨミドクター(読売新聞)
http://t.co/0rvr4GiF 島津製作所がすごいもん開発した w これの難点といえば、袋についた核種とかも反
応しそうってところかなぁ。
120306 155723 続き）４月からは暫定基準値も低くなるし、こういう測定器が市場や食品工場に設置さ
れれば自動的に高線量の食料は弾かれることになっていいかもね。まだ高いから大手は率先して購入して、
価格が下がるようにしてほしい。
120306 160422 これで外食すると下痢る生活ともおさらばになるのか！？そうなったら嬉しいな。椎茸
どうにかして、椎茸。あと地味に大手ファミレス店が肉の産地書いてくれて、西日本産のフェアーやって
たり、デパートの食べ放題とかでもミニ西日本産地特集をやってたりするのが嬉しい。
120306 164849 【百合話】友達が百合カノタチ募集をゆるく呟いていて RT しようかと思ったけど、私
のフォロワーさんはオタクばっかりだった件。オタクは自分の生活習慣と結婚している人が多いからなぁ。
アラサーの頃、独身の友人が「誰かと付き合いたいけど生活が変えられない」って言ってた意味が最近分っ
てきた。
120306 165407 強毒性新型インフル予測時、全国民に予防接種へ : 政治 : YOMIURI ONLINE（読売新
聞） http://t.co/jwb9F1gp 「持病が悪化する恐れがある患者などを除き」か。私、受けられるのかな。全
国民ってことは大分臨床試験データが集まったのかな？
120306 172509 メキシコ麻薬戦争写真 http://t.co/RapDW9JS よく～戦争って使ったりするけど、メキ
シコの場合、本当に戦争だと思った。でもこうなるぐらい麻薬が蔓延してたってことだよね。
120306 175619 タイバニ企業の新製品呟きを見て、ドキがムネムネするたびに「もうやめて！私のタイ
バニ予算は 0よ！」って言葉が頭に浮かぶ。
120306 181139 産学連合で洋上発電 福島県沖で実証研究 - 47NEWS（よんななニュース）
http://t.co/hRCQM8rz いいニュース。どうしても福島に残らざるえない人達は一定数いる。消費者の健康
を考え離農してしまった人だっているだろう。そういう人達の雇用に繋がればいいね。
120306 182259 【イギリス】体外受精の先駆者・男でも妊娠可能な医療技術を発表 http://t.co/QmmUD7iz

イギリスすげえええええ！！ 超感心した！ ゲイの種付け概念が本当の種付けに！（ウソ 註：体外
受精した胚じゃないと無理。
120306 182613 【百合出産】しかしこういうニュースを見ていると、やっぱり早めにタイへと行って体
外受精をしたほうがいいのかなぁとか思ってしまう。悩むよねぇ。
120306 183214 【百合出産】しかし不妊治療をしていた皆に体外受精は体に負担がかかりすぎると止め
られる。いっそカノジョに出会う前に妊娠しとけば良かったってたまに思うけど、その頃、まだ 16 歳だ
よ……。
120306 183906 【百合出産】やっと基礎体温が下がって明日ぐらいにリセットくるかなーなんてぼんや
りと考えていた。明日来たら今期は 28 日周期で平均的。ここ半年ぐらい 22-26 日周期だったからそっち
のほうがおかしかったのかもしれない。ちなみに昔は 29-34 日周期。だから子供を作るなら早く作りたい
と思う
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120306 184412 【百合出産】カノジョと子供を作ろうか、なんて話始めた時に生理周期が短くなってす
んごく悲しかった。早いけどもう生理来なくなっちゃうのかなとか。病気だしありえるよねとか。もし精
子売買がアメリカのように自由化されていたら 20代の頃に子供を作っていただろうに。
120306 184833 【百合出産】20 代の頃はよくレズビアンマザーについて調べていた。でもカノジョが
就職してから荒れちゃって子供とかどころじゃなかった。私もゲームやギャンブルに逃避してその事しか
考えてなかった。会話すると喧嘩しちゃうから、言葉を発することも出来なかった。
120306 185538 【百合話】でも考えてみれば周囲から医学部やら法学部を期待されていた真面目なカノ
ジョが先生達に反抗して文学部に進んで最高学歴をつけてんのに、小説家も教授も目指さず、違う職業に
就いたのは病気の私を養うためだから当たられても仕方がないんだけど。でも壊れた脳は戻らなくなった。
120306 185906 【百合話】311が起こる前の年ぐらいからやっと関係が修復されてきて、311が起きて。
そこで生活を見直して子作りを計画して、やっと関係を立て直せた気がした。私が小説を書いていても怒
られたり怒鳴られたりすることもなくなった。
120306 191433 【百合話】なんていうのはクリエイター同士のカップルだったらいくらでもある話だと
思うんだよね。ちなみに私のトータル原稿料は、院生時代ライターをやっていたカノジョの原稿料の足元
にも届きません。今、カノジョは職場公認の副業でライターをやっていて、やっぱりその凄さの足元にも
及びません。
120306 191621 【百合話】自分にもっと才能とか体力があったらな～と思う事もあるけれど、いいんだ、
しょせんはペットだから。
120306 193652 小学生の頃よくやっていた『定規戦争』が超進化している件 http://t.co/UgB6C66q 定規
としても使えますってところに超吹いた w

120306 200621 TIGER ＆ BUNNYがギャオで配信してる。ヤフープレミアム会員は全話無料イベント
やってるよ。とりあえず 400円で観られるセールをやってて良かった。
120306 203411 TIGER ＆ BUNNY 話数限定[B-ch] ＃ 02 A good beginning makes a good ending. （は
じめが肝心） http://t.co/zXfvdFXl なんかノリが任天堂の F-ZERO X で面白い。F-ZERO X ファンは
絶対はまる。
120306 203729 どうしよう、ちらっと観ただけなのに、このタイバニの F-ZERO X みたいな馬鹿設定
臭さ、超はまるタイプだ。もういっそブルーレイとか買っちゃったほうが早いんじゃと思ってしまう。
120306 204113 つーかむしろ Wii U の F-ZERO にタイバニキャラを出してくれ。でも任天堂はそうい
うのやんないだろうなぁ。企画力弱いもん。いや、岩田なら、岩田ならやってくれるかもしれない。あ～、
もうなんであんときニュータイプ買っちゃったかな～。アニメにはまると時間がガリガリ削られる。
120307 004809 【百合話】カノジョと雑談してたら生理痛がきて頭が痛い。こんな時こそ酸素量を計ろ
うと思い酸素計測器に指を入れてみた。脈拍は 85、酸素濃度は 99 ％。濃度、意外と平気？とおもった。
続く
120307 005347 【百合話】カノジョが私もというので指を入れてみた。98 ％の 65。いつもドキドキし
ているカノジョの方が脈拍が低くて驚く。しばらくしていい事を思い付く。私「もう一度指を入れてみて」
カノジョ「なに？」続く
120307 005641 【百合話】続き） 計りながらもう片方の指を舐めてみた。脈が 85 まで上がる。カノジ
ョ「なにするの！？」恥ずかしがって指を抜くカノジョ。私「いや、いつも澄ました顔してるから舐めら
れて感じてるのかなと思ってさ。数値は正直だね」カノジョが赤くなり、蹂躙された気分、と言った。
120307 005908 【百合話】続き）オスマシさんにはラブチェッカーが役に立つのかもしれないと思った。
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最近の携帯には脈拍を計る機能があるから、デートなどでお試しあれ。
120307 074510 おはよ～ございます～。今日の東京は曇り～。ちょっと肌寒いです。
120307 080039 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼１５５
本目『シトラン グレープフルーツ ２』（N:藤間しおん I:石原理） 円先輩「泣くまで快感を与えられ
るっていうのがどういう事か教えてやろうか？」→ http://t.co/7PlR5ueg

120307 092408 【タイバニ】5 話観終わった－！そしてバンダイチャンネルで観ているアニメがサムラ
イチャンプルーとタイバニというダメなヒゲオヤジが主人公の作品ばかりって今、気付いた－！あ、クー
ルなメガネがパートナーって所も一緒だね。
120307 095832 タイバニを 7 話まで観たところで、モニターがテキストモード（目に優しい）のままで
黄色っぽく発色するようになっている事に気付いた……。ムービーモードにしたらいきなり白っぽくなっ
たよ……。
120307 103554 【タイバニ】この脚本家・西田征史ってプロレス作品『ガチ☆ボーイ』の脚本を書いて
いるんだけど、WWE っぽいショービジネス、覆面にするかどうか、ヒーロー、またはヒールとは何かみ
たいなテーマが描かれていて面白い。
120307 115823 【タイバニ】11 話～。だからあれほど川洲に都市を造るなと。橋を押さえられたらお
終いだろ。なんて事を誰かが原発関係のスレで言ってたような。どっかの川洲にある原発なんてあんのか
な。しかしそれを考えたら金持ちが集まるカジノを有明周辺に作るのは無理だな。セキュリティー的な意
味で。
120307 124448 【タイバニ】あ～、Ustream ってソフトバンク系列だったんだ。前に調べたような気が
したんだけど忘れてたな。なんかこのアニメのスポンサー資本関係を調べたら面白そうだ。
120307 133130 【タイバニ】12 話。怪我したタイガーを病院へと行かす優しいテロリストに吹いた ww

120307 141825 【タイバニ】14話。そろそろ後半戦かな～なんて思ってたら、スポンサーが細かく変わっ
てて吹いた www アマゾンとかアニメイトが入ってる ww F1みたい w

120307 142257 【タイバニ】考えてみたら車会社がいないのね。アニメ観る若者は車を買わないからか
な？マクロスなんかはどっぷりとサンキョーって感じだけど、パチンコ資本に頼らず頑張ってますって感
じ。
120307 144907 TIGER ＆ BUNNY http://t.co/MnD4rOCq メモ ここまで観た。14話。疲れた～。マド
マギ小説の続きを書くのに全話セットの視聴締切りが～とか思ってたら 1000 円パックに入ってくれた！
良かった～。あとバキの続きを観なければ。今月末終了だった。
120307 155039 とりあえずタイバニの 17話を観たら風呂に入ろう。
120307 170555 やべえええええ！タイバニ観るのが止められないいいい！あと四話……。
120307 191822 【タイバニ】24話を観て、思わす（私が）フリーズしまくったーーーーーーーーーーー
ーーーー！！！！！！
120307 192005 とりあえずあと一話。エコノミーシンドロームになりそうなので、足を揉みながら観て
ます。
120307 195405 【タイバニ】観終わった－！可愛かった－！虎徹受けだったー！もう 8 時でヤバイー！
あ～、面白かった。昔、プロレスなんかでヤラセとかが問題になってたけど、TV のヤラセについてても
問題提起してて面白かったな。
120307 195712 【タイバニ】これ始まったの去年の 4 月か。もう今女子の同人だとこれ一色って感じだ
けど（少なくともとらのあなの同人コーナーでは）、最初からインターネット配信なんかも始めていて、
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全国で流行るような仕組みを考えて仕掛けただろうに、311直後で大変だったろうな。
120307 200157 【タイバニ】30代の子持ちオヤジが主人公とか、シナリオがしっかり作られてるとか、
とても好感が持てる話だった。オタクや腐女子高齢化とかとマッチしたんだろうな。そして話が昔の BLっ
ていうよりむしろゲイっぽいのに女性に受けてるのがいいね。BL市場が成熟したって感じで。
120307 200549 【ネタバレ TIGER &amp; BUNNY アニメ セクマイ】最後のほうでファイヤーエン
ブレムがロックバイソンの尻触ってるシーンには吹いた。ロックバイソンの虎徹への恋心はいずこへ（笑）
しかしめちゃくちゃ虎徹受けな話だったな～。こんなオヤジ受けが女性に流行る時代が来るなんていいね。
120307 201024 タイバニ セクマイ】というわけでセクマイが観ても不快にならないアニメなのでオス
スメです。え？虎徹が結婚してたじゃんって？主人公がバイでどこが悪いんだよ！とバイな私は訴えたい
です、はい。妻とは死別してるんだからその後ゲイとして生きてもいいじゃん！ヘテロとゲイの二択なん
てバイ差別だ！
120307 201920 まったく昔からバイはコウモリだとか、結局結婚して裏切り者だとか言われたりするけ
ど、異性と結婚して別れてから同性と一緒になるって生き方があってもいいじゃんねぇ。同性が好きだと
か異性が好きだとか悩まなくてもいいんだぞ！みんな好きなんだから！「誰が好き」は悩むけどな！
120307 204146 いっつも思うけど男性が BL とか腐女子向けをしかけようとすると、ふつーにゲイスト
ーリーになるよね。例えばガンダムみたくキャラデザに女性を使うとそうでもなくって女体化すると百
合っぽくなったり、びあんっぽいキャラになったりするんだけどキャラデザとかほぼ男性だとまんまゲ
イっていうか……。
120307 220357 コンテンツ促進法改定や IT戦略本部統合など、知財本部の調査会で委員が意見 - ニュ
ース：ITpro http://t.co/0EgO5Sd3 #itprojp うおっ、クタタンの名前、久しぶりに見た！
120308 002939 【放射能漏れ】宮城のシイタケが基準超え - MSN産経ニュース http://t.co/mBZQfI5U

1600Ｂ qかー。さすが椎茸さん。
120308 010231 ああ、最近順調に毎日ちょこちょこ小説を書き進めていたのに、今日は一枚も進まなかっ
たな。反省。明日こそ散歩に行こう。タイバニを見終わって達成感があるけど 20 話以上を１日で観るな
んて無茶は今度こそ止めよう。今度こそ止めようで止められたらアディクションになってねーんだけど。
120308 011316 タイバニを観て勉強になったけど、一気に観たもんだから脳に負担をかけすぎた。こう
やって観るのを止められないのが病気なんだよなー。今日はほぼ 12 時間アニメを観てた。すぐ夢中にな
る癖をどうにかしたい。
120308 132812 【BLハード ドリンク擬人化 無料電子書籍 90枚】「コカアディクション１＆２ 『伊
藤君と円先輩』サイドストーリー増補版」 http://t.co/uGV4viTs DL 数 69 回閲覧数 2067 回 携帯
http://t.co/1aksF37b 読者数 2052人 合計 4188回感謝！
120308 135427 大規模な太陽嵐が地球に接近 通信、送電網に悪影響か - 47NEWS（よんななニュース）
http://t.co/XvhKfU33 あれ？これそろそろなんかな。

120308 140600 【百合出産】ゆっくりと体の中で次の卵が育っている時期です。一期（前の生理から今
回の生理まで）はなんかイライラしてカノジョと喧嘩する事が多かったなー。精子を入れる前は二人で育
てるとか思っていたんだけど、入れる直前からは何かあったら一人でも育てるんだって意識するように
なった。続く
120308 140956 【百合出産】今の時代は「一人で育てる・育てられる」って意志がないと、多分子供を
作るって決心がつかない。だからフェミニズム運動は母子家庭や働くお母さんを支えるよう社会システム
を変えていったわけだし。夏頃は逆に私は「二人で育てる」っていうのに縛られていた。続く
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120308 141228 【百合出産】続き）カノジョが隣にいて当たり前だと。二人で育てるんだと。多分安定
した関係のびあんカップルが子供を作る時、そうやって考えると思う。夫婦だってそうだよね。でも実際
は子作りが始まるとこのパートナーで大丈夫なのかとか、不安が纏わり付く。多分これは結婚してても一
緒だと思う。
120308 141757 【百合出産】続き）だから一番最初に精子を入れる日、とても心を傷付けられて喧嘩し
て落ち込んで、「いざとなったら一人で育てないと」と自分で納得して子作りをした。それからなんとな
く「別になんかあったら一人で育てるからいいです」って言うのが口癖になっていた。続く
120308 142125 【百合出産】続き）もう 20 代の頃から子供が欲しいと口で言いながら、子供を持つと
いう現実に向き合ってくれないカノジョの言動にいらいらした。でも結局出産ってそういうもので、母親
が一人で育てる覚悟がないと産めないんだとつくづく思った。
120308 142731 【百合出産】続き）そんな私達だったんだけど、今期はカノジョが何度も「子供は二人
で育てるんでしょ？この子を作ることで家庭を作るんだから」と言ってた。今更かよとか、私は子供がい
ない 20 年も前から君のことを「家族」だと思ってたよ、おせーんだよとか色々ツッコミは入れたかった
が止めた。
120308 143028 【百合出産】続き）びあんやゲイやはたまた愛人関係のみの人も含めて結婚制度の外に
いる人は家族という意識を持つのが難しい。いやカノジョの場合血縁者すら家族意識が低いから元々かも
しれないんだけど。鬼っ子感覚？その場合どうやって「場」を作るのか。というのはもしかしたら大変な
のかもしれない
120308 143752 【百合出産】続き）私は親族が皆、関東圏な上、血族の結束が固く、さらに教会という
疑似兄弟姉妹と呼ばれるコミュニティーにいて、血が繋がっていようとなかろうと「家族」感覚が強い。
下町感覚っていうか。仲が良ければ兄弟でぇ、的な？でもカノジョはあまりそういう感覚を持っていなく
て辛かった。
120308 144108 【百合出産】続き）今期はそんなカノジョがやっと「家族観」みたいなものを理解した
一ヶ月だったような気がする。喧嘩も沢山したけど。
120308 144726 【百合出産】まとめ）1：仲の良い百合カップルだとしても子供を作る時には母親とし
て一人で育てていく覚悟が必要。2：結婚という法制度の外だが百合カップルも「家族」は作れる。家族
というのは法律ではなく、私達の意識の中にある。
120308 150520 逆さ状態で 75 日間、ポーランド人女性が異例の出産 | 世界のこぼれ話 | Reuters

http://t.co/s1XIgndI 陣痛を世抑制するためになぜ逆さ吊り状態にしなければならないのかが分らない。
120308 150922 カナダで飼育の同性カップルペンギン、繁殖のため隔離へ | 世界のこぼれ話 | Reuters

http://t.co/9742V0Qm かかかかかか可哀想過ぎるううううううう！！ ＞＜ 早く二人をまた会わせてあ
げて ＞＜
120308 152222 【百合出産】子供を作ろうって話し合いをはじめて 7 ヶ月。いろんな事をカノジョと話
したり喧嘩したり妥協したり愛が昂ったりした日々だった。安定した関係になったびあんカップルは作る
作らないは別にして話し合うと面白いかもしれない。ちなみに作ると決心したらタイの病院がオススメ。
120308 163801 国交省職員を傷害容疑で逮捕 妻とホテルに入る男性殴る - 47NEWS（よんななニュー
ス） http://t.co/NHn8RfjH 殴ったんだから傷害なのは分るけど、逮捕とか可哀想過ぎる。国交省はこの
人を減給とか首とかにしないでもらいたい。
120308 164301 今ツイートしたニュースってなんで妻が寝取られてカッとして間男を殴った夫が逮捕さ
れてマスコミに氏名公表までされるわけ？ちょっとこのマスコミの態度、酷くない？こんな痴話喧嘩、氏
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名公表するようなニュースじゃないでしょ。
120308 170356 今、ふとパブーのサイトを見たら、1P 辺りの文字制限が 30000 字になっているううう
うう！これ、フォントを変えると文字数が少なくなるんだけど、文字が多くなったのは便利でいいなぁ。
120308 220647 この小説書くと疲れて寝てしまう現象はどうにかならないものだろうか。タイバニのタ
イガーみたく、24時間俺はヒーロー的な体力が欲しい。。。
120308 222629 凄い、今の RT 大量でうざくてごめん。福島のゲーセンに置いてある無料配布の闇カー
ド？？どうも pixiv とかに落ちてるイラストを無断借用して無料トレカを作ってゲーセンに置いた人がい
るらしい。あ、こういう時にツイッターまとめサイトとか作ればいいのか。なんかこう、凄い世の中なん
だな。
120308 223029 いやでもゲーセンに人を呼ぶ広告として作ったには金がかかりすぎているし、店長とか
が遊びでつくって無料配布してんのか？？意味分からない。どっかで有料販売されているのを買った店長
が余ったカードをてきとーに置いてるとか？会話見ると嘘っぽくもないし、なにこれ？？謎過ぎる。
120308 224033 これで福島ゲーセンの店長がボランティア感覚で子供達に遊びをとか言って私財を投じ
てカード作ってたらどうしよう。でもそういうボランティアなら絵師さんは（c)入れれば絵を無料提供し
てくれると思うんだよね。まさに復興支援イベントじゃん？なんで無断借用？訳わからんわー。
120309 013303 資料用に検索して見ていたアダルトグッズサイト。今ページを閉じようと思って説明文
にふと目を留めたら「アナルをお洒落に演出するステンレス製のアナルジュエリー。」って書いてあって
吹いた w アナルをお洒落に演出って www

120309 020945 NHK やらなんやらが孤独死やら絆やら特集してたら日経系のサイトのコラムが、全体
主義的でうぜーんだよ！（妙訳）って書いてて吹いた w 病人のサイトってさ、具合悪いって最後に書い
てあって、いきなり終了って感じなんだよね。いつか私もそうなると思う。だから今を楽しく生きたい
なぁ。
120309 021539 うちのカノジョは、これを読んでいる人はリア友も多いけど、多分友達に私が死んだ事
を知らせないと思う。うちの姉夫婦ぐらいかな。知らせるの。だから料金が支払われなくなって藤間紫苑
.comが消えたら私が死んだってこと。
120309 022150 カノジョが死んだら、やっぱり藤間紫苑.com は削除すると思う。ツイッターとかは残
すかな。でもきっと身辺整理するな。カノジョが書いてきた文章を全部 pdf 化してあらゆる無料サイトに
投下して自分は病死か餓死ってところ。
120309 022628 もっと前に死ぬ運命だったのをカノジョが生かしてくれているから、カノジョが死んだ
らいつ死んでもかまわない。今もとても幸せだから人生を全うした感じ。毎日カノジョのためだけに生き
ている。でも子供が出来たらその子が成人するまで頑張らないとね。うちのママみたいに。19 で死んじ
ゃったけど。
120309 023237 都会に住んでる人は割とそんな風に思って生きている人が多いんじゃないかな。今回の
孤独死ニュースは赤子も死んじゃって救える命があったからニュースになってるわけでさ。孤独死自体は
昔からあるよね。
120309 025755 まぁ、こんな夜中だから呟いておこう。震災後のある日。あ、雨？と思って空を見たら
雨粒が目に入り激痛が走った。家に帰ってから目を洗ったのだが痛みは止まらず明らかに視力が落ちた。
それからしばらく朝起きてからの目やにが酷かった。一番やらなくなったのはゲーム。スロット。字幕も
見にくくなった
120309 030918 東海アマって昔から確か地震くるくる煽りしてて、今は震災とか原発事故について呟い
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てて。正義感あるよね。滑るコト書いてる時もあるけど。地震板にオチスレあった時から知ってても全然
読んでなかったけど。そういう危険への警告みたいな思考が巡り巡ってうちの備蓄品になってたと思うと
感謝してる。
120309 031155 地震煽りすんなとか書く馬鹿がいるけど、そういう煽りがあるからこそ人は備蓄するわ
けですよ。うちは丁度鳥インフル用に備蓄した大量のマスクや食料があったんで震災とか超余裕だった。
何買い占めとかしてんの？プゲラって感じで。
120309 031412 そろそろその備蓄も終わりかけているんでまた備蓄したいんだけど、暫定基準が怖くて
買えない。早く４月になってせめて大手の食品だけでも安全に買えないかなと思ってる。こんな話を書い
たのも姉がスーパーの品がなくなっている、買い占め？とか言ってたからですが。
120309 031744 地震大国ですし金とスペースに余裕がある人は備蓄しましょう。備蓄したらただ順番に
食べて買い足せばいいだけなんです。マスクとか生理用品とかもそう。乾パンとかより普段使ってるもの
を買うのがコツ。そうすると順繰りに使って無駄がないから。
120309 032055 金持ちが備蓄すれば自治体の備蓄品はいざという時、貧乏な人に回るでしょ？そういう
貧困対策へのボランティアもあるわけですよ。もっと備蓄すれば他人にも分け与えられるでしょ？
120309 032407 うちの大家さんはトイレットペーパーが市場から消えて、うちの在庫も切れかけた時、
引っ越し祝いにトイレットペーパーをくれました。凄く助かりましたし感謝してます。そんなこともあり
ますし、備蓄しておいて損はないです。地震への警告は役に立つのです。
120309 113844 河北新報 東北のニュース／原発事故で浪江から群馬へ避難の一家、国の安全基準に不
信感 http://t.co/89zoGZGy 原発で働いた人って冷静だよね。
120309 125806 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼１５６
本目『シトラン グレープフルーツ ３』（N:藤間しおん I:石原理） 円先輩「感じてる？ 俺は君の
熱さを感じてるけど」→ http://t.co/U59VNAzS

120309 132218 DHC のプロテインダイエットをポチりそうになって恐い……。そういえばアディクショ
ン止めるのって途中経過で太ったりするんだけど今回はむしろ痩せてるな。子供のための健康体作りをし
ているからか。それとも吐き気で食べられないからかな？今期は吐き気がなかったんだけど鬱が酷くて引
き籠もり！
120309 132851 沖縄タイムス | 脱法ドラッグ 幻覚などで救急搬送１０人 http://t.co/dFpKZj8q 「奇声
を上げながら走っている」ってのに笑っちゃダメなんだけど吹いた w なんていうお約束 w 池袋は職質が
多いからこんなん持ってたら即逮捕されそうだ。お陰で道端の変な人減ったけど。
120309 133519 あ、池袋のドラッグやってそうな人は減ったけど、天然とか、変なサラリーマンとかは
むしろ増えてるな。会社に脳や体を壊されて、ナチュラルに変っていうか。薬使わなくても奇声あげてるっ
ていうか。新宿のリーマン異常率は凄いよ。しかし私がむっとする前にカノジョが相手を蹴ってる w

120309 154522 http://t.co/BnQcpcCe ベーコンと サーモンとほうれん草のスパ ゲティ
TAPAS&amp;TAPAS ベーコン結構旨いな。ここのバナナジュースがお気に入り。
120309 162500 http://t.co/wa9jB2ml セットのティラミスー。あまー。つか、量が多かったわ。反省。
120309 224055 【タイバニ】私「誕生日プレゼント何がいい？」友達「テラごっつうエロいＢＬ」とい
うわけで買ってきた同人誌。『WAN』うんこ吉田のぶっかけ兎×虎、『僕と虎徹さんのジョビジョビ』武若
丸『TOXIC』犬彼、全部兎虎。

120309 224852 続き）ゲイっぽいのがいいという注文で、武若丸がちょい女子っぼいかなーとは思うけ
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ど、エロエロなんでこれにしよう。そして他の武若丸の同人誌は自分用に買ってきた。何冊買って他の人
に武若丸のをあげているんだ、私 w 何冊も本を買ったらとらのあながおまけを四つもくれたよ w設定資
料集も買った！
120309 225828 しっかしビニールかかってる同人誌の中からエロ同人誌探すのは難しいね。勘を頼りに
買ってきたんだけど、こんな感じかなー。いっそオンリーに。。。って人間終わりそうです。カノジョが設
定資料集を読んでいて、タイバニ気に入ってくれてて嬉しい。アニメ観る余裕まではないんだけど。
120309 230039 しかしカノジョは金髪受けが昔から好きなので、作品見たら虎兎派になりそうです。
120309 230817 やべえ、欠伸しながらタイバニ設定資料集を読んでいるカノジョを寝かせないと。もう 11

時じゃん。しかし同人誌買ってると商業誌の安さに驚く。うっかり店にあったタイバニ設定資料集を全部
買うところだった。内容が似てたので二冊でやめたけど。
120309 234943 【百合話】カノジョが「お前は桂正和の絵でいうとブルーローズみたいだよなぁ」と言っ
てくれて嬉しいけど、私ってあんなフェミニンだっけ？ちなみにカノジョはアニエスを短髪にしてパンツ
穿かした感じです。見目は。ばいーんな感じです。
顔と中身は誰に似てるかというとロイ・マスタングかな。
120310 004220 【百合話】たまに思うこと。もしさっきまで発していた自分の声がご近所さんに聞こえ
ていたら。。。舌を噛んで死にたい(&gt;_&lt;) そうやってカノジョに言うと「AVだと言えばいいよ」と。
そういえば昼間に AV 観てるよな。と少し安心するんだけど、でももし…とか。声漏れてない、よね！？
120310 010233 【百合話】昨年初めてホテルのスイートルームに泊まってから声を出す癖がついて困る。
子供の頃から安アパート住まいだったので静かに話す癖がついていたんだけど、なんかこう、あん時の声っ
て一度癖になると我慢するのがメチャ辛い。今は壁が厚いマンション住まいで TV の音声もほぼ漏れない
からいい。
120310 010828 【百合話】さらに声を我慢してると、声を出せとカノジョが責めてくる。元々声を出す
どころか大声で話す癖すらないから恥ずかしいし、たまらない。声を出す出さないって意外と貧富の格差
があるよね。
120310 011247 【百合話】本当は上京してくる友達とか部屋に泊まらせたりしたいんだけど、いつカノ
ジョが発情するか分からないし、絶対他人がいてもするし、そうしたら絶対声が出るよなぁと思って最初
に言っとくと「やめとく」と言われる。
120310 100954 人種差別は薬で治る精神疾患？ | ワールド ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイ
ト http://t.co/VigJSfC9 こりゃ凄い！スティーブンキングやラヴクラフトの小説とかには怖がりが引き起
こす人種差別が書かれているんだけど、やつらも薬で怖がり克服だよ！
120310 101749 ちなみに私は昔、怖いとかの感情をあまり感じなくてカノジョと会った後に訓練して感
情を学んだ。ホラーとか観ても怖くないっていうか。小説家なんて客観視しなきゃだからそういう人も多
いと思うけど。だから妊活している時って自分の感情がぶんぶん揺れて、なにこれ？とビビる。
120310 102507 新しい歴史の流れ、または技術革新についていける革新派は適応能力が高く、保守派は
低いわけだけど、差別意識というものは低い人は恐怖心に強く、高い人は恐怖心に弱いわけだ。池袋は恐
怖心に強い人じゃないと生きられない w

120310 103907 あれ？じゃあ麻薬とかで頭をやられて虫が襲ってくるうううーとか、宇宙人がーとかい
う人も、結局麻薬によって恐怖心を抑える脳内の物質が少なくなったからそういう幻覚を見るのか？そし
て差別者もそういう物質が元々足りなめと。で、もっと少なくなると虫がーになっちゃうのか。
120310 105340 そっか、妊娠してるとその恐怖心やら、もしや感情自体を調整する何かの物質が少なく
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なるから恐怖が倍増したり感情がたかまるんだ！そして多分これ、一人暮らしとか引きこもりにもありそ
う。つーことは人と会うのが苦手な引きこもりに処方すると働けるんじゃね？なんかいろんなものが繋
がって面白いな。
120310 112036 ひいいい！エアコンが点いてる部屋から一歩外に出たらマジ寒いー！死ねる！エアコン
消して節電とかいうと病人は生きていけないので、企業とか電力会社はエコ商品の開発と脱原発を早急に
すすめて、金持ちはさっさとエコ商品に買い替えてソーラーパネルを設置してえええ！！
120310 112418 ちなみに昔の温風機なんかを使うより、電力使うつかう言われてるデロンギ買ったほう
が暖かいし、電力食いませんよ！もう 10年も家電を使ってる人はエコじゃないし発火するかもしれんし、
買い替え買い替え！いやこれマジ！うちがそうだったもの！
120310 115645 友達が男装女装イベに行くと言ってたので、次にでも行きたいなぁと思ったけど、パー
マがフェミニンな感じなので、何を着ても男装にならない。orz ちなみにストレートの時はイトマドの
あさひみたいな髪型でした。前髪はもっとＶ字カットだけど。横も斜めな感じで。
120310 120313 普段は黒パンツとフレッドペリーの黒ジャケットにシャツとか着てるんだけど、やっぱ
り髪型がフェミニンなんで女っぽいです。髪型ってすげーわ。美容院の店長と話しながらわりとお任せな
んだけど何故ここまでフェミニンなんだ。でもカノジョは私の髪型を見て、さすが店長、本質ついてる、
とかいってた。
120310 125715 自己紹介にエロって入れて、体は大人、精神はおこちゃまな人がフォローしてこなくなっ
てフォロー解除作業が楽になったんだけど（フォロー人数には限りがあるからね）、ついでに下ネタって
単語も入れておこうかな。やっぱり下ネタでプッと笑えるぐらい心に余裕のある人が好きだな。
120310 134206 カノジョ「どうして iPhone にしないの？」私「あのなぁ iPhone のアプリ開発には Mac

が必要で金がかかるんだよ。金がないから Android なの！」カノジョ「でも君の読者になりそうな人って
Mac信者多そうじゃない？」私「読者がそうでも開発はセレブしか出来ないんだって！」
120310 134744 そういう apple の囲い込みや、アプリへの過剰な自主規制が Android のシェアを広げる
きっかけになっているんだけどね。Androidの 3000円ぐらい払えば審査無しでアップロード出来るマーケ
ットはスピーディーだし凄く便利なんだよね。ちなみにパブーもそう。そこが気に入ってる。
120310 135738 例えば小説アプリとかで毎日更新とか続編アプリをアップロードとか企画しても、審査
があったら出来ないわけですよ。でも今のネット小説はやはり毎日更新するところがアクセス数稼ぐし注
目されるよね。私は小説分野でそもそもリアペド等アダルト審査とか関係ないんだけど、だからこそ審査
時間がうざい。
120310 163018 今の RT、パンクロックで検索したらマジで高校生としてそういう書き込みをしてる人
がいて「40 歳のおっさんだったのか」とつっこまれていたら「はい:(；゛゜'ω゜'):」とか返事してて吹い
た w いいなぁ、ネットの世界って w

120310 165322 【BL】いくつか書きかけの小説を毎日ちょこちょこ進めていて、前に Jガーデンパンフ
に書いた池袋の書店員 BL もその一つなんだけど、ワイルド系×クール系の小説でタイバニなんかだと兎
虎が好きだけど書くのはクール受けが簡単で不思議。
120310 165619 【BL】続き）いっそ流行に乗ってこれを兎虎みたいに出来ないかと思ったけど難しい
なぁ。やっぱりタイバニの虎徹って秀逸なキャラだよね。あのアニメ自体キャラバランスいいし。カノジ
ョと設定資料集見ながら二人で作品分析してるとすんごい面白い。
120310 170338 【BL】自分にとってはワイルド×クールって元が J9-2 銀河烈風バクシンガーのディーゴ
×シュテッケンで近藤×土方（バクシンガーは新撰組が元ネタ）なんだけど、タイバニってまさに土方×近
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藤タイプで、リアル近藤勇タイプをよく描いているなぁと思う。銀魂の近藤もいい味で好き。
120310 182634 しまったー！ルミネで買えばタイバニ設定資料集 10%オフじゃん！とらで買っちゃった
よ。そしてＦＳＳをカノジョに買ってもらいながら、世界と現代思想も紛れこましとこ。
120310 184700 あー、くっそー！やっぱり『新潮』売り切れてたー！そしてカノジョにニュータイプエ
ース（タイバニ手帳付き）は重いからダメですって言われたー！近所で買うか。
120310 191006 ついでにルミネのくまざわ書店で前から読みたかった『プロメテウスの罠』を買って、
隣の旭屋で新潮をゲットし、ハンバーガー屋さんで読書ー♪幸せな週末です。
120310 223505 うちのカノジョは今年ほぼ日手帳を使ってる。カノジョ「糸井の軍門に下るのはやだっ
て思ったんだけど手帳が使いやすくて。実はそれだけじゃなくて宮本茂と岩田聡の言葉が載ってるんだよ
ね。これが泣けてさ」私「え？私もほぼ日手帳使っちゃおうかなー」カノジョ「お前はタイバニ手帳使う
んたろ？」
120312 003948 首相、がれきを全都道府県に要請 復興庁対応も見直し - 47NEWS（よんななニュース）

http://t.co/ee1T6Ojb あの日を忘れないのなら全国に金をばらまくのではなく被災地に焼却炉を作り、被
災地で瓦礫処理すればさらに復興が進むし地元の雇用にも繋がると思います。
120312 004944 【311】昨日の事ですが皆様、この一年間、無事生存おめでとうございます。私は昨日
友達の誕生日パーティーへと行ってきました。LGBT にとっては普段からサバイバル人生ですが、さらに
この一年間は辛い想いをなさった方が多いのではないでしょうか。
120312 005243 【311】だからこそ一年、生きながらえておめでとうと言いたいです。皆さん、生きて
いてくれてありがとう。これからも長生きしてください。全世界の LGBTに幸せが訪れる事を祈ってます。
そして我が友、お誕生日おめでとう。お互い、長生きしようね。
120312 074404 おはようございます♪ すかっと空が晴れて気持ちいい～♪
120312 081108 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼１５７
本目『シトラン グレープフルーツ ４』（N:藤間しおん I:石原理） 円先輩の甘ったるい囁きに脳が痺
れる→ http://t.co/4fFndQ7s

120312 094853 こんなに晴れてるのに寒くて、油断してたら急激に具合が悪くなったので、ベッドに入
る。久しぶりに発作止め出動か？デロンギ消してて馬鹿だった。
120312 222459 時事ドットコム：東欧ビール大手の買収検討＝２０００億円超の可能性も－アサヒ
http://t.co/0xCoIkyR メモ
120312 224423 成長する「電子書籍」ビジネス、意外な異業種企業が進出［サーチナ］http://t.co/lCJv9kn8

メモ
120313 001605 「がれき移動は危険」 チェルノブイリ研究者が懸念 - 琉球新報 - 沖縄の新聞、地域
のニュース http://t.co/E6ThYzPB 本日の知ってたニュース。
120313 020403 公務員改革で給料下げることばかりがニュースになるけど、人件費ではなく何故経費節
減の話が出ないのか不思議。公務員自体がこんだけ節約したとアピールしたりすれば国民は納得するだろ
うに予算を使い切ることばかり考えるから叩かれるんだよね。
120313 021211 【百合話】夜中のエロツイート。このオナニーをすると得られる精神のゆとりはなんな
んだ。カノジョに早く寝なさいと言える心の余裕。本当は性欲全てを受け止めて欲しいけどそんなわけに
もいかないし。かなちー。
120313 021620 【百合話】ベッドサイド用の棚を買ってもらってご機嫌。そこに大人の玩具袋を置いた。
カノジョに可愛くないからもっと可愛い箱を買ってこないとね、と言われた。なんか嬉しい。玩具を使い
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始めてえーと一年？二年？使ってから精神的に落ち着いたのがいい。でもこれ、使い過ぎるとセックスレ
スになるよね
120313 022224 【百合話】性欲っていうのはオナニーすらしていないと減退するらしいです。ちなみに
セックスやオナニーを増やすと増加します。多分やりすぎると脳が縮小します。きっと私の脳とか縮小し
まくりだと思いますがそれも人生です。
120313 023459 いつも男性素人童貞の愛のある風俗セックスを求める記事を読むと吹く。いや風俗ライ
ターだからきっとそんなもんないことを知っていながら、童貞読者を盛り上げるために書いているんだろ
う。と思いたい w

120313 024214 【百合話】しかし恋愛ってどうやったら起きるんだろうね。人の好みも色々あるし。こ
の間のお茶会では安全だが性欲少な目の人と、危険だが性欲多めな人を好きになる友達が隣同士に座って
て「おまえ等の好みを足して 2 で割れ」と心から思った。一方はホテルまでいかないし、一方は命の危険
があるし。
120313 031112 【百合話】セクマイ多めのパーティーで下ネタ話をしていると、女子のエロ話が出来る
場所の少なさを痛感する。恋愛話とかホテル行ってどうだった？とか SM の話とかハプバー体験話とか面
白い。
120313 032002 【百合話】逆にもしかしたらＢＬ書店とかはそこにいるとエロ好きっていう同士的な繋
がりがあり、安心感みたいなものがあるのかもしれない。私も百合か腐ワードがないとフォローしにくい
し。百合も即売会とかで売れ筋（島端）はエロありだしね。
120313 091254 おはよーございます。昨日沢山寝たのにまだ眠い。
120313 162257 【ジャンプ】めだかボックスで球磨川がスッゴくまっとうな事を言ってて吹いた w 今
回はべるぜバブも銀魂も面白くていいね。
120313 170354 パチ屋並みに同人誌ショップに入る癖をどうにかしないとマジでタイバニ破産しそう
だ。今日は大人しく帰ろう。ああ、K-books に行きたい。。。流行ジャンルの中古に手を出すようになった
ら、人間終わる。絶対終わる。あー！もう！！
120313 183338 あー、物を考えているうちに 18:30 か。近所のティールームに入ったらロイヤルミルク
ティーがうまかった。明日のホワイトデーのためにケーキを買って帰ろう。つか、カロリーの事を考えた
ら夕食がケーキじゃね？ミニホールケーキだもん。野菜スープでも作るか。
120313 183804 ＦＳＳは連載が再開するのだろうか。でも永野護がエルガイムの影から離れてゴティク
メードを作るのもわかる。私もＦＳＳを読み出したのはエルガイムのアマテラスがいるからだもんね。し
かしファンとしては新作よりＦＳＳ続編をアニメ化してくれと！
120313 211103 今日のネット名言「保守派とは自分金を保守する連中のこと」凄く納得した一言だった。
120313 235928 今日は外で本を読んでいたんだけど、１日原稿書いてないと落ち着かない。原稿書いて
ない時はシーンとか台詞とか考えているんだけど考えたのを書かないとイライラする。でも今日はもう眠
くて。明日も病院。早く PCに向かいたいなぁ。
120314 001907 少女を性奴隷、少年を戦闘兵に、ソーシャルで告発する「KONY 2012」とは？ -

GIGAZINE http://t.co/6S9earit 外国はパネェな。そう思うけど日本も震災孤児がどうなったのか追跡ニュ
ースがないから困るよ。
120314 003454 【百合話】ハッピーホワイトデー！今日ケーキ食べたけど Hは無しだ。きっと明日も ry、
明後日も ry。もうね、H の相手は妄想だけだよ、ははは。H シーン書いていてもリアルではなしだ。カノ
ジョがいてもなしだ。週末までなしだ。キビシー！
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120314 004029 【百合出産】出産準備をしてるから排卵期から生理までの間はしばらくセックスレスな
んだけど、セックスしてもいいのか、はたまた年も年だし静かにしてたほうがいいのかよくわからん。まぁ
大抵ギモヂワルイとか言って倒れてたりすんだけど。まだ卵ちゃんは 10mmだった。大きくなぁれ。
120314 005517 【百合話】恋愛小説を書いているからいっつも恋愛について考えているんだけど、やっ
ぱりムズカシーね。というか多分自分がいつもおんにゃのこを触ったり誉めたり色目使ったりなんてのを
我慢してるから、なんで独身のくせにこんなシャイな人ばっかなの？と思うのが一番のわかんない理由っ
て気がする。
120314 011637 【夜中のエロ百合話】なんか昨日クリがひりひりするぐらいオナったような気がするん
だけどもう Max まで溜まってて困るわー。なんかホワイトデーとかって寂しいねー。街には盛ったカッ
プルばかりだけど社畜なカノジョに無理強いは出来ないし。はぁー。
120314 091607 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼１５８
本目『シトラン グレープフルーツ ５』（N:藤間しおん I:石原理） もう許してくれ……そう訴える名
波にコカは→ http://t.co/zp4teh5j

120314 101058 レントゲン室の担当医が、歌のお兄さんばりにハイテンションな件。しかし現像してか
ら主治医のコメントを見たら生殖線防護ありになってんのに、歯科でやるような腰巻きみたいなのされな
かったぞ。ハイテンションなだけじゃなくて仕事しろ。レントゲン技師。卵子に傷付いたらどーすんだよ。
120314 115001 今日のネット名言「 漫画の中で児童を強姦してる犯人キャラを逮捕すれば？ 」漫画雑
誌『LO』がアマゾン取り扱い中止になったのをうけてのレス。漫画という空想上の作品を規制するとい
う行動がいかにバカバカしいかよく表している。
120314 123257 【養子縁組】『AERA2012/03/05号』のつながり続ける養子縁組という特集が面白い。子
供を経済的に育てられない日本人女性がアクロスジャパンという団体を通じて子供を米国人夫婦の養子に
するという話。子供を殺してしまうニュースが後を絶たないがこういう道もあるのを覚えていて欲しい。
120314 123756 ああー、主治医が転勤ってキツいなぁ。これで主治医が変わるの四回目ぐらいか。また
戻ってきてくれないかなぁ。へこむんだよね、１ヶ月ぐらい。はーあ。
120314 132005 スマホの電池がガンガン減ってくお。恐ろしか！一応バッテリーの替えは持ってるけど、
P02D早すぎる。
120314 132403 東京新聞 :盛り土から毎時４．８５マイクロシーベルト 足立区の中学校で :東京
(TOKYO Web) http://t.co/XYzA4f3U 側溝掃除こわあああ！道路の掃除屋さんももっとマスクとかしてほ
しいよ。この間、超無防備に業者のおっさんが道路の側溝掃除してたよ。
120314 134407 衝撃ルポ「働く富裕層 vs働く貧困層」のアフター 5 http://t.co/fkJuxgwP リッチにはイ
ンタビューしてるのにプアはデータのみのプレジデント。出版業界における貧困層記事の少なさについて
考えた事があるんだけど、貧困が記事にならない一番の原因はその層に売れないって事。
120314 134957 続き）貧困層はホームレス問題やワーキングプアと共にいきなり現れたわけではなく、
昔からある。特に女性はずっと貧しい賃金で生きてきたから男性がなぜその賃金で慌てるのか私には理解
出来ない。さらに女性は底賃金&amp;単身で子育てをするスーパーウーマンもいるというのに！
120314 135647 リッチになりたいねぇって思うけど、私はゆっくり生活し何不自由ない生き方をしてい
るから、これ以上ない幸せな人生を送っているんだと思う。ただこの病気の体はきついかも。大抵の人は
ストレスで鬱か発狂するだろうな。私は慣れてるだけで。それに病気じゃなかったら本屋続けてるよ。今
頃店長してるよ
120314 140151 別に問題ないんだけど、肺のレントゲンを撮ったら肺は問題なかったんだけど肋骨に以
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前からの変形（陰）が見つかって何だろうと思った。先生曰わく、よくあることらしい。昔の CT と照ら
しあわせて変化なしだから問題ないだろうと。やだなぁ。頭蓋骨には謎の穴が開いてるし。これもよくあ
ることらしい。
120314 142600 ううっ、確定申告をしたくない現実逃避なのかマックに入って、さらにポテトとか頼ん
じゃったよ。負け組！(ノД`) これからＢＬを読むお。この本、何ヶ月読んでるんだ。設定は好きなんだ
けど、なにかがイマイチ。フォント？？
120314 143750 【Ｃｏｏｌ Ｊａｐａｎ発信】官民連携で予算減挽回 - MSN 産経ニュース
http://t.co/P1DX4ytc 頑張って売り込んでくれ。
120314 145803 【百合話】攻めが受けをやるような攻め×攻めＢＬ小説を読めば何か謎が解けるかと思っ
たけど、ただ単にカノジョの愛撫と深い愛情と、落ち込む程の屈辱感を思い返しただけだった。。。いや、
カノジョを尊敬してるし好きだしあいつしか受けなんてやりたくねーしいいんだけど、毎回屈辱感を覚え
るのがな。
120314 153246 ヤバい、攻め×攻めＢＬを読んだらまさかのダウナー。攻攻を書こうかと思ってたんだ
けどなんかこう屈辱感溢れる小説になりそうだな。。
120314 174830 【ＢＬ 百合話】嫉妬深い恋人を持つ主人公の話を読んだら、怖くて冷や汗が出てハプ
バーとか行く気が失せた。しかしさ、小説の主人公達は絶倫だから問題ないけど、リアルで仕事が出来る
奴は多忙で性欲落ちてると思うんだ。右曲がりのダンディーみたいなのは無理だろって思う。
120314 181252 目眩かと思ったら地震だった？
120314 181433 津波警報、青森県。
120314 181733 うわー、三陸沖、Ｍ 6.8 深さ 10Km かよ！Ｍ 7 ？って噂は本当だったんかい。皆さん、
津波に注意してー！
120314 182206 まぁ夜だから海岸で遊んでいる人はいないでしょうが、先の地震で地盤が沈下していて
多少の津波でも危ないそうです。東北地方の海岸付近の方は要注意。
120314 183716 北海道まで津波注意報が広がった。
120314 195730 び、ＢＬ読んで胃が痛くなったの、初めてだ。。。嫉妬深い恋人からの折檻シーンが、こ、
怖すぎる。。。萌えどころか恐怖でちびっちゃいそうだ。。。
120314 202018 【百合話】ううっ、嫉妬深くてド S な彼氏が出てくるＢＬを読んだら恐怖体験を思い
出して読みながら冷や汗が出て胃が痛くなった。そうだ、私が 24 年近く浮気もちょっとした火遊びもし
なかったのはこの恐怖で束縛されてるせいじゃないか。あまりにも怖くてきっと明日には忘れてる。
120314 202625 【百合話】カノジョの可愛い声とか笑顔とかふんわりと抱き締められてる日々が続いて
て忘れてた。いや忘れてないから独りの時も遊びに行かないんだよ。なーにがもっと出歩けだ、友達を作っ
てもいいだ、すんげー嫉妬するくせに。いやむしろ今、私が妊活で引きこもってるから平和な日々が続い
ているのか。
120314 204656 【百合話】私も乱暴者だと思うけど、本当、カノジョって乱暴者。動悸が止まらないよ。
あー、早く帰ってきて欲しい。好き好きーってして欲しい。まさに DV 女に飼われてる猫な気持ち。飴が
ないと生きられません。やっぱり攻攻ＢＬとか百合小説書くのって難しいわ。トラウマが。。。
120314 205715 【百合話】もっと銀魂みたいなファンタジックなド S（沖田）作品なら読めるのにぃぃぃ！
もう自分が書いてる円先輩とかコカとかもそうだけど、うちのカノジョなんかも声だけで怖いんだよ。
冷や汗もんなんだよ。エーベルバッハ少佐みたいなもんなんだよ。あー、カノジョから電話があった。落
ち着く。
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120314 211924 カノジョに、情報を集めてないで、落ち着いて非常用荷物をまとめろと言われたお。
120314 213234 もうこの調子じゃ千葉県沖で M8 近くあって千葉で震度 6 強あっても津波がなければテ
レビが 30分で地震速報を終わらせそうだ。日本の建築技術パネェ。
120315 001749 【ＢＬ 百合話】ひいいいっ！さっきから読んでる本が彼氏にレイプされるシーンになっ
て、うひゃあってかんじ。いや別にハッピーエンドなんだけど、これリアルだと怖いんだよな。こういう
のをデートレイプっていうんだよね。友達に教えてもらったワード。読んでて興奮もするけど怖くてドキ
ドキだよ。
120315 004409 良かった、今日微震が何度もあったのか。あまりにもぐらぐらするので具合がめっちゃ
悪いのか！？と勘違いしてたわ。
120315 005011 【百合話】なんかホワイトデーにＢＬ読んでて主人公がちゅっちゅイチャイチャしてて
腹立ってきた。カノジョの腕の中で横になっているとはいえ、H 無しのホワイトデーってどうなの！？地
震も空気読めよ！
120315 010403 徳島県の環境整備課が素晴らしい解答をしている件
http://t.co/2j57hICT 2ch からのコピペなんだけど、徳島県の瓦礫処理担当者がまとも過ぎてカッコ良す
ぎ！応援してる！頑張れ徳島県！
120315 015530 【百合話】攻攻ＢＬを読んでいたら、ド S彼氏が主人公に、カノジョがいつも私に言っ
てるのと同じ事言ってて攻めとしてのプライドが傷付くやら、もしかしたら本当にカノジョが言ってるよ
うに「もうネコにしか見えないんだから隙がないよう用心しろ」っていうのが本当なのかもとか悩んだり
して落ち込む。
120315 023928 【ＢＬ】はー、やっと読み終わった。疲れた。ちなみに題名は『優しい唇、意地悪な接
吻』ってやつ。攻に無理やり受けにさせられた人は読むと軽く落ち込めます。いや、軽くなんてもんじゃ
ねーよ。めっちゃ落ち込むよ。続く
120315 024359 【ＢＬ】続き）もう走馬灯のように遠い昔のバトルで負けて押さえつけられて受けをや
らされた時の事を思い出したり、屈辱感で読みながらダウナーになったり、あー、もしかしてカノジョの
目から私はこんな風に受けっぽく見えてんのかとぼんやり考えたり。続く
120315 025256 【ＢＬ】続き）はー、辛い。隙を作るなというのはただ単に防犯上の理由だろうとか思っ
ていたのに、こんな受けの甘々キャラみたいにカノジョにも、そしてもしかしたら他の人にも見られてい
たのではないかというショック。思い当たる節が沢山あるよなぁ。。。
120315 025709 ショック受けてないで寝よ。
120315 163408 e-tax やってたらなんかの暗証番号間違えて区役所逝きになったお。また暗証番号の再
登録かよ！つか、これこそネットでやらせてくれよ、区役所！なんのためのカードリーダーだよ！税の還
付なら明日以降でも大丈夫と言われたんで、よかった良かった。
120315 163806 は～、一万ツイートを越えた！驚き！
120315 164308 e-tax の手続きをしようとしたら PC がフリーズするわなんやらで大変だった。確か遅れ
ても問題なかったはずだよな～と思いながらやってたら、やっぱり還付は明日以降でも問題なかった。の
んびりやるか。
120315 184918 【ＢＬ 読書記録】『コードネームは花嫁』（愁堂れな 徳間書店）読了。なる程、これ
が王道の、お姫様に俺はなる！ってやつか。煌びやかな王子様がいかに美しく書かれているかが要かな。
行方不明になった花嫁の代役を請け負った美青年ＳＰと王子様の恋物語。
120316 050608 【百合話】バカー、地震で起きちゃったよ。震源深くて良かった。なので夜中のエロツ
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イ。すっごく久しぶりにプチではない H があったー(≧▽≦) 30 分近く達してて終わったあと頭がぼーっ
とした。今日はオナもしていたので頭が少しイカレ気味です。H 前はオナしたくないのに！オナ計画失敗
した！
120316 051417 【百合話】攻攻小説を読んで意識したのは今まで H（体位は圧倒的に受けが多い）して
るとなんでこんなに恥ずかしいんだとか去年まで声出すも恥ずかしかったとか（いや、今も恥ずかしい）、
そういうのが全部攻め意識だったからなんだなと分かった。自分はリバだと思ってたんどけど意外と攻め
度が高かった
120316 052121 【百合話】続き）だから攻受小説を読んでいても、純粋な攻攻を読んでいても気付かな
かったのね。攻めが受けになっていく過程がなかったから。読んでこんなにも自分にとって攻めが受けに
なっていく作品が鬼門だったなんて今まで知らなかった。
120316 052517 【百合話】続き）自分は受けてても攻め意識でそりゃ隙あらば攻めをしたいといつも思っ
てるし。だから毎回「仕方なく」受けをやっているんだって思ってたんだけど、問題は思ってた以上に受
けとして調教されてたことで。20年もやってりゃ当たり前かもしれないケド。
120316 053256 【百合話】続き）多分それが去年辺りから疑問に思ってる「もしかして自分はＭっ気が
あるんじゃねーの？」とか「いやいやご冗談を。Ｍとかありえねーし」とか「人は S と M を兼ね備えて
こそ一人前だから恥ずかしがることはないんだけど、なんかやだなぁ」とか。そんな感じでモヤモヤして
て。
120316 054154 【百合話】続き）そんなこんなで Hしてる最中、カノジョに聞いてみた。私「あのさ、
も、もしかして君には私が受けに見えるのかな」カノジョ「受けに見えるよ。色っぽくて君が今の自分の
姿を見たらとても興奮するんじゃないかと思う」そんな受けに堕ちた自分の姿など死んでも見たくありま
せん。
120316 055015 【百合話】続き）なんかこー、小説も漫画もいろんなものを読んできたような気がする
んだけど、もちろんその中には攻攻なのもあったわけなんだけど、いやむしろ元々受け主体のＢＬよりゲ
イものの方が攻めが受けにさせられる作品は多くてそういうのだって読んできてるのになんで気付かな
かったんだ？
120316 055538 【百合話】続き）あー、もしかしたら先の小説が攻めをやっていた主人公ってのがとて
も上手く書けていて、そこから受けになる動揺とかがトラウマを思い起こさせるレベルの書かれ方だった
からかもしれない。
120316 060436 【百合話】続き）なんていう早朝の攻め受けとは何か論でした。多分これ、余程のＳっ
娘じゃないと実感出来ないよね。それもＳっ娘がさらにドＳに捕まって調教されるとか普通はないよね。
というか逆に自分がそれ程攻め意識が高かったのに驚いてる。もっとニュートラルに近いかと思ってた。
120316 062902 【百合話】まぁでもカノジョにいつもエロシーンがきちんと書かれてないとか、エロ小
説を書くならもっとエロに向き合えとか言われてた意味が分かった気がする。回避してる部分があったら
そら小説が歪むよなぁ。まぁ意識したからと正面きって書けるものでもないけど。
120316 064456 【百合話】そういや肉食系レズネコ師匠にも「受けがきちんと書かれていない！ネコと
いうのは罠を張るんだ。狩りにいくんじゃないんだ」とか言われてたな。いや、そういうのは高等技術過
ぎるだろ。いや、じゃなくてもっと受けについて考察しなきゃだろ。罠も書けるように。あー、難しい！
120316 065242 【百合話】罠張ってる暇があるなら目の前の相手をふん捕まえて押し倒した方が早いや
んとか考えるからダメなんだな。でも多分、私みたいに自認と外から見える感じが違う人が例えばアメリ
カの貧困格差デモとかで男性と一緒に公園の小屋で寝ちゃって男性が興奮してレイプ事件、とかがあるよ
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うな気がする。
120316 065732 【百合話】続き）信頼といきなり来る生理現象は違うわけで、私はたまたま大丈夫だっ
た、またカノジョに隙を作るなと教育されてきてるから事件に合わなかっただけなんじゃないかと思って
しまう。事件に合わなかったと言ったら嘘か。相手をぶん殴る勢いで拒否っただけで。
120316 070512 【百合話】それでも連れ去られそうになった時やらなんやらの時に、もし相手がうちの
カノジョばりに強くて抵抗出来なかったらと思うとぞっとする。カノジョ相手に超本気で抵抗したわけじ
ゃないけど、肢体押さえられて全く動けない恐怖を味わったのは一度や二度じゃない。事件に遭わなかっ
たのは運だ。
120316 070603 【百合出産】基礎体温計り忘れて、計ったら高いお。地震シネお。
120316 071947 関係あるんだかないんだか分からないけどアメリカ軍の女性兵士が受けてるレイプ事件
がニュースになった時、2ch では「あんなマッチョな女を襲うとか無理！」って意見が大半で少しおかし
かった。いや襲ってんのは男性兵士だからレイプ犯も鍛えられてるわけなんだけどね。
120316 072312 女性兵士へのレイプは事件化するけど、男性兵士へのレイプはただのいじめとして処理
されるから、可哀想だよね。女だって子供産めなくなったりするけど、男だって下手すりゃ人口肛門だよ。
絶対いるよな、そこまで被害にあってる男性兵士。
120316 085528 【BL】今、イトマド更新のために原稿を FC2 ブログにコピペしてチェックしてるんだ
けど、もうなんか響の受けシーンを読んでいるだけで妙に恥ずかしくなる。妙どころかめっちゃ恥ずかし
い。どーすんの、この動揺した気分。
120316 091108 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼１５９
本目『シトラン グレープフルーツ ６』（N:藤間しおん I:石原理） 兄・響の唇が動く。 「若葉、見
ないでくれ」と。→ http://t.co/TN5TraeH

120316 122456 お金のみ流れが解けないなぁ。民主党がリーマンショックというアメリカの体力がガタ
落ちの時、鳩山・小沢タッグで勝ててそこから考えるに検察が飴ポチなのはいいとして。主要保守系雑誌
がコカ等飴系の広告が多いのもいいとして。維新とか石原のカジノ利権ってこれなんだ？
120316 123343 アメリカのカジノ市場って日本のパチンコ市場に比べたら雑魚レベルなのになんでそん
な金が動くんだろ。あー、民主党の外国人献金が以前問題になったから、そのギャンブル市場に流れてる
金を欧米がとるための布石かな。じゃあそれどこなんだろ。AIJも年金を欧米に流す仕組みだったよなー。
120316 124148 警察だって巨大なパチンコ利権を手放さないだろうし、そのためパチンコ市場が韓国み
たいに一夜で無くなることはないだろうし精々規制でパチンコ市場の体力をジワジワ削るしかないしそれ
は日々進んでるし、そんなやってるうちに日本自体に金がなくなってくしさらに原発で自爆してるし。う
ーん。
120316 124825 お金のみ、じゃないよお金の、だよ。なんか ATOK アプリは使いやすいけど、変な変
換を押すミスが増えたな。
120316 125611 あと一時間寝ないと体調悪くなるのに、眠れないな。地震シネ。さすがに震源地の近い
内陸部Ｍ 5は震度が低くても目が覚めるな。
120316 130730 あ、ＴＩＭＥに描いてあったじゃないか。カジノの目的はギャンブルじゃなくて第三者
を通して多額の金を第三者に合法的に渡すのが場の目的か。勝ったとか負けたとかは問題じゃないんだ。
そうだよ、金持ちに金なんて必要ないんだから。むしろコミュニケーションの場の筈じゃん。
120316 131025 まぁこの辺でカジノ論書くのは止めるか。もう少し考えないとな、次の池袋ファナック
ロリータのために。
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120316 141702 メモ 秘密の唇、嘘つきな接吻 一巻買わなきゃ。
120316 173750 石原知事「ショック」 東京都、１世帯あたり１・９９人 - MSN 産経ニュース
http://t.co/hp8hp3BG うちのマンションはやや広いんだけど、そこに二世帯にカウントされる、姓が違う
家族が何組も住んでる。もう既に国の「世帯」って考えが時代遅れなんだよね。
120316 175623 http://t.co/jpq8FRcY 吉本隆明って亡くなったのか。最期は原発支持でやれやれって感じ
だったな。
120316 190440 んもー、新宿ってマジ迷う。なんでルミネの出口を出たらマルハンとかの前に出るの！？
あ、グリンピースってまだ営業してんだ。あー、いつものルミネが見つかった！何件あるんだよ、ルミネ！
120316 191855 ふぁー、迷った。ファーストフード店発見！本を読むか。家に帰って家事やれよってい
う。
120316 192543 【百合出産】卵がちょースピードでそだってた件。ほんっと予定とか基礎体温とかなん
とかかんけーねーな。中出し派の諸君、妊娠サイトを見れば書いてあるけど安全日なんてもんは都市伝説
だから。マジで。
120316 193808 イラン国会：「一時婚」登録制を拒否 #毎日新聞 http://t.co/WybHzLCM 妻を４人持っ
て、さらに一時婚とかどんだけ男性の間に貧富の格差があるんだ。
120316 195515 【百合出産】はっ！そう言えば前に「ガンガンやりたい時っていうのは子供が作りたい
時」とか言われたな。昨日の大量自慰と山程の Hがもし異性との中出しだったら余裕で子供が出来てるっ
てわけか。精子は何日も生きてるし。なんか１日に二回も沢山やって変だと思った。人体すごいわー。
120316 200007 【百合出産】こ、こ、こ、こわー。ギャンブルに行ってただけだしギャンブル場ってい
うのは金&gt;&gt;女って場所だからよかったものの、このギャンブルへよく行ってた排卵期の興奮期に男
性と浮気とかしてた日にゃ子供とか出来て大変だったな。続き
120316 200539 【百合出産】続き）そんで「マリアのように処女妊娠した」とか意味不明な言い訳をし
てカノジョに折檻されるのが目に見えるようだ。。。人と寝るのが止まらないセックスアディクションじゃ
なくて本当に良かった！大人の玩具は凄い発明だね！
120317 083709 今読んでるＢＬが所々でイラッとする。1998 年に書かれたとはいえセクマイへの概念
が古過ぎる。まぁそんなイライラすんなら読まなきゃいいって話なんだけど、いつもカノジョにお前は名
作しか読まないからダメなんだと言われるから頑張って読む。しかしテラむかつく。
120317 084151 世の中には隠れて生きる事に快感を感じるやつと、カムアウトする方が精神的に安定す
るやつがいる。DVなどもそうなんだけどオープンにした方が大抵精神が落ち着く。
120317 085118 問題はセクマイにしろオタクにしろ、それを差別する奴がいるってことなんだけど、差
別するやつがまともかというと正直私にはまともには見えない。前に貼ったニュースによると差別主義者
のそのような精神や恐怖感は薬で治るそうなので、さっさと薬でも飲んでその差別観を治してくれと思っ
てしまう。
120317 100239 なんか昔のＢＬを読んでいて昔のニフティとかを思い出した。懐かしいなぁ、パソコン
通信。ログアクトが出来なくて電源落としたら住所録が吹っ飛んだと兄に泣かれたあの日々 w それも何
回も(笑)win3.1 は本当に不安定で 95 が出た時、神に思えたよ。でもコマンド入力が無くなって寂しかっ
たな。
120317 101024 津波 43 メートルって。。。ニュートンとかで特集してくれるかな。どんな感じでおきた
んだ。
120317 112319 H シーンも全然ダメで男性もうまく書けておらずゲイにも興味がなさそうなこのＢＬを
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何故私は読んでるんだろうと禅問答
をしてるような気分になってきた。資料を買ってきてＢＬを書いてみました的な？上手く書けてるのが一
個だけあったぞ。S女だ。あー。セクマイフォビアがあるＭ百合娘か、この作者。
120317 122221 面白い書き込みを RTしようとしたら、鍵付きだった。
120317 122925 ※ただしイケメンに限る。 ってんのがネット用語にあるんだけど、これって面白い
よね。女性の美醜差別を男性に替えただけなんだけど。子供作りでカノジョと私が喧嘩する時、いつも頭 vs

顔になる。頭が良ければ世界が渡れるというカノジョと、顔さえ良ければ食っていけるという私。
120317 123340 続き）しかし今ふとこの両方がなかったらどうなるの？と思った。木嶋被告みたいに体？
いやあいつ、どう考えても頭いいわ。
120317 155733 TL に流れる恋人達のラブラブ会話が幸せそうでほんのりくる。そうだよ、私が今求め
ている読み物はこういうふわらぶエロカワなもんなんだよ。もう少し愛し合ってる百合娘達のツイートを
探そうかしら。
120317 163354 Ｇｕｉｄｅ -Yuri BL Slash Novels Fujima Shion : 【イベント セクマイ】自殺対策にマ
イノリティの視点を！ ～自殺総合対策大綱の改定に向けた院内集会を開きます～ http://t.co/LyOetbEu

120317 170412 【百合話】はっ！カノジョが今朝数ヶ月ぶりに、胸へちゅっちゅさせてくれたり妙に優
しかったのは、排卵期が近くて私がにゃお～んって大暴れしているからか！いつもこうやって優しくして
くれればいいのになぁ。あまりにも胸を触らせてくれないからおっぱいマウスパッド買っちゃいそうだよ。
120317 171151 【百合話】なんで毎日美乳を眺めているのに、お触り禁止なんだよ！おっかしーだろ、
カップルなのに！
120317 173545 【百合話】そういえばなんでカノジョに触られると少し触られただけでも胸が感じるの
に、なんで自分で触るとイマイチなんだろうな。こりゃもしかして女性向け風俗に行って触られても全く
感じなくて濡れないとかありそうだな。感度に強度のストッパーがかかっていそうだ。カノジョの時だけ
解放、みたいな
120317 174232 そっか、感じやすくていつも興奮しちゃうと持病の発作が出るからカノジョの時だけ感
度のストッパーが外れるようになってんのか。そういえば痛みのショックが体に影響しないように痛みす
らあまり感じないんだよな。お陰で骨折した時、骨折のショック症状が体に出なくて医者に誤診されるか
ら困る。
120317 182530 【百合小説 無料電子書籍】『池袋ファナティックロリータ』DL 数 223 回閲覧数 6084

回閲覧数 6000 回越えありがとうございました★メイド女子高生土方香と剣道少女近藤真琴の恋愛物語♪
PC＆スマホ OK！ ePubだと読みやすいヨ★ #puboo http://t.co/VNuuMHnu

120317 183007 続き）ブクロリを応援してくださった皆様、ありがとうございました★今、ぼちぼち原
稿を進めています。第二部はサスペンスというよりもっと恋愛に特化した感じになりそうです。香を取り
合う真琴と武蔵、真琴が好きだけど諦めモードな香、そこに乱入してくるお嬢一筋のエミリ。続く
120317 183748 続き）土方家当主の側近に俺はなる！なエミリが香を選んだ事で香の立場が変わってい
くのですが、当の香はそれに気付かずのほほんと学園生活を楽しみ、恋愛で頭が一杯っていう百合話です。
あぁ、三月までに UPしようと思ってたのに、気付いたら三月。orz 遅筆でごめんなさい。
120317 234349 【百合出産】排卵チェックをしたらやっと排卵してた。ちゃんと精子はお部屋で待って
いただろうか？今日は沢山ご飯を作ったから、今回もやっぱり料理好きな子になるような気がする。小説
も書いていたから、オタクかしら。
120318 000432 【百合話】んもー、ありえない！今日、カノジョは昼退勤とか言いながら、やっぱり遅
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くなると言い、まぁ、平日より一時間早く帰って来たのは誉めてやろう。でもご飯を食べてワインを飲ん
で そ の ま ま 寝るってどういうコト！？子作りギブミー！
120318 000935 虎徹さんの動きを観るだけでドキドキと、涎が止まらないという書き込みを見て、私も
その書き込みを見ただけで虎徹を想像しドキドキと涎が止まりませんとレスしようかと思ったけど、変態
ちっくだったので止めた。
120318 001833 つーか今、私のタイバニへの萌え方はかなり異常なんだけど顔に出すとカノジョの嫉妬
が半端ないので我慢すんのが大変。動悸が止まらない。虎徹、可愛いよ、虎徹。あとルナティック好き。
もう虎徹女体化は鼻血出て大変だった。男虎徹ならゲイっぽいほうが好き。
120318 002812 【百合話】同人誌にしろ何にしろ、本当空想上のキャラは絶倫でいいよなー。いやうち
のカノジョも年齢、いや多分昨今の草食系と比べても絶倫なんだと思うんだけど、今日欲しいんだよね。
もう虎徹でオナっちゃうぞ。そしたらうちの子は虎徹妄想で受精した子だ。いやもう受精期間過ぎてると
思うけど。
120318 003927 【百合出産】もう悲しみややり切れなさや自分の魅力のなさに落ち込むぐらいなら、サ
クッと妄想オナして元気に寝たほうがましだな。もっとこの大変で大切な日に、優しく抱かれて愛される
ような魅力的な女になりたい。叩き起こさないのはカノジョへの愛情と深い諦め。
120318 004124 きっとこんな時でも妄想キャラは私を愛してくれる。そんな感じで世の奥様方は韓流ス
ターにのめり込んでいくんだろうな。
120318 005016 【百合出産】もう本当に今日の為に何人もの人が私に協力してくれて、微笑みかけてく
れて愛をかたむけてくれて優しくしてくれているのに。皆がこの月に一度の大切な日のために協力してく
ださっているのに、なんでカノジョだけが私を抱いてくれないのだろうか。そんなに私と私の子供は。。。
120318 005421 【百合出産】仕事が忙しいとか、仕事は生活を支えるためだとわかってはいるんだけど。
どうして毎月わかってもらえないのかな。もう私からアクションしたり、誘ったり、私からセックスを求
める事に疲れてしまったよ。
120318 005713 こんな風に考えてるとギャンブル行きたくなるから止めよう。楽しい事だけ考えよう。
虎徹とか、バニーとか。もうね、誘わなくても興奮してくる攻めとか都市伝説なんじゃねーの？って思う。
120318 013949 【百合出産】泣いてたらカノジョが起きてしまった。カノジョが気付くまで教えないこ
とにしたので、なんでもないからと、寝かせた。義兄の精子が私に入って、張り合って抱こうとか思わな
いのかね、と思ったんだけど考えてみれば義兄はカノジョが尊敬する方だからそういう気持ちが湧かない
んだろう。
120318 031204 【百合話】いいかぁ、百合童貞のおにゃのこ達よ。タチが優しくデートをリードしてく
れてホテルまで誘ってくれるなんていうのは都市伝説だから。現実はせいぜいデートまででベッドインま
で誘わない。これがリアルだから。恥を忍んで肉食ネコから言い出すか、ベッドインを諦めるか、どちら
かだ。
120318 031739 【百合話】つーかなんでデートのセッティングもホテルに誘うのもタチすんのも好きな
私がネコやってんだよ。世の中おかしいだろ。どういう因果なんだよ。おっぱい触らせろーヽ(゜Д゜)ノ
デモするぞー。おっぱいデモだーヽ(゜Д゜)ノ

120318 031845 なんか眠くなってきた。お休み！
120318 084738 【百合出産】基礎体温 36.31かぁ。。排卵してくれてんのかな。頑張れ卵ちゃん。
120318 192010 【百合話】お散歩ちう。やり過ぎで久しぶりにプチ乖離がきて世の中がハッピーな感じ
です。ハッピーニューイヤーです。書いてる事が変な気がする。お店の前で待ってるんだけど、感覚が変
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だから早く帰ってきてくれないかな。
120318 211226 【百合話】禁断の K-booksにて。私「タイバニ虎徹受兎虎のこれとこれと」カノジョ「お
前、マリオといい虎徹といい、どんだけヒゲ親父に貢いでんの？」私「いや、マリオさんに比べてたら虎
徹なんてまだまだですよ？」タイバニに今月 30k使ってて財布の中身がからっぽなのはカノジョに内緒だ。
120319 011137 【タイバニ】とりあえず同人誌書店で目の前にあったりううたがおと武若丸と松崎司の
同人誌を全部買いしてきた。高校の漫研にいて卒業した松崎先輩の噂を聞いていた純粋無垢（ウソ）な高
校一年生の頃は、まさか大人になった自分がこんな人生を歩んでいるとは思わなかったな。
120319 020233 【百合話】カノジョが頭痛がするといって寝込んでしまった。体温 36度、酸素量 93%、
脈 70。病院に電話したら痛み止めを飲んで様子をみてくださいと。大丈夫なのかな。心配で眠れん。明
日まで起きて様子を見ていよう。酸素量が少ないんだけど、どうなんだろ。痛み止めが効いたらしくて寝
ている。
120319 020833 【百合話】やっとカノジョの血中酸素濃度が 98に戻った。脈は 72。びびった。
120319 062847 【百合出産】基礎体温 36.4って。基礎体温がここまで上がらなかったの初めてだ。
120319 161606 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼１６０
本目『三家サイダー まるしぼりレモン』（N:藤間しおん I:石原理） 伊藤苑御曹子・名波響に惹かれる
あさひは……→ http://t.co/GPlN4snr

120319 173505 Reading:慶応大 患者の骨髄液無断採取 NHK ニュース http://t.co/VIHnXces 骨髄液っ
て採取する時に確か後遺症とか残る可能性があったような気がするんだけど。無断で採取とか。恐すぎだ
ろ、このニュース。
120319 174716 女性はねられ死亡 姫路バイパス自転車で走行 http://t.co/aGcQhRW8 認知症でなくても
さ、昨今の「自転車は車道を通りましょう」って風潮、近所に超交通量が多い車道しかない私は自転車に
乗る時、どうしたらいいのかねって気分だよ。
120319 175130 受け入れ賛否渦巻く 震災がれき受け入れ - - miyanichi e press http://t.co/TTy94O5J 宮
崎県の農産物を取り寄せて食べている汚染地帯東京都民の私としては、私の内部被曝を出来る限り少なく
出来るよう宮崎県民の方には反対していただきたいと思います
120319 192858 あなたの隣にもいる「貧困女子のビンボー生活 http://t.co/Vb1wI5mw 手取り 13万なら
18 ん時の私の基本給と一緒で残業がない部署の女性達は皆この金額でしたよ。私はめちゃくちゃ残業し
ても残業費が時給 750円だったから 22万ぐらいしかならなかった。昔も今も変わらない
120319 194512 続き）つか、普通の風呂なのに「膝を抱えないと入れない」って w おまっ、フライデ
ーの記者、どんだけ上から目線やねん w 誰もが足を伸ばせる風呂に入っていると思うなよ。あっ、さっ
きの書き込み、私は正社員で福利厚生があったから、バイトの手取り 13万とはわけが違ったわ。
120319 194930 もーさー、マスコミ関係者の坊ちゃん嬢ちゃんはそうやって上から目線だって事に気付
かないからネトウヨに叩かれたりしちゃうんだよ。貧困対策が偽善的だって言われたりさ。
120319 201739 橋下大阪市長ウォッチ「渡辺氏の方が堂々たる独裁じゃないですかね」 読売グループ
会長の「ヒトラー批判」に「逆襲」 (1/2) : J-CASTニュース http://t.co/kqYmDBIH チビヒトラーが真のヒ
トラーに逆襲した wまぁどっちもヤダけど、大阪市の脱原発は支持。
120319 235446 【ＢＬ】はー、やっとつまんない小説を読み終えた。読み終えてからあらすじをカノジ
ョに言ったら「で、なんで君はそんな小説を読んでいるの？苦行？」とか言われた。お前がつまんねー小
説も読めとかいったからだろ。おい！というわけでカノジョと何故このような作品が書かれたのか議論し、
捨てた。
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120320 002456 【百合話】下のツイート、面白い。ちなみに私は玩 ry で最初から ry だったので、多分
男性も指で開発している人はかなり初期からイケると思います。ローション使えば入ります。もちろん指
で元々 ry なのが前提ですが。しかし色々伏せ字にしない私がバックネタだけは恥ずかしいと思うのは何
故かしら。
120320 003536 【ＢＬ】あとドライオーガズムとか色々。最近私はドライを書くのにこっているんだけ
ど、後ろを開発してない男友達に「もっと説明入れなきゃわかりにくい」と言われた。男性陣は是非ドラ
イに挑戦しておにゃのこのイキまくり脳壊れまくりの世界にいらしてください。女装子のドライ漫画とか
最高だね。
120320 004523 【アナニー】人によってはドライで何時間もイキまくっている男性とかいるそうで。私
もよく連続で達したりするけど 30 分以上続けると結構乖離現象起きちゃったりして大変だったりする。
それもそんなのカノジョとしか有り得ないし。何時間レベルはすげーと純粋に感心する。玩具の使い過ぎ
はほどほどに。
120320 005245 【百合話】というか玩具使ってても独りはさ、なんか数回達すると 飽 き る よね。
賢者タイムっていうの！？何分も続ける、独りでそこまで自分自身を責められる精神力が凄いと思う。前
に掲示板で見た何時間もドライしちゃう男性は金魚と呼ばれる玩具でアナニーをしていたみたいです。凄
すぎる。
120320 014719 【百合出産】うわー、再び吐き気の季節がやってきた。なんで毎回吐き気がするかな。
エロ本が読めた生理後からのハッピーシーズンが終わった。せめてあと一冊は読んで、面白い本の記憶で
高温期を迎えたい。前回からのパターンで分かったのは生理前にエロ本が読みたくなったり Hしたくなっ
たら生理来る。
120320 020015 【百合出産】前回は四日目午後にいきなり吐き気が来たんだよなー。今回は四日目深夜
かよ。つか、気持ち悪くて眠れない。きっと何かのホルモンに体が反応してるんだろうな。この吐き気。
もう卵ちゃんは外敵じゃないからアレルギー反応おきないで(&gt;_&lt;) そして気持ち悪い。(ノД`)
120320 054443 【百合出産】エヴァ的な感じで「上がらない基礎体温」と題を付けたい。本日 36.60。
ちょい気持ち悪いのに、一昨日頭を不安定にしたもんだからエロ本が読みたくて、吐き気とエロい気持ち
のループで困る。
120320 062855 【百合話】朝だ朝だーよー♪この時間になると夜中に起きちゃってて眠いんだけど、お
風呂沸かしたり、目覚ましで起きないカノジョを起こしたりでなかなか眠れない。ここで起きて弁当を作
れば完璧なんだけどなぁ。
120320 063241 【百合出産】妊活を始めてから、この排卵期後のシーズンになると私が夜中に起きちゃっ
ているから、カノジョも心配しているみたい。夜中に起きてもトイレ行って水飲んでまたすぐに眠れれば
問題ないんだけどね。どうも脱水による体の渇きや目の渇きによる痛みで起きてるっぽい。
120320 070441 今日のネット名言「吉本隆明は『放射能の火を消すなー』とか叫んでいたんだけど、
いや先生何しても消えてくれなくて困ってるんですけど 」東京工業大学出身で原発推進派の吉本隆明へ
のつっこみ。吹いた(笑)
120320 074847 【百合出産】弁当も作れずに横になっていてカノジョを玄関まで送ったらゲロりそうに
なった。やっぱり吐き気が酷いのか。よく想像妊娠とかなんとかいうけど、これ明らかにホルモンバラン
スか何かによる吐き気だろ。想像とかいうレベルじゃねー。
120320 075426 【百合出産】少子化の一番の問題は経済的な問題、二番目は社会構造の変化と固定概念
のズレ、例えば共働きや単身者が増えているのにまだ専業主婦社会構造のままとかだと思うけど、絶対三
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番目ぐらいに添加物や農薬や公害（昨年からはこれに放射性物質がプラス）による着床率の低下があるよ
うな気がする。
120320 122548 【原発】南相馬市に住んでるぬまゆのブログを見ると関節リウマチの症状に似てて、あ
りゃりゃと思う。私も昔、病院をぐるぐる回ったなー。膠原病って原因不明と言われるんだけど、原発事
故後、うちでは私が発症したのは核実験とかチェルノブイリのせいなんじゃねーの？という会話をよくし
ていた。
120320 124058 音楽誌にまつわるオトナの事情 http://t.co/XUiHvX8Z 雑誌のインタビュー記事は音楽
会社側がお金を払ってやってもらってるという話。ゲーム業界もそうだよね。いつも売上的には多い任天
堂の記事が角川系雑誌ではめっちゃ少なくて笑える。
120320 124614 続き）そういう大人の事情が、消費者の自分にとっては欲しい記事がないっていう現実
を生み出してゲーム雑誌自体を買わなくなってしまった。多分書籍なんかも、作られた流行りに冷めた消
費者がネットに行ってしまったんだろうなと思う。問屋が組んだフェアーだけやってたら書店も金太郎飴
だしね。
120320 125423 【GAME】私が任天堂のゲームばかりやっているのは単純にゲームシステムが最高峰で
新しいゲームがバグ無しで出来るからに過ぎない。中二病的なシナリオやキャラ設定なら小説を読んだ方
が楽しいし時間の無駄もない。あと任天堂はニア同性愛じゃなくて直接書かれてないけどゲイ的なのもい
い。
120320 125855 【GAME】物語から再生産されたＢＬじゃなくてゲイ物語を考えるなら任天堂かなと。
ゲームというのはシステムと設定がかけ合わさる時に名作が生まれる。ファイアーエムブレムの女性アー
マーとかドラクエ 3の女性戦士とか。ドラクエは男性キャラの女装？が一時期出来なくなくなったけど確
か復活した。
120320 130216 【GAME】一時期スーパーファミコンぐらいの時は容量が少なかったから自然に男女の
武器が同じものになってジェンダーフリーの最先端をゲームが生み出していた。後に男女の防具や武器が
別れてしまったけどそんな男女で服装が違うなんて古い思想なんて書籍にいっくらでも書かれているんだ
よね。
120320 130737 【GAME】ゲームのセクマイ度は『ゼルダの伝説 時のオカリナ』が最高峰だと思う。
まぁゲームも最高峰だし。
120320 130943 【百合話】 なんてうつらうつら考えながら、文字という古い媒体でどうやったら新し
い思想を生み出せるのだろうかと考える。 まぁ多分、私が書いている文章だと日本限定ではツイッター
の百合話や百合出産が新しい思想なんだろうな。本当は英語で書いて日本にもこういうセクマイがいるの
だと残したい。
120320 132344 【百合話】私自身が日本では数少ないレズビアン主婦だとか（女性の所得が少ないので
大抵女性は女性を養えない）、レズビアンで出産しようとか（レズビアン主婦も高収入女性も少ないから
なかなか子供が作れない）、まぁこういうレズビアンもいるんだよというノンフィクションエッセイが百
合話。
120320 132821 【百合話】しかしこの現実に読んでいる人はついていっているのだろうか？と思ったり
して。先日のイベントではたまたま会ったフォロワーさんから「百合出産本当なんですか？」と聞かれま
したが、本当です。たまにカノジョには内緒♪とかホラ吹く（カノジョは知ってる）ことがありますが殆
ど本当です。
120320 133350 【百合話】こういう最先端の思想っていうか生き方？って、まぁ雑誌に企画持って行っ
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てもボツりそうなんでツイートしてます。オンリーワン過ぎて読み物としては読めるけど、エッセイとか
に必要な共感は呼び起こせないよね。社会の事象として書かれてないから。
120320 134630 なんでハミングの詰め替え用だけあんのよ。容器捨てちゃったのよ。ばかー！速攻買い
物に行ってこないと。
120320 182443 小中学生の携帯禁止とかいう法案が提出されてるそうなんだけど、あの～、そんなリア
ペド犯罪者が喜びそうな法案出すとか、頭に蛆湧いてんの！？女性議員ばっかりだったら絶対出ない考え
だよね。議員は孫が誘拐されるとか考えないんでしょうかね！？それとも GPＳ機能を知らない！？
120320 185635 地下鉄サリン事件から 17 年か。あの日、朝から国会図書館へ行こうってカノジョと計
画をたてていて、たまたま寝坊したから巻き込まれなかったんだけど、もし行ってたら……と思うとぞっ
とする。日本は宗教者への差別が酷いんで、ああいうカルト宗教の事件はマジ勘弁して欲しいわ。。
120320 190356 ＮＨＫを観たら岡田がなんか妙にやせ細ってて驚いた。そして野田が元気だ。消費税の
前にもっとさ～～、いらね～社団法人とか妙なサテライト法人を閉鎖しちゃってくれよ～。
120320 190823 まぁ、こういう事を書くと女性センターなんかも閉鎖されちゃったりするので、そこに
あるアーカイブとかが散逸しちゃったりして大変なんだけど、私は売上を考えない、会計を黒字化しない
女性センターの理念とかが好きじゃないんだよね。補助金を返金する勢いで黒字化を目指せと。
120320 192914 http://t.co/CskQiyMo：フェイスブックで平和の言葉を イスラエルからイランへ - (1/2)
http://t.co/qoXdLxAq これって素晴らしい取り組みだよね。しかしイスラエルからイランに電話すら出来
ないだなんて、知らなかった。
120320 193711 ぎもぢが悪くてエロ系資料が全然読めない……。。。もう諦めて横になろう……。。。
120320 194928 今、ラスベガスの裏方やメンテナンスなどのドキュメンタリーが TV でやっているんだ
けど、日本はこのような娯楽施設、娯楽都市を作れるのだろうか。体力が残っているのだろうか。
120320 195618 モロッコでレイプ被害者の少女自殺、判事命令で加害者と結婚 http://t.co/1oMaUCqL

モロッコの法律怖すぎだろ。レイプ犯と結婚するとレイプ犯罪を隠蔽出来るとか。母親が家族の名誉のた
めに娘とレイプ犯の結婚を進めたとかイカレ過ぎ。
120320 200521 仙台バンダジェフスキー氏講演会まとめ http://t.co/hiZPeewQ メモ 後で見る。白内障
のこと、書いてあるのかな。目が濁ってるから、私も病院行かないと。
120320 234302 【百合話】今日はめちゃぎもぢわるいのに、週末 H のし過ぎで興奮が止まらず、吐き
気とエロ興奮の往復という大変な目にあっている。現実感が薄れるぐらい H すると大抵その後数日は興
奮が止まらない。しかし吐き気も止まらない。こんなに H がしたくなるなんて、どんな子なの！？卵ち
ゃん(￣∇￣)
120321 005630 ニンドリの RT をしながら何かが気になると思っていたんだけど気付いた。いつの間に
かマッスルが編集長になってるううううう！！！
120321 011340 【百合出産】カノジョに抱っこされて少し胸に触られるだけでイキそうになって慌てて
拒否って、情けないやら、吐き気で気持ち悪いやら。着床期間の一週間から 10 日我慢すればいいだけな
んだと分かっているんだけど結構辛い。お腹がドキドキしてる。卵ちゃん、びっくりだよね。子宮が痙攣
したらさ。
120321 011809 警戒区域入った女性死亡 福島県浪江町 - 47NEWS（よんななニュース）
http://t.co/xlkNYP25

120321 073118 【百合出産】基礎体温 36.89。でも夜中起きた時は 36.33 で、お腹は守っていたんだけ
ど、布団をはいでて体がめっちゃ冷えてた。昨日おっきな腹巻きを買ってきてたんだけど、重要だと思っ
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た。はいでもお腹は守られてる。ベッドの窓際から内側に移動したい。。。寒いよ、ママン。。
120321 080051 【百合出産】朝方めちゃくちゃ寒くて熱も低くて震えてて。そしたらカノジョが後ろか
ら抱っこして温めてくれた。それからうとうとして朝起きて基礎体温を計ったら 36.89 だったんだけど、
ズルですか？
120321 080740 風が強いせいか息が苦しいなと思って酸素量を計ってみら 98%だった。普段は 99%

。いつも 98%なカノジョが心配です。まぁ平均数値は人それぞれなんだけど。
120321 082520 【中東情勢】ガザ地区へ届くエジプトからの電力供給が止まって１日 18 時間の停電が
あるそうなんだけど、止まりすぎだろ。後援するならするできちんとみろよ！と思ったけど、この間エジ
プトは内乱で大混乱だったじゃん。シリアではまたテロ？があったらしいし、中東、どうなってんの？
120321 130010 原発事故直後の拡散予測を消去＝メール受信に気づかず―福島県（時事通信） - Y!ニ
ュース http://t.co/gIkopr36 官庁なのに「メールボックスが一杯になったとして消した」って……おい。と
りあえずシステム管理者を首にするところから始めろよ。。。
120321 131607 【百合出産】資料用のエロ動画を観ていたら、最初大丈夫だったから今日はいけるか？
と思っていたんだけど、やっぱりだんだん気持ちが悪くなってきた。原稿が進まない。諦めて横になろう
かしらん。。。
120321 132410 痩せ過ぎモデルの出演禁止、イスラエルが広告規制の新法案可決 http://t.co/gQmtZkll

フォトショップ法案、吹いた w 痩せるのを美化するのはいいと思うけど、ＢＭＩ １８．５以下のモデ
ルは使用禁止にするっていうのは正しいと思う。モデルの仕事で激ヤセは×。
120321 132843 地球滅亡への備えに１千万円――そろえるべき防災用品とは？ - ( 1/3)
http://t.co/wT1JWpCw 防災マニアすげー。2012年が一年前倒しで来た日本へ来れば、M５の地震や何度も
鳴り響く地震・津波警報を味わえるのに！
120321 133759 ＥＵの人種差別反対ＣＭ、「人種差別的」と批判され配信中止 http://t.co/kPChwAJ4 面白
い。youtube のコメントもいいね。差別撤廃の広告作るなら、こうもっと肩組んで笑いながら歩いてるシ
ーンとか、カフェで一緒にお茶して楽しんでるシーンがいいと思うよ。
120321 135110 小出裕章さん講演会（前半） 2012.3.18 宇部市
http://t.co/ApKajmkz

小出裕章さん講演会（後半） 2012.3.18 宇部市
http://t.co/DI3rCQYy メモ 後で観る。
120321 141005 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼１６１
本目『三家サイダー まるしぼりレモン ２』（N:藤間しおん I:石原理） 響とコカの出会いとは！？あ
さひの恋心は…→ http://t.co/fQwgQdWv

120321 143716 ＥＬ２５（NAI シンチ )ガンマ線測定器による測定結果 【各地の土壌】
http://t.co/aU3w3S2t やっぱり道路は汚染度が高いなぁ。池袋周辺では川越街道の数値が、事故直後から
高い理由が分るような気がする。汚染物質の吹きだまり的な？
120321 151226 ドイツ ZDF テレビ 「フクシマのうそ」書き起こし http://t.co/cmIVmz7b 読み終わって
溜息を吐いてしまった。やはり菅を叩いていた脱原発派の人達は原子力ムラの煽りに乗せられてしまい、
菅を辞めるよう追い込んでしまったのだなぁと。（続く
120321 151524 続き）うちのカノジョは反原発運動を子供の頃から追い続けていて市民運動家の菅が反
原発運動のデモに遠い昔参加していたと言っていた。しかし新しい脱原発派の人達は、いつも左翼運動家
が上手い具合に分断させられるのと同じ手法で仲間である菅を叩き、辞任に追い込んでしまった。（続く
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120321 151829 続き）ゲイリブ運動やフェミニズム運動もそうなんだけど、日本の解放運動等は本当に
「些細」な事で分断させられる。そして市民運動は潰される。今回は市民運動家である菅を市民が原発推
進派に煽られ辞めさせてしまった。そして経団連御用達の野田になった。（続き
120321 152227 続き）野田は野田で問題があるけど、それでもまだ「民間」である経団連のコマであり、
まだ市民側にいる。もちろんさらに市民側（経営者ではなくそこで働く組合員）だった菅に比べたら支配
者に近いが、それでもまだ官僚と対峙する経団連は「まだマシ」だ。（続き
120321 152522 続き）でも恐らく国民はそんな事も気付かず、マスコミに煽られるまま野田や民主党を
叩き、民主党を下ろし、官僚主導の国へと戻っていくのだろう。自分に近い立場の者を叩いた結果、さら
に市民である自分の立場が悪くなる事に気付きもしないで。
120321 152815 続き）なんていうのを市民運動を長い間、ちら見しながら、うんざりするぐらい同じ過
ちを繰り返す愚かな人達に溜息を吐きながら、先の記事を読んだのでした。
120321 154651 世界のどこかには「一夜限りの関係はびあんじゃない」とか言う人がいるそうなんです
けど、その一夜限りだろうがなんだろうが H の関係が持てる相手はいねが～とよく友達連中に言われる
私にとっては「なに贅沢なこと言ってんだよ！一夜だろうが H出来れば最高じゃん！」と思ってしまう。
120321 155534 なんつ～か、FC2 のエロ動画とか、風俗嬢がやってるブログとか見ると、男性の性風俗
業界ってどんだけ恵まれてんねん、とか思ってしまう。「風俗嬢自己紹介：ソフトアナル性感店勤務」っ
てんのに吹いた w前立腺治療する医者かよっていう w風俗店ってそんな細分化までされてんのか。
120321 160238 車掌が回送列車でわいせつ行為の疑い http://t.co/3h1Lp0QA エロアニメみたいな痴漢
電車をリアルでやった馬鹿。
120321 203631 橋下大阪市長ウォッチ 「斉唱時にマスク」の教員がいた 「口元チェック」逃れか？ :

J-CASTニュース http://t.co/ZpjzGMDG 大阪市がどんどんキモくなっていく件 w

120321 204854 私が大阪市とか橋下の教育改革に注目するのは自分が通っていた中学校によく似てるか
らなんだよね。うちの中学は規律を守り先生は暴力によって生徒を指導していた。今の橋下みたいにね。
結果何が起きたかというと校外で弱者を集団リンチし殺すという残虐な行為だ。サカキバラ事件の学校も
そうだった。
120321 205527 続き）私が北朝鮮の行進を見て「なにこれ全然手足が揃ってない」と言ったら、カノジ
ョがびびってた。そのぐらい軍隊式で規律規律な中学校だったのだ。そんな中学生活や、キリスト教右派
な教えの中で超真面目に育ってきて「規律とは、律法を守るとはなんなのだろうか」と考えた末、今の私
がある。
120321 210110 続き）馬鹿な中学生も大阪市民も表現規制推進派も、規律で縛った方が世の中は良くな
ると心の底から信じているに違いない。しかしそのような体制は凶悪な殺人事件を起こす人間を育てる。
その最たるものが戦時中の日本人であり、ナチス支配下のドイツ人だ。大阪市民は歴史を学んでもらいた
い。
120321 215330 環境放射能水準調査結果（月間降下物）（平成 23 年 12 月分）http://t.co/utTD83kb 双葉
郡ハンパない。。。。フクイチのお漏らしは続いているのねんって改めて思う。。。やっぱりフクイチの上にド
ームを作ったら作業不可線量になっちゃうのかな。
120321 223539 “巨大地震で噴火誘発の可能性” NHKニュース http://t.co/4R1CLp3z

120321 224103 911 生存者という嘘をつく女っていう仰天ニュース番組がやってんだけど、番組の頭を
見た時「8 時台から会社合併会議をやるなんてアメリカのエリートビジネンスマンすげぇ」という関係無
いタニアの嘘にビビる私。いや、嘘じゃなくてそこ本当なのか！？
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120322 004617 【百合出産】胎児への悪影響を少しでも減らそうと無線 LAN から有線 LAN に替えた
んだけど、部屋を横断するコートが邪魔くさくてかなわん。
120322 013157 下のリツイート笑った w 一万円で裁判 w それにアイドルが誰だか全くわからない w

120322 013540 ちょっと触っただけで反応するこのスマホがテラむかつく。きっと反応が鈍くなる方法
があるんだろうな。しかし初期設定がこんなに感じやすいってどうよ。ええんか？ここがええんか？どこ
ろか、反応し過ぎてイライラするわ！
120322 020609 ドイツ ZDF「フクシマのうそ」（日本語字幕）
http://t.co/QDGxPaS2 前に貼ったのは字起こしバージョンで字幕が付いているのか分からなかったので、
字幕バージョン。ドイツはチェルノブイリで被害を被っただけによく警告を発してくださる。
120322 085952 放射性物質：福島県いわき市沖の海底生物で高い値 #毎日新聞 http://t.co/5UtwFpeG

ヒラメから 4500bqって。。。
120322 150155 これまでと事情が異なる「東京国際アニメフェア 2012」開幕、今後の行方は？ -

GIGAZINE http://t.co/mzVd6AWT タイバニがあるのかと思ったけど、あまりにも他に見るものがない w

「健全」を全面に出すとこうなるのか。昔の共産国がやってたアニメみたいだ w

120322 150926 な～んかこう健全健全っていうのはいいけど、抜け道作らないと今や全然流行らないよ
ね。タイバニなんて同人誌市場がなかったら私観なかったもの。たまたまとらのあなに行って三階の 1/2

を占めるタイバニコーナーが異常だと思って同人誌買ってきたんだもんね。普段なら流行っても 1/4 ぐら
いしかない
120322 151237 【タイバニ】続き）K-books に行ってたら大して流行っているように見えなかったから
また違ったかもなとか、とらのタイバニ熱は異常とか、とらの方がごっつうエロい同人誌が多くて、一時
期落ちてたとらの審美眼がまた復活しとるとか、まぁどっちにしろ同人誌がなかったら観なかったよ。
120322 164313 【スマホ】i コンシェルがスマホでも使えるようになったそうですよ。うちのスマホは
電池食うくせに羊だけがホームにいます。うろちょろしてます。ドコモショップのお兄さんが「これ（羊
が動くアプリ）重いんで外してもかまわないですよ。iコンシェル、使えないですしね」と言ってました。。。
120322 164921 今の RT、ああ、いいな、ド変態なことも平気で話せる姉が欲しいって、って思ったけ
ど、うちの姉は私よりド変態でド S だった件。しかし世の中からはコクリコ坂の主人公みたいに素晴ら
しい女性だと皆に思われているから、私は世の中なんて信じない。
120322 172514 ４０型薄型テレビが３万円台 値崩れ止まらず http://t.co/8lhTqAKb 地デジの番組も
問題だよね。NHKなんて原発関係の健康ニュースは昼間とドキュメンタリーで言ってる事が 180度違って
いたり。昼間は放射能は安全、夜は危険コメントとかさ。お前は解離性同一性障害かと！
120322 195526 小説書きたい→ぎもぢわるくてエロシーンが全く一文字も進まない→ニュースサイト見
る→真面目に考える→ツイッターに貼る→ツイッター TL のバカ書き込みに笑う→原発記事見る→真面目
ry→ツイ ry→笑う→時間が過ぎて落ち込む→小説書き ry で１日が終わった。
120322 201619 なんかこう、友達に私が原発事故の事を心配？しているように見えてるらしい。私は病
人だから、病気ってそんな数値がどうこう言った所でなっちまったらそれどころじゃないし、だったら最
初から予防しとこうぜ的なスタンスなんだけど、みんな思い込み激し過ぎだよ。もっとゆったり生きよう
ぜー。
120322 202027 正直原発事故による癌や白血病 のみ ←ここ重要。数字のトリックあるからね。それ
以外の病気も含めたら確率上がるからね。 の数%なんざリウマチ薬の癌、白血病になる確率 5%に比べ
りゃ雑魚みたいなもん。でも確率なんて確率なんだから、ならなきゃ勝ちよって感じて構えるしかないわ
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けよ。
120322 202555 もう顔面マヒになった時、症状が酷すぎて感覚が戻る確率は 7%ですとか、うちの母親
や自分も含めて山ほど医者に危篤宣告されてるとか。でも自分はそれをのり超えたわけで。でもね、自衛
しないとか、食べて応援とか瓦礫を運んで汚染を被差別地区に押し付けるとか、そういうのは論外だよねっ
てだけで。
120322 203005 私の呟きはエロと真面目な書き込みとバカネタがまじってんだけど、病人は明るく生き
ないと寿命に直結するから不謹慎と言われようとバカネタは必須なわけよ。そもそもね、不謹慎なんて言
うやつは他人事過ぎるだろっていう。日本に住んでりゃ総被曝なのに。縦ジワ作ってたら免疫あがんない
よ。
120322 204258 もっとバカになって生きようぜっていう。もちろん必要なニュースはチェックしながら
ね。あと私の症状が書いてあっても慣れてて別にどうってことないっていうか。酷い時はそもそも呟いて
ないし(笑) なんとなくそんな事を思った。
120322 234532 【百合妊活】ゆたぽんを股の間に置く幸せ。ユタポーンと書くとちょっとギリシャちっ
く。角笛とか吹いていそうです。
120323 000330 【百合話】今日はまだ H なし期間だからカノジョにキスしてもらおうと思った。でも
全然続けてキスしてくれないカノジョ。「恥ずかしいのかな」とか言いながらちゅっちゅっと短くキスす
る。早くキスしながら鼻呼吸する方法を覚えてほしい。(*́▽｀*)
120323 000643 藤間紫苑は覚醒すると『醤油をガブ飲みする事で対象者の怪我・病気を完治』SPEC を
得ます。 http://t.co/KfCLWuz8 いや、対象者を完治しても、私が死ぬから！
120323 005638 なーんかもうラブラブなＢＬ読むだけでイラつくわぁ。くっそー、ぎもぢわるい。H し
たいけど出来ない。つーかさ、もうバーでナンパとか都市伝説じゃね？ナンパしてみてー。こんな事を書
いていると「君はママになる自覚をもっと持って云々」とかカノジョに言われてまた説教くらう。
120323 015524 【百合妊活】リウマトレックスを止めて６ヶ月か。運動不足のせいか、末端の冷えが尋
常じゃない事に今気付いた。靴下履いてこの冷たさって。足が痛い筈だ。とりあえずゆたぽんを足元に置
いてみる。お腹はかろうじて温かい。もう一個ゆたぽん買ってこようかな。電気毛布は痒くなるしなぁ。
120323 020445 関節リウマチって関節が痛くなるのはデフォなんだけど、冷えてる時って血管が冷た
いっていう感じがするんだよね。なんか線のように冷たい水が通っているみたいな。少し散歩に出掛けな
いとー。
120323 080423 【ＢＬ】いかん、今読んでる本はサラリーマン物なんだけど、攻め先輩の同僚が、先輩
いきつけのゲイバーを知っているっていうトンデモ設定に吹いた w どんだけ親密な関係の会社なんだよ
(笑)そしてそれを新入社員である主人公に教えるとか(笑)いいな、ぶっ飛び設定。
120323 081925 【ＢＬ】はー、また男が好きなんじゃなくて先輩が好きなんですパターンか。もういい
よ、お腹一杯だよ。んなやつがいるかよ、ヘテロ社会で「男が好きなんじゃない。貴方が好きなの」なん
て女がいるかよ。同性に抱いて貰いたかったら最低でもそりゃバイだよ。もうヘテロかゲイかのニ択にう
んざり。
120323 082943 【百合妊活】今日の基礎体温 36.69。またまた上がらない基礎体温なのであった。それ
とも手足の異様な冷えから考えて 36.7近くあるだけマシなのか！？とポジティブに考えるべき？
120323 085207 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼１６２
本目『三家サイダー まるしぼりレモン ３』（N:藤間しおん I:石原理） コカが響のパジャマを無理矢
理脱がせ、縛り、唇に触れる→ http://t.co/1J2l7Utk
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120323 090921 【テルマエ・ロマエ】上戸彩がぜんぜん平たい顔じゃない件。
120323 100151 【ＢＬ】続き）いかん、つっこみどころ満載でイラつくのを通り越して笑いがこみあげ
てきた。なんで男が気になってんのにノンケなんだ。ノンケ設定なんだ。なんでゲイバーのママまでノン
ケでしょと主人公に言うんだ。
120323 100555 【ＢＬ】続き） どんなノンケなんだよ。もう既にゲイバーに通ってたのにノンケだと
信じてた課長の恋レベルのギャグだよ。しかし一冊前のがさらにイラついてこの本がまだ許せるのは、少
なくとも男性がよく書けているからだろうな。愛があるっていうか。ホモ嫌いでさらに男嫌いな作品だと
疲れるわ。
120323 150411 【百合妊活】昼寝して起きたら 37.07 かー。朝の基礎体温がこんぐらいあるといいんだ
けどねー。起きて散歩にでかけよう。
120323 154313 原発前からあった話だけど、原発避難者へ地方都市が無料で土地を与えるってシステム、
平米がでかくて都心に住む私にとってはかなりビビる。病院がないから行けないんだけど。一時期都心か
ら郊外への引っ越しを考えたんだけど、横浜ですら専門医が少なく、心もとなかったもんな。
120323 160825 【百合妊活】今日明日からが理論的には受胎シーズンか。精子を入れてから平均 7-10

日だと言われてるますん。そして来週の週末には受胎が出来ているかどうかわかる。外に出てまた前みた
いに気持ち悪さMaxになるのも怖いし、かといって散歩しないのも精神的によくない気がする。
120323 161405 【百合妊活】せめて吐き気がなければなぁ。ホルモンバランスによって何かが狂ってい
るのだろうか。それと体内の何かが喧嘩しているのだろうか。とりあえず風呂入ってくるか。
120323 172258 【ＢＬ】やっぱりラブラブ小説読むとテラむかつく。別に自分が幸せじゃないわけでは
ないんだけど、具合が悪くて小説書けない時ってアウトプット出来ない苛立ちとか、設定や文章が頭に溜
まり過ぎててイライラすんだよね。さらに本のキャラがきゃっきゃウフフしてるとなんかむかつくってい
う。
120323 175425 【ＢＬ】男性嫌悪とホモ嫌いで S 女好きな作者の本が資料ＢＬの山に何冊もある。こ
こにあるってことは売れてる作家なのか！？いがらしゆみこじゃないけど、こういう作家はＢＬよりレズ
女王様物書いた方が受けるよな。市場が男性向けしかないんだけど。それでも女性読者が好きだからＢＬ
書いてんだろうな
120323 180135 【ＢＬ】そろそろ安全牌作者のＢＬを読まないと、心が疲れる。。。散歩ついでに高尾理
一でも買ってくるかな。高尾は好きなんだけどあまり本が出てないから、全部読み終わった時の落ち込み
や次が読みたい枯渇感が激しいような気がする。そうなったら剛しいらの全部読みにいこう。H シーン少
ないけど。
120323 180819 本当はＢＬにしろ漫画にしろ新刊書店で内容をチェックして買えるといいんだけど、中
身が見られないからどうしてもブックオフか漫喫で買ったりチェックしちゃうのがな。活字離れとかいう
けどブックオフに来てる子供の数を見れば全然離れてないのがわかる。
120323 181143 私も漫画にビニールカバーが掛かるようになってから漫画を 2000 冊ぐらい持ってたマ
ニアだったのに漫画離れしてしたもんなー。漫喫が出来てまた読むようになったけど、ビニ本をエロも無
しに買えとか無理！いやエロがあっても男性向けエロをシール付くようになってから離れたから無理！
120323 181527 そんな事を自分も思うし、問屋に入った友達も言ってたけど、もう今更ビニール外した
ところで、でって思ったけど、ブックオフやビニール外したコンビニの集客力をみるに外しす意味はある
ね。サンシャイン通りのブックオフなんて凄い混み方だもん。本屋はブックオフに本読みを育てて貰って
て感謝しないと
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120323 182107 結局私も待ち合わせ時間にブックオフで立ち読み→ブックオフが巡回する店になる→漫
画読むついでに資料も探す→ 5000 円分とか資料を買って帰るって感じだもんね。本当は新刊書店でやり
たいんだけど漫画読むついでにブックオフに行ってしまう。電子書籍も中身が読めないのはネックだよね。
120323 182526 あ、アンドロイドの電子書籍は返品制度があるから結構いいかも。あれが一般化してく
れるといいな。返品されようがなんだろうが、一度も手に取られないのが一番困る。本当、新刊書店のビ
ニールカバーはどうにかして欲しい。
120323 182929 ちなみに売り上げが落ちたせいか古本漫画にまでビニールカバーを付けた某チェーン店
は、もの凄い勢いで客がいなくなり、がらっがらになりましたとさ。集客力低下という負のスパイラルに。
どうすんだろ、あれ。
120323 192325 あ、今の RT、メモ程度のものです。内容によっては国保のほうがいいとかあるかも。
120323 193040 2chのニュース速報+を見に行ったら、これは現実なのか？と思うような酷いニュースば
かりで何も開かずリターンしてしまった。ちょっと前の嫌韓ニュースばかりの「電通のステマ？」（嫌う
記事もステマですよ。嫌韓ネトウヨも電通のステマに乗っかってますよ）というのよりはマシだが、酷い
世の中だ。
120323 194216 ジンバブエの男性を震撼させる女性性犯罪集団「精液ハンター」の目的とは？
http://t.co/IwtXpgo0 ジンバブェ。。。確か男性犯罪率も高かった気がするんだけど、女性も凄いのね。。。ど
うやって勃起させるんだろって思ったけどバイアグラ使えば楽勝か。でも心臓に負担が！
120323 194926 男性の可哀想な所はレイブされようが痴漢に遭おうが性的被害は大抵「羨ましい」の一
言で片付けられ、または「嘘だろ？」と言われ、暴力被害すら「お前が弱いから」と逆に
非難されるとこだよね。男社会って辛いネ。まぁ女性社会も性被害者は大抵クローゼットになっちゃって
問題化しないけどネ。
120323 200500 【ＢＬ】ぐわぁ！感動のラスト前エロシーンが気持ち悪くて読めないいいい！読みたい
のに読めないいいい！くっそー！むかつくー！腹立つー！あーん、もうなんで先日プチ乖離するまで Hし
ちゃったかな。体と脳は微妙に興奮してるのに、体調悪くてエロ小説すら読めないなんて！
120323 201840 【百合妊活】とにかく性的に興奮するとお腹に血液が集まる感じがしてお腹がシクシク
チクチクと痛くなって吐き気がぐわーっとあがってくる。さらに続けるとお腹がズキズキと痛くなる。続
けると七転八倒、さらに ry 痛みで倒れる→起きるととてもすっきりした気分でエロ本が読めるようにな
る→生理来る
120324 091638 【百合妊活】基礎体温 36.98。やっと上がった。夜中は 36.91 で、途中で起きてしまっ
ていた。
120324 101321 【百合話】TLに女性同士はどこからが SEXなのかという議論があって吹いた w昔私も
「ここまでは SEX じゃないよね！」って思っていろんな事をしてたのに処女だと言い張っていました(笑)
でも考えてみればペニスを入れてない事のみを処女とすると FF やってても処女、百合娘は永遠の処女み
たいな w

120324 102556 【百合話】まぁ処女と言って自分が高く売れるのは精々超頑張っても 25 までだよね。
それ以降は妖精さんにクラスチェンジする経験値上げしてるようなものだし、セカンドバージンもこれま
た問題だし。正直「大妖精に俺はなる！」ぐらいに潔い人はいいんだけど、色々こじらせた妖精は周りも
微妙。
120324 121457 スマホがフリーズすると毎回壊れたのではないかとビビる。
120324 124006 次のＢＬ作品はネアカで楽しい本でありますように。前に買った高尾理一がどこの段ボ
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ールに紛れているのかわからない。その後、家の中に同じ本が二冊とかいう現象が起きるんだよな。はー、
貧困問題とか原発問題の本が読みだいのに、最初の 5Pでダウナーになって読み進められない。
120324 124606 下の RT、ニュース 7は安全神話推進派だから仕方がない。NHKは夜 11時とか 12時過
ぎないとニュースでは本気出さない。早い時間で本気出してるのはドキュメンタリーだけ。知的階層によっ
て発言、というか印象操作変えてます。その時間帯のニュースを見て信じてる人は可哀想だけど舐められ
てる。
120324 125106 ちなみに NHK は BS の番組編成も原発への危険性を訴えることしかしてない。昼間や
夕方の地デジ見ている人は食べて応援して被曝しちゃってください、BS 観られるセレブさんはもちろん
放射性物質の危険性を知っていらっしゃいますよねー w って感じだ。だから若者が TVを観ないのは正し
いと思う(笑)
120324 132916 ツバメの巣から１４０万ベクレル 離れれば「影響なし」 - MSN 産経ニュース
http://t.co/gGXZl5c7 ツバメさん、生きてるん？しかし 2マイクロっていうのはこんだけ汚染されてるって
ことなのね。ところで蜂とかはどうなってるん？蜂蜜とか。
120324 134026 「はだしのゲン」平和教材に - 中国新聞 http://t.co/hD7JFdY2 いいなぁ、広島は進んで
て。東日本の学校こそ必要だよね。そして今後、ナウシカが TV で放映されることはあるのだろうか。。。
120324 185333 Ｇｕｉｄｅ -Yuri BL Slash Novels Fujima Shion : 【池袋西武百貨店 春の北海道うまい
もの会】麺屋 田中商店 甘海老味噌ラーメン 超 http://t.co/Sz5qVmMf

120324 185830 【池袋西武百貨店 春の北海道うまいもの会】ファームデザインズのミルク。甘いです
ー。 http://t.co/hlyXhkss

120324 193034 カフェドクリエのゆずレアチーズケーキうまー。 http://t.co/GYdNy2Mk

120325 002429 【映画】『ものすごくうるさくてありえないほと近い』百合映画『めぐりあう時間たち』
の監督が撮った神経質な感動作。911 で父を亡くした息子が失われた父との時を探す話。311 による喪失
感から立ち直ってない人に是非観てもらいたい傑作。かなり泣ける。
120325 002826 続き） てか、私は広告のポスターが御茶漬海苔ばりに怖くてホラー映画と勘違いして
た。カノジョが言うにはポスターはアスペルガー症候群？っぽい主人公の世界への恐怖を現しているじゃ
ないかと。しかし 311 で傷付いた、あの映画が癒やしとして必要なユーザーには届かないんじゃないかと
思った。
120325 003110 続き）あと主人公は自分を守るためにずっとタンバリンを鳴らしているので、高音域が
よく聞こえる、耳がいい人はイライラするので要注意。私はそのため、今ファミレスでドキドキを癒やし
中。映画はずっと泣いてるぐらいの感動作なんだけどね。
120325 070922 【百合妊活】基礎体温 36.78。暑くては足とか肩とか布団けっぱくりだった。大丈夫だっ
ただろうか。そして昨晩、出掛けてて私の体が冷えている事を心配したカノジョと。。ヤリまくってしまっ
た。orz 昨夜はピンク色のおりものとか出て大丈夫かねーとか話した直後なのに。orz

120325 071517 【百合妊活】まぁ、ネットにいっくらでも書いてあるように、これでおりたら弱い受精
卵だったって事なんだよね。カノジョは弱い子は淘汰される（受胎しない）派なので「気にする必要ない
よ」って感じ。それより体が温まって良かったよかったと安心して寝ましたとさ。(*・ω・)ノどうにかな
る。。かな
120325 074248 昨日タイバニの前売り券を買ってきた。前に友人が「同僚がガンダム 00 のチケットタ
ダであげるって言ってたんですけどいりますかー？」とか言っててなんだそいつ？とか思ったのだがこれ
か！前売り券オマケ商法でグリコのキャラメルはいりません！的なやつか！９月まで何種類前売り券が発
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売されるか不安
120325 102016 スマホにプリキュアを録画してみたんだけだけど、画像は荒いとはいえ、ベッドで横に
なりながら観るぐらいには丁度いいな。
120325 105247 【ＢＬ】『YEBISU セレブリティーズ』（岩本薫 ビブロス）安定牌を書庫から発見！ホ
モフォビアなＢＬが続いたので、ちょっと心が安らいだ。イケメン二人が絡みますっていう企画物シリー
ズなんだけど、単純にクールビューティーな主人公が可愛くていい。
120325 105902 続き）今書いてるＢＬのキャラがクールビューティー系なので、資料としても良かった。
Ｊガーデンに出そうと思ったＢＬの続きを書いてると、イトマド響篇のベースになってんなと思って面白
い。このＢＬ、いつになったらＪガーデンに出せるのかしら。まだ 80枚ぐらいなんだよね。
120325 110435 続き）そして 80 枚なのにシーンが進まなくてヤバい。人はどのくらいのスピードで本
を読むんだろうか。休憩時間が入れられない。いくらなんぼなんでも 50 枚ぐらいで章を分けないと。そ
のうちに 500枚でワンシーンとかやりかねない。なんぼでも書けちゃう電子書籍怖い。
120325 110739 続き）ゲーム開発している時、二時間でワンルートって教育されて、本も大抵二時間で
読めるようになっていると思う。岩波の分厚いの抜かして。しかし電子書籍って印刷費とか何ページ以内
とか考えないでいいから、際限なく書いちゃってヤバい。
120325 111344 続き）ゲームシナリオの時も一本いくらだったんで自分の自由に書けた。500kb のとこ
ろ、男女主人公の 2 ルートに分けて 1000kb 分書けて楽しかった。いや商業的にはこういうのやっちゃダ
メなんだけどね。同じ時間軸の男女 2ルートってやつ。
120325 112040 続き）ゲームシナリオには兄が助けにいくお金持ちの一族へと養子に出された弟が、幼
い頃から父の慰み物だったという設定があって、家に戻れという脳天気で真面目な兄、帰りたくないとい
う弟ってシーンがあった。今はさすがにそのシーンがカットされそうです。でもね、幼児への性的虐待を
隠すのって嫌い
120325 112644 続き）私にとってはリアペド動画の摘発はともかく、児童虐待の告発も含めた（テレプ
シコーラみたいなね。自分のもそうだけど）児童虐待架空シーンも規制するポルノ表現規制推進派は、児
童虐待している現実のペドい大人を擁護する最低な人にしか見えないんだよね。ホント。
120325 154733 【百合妊活】なんかもう元気なんだかよく分からずハイテンションなカノジョに襲われ
てエネルギーゲージマイナスって感じで、またがくーんと体温下がってたりしないかしらと計ってみたら
37.24 でむしろ熱あった。良かった。着床出来たかどうかは分からないけど、女性ホルモンは 1.5 倍増え
た感じだ
120325 155402 前の RT、日本で Twitterが流行るのは電通だか博報堂だか忘れたが大手広告会社が株主
なんだから当たり前やん。ステマももちろん多かったし。あとアカウント作りが厳しくなくて趣味によっ
て分けて作れるのが大きい。FBみたいに実名主義でアカウント取り消しなんてニュースが出たら無理だっ
た。
120325 155842 もちろん短歌文化があったというのは大きい要素だろう。それにシステムがシンプル。
結構 mixi を使っていたんだけど、使いにくくなってくるとか mixi ならではの足跡改悪でこれならブログ
のほうがカウンターがあって書くモチベーションが上がるやんとかで少しずつツイッターに移行してし
まった。
120325 161128 【百合話】カノジョが「女と SEX する事は簡単で断られるとか考えた事もないけど、
ずっと伴侶として暮らすとかは無理だと思った」って言ってて、君でもそんな風に思うぐらい生涯のパー
トナーを持つのは難しいのかと思った。



- 106 -

120325 161558 【百合話】まぁ子供の頃の私はパートナーとかよりむしろ独り立ちしたくて、兄に束縛
されてたし教会の信者と見合いになりそうな恐怖が先立ってたけど。兄と衝突した姉は家出しちゃうし。
私にとっては同性か異性かなんて問題じゃなくて、むしろキリスト教の未信者って方が問題で。
120325 162154 【百合話】パートナーが同性かどうかなら海外、それもキリスト教圏に渡れば私はその
方が過ごしやすいし問題ないんだけど、未信者問題はどうしたらいいのか、と悩んだ末、他の宗教を持っ
てるよりマシだろという決着を自分自身でつけたのだった。まぁたまに教会へ行ってくれるしね。
120325 164442 【ＢＬ】なんかこう恋愛話だと私はどうも俺様キャラが出てくるやつが好きみたい。そ
れも自信満々な俺様が出てこないと萌えないみたい。しかし自分が書くと円先輩みたいな仕事が出来る男
はともかく、コカみたいな馬鹿キャラになるのはどうしてだろう。きっと超ハイテンションなアメリカ人
伝道師のせいだ
120325 165236 【百合話】下の RT、揉んでも乳が大きくならないっていうけど、そら一回二回揉んで
も大きくならないのでは。私はカノジョと付き合って A カップが D カップになったけど。揉まれるだけ
じゃなくて恋愛で女性ホルモンが増えたのが原因だろうけどね。髪の毛もかなり増えたし。恋は重要(*・
ω・)ノ
120325 165847 【百合話】一体百合娘はどうやってパートナーを持ったらいいんだろうね。地方だとさ
らに孤立化して一緒に暮らすのは難しいと言ってた。女がそもそも足りないのにそれが二人で暮らすとは
何事かと！と。首都圏に住む私には理解の外で、友達に話を聞かないとマジで地方情勢が分からない。
120325 170635 【百合話】だから今回の絆事件で、異性との結婚話という余計なお節介をされた百合っ
娘は多いのではないかと不安になる。女性独り暮らしは本当に大変らしい。皆さん、女性が独りで生きて
いても、その人が「誰かいい人、いませんかねー」と言うまでほっといてあげてください。
120325 170936 でもいつもお節介はしない私ですら、可愛い友人にはつい「誰かと付き合ってりしない
の？」と聞いてしまうから（大抵友達はオタクだから独りで生きていく。二次が俺の嫁とか言われちゃう
んだけど）、まぁ綺麗な子が独りモンだと言いたくなっちゃうよね。
120325 172836 【百合話】はー、大抵カノジョとの H で体力負け知らずな私なんだけど、ちょっとカ
ノジョの体力が復活すると体力ゲージが 0になるまで求められるな。今日とか北海道展のうに丼を食べに
昼から出掛けようと思ってたのに、体が動かない。全く動かない。ぬるぬるとスープ作りちう。そして卵
ちゃんは平気か？
120325 173337 【百合話】今はまだ勝ってるけど、カノジョが退職した後は絶対負けそうだ。もう原稿
の締切を与えてバリバリ働かせないと。
120325 175537 【BL】本の感想続き。なんか 5 年越しとか 2 年越しの恋とか凄いな。私なんてなんと
なく付き合うようになってから三ヶ月で H しちゃったから堪え性がないな。まぁカノジョは私が高校卒
業するまで一年以上待っててくれたわけだけどさ。
120325 181143 【BL イトマド】でも考えてみれば自分が書いているイトマドは幼少期の伊藤君に会っ
た円先輩が、少年っていうより幼児が社会人になってさらに数ヶ月待つって話を書いているからナンだな。
円先輩にしてもコカにしてもショタ度たけぇ。経緯はこれと単行本→ http://t.co/1LKFqWRm

120325 182137 米グーグル：検索予測差し止め命令…東京地裁仮処分 - 毎日ｊｐ(毎日新聞)
http://t.co/tB6OaZWf こういうやつ、誹謗中傷を書いた人が原子力ムラの工作員で、被害者が新エネルギー
推進派とか（あの東電 OL殺人事件みたいな感じで）、同姓同名事件とか色々ありそうね。
120325 190502 東京新聞:ムーバ １９年の歴史に幕 ドコモ、月末で終了へ:経済(TOKYO Web)
http://t.co/3FpxrvQl 私はスマホが壊れたから新機種に変更したけど、月末までに乗り換えろと言われても
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android4.0機種は出そろってないし、むかつくよね～。
120325 191005 石巻のがれき受け入れ要請 環境相が北九州市に - 47NEWS（よんななニュース）
http://t.co/JDdbW9Js 環境省が全然日本の環境を守ってない件。
120325 192004 http://t.co/CskQiyMo：スペインで売春組織摘発、女性をバーコードの入れ墨で管理
http://t.co/4S5RzCfI 漫画みたいな本当の話。
120325 192500 http://t.co/CskQiyMo：肌のタトゥーで携帯電話の着信を感知、ノキアが特許出願
http://t.co/acamaR3P シールとか指輪とかだといいかも。外せるし。必要な時だけ着けてるとか。でもタト
ゥーは電磁波アレルギーを起こしそうです。
120325 193256 【原発事故】「ツイッターデモ」に続々飛び入り 再稼働と瓦礫拡散に怒り
http://t.co/00reoj4y すごーい。デモは基本参加しないっていうか体力的な問題で参加出来ない私ですが、皆
さんを応援してます☆彡
120325 201250 前田敦子引退っていうのが TLにながれとる。
120325 202115 カンブリア宮殿（BS)でマクドナルドの改革をやってるんだけど、そもそもマック社員
は毎日マックが食べられるのかね。私は結構湿疹が出たりするんだけど。一部高くてもいいからまともな
原材料のバーガーを出してくれよ。体調悪いと紅茶しか飲めない。
120325 204105 おおお～、4月の金曜ロードショーでナウシカやるんだ！
120325 204345 やべぇ、カンブリア宮殿のマック特集見てると、なんかマックが食べたくなる ww女性
店長すげぇ ww「は～い」を「はい」にするだけでタイムが変わるとか ww

120325 204634 うちの近所のマクドナルドは制服組のおにーちゃんがレジに出ると超モタモタしてて、
アルバイトクルーが「すっこんでろ」と言いたそうな冷たい視線を向ける。
120325 205659 マックの改革すげぇ。でも直営店を減らして FC を増やすって、まぁ何かあって日本か
ら撤退しても大丈夫って意味でもあるよね。今の所そういうのはないと思うけど。
120325 213316 N響アワーがらららクラシックというわけわかめな番組に変わるのか……。クラシック
とかなかなか聴きに行けない貧乏な私には便利番組だったな～。しかし日本の楽団って超真面目な音だよ
ね。昔外国の野外クラシックコンサートが放映されてたんだけどとても自由な演奏で良かったなぁ。
120325 213529 そういえば毎年一回はオペラを聴きに行こうとデートの企画をたててたのに、311 以降
行ってないな。。。
120325 215903 【GAME】スマブラ拳のオーケストラとコーラス http://t.co/RyWn1zzP 昔の記事です。
120325 222441 揺れ長すぎ。
120325 222622 あ～、やっぱりでかいと思ったら福島県沖M5.6、最大震度 3かぁ。M5あると、なんか
でかい？って感じがするね。
120325 223451 ＮＨＫ【ＥＴＶ特集】「ネットワークでつくる放射能汚染地図５ 埋もれた初期被ばくを
追え」3/11（日）夜 10 時、再放送：2012 年 4 月 1日（日） http://t.co/UfmWZZXZ 4/1 に再放送するん
ですね。
120325 223935 花とゆめ、蓮様お風呂ポスターなんてもんがついているのか……。蓮様は好きだけど、
こんなヌードポスター貼ったらカノジョにぶっころされる……。
120325 224357 【BL 百合】なんか BL 本に「彼氏のエロ寝姿を待ち受けにする」とかいうシーンが
あって……。私もそういうのやりたいなと思いますが、スマホがハッキングされた日にゃ、涙目になりそ
うです。でも普通の写真は SD に入れてて、悲しい時はカノジョの胸の谷間をアップにして心を癒してい
ます。
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120326 011025 【ＢＬ】ちっくしょー！三巻が見当たらねえええ！明日本屋で探してくるか。段ボール
を片付けていない私が悪いんだけど、むかつく。話を分けるなああああ！！！そもそもあと一箱はＢＬ箱
があるはずなのに、どこにあるんだ。。。本が多すぎて分からん。
120326 070715 【百合妊活】基礎体温 36.63。orz なんかもう毎回の事で、カノジョが言うように無理な
子は無理なんだってわかっているんだけど、なんであん時とか、どうしてたかだか 10 日静かにしていら
れないんだろうとか、猛烈な反省っていうかそういう気持ちが来ちゃってヤダな。
120326 071436 【百合妊活】なんかこー、ただ基礎体温が下がるってだけじゃなくて、体のすっきり感
とか、朝まで寝られたらとか、布団を
がばーっとはいでるとか、なんかそういうので起きた瞬間にもう体温さがってそうって分かるのがね。妊
娠してると普通はこの時期、37度ぐらいあってもおかしくないもんなー。
120326 072533 【百合妊活】しかし着床時期に着床出血らしきものなんて初めてだったから、体温下が
るとへこむなー。もしリセットがきたらもう少し散歩したり体温上げる運動しないと、卵ちゃんの前に自
分が関節リウマチの冷たさで死ねる。次の排卵期は絶望と共に始まらないといいな。四回連続排卵期に泣
かされてるよ。
120326 072942 【百合妊活】もう期待なんてしないで排卵期に抱っこしてもらってラブラブな夜を迎え
るんだとか、次の排卵期こそは仕事が忙しいから無理だと言い訳されないに違いないとか思う一方で、次
はもうそういう期待なんてカノジョに持たないで、クールに自分だけで乗り越えなきゃ、一人でも大丈夫
なんだって。
120326 073655 【百合妊活】なんかこうそんな気持ちが交差してしまう。きっと妊活している全ての女
性がそうなんだろうな。掲示板を見るとそういう絶望感に溢れている。なんで妊娠というおめでたい活動
をしているのに、人は絶望感に包まれるのだろうね。
120326 074309 【百合妊活】しかし妊活掲示板に山ほど書かれている「仕事が忙しいから無理なんだっ
て」という言葉を毎回聞かされると
へこむ。それを言うなら精子を提供してくださってる義兄さんなんて徹夜明けやこれから仕事前の超忙し
い時間を割いて頑張ってくださってるわけなんですけど。
120326 081950 【百合妊活】もうこれ以上考えると墓穴掘るから止めよう。そしてもう精子入れた日に
抱っこしてよしよしされて眠れると考えるのも止めよう。しかしこれ、本当、妊活してたヘテロ友人が夫
の愚痴を色々言ってた気持ちが分かる。カノジョなんて家事も仕事も完璧なのに、へこむもんなー。
120326 090122 スマホのタッチが敏感過ぎて、先日とうとう誤操作をしてスマホちゃんが友達へ勝手に
電話するという事件が！前の ht03a は電話用のボタンと切るボタンがあったんだけど。３つしかボタンざ
なくてやな予感がしてたんだけど、やっぱり誤操作発信。どうにかならんかな。
120326 095844 【ＢＬ】うわー、また二巻になったら「男が好きなんじゃない、彼だけが好きなんです」
パターンが出たよ。正直こんな馬鹿女（小説ではゲイだけど）が女と付き合ってたらにっこり笑って近寄っ
てセクハラして唇奪って押し倒して夢中にさせて、相手と別れたところでゴミみたいに捨てそうです。
120326 100347 【ＢＬ百合話】続き）リアルでそういう事をした人がいても私は責めないよ。だって同
性と寝るのが恋をするのがパートナーを持つのがいかに大変か知らない「男が好きなんじゃない。彼が好
きなんだ」とかいう同性が好きだという自分を認めない自己否定的な馬鹿が不幸になったところでどうだ
というんだ。
120326 101932 【ＢＬ】もう私のイトマドキャラも 10 人いるんだから一人ぐらいそういうむかつくキ
ャラ作ってみんなに輪されて男無しには生きられないセックスアディクションになるシーンでも書いとき
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ゃよかった。ダメだな、自分はリアリストで優しいし。つーか、今度一本そういうの書こう。さすがに三
連荘は腹立つ。
120326 103450 【百合妊活】落ち込んでたら、カノジョがご飯を作ってくれたー！テンション上がった！
http://t.co/M3mn6qw7

120326 123024 メモ 暗殺の歴史 創元社
120326 130135 【別冊花とゆめ】ガラスの仮面を読むために買ったら、前の方がずーっと妖怪物（ガラ
仮も紅天女は妖怪みたいなもんだし）っつー、凄い事になってた！どんだけ編集部は妖怪好きなの？妖怪
マニアさんなの？
120326 131933 【百合話】カノジョを送り出しながらＢＬ本の話をしたらニヤニヤ笑いながら「そうやっ
て書いてるとお前が書けよって事になるぞ」と言われたんで「だからそんな馬鹿男がゲイに輪姦される話
でも書こうかなと」って言い返した。
120326 132604 【百合話】 全くうちのカノジョはセクマイに差別的な腐女子同級生を容赦なく虐めて
きた過去があるから、こういう話をすると「お前はセクマイ差別するオタクに甘すぎ」とばかりにニヤニ
ヤ笑うだけだから困る。
120326 144301 【週刊少年ジャンプ】とにかく一番面白かったのはロック・リーの青春フルパワー忍伝。
超吹いた ww

120326 151017 【週刊東洋経済】Facebook の記事があったので買ってみたのだが、衝撃の「編集部か
ら」が書かれていた。東洋経済レベルの編集部が取材に行って FB の広報窓口代理店担当者が「全てその
資料にある通り」としか返答しないとか wFB自体が日本市場に力を入れてないのかなーと思った。
120326 152905 続き）Facebook の売上高が 2000 億円で時価総額が 8 兆円（推定）って。なんかちょっ
とバブルっぽいところがあってかなーり怖い。ナニコレ？変じゃね？
120326 152926 続き） つか、Googleも売上高 3兆円で時価総額 15.6兆円なのね。例えばトヨタは売上
高 18.9兆円で、時価総額 8.1兆円。アマゾンは売上高 3.8兆円で時価総額 6.7兆円。
120326 210118 【ＢＬ】続き）三巻をブックオフにて発見！とりあえず読み終わり、あー、やっぱり 893

の愛人だったのねって予想は当たり、今、四巻。この本をつい読み進んでしまうのは攻めの犬っぷりがカ
ノジョに似てるからなんだろうなぁ。
120326 210352 【ＢＬ】 でも利発な奴なら男相手はお前だけ、とか思わないよ。。とつっこんでしまう
けど、このシリーズはエロシーン多いから許す。他のＢＬ作家が書いたエロ無し、ホモフォビア、男嫌い
の三拍子を読んだ時はどうしてやろうと思った。ありゃ酷すぎだ。
120326 221709 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼１６３
本目『三家サイダー まるしぼりレモン ４』（N:藤間しおん I:石原理） 蒲団がずらされ、汗に濡れた
ピンクパールのようなお兄様の肌が露わになっていく→ http://t.co/gjN40hsJ

120327 035813 【百合話】今日、小説を読んでいたらいきなり精神が不安定になった。体が震えてしま
う。カノジョがずっと抱っこしてくれて「今は大丈夫。私が守ってあげるから」と言ってくれた。一生懸
命思い出そうとしても思い出せない記憶。記憶の欠片を見つけたい。
120327 110247 福島第１原発：２号機の水位 底部から６０センチのみ #毎日新聞
http://t.co/e7v5NxKD予想より 3Ｍ低かったそうですわよ、奥様。
120327 112032 なんとなく続き）たまに自分の記憶が変だと思う時。311 のドキュメントをみて、311

直後あんだけ見た津波の映像が全く記憶になかった時。忘れるのは楽かもしれないかど、思い出せる人は
忘れないで覚えていたほうが精神に負担をかけないと思う。
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120327 112507 続き）人によってはわ 311 の事をざと忘れた方がいいとか言ったり、マスコミや政府は
原発事故をなかったことにしようとする。でもね、人は忘れる事なんて出来ない。何度も何度も忘れたま
ま恐怖感のみを思い出す。だから私は現実を直視した方がいいと、原発事故の事を語り続ける。
120327 112947 続き）正直、自分の記憶障害は凄く子供の頃からで一体何が原因なのか、母がいつも危
篤だったからか、持病のせいなのか、子供の頃何かあったのかとか分からないんだけど、たまに起きるパ
ニック症状にはビビる。記憶がないだけに不安になる。
120327 113609 続き）だからまだ「覚えられる人」は 311 や原発事故から逃避しないで、直視して覚え
ておいた方がいいと私は思う。悲しんだり、記憶を共有したり、ケアミーティングで思い出を話したりし
て。私みたいにあの膨大に流れていた筈の津波の映像を綺麗さっぱり忘れてしまうぐらい記憶障害が出な
いうちに。
120327 113810 直し 続き）人によっては 311 の事をわざと忘れた方がいいとか言ったり、マスコミや
政府は原発事故をなかったことにしようとする。でもね、人は忘れる事なんて出来ない。何度も何度も忘
れたまま恐怖感のみを思い出す。だから私は現実を直視した方がいいと、原発事故の事を語り続ける。
120327 133802 【ＢＬ】本の感想 続き）5巻になってやっとバイセクシャルという概念が登場したよ。
ふう。新主人公がゲイなのかバイセクシャルなのかと悩んでいる。長かったな。
120327 161013 【ＢＬ】続き）やっと読み終わった。セクマイがイラッっとしないで読めるのは 1 と 5

巻。しかし基本的にセクマイフレンドリーな作品のタイトルしか書かないと決めているのに、つい 1 の出
来が良かったんで、タイトルを書いてしまった。反省。今度はシリーズを読み終えてから書こう。
120327 161614 【ＢＬ】続き）5巻は上司に恋した自称ノンケが、上司に男の恋人が出来た所で失恋し、
「自分はバイなのかゲイなのか」と自分探しの旅をしに新宿二丁目にいく。そこでワイルドなゲイに会い
恋に落ちる話しなので、ほぼ読み切りとして読めるというのもあり 5巻はオススメ。
120327 162136 【ＢＬ】続き）なんとなく読みながら、これはゲイとかヘテロとかバイとか三次元の恋
愛ではなく、二次元に萌えていたオタクが三次元の人に恋をした、貴方はその時どうしますか？というの
に感覚が近いのではないだろうかと思ってしまった。
120327 163336 【百合話 ＢＬ】いろんな人と付き合うのはビッチという人もいるけど、やはり決まっ
た恋人が出来るまでは沢山の人と付き合った方がいいと思う。経験豊富だとやはり色気が違うし慣れもあ
るし。自信もつくし。そしてモテモテな恋人を持つとヤキモキするけど、モノガミーならシメルとこシメ
ないと！
120327 201312 岩手で震度 5弱だったのか。弱い揺れなのに起きちゃってなにかと思った。や
120327 204950 Reading:NHK ニュース ２号機 格納容器内の映像公開 http://t.co/IAbbh1fI 72.9Sv か
ー。水位は 60cm。1、3号機は線量が高くて計れない。九時のニュースでやるかな。
120327 213831 NHK で国のエネルギー政策の割合、というのの有識者会議ってんのをやっているんだ
けど、白髪の老年達が原発割合多めや原発産業を守る派で、黒髪の壮年・若者達が原発割合 0とか減らせ
派に別れている。やっぱり年齢によって原発産業保護派と脱原発派に別れてんだな。
120327 214118 続き）つーか老年のやつらはこんだけ国民に原発事故で迷惑をかけていて、反省の気持
ちというものはないのかね。むしろ謝罪して率先して原発割合を減らさねばという立場だろ？まったく。
120327 220622 ２号機格納容器内「被曝すれば８分で死に至る」 : 科学 : YOMIURI ONLINE（読売新
聞） http://t.co/wCNv4ItQ 原発を推進してきた読売新聞社が珍しく「原発って危険だよ。ヒャー＞＜」っ
てタイトル付けててワロタ w科学部記者の良心かな w

120327 223833 河北新報 東北のニュース／「国民の監視やめて」 自衛隊の個人情報収集訴訟
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http://t.co/klsTmXjm 震災で株が上がった自衛隊。またまた株を下げとる。東北でな～にやってんだか。
120327 230104 私はセクマイで FB の実名主義には反対なんだけど、やっぱあれなのかな、アメリカと
かでは「～君と飲み会行ってきま～す☆彡」→「えう、～君にレイプされた。えうっ、警察はとりあって
くれない。えうっ」とかが増えちゃってるのかな。実名主義だとレイプ犯とかは減りそう。
120327 230355 ２ｃｈっていうのは正義感が高い人も多くて、前にツイッターで若い女の子が相手の既
婚者オヤジ（いわゆる不倫）の名前から職場から性病移された事からふつ～に暴露してて、そのヲチスレ
なんかがあって、凄い世の中になったもんだと驚いたものだが。
120327 230930 続き）その女の子が何故ヲチされるかと言うとやはり若い娘を騙して、結婚する気もな
いのに女の子の青春を浪費させて男がむかつくっていうのが大きいと思う。今、任活してると出産したい
・結婚したいっていうヘテロ独身女性が不倫してると「時間の無駄だからチェンジチェンジ！」とかつっ
こみ入れちゃう
120327 232642 しっかし池袋西口交番はレイプ被害にあってもスルーすんのか。嫌だなぁ。池袋の警察
署は麻薬を持った人がいなかったクラブには勝手に乱入にて全客の尿検査をするわ、レイプ被害者の話は
聞かないわ、最悪だな。
120328 031321 今日のネット名言「今や危険厨は死語だろ。危険なんだよ、実際」311 後にメルトダウ
ンなんてしていないとか豪語していたあの人達は今 w

120328 041156 NEWS ポストセブン｜廃止された「子ども手当」 出生率上昇させる成果あげていた
http://t.co/5dhRDlRb

120328 161127 しまった！傘をわすれた！雨、降ってきた！
120328 200252 東日本大震災：福島、茶葉から２万４７００ベクレル 市民が測定所に持参 ／福島 -

毎日ｊｐ(毎日新聞) http://t.co/NZHpewNN さすが福島、半端ねぇー！食べて応援ですよねーとか言って
飲んだり食べたりしちゃった人、いるんだろうなぁ。あーあ。フードアクション最悪
120328 202615 【百合話】お出かけしていて用事を済ませに出掛けるカノジョ。お前は自分が思ってい
るより具合が悪いから 30 分たったら休めよ、という謎の忠告をぶっちしてブックオフ→ K-books コース
を歩いていたら、いきなり強度の吐き気が。何故わかるんだ。30 分？とか思ってたら一時間後に吐き気
とか！
120328 203400 【百合話】カノジョのバキ・勇次郎並みの健康に対する感覚の鋭敏さは異常。それでも
私と付き合い始めた時、私の病気に気付かなかったのは多分あらゆる体の数値が標準以上とかだからなん
だろうな。肺活量も平均の 1.4 倍あるし。耳の手術して聴覚が平均やや下とか。だから病気の発見が遅れ
る ＞＜
120329 135501 今日のデザート バナナヨーグルト メイプルシロップかけ http://t.co/JTAztcMC 木
次すこやかヨーグルトは酸っぱいので、メイプルシロップを少し多めにかけるのがコツ。
120329 145628 【ＢＬ読書記録】『脱がない男』上下（木原音瀬 ビブロス）あらすじを話すとあまり
にも酷い、主人公が課長を泥酔させヌード写真を撮って脅すって所から始まってて、現実にはねーよとつっ
こみを入れたいけど、まぁ最後はラブラブで終わってて面白かった。※実際にやったら犯罪です。
120329 150317 【ＢＬ】続き）この作者の話は面白いんだけど、いかんせん H シーンが少ない。世の
中には H シーンが書ける作家と書けない作家がいるらしい。どっちかというと H めちゃ少なめ作家なの
でそれ目的で買うと外れるだろう。
120329 212357 あっちゃー、しまったー！好きな本は新刊書店で買おうと思ってたのに、ついうっかり
中古屋で買ってきてしまったあああ！なんかタイトルを聞いたことがあると思ったら、TLの
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アマゾンランキング情報で見たのか。ビニールがかかってて気付かなかったわ。
120329 212904 ちょっとだけ RTで吹いた wそうだよね、某雑誌はどちらかというと百合男子のための
雑誌だからそれほど女子は読まないよね。百合女子はエロ話に飢えてるもん。男子は社会からエロエロ押
し付けられるから百合はピュアとか言うけど、女子はお手て繋ぐ事よりエロシーンをよこせと思うよね(笑)
120329 213428 しいていえば私がやってた少女帝国は女子向け←これ重要 で文芸で ←これも重要。
女性が買いやすい。表紙がエロくない。 百合エロありというのは売れた要素の一つだと思う。全部が百
合じゃなかったけど。百合エロ小説が書ける女性は少ないのにＢＬに時間割いててゴメンナサイ。
120329 214518 下の RT、性的指向と性的嗜好の個人的見解を読みながら、そうか、スカトロを人はこ
んな風に受け止めるのかとショック。私はアナニーについてもＢＬネタも書くので、下ネタ多いです。注
意してね。でもたかの友梨だって旅行の時には浣腸用具一式持ち歩いているんだぞ！（週刊現代ネタ）
120329 215420 同性愛者とオタクなどの根本的な差は、別にそれがバレた所でアパートを追い出される
わけでも、家族から絶縁されるわけでも、結婚出来ないわけでもない所だと思う。ただオタクも SM 趣味
も就職や恋愛差別はあるから、マイノリティであることには変わらない。
120329 230334 今日、眠り続けていた私のために、カノジョが夕食を作ってくれました。
http://t.co/7AtlvZGl

120330 002451 今日、始めて好きなタイバニアンソロジーのタイトルにもなっているウェット&amp;メ
ッシー(WAM)が、フェティシズムジャンルとしてあるって知った。相変わらず濡れとか汚れとかのジャン
ルによええな、私。
120330 002727 三条友美が描いた『菜美の性愛日記』ではンコまみれな菜美ちゃんっていうシーンが山
程出てきて、そういうのがあるのは知ってるんだけど、その専門ジャンルについて調べた事はなかったわ。
やはりンコプレイはアレルギー持ちの敵だからか w 手から流血とかしょっちゅうだし、そこでンコプレ
イとか恐すぎる
120330 014941 【百合話】ＦＳＳ（ファイブスターストーリーズ）のリブート 7 にはスパークとヤーボ
が恋人同士としてベッドインした後がきちんと描かれている。名シーンなので百合娘は要チェック。早く
続きかけー！
120330 021815 【百合話 ＢＬ】この一週間、ほぼ毎日二回ほどヤッてて幸せ(*́∀｀) １日二回とか
やると大抵体が感じやすくなっていたりして大変なんだけど。今書いてるイトマドで嘘が描かれていると
すると、二回目である響があれほどコカに責められて声を我慢出来るわきゃねーよってトコ。
120330 022146 【ＢＬ】続き）たまにはブログ篇にもちょいエロシーンを入れておくかと思って書いて
るんだけど、二回目でさらに媚薬を使われていてあんだけ我慢するとかねーよ、なんて個人的には思って
るんですけど、そこは響の強靭な意志によるものってことで一つ。あと目の前に弟と鬼上司がいるしね。
120330 023708 関節リウマチ】リウマチスレをみてると昼寝したりするのがデフォで皆さんくーくー寝
ていらっしゃる。私も精神的に安定している時は 10時間とか 16時間とか寝ている。姑と一緒に暮らして
いる人は責められたりして大変だとか。カノジョは私が長生きするのを最優先事項にしてくれてるので怒
りません。
120330 024049 【関節リウマチ】こんだけ寝るのは多分、血液の病気だから全身が炎症したり、関節が
削られたりするのを、眠ってとんてんかんトンテンカンって修復しているんじゃないかなと思う。被曝に
もこの方法は効くと思う。寝るって重要。
120330 030207 あ、前に RT したレイプ事件の拡散希望、削除されてるね。ツイッターだとホントか嘘
か分からないのも怖い。その人の TL読む限りでは多分本当だと思うけど。
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120330 030534 先日ね、友達の愚痴を聞いていた。職場にいるビッチ女が社長にレイプ未遂されたとか
吹聴して、一月後に会社を辞めたと。それまで職場が大変だったと。レイプとか騒ぐなら男４人+本人（女）
の二次会カラオケにホイホイついていくなとか、社長の膝に乗って歌ったりすんなとか怒りまくり。続き
120330 030952 続き）さすがの私も「体の関係を誘って結婚しようと思ったらあっさり捨てられて騒い
だ女？」と思ってしまった。もちろん無理矢理性行為を迫るやつも悪いんだ。でもね、嫌々迫られて相手
をぶん殴る度胸がない人はやはり男女二人っきりとか、異性数人のパーティーに女一人とか行かないほう
がいい。
120330 031848 うちのカノジョなんかは男数人と一緒に飲み会に行くし、男女にモテる奴なんだけど職
場でちょっと「胸大きいんですね（多分ほめ言葉）」と言われただけでグーパンチする奴なんで（反射的
に殴ってしまい、速攻謝ったらしい。職場で本性出してやっちまったと言ってた）続き
120330 032343 続き） いくらフェミニズム運動が盛んでもね、人には出来る事と出来ない事がある。
だから女性は用心したほうがいい。そもそも反射的にグーパンチする女性は襲われないしね。オタク娘は
やはり気が弱いから用心重要。まぁ鉄壁過ぎても恋人出来ないけどね。でもセックスが嫌な相手と二人っ
きりは止めよう
120330 035124 続き）ちなみに私は男友達とよく遊びに行きます。基本的にグーパンチ派です。だけど
いつも皆に過剰なほど守られてます。なんで？ いつもカノジョと一緒にいるからかなぁ。いない時は結
構暴力的なんだけど。じゃなかったら池袋のギャンブル場でチーマー相手に天井エナ取り合いバトルとか
出来ないし。
120330 040150 でもスロットのエナリをやっていると気配を消す癖がついて困る。アドリブ王子のギン
ブチみたいに一カ所にずっと立つとかあんまりないよね。むしろ新台時の設定看破の方がずっと見てたり
して。ずっと立ってると大抵相手は熱くなって天井一直線(笑)その後の動向で設定が分かっていいけど。
120330 040625 スロットとかパチンコは面白かったけど、もう行けなくなってしまった。前にちょっと
行こうかなと思った時、子宮がつきーんって痛くなって、赤ちゃんが反対してんのかなと思ってから行か
なくなってしまった。あんだけ夢中になっていたから、止められるなんて思わなかったよ。
120330 052154 放射性物質：飯舘のヤマメ、１万８７００ベクレル検出 #毎日新聞 http://t.co/SzW0cJUe

フリーザ様がどんどん強くなっていく。
120330 053227 電子書籍、国が後押し 出版デジ機構に１５０億円出資 http://t.co/NalRiPzr ブックライ
ブっていうの、聞いたことごない。
120330 053731 【電子書籍】どうせならパブーみたいな使いやすくて個人も出せる所に出資してくれれ
ばいいのに。どういうとこなんだろ。ISBN がないとダメみたいなのだと、やっぱりアンドロイドマーケ
ットの一人勝ちになりそう。日本は既存のマーケットを守ろとして黒船にやられたからなー。
120330 141708 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼１６４
本目『三家サイダー まるしぼりレモン ５』（N:藤間しおん I:石原理） コカ「これは君への罰だ」コ
カの責めに我慢出来なくなった響は人前で→ http://t.co/WOAa9Cq4

120330 144732 新型インフル特措法案 衆院可決 NHK ニュース http://t.co/x1vEMIBg 宗教家もそう
なんですけど、イベント屋さんとか、イベントが中止になった時の為の資金プールとかしておいたほうが
いいですよ。会社はクラウド化を進めておくとか。
120330 145057 続き）インフルエンザワクチンを受ける順番なんかも決めるのか。毎回インフルエンザ
ワクチンを受けると熱が出る私は、H5N1 のワクチン、恐いお。それでも死ぬよりはマシなんだろうけど
さ。
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120330 150757 西原理恵子が MX「5 時に夢中！」クビ 高須クリニックが激怒、スポンサー降りた
#ldnews http://t.co/eVX9WDB2 友達の家でよくみていた好きな番組だけど、下ネタが多いっていうのがウ
リじゃないの！？西原降板で高須クリニックの院長が激怒するのも当たり前だと思う。
120330 151451 肺がん陽子線治療 「痛くも熱くもなく楽だった」と患者驚く http://t.co/vmPgCAtC

すっごい！もしかしたら肺癌も治る日が来るかも！でも高いから、五年後ぐらいには庶民が 10 万ぐらい
で治療出来るようにして！そうすれば原発で癌患者が増えても治療出来る！死なないよ！
120330 182145 ボルヴィック：環境配慮の新ボトルが“日本上陸”…ツアー招待も 2012/03/30(金)
17:30:36 [サーチナ] http://t.co/PdRR8tKR メモ
120330 184647 なんか NHKで新基準への企業や農家の取り組みをやっているんだけど、お前ら遅すぎ。
どんだけ消費者に高濃度汚染物質を食べさせようとしていたんだよ。新基準値が決まる前に企業努力し
ろって。やれば出来るんなら、先にしとけ。
120330 191530 「プルトニウム検出」をこっそり...放医研の恐ろしい「隠蔽体質」（週刊朝日） - Y!ニ
ュース http://t.co/0cPtt2Zj 国内で先に発表すると隠蔽されそうだし、別に海外だろうと調べて発表してく
れたならいいよ。
120330 192323 NHK ニュースより。証拠となるフロッッピーディスクを改ざんをした裁判で、大物を
捕まえなければならないという検察庁の歪んだ体質とか判決で言われとる ww

120330 195213 burn CREATIVE LAB | やり遂げるひとたちのための、研究所。 #バーン
http://t.co/wqqQkBY2 え？コーヒー？？ と思ってサイトに行ったら栄養ドリンクだった。
120330 200303 ついコンタクトの広告をじっとみつめてしまったよ。先日映画を観に行ってメガネをか
けたら、あらびっくり！ 視界が透明に澄んでいて驚いた。乱視進行してんなぁ。
120330 201347 なんかこう、地方中堅即売会が存続の危機って記事を読んで、311 の影響の大きさを感
じた。今だと読まれるだけなら電子書籍サイトがあるし、本にするよりもアクセスが多い。紙に印刷して
即売会に出るってセレブだよね。うん。
120330 201705 たまに即売会に出たいと思うけど既刊はあるけど新刊が作れない。今は電子書籍向けに
全て長篇仕様に組み立てているから、印刷費で真っ青 ＞＜ でも今年の私の誕生日プレゼントは同人誌
印刷費なんでいつかは出せるけど（笑） 出せても 50部とかだよ。300枚もあるオリジナル百合なんて！
120330 202115 タイバニとかパロディは売れるからいいかもしれないけど、オリジナルは恐くて出せな
いなぁって思う。そしてタイバニ同人誌作る暇があったらオリジナル原稿書くよ wでもパロも含んだオー
ルジャンル即売会のサークルが集まらないのか。同人誌自体が作られないってことかな。
120330 203833 サイトを見たら 1500 募集のところ、550 サークル確定（申し込み期限延長中）か。私
がイベント主催者だったらストレスで吐くな。
120330 205431 お、そろそろカリオストロ始まる？やっべー、ご飯作ってない！ ＞＜
120331 000843 ＮＴＴ東、女性の人材活用 管理職を倍増へ - SankeiBiz（サンケイビズ）
http://t.co/mMoRSrev いいねー、こういうニュース。応援！
120331 010308 【ＢＬ】挿絵にエロシーンが一枚しかねええええええええええ！！！！！ 中古で買っ
たの後悔したの撤回！ いや、こんだけエロなくて 900円払えるほど、私はお大尽様じゃないわ。
120331 013947 たまにツイッターの会話で敬語かタメ口かって会話やリツイートを見る。ちなみに私は
一応礼儀として敬語で話すが、タメ口で話してくる人の方が好き。年上とか年下とかも関係ない。タメ OK。
まぁ、社会に出てから大抵人前では敬語だが、家では俺様な言葉遣いだ。リア友にはそういう話方だけど w

120331 014942 多分敬語で話されないと侮辱されたとか、礼儀がとか、年上なのにとか思う人がいるの
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だと思う。他人と距離置きたいとか。私はむしろ距離感があるなーとか、他人行儀だなーとか、友達にな
ろうぜ！とか思うタイプ。人それぞれだよね。でもリアルだと私は堅めで真面目な服装なので皆が敬語で
話してきます w

120331 015816 でも出来ればタメ口で話して欲しいと思ってる。いや、ブラックスーツきて、シャツ着
て、フルメイクしてる敬語女に即タメ口とか無理と言われればそれまでなんですけど(笑) 私って親に反
抗して言葉遣いは悪いんだけど、教会に行く真面目な格好がベースだから服装が堅いんだよね。
120331 020345 先日友達の誕生日パーティーが自然食レストランで行われたんだけど、そういう、なん
というかエコロジスト的な？ラフな感じの服を持っていなかった。まぁ自分の体のラインに合わないって
いうのもあるんだけどね。肩のラインが四角い感じだから。ゆるふわを着ると「女装？」って感じになる。
120331 071410 福岡県警、手りゅう弾通報に１０万円：社会：スポーツ報知 http://t.co/zTneeykQ 福岡
の特殊っぷりに朝から吹いた w 池袋もあちらこちらに警官が立ってるような街だけど、普通に暮らすに
は平和だもんね。強盗以外は。
120331 071904 手榴弾に注意 http://t.co/9wVQ2SVS 福岡県警のサイトなんだけど、なにこのテロに
注意的な手榴弾に注意ページ ww

120331 075427 2ch のニュース二軍って板を開けたらほとんどのスレが書き込み二桁で驚いた。いつも
見る板は書き込みが多かったりするけど、オタク系板も驚く程書き込みが少ないし、書き込み規制しまくっ
て有料サイトにしたはいいが、ツイッターとかに客をとられまくったって感じ。
120331 075804 エロも今や FC2 のライブチャットが全盛期だし、ピンクも書き込み少ないし、逮捕だ
どうのいう前に 2ch という掲示板が縮小しそう。原発やゲームの情報収集とアーカイブ機能は優秀なんだ
けどね。そういうのはツイッターとか面倒だしさ。ていうか板増やしすぎなんじゃなかろうか。
120331 123150 警戒区域の野生化牛 筋肉被曝 血液の 20-30 倍 http://t.co/yK1tQjWQ 本日の知って
たニュース。よく人の尿検査で何 bq とか血液検査で何 bqとか言われて、ああ、食料被曝に比べたら低い
じゃんとか思っている人がいるかも知れませんが、被曝量は部位によって違います。
120331 123610 正直自分だって汚染されまくりの東京に住んでいるから、どんだけ体が汚染さるてるか
なんて直視したくない。でも人体汚染がはっきりしたらこれを食べた方がいいとか色んな方法の研究が進
む筈。それが日本だから。見ないふりをしている人は死に急いでいる人達なんだろうけど私は長生きした
い。
120331 124029 食べて応援とか、瓦礫拡散とか、そういうのは死にたい人が勝手に死ぬってだけじゃな
くて、死にたくない人も未来がある人も死なせると理解して欲しい。食べて応援しなくても他の手立てが
考えられたらはず。でもそれを行政は放棄してしまった。多分行政や国自体がもう終わりへと向かってい
るんだろう。
120331 124725 暫定基準値か 500bqから 100bqになり、行政が 50bqから計れない機器は認めないと言っ
たらいきなり機器メーカーは計測限界値が 50bq の機器を開発し、農家も動いた。だからやれば出来るん
だよ。早く部首被曝の数値を公表してその対処法を公表して欲しい。
120331 125129 といってももう海外のだと尿検査の汚染度から予測出来る部首被曝割合みたいなのはネ
ットに落ちてるよね。あまりにも凄い数値でつい私も見なかった事にとその詳しい数値を覚えてないんだ
けど。とりあえず東京人の肉はきっと暫定基準値を越えてるよ。
120331 130355 被曝症状って単純に弱い所から出るよね。私もここ一年、まぁ鼻血は元々出やすい方だ
けど飛び石（二日に一回）ぐらいの割合で出てるし。たまにカノジョに心配される。さすがにここまで出
るのはあまりなかった。今はさらに出産のためにアレルギー薬を止めてて鼻水→鼻血コンボで最悪。
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120331 130649 でもさすがにここまで鼻水が出ると、鼻のフィルターとしての汚染度は、放射性物質や
ら有害物質が鼻水と共に流れ出てて低そうです。
120331 131551 郷ひろみ「運命の人に出会えた」 お相手の父は元プロ野球選手（スポニチアネックス）
- Y!ニュース http://t.co/Iz7qEtwL なんで大手化粧品メーカーに勤める女性のほめ言葉が家事出来るなん
だよ。稼ぎが多い夫婦なら家政婦雇った方が経済回るだろうが。家事させんな。
120331 131941 ひろみは好きなんだけど、なんかもうこういう日本における知のエネルギーっていう
の？そういうのの無駄使いを見ると疲れる。
いや、家事が出来るのは人として常識だからいいんだけど、誉めるとこちがくね？みたいな。出来る女は
働かせた方が日本のためだよ。稼がせて家政婦雇わせた方が活性化するよ。
120331 132404 うちのカノジョの大学の同窓生はこぞって主婦になり、どうしてどうしてそんな高学歴
で主婦ですか？この日本における才女の使用方法のミスがグローバル化に負けてる原因だろとマジで思っ
た。もう六大学以上に進学する奴は病気でドロップアウトする以外ニート（主婦含む）禁止法を作れと。
120331 132824 人口の一定割合は女で、人口の一定割合しかホワイトカラーの仕事が出来る奴がいない
のに、それを主婦なんかにした日にゃ国力落ちるに決まってんだろ。と思ってたら今年は次々女性の管理
職割合を増やす企業や自治体が出て、この当たり前の事に気付いたかと思った。
120331 133508 今なら壮年の主婦を家政婦として働かせる、そして今後は家政婦産業を広げて男性も働
くようにすると、日本というホワイトカラーばっかりになっていく社会でもなんとかなると思うんだけど。
プライドガーとか言ってると国が傾くだけだ。
120331 134834 男女の家政婦が増えると、やはり家政士？とか言葉が変わっていくんだろうか。
120331 135738 高学歴女性の主婦禁止法を作ると受ける学校を下げる女が出てくるだろうけど、そもそ
もそんな上を目指さないような人に高学歴や高い教育なんていらないんだよ。それより少し成績悪くても
ガッツがある女が受かって高い教育受けた方がいいに決まってる。日本のためになる。
120331 140846 ここで辞めなきゃ死ぬって人がニートになったり主婦になったりするのは分かるけど、
東大行って主婦になりたいから辞めますきゃるんは既に犯罪だろと思う。そして仕事が出来る高学歴女性
に仕事辞めろと言う親戚とか育児休暇じゃなくて辞めさせる圧力をかける企業は縛り首で一つ。
120331 143117 ヤバい。ベランダの側溝なんていう線量のたかそーな所に、風で吹き飛んだベランダ用
靴が嵌まってしまってる。元の位置に戻そうにも雨が強すぎる。側溝に流れこんだ雨に当たってさらに汚
れる。もうベランダ用靴を買い替えるか。。。
120331 151958 私「なぁ、昔から不思議だったんだけど、なんで日本の高学歴女子はフライトアテンダ
ントを目指すの？おかしくね？」カノジョ「全くだな。フライトアテンダントになるんじゃなくて、フラ
イトアテンダントに奉仕される身分になれと！」海外のＦＡはテロ対策で男性ばかりになってきているそ
うです。
120331 152547 【イトマド】後の方で若葉が響に伊藤苑を大きくして、養子（あの世界では子会社化の
事）じゃなくてコカと結婚（あの世界では合併や吸収合併を指す）出来るような大きな会社にするってい
う台詞が出てくるんだけど、書いてからはたと、お前どんだけでかい独占企業を作るつもりなんだよと思っ
た。
120331 152951 【イトマド】続き）若葉はそんな風に思うんだけど、響とコカは市場の競争がある程度
ないと市場自体の活力が低下する事を知っているから、子供っぽい若葉の言葉に苦笑いって感じなんだろ
うな。
120331 153622 寡占化の弊害は先の東京電力が発した暴言によって日本の企業人達は思い知っただろう
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から、これから益々電力の自由化が進むだろうと思って、電力会社が墓穴掘りがちょっとおかしかった。
まぁ日本企業がグズグズしてると新興エネルギー市場を海外勢に押さえられるから頑張って欲しい。
120331 154630 昨日エア彼氏っていう用語を知って調べて面白かった。僕は友達ーって少ないじゃなく
てない話なのかとか、エア友達とか w 私も病気で引きこもってる事が多いのでたまにこのネットでやり
とりしてる人達はＡＩ、そして藤間紫苑の書き込みもＡＩとか言いたくなってくる。
120331 155241 続き）なんて思ってたら先日オフ会でフォロワーさんに百合出産って本当ですかと聞か
れたので、もしかしてエア妊活と考えている人が他にもいる？と思った。エア妊活ならいいんですけどね、
白い妊娠検査薬を見てこんなに落ち込まないでいいから。基礎体温が 36.4 になり、そろそろ次のリセッ
トです。
120331 160818 エア彼氏のまとめサイトが失礼なんだけど本当に面白くって、私もエア彼女の写真（一
人だけのプリクラを撮って彼女とラブラブです♪）とか up して「あーやっぱり藤間紫苑のカノジョはエ
アなんだ」とか思われてみたいと考えたぐらい。いや、リア友がレス付けてるから無理だけど。作品とし
て凄すぎる。
120331 161215 続き）そのようなエア彼氏写真を up している人がネタなんだか、そういう精神状態な
のかは知らないけど、ネットには出版社によって自主規制された枠の外にある「作品」が無料に、そして
大量に落ちていて、それらのインパクトに勝つにはどうしたらいいんだろうっていつも考えている。
120331 164750 知のエネルギーって事を考えていたら、そういや私がサラリーマンやっててカノジョが
作家になっていたら日本のゲイリベレーションはマジな話、10 年から 20 年は進んでいたなって事を思い
出してへこんだ。
120331 170445 続き）って思ったけどアカデミックな副業もしているからそういう方面からリベレーシ
ョンをしていくのもいいのかもしれない。カノジョや学者系の人しか出来ないし。しかし旧体制の人とバ
トルを繰り返していて、考え方が古すぎて話が通じなくて胃が痛いといつも言ってる。
120331 171610 やばい、もしかしてナンジャ限定のタイバニアイテムとか売ってたんじゃないの！？な
んで週に何度もサンシャイン６０へ散歩行ってんのに、たかだか 300 円で入れるナンジャに行かなかった
の？私、馬鹿？
120331 181510 【BL Slash ドリンク擬人化】 愛と潤いのドリンク劇場『伊藤君と円先輩』▼１６５
本目『三家サイダー まるしぼりレモン ６』（N:藤間しおん I:石原理） 円先輩の大きな左手が若葉の
熱を帯びた欲望を上下に擦る→ http://t.co/jbZoesDk

120331 185010 南海トラフの巨大地震モデル検討会 http://t.co/fkigabvV メモ
120331 192902 北朝鮮、人民軍の入隊の身体条件は 143センチ・37キロか＝韓国（サーチナ） - Y!ニ
ュース http://t.co/YoFGRJGr なんかこう、国際社会に何年間も放置されるって……凄い事なんだなってい
うか、言葉を失うっていうか。
120331 193751 続き）周辺諸国が軍備を持つ、持ち続ける、この理由のためだけに「脅威」として作ら
れた北朝鮮の現実を見るたびに悲しくなる。そこには人間がいるんだよって。
120331 194423 三日月とダビデの星：中東２国対立の裏側／上 作られた「イラン恐怖症」 イスラエ
ル、かつては蜜月関係 http://t.co/pRjAOulj 「イスラエルのハガイ・ラム教授は、国民の対イラン観を「作
られたイラノフォビア（イラン恐怖症）だ」と断言する。」日本もそうだけどイスラエルもか
120331 195954 「怖がらないで、繋がろう？」海外の携帯の広告らしい＾ｐ＾ なにこれ、なにこれた
まらない
http://t.co/Aa5pS9dm さすが Virginさんやでぇ。鼻血吹いた。【BL】
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120331 210608 【百合話】いつか人に話したい。死んでしまった友人の事を。悲しんでいるカノジョの
事を。亡き友の机を片付けながら毎日泣きながら帰ってくるカノジョ。こんなメモがあったんだとかあい
つの筆跡が、とか残った思い出を語ってくれる。一緒にパナシェに行こうと約束してたのになんですぐ行
かなかったのか
120331 211326 【百合話】カノジョを支えてあげなきゃならない立場なのに、本当に辛い。どうして同
性愛者は迫害されているんだろうなぁと。なんでこんな目に、日陰者扱いを、亡き友の彼女はされなけれ
ばならないんだ。とても立派な女性で、とても友を愛していたのに。親よりも誰よりも！なんでなんでな
んで！
120331 214411 お餅を焼きながら「見せてもらおうか、クックパーの威力ってやつを！」 フライパン
用ホイル（旭化成）を買ってきてみました。もしかしたらウチメシの油使用量が劇的に減る！？
120331 215055 続き）すげえええ！！クックパー凄すぎるううう！！マジくっつかないわ。氷の上のよ
うに餅がアルミホイルの上を滑るううう！！ スゴいわ、感心した。

＜ 12月号に続く＞
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【百合小説】

死の器
藤間紫苑

妹の乃絵留が意識不明になったのは三ヶ月前の事だった。そうなって初めて私は妹への愛を意識するよ
うになった。それまでの寂しさや憎しみや辛さや姉妹愛を『愛』という単語に置き換えて、私は妹を看続
けた。
妹の部屋の扉を開ける時、今でも手が一瞬止まってしまう。私に向けられる妹の冷たい視線を思い出す
のだ。そしてまた彼女に罵られるのではないか、しかしそれはそれで妹の意識が戻ったのだから喜ばしい
事ではないか？ だが睨まれるのはとても辛い……。私はそう震えつつ妹の部屋の扉を開くのだ。
乃絵留の部屋には特製の椅子が置いてあった。『特製の椅子』とは、椅子係という仕事に従事する人間

の中で、さらに優秀なモノを指す。私もその仕事に就く者の一人であり、学校を卒業した後、椅子頭に就
任する予定である。だからつい、部屋に入っても妹よりも先に特製の椅子に目をやってしまう（だがそれ
は彼女と目を合わせるのが、怖いだけなのではないだろうか？）。看護婦は特製の椅子に座りながら、眠
たそうに妹を看ていた。眠りそうな状態はリラックスしている証拠だ。特製の椅子はきちんと仕事をこな
しているようだ。
お疲れのようですね、という私の声に、看護婦は驚いたようだった。彼女は膝の上に置いた文庫本をポ
ケットにしまいながら、椅子の座り心地が良いのでとても安らいだ気分になりました、と答えた。私が休
憩をとるように言うと、何か変わりがございましたらブザーを鳴らして下さい、といつもの台詞を残し看
護婦は部屋から出ていった。
私は妹と二人きりになった（この榊城で仕事中の椅子係を人として数える者はいない。そしてそれは椅
子係にとって名誉なことである）。妹は昨日と変わらぬ白い顔をして横になっていた。蒲団から延びる医
療用のチューブやコード。コードの先にある機械は、妹の心拍をゆっくりと打っていた。なんとなく昨日
と違うような気がするが、きっと思い違いだろう。
私は妹の顔に触れた。乾いた白い肌と皹割れた薄桃色の唇、閉じられたままの瞼、乾いた髪。たった三ヶ月
しか経っていないのに、妹の様子はとても変わった。だが美しさという観点からいうと何の変化もなく、
否、さらに磨かれたと私は感じる。妹の瞳は憎しみに燃えず（何故私は妹に憎まれていたのだろうか？）、
その舌から私を罵倒する言葉は生まれない（何故私は妹に罵倒されていたのだろうか？）、私が見たこと
のない安らかな寝顔だ。私と二人きりの時には絶対に見せない姿だ。

―― 私、美彩お姉様にだけは座らないわ。

妹が発した辛い言葉を思い出すと胸が痛む。何故彼女は私を憎むのだろうか。
幼い頃、私と妹は榊城に奉公に出された。榊城というのは私の両親が勤めていた榊グループの聖地とい
われる場所で、普段お目に懸かることが出来ない榊家の当主様が暮らしている。榊家の当主様というのは
神樹を祭る巫女であり、榊城と呼ばれる敷地から一歩も出ないまま一生を終えるのだ。私はその物語を子
供の頃から聞かされ、興奮したのを覚えている。満月の夜に行なわれるパーティ。貴婦人達が傅く輝くば
かりに美しいご当主様。御伽噺のお城の奉公人に選ばれたと知った夜は眠れないほど興奮した。それは恐
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らく妹も同じ気持ちだったに違いない。私達は愛らしいエプロンドレスを支給され榊城で働いた。甘美な
榊の神酒を舐めながら夢心地で働く日々はこの上なく幸せだった。榊学園に通いながら、大人になっても
榊城に残る事ができるように努力した私。そして榊家の椅子係として任命された私（ああ、あの頃から妹
は私と距離を置くようになったのだ)。その後、鳥籠係として任命された妹。その頃にはもう、私は妹に
嫌われていた。
私は妹の乾いた唇に指をあてた。その指を自分の唇に持っていった。意識が戻ったら彼女は激怒するか
もしれない。いや、今も激怒しているかもしれない（意識が無いと見えるからといって本当に意識が無い
かどうかは確認できない)。乾いた唇を良く見るために私は顔を近づけた。乾燥した肌から苦いような薬
の香りがする。顔はやせ衰え、窪み、皮膚には血管が浮き出ている。この太い管は彼女の生命を支えてい
るのだろう。そしてこの管が脈打つ限り、私はいつまでも妹を看続けるのだ。
私は掛け蒲団をずらし、彼女の体を眺めた。白く清潔なパジャマを身に纏い、横たわる妹。パジャマは
マジックテープで簡単に脱がすことが出来るようになっている。私はゆっくりとマジックテープを外して
いった。妹の細い首（その付け根からはチューブが延びている)、小さな胸、細い肋骨、凹んだ腹、そし
て陰毛に隠れた上座（註）。
私は妹に優しく触れる。そっと触れなければ医療器具が外れてしまうかもしれない。
意識を失った妹に私が触れたのは、彼女の肌の乾燥があまりにも酷かったからクリームを塗った事が最
初だった（いや、本当は彼女の体に触れたかったからではないのか？)。妹は看護婦達の手によって清潔
に保たれてはいるが、乾燥は抑えられていなかった。私は買ってきたクリーム（妹が気に入って使ってい
た物と同じだ)を掌にのばし、彼女の顔をマッサージした。
肌にそっと揉み込みながら、適量を広げていく。妹の肌は少しずつ柔らかくなっていった（少ししか効
果はないが、塗らないよりはましだろう)。
いつもはこうすると肌がより美しくなっていく妹だが、今日は違った。クリームを塗っても昨日のよう
にならなかった。どうしたのだろうか（妹に何か変化が？)。何故なのだろうか（それも悪い方向に？)。
私はクリームの量を少し増やし、もう一度妹の顔に塗った。だがあまり変化は見られない。
あまり多く塗ると肌が荒れてしまうので、私はあきらめ、体に塗り始めた。普段より少し多めにクリー
ムを取り、妹の体に広げていく。
妹の腕はこの三ヶ月でかなり細くなってしまった。榊城一の鳥使いと呼ばれた妹の腕は元々細かったが、
鳥を操るくらいの適度な筋肉は着いていた。そう、妹の鳥を使う姿はとても美しかった（それでも最高級
の椅子に比べればまだまだだ)。妹は鞭を使わなかったが、庭に放たれた孔雀達は彼女の命令に従った。
そして彼女が出入口を自らの体で塞ぐと、孔雀達は彼女の体に擦り寄った（そして私は幾度も鳥達に嫉妬
した)。彼女は鳥と言葉を交わすわけではなかった。しかし鳥は彼女の命令に、その細い腕の動きに従っ
た。今は小鳥を腕に乗せる事すら出来ないのではないだろうか。プライドが高い彼女は、やつれた自分の
姿を見てどんなに嘆き悲しむだろう。私は妹の腕を優しく握った。骨と皮だけになってしまった私の妹。
私はさらにクリームを手に取り、妹の胸に触れた。胸は小さく盛り上がり、その頂上に薄桃色の乳首が
ある。私は妹の乳首にキスをし、そして舌で舐めた。消毒剤のような匂いがする。私は彼女の乳首を丹念
に舐めた。苦いような埃っぽいような味がする。特に私の行為に彼女の体が反応する事はない（だがここ
で意識を戻したら私はどうするつもりなのだろう)。私は両手で妹の脇を優しくマッサージしながら、そ
れを徐々に内側へと狭めていった。そう、乳首がある場所へと。肌が乾燥しているものの、乳房は柔らか
かった。私の掌に乗せたクリームが妹の胸に染み込んでいく。私にとって幸せな一時だ。だがやはり胸も、
昨日のように艶やかな変化を見せなかった。
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一体、どうしたというのだろうか。私は不安を覚え、身を震わせた。ゆっくりと打つ妹の心拍（しかし
昨日よりも間隔が長いような気がする)、彼女のやつれた姿。昨日と何の変わりもないではないか、そう
私は自分に言い聞かせた（だが昨日と明らかに違う)。
私は不安で胸が一杯になった。
乃絵留。私を捨てて逝かないでくれ。

－美彩お姉様はいつも自分勝手だわ。

そう私に言っていた妹・乃絵留。だがもし私よりも早く死んでしまったら、これ以上自分勝手な行動が
あるだろうか。私を罵ってもいい、睨み付けてもいい。だから生きていてくれ（そしていつか貴女に愛さ
れたい……)。
私はクリームを多めに手に取り、妹の腰に触れた。細くなった腰回りに丹念にクリームを塗っていく。
妹の細い腰と小さな尻と棒のような腿を私はマッサージしていく（この腿ではご主人様に乗っていただく
のは無理そうだ)。
幼い頃、私はテディ・ベア、妹はミルク飲み人形をクリスマスプレゼントとして両親から貰った。私は
その巨大な愛らしいベアを膝に乗せ、人形遊びをした。父は私に向かって、お前は椅子係としての素質が
あるね、と言った。私は父に誉められて嬉しかった。その時、乃絵留は抱いていた人形を床に落とし大声
で泣き始めた。母はそんな乃絵留をぎゅっと抱きしめ、椅子係になれなくてもお母様は幸せよ、乃絵留も
きっと幸せな人生を歩むわ、と言った。そう、私の父は榊家別荘専属の椅子係を務めていた。だが母は専
属椅子係にはなれず、榊グループの会社に勤めながらたまに椅子係をしていた。二人にとって子供が榊家
専属の椅子係に選ばれるのは理想であった（そして私は両親の希望を叶えた)。私は椅子とは何か、考え
ながら生活してきた。一方、病弱で体力の無い妹は、人を膝に乗せる事が出来なかった。だが彼女は病気
と闘う合間に自室の窓を開け、野生の鳥と長い時間を過ごしていた（その姿を見たお館様が妹に鳥籠係と
いう仕事を与えて下さった)。母は妹が鳥籠係になったのを泣いて喜んでいた。私はそのニュースを聞いて、
興奮しながら妹の部屋に入っていったのだった。

―― 触らないで。

その日、私は初めて妹にそう言われた。二人しかいない部屋の中で私はかなりショックを受けた。それ
まで妹が私の事を嫌っていると薄々感じていたが、直接言われたのはかなり応えた。
それから妹は私と二人きりになると、厳しい言葉を私に浴びせた。そして私は彼女に触れる事が出来な
くなっていった。
私はやつれた妹の上座に触れた。彼女の尿道からはチューブが伸びていた。たまにちょろちょろと尿が
ベッドの脇にある袋へと流れ出る（同じように肛門にも医療器具が繋いである)。透明なチューブの中を
流れる妹の尿を見るのが私は好きだった。
私は妹の足に丁寧にクリームを塗った。足にクリームを塗るのは椅子係の基本だ。椅子係はご主人様を
腕に座らせるモノも、胴体に座らせるモノも、背中に座らせるモノも居るが、膝に座らせるのが基本姿勢
と私は考える。なので膝や足は鍛えるのは勿論、座り心地が良いように肌の手入れを忘れない。風呂に入っ
た後の全身マッサージと脚部の手入れは椅子係の基本ともいえる。妹は椅子係ではなく鳥籠係だが、その
裸体をオブジェとしてご主人様に見せる事もあるのだから、手入れはしておいた方がいいだろう。
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そういえば二年前の夏の夜。榊の儀式に初めて鳥籠係として参加した妹の姿は素晴らしかった。月の光
に浮かび上がる鳥籠と羽を広げた孔雀の姿は、あまりにも淫靡であった。私の上に座っておられたお客様
が、欲望に股を濡らしたを覚えている（そして興奮なさったあの方は私の上座へと手を伸ばした)。裸に
なった少女達が創るモノが、私には無機質な鳥籠に見えた。それを見た私は妹にライバル心を燃やした（も
しやあの時私は彼女を愛したのではないだろうか？)。
私は妹の体にクリームを塗り終えた。やはり今日の彼女は元気がない（不安で動悸が早まっていく)。

骨と皮のような細くやつれた妹の体を私はじっと見続けた。
私はふと気配を感じて特製の椅子を見た。特製の椅子は無表情のままだが青ざめ、瞳に涙を浮かべて

いた。
私はその時初めて、妹の心拍が弱まっている事に気付いた。私は耳を澄まして冷たい機械音を聞いた。
ゆっくりになっていく（いや、もう止まりそうだ)。ゆっくりになっていく（ブザーを押すべきだろうか)。
ゆっくりになっていく（妹は死んでしまうのだろうか？)。ゆっくりになっていく（だが妹を看るのに疲
れた私はこの日を待ち望んでいたのではないのか？)。ゆっくりになっていく（ああ！神樹様！ 乃絵留
を助けて！)。ゆっくりになっていく（私はまだ乃絵留に愛の告白をしていないのに！)。
乃絵留！ 乃絵留！ 乃絵留！
誰か、私の願いを聞いてくれ！
乃絵留！
私を置いて、逝かないでくれ………………。
妹の心拍を打っていた機械は、ツゥーという冷たい音を部屋に響かせていた。
私は妹にとうとう告白出来なかった。たとえお前が私を憎もうと、私はお前を愛していると。
私は妹の背後に回り、徐々に冷えていく彼女の裸体を膝の上に乗せた。私は彼女の椅子になりたいと

思った。
妹の体はまるで建物の裏の日に当たらない土のように冷たくなっていった。まさに人間が”モノ“へと変
化していく瞬間だった。意識を失い、心臓が止まり、温かさを失っていく乃絵留の体。だがそれを抱く気
持ち良さ、心地よさに私は安堵し官能を揺さぶられた。
乃絵留の冷たく細い体は、まさに壊れた鳥籠の一部のようだった。
ああ、これがモノなのだ。家具係はこうあらねばならないのだ。そう、モノになる。ここに椅子になる
本質があるのではないだろうか。
もしかしたら妹はその事を既に知っていたのかもしれない。あの鳥籠姿を見た時から、私は彼女に敗北
していたのだ。
最愛の妹を亡くして、乃絵留が完璧な”モノ“になって初めて、私は家具係を理解したのだった。
特製の椅子は、もはや椅子係としての職務を放棄し、娘を失った父として嗚咽を漏らしていた（だから
彼は最上級の椅子になれないのだ)。
私は一脚の椅子として壊れた鳥籠を包み込むように抱いた。
乃絵留。
貴女に貰ったこの快楽を私は一脚の椅子となって、世界に広めよう。
これが私達の愛の形なのだから。
《終》

註 上座……女性器のこと。


