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【5:48】NAVER まとめでいくら稼げるか試してみる

1 ：>>1 2014/07/26(土)06:04:23 ID:i76CeMZql
小遣い程度の金が入ればええかなと。

特にアフィとか過去にやってたわけじゃないけど。

今月の 19 日から始めて現在 65 円という…orz
始めはこんなもん？それとも俺に才能が無いだけ？

45 ：29 ：2014/08/12(火)14:48:53 ID:RXx8h7XhT
>>43

アドセンスは少なくとも万単位のアクセスがないと収益安定しないよ。

まずはアクセスを確保しよう。

管理画面でインプレッション収益という項目があると思うんだけど、これが 1000 回表示あたり

の収益になる。

1 日に 10000 回表示されているサイトでさえ振り幅が 1000 円以上になるようなものだから、大

量のアクセスがないと参考データにもならない。

下のは一応収益を安定させるまでの流れ。

ひと月～数ヶ月運営して PV 数が多くなる。

↓

レイアウトの変更・広告の審査なんかして最適化する。

↓

2 週間ぐらいのデータを分析して最適化の効果測定をする。

↓

また最適化する。

みたいなことを繰り返す必要があるよ。

まあこれはアドセンスに限った話ではないけど。

いずれにせよデータの母集団が十分な大きさでないと分析のしようがない。

今はアクセスを確保する方法だけ考えたほうがいいと思うよ。

それができないからみんな諦めるんだけどね・・・。

ブログでよく言われるのがとりあえず 100 記事。

そのくらいの記事を投入してようやくまともなアクセス数になる。

これまでたくさんブログ作ったけど、やっぱり体感としてはそのぐらいの記事は必要かなと思う。

もちろん薄っぺらい記事を 100 記事書いてもダメだよ。

15 ：名無しさん ：2014/05/02(金)19:20:54 ID:AyejHN0vn
安定して稼げるからエロサイトメインになってきよる。
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17 ：名無しさん ：2014/05/04(日)21:11:53 ID:V4xm6Lfj5
「儲かる方法」に釣られないようなってからがアフィエリエイトのスタート。

18 ：名無しさん ：2014/05/05(月)15:33:29 ID:aJVjkjTTT
教えてくれくれ君でいるうちもダメだな。

本当に儲かる方法なんて教えない。

カモにされて終わりだわ。

自分で考えて行動して試すしかない。

参考になるのはアフィリエイト日記のブログくらい、

教える系じゃなくて、なにやってるかの日記。

19 ：名無しさん ：2014/05/06(火)17:01:40 ID:f9sYi0Gqb
メインサイトから分離して 3 つのサイトを立ち上げた。

記事のリライトが稼ぎの効率が良いという事で試してみたが中々いい。

過去に紹介した物が再び売れている。

古い記事をリライトついでに新サイトを作っているという具合。

メインサイトという柱が太くなると展開が楽だ。

1 ：かっぱぎ 2012/06/25(月)21:28:29 ID:zt/TVSZSA
オークションでイラスト売ってる奴がいるじゃないすか。

あれ結構儲かるらしいすよ。

絵が書ける人はチャンス。

んで、テクニックとかを晒してちょんまげよ。

4 ：かっぱぎ ：2012/06/25(月)21:33:59 ID:zt/TVSZSA
アダルトも良く売れるらしいが、あんまりえろいのを書くとﾀｲｰﾎの危険がある。

それ以前にオークションから削除される。

5 ：かっぱぎ ：2012/06/25(月)21:38:22 ID:zt/TVSZSA
ttp://page10.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m97728366

同人手描きイラスト◇東方 Project◇十六夜咲夜◇油絵

現在の価格 ： 5,000 円
入札はこちら

残り時間 ： 1 時間 （詳細な残り時間） 

入札件数 ： 5 （入札履歴） 

これなんか二次で 5000 円ついてるっすよ。
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9 ：名無しさん ：2014/04/16(水)01:13:53 ID:IBwH458VK
シーズン売れるものは売れるよ。今だと母の日ギフトとか……

6 月は結婚式が多いとされているから、色んなモノが売れる。

衣装、旅行、ギフト、美容などなど……

ワールドカップのときも、色々動きそうだね。録画テレビやグッズ。

10 ：名無しさん ：2014/04/22(火)09:35:03 ID:IwfRZRrnb
「教えてください」な人は搾取され続けるよ。

こういう姿勢、詐欺りたい人にとっては、良いカモだもん。

13 ：名無しさん ：2014/04/12(土)16:27:48 ID:pZRAGgVYE
100 万は遠いねえ・・・

ブログやサイトを数百個持つか、月ＰＶ 7桁クラスのブログを持つか。

今からやるんなら前者しかないと思うね。

14 ：名無しさん ：2014/04/21(月)10:35:26 ID:pVJyhUKNX
アダルトで 30000pv、5000uu/day くらいあって、

月 25000 円くらいの収益なんだけど、普通？

マネタイズ下手すぎ？

15 ：名無しさん ：2014/04/26(土)16:18:20 ID:SqXz2KIDE
うーん、アダルトは 10倍のアクセスがいるって聞いたことあるからな～

自分はやってないけど。

でもアドセンスでも 3 万 PV じゃ数千円にしかならないし、いいんじゃないの。
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カップル
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別れようってほどじゃないけど恋人に引いた瞬間

1 ：名無しさん ：2014/03/08(土)22:03:53 ID:geZVxkVKD
ちょっとした事なんだけど「え…」と一瞬引いてしまった事ってありませんか？ 

「今は許せるようになった」「他にいいところがたくさんあるから我慢してる」 

引いた瞬間と、その後の対応、気持ちの変化など教えて下さい。

2 ：名無しさん ：2014/03/27(木)03:13:48 ID:pvEhdOaaY
・夜歯を磨いてなかった

・携帯電話代を親が払っていた（社会人）

・Ｙシャツの首の裏が黒い

5 ：名無しさん ：2014/03/30(日)21:48:23 ID:89GAD5v1W
引いた瞬間じゃ無く、どちらかと言うと引かれた瞬間なのでスレ違いだけど戒めの意味も含め

て書き込む

数年付き合っている相方に付き合った頃から引かれると思って風俗に行っていた事を黙って

いて且つ行った事無いと嘘をついていた

今日付き合ってからも何度か行った事がある事を打ち明けたんだけど

風俗行った事よりも嘘をつかれた事にショックを受けられてしまった

相手は心から愛してるからもう二度と嘘はつかないと心に決めた

6 ：名無しさん ：2014/03/31(月)00:20:42 ID:Ma7ETcQHE
やたらあそこがでかいアピールをする。

デリを何度も利用してた時期があった告白をする。

野菜全般食べれない。いくらやうにの寿司に乗ってるきゅうりも駄目

嫌いな祖母に洗濯機をいじられ、治せるのに壊れたと言って片道 50 分もかかる実家に洗濯

物をお願いしていた。

マザコン。

32 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/11(日)00:14:28 ID:BbabyOIEk
「もっと胸小さくてもいいのに」「もっと身長低くてもいいのに」「やっぱり女子高生と喋ると楽し

いなぁ」

「ハーレムつくりたいわー」「これチェックアウトの時使うといいよー(前カノと貯めたラブホのポイ

ントカード)」
デリカシー０の鈍感ロリコン野郎にドン引きですわ

37 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/31(土)23:59:02 ID:Oc4M13tJ7
彼氏が童貞だったとき。年上のくせに…って思ったけど友達に言ったら私がドン引きされたか

ら言わないようにしてる。

38 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/06/01(日)22:29:53 ID:bELzVhR0r
せっかく作ったフルーツゼリーをイヤそうに食べたとき

それ以降、存在が無理

存在するってだけで引く
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39 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/06/18(水)18:15:15 ID:G8ARHHIGf
彼がワンピースの傘を差してきたとき。

傘の柄が刀になってて、開くとゾロの絵がバーンとプリントされてるやつで、通販で買ったとか。

会う前に LINE で雨続きだと憂鬱だよねーとか話してたから、雨を楽しくするためのギャグ？か

と思って最初は笑ったんだけど、彼の「え？何で笑ってるの？」って態度でガチだとわかった。

その傘を本気でカッコいいと思ってるらしい。

高校生くらいのカップルなら笑って済む話かもしれないけど、25 の男が本気でワンピースの傘

でデートに来るって…って引いてしまった。

46 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/03(日)17:24:38 ID:uu9e7sYjo
先日、久しぶりに宝くじを買ったら 1,000 円当たった。

嬉しさのあまり近くのケーキ屋に行ってケーキを買って帰ったら彼氏が来てたので家に上げて

ケーキを出したら「珍しいね」って言われたんでなんとなく「うん、宝くじが当たったの。1000 円

だけど嬉しいよね」と言ったらいきなり彼氏が「じゃあ今日は焼肉行こうか。」と。

家から 20 分の所に焼肉屋さんが出来たからそこだな、と思って了承して彼氏の車に乗ってた

らついたのはここら辺じゃ高い、と評判の焼肉屋。

とてもじゃないけどお腹いっぱいなんて食べられない。

彼氏に「ねぇ、お金大丈夫？私そんなに持ってないけど」と言うと彼氏が「はぁ？」と私の財布

を奪い取った。

彼氏「なんでこんだけしか入ってないんだよ！宝くじ当たったんだろ！」

私「だから千円って言ったじゃん！」

彼氏「…千円ぽっちで偉そうにすんな！」

そのまま車から降ろされておいてかれてスレタイ。

51 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/24(日)07:05:10 ID:PaEDQEQca
彼氏が時々作る自己アレンジ料理がことごとく不味い(普通に作れば普通に美味しいから料

理が下手なわけではない)
この間、私が風邪を引いたとき、看病しに来てくれたんだけど、「食べやすいようにうどん作る

ね」と言って作ってくれたのがまたひどかった

『(自称)イタリア風うどん』

ケチャップを混ぜためんつゆの冷たいうどんがベース

その上にトマトとバジルと、炒めた玉ねぎ＆豚肉が乗っているのだが、豚肉の油が固まって、

冷たいめんつゆの上に浮いてる

そして仕上げにかけられたたっぷりのオリーブオイルが見事に全体をギトギトに

もちろん私の分だけ(なのに量が多い)
気持ち悪さと吐き気を我慢しつつ、なんとか食べた

その後寝てしまい、起きたら彼氏は帰ってた

飲み物を取ろうと冷蔵庫を開けると、そこにはボウルいっぱいの謎の紫の物体
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ファンタグレープで作った彼お手製ゼリーだった

グミ並に固く、下にはゼラチンの塊

そしてほとんど味がしない

作ってくれるのは本当にありがたいんだが、彼のアレンジスキルにドン引きしてしまった

この人は無理だと思った瞬間

1 ：名無しさん ：2014/03/07(金)19:25:32 ID:MGo5bKXii
スレタイどおりです｡ 

あなたがもう無理だと悟った瞬間の出来事を書き込んでください。 

12 ：名無しさん ：2014/03/19(水)13:17:46 ID:ynKPGBSRF
「お前の妹レ●プしたい」って言われたとき。

ザーッと血の気が引いて、ありえない気持ち悪い頭おかしい、もう別れると言ったら

「男ならみんなそういう願望を持ってる」「実際にそういう AV もある」「俺はおかしくない。別れ

ない」だと…。

自分がおかしくないというなら、家族や会社の人に聞いてみなよ。同じ話できるよね？って聞

いたらだんまり。

早めに本性をあらわしてくれてよかったよ

24 ：名無しさん ：2014/04/03(木)18:02:29 ID:JZhGW00fd
鬱病気味だった同棲中の彼氏が手料理を振る舞ってくれた。

なんだか珍しい味付けで美味しかったので「これ美味しいね、何使ったの？」ときいたら、いき

なりテーブルの上の料理を手で薙ぎ払って

「どうせまずいんだろ！？だったらそう言えよ！！回りくどい言い方しやがって！！」と怒鳴り

散らかしてすごいスピードで家から出て行った。

それが昨夜の話。いまはネカフェにいるらしいけどもう知らね

54 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/14(水)12:24:15 ID:Mp12FNLsK
私が高校 2年の時にレイプされた。正確には未遂だったけどね。

とにかく怖くて外には出られないし誰にも会いたくない。

当時付き合ってた彼氏が会いたい。側にいたいと言ってくれたけどそれもかなり冷たく断って

しまった。

なのに彼氏はお前の気持ちが落ち着いて俺に話せるようになるまで待つから。って言ってくれ

てた。

3 ヶ月くらい経ってやっと彼氏に電話をした。すぐに自宅に飛んできてくれた時は本当に嬉し

かった。

大丈夫だったか？具体的に何をされたんだ？って優しく聞いてくれて、私はあの時の事を泣

きながら彼に話した。

そ し た ら 。

しゃくり上げながら話してたから最初は気づかなかったがなんか彼の様子が変。ハァハァ言っ

てる。

よくよく見れば彼のジーンズにはそれはそれは立派なテントがこれでもか！と言わんばかりに

9



建てられてた。

それを見てからは彼もレイプ犯と同じようにしか見えなくなった。

人がレイプされた時の話聞いて興奮するなんて最低だ。

55 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/06/09(月)23:12:48 ID:MGVqEX2RN
生理について文句言ってきた人がいた。

私は生理が重い方で、婦人科行ったり漢方頼ったりしたけれど全然改善されない。

そういった事情を何度も説明しているのに毎回生理がくると、「生理重いのどうにかできない

の？ 」「辛そうで嫌。一週間ずっとそうじゃん。明るくしてよ」と言ってくる。

こちらから生理期間中は会わないでおこうと提案すると「お互い気分害してるからそうしよう」と

受け入れるのに、3 日も経つと「まだ終わんないの？早くしてよ」と文句をつけてくる。

グダグダと一年ほど付き合ったけれど、無理だと思って別れた。

体の、自分ではどうしようもないことについて色々言ってくる人は本当に無神経だと思う。努力

しても無理なことはあるのに。 

62 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/10(木)00:30:40 ID:bOpP4HOk8
短大卒業して就職した後、友達の友達で知り合った年上の彼氏。

後輩の面倒見が良くて、バイト仲間や大学時代の友達も大事にしてる楽しそうな人だなっての

が、第一印象。

付き合って半年、バイト仲間に俺の彼女○女じゃなかったって笑いながら話してたのを知って、

ちょっと引いた。

汚ない話だけど、私の就職先が接客業だったこともあり、トイレに行きにくく、ストレスも多かっ

たからか、膀胱炎によくなっていた。

体調を崩している事が多くなった頃、

「なぁ、母さんがそんな体の弱い子でいいの？って言っててさぁ」

「ちゃんと子どもが産めるのか心配してたぞ」

彼氏が帰ってから泣いた。

体調が回復してからも、なかなかそういう気持ちになれなかった私にイラついたのか

「姉さんに聞いたらさぁ、私だったら（姉彼と）エッ○できない時は口でしてあげるよだってさ」

「なんでお前はしてくれないわけ？」

友達とのバカ話とかならまだ我慢するけど、姉とそんな話までするんだとドン引き。

少しずつ距離を取りながらなんとか別れた。

風の噂で、結構年下の子と結婚したって聞いて厄落としカキコ。

やっぱりなって思った。

彼氏の持ってたエ○本、○リコン系しかなかったし。
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なんでも質問
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【2:9】アイドルやってるけど質問ある？

1 ：名無しさん＠おーぷん 2014/08/22(金)01:00:29 ID:LNNNCcZnl
じつは、アイドルやっているんです。

応募したら受かった。

5 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)09:56:47 ID:LNNNCcZnl
>>1 です。

>>4
・何歳？
18
・始めたばかり？

1年
・その会社には何人くらいアイドルいるの？

自分含め 6 人

・レッスンとかするの？

週２でやってる。

・仕事は具体的にどんなことしてるの？

土日にライブをしています。

といっても地下ドルだから 300 人入れるくらいの小さな会場だけどね。

7 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/23(土)01:46:03 ID:KTjv12ktI
>>6
今はオリジナルで、

６人のユニット組んでる。

客は一つのライブにつき 10 人程度

本当は 30 とかだったら安定してるんたけどね。

なかなか難しいものです。

ライターやってるけど質問ある？

1 ：あかまる ：2014/06/17(火)08:42:03 ID:NbGZmMHzP

主に芸能ニュース書いてますが、

聞きたいことがあればどうぞ( ^ω^)_凵

4 ：あかまる ：2014/06/18(水)15:32:06 ID:QeuhqaRr2

＞＞３

ほとんどゴシップに近いですね。
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9 ：あかまる ：2014/06/20(金)05:02:06 ID:vf3csq7uM

>>8

私がやっていることはまず書く人を設定して

その人を検索にかけてどんな言葉で探されているのかを

抜き出します。

あとはニュースになってることなんかを盛り込んだり

その人の経歴なんかを書いて埋めるってかんじですかねぇ。

だから人に聴いたりじゃなく、主にネットで拾っています。

誇張表現に関してはそのライターさんの色ですし、

そうしないと人に読まれないところがあります。

曖昧な情報よりは事実じゃなくても誇張されていたほうが

読まれやすい傾向にあります。

それなりに批判を受けたりするのも話題になっている、という

ことでニュースに書きやすいですし。

ワタクシ事ですが、さっき振られちゃいました(´；ω；｀)

11 ：あかまる ：2014/06/20(金)10:04:54 ID:vf3csq7uM

＞＞10
なるほど。確かにひど過ぎる人だとそういうのはありえますね。

私のやっていることは基本的にこうだからこう、みたいな

感じで書いていってあとはほとんど自分の感想交えて書いてるんです。

ニュースでやっていたのを貼り付けたり、ネットではこういう反応だという

のをツイッターを見つけて肉付けしていく感じなので

厳密に言うとガチガチなニュースでもないんです。

冷たいなぁ(´・ω・｀)

13 ：あかまる ：2014/06/20(金)13:59:23 ID:vf3csq7uM
>>12

私くらいの末端では全然無理ですね。

というか、フリーだと後ろ盾とかがない限り

無理でしょうね。

きちんと大学出て新聞社だとか出版関係に

お勤めしたほうが将来的には稼げると思います。
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15 ：あかまる ：2014/06/21(土)18:47:26 ID:adptHbWKE

＞＞１４

え、書くのが好きだからですよｗｗ

小説なんて売れるかどうかなんてわかんないですし。

ある意味、ブログを書いてるようなもんですからｗ

さすがに生活があるのでライター一本ではないですけど、

なれたらいいなとは思います。

あと結婚したいですね(´・ω・｀)
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ニュース速報＋
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【18:9】【社会】貧困家庭の子ども、食生活に偏り　インスタント多く野菜少ない[8/22]
1 ：それなり◆XonGXAywZYD. 2014/08/22(金)06:21:55 ID:???
《ニュース概要》

厚生労働省の研究チームの調査で、貧困家庭の子供は他の家庭に比べて食生活が偏って

いることが分かった。

インスタント食品を食べる頻度が高く、逆に野菜を食べることが少ないということが分かった。

また、休日に朝ごはんを食べない家庭も貧困家庭に多いことも分かった。

家庭の経済状況が子供の食生活に影響を与えていることも分かった。

【37:38】【科学】蚊を駆除するために遺伝子組み換えの蚊を利用、英企業が進める驚きの研

究[08/21]
1 ：マザーグース φ FdDsU0B5ivx5 2014/08/21(◆ 木)19:20:22 ID:???
★あなたを悩ます｢蚊｣､殲滅へのカウントダウン ｢子孫を殺すオスの蚊｣の破壊力

東洋経済オンライン 2014年 08 月 21 日 15時 00 分

英国に拠点を置くバイオテクノロジー企業がデングウイルスを駆除する新しい武器を開発して

いる。ブラジルの研究者たちが遺伝子組み換えにより子孫を駆除する遺伝子を持つ何百万

匹ものオスの蚊を生み出しているのだ。

計画内容は次の通り。この遺伝子組み換えされたオスの蚊を自然界に放つ。このオスの蚊と

メスの蚊が交配すると、生まれてくる蚊は成虫になる前に受け継いだ遺伝子によって死ぬ。担

当の科学者によると、これを大規模に行えばデングウイルスを媒介する蚊の数は数カ月で大

幅に減少するというのだ。その詳細を見ていこう。

■蚊は人類の天敵

蚊がもたらす疾病による年間死者数は他のすべての動物を合算した場合よりも多い。中でも

デング熱の感染者数は年間で数千万人に上る。過去 50年間でその発生率は 30倍に高まり、

ブラジルでは制御不能の状態に陥っているようだ。しかし英国のオキシテック（Oxitec）社はつ

いに解決策を編み出したと話す。

遺伝学者で今回の遺伝子組み換えを監督するソフィア・バストス・ピント氏はチームとともに何

百万匹ものオスの蚊の遺伝子組み換えを行っている。その唯一の目的は種が完全に絶滅す

るまでこの蚊を殺すことだ。

バストス氏は次のように話す。「私たちが行っているのはオスの蚊を自然界に放ちメスの蚊と交

配させることです。オスの精子が卵子に入り、遺伝子がすべての子孫に伝達されます。こうし

て生まれた最初の子孫たちはこの遺伝子を受け継ぎ、そして死にます」。

この遺伝子組み換え蚊は子孫を成虫になる前に殺すようにプログラムされた遺伝子を持つ。

つまりこの子孫が生殖することはない。生殖できなければ種全体が滅びることになるとバストス

氏は話す。最近の試験では、デングウイルスを持つ蚊の地域個体群が 96%減少した。

現在、バストス氏のチームはブラジルのカンピーナスにある研究所で蚊の遺伝子組み換えを
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行っている。この都市では今年に入ってすでに 4 万件のデング熱感染が報告されている。

■政府の承認には要時間

オキシテック社によると遺伝子組み換え蚊が人間に何らかのリスクをもたらすことはなく、数百

万匹の蚊を自然界に放つプロセスも安全だという。現在同社はこのプロセスを大規模に行うた

めの承認が政府から下りるのを待っている。これにはしばらく時間がかかるだろうとバストス氏

は言う。

同氏はまた次のように話す。「手続きは進んでいますが、遺伝子組み換えされた虫を商用目

的で使用するための承認申請は世界で初めですから、許可が下りるにはしばらくかかるでしょ

う。」

蚊に種を殺す遺伝子を持たせることがデング熱対策に大きな効果があると証明されれば、マ

ラリアなどの他の生物媒介による感染症でも成果が証明される可能性があるとバストス氏は話

す。

30 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/21(木)23:49:41 ID:p4yxiZ35o
>>29
蛍が清流の中でしか幼生時代を過ごせないのと逆で蚊は淀んだ水の中でしか繁殖できない

住み分けてる

つまりそこは蚊の仕事場

蚊がいなくなると別のやつが派遣されてくる気がする

31 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/21(木)23:56:16 ID:jcAklfIz5
>>29
ボウフラが淀んだ水を分解して綺麗にしてくれたりする

ナウシカの死海みたいなもんで人間には害しかないが自然界では結構活躍

【41:79】【歴史】日本軍が人肉を食べたという報道、韓国とインドで[8/15]
1 ：紅茶家電◆gJlUXgVCjw 2014/08/15(金)22:38:05 ID:hwJY9OllO
韓国人が「日本軍の虐殺・人肉食に抵抗して蜂起」、米軍の写真資料で明らかに―韓国メ

ディア

韓国国史編纂委員会は１３日、米国で保管されている米海軍の資料写真から、太平洋戦争

末期に日本に強制徴用された韓国人が、日本軍による韓国人虐殺に抵抗して蜂起したことが

分かったと明らかにした。韓国ＫＢＳワールドの中国語電子版が同日伝えた。

報道によると、写真は米国の国立公文書記録管理局が保管しているもので、１９４５年３月、南

太平洋のあ

る島で強制労働させられていた韓国人１９３人が、日本軍による虐殺行為に抵抗して蜂起した

ことが分かる。

蜂起した人々のうち６８人は日本軍の手の及ばない場所に逃げ、米海軍の助けで生き延びた

という。

17



同委員会は「太平洋戦争末期に日本軍は極度の飢餓状態に陥り、韓国人を殺害して食べた。

韓国人たちの蜂起はこうした野蛮な行為への抵抗だった」と指摘。日本軍が人肉を食べてい

たという状況は、米国立公文書記録管理局が保管する日本人の戦犯の裁判記録から明らか

になっているとした。

【48:4】【社会】サイバー補導、全国で 220 人補導　内 102 人が児童買春等の被害に[8/22]
1 ：それなり◆XonGXAywZYD. 2014/08/22(金)07:00:06 ID:???
《ニュース概要》

インターネット上で援助交際や下着の売買を女子高生などが持ちかける投稿などを警察が発

見し、

警察が投稿者を補導する「サイバー補導」の取り組みで、

今年 6 月までの半年間で、全国で 220 人が補導されていることが警察庁の発表で分かった。

内訳は高校生が１４３人、中学生が２５人、無職が４５人など。

最年少は 13歳の中学 2年生。

98％がスマホから書き込んでいたという。

また、補導された 220 人の約半数に当たる 102 人が、児童買春などの被害に遭っていた事も

わかっている。

【60:2】【科学】記憶力の工場に関与するタンパク質が発見される[8/22]
1 ：それなり◆XonGXAywZYD. 2014/08/22(金)06:43:39 ID:???
《ニュース概要》

国立遺伝学研究所の研究グループは、マウスの脳の中で「αキメリン」と呼ばれる特定のタン

パク質の働きを抑えると記憶力が高まることを突き止めた。

「αキメリン」の生成を抑えたマウスの記憶力は、通常のマウスの約 1.5倍に達したという。

このタンパク質は人間の脳の中にもあり、このタンパク質を作る遺伝子に特定の変化がある人

は、記憶力が高く自閉症的傾向が強いことがわかっている。

自閉症患者は記憶力が高いことがあることが知られており、このタンパク質を調べることで、自

閉症の治療につながると期待される。

【75:23】【経済】韓国に核心技術はない…日本のメーカーがなければ作れないものばかり
[08/21]
1 ：マザーグース φ FdDsU0B5ivx5 2014/08/21(◆ 木)16:13:08 ID:???
６日午後２時、ソウルのセブランス病院４階内視鏡室。消化器内科のイ・ヨンチャン教授が６０

代の食道がん患者のがん細胞を内視鏡

で切除する手術をしていた。イ教授は消化器内視鏡治療では世界でも指折りの権威だ。そん

な彼が手にしているのは日本製の装備だ。

世界の内視鏡市場の７０％、韓国の内視鏡市場の９０％を占めるオリンパスの内視鏡「イー

ヴィスルセラＧＩＦ－Ｈ２６０Ｚ」だ。光学素材

で日本の技術力が独歩的であるためだ。内視鏡用メスもオリンパス製品だ。

イ教授は「国産製品は質も低いが医療装備分野で必要なハードウェアとソフトウェアに対する

アフターサービスがしっかりできていない」

と話した。
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韓国の製造業は基礎が弱い。組み立てを中心にした大量生産はよくやる。だが、核心素材や

材料は依然として海外製品に頼っている。

特に内視鏡のように日本のメーカーがなければ最初から作れなかったり使えないものばかり

だ。

日本を抜いて世界２位に上がった半導体がそんな製品のひとつだ。新製品開発は最高水準

だが、主材料や製品を作る機器はほとんどが

外国製品だ。日本の経済産業省によると世界の半導体メーカーが使うシリコンウェハーは７割

が日本製だ。ウェハーに塗る感光材は９９％、

半導体用遮断材は７８％のシェアを日本が握っている。昨年の韓国の半導体装備の国産化

率は２０．６％にすぎない。

韓国科学技術大学院のキム・グァンソン機械工学教授は、「半導体装備・材料分野が韓国製

造業の現住所とみれば良い」と指摘した。

生活用品も例外ではない。韓国の免税店で中国人観光客は韓国の化粧品を買いあさってい

る。しかしこれほど売れている韓国化粧品

の原料の８０％は海外から買っている。高価な機能性化粧品であるほど輸入依存度が高い。

１９９０～２００３年に韓国、日本、米国、

欧州で登録された美白関連特許は６８４件に上り、このうち日本の特許が６３％に達する。

設計能力も大きく劣る。巨済島（コジェド）にはフランス人がとても多い。４５０人余りのほとんど

がフランスのエンジニアリング会社テクニップ

の従業員と家族だ。彼らが巨済島に集まって暮らす理由は、韓国の造船所が作る海洋プラン

トを設計し技術アドバイスをするためだ。

世界の造船所建造能力で韓国の造船会社は１～５位を占めている。しかしその設計能力はフ

ランス人が常駐しなければならないほど

後れている。

産業通商資源部によると韓国の造船資材自給率は２０％にすぎない。設計能力は米国の７

３％水準にしかならない。こうしてみると

１０億ドルの海洋プラントを受注しても韓国に残る分は４億２０００万ドルにすぎない。

高い技術が必要な製品や素材分野だけのことではない。基礎的な産業それ自体が揺らいで

いる。アップルのｉＰｈｏｎｅやマックブックの流麗なデザインは独自の金型技術で１枚のアルミニ

ウム板から最大限多くの部分を接合しないで作る「ユニボディ」があるので可能だ。

しかし韓国では基礎技術もますます弱くなっている。京畿道華城（キョンギド・ファソン）のトウソ

リューションは日本の家電・自動車メーカー

の協力会社から注文を受け金型を作り輸出する零細金型企業だ。だが、この会社は２階建て

の事務所の１階は賃貸に出し、２階の半分は空いている。中国と東南アジアの企業が成長し

受注が急に途切れたためだ。韓国金型工業協同組合のイム・ヨンテク理事は、

「金型はすべての製造業の根幹になる産業だが、金型会社が厳しいということは製造業の生

態系が根底から揺らいでいるもの」と指摘した。

19



キム・グァンソン教授は「人材はすでに作られたものを管理する所ではなく、機械を直接作る

企業に行かなければならない。

エンジニアの処遇が良くなり優秀人材が集まる好循環が必要だ」と話している。

【77:22】【裁判】父の預金、娘が無断引き出し→三菱ＵＦＪに過失、賠償命令[08/21]
1 ：大口小火◆lol.XSQqdw 2014/08/21(木)21:04:41 ID:???
行員が確認を怠ったため、娘が無断で預金全額を引き出し損害を受けたとして、

埼玉県の男性（７３）が三菱東京ＵＦＪ銀行に損害賠償を求めた訴訟の判決が２１日、東京地

裁であった。

今井裁判官は「金融機関に要求されている注意義務を尽くしたとは認めがたい」として、請求

通り２０８２万円の支払いを命じた。

今井裁判官は、娘が窓口で預金全額を引き出す直前の２日間で、

現金自動預払機（ＡＴＭ）から１２回にわたり、利用限度額に当たる計１００万円を引き出してい

たと指摘。

「娘の行動は極めて不審。窓口で対応した行員は、男性に確認すべきだった」と述べ、銀行

側の過失を認めた。

判決によると、男性が別居していた娘に犬の世話を頼んで外泊したところ、

娘は男性の通帳と印鑑などを勝手に使って預金を引き出した。

娘は男性に「お金は全て無くなった」と説明し、連絡が取れなくなったという。

【78:8】【環境】「全廃」のオゾン破壊物質、なお放出　[08/22]
1 ：◆D4vNpalM5M 2014/08/22(金)01:04:55 ID:???

2014.8.21 22:17 ［地震・津波・地球科学］

　オゾン層を破壊するとしてモントリオール議定書で製造が禁止された四塩化炭素という化学

物質が、現在も未知の放出源から大気中に出ている可能性があると、米航空宇宙局（ＮＡＳ

Ａ）の研究チームが２０日、発表した。

　かつてはドライクリーニングの溶剤や消火剤として広く使われたが１９９６年以降に全廃となり、

加盟国による２００７～１２年の排出量はゼロとされる。

　だがチームが大気データを調べると、ピーク時の３０％近い３万９千トンが毎年放出されてい

た。

【21:32】【連載】面接でそんなこと聞きますか　「生まれ変わったらどんな動物になりたいです

か?」[08/16]
1 ：大口小火◆lol.XSQqdw 2014/08/16(土)17:21:14 ID:???
就職活動、転職活動、ときにはアルバイト…無縁でいられないのが「面接」。

変わった質問を投げかけられて驚いた経験はないでしょうか。

実際に今働いている人たちが遭遇したユニーク質問をきいてみました。
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27歳女性(ソフトウェア/技術職)

Q.今までに受けた面接で印象に残っている質問は何ですか?
「精密機械の会社で、生まれ変わったらどんな動物になりたいですか?」

Q.その質問が印象に残っている理由を教えてください

「そんなこと聞いてどうするんだろうと思った」

Q.その質問に対して、なんと答えましたか?
「思い浮かんだのが、自宅で飼っていた犬なので、犬になりたいと答えた。とっさで他の答え

が思いつかなかった」

Q.面接官や周りの人(グループ面接の場合)はどんな反応でしたか?
「あせりすぎて、反応を見る余裕はなかったのでわからない」

Q.その面接には受かりましたか?
「受かっていない。総合的に見て判断されたと思う」

23 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/16(土)23:06:06 ID:???
心理テストの一種だと思って、普通に考えてから答えるかな。

ちなみに俺は馬。草食ってるだけでいいし、生存率高いし。

28 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/17(日)01:22:41 ID:???
俺はレッサーパンダがいいな。

人間に殺されること少ないし、パンダほど過保護じゃないし、愛嬌あるので人間の人気者。

【23:14】【動物】猫の不審死相次ぐ…東京都大田区で 4 月から 25匹　8 月だけで 11匹[8/18]
1 ：それなり◆XonGXAywZYD. 2014/08/19(火)07:14:13 ID:bk7idxXHk
《ニュース概要》

今年 4 月以降、東京都大田区で猫の不審死が相次いでいることが 18 日、わかった。

4 月以降 25匹に上り、4 月に 3匹、6 月に 8匹、7 月に 3匹、8 月 11匹の不審な死に方をした

猫が発見されている。

泡を吹いて死んでいるものもあり、毒を盛られた可能性もある。

警視庁は猫の死体を解剖するなどして死因を調べ、動物愛護法違反などの事件に当たるか

どうか捜査している。

【27:13】【食品】中国で加工した焼き鳥が「国産」？　そのカラクリは［H26/8/21］
1 ：6564億円◆o8vqQW81IE 2014/08/21(木)14:25:08 ID:???
　中国の期限切れ鶏肉問題で注目されることとなった、食品の原産国表示。「国産」と表示さ

れているものにも、実はあまり知られていない仕組みがある。
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　原料原産地の表示は、肉や魚など生鮮食品には義務づけられているが、加工食品の場合、

22食品群・4品目というごくわずかな食品に限って義務づけられているだけだ。

その結果、食料輸入大国の日本で、輸入加工食品のほとんどが原料原産地が表示されない

まま販売されている。

　たとえば、りんごジュースは国内消費の約半分を中国産が占めるなど多くは輸入品だが、ほ

とんどが「国産」と表示されている。

中国で濃縮・冷凍して輸出し、それを国内で解凍、水分を加えて 100％果汁にすると、その希

釈が国内製造とみなされるのだ。

　容器で包装されずバラで販売される焼き鳥もそうだ。

中国で串刺しにまで加工された半製品が冷凍で輸出され、国内のコンビニなどが解凍、加熱

して販売すれば、原産国は日本となり、原料原産地の表示義務はない。

　こうして多くの輸入加工食品が、あたかも国産であるかのような見かけで販売されている。こ

れが輸入食品を増やす一因、とも言われている。

　原産地表示は自ら確認するしかないが、表示制度がこのありさまでは的確な選択などできる

わけがない。

主婦連合会など 12 の市民団体で構成される「食品表示を考える市民ネットワーク」の西分千

秋事務局長は、「加工食品の原料原産地表示を、表示制度の重要問題のひとつと位置づけ、

改善を求めてきました」と言う。

【32:64】【政治】「生活保護引き下げは違憲」埼玉県内受給者ら集団提訴 [H26/8/2]
1 ：◆sRJYpneS5Y 2014/08/02(土)01:41:24 ID:???
　生活保護費の基準額が引き下げられたのは憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の

生活」を侵害するとして、県内に住む生活保護受給者２５人が１日、国と県、さいたま市ら７市

を相手取り、引き下げ処分取り消しなどを求め、さいたま地裁に集団提訴した。県内で生活保

護基準の引き下げを違憲とした集団提訴は初めて。

　原告は「反貧困ネットワーク」ら支援団体とともに、昨年８月の生活保護基準引き下げに対し

不服を申し立てた県内の生活保護受給者で、３０～７０代の男女２５人。国に対しては１人当

たり１万円の慰謝料を、生活保護の実施機関である県と７市に対しては引き下げの取り消しを

求めている。

　訴状によると、原告らは引き下げ前の生活保護費について「憲法や生活保護法などに反す

る違憲状態だった」と指摘。引き下げは「以前にも増して貧困状態の下での日常生活を余儀

なくさせた」と批判している。

57 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/03(日)19:21:43 ID:TyVR5zwvq
地方だといまだに時給 700 円以下の求人を含めても求人倍率が 1.0 にならないとか普通にあ

るのにな。

それらの待遇で働いても税金やら NHK、医療費の免除はない。

働くために携帯は必須だし、田舎だと車がなければ通勤さえ出来ないのが当たり前。
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働いているからこその経費って結構あるんだよ。

生活保護だと最低賃金以上貰え免除等の優遇も多数。

暇だからこそ健康管理も出来るはずだし、仕事してないなら食費と光熱費だけで十分なんだ

よ。

生活保護を働いている人間と比べようなどと言語道断。

比べるなら国民年金の最低受給者と比べて見ろよ。

それでさえ金額的に多いし、免除やそれまでに支払われた掛け金を考えたらおこがましいとし

かいえないがな。

こういうのに加担し人権を振りかざす弁護士が国民年金に言及しないって事は、彼らの言う人

権が利権の賜物でしかないと自白したも同然なんだよな

61 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/09(土)17:28:04 ID:3RAwYalSe
【試し腹】

朝鮮半島で行われていたもので、父親が結婚前の自分の娘に対し、妊娠の可・否を調べる為

に性行為をする事を云う。大韓帝国の時代まであった風習だが、日韓併合後に直ちに禁止に

された。 

「女は子を産む道具でしかない」朝鮮では、道具（女）が不良品（不妊症等）であってはならな

い。 

故に、『これこの通り、妊娠できる体でございます』ということを証明するために、「種男」という

男に娘を犯させ、妊娠した状態で輿入れさせる。 

これを「試し腹」と言います。 

産まれてくる子供は、当然夫の血を引いていないため、妻と同じ奴隷的な身分しかなく、結婚

はおろか大人になるまで成長する者も稀だったと言われています。 

自分の娘を血縁の近い男（兄や叔父）に妊娠させて、妊娠できる女と証明させて嫁がせる儒

教思想が暴走した習慣だそうです。 

日帝が禁止した朝鮮時代の風習だそうです。 

wikipedia　削除済み 

米人類学者Ｃａｖａｌｉｉ－Ｓｆｏｒｚａの遺伝子勾配データによれば、 朝鮮人は世界でも類を見ない

ほど均一なＤＮＡ塩基配列の持ち主であり、これは過去において大きな 

Ｇｅｎｅｔｉｃ Ｄｒｉｆｔ（少数の人間が近親相姦を重ねて今の人口動態を形成）か、あるいは近親相

姦を日常的に繰り返す文化の持ち主だった事を表します。 

（文献：The Great Human Diasporas: The History of Diversity and Evolution. 1995.. Luigi Luca 
Cavalii-Sforza and Francesco Cavalli-Sforza. Addison Wesley Publ. ISBN 0-201-44231-0） 
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韓国では、昔から若くて綺麗な娘達は中国に献上されていたので、女性が足りず近親相姦が

繰り返されてきた。遺伝子レベルで見ても「父と娘」「母と息子」が結ばれないと出来ない遺伝

子が大多数見つかっている。

【35:22】【社会】ネット依存 420 万人…5年前の 1.5倍に　厚労省の 2013年調査[8/20]
1 ：それなり◆XonGXAywZYD. 2014/08/20(水)23:41:14 ID:2LZk3ooQZ
《ニュース概要》

パソコンやスマホに没頭する、いわゆる「ネット依存」の傾向のある成人男女が全国で推計

420 万人に上ることが

厚生労働省研究班（代表・樋口進・久里浜医療センター院長）が 2013年に行った調査で分

かった。

五年前の 08年に比べ約 1.5倍に急増。

研究班は、

「スマホの普及やネット上のコンテンツの拡充が背景にある」

と分析している。

詳細はソース参照

※会員制記事

「ネット依存」420 万人、５年前の 1.5倍に　13年調査

日本経済新聞

関連スレ

【社会】日本人の 5%がギャンブル依存症の疑い　世界的にも高い数値…パチンコが身近に

あることが要因か[8/20]

【39:25】【ＶＯＲ】太平洋艦隊、日本の潜水艦の諜報活動を阻止［H26/8/21］
1 ：6564億円◆o8vqQW81IE 2014/08/21(木)17:11:17 ID:???

ロシア太平洋艦隊の対潜水艦部隊は日本の潜水艦オヤシオの宗谷海峡北部（日本との国境

線が走る）における諜報活動を阻止した。

ロシア国防相の情報を「コメルサント」紙が報じた。

潜水艦の移動を監視するべく、船隊および海上災害班が派遣された。しばらくのち、潜水艦

は国境海域を後にし、中立水域に入った。

ロシア軍：日本の潜水艦が宗谷海峡に現れることは日常茶飯事

ロシア国防相の情報を「コメルサント」紙が伝えたところによれば、日本はここ最近、日本海北

部における活動を著しく活発化させている。
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【46:31】【通常運行】「慰安婦強制連行、十分な証拠ある」　韓国大使、ワシントンのシンポジウ

ムで発言[8/20]
1 ：山梨◆bT6c9WIwLg 2014/08/21(木)01:22:03 ID:???
　韓国の安豪栄駐米大使は１９日、

米シンクタンクがワシントンで開いたシンポジウムで、慰安婦の強制連行に関し「十分に確立さ

れた数多くの証拠がある」と述べ、

疑念の余地はないとの考えを示した。

　慰安婦を「強制的に動員した証拠はない」とする日本人記者の質問に答えた。

【66:9】【社会】「嫌がるのがおもしろかった」男子中学生、後輩の下半身写真を女子生徒に送

り書類送検[08/21]
1 ：マザーグース φ FdDsU0B5ivx5 2014/08/21(◆ 木)15:20:52 ID:???
★「嫌がるのおもしろかった」後輩の下半身写真をＬＩＮＥで女子生徒に　中学生を書類送検

産経新聞 2014年 08 月 21 日 12時 13 分

　京都市立中のラグビー部３年の男子部員が後輩部員の裸の写真をスマートフォンで撮影し、

無料通信アプリ「ＬＩＮＥ」で同級生に送信していた問題で、京都府警上京署は２１日、児童買

春・ポルノ禁止法違反（提供）の疑いで、３年の男子部員（１４）＝京都市＝を書類送検した。

　「嫌がっているのがおもしろくて撮影した」と容疑を認めているという。

　送検容疑は今年３月２３日と２５日、府内のラグビー部の合宿先で、後輩の当時１年生の男

子生徒２人に下着を脱ぐよう指示した上で、写真２枚を撮影。当時１３歳だった２人の下半身

が写った写真を「ＬＩＮＥ」で自らの同級生の女子生徒（１４）に送信したとしている。

　撮影現場には男子部員のほかに同級生の部員２人がいたが、撮影や送信をした証拠がなく、

立件は見送った。

【69:5】【社会】佐世保同級生惨殺事件に見る子どもたちの闇「人を殺してみたかった」[08/21]
1 ：マザーグース φ FdDsU0B5ivx5 2014/08/21(◆ 木)16:26:00 ID:???
★佐世保同級生惨殺事件「殺してみたい」子どもたちの闇

日刊大衆 2014年 08 月 21 日 09時 00 分

「人を殺してみたかった」

女子高生が同級生の松尾愛和さんを殺害、頭部と左手首を切断し、腹部を"解剖"、世間を震

撼させている長崎県佐世保の惨殺事件。事件を起こしたＡ子（１６）が語った冒頭の"動機"を
耳にし、「００年に愛知県豊川市の男子高校生が老女を殺害した事件を思い出しました」と言

うのは、ノンフィクションライターの藤井誠二氏だ。

氏は書名もズバリ『人を殺してみたかった愛知県豊川市主婦殺人事件』（双葉文庫）を著して

いるが、「加害少女が語っていることや態度が当時取材した少年と瓜二つで、正直ゾッとしまし

た」
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この当時１７歳の少年は老女がもがき苦しみ死んでゆくさまを"観察"、事件後、出頭した際は

反省の色も見せず、「どうせ殺すなら将来の時間の短い老人がいい」と語ったのだという。

８９年に発覚した足立区の女子高生監禁コンクリート詰め殺人事件に迫った『１７歳の殺人者』

（朝日文庫）の著書もある藤井氏は少年少女たちが起こす陰惨な事件について、こう語る。

「１６～１７歳というのは、一番子どもたちに変化が出やすい時期なんだと思います。大人にな

りかかる、人生で最も楽しいと同時に自らを取り巻く状況も大きく変わる時期でもあり、危険な

欲望が爆発、暴走してしまうんです。その時期さえ通過してしまえば、抑えられるようになるん

ですが……」

そして、こう嘆息する。

「人を殺すことに善悪の価値を持てない子は何万人に一人の割合で必ずいる。もちろん、予

兆がない場合もありますが、多くの場合、問題のある子はこの年頃に"ある種のサイン"を出し

ているようです。佐世保の加害少女も猫を虐待していたようですが、こうしたことを甘く見ては

いけない。米国などでは重大な情報として対応しているんです。そのときどきに適切な対処を

していれば……」

氏の言うように「一人ひとりに即した細かい観察と注意が不可欠」なのだろう。

【78:6】【話題】プニプニでもモテる女子 5 つの特徴[2014/08/21]
1 ：トラネコ◆EDwr815iMY 2014/08/21(木)15:14:56 ID:HWSGzYJq1
プニプニでもモテる女子 5 つの特徴

モデルプレス：ニュース一覧

2014年 8 月 21 日(木)12時 30 分配信

1.もっちり肌の色白である

誰もが触れたくなるほど“もっちり”と瑞々しくハリのある白い肌は、プ二プ二女子の絶対的な

特徴かもしれません。そうかと言って、ものすごくスキンケアに命をかけているワケでもなく、む

しろ無頓着な場合が多いようです。美肌に対する執着が無いことで、逆にストレスを抱えてい

ないことが功を奏しているのかもしれませんね。

2.嫌な感情を出さない精神力

モテ系プ二プ二女子は常に明るく朗らかで、嫌な顔を人前に晒さないという姿勢を守り抜いて

いるようです。「彼女は、良い人だからそんなネガティブな感情を持たないのだ」と思われがち

ですが決してそうではなく、そういう感情を表に出してはいけないという自己規制を持っている

ようです。実は強い精神力を持つ女性なのかもしれませんね。
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3. 美味しそうによく食べる

ある男性対象のアンケートによれば「ごはんを美味しそうに食べる女性は恋愛もポジティブに

楽しみそう」と感じる傾向にあるのだとか。また、女性が美味しそうに食事をしている時、それを

見せている男性に心を開いているという心理学的な見解があるようです。ならば、誰から見て

も美味しそうによく食べるモテ系プ二プ二女子は、誰に対してもオープンなハートの持ち主と

いうことなのかも。

4.「笑い」に思い切りがある

女性なら「笑顔」を少しでも魅力的に見せようとする意識が働くものですが、モテ系プ二プ二

女子の「笑顔」はとにかく自然体で屈託ないようです。むしろ鼻にシワを寄せたり、鼻を鳴らし

てしまったりと、思わず周囲が「おいおい」と突っ込みたくなるほど。しかし、その明るい「笑い」

がその場に朗らかな雰囲気をもたらすので、多くの人がその思い切りの良い「笑い」を待ち望

んでいるようです。

5.全てが柔らかそうな感じ

モテ系プ二プ二女子の特徴は、明るく朗らかであることに加え、物腰やカラダがマシュマロの

様に柔らかい雰囲気であるということ。だからこそ、本当はふっくらムッチリが好きな男性の

「夢」を叶えていると言っても良いのかもしれません。また、その全てが柔らかそうな感じが多く

の人にとって“優しい癒し”となるのです。

【85:34】【国際】プーチン大統領、広島土砂災害で弔意　安倍首相にメッセージ［H21/8/21］
1 ：6564億円◆o8vqQW81IE 2014/08/21(木)11:05:12 ID:???

　【モスクワ＝田中孝幸】ロシアのプーチン大統領は 20 日、39 人の死者を出した広島市の大

規模土砂災害を受け、犠牲者と遺族に哀悼の意を表し、負傷者の早期回復を祈るとしたメッ

セージを安倍晋三首相に送った。

ロシア大統領府が発表した。海外の事故発生から１日もたたないタイミングでの弔意表明は異

例・・・、

【89:7】【話題】今思うと恥ずかしすぎる恋愛エピソード……「語尾に『にゃー』」[2014/08/21]
1 ：トラネコ◆EDwr815iMY 2014/08/21(木)15:26:27 ID:HWSGzYJq1
今思うと恥ずかしすぎる恋愛エピソード……「語尾に『にゃー』」

マイナビウーマン：ニュース一覧

2014年 8 月 21 日(木)12時 13 分配信

■キス！

・「海外で付き合いだして、日本に帰ってきてからも同じようにいたるところでキスしていたこと」

（35歳男性／機械・精密機器／営業職）

27



・「学生の頃、ホテルに行くお金もなかったので、神社の物陰に隠れてひたすらキスをしてい

た」（25歳女性／小売店／販売職・サービス系）

■こんなカップル、いますよね

・「街中の待ち合わせで、小走りで軽く抱きつく」（29歳女性／金融・証券／秘書・アシスタント

職）

・「公園のベンチで抱き合うように座っていた」（30歳女性／情報・IT／秘書・アシスタント職）

・「人前で泣くようなケンカをした」（29歳女性／運輸・倉庫／事務系専門職）

・「ペアルックを着ていた」（35歳男性／運輸・倉庫／その他）

■え!?　これも恥ずかしいの？

・「下の名前で呼ぶ」（23歳女性／情報・IT／営業職）

・「手を繋いでディズニーランドで過ごした」（22歳女性／情報・IT／事務系専門職）

■なぜあんなことを！

・「『結婚しよう』と言ってしまった」（29歳女性／学校・教育関連／専門職）

・「語尾に『にゃー』」（27歳女性／建設・土木／事務系専門職）

【92:79】【在日特権】永住外国人への生活保護、現状は「支給」、難民にも…受給世帯年々増

加、自治体の財政を圧迫[07/19]
1 ：ばぐた MK- φ FdDsU0B5ivx5 2014/07/19(Ⅸ ◆ 土)18:44:09 ID:???
★永住外国人への生活保護、現状は支給…受給世帯増、自治体を圧迫

グラフ：生活保護を受給する外国人世帯
http://news.livedoor.com/article/image_detail/9059428/?img_id=6892812

永住外国人は生活保護法に基づく保護の対象ではないと判断した１８日の最高裁判決。

原告の中国籍の８０代女性は法的保護の必要性を主張したが、

現状でも各自治体は、永住外国人や難民認定された外国人に対し、

人道的な観点から行政措置として、すでに生活保護を支給している。

外国人の受給世帯は年々増加しており、日本人世帯への支給増と相まって、

地方自治体の財政を圧迫する一因ともなっている。

厚生労働省の最新の調査（平成２４年度）によると、

生活保護の全体の受給世帯数は月平均１５５万１７０７世帯。
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そのうち外国人世帯は４万５６３４世帯と全体の３％近くを占めており、

１０年前と比較すると全体の伸び率を超え、１・８倍以上に増加した。

国籍別（２３年７月時点）では、韓国・朝鮮人が約２万８７００世帯と最も多く、

フィリピン（約４９００世帯）、中国（約４４００世帯）と続いている。

外国人の受給世帯の増加が続く背景には、不景気が長引いたことや

高齢化の影響があるという。

厚労省の担当者は「地方自治体の財政負担増につながり、

（受給世帯数は）増えて喜ばしい数字ではない」と指摘。

その一方で「外国人でも生活に困窮している人には、

人道的見地から支給が必要になることがあると考えられる」とも説明する。

判決後、原告側の代理人弁護士は東京・霞が関の司法記者クラブで会見。

原告の女性が日本で生まれ育ち、仕事を続けてきたことや中国語を話せないことに触れて、

「不法入国や観光目的の外国人に認めないのは理解できるが、

国籍以外は日本人と変わらず、きちんと生活してきた人には法律上の保護も認めるべきだ」

と話した。

【95:26】【話題】比べて分かる！間違えがちな神道と仏教の 5 つの違い[08/20]
1 ：キラーマシン φ FdDsU0B5ivx5 2014/08/20(◆ 水)16:22:39 ID:???
★比べて分かる！間違えがちな神道と仏教の 5 つの違い

nanapi 2014年 08 月 20 日 12時 00 分

大仏さまに大鳥居、ナンマイダーにお稲荷さん。様々な宗教が入り混じる日本の中でも、特に

見分けがつきにくい仏教と神道。どちらも古くから日本に根付いているだけに、どうしても混同

しがちです。しかし、冠婚葬祭に深く関わる宗教だけに、日本人ならしっかりと区別できるよう

になりたいところ。そこで今回は、間違えがちな神道と仏教の 5 つの違いを解説していきたい

と思います。

■ 1:神様(崇拝対象)

◎ 神道:八百万の神

神道は、複数の神様を信仰の対象とする多神教です。中でも神道の神様は「八百万の神」と

総称されるほど数が多く、太陽や月といったどの宗教でも神様になりそうな自然物から、東照

大権現といった人神、お米や貧乏といった少しスケールの違うこまごましたものまで、森羅万

象の様々なものを神格化しています。神道における最高神は、太陽を神格化した「天照大御

神(アマテラス)」であるとの考えが一般的です。
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◎ 仏教:仏陀、その他の仏など

「苦しみ」と見なされる人の世が未来永劫続く輪廻転生の輪から、修行によって悟りを開いて

抜け出す(解脱)ことを目標としています。そのため仏教には本来、何かに対して信仰するとい

う考えはありませんでした。しかし、一般にも分かりやすくする狙いから、時間の経過とともに開

祖である仏陀やその他の仏などが信仰の対象とされるようになりました。ちなみに、仏教にも

「神様」という存在はいるのですが、人間などと同じ生命の一種と見なされいます。そのため、

「神様」と「仏様」は別物です。

■ 2:教典

◎ 神道:教典は存在しない

神道には、キリスト教における聖書やイスラム教におけるコーランのような、教義を記した教典

が存在しません。というのも、神道の世界観は、全知全能の神によって支配されている世界で

はなく、様々な神様の力を借りて成り立っている世界というイメージなので、生活文化から発展

したそれらの神々の力を上手く借りられる方法論が教義の元になっています。そのため、絶対

的な神の教えというものが無いのです。言語化された教義もなく、しいて言えば、満足に暮ら

すための日ごろの様々な行いそのものが神道的考えの実践と言えます。日本書紀や古事記

などが聖典視されていますが、これらは物語的な歴史書なので、教義が詳細に書かれている

ものではありません。

◎ 仏教:「経典(きょうてん)」

仏教では、開祖である釈迦(仏陀)が説いた教えを記録した「経典」が教典とされています。ち

なみに、「経典」は大きく分けると以下の 3 つに分かれます。

・「経」…教義をまとめたもの

・「律」…修行方法や戒律に関するもの

・「論」…「経」を注釈したもの

この 3 つをまとめて「三蔵」と呼び、「三蔵」に精通した僧侶のことを「三蔵法師」と呼びます。ち

なみに、お葬式などでお坊さんが唱えているのも、教義をまとめたお経です。

■ 3:聖職者

◎ 神道:神職(神主)、巫女

神社における聖職者といえば、烏帽子をかぶり袴をまとった「神職」です。主に、「神主」という

名称が一般には広まっています。神主は、神社に仕えて歳事や社務、祈祷などを行う役職で

す。ちなみに、神道にはキリスト教や仏教のように明確な教義が存在しないため、参拝者に対

する説教は行いません。また、神主の補助をし、神事の際に神楽や舞を奉仕する巫女も存在

します。ちなみに、巫女になるには資格などは必要ありません。
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◎ 仏教:僧(お坊さん)

仏教の聖職者といえば、袈裟を着た頭を丸めた「僧」ですが、一般的には「お坊さん」という呼

び名で知られています。お坊さんは、お寺でお経を唱えることや説教を基本的な仕事としてい

ます。その他にも、葬儀の場でお経をあげたり、寺院や墓地の管理なども行っています。ちな

みに、「和尚(おしょう)」は教えを説くお坊さんのことで、「住職」はお寺に住み込んでいるお坊

さんのことです。

【97:26】【社会】日本人の 5%がギャンブル依存症の疑い　世界的にも高い数値…パチンコが

身近にあることが要因か[8/20]
1 ：それなり◆XonGXAywZYD. 2014/08/20(水)23:19:12 ID:2LZk3ooQZ
《ニュース概要》

厚生労働省研究班（代表、樋口進・国立病院機構久里浜医療センター院長）が発表したとこ

ろによると、

日本人のおよそ 5%にあたる約 500 万人以上の人が、ギャンブル依存症の疑いがあるとのこと。

世界的には 1%程度にとどまるのに比べて高い数値で、海外では特定の地域にしかカジノが

無いのに比べ、

日本では身近にパチンコ・パチスロがあり、ギャンブルに接する機会が多いことが要因か。

樋口代表は「ギャンブルには必ず負の側面がある」と

政府のカジノを中心とする統合型リゾート施設の導入に慎重な議論を求めた。

【10:56】【皇室】愛子さまが LINE を開始　初等科時代の同級生らと連絡取り合う[2014/06/20]
1 ：トラネコ◆EDwr815iMY 2014/06/20(金)18:13:37 ID:3UJDX0mra
愛子さまが LINE を開始　初等科時代の同級生らと連絡取り合う
2014.06.20 16:00 

　この 4 月に学習院女子中等科（豊島区目白）に入学された愛子さまは 6 月上旬の放課後、

初等科時代のご学友男女数名とお忍びで母校である学習院初等科を訪れていた。

「夕方 5時前に愛子さまたちは初等科の最寄り駅・四ツ谷駅で待ち合わせをして、そこから徒

歩で学校に向かわれたようです。一緒に行かれたのは愛子さまと仲良しグループのご学友で

す。前もって“遊びに行きたい”と学校側に連絡していたみたいで、主管（担任）の先生を訪ね

たみたいですよ。30 分ほどの滞在だったようですが、ひさしぶりの再会に愛子さまも嬉しそう

でした」（宮内庁関係者）

　ある学習院OB がこう話す。

「中学生になると通う学校が別々になるので、男女グループはバラバラになってしまうことが多

いんですが、愛子さまは今でも男子と連絡を取られているんでしょうね」

　愛子さまのコミュニケーションの手助けをしているのが、スマートフォンのアプリ『LINE』なの

だという。特に 10代の約 70％が利用しているともいわれ、若者のコミュニケーションには欠か

せないものとなっている。
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「愛子さまは初等科のころからスマホをお持ちになっていて、『LINE』デビューも果たされてい

ます。女子だけでなく、学校が別になってしまい、なかなか会えない男子とも『LINE』で連絡を

取られているようですよ。仲が良い男子は“昨日、トシ（敬宮）から連絡来た！”とか話してるみ

たいですからね」（学習院関係者）

【21:392】【国際】 韓国兵は女性を強姦した。単独ではなく輪姦です。そして用が済めば殺し

た

※ID非表示スレ

1 ：名無しさん 2014/03/19(水)14:20:25 ID:???
今、韓国では先のベトナム戦争に参戦した韓国軍の蛮行が、にわかに問題視され始めている。

3 月 7 日、かつて日本軍の慰安婦だったという女性とその支援団体代表がソウルで会見を開

いた。

ベトナム戦争に参戦した韓国軍による「ベトナム人女性に対する性暴力や民間人虐殺」につ

いて、

「韓国政府が真相を究明し、公式謝罪と法的責任をとるように」と訴えたのである。

これまで日本に「謝罪」と「賠償」を求めてきた彼女たちの矛先が自国へと向けられたのだ。

韓国がベトナム戦争に参戦したのは 1964年のこと。1973年まで、のべ 32 万人もの兵士を南

ベトナムに派遣した。

当時、アメリカの同盟国として、オーストラリアやフィリピンなどの SEATO（東南アジア条約機

構）加盟国も参戦していたが、

万を超える兵を派遣したのは、アメリカを除けば韓国だけだった。韓国事情に詳しいジャーナ

リストがいう。

「朴槿恵（パク・クネ）大統領の父親である朴正熙（パク・チョンヒ）大統領が、ベトナム戦争への

自国軍の派兵を

アメリカのケネディ大統領に提案した。アメリカに擦り寄ることで韓国の軍事独裁政権を認めさ

せるため、そして戦争特需による外貨獲得が狙いだった」

韓国軍は、後に激戦地となったダナンに海兵隊第二旅団「青龍部隊」を、クイニョンに首都ソ

ウル防衛師団「猛虎部隊」を、そしてニンホアに第 9師団「白馬部隊」を駐屯させた。

彼らが、各地でベトナム人に対し虐殺やレイプを繰り返したのである。ベトナム戦争当時にサ

イゴン支局長を務めていた元朝日新聞記者の井川一久氏がいう。

「当初の韓国軍の主な任務は『ベトコン掃討作戦』でしたが、1968年以降は『農村の無人化作

戦』に変わりました。

わかりやすくいえば、反米の南ベトナム解放戦線が大半を支配していた農村部を壊滅状態に

することです。

戦場でベトナム人を見つけたら、女、子供問わず抹殺するのが仕事。彼らはベトナム人を人

間だと思っていなかった。
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女性を見つけたらレイプした。単独ではなく輪姦です。そして用が済めば殺す。もはやマニュ

アル化していたように、彼らは凶行を繰り返していた」

【13:13】【災害】＞濁流の中、お年寄り背負う…「本当に心強い」陸自の活躍に感謝の声 
14/8/19
1 ：ん◆2R.j9FMXMSiE 2014/08/20(水)11:18:53 ID:???
＞濁流の中、お年寄り背負う…「本当に心強い」陸自の活躍に感謝の声

京都府福知山市での豪雨被害に、陸上自衛隊福知山駐屯地の隊員が出動。

水位が増す中、迅速な対応に地元から心強いとの声。

【14:4】【社会】動物の高齢化、来場者減…「天王寺動物園」再生に挑む元官僚[08/20]
1 ：マザーグース φ FdDsU0B5ivx5 2014/08/20(◆ 水)16:56:33 ID:???
★動物の高齢化、来場者減…「天王寺動物園」再生に挑む元官僚

産経新聞 2014年 08 月 20 日 16時 03 分

　大阪の子供なら、だれでも思い出がある大阪市の天王寺動物園（天王寺区）が今、再生に

挑んでいる。

　来園者数はピーク時の３分の１に落ち込み、動物の高齢化など深刻な課題にも直面してい

る。「お客さんを喜ばせる動物園を」との橋下徹市長の願いは、７月に公募で採用した動物園

改革担当部長、牧慎一郎氏（４３）に託された。文部科学省の元官僚でありながら、クイズ番組

で動物園王に輝いた異色の経歴の持ち主。ハードルは高いが、「お客さんをワクワクさせる」と

燃えている。

　主（あるじ）を失ったゾウ舎の寝室は静まり返っていた。隣接する屋内展示室の献花台には７

月３０日に死んだ春子をしのび、花束や果物を供える人が後を絶たない。

　人間なら９０歳を超える推定６６歳。牧さんは親しみを込め「おばあちゃん」と呼び、「長年貢

献してくれた功労者」とたたえた。

　春子がいなくなり、園内のゾウはラニー博子（推定４５歳）だけに。「ゾウは賢いから何が起

こったかは分かっている。さびしい思いをしないよう飼育員が気をつけているが、新たなゾウを

入れることは難しい」と牧さんはもらす。

　動物の高齢化は深刻だ。平成２４年に死んだオランウータンなどのおりは空の状態で、「た

だいま整備中」の札がかけられている。多くの動物園が高齢化に直面しており、「全国的に動

物園の数に比べて個体数が少ない」と説明する。

　牧さんは大阪府吹田市出身。旧科学技術庁（現文部科学省）に入り、原子力政策の部門な

どで組織運営を担うポストを歴任。忙しい仕事の合間をぬって国内外の動物園、水族館約１０

０カ所をめぐり、興味の対象が動物から動物園の組織運営に広がった。「職業病ですね」と笑

う。

33



　好きが高じて横浜、名古屋両市の動物園のあり方を検討する委員に就任。平成１８年には

動物園王を決めるテレビのクイズ番組に「ペンギン大臣」の異名で出場し、見事に優勝した。

赤ちゃんの映像から動物園を当てる難題も正解するなどマニアぶりが話題になった。

　改革担当部長は２９年３月までの任期付き。当初は安定した身分を捨てることに悩んだが、

サービス改善や運営の方針を決める仕事が「自分にうってつけのように思えた。チャレンジせ

ずに後悔したくなかった」。

　今年７月の着任から約１カ月半。動物の赤ちゃんの写真パネルを入り口付近に設置したり、

ホームページの更新頻度を上げたりとサービス改善に動く。

　しかし天王寺動物園をめぐる状況は厳しい。来園者数は最盛期には約３３５万人（昭和４８年

度）を記録したが、減少傾向が続き、平成２５年度には約１１３万人にまで落ち込んだ。

　財政難から動物購入は容易でなく、６月にお目見えした雌のキリン、ハルカスは近畿日本鉄

道の寄贈。今年度の施設の改修費すら予算ではまかなえず、積立金約２千万円のうち１５００

万円を切り崩す。

　公立動物園はどこも厳しい運営の中、模索を続ける。京都市動物園（左京区）は６月からサ

ポーター制度を導入。個人や団体から餌代の寄付を募ったり、園内で企業に広告を出しても

らったりし、地域一体で運営する姿勢を打ち出す。

　神戸市立王子動物園（灘区）はボランティアを毎年登録し、研修受講後に来園者のガイドな

どを依頼。今年度の登録者は５５人で、増加傾向だという。　

【44:13】【経済】日本マクドナルド、今度は料金誤徴収　値引きのはずの２品、計１万３９１件
[08/20]
1 ：マザーグース φ FdDsU0B5ivx5 2014/08/20(◆ 水)17:12:16 ID:???
★マクドナルド、今度は料金誤徴収　値引きのはずの２品、計１万３９１件

産経新聞 2014年 08 月 20 日 16時 57 分

　日本マクドナルドは２０日、東京都内で緊急会見を開き、サイドメニュー２アイテム、計６商品

で料金を誤って余計に徴収したと発表した。

　全国のマクドナルド３１５０店舗の約８割にあたる２５８３店で起き、総件数は１万３９１件、総額

は約７３万円になる。

　会見で青木岳彦上席執行役員は、「本社と店舗の担当者への指示が十分な内容になって

いなかった。大変申し訳ありません」と謝罪した。誤った価格で購入していたレシートを提示す

れば、店頭で返金に応じるという。返金の対応は購入店舗でなくてもよく、全国のマクドナルド

店舗で２０日から受け付ける。

　対象となるのは、豆腐などを材料とした「豆腐しんじょナゲット」と、鶏肉を使った「マックウィン

グ」で、１８日からキャンペーンとして９月上旬まで大幅値引きしていた。１７日までは、豆腐し
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んじょは４個入りを２４９円（税込み）、チキン２個入りを２１５円でそれぞれ販売していた。

　いずれも１８日から１２０円で販売すると告知していたが、各店舗のレジ端末に１２０円と１５０

円のボタンが両方設定されていた上、１８日からは販売中止予定だった２個入り以外の、８個

入りや１２個入りの４商品を以前の価格で販売していたという。

　社内のデータで１９日にミスに気付いたが、この期間、対象商品の販売は約２４万件で、その

うち４％で過剰徴収があった。

　同社は中国産の使用期限切れ鶏肉問題で販売不振に陥っている中、今度は社内のコミュ

ニケーション不足で大きな問題を起こすなど、消費者からの信頼や業績の回復に向けた道筋

は遠いものとなっている。

【55:6】【社会】 さいたま市に住む百井盛さん、111歳で「世界最高齢の男性」としてギネス認定
[08/20]
1 ：マザーグース φ FdDsU0B5ivx5 2014/08/20(◆ 水)17:22:32 ID:???
★１１１歳百井盛さん、男性世界最高齢に

【93:12】【社会】渡邉美樹氏、和民カンボジア 1号店で働くアルバイト店員からのプレゼントに

感激[08/19]
1 ：キラーマシン φ リハビリ中◆FdDsU0B5ivx5 2014/08/19(火)15:51:03 ID:???
★渡邉美樹氏が和民カンボジア 1号店で働くアルバイト店員からのプレゼントに感激

トピックニュース 2014年 08 月 18 日 21時 50 分

ワタミ前会長で参議院議員の渡邉美樹氏は 16 日、「和民」のカンボジア 1号店のアルバイト

店員からのプレゼントを Facebook で公開した。

渡邉氏は、16 日のエントリーで、「スレイノーイ」という孤児院育ちの大学生に言及。彼女が、

カンボジア 1号店の「和民」で人生初のアルバイトを始め、その時給が現地相場の 40 円程度

であることを紹介したうえで、「最初の給料、それは彼女にとって初めて自由に使えるお金で

す。なんと彼女は、その初めての給料で、私にかわいらしい人形をプレゼントしてくれました」

と報告した。

そして、「嬉しくて嬉しくて、私の心は涙で溢れました。もったいないなぁと思いました」と、最初

の給料で人形をプレゼントしてくれたことに対する感動を綴っている。

また、渡邉氏は「議員会館の机に置いて仕事をしています。毎日、スレイノーイが応援してくれ

ているように感じています」と記載し、渡邉氏が向かうデスクに置かれた人形の写真を掲載し

ている。

【94:11】【社会】まんだらけ「鉄人 28号」を盗んだ男を逮捕[08/19]
1 ：キラーマシン φ リハビリ中◆FdDsU0B5ivx5 2014/08/19(火)18:08:15 ID:???
   東京・中野の古書店「まんだらけ」で「鉄人 28号」のブリキ製おもちゃを盗んだ疑いで警視
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庁中野署は 2014年 8 月 19 日に千葉県の 50代のアルバイトの男を逮捕した。今回の事件は

まんだらけが警視庁に被害届を出したうえで、防犯カメラに映っていた犯人のモザイク処理し

た画像を 8 月 5 日にホームページ上で公開し、返却しなければモザイク処理を外す、と告知

したことで話題になった。中野署が画像の公開は控えるようにと要請したことでまんだらけはそ

れに応じていた。

   「鉄人 28号」のブリキ製玩具は 25 万円相当の価値があるもので、逮捕された男は「ショー

ケースの戸が少し開いていたため盗んだ」「売って金にしようと思った」などと容疑を認めてい

るという。中野署は「鉄人 28号」は男の手によって売られたのではないかと古物商などを捜索

し、8 月 18 日に同じ型の玩具を中野区内の古物店で発見した。6 万 4000 円で買い取ったも

ので、持ち込んだ男が容疑者と同一人物であることがわかった。

【15:12】【生活】学歴が高い人は、頭部外傷から回復する可能性も高い？[08/20]
※ID非表示スレ

1 ：大口小火◆lol.XSQqdw 2014/08/20(水)15:23:05 ID:???
学歴が高い人は、頭部外傷から回復する可能性も高いようだ。

米ジョンズ・ホプキンズ大のチームがそんな研究を米医学誌に発表した。

はっきりした理由は不明だが、勉学で鍛えた脳の「余力」も貢献している可能性があるという。

チームは、自動車や転落などの事故で頭部に中程度から重度の外傷を負って病院に入院、

後にリハビリ施設に移った２３歳以上の患者７６９人を追跡した。

患者を学歴で３グループに分け、外傷１年後に機能障害がない人の割合を見ると、

（１）高校を卒業せず＝１０％

（２）高卒以上だが大学は卒業せず＝３１％

（３）大卒以上＝３９％－となり、高学歴ほど高かった。

【29:2】【国際】日本、マラウイに道路網整備の費用として、6億 8，400 万円を無償援助[08/20]
1 ：ふぐのひらき◆kV6bjRA4v. 2014/08/20(水)19:29:55 ID:???
本 20 日、日本とマラウイ共和国との間で，昨年 12 月 13 日署名済みの一般プロジェクト

無償資金協力「第三次ブランタイヤ市道路網整備計画」（6億 200 万円）について，

為替相場の変動等の事情から，贈与の限度額を 6億 8，400 万円に変更することに

関する書簡の交換が行われました。

この計画は，マラウイ最大の商業都市であるブランタイヤ市内において，

幹線道路のボトルネックとなっている約 1．6km の区間の整備改修と拡幅を行うものです。

同市内の道路は市民生活，産業等に重要な役割を果たしていますが，

経年による路面劣化や設計時の交通容量を大幅に超える交通量増加による慢性的な

交通渋滞や事故発生が，市民の日常生活や経済活動に支障を与えています。
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【33:52】【秒刊サンデー】海外ネットユーザーの素朴な疑問　「なぜ日本のアニメには西洋人

の名前のキャラが多いのか？ [H26/8/19]
1 ：◆sRJYpneS5Y 2014/08/19(火)20:13:31 ID:???
アニメは日本を代表する文化の一つである。美しいビジュアルと精巧に練られたストーリー、そ

してユニークなキャラクターが多数登場するアニメ作品は海外での評価も高く、アニメを通じて

日本を好きになったという外国人も少なくない。

しかし海外のアニメファンは、日本のアニメキャラの名前が外国人風のものばかりであることに

対して違和感を持つという。ネット上では多くのユーザーがその理由について論争を展開して

いる。

◆モンキー・D・ルフィ（ONE PIECE）
◆エレン・イェーガー（進撃の巨人）

◆エドワード・エルリック（鋼の錬金術師）

◆ルルーシュ・ランペルージ（コードギアス）

◆スパイク・スピーゲル（カウボーイビバップ）

我々日本人視聴者は幼い頃からアニメを見ているので意識することは少ないが、改めてよく

考えてみると日本のアニメの主人公は外国人風の名前を持つことが多い。

ちなみに、アメリカのコミックではアメリカ人以外のキャラが主人公になることはめったにない。

バットマンの Bruce Wayne（ブルース・ウェイン）、スパイダーマンの Peter Parker（ピーター・

パーカー）、アベンジャーズの Steven Rogers（スティーヴ・ロジャース）、みな典型的なアメリカ

人の名前である。

無論、日本のアニメでも舞台設定が明らかに日本と分かる場合は日本人の名前が付けられて

いるが、なぜ日本の作品なのに日本人の名前が使われないことがあるのか、外国人から見れ

ば奇妙に思えて仕方がないだろう。ネットユーザーから提唱されたいくつかの説をご紹介しよ

う。

1.日本人の名前を使うと、ファンタジー・SF 系の作品の世界観があまりにも現実的になってし

まうから

2.海外で放送する時、外国人視聴者がキャラの名前を憶えやすくするため

3.もともと西洋人をモデルにデザインされたキャラだから

4.作品内でキャラの人種を限定したくないから

5.日本人が潜在的に抱く西洋人へのコンプレックスの表れ

アニメはエンターテイメントであり、どのように解釈しようと最終的には見る者の自由である。制

作陣がどのような意図でキャラを命名しているのか、いろいろと想像しながらアニメを見るのも

面白いのではないだろうか。
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43 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/20(水)02:24:09 ID:EdRtfERE8
実際進撃の巨人で「鈴木ー」とか「佐藤ー」とか叫びながら喰われてたら

見るの嫌になるだろ…

【69:9】【国際】日本、セネガルに医療実習施設建設費として 6億 4，400 万円を無償援助
[08/20]
1 ：ふぐのひらき◆kV6bjRA4v. 2014/08/20(水)12:51:27 ID:???
8 月 19 日、日本とセネガルとの間で供与限度額 6億 4，400 万円の無償資金協力

「国立保健医療・社会開発学校母子保健実習センター建設計画」の書簡の交換が

行われました。

セネガル国立保健医療・社会開発学校では，助産師コース，看護師コースにおいて

約 180 名の保健人材育成を行っていますが，臨床実習施設等が整備されておらず，

臨床実習の機会や履修内容が不十分な状態となっています。そのため，本計画では，

母子保健実習センター棟の建設及び超音波診断装置等の医療機材の整備を行います。

この協力により同校において十分な臨床実習を行った助産師及び看護師が育成され，

妊産婦及び胎児の疾患が早期に発見できるようになり，緊急対応等への適切な処置が

できるようになります。また同校において，検診から出産後までの継続ケアを受ける

ことのできる妊産婦が年間 600 人増加します。

【73:10】【話題】夏目漱石、43 才のときに臨死体験していた 執筆活動に与えた大きな影響
[08/19]
1 ：キラーマシン φ リハビリ中◆FdDsU0B5ivx5 2014/08/19(火)16:08:16 ID:???
★夏目漱石語る臨死体験　危篤状態で「幸福感と恍惚感」感じた

NEWSポストセブン 2014年 08 月 19 日 07時 00 分

　あまり知られていないが、『吾輩は猫である』で有名な作家の夏目漱石は 43 才のときに臨死

体験をした。後日、漱石はその体験を著書『思い出す事など』に記している。

　当時患っていた胃潰瘍が悪化していた漱石は、入院していた病院を退院して、転地療養の

ため伊豆の修善寺温泉に出かけた。当時の胃潰瘍は生死にかかわるような大病だった。

　そして明治 43年 8 月 24 日のこと。夕暮れに 800cc もの吐血をした当時 43 才の漱石は、意

識を失って危篤状態におちいった。医師の診察を受けて「さほど悪くない」と言われた 1時間

後のことだった。驚いた医師は彼を危険な状態から救おうと懸命になるが、30 分の間意識不

明で生死の境をさまよったのだ。

　漱石は、吐血してから目が覚めるまでの間に 2 人の医師がドイツ語で「駄目だろう」「ええ」

「子供に会わしたらどうだろう」などとやり取りしているのを聞いている。また、漱石はその間

ずっと意識明瞭で注射を受けていたと思っていたが、そばに寄り添っていた妻によると「あの

時 30 分ばかりは死んでいらした」のだとか。

38



　そんな漱石は、臨死体験に一種の幸福感や恍惚感を感じていたようで「心は、己の宿る身

体とともに蒲団から浮き上がり、腰と肩と頭に触れる蒲団が、どこかへいってしまったように、心

と体がもとの位置に漂っていた」「霊が、細かい神経の末端にまで行きわたって、泥でできた

肉体の内部を軽く清くするとともに、官能の実覚から遥かに遠からしめた状態だった」と表現し

ている。

　49 才で亡くなった漱石。この体験はその後の執筆活動に大きな影響を与えたようだ。

【84:2】【社会】「成功するまで戻らない」…入植５０年初の帰郷　岩手町出身・パラグアイの工

藤さん「浦島太郎のようだ」[08/19]
※ID非表示スレ

1 ：大口小火◆lol.XSQqdw 2014/08/19(火)14:40:22 ID:???
１９６４年に南米パラグアイに入植し、現地で農業を営む岩手町出身の工藤忠三さん（７４）が５

０年ぶりに帰郷している。

「成功するまでは戻らない」との信念で、異郷の地で半世紀にわたって農地を切り開き、現在

は大規模な営農に取り組む。

一線を退いたのを契機に初の帰郷が実現し、親族との再会を喜びながら、古里での日々を楽

しんでいる。

トマト栽培や養豚などに取り組みながら徐々に規模を拡大し、

現在は約４６０ヘクタールで主に日本へ輸出する豆腐用の大豆などを作付けしている。

帰郷は長男の忠利さん（４９）に経営を引き継いだのを機に実現。

古里について「昔はほとんどがかやぶきの家だった。

家の畑の近くに新幹線が通るなど環境ががらりと変わり浦島太郎のようだ」と驚く。

パラグアイでの生活は、言葉や環境、気候の違いなど多くの苦労も伴った。

「農業で失敗もした。でも、成功したいと願ってやってきた。

いろいろあったが地球の裏側に住んで良かった」と穏やかにほほ笑む。

【85:32】【国際】韓国人売春婦の約 1割が海外で荒稼ぎ、日本へは 2 万人が出稼ぎに―韓国

紙[08/18]
1 ：キラーマシン φ リハビリ中◆FdDsU0B5ivx5 2014/08/19(火)16:40:42 ID:???
2014年 8 月 18 日、韓国紙・朝鮮日報によると、韓国人売春婦の約 1割が出国し、米国や日

本、

オーストラリアなどで荒稼ぎしている。中国メディア・国際在線が伝えた。

釜山警察が女性家族部に提出した報告書によると、

海外の風俗店などで売春している韓国人女性の多くが 2 カ月の観光ビザ（査証）で渡航して

おり、

現地で 1 カ月に 2000 万～3000 万ウォン（約 200 万～300 万円）を稼ぐ。

最近ではアラブ首長国連邦のドバイを出稼ぎ先に選ぶ売春婦が急増している。
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釜山警察国際犯罪調査部の責任者は、「海外に出稼ぎに行く観光人売春婦の半数は借金

返済が目的。

日本には約 2 万人の韓国人女性が風俗店などで働いており、オーストラリアには約 1 万人の

売春婦が存在する。

米国で働く韓国人売春婦はメキシコからの不法入国によるため具体的な人数を把握すること

は困難だ」と話した。（翻訳・編集/本郷）

【23:23】【国際】第１回アジア平和賞、受賞は「平和憲法を守る活動を続けるすべての日本人」

…マレーシア第２次世界大戦歴史研究会主催[08/18]
1 ：大口小火◆lol.XSQqdw 2014/08/19(火)18:13:38 ID:???
新華社によると、第 1 回「アジア平和賞」に、平和憲法を守る活動を続けるすべての日本人が

選ばれた。 

主催するマレーシア第 2次世界大戦歴史研究会は、選考理由として戦争防止や世界の平和

維持に貢献したことを挙げた。 

反戦活動家の石垣義昭氏と星野恒雄氏がクアラルンプールで同日、代表して賞を受け取っ

た。 

石垣氏は「平和を愛する世界中の人たちとともに日本の平和憲法を守っていきたい」と述べた。

また、「安倍内閣は民意を無視し、独断専行で集団的自衛権の行使容認を決めた。これは歴

史の流れに逆行する行為だ」とも語った。

【47:5】【話題】いま改めて振り返る「エヴァ」劇場版──旧劇場版テレビ放送記念[08/19]
※ID非表示スレ

1 ：キラーマシンリハビリ中◆FdDsU0B5ivx5 2014/08/19(火)20:33:27 ID:???
DEATH (TRUE) / Air / まごころを、君に

日本のアニメーション作品を語る上で、もはやその影響力から決して外すことのできない作品

「エヴァンゲリオン」シリーズ。

『不思議の海のナディア』で高い評価を得た庵野秀明さんを総監督として、多くの才能が集っ

たアニメスタジオ・GAINAX が生み出したアニメーション作品です。

1995年から放映された『新世紀エヴァンゲリオン』はこれまでのアニメーションの文脈や常識を

覆すような急転直下な展開、宗教学を引用するなどの難解な設定、貞本義行さんのキャラク

ターデザインによるレイやアスカなどの魅力的なキャラクターで多くの人々を惹き付け、社会

現象とまで呼ばれました。

テレビシリーズの放映からまもなく 20年の月日が経とうとしている現在、「エヴァンゲリオン」は

さらに幅広い層にリーチし、より強固な人気を確立しているといえます。なによりもまだ物語が

終わっていないのがすごい。
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そして、ついにこれまで地上波で放映されることのなかった旧劇場版の放映が行われるまで

に至りました。

放映を記念し、改めて、それぞれの劇場作品について振り返ってみたいと思います。

■旧劇場版

★新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生

英題：Evangelion: Death and Rebirth

公開日：1997年 3 月 15 日

最初の劇場作品。テレビシリーズで賛否を呼んだ第弐拾伍話、最終話をやり直す形として制

作が行われました。

テレビシリーズの総集編的な役割を持つ「DEATH」と、劇場版第 25 話にあたる「Air」の前半

部分までを収録した「REBIRTH」の二編からなります。

前半部分までしか上映されなかった理由は、制作が間に合わなかったため。上映一ヶ月前に

監督の庵野さんが謝罪会見を行ったエピソードが有名です。

★新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air／まごころを、君に

英題：The End of Evangelion

公開日：1997年 7 月 19 日

「REBIRTH」の完全版であると同時にテレビシリーズ第弐拾伍話のリメイクとしての「Air」と、完

全新作のエピソードが第 26 話「まごころを、君に」がセットになって上映されました。

今作をもって『新世紀エヴァンゲリオン』は完結しました。

★新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air／まごころを、君に

英題：The End of Evangelion

公開日：1997年 7 月 19 日

「REBIRTH」の完全版であると同時にテレビシリーズ第弐拾伍話のリメイクとしての「Air」と、完

全新作のエピソードが第 26 話「まごころを、君に」がセットになって上映されました。

今作をもって『新世紀エヴァンゲリオン』は完結しました。
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★新世紀エヴァンゲリオン劇場版 DEATH (TRUE) / Air / まごころを、君に

英題：REVIVAL OF EVANGELION

公開日：1998年 3 月 7 日

『シト新生』の「DEATH」を監督の再編集した「DEATH (TRUE)」と「Air」、「まごころを、君に」を

繋げた作品です。オリジナルの「DEATH」編で制作された新作シーンの多くは再編集版で

カットされてしまいましたが、DVD で増補された第弐拾壱話から第弐拾四話へと転用されて

います。

制作の進行が上手くいかず、つぎはぎなイメージのある旧劇場版の本来あるべきバージョンと

なっています。現在販売されている旧劇場版の DVD は、この作品をデジタルリマスターした

ものです（他は絶版）。

2 ：キラーマシンリハビリ中◆FdDsU0B5ivx5 ：2014/08/19(火)20:33:50 ID:???
■新劇場版

★ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序
英題：EVANGELION:1.0 YOU ARE (NOT) ALONE.

公開日：2007年 9 月 1 日

『シト新生』から 10年、テレビシリーズ放映から 12年の時を経て新たに制作された「エヴァ」。

制作会社も GAINAX から庵野さん率いるスタジオ・カラーとなり、エヴァの表記も「ヱヴァンゲ

リヲン」に変更されています。

基本的なストーリーは TV シリーズを引き継ぎつつも、随所で変更が見られます。

新劇場版の制作にあたり「現在の閉塞した日本アニメ界に新たなムーブメントを起こしたい」

「この 12年間エヴァより新しいアニメはありませんでした」との所信表明を、監督から総監督と

なった庵野さんが発表しました。

★ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破
英題：EVANGELION:2.0 YOU CAN (NOT) ADVANCE.

公開日：2009年 6 月 27 日

「序」ではそこまで大胆な変更はなく、忠実にテレビシリーズのエピソードをなぞる形で制作さ

れていましたが、「破」からは様子が変わります。

新キャラクターである真希波・マリ・イラストリアスの登場を筆頭に、新しい使徒、新しいエヴァン

ゲリオンも登場。旧作からのファンを驚かせました。庵野さん自身もこれまでのエヴァを破壊す

ることに躊躇したと語っています。
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★ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q
英題：EVANGELION:3.0 YOU CAN (NOT) REDO.

公開日：2012年 11 月 17 日

「破」でテレビシリーズ・旧劇場版のストーリーから大きく離れた、全く新しいエヴァを展開。前

作から 14年後の世界という設定は、上映直後に Twitter などで出回り「ガセネタ」「嘘バレ」と

勘違いすらされたほどです。

最終興行収入は 52.6億円と発表。かつてはサブカルチャーだったエヴァが 2012年の映画興

行収入ランキングの 4 位を記録するという快挙となります。

スタジオジブリ制作の特撮短編映画『巨神兵東京に現わる 劇場版』と同時上映されたことも話

題を呼びました。

★シン・エヴァンゲリオン劇場版:||
英題：EVANGELION:FINAL

公開日：未定

現在予告されている、新劇場版最後の作品……！

旧劇場版を見たことのない、若い視聴者も増えてきているといいます。おそらく最後のエヴァ

作品になるであろう『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』上映前に、今回のテレビ放送で一度見

直してみてはいかがでしょうか。

【60:3】【IT】ＬＩＮＥ 乗っ取り被害で追加対策 [H26/8/19]
1 ：◆sRJYpneS5Y 2014/08/19(火)22:38:31 ID:???
ＬＩＮＥのサービスを巡っては、利用者であることを示すアカウントが何者かに乗っ取られ、その

友人などが電子マネーを購入させられて、だまし取られる被害が相次いでいます。

このためＬＩＮＥは今週から何者かがパソコンでログインしたり、ログインしようとした場合、利用

者のスマートフォンに警告を通知する新たな対策を始めました。

ＬＩＮＥはこれまでにも利用者に暗証番号の設定を求めるなどの対策を実施していますが、被

害の報告が続いているため、追加の対策をとったとしています。

【68:27】【経済】ＫＦＣが「チキンは国産」と店頭で安全アピール　カーネル像がエプロン姿で
[08/19]
1 ：キラーマシン φ リハビリ中◆FdDsU0B5ivx5 2014/08/19(火)16:47:31 ID:???
★ＫＦＣが「チキンは国産」と店頭で安全アピール　カーネル像がエプロン姿で

産経新聞 2014年 08 月 19 日 16時 17 分

http://news.livedoor.com/lite/article_image_detail/9161715/?img_id=7055982
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　「ケンタッキーフライドチキン」を展開する日本ＫＦＣホールディングスは１９日、店頭の「カー

ネル・サンダース像」を活用し、主力商品のオリジナルチキンが国産鶏であることをアピールす

ると発表した。

　日本マクドナルドでの中国産期限切れ鶏肉問題などを受けて食品・外食業界の食材信頼

性が薄らぐなか、品質の高さと安全性を強調する。

　全１１６５店舗のうち、ショッピングセンター内など像のない店を除く約８５０店で実施。エプロ

ン型の看板をかけ、当日販売するチキンの生産県を示す。

　日本国内のＫＦＣでは、季節商品「レッドホットチキン」の一部で米国産鶏肉を使っているほ

かすべて国産の鶏肉を使っているが、先月の問題発覚後には消費者からの問い合わせも相

次いだ。

　「販売の落ち込みはほとんどなかったが、国産使用が広く知られていなかった」（広報）として、

シンボルであるカーネル像を使ったアピールを決めた。

【41:48】【国際】アナ雪、なぜ日本で人気？米誌　女性の社会進出などと関連付けて分析 
[H26/8/11]
1 ：◆sRJYpneS5Y 2014/08/11(月)20:19:24 ID:???
ディズニーのアニメ映画「アナと雪の女王」が日本で大ヒットしていることを受け、複数の米誌

が「なぜ日本でこんなに人気なのか」という趣旨の記事を掲載、声優の人気のほか、日本女性

の社会進出などと関連付けて取り上げた。

　「アナ雪」は日本国内の興行収入が「千と千尋の神隠し」「タイタニック」に次ぐ歴代３位を記

録。７月半ばに発売されたブルーレイディスクとＤＶＤなどのセットも爆発的な売れ行きを見せ

ている。

　ハリウッドで最も伝統がある映画雑誌「ハリウッド・リポーター」は、アナ雪の日本での人気は

世界でも群を抜いており「アニメとディズニーが好まれる日本での人気は想定していたが、社

会現象ともいえるほどのこのような人気は誰も予測していなかった」とした。

　人気の一因としてヒロインのアナとエルサの日本語吹き替えを神田沙也加さんと松たか子さ

んに担当させたキャスティングを指摘。劇中歌「レット・イット・ゴー」の日本語版「ありのままで」

を歌う松さんらの歌声や歌詞の日本語訳も評価した。

【67:28】【国際】「日本憲兵」を水鉄砲で一斉射撃　8 月 15 日、韓国で異様な反日イベントを

開催[08/18]
1 ：キラーマシン φ リハビリ中◆FdDsU0B5ivx5 2014/08/18(月)19:55:29 ID:???
   日本による朝鮮半島統治からの解放を祝う「光復節」である 2014年 8 月 15 日、韓国・ソウ

ルで異様なイベントが開かれた。

   日本憲兵のコスプレをした男性らを大勢の子どもが取り囲んで水鉄砲で「一斉射撃」する様

子が、韓国メディアで報じられている。

44



■カラフルな水鉄砲を近距離から顔にめがけて発射

   光復節には街中にたくさんの韓国国旗が掲げられ、大統領が記念式典で演説をするなど

各地で行事が行われる。ソウルの西大門刑務所歴史館では、「2014西大門独立民主祭」が

開かれた。韓国の独立運動家が投獄された施設で、官憲による「獄中で行われた悲惨な拷問

と裁判の様子をリアルに再現」しているという。

   そこで実施されたイベント「独立軍対日本巡査　水鉄砲の戦い」を複数の韓国メディアが報

じた。日本の憲兵の恰好をした男性 5 人を小学生ぐらいの子ども 30 人以上が包囲し、水鉄砲

を「一斉射撃」している写真や動画が公開されている。赤や黄、緑などのカラフルな水鉄砲を

近距離から顔にめがけて発射し、男性らは帽子や服がびしょ濡れになっていた。子どもらはそ

の様子を見て歓声をあげていた。

   ソウル新聞によると、「独立と民主、自由と平和の価値を若い世代と共有する」というコンセ

プトで、子どもや若者が参加できるプログラムとして用意した。韓国では参加者が水鉄砲を打

ち合う「ウォーターガンフェスティバル」が人気で、夏には各地で同様の野外イベントが開かれ

ている。

   「ウォーターガンフェスティバル」主催団体は公式フェイスブックに、

「8 月 15 日。光復節の日。多数の独立闘士が投獄され拷問されて殉国した西大門刑務所で

水鉄砲の戦いを行いました。子供独立軍と日本巡査の水鉄砲の戦いは子供独立軍の大勝に

終わりました。歴史と水鉄砲が出会う貴重な機会として記憶されるでしょう」

と報告した。

【78:15】【国際】ギネス認定の「453個のピアスをつけた男性」、ドバイで入国拒否される[08/18]

【90:58】【社会】AV出演を強要される被害続出　 女子大生が続々食い物に[08/16}
1 ：トト◆53THiZ2UOpr5 2014/08/18(月)20:31:49 ID:0ZqvmsxFz
AV出演を強要される被害が続出~ 女子大生が続々食い物になっています。

安易に勧誘にのらず早めに相談を

伊藤 和子 | 弁護士、国際人権NGO ヒューマンライツ・ナウ事務局長

2014年 8 月 16 日 22時 18 分

■好奇心で安易に誘いにのらないで。

　夏休みや春休みなどの時期、駅前などで若い女性をターゲットに、

タレントにならない? グラビアモデルにならない?AV(アダルト・ビ

デオ)女優にならないか? という勧誘が盛んになるようです。

　好奇心で話を聞きに行き、タレント事務所に所属することになり、

契約にあたってその条項に AV も OK等と言う項目がついてくることが

あります。しかし、有名になるために少しだけなら AV も大丈夫、な
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どとサインすると、後々とんでもないことになります。

　やめたくてもやめられず、意に反して AV に出演し続け、ほとんどお

金ももらえない被害が相次いでいます。

　私は 20歳になったばかりの女子大生などがひどい被害にあっている

事案の相談にのってきました。しかし、弁護士まで辿り着くのはご

く一握り、かなり多くの若い女性が被害にあっているのではないか

と思っています。

　AV出演自体を恥じ入り、誰にも相談できないで泣き寝入りする人が

多いことは想像に難くありません。

　自分で積極的にそういうことがしたい、という方は止めませんが、

思わぬ被害にあっている方が多いことを考えると、まず、好奇心か

ら軽い気持ちで勧誘に応じたりしないでほしいと是非言いたいです

。

■　AV タレント契約の実態

　もちろん、自由意思で AV女優になっている人たちもいるかとは思

います。

　しかし、以下に紹介するのは、私が被害者の女性たちの話からみ

た、AV タレント契約の実態です。

　女の子たちのスカウトは未成年の頃から行われ、親に内緒でタレ

ント事務所と契約を締結することになります。

「タレント契約」「営業委託契約」などと書かれたその契約書をみ

ると、内容はとてもアバウトでアンフェアです

【6:16】【国際】日本が国際社会から「性奴隷国家」の屈辱を浴びせられた原点…朝日新聞が

報じた「慰安婦狩り」証言が根拠に[08/18]
1 ：キラーマシン φ リハビリ中◆FdDsU0B5ivx5 2014/08/18(月)19:14:17 ID:???
★日本が国際社会から「性奴隷国家」の屈辱を浴びせられた原点

NEWSポストセブン 2014年 08 月 18 日 16時 00 分

　現在、日本が国際社会から「性奴隷国家」という屈辱的な批判を浴びせられているのは、朝

日新聞が報じた「慰安婦狩り」の生々しい証言が根拠になっている。まず次の文章を読んでい

ただきたい。

〈韓国・朝鮮人の従軍慰安婦の徴用のやり方は、私たち実行者が 10 人から 15 人、山口県か

ら朝鮮半島に出張し、その道（どう）の警察部を中心にして総督府の警察官 50 人か 100 人を

動員します。そして警察官の護送トラックを 5台から 10台準備して、計画通りに村を包囲し、

突然、若い女性を全部道路に追い出し、包囲します。

　そして従軍慰安婦として使えそうな若い女性を強制的に、というか事実は、皆、木剣を持っ

ていましたから殴る蹴るの暴力によってトラックに詰め込み、村中がパニックになっている中を、

1 つの村から 3 人、5 人、あるいは 10 人と連行していきます〉（1991年 5 月 22 日付）
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　証言したのは吉田清治氏（故人）。第 2次大戦末期、軍需工場などの労働者の徴用にあ

たったと自称する人物で、朝日はこの証言を〈従軍慰安婦　加害者側の証言〉という見出しで

報じ、その後も吉田氏について記事化を続けた。

　証言が事実とすれば、間違いなく国家による慰安婦の強制連行は“あった”ことになる。しか

し、証言は完全なでっちあげだった。

　吉田証言についてはこれまで複数の研究者が実地検証して事実ではないことを指摘し、吉

田氏自身も後に「フィクションだった」と認めたが、火付け役の朝日新聞は 20年以上にわたっ

て頬被りを続けてきた。

　それがとうとう 8 月 5 日付朝刊で〈慰安婦問題　どう伝えたか〉と題する検証記事を組み、吉

田証言について〈虚偽だと判断し、記事を取り消します。当時、虚偽の証言を見抜けませんで

した〉と全面撤回したのである。

【68:9】【朝日デジタル】ラットの神経細胞で「人工脳」作成に成功　米研究チーム［H26/8/18］
1 ：6564億円◆o8vqQW81IE 2014/08/18(月)10:30:16 ID:6DxvACvbk
　神経細胞を特殊な物質で培養して、原始的な「脳」を人工的に作ることに米マサチューセッ

ツ州のタフツ大の研究チームがラットの実験で成功した。

おおまかな構造が脳と似ており、衝撃を与えると実際の脳と同じように反応し、化学物質と電

気信号を発する。

脳の働きを解明するのに役立つという。チームは、この成果を生かして人間の細胞を使った

人工脳作りも進めている。

　人間の大脳は、糸状の神経線維が集まった「白質」の表面を、神経細胞が集まった「灰白

質」が覆う二重構造をしている。

　同大のデビッド・カプラン教授らは、絹でできたスポンジ状の物質にラットの神経細胞を含ま

せて培養すると、

神経細胞がこの物質を足場にして成長することを発見。

足場をドーナツの形状にして培養すると、ドーナツ部は灰白質、中央部は白質に分かれ、脳

のような立体構造になった。
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【52:133】フリゲ（ADV）の作り方教えてください！

1 ：名無しさん＠おーぷん 2014/08/12(火)11:59:03 ID:OweyfY4q2
まずはシナリオからですよね！

どうやって作っていくのでしょうか？

プロットはどういうことを書くのかなど、作ったことある人教えてください！！

フリゲ（ADV）の作り方教えてください！

1 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/12(火)11:59:03 ID:OweyfY4q2
まずはシナリオからですよね！

どうやって作っていくのでしょうか？

プロットはどういうことを書くのかなど、作ったことある人教えてください！！

7 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/12(火)12:05:24 ID:j1ZTPR8NA
ゲームブックから作ってみたら？

「ジューゴの木の下で」という、

ゲームブック作成共有サイトがある。

他の人が作ったのを見ながら自分の作りたい話の分岐なんかを弄りながら考えるとか。

31 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/13(水)18:19:15 ID:fXll7KMzD
出だしがつまらないというのは、描きはじめのシーンがよくないからなのかもしれない

学校帰りなんてよほど上手い人じゃないと面白く書けないっぽいです

しかも一人だし

面白くするには友達と話しながら帰るシーンにした方がいいということですね

42 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/14(木)02:12:27 ID:7C7Qnx3S2
あ、いいのかってことか！

>>39
吉里吉里がオススメですよ

今ってほとんどこのツールで作られてる気がします

ただちょっと難しいですねー、私はよくわかりませんでした

49 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/14(木)02:34:58 ID:xL1bZR3pY
そんなん適当でええやん

最悪背景真っ黒でええやん

モチベとかなんとかゴチャゴチャ抜かさず楽しく作りゃいいんじゃねーの
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131 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/21(木)21:08:01 ID:W1Xtg8HzM
こんばんは

LiveMaker というツールで作ろうと思っています

Nscripter で作りたかったのですが、やり方を調べているのが時間がかかりそうなので使ったこ

とのある LM にしました

完成まで時間がかかりそうですね

合作で作ったときは 1 日くらいでできたのですが、1 人でやるとなると時間がかかってしまいま

した

あのプロットで何分くらいのシナリオになのでしょうね、人によるとも思いますがわかりません

【4:6】協調性は大事なのに

1 ：名無しさん＠おーぷん 2014/08/22(金)17:33:33 ID:z3Z5qpZwX
どこも最終的に派閥争い始めるよね

6 ：激寒暇おじさん◆8MaB/uMW8s ：2014/08/22(金)17:38:46 ID:zrvZXLSkI
争いから生まれる成長もはかりしれない

色んな種類の本を読みたい。

1 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)16:29:21 ID:0fmYBhm0x
最近は海外の有名な小説ばっか読んでる。

小説ばっか読んでいても仕方ないし、（面白いんだけど）偏りがあるのが損な気がする。

国内の小説とか、小説以外の作品とか、皆のおすすめがあったら教えて。

ちょっとした感想も添えてもらえたらすごく嬉しい。

【13:48】人類に不要な生物全滅させたらどうなるの

1 ：名無しさん＠おーぷん 2014/08/22(金)17:07:14 ID:pcknUvWQM
何か問題起こるの？

草食動物減らして森林増やしたほうが良い気がするんだけど。

やっぱりバランスが崩れるのかな。

12 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)17:12:05 ID:kQL45GV69
>>9
ゴキブリ消えると生態系で言うところの分解者が 1種なくなる。

最も身近で生命力たくましいゴキブリは優秀な分解者なので絶滅させると影響は少なくないと

思われる
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13 ：多重人格サイコパス Я IVkjlZvei2 ◆ ：2014/08/22(金)17:12:09 ID:58GjmJgzJ
>>7
蚊を遺伝子操作で 9割雄にする技術はある。

(6世代以内にほぼ全滅するとか)
が、生態系への影響を懸念して使用してない。

つい最近の発表だったはず。

16 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)17:14:16 ID:RlsRqvhWo
蚊は普通に小動物の豊富な餌になってるかね

18 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)17:14:34 ID:AGlSPYeHR
例えば、小規模であれば調整された生態系を作ることは今でもできるじゃない。

閉鎖された空間の中で数種類の生き物を飼って食物や酸素を作らせたりとか。

それを単純に地球全土に拡大したらどうなるんだろうか、と思ったのよね。

30 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)17:25:36 ID:b0II8faHj
どうなるかわからないほど複雑だからあまりいじらないほうがいい

35 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)17:28:21 ID:bymzumvYZ
>>31
余剰の生命を飼う余地がなくなれば、自然淘汰で弱いものから勝手に絶滅する

別に人類が意図的に絶滅させる必要なんてないよ

37 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)17:29:06 ID:YGVVZCBHx
>>26
普通に食物連鎖でしょ

世界最多の哺乳類である翼手目（コウモリ）の主食糧である蚊を絶滅させたら

世界中で生態系トップの鳥類が軒並み絶滅しそうだ

>>27
生物において足し算と引き算は別物だからね

食物連鎖を「ピラミッド」とはよく言ったもので

下から積み上げる建物だが、下から解体する事はできない

地球で「引き算」を実行するより、火星で「足し算」をやったほうがいい

41 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)17:33:21 ID:nKTc2eOxt
少なくとも蚊の幼虫はかなり魚の餌になってるだろうし

生態系は大きく崩れそうだね

45 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)17:38:02 ID:nKTc2eOxt
蚊の幼虫がいなくなる→蚊しか食べれない弱い魚がいなくなる→

弱い魚しか食べれない魚がいなくなる→ウナギがいなくなる

あくまで可能性
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47 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)17:39:29 ID:kQL45GV69
遺伝子プールなんてヒトゲノムの解析がとっくに終了してる現代では人類だけを考えた場合あ

んまり気にする必要ないし

化学物質の生成に微生物使うにしても人工的に単純な生命体（生命の条件を満たす化合

物）を作れる現代なら　そう遠くない未来に

効率的なバイオツールを生み出せるでしょ

【29:26】会社辞めたいんだが

1 ：名無しさん＠おーぷん 2014/08/22(金)17:19:59 ID:xx3KhfgNT
マジで辞めたい

今日初めて休んじまったよｗｗｗｗ

まず辞めたい理由だが

給料、ボーナス、休みが明らかに求人票と違う

給料は日給月給で手取りが平均 8～9 万

求人票には 16 万～だった

ボーナスは皆勤の人で 3 万、それ以外は固定で 2 万

求人票には給料の 2 ヶ月分と書いてあった

休みは週休２日制と書いてあったが実際は日曜のみ

これ詐欺だろｗｗｗｗ

もうやってらんねえｗｗｗｗ

あ

【40:9】スピリチュアルについて語るスレ

1 ：名無しさん＠おーぷん 2014/08/22(金)17:33:41 ID:n6GBbjLGi
スピリチュアルについて語るスレです

みんなで語り合いましょう

3 ：ギギギアル◆E9dq7A26gU ：2014/08/22(金)17:34:58 ID:DaN8MTlDl
>>1 の悪魔払いを担当したエクソシストです。

>>1 がこのようなスレを立ててしまい、

大変ご迷惑をおかけいたしました。

もしこのスレを読んで気分を害された方が

おりましたら心からお詫び申しあげます。

彼は普段は虫一匹殺せないような優しい性格の持ち主でした。

そんな彼でしたが、ある日好奇心からこっくりさんをして

遊んでいました。彼にとってはほんの遊びだったのかもしれませんが、

その好奇心が彼の運命を変えてしまいました。

なんと彼は悪魔に取り憑かれてしまったのです。
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その後、彼は変わってしまいました。

奇声をあげながら大小便を垂れ流し、突如自分の体を傷つけ始めたりしました。

それが終わると疲れたように部屋のパソコンに向かい、掲示板荒らしに

いそしむ毎日でした。それを見かねた両親が私のところに悪魔払いを

依頼してきたというわけであります。

私が彼のもとに駆けつけたとき彼は見るも無残な状況でした。

全身は傷だらけで、悪臭がただよい、小声で｢マンセー、マンセー｣

とつぶやいていました。それを見て私は早速悪魔払いの呪文を唱えながら

聖水を彼に振り掛けました。普通の悪魔ならこの時点で退散するのですが、

この悪魔はしぶとく、最後は呪文を唱えるというよりも怒鳴りつけるといった

ような感じでした。苦労の末、ついに悪魔は彼の体から消え去ったのです。

その後、彼の家庭には今までどうりの平和な生活が戻りました。

もう奇行に及ぶこともこのようなスレを立てることも無いはずです。

老婆心ながら、この文章を読んだ方は決してこっくりさんの類に手を

【75:38】正論を求めてる教えてくれ

1 ：名無しさん＠おーぷん 2014/08/22(金)16:17:00 ID:JrxlMSI2B
俺な、学校で良くドロップキックされるだ、前までやられたこともない

しかもそいつらと関係もない、それなのにいきなりドロップキックされた

先生は見てたけど、いきなりどっか行った、

次は授業中のこと

俺らの学年は学校の三階、授業中でねいきなり、窓から落ちろって言われた

しかも日に日に強くなって、最終的に優等生まで落ちろと言ってくるしまつ

これ、先生は何も言わないんだよ？

どーしよ助けて

4 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)16:18:33 ID:5igKfgG5p
録音して教育委員会に送りつけろ

8 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)16:18:56 ID:tA2oAz9jj
>>1
普通に担任と親に相談

日記つけろ

日記はボールペンでその日のニュースとか書いてると尚良し

13 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)16:20:50 ID:kC8nqBwdv
>>10
携帯にボイスレコーダー機能付いてない？
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17 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)16:21:52 ID:5igKfgG5p
>>10
お前携帯持ってるだろ？

教室入る前に録音開始しろ usb に移して郵送しろ

18 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)16:22:42 ID:JrxlMSI2B
>>14
それがな

殴られる→殴る→先生来る→俺が悪くなる

学校ってなに？

30 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)16:28:49 ID:cqz9kldFC
校長に直訴しろ

36 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)17:17:03 ID:ysYwefUQH
原因追求して>>1 の悪いとこが判明したとして、それを治したら虐めてこないと思う？

残念だけどそれはない

直してほしかったら最初から>>1 の直して欲しいところを直に言ってると思う

そうしないで暴力を奮うのはもう虐める行為を楽しんでいる段階

虐められる原因追求とか穏便に解決しようなんて都合よくはいかないよ

割りとマジで日記付けて来るべき日に備えた方がいい

天使について教え合おう

1 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)16:55:02 ID:n6GBbjLGi
天使について教える

初めに俺が教えるのは天使には翼がないってことだ

天使はみんながよく知るような格好ではなく普通に生きている

そのなかで世界を良くしようと頑張っているのがアースエンジェルだ

天使っていうのは人間を守り諭して導く存在だ

どんなことでも癒してくれる存在

男でも女でもあるけど中性でもある

5 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)16:59:02 ID:n6GBbjLGi
すまん　抜けてた

アースエンジェルっていうのは地球の天使で

その中の天使が地球に降りてきて地球を良くしようと頑張っている人間のことな

特別にライトワーカーについて教えると

物事に常に感謝したりボランティアしたり落ちたゴミを拾ったり老人を助けたりだとか

そういうこまめに地球を綺麗にしている人達のことをいう
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6 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)17:01:25 ID:n6GBbjLGi
天使っていうのは身近にいるぞ

だからといって呼び寄せたりしちゃ絶対にダメだぞ

みんなの身近にいるからそれに感謝すればいい　ただそれだけで

心の持ちようが一気に変わるぞ

何かを支えとして生きるっていうのは素晴らしく楽でもあり難しくもあるが

人間とかだと限界があるから神を信じる心っていうのは重要になってくるぞ

7 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)17:05:48 ID:n6GBbjLGi
天使が言うにはちょっとした行いで人生が変わって気持ちが切り替わるって言ってるから

息抜きしたかったり部屋を綺麗に片付けたいと思ったら今すぐやってみるといいよ

たまには空き缶拾いや道端のタバコ拾いも勧めとく

そうした行いの一つ一つで人生が変わるし世界も変わるよ

8 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)17:06:58 ID:fdD2vARn6
天使は言語の中でイメージとしてだけ活動してるやつもいるからなあ

9 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)17:08:40 ID:n6GBbjLGi
天使っていうのは 2種類いて

翼生えている天使と生えてない天使がいる

翼生えてる天使については俺は知らないし関与してないけど

生えてない天使のほうは俺のことを常に見守っている

色は白くてすごくきれいだった

10 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)17:11:21 ID:n6GBbjLGi
>>8
天使っていうのは普通表には現れない裏方を頑張っているんです

なので言語としてでも気持ちが楽になるなら天使が励ましてくれると思えばそれで

いいんです

天使や神を強く信じれば心持ちが楽になるのは本当ですよ

信じるものは救われるというのは真の言葉です

12 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)17:16:46 ID:n6GBbjLGi
会社や大事な場面でうまくいかないときは何かに縋ろうとします

とてもきつくて緊張したり誰にも頼られず孤独な時に天使は人間を支えているんです

人間はそれに気づいたり気づかなかったりしますが気づいてみるべきです

それがスピリットといいます

神や天使と通ずる神聖な部分に頼ってみましょう
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13 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)17:20:35 ID:n6GBbjLGi
天使はあなたを頼っています

それはあなた自身が一番よく知っていることで

あなたが動かない限り世界は変わらないんです

一人が動かない限りみんなは変わりません

世界を変えるにはひとりひとりのちからが必要なんです

14 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)17:22:47 ID:n6GBbjLGi
どうしても心が折れそうな時神に頼ってみましょう

みんな見ています　みんな見守っています

みんなが立ち上がり世界を綺麗にしなくてはいけません

16 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)17:49:05 ID:n6GBbjLGi
天使が言うには他人にどう見られるかより自分がどう見るかを考えたほうがいいそうです

それは自分自身のコンプレックスや依存を解消するとともに新しい展開が待っているからです

毎日祈り感謝して見てください　きっと世界が変わるでしょう

人間は神に感謝し祈り捧げ食べるべきです

困難な時でも自分自身で打ち勝つのではなく神とともに戦いながら勝つべきです

17 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)17:53:21 ID:n6GBbjLGi
人間は絶望すると精神的に苦しく何者も寄せ付けなくなります

その時天使や神はいつでも見守っているのです

そこに気づいてください

天使とはいつでも身近にそばにいてあなたを見守っているのです

それが天使なのです

感謝すべきなのは天使や神や支えとする人

そしてそれに気づいた自分自身なのです　そこに気づいてください

19 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)18:01:01 ID:n6GBbjLGi
私も苦しく辛い時もあります

それでも天使や神に励まされ頑張っています

自分一人で信念を保つのはきっと難しいことなんです

天使は毎日あなたを癒しています

布団や芝生、森の中であなたを見守っている人のことを考えてみてください

家族、友達、恋人、親戚、いっぱいいますよ

そして大自然に佇む精霊や天使

世界はぐっと広いです　感謝してください
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人間が自然を汚すのはあまりにも精霊にとっては苦しく辛いのです

だからそのことを人間はわかってください

20 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)18:04:07 ID:n6GBbjLGi
天使や神はあなたが必要とすればいつでも駆けつけてくれるのです

それをあなたはわからないだけで実は裏で手を回しているのです

神や天使が常にそばにいることをわかってあげてください

天使があなたを深く愛し見守っていることに気づいてあげてください
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宇宙
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宇宙マスターの俺が何でも教えてやるスレ

1 ：名無しさん ：2012/06/21(木)02:45:41 ID:4B9jr3CZZ
宇宙に関する質問ならいくらでもするがよい

3 ：名無しさん ：2012/07/03(火)07:17:36 ID:4/zy+yFcG
200億年前はどうなってたのですか

4 ：名無しさん ：2012/07/03(火)10:49:32 ID:87/QSRKEv
宇宙は膨らんでるってホントは嘘なんだろ？

8 ：名無しさん ：2012/07/08(日)21:14:03 ID:4Ogwm8v0a
>>3
何もなかったとしか言えねえ。137億年前より前のことを考えても無駄。

>>4
ホントだよ。

16 ：名無しさん ：2012/08/16(木)01:26:54 ID:Xj0mpATud
本家で規制に巻き込まれたから帰ってきました。

エネルギーとはある物質などが潜在的に持っている、

自分以外にどれだけの仕事ができるかを表す概念です。

ある仕事をすれば同じ量のエネルギーを消費する。

つまり「エネルギー＝仕事」です。

物理学における「仕事」がなんなのかあやふやな人は調べてみましょう。

24 ：名無しさん ：2012/08/20(月)03:20:13 ID:jzSXYg7+E
>>22
太陽は燃えていると言っても化学的な『燃焼』とは違って、核融合によって発光している。

現在太陽の核融合に使われているのは水素。

>>23
核融合して鉄になる元素より軽い元素が大量にあれば恒星になるかもね。すぐに活動終わる

だろうけど。

重い金属しかなかったら核融合が起こらないからある程度の質量が集まれば

超新星爆発起こして中性子星やブラックホールになる。

30 ：名無しさん ：2012/09/25(火)21:37:43 ID:3NXsOnWb8
宇宙はなんで広がってんの？答えて。

31 ：名無しさん ：2012/11/24(土)02:00:25 ID:Yor8fxJ+P
空間にはなぜか広がろうとする性質があるから
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【ビッグバン？】結局宇宙の始まりってなんだったの【神様？】

※ID非表示スレ

1 ：名無しさん ：2014/04/05(土)02:55:34 ID:???
中学生時代の先生の説明じゃ、この世界は膨らみ続ける「風船」の中みたいな物なんだとか。

・「風船」の外側ってどうなってるの？

・「風船」が破けて破裂するのと同じく、宇宙空間もあまりに広がりすぎると破裂したりしない？

・ビッグバンの起こる前は、宇宙ってどんな感じだったの？

・なんでビッグバンは起こったの？

色々教えてください

6 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/13(火)17:35:50 ID:???
宇宙は観測によるとドンドン加速しながら広がってるらしいよ

遠い将来風船は破けないけど広がり続けて宇宙は希薄で冷たい空間になっちゃうんだって

ビッグチルとか宇宙の熱的死とかいうらしい

7 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/13(火)18:42:34 ID:???
そもそも宇宙の形が分かっていないというのがある。

宇宙の全方向から同じ周波数で電波か来ているよ（3K背景放射）、宇宙は広いから熱的偏り

があるはずなのになんで？

遠くの銀河がものすごい速度で遠ざかっているから宇宙が広がっているっぽい？

実は宇宙の始まりは一点で背景放射はそれが宇宙の膨張によって引き伸ばされたものなん

じゃね?
っていう考えから出てきたのがある一点から宇宙が始まったというビッグバン理論なわけよ。

まず膨らみ続ける風船というのは「観測可能な宇宙」か「加速膨張する宇宙」のことを指してい

ると思う。

まず宇宙というのは遠くに行けばいくほど昔の姿を見ることになる。つまりビックバンが起きた

瞬間が宇宙の端、「観測可能な宇宙」の地平面（風船のゴムの面）となる。

この観測可能の宇宙の地平面の外側の時間はマイナスの時間となり宇宙が存在する前のこと

を指しそれをわれわれが知る手段はない。タイムマシンでもない限りね。

宇宙が広がりすぎて破裂することはない。なぜならその風船の素材は光でできており光が壊

れることはないからだ。

だがそれは宇宙が膨張し続けるという前提に成り立っており、もし宇宙がしぼむようなことが

あった場合は話は別。

宇宙がしぼむというとイメージが湧かないかもしれない。簡単に言えば宇宙のすべての星がお

互いの重力に引っ張られて一点に集まること。

空間（観測可能な宇宙）的には広がり続けるが中身の星自体が無限遠まで働く重力で再集合

して宇宙が閉じるって考えだね。ビッグクランチというんだけど。

あとこのまま宇宙が広がり続けた場合。膨大な時間がたち星は燃え尽き、ブラックホールは放

射で蒸発、宇宙が熱的に平坦になると考えられている。上下左右四方八方を見てもどれも同
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じく真っ暗で差がない状態になり、どんな現象も起きなくなってしまうのが熱的死。

このビッグクランチと熱的死が宇宙の終焉と考えられているよ。

ビッグバンが起きる前をわれわれが知る手段はないよ。

ビッグバンは実はビッグクランチで前文明が存在したかもしれないし、本当に無だったかもし

れない。

ビッグバンが起きた理由は不明。真空の揺らぎとかいろいろあるけど、既存の物理法則が使え

ない+観測不可能なため難航している。

新しい素粒子の発見や素粒子の精製崩壊プロセスの解明などが進まないとどうしようもない。

素人だから間違っていることも多いかもしれないけどおおむねこんな感じだと思うよ。

9 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/20(火)04:06:49 ID:???
宇宙の果ては光速より速く膨張してるらしいけど

光速度一定の法則に抵触しないらしい

不思議だす

11 ：かみなり ：2014/06/19(木)09:49:14 ID:???
宇宙空間は無限で我々の宇宙はほんの点に過ぎない

12 ：：名無しさん＠おーぷん ：2014/06/21(土)07:33:52 ID:???
宇宙は広い。広いからこそ 1兆分の 1 の確率でしか起こらないようなことも起こる

13 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/06/28(土)09:01:29 ID:???
ヤバイ。宇宙ヤバイ。まじでヤバイよ、マジヤバイ。

宇宙ヤバイ。

まず広い。もう広いなんてもんじゃない。超広い。

広いとかっても

「東京ドーム 20個ぶんくらい？」

とか、もう、そういうレベルじゃない。

何しろ無限。スゲェ！なんか単位とか無いの。何坪とか何㌶とかを超越してる。無限だし超広

い。

しかも膨張してるらしい。ヤバイよ、膨張だよ。

だって普通は地球とか膨張しないじゃん。だって自分の部屋の廊下がだんだん伸びてったら

困るじゃん。トイレとか超遠いとか困るっしょ。

通学路が伸びて、一年のときは徒歩 10 分だったのに、三年のときは自転車で二時間とか泣

くっしょ。

だから地球とか膨張しない。話のわかるヤツだ。

けど宇宙はヤバイ。そんなの気にしない。膨張しまくり。最も遠くから到達する光とか観測して

もよくわかんないくらい遠い。ヤバすぎ。

無限っていたけど、もしかしたら有限かもしんない。でも有限って事にすると

「じゃあ、宇宙の端の外側ってナニよ？」

って事になるし、それは誰もわからない。ヤバイ。誰にも分からないなんて凄すぎる。

61



あと超寒い。約 1ケルビン。摂氏で言うと－272℃。ヤバイ。寒すぎ。バナナで釘打つ暇もなく

死ぬ。怖い。

それに超何も無い。超ガラガラ。それに超のんびり。億年とか平気で出てくる。億年て。小学

生でも言わねぇよ、最近。

なんつっても宇宙は馬力が凄い。無限とか平気だし。

うちらなんて無限とかたかだか積分計算で出てきただけで上手く扱えないから有限にしたり、f
と置いてみたり、演算子使ったりするのに、

宇宙は全然平気。無限を無限のまま扱ってる。凄い。ヤバイ。

とにかく貴様ら、宇宙のヤバさをもっと知るべきだと思います。

そんなヤバイ宇宙に出て行ったハッブルとか超偉い。もっとがんばれ。超がんばれ。

18 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/24(木)15:59:01 ID:???
宇宙の大きさを仮に、縦、横、高さ、各方向とも、一辺の長さが 60 万 km だとする。

すると、この立方体には、立体座標の原点を定める事が出来る。この原点からだと、xyz軸の

どの直角座標の方向でも、光は約、1秒で宇宙の果てに到達する。

この有限宇宙の内圧(エネルギー量/容積)を測定する場合、その測定行為にまつわる物理法

則は座標系=有限宇宙全ての位置に於いて、共通である。内圧(エネルギー/容積)の測定対

象である個々の物質は物質の運動の有り様、すなわち、四態(固体、液体、気体、プラズマ)に
よって、最小(固体)→最大(プラズマ)の値をとる。すなわち、閉じられた有限の宇宙の総内圧=
総エネルギー/容積は、刻々、変化している。ここで、光はこの宇宙の果てから果ての到達に 2
秒(宇宙立方体の辺に平行した場合)かかる。しかし、総エネルギー/容積の変化の物理情報

は座標系のどの位置にも瞬間に伝わる。すなわち、光より早い情報伝達が行われている。

そうでなければ、宇宙に於ける物理法則の共通と言う自然科学の前提は成り立たない。何故

なら、実証=証明実験ショーこそが自然科学に於ては諸々の定理の裏書きであるが、その法

則の有効性に関して、光の到達時間と言う制約で縛りをかけるのは、人間の観念を延長(累進
的拡大)させる営み(思惟や思辯を通じて理解に到達しようとする行為)に実態宇宙(エマニュ

エル・カントの言う「物自体」)を従わせようと言う企図に等しいからだ。この事は、有限の宇宙モ

デルを更に小さな各辺 60km の立方体を想定すれば、尚、分かり易い。微小世界でも、光は

距離に応じ、到達に瞬間ではなく、10 のマイナス 12乗秒なり、マイナス 13乗秒の時間を要

するが、宇宙の物理法則は等時性を維持しているからだ。

故に、アインシュタインの光より早い情報伝達は存在しない、との命題は自然科学のア・プリオ

リな前提、宇宙の全ての地点に於ける、等時性によって、否定されるのである。

定常宇宙論

1 ：名無しさん ：2014/03/06(木)08:37:22 ID:cXAO3TAIJ
欠陥だらけのビッグバン宇宙論はさっさと廃棄
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8 ：ロケット ：2014/03/18(火)22:55:40 ID:Bu1cXaVUJ
１ 宇宙のでき方の特例ビッグバンは、一瞬で、無から今ある全宇宙の物質や光やエネルギー

を作り出した。

ア 「物質普遍の原理」 「エネルギー普遍の原理」との矛盾 「物質普遍の原理」というのが普通

の宇宙にはあります。無から物質はできない し、物質は消滅して、無にならないという法則で

す。｢エネルギー普遍の原理」というのもあって、エネルギーは決して増えも減りもしないという

理論です。これらは、現実の現象から見つけ出された法則です。 無から全宇宙の物質とエネ

ルギーが突然できたというビッグバンは、この法則と相反しています。しかし、真の真空や、偽

の真空というのを持ち出して、無からこの宇宙ができることを論理的に説明しています。無から

有がありということです。 準定常宇宙論では、宇宙は、現在でも、１立方メートルにつき、１００

億年に１個くらいの割合で陽子が無から生まれている、といっていま す。しかし、ビッグバン宇

宙論者は、｢物質普遍の原理」から、何もないところから、陽子が生まれるわけはないと否 定し

ています。もちろん、 ビッグバン宇宙のように、最初の瞬間になら、無から有がありでも、準定

常宇

宙のように、少しずついつまでもできるのはだめだという根拠は現在のところ提出されていま

せん。一度できたのなら、もう 一度できても不思議ではないような気がします。

9 ：ロケット ：2014/03/18(火)22:56:36 ID:Bu1cXaVUJ
イ 地球はポンと出るか 

ビッグバンの始まりでは、 全宇宙の物質が一瞬でできています。手品師が、虎を１頭出すの

でも、数十秒はかかります。人が都庁を作るのでも 何年もかかります。地球を形作るのも何千

万年もかかります。宇宙は、地球の１兆の１兆倍ではきかないくらいの物質があります。それが

一瞬でできたというのです。 都庁は、複雑だから作るのが難しい、最初の物質は素粒子だか

ら、構造がないので簡単だというのは大きな間違いです。人は都庁どころか、複雑なジャンボ

ジェット機などを作って、飛ばします。そのうち、巨大なロケットを作って惑星間旅行をするで

しょう。 しかし、その時代になっても、無から素粒子にしろ、陽子にしろ、一つも作り出すことは

できないでしょう。後１万年後でも、１００万年後でもそうです。無から、目に見えない小さな陽

子１個を作ることの方が、おおきな都庁を作るよりはるかに困難なことなのです。人間の感覚

は、都庁とか、ジャンボジェット機とかは判断できても、無から何かを作るということは判断でき

ないから、簡単に思うだけなのです。事実を正確には認識していないのです。 星が、地球を１

００万個集 めたくらいの体積を持っていると、知識では知っていても、感覚はやはり星はきら

めく点でしかありません。地動説は知っていても、太陽はやはり、東から昇って、西に沈みます。

感覚的に判断できる枠を超えたものは、正確には判断できないのです。 だから、富士山がポ

ンとできた、と言ったって誰も信じないけれど、宇宙全体がポンと出たということは信じるのです。

１００億年に１立方メートルに陽子１個を出すのは理論に反するという科学者が、一瞬で、全宇

宙の陽子が出現したと主張しているのです。
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10 ：ロケット ：2014/03/18(火)22:57:11 ID:Bu1cXaVUJ
２ インフレーションという特例 

ア インフレーションの速度１ 

宇宙は最初超光速で広がったというのが今のビッグバン理論です。 相対性理論では、光速よ

り速いものはないといっています。ビッグバン宇宙論者もそういっています。光より早く情報を

伝えるものはないか ら、宇宙がどこも均一であるためにはインフレーションがいるといっていま

す。インフレーション理論の出発点です。だから、宇宙は生まれた とたんに光の何兆倍ものス

ピードで広がったというのです。とても変な話です。光より速く情報を伝えることはできない。そ

れだとこの宇宙が 均一であるという観測結果と相容れない。したがって、宇宙はその始まりに、

光の何兆倍もの速さで広がったというのです。まるっきりの矛盾です。 たとえば、こんなことで 

す、電話では遅くて間に合わないから、超光速電車で伝えてくるというようなことです。 この場

合も現在の宇宙の物理法則とは相容れません。現在、光速より少し速く飛ぶ電 子は観測され

ています(空気中や、水中で光が速度を落としたとき電子が光を追い越す現象）が、光をはる

かに超える速度の物質は見つかっておりません。やはり特例です。

11 ：ロケット ：2014/03/18(火)22:57:47 ID:Bu1cXaVUJ
イ インフレーションの速度 ２ 

インフレーションは光の何兆倍もの速度で広がったというのですが。これが１秒より短い間で起

こったといいます。 車だと、時速１００キロに 速度を上げるのに、何秒もかかります。ブレーキ

をかけて止まるのにもやはり何秒かかかります。 スペースシャトルだって、 あれだけの馬力が

あっても、 最初はゆっくり飛び上がっていきます。帰還するときも、 速度を落とすのにかなり時

間がかかっています。 野球のピッチャーは、１秒の何分の１かで、ボールを時速１３０キロほど

にすることができます。銃は一瞬で弾を音速を超える速度にできます。これは小さいから可能

なのです。大きくなればなるほど、加速度を大きくするのは大変です。 連星というのがあります。

 ２個以上の星が近くをぐるぐる回りあっている状態をいいます。この連星の片方が超新星にな

ることがあります。超新星はとても大きい爆発だそうです。銀河に匹敵するくらいの光を出すの

が観測されています。それくらいの大きな爆発でも、連星になっている隣の星を吹き飛ばすこ

とができないのです。ブラックホールになっているだろうといわれている白鳥座の連星でさえも、

相棒を吹き飛ばすことはできずに、連星のまま回りあっているそうです。ブラックホールができ

るくらいおおきな爆発でも動かすことはできないのです。星ほど大きな質量を持つと、その速

度を変えるのは、至難の業なのです。

ところが、インフレーションビッグバンではいとも簡単にこれを成し遂げるのです。 一瞬で、秒

速３０万キロの１億倍とか一兆倍とかに速度を 上げます。そして次の瞬間この速度を普通の速

度に落とします。速度０から超超光速度に加速し、それを普通の速度まで落とすのに１秒とか

からないのです。 しかも、この加速されているものが全宇宙の星と物質と 光とエネルギーなの

です。 宇宙には星が、数え切れないくらいあります。それを、 一瞬で光速の数兆倍まで加速 

し、次の瞬間に停止に近くま で減速させたのです。今の物理の法則では不可能なことです。

そのときはまだ星はなかったなどというのは素人の考えです。全ての物質がビッ グバンででき、

広がったというのですから、物質はできています。それが星の形であろうが霧の形であろうが、

他のどんな粒子であろうが質量は変わりません。現在知られている加速度の原理は形ではな

く質量が問題なのです。 これもビッグバンのときだけの特例物理法則です。
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15 ：みつお ：2014/03/27(木)12:02:42 ID:uwMha42mV
定常理論を支持する学者の意見として「宇宙の大規模構造はビッグバン理論による宇宙の年

齢では短すぎて不可能」「近接している天体の赤方偏移の値が違うケースが有る」などビッグ

バンへの疑義があります。

【20:1】そろそろ本気の大量絶滅くるよね

1 ：ms 2014/06/13(金)10:43:26 ID:3Jn9HCOQ4
太陽系が銀河系を 1周するのに、約 2～2.5億年。そんな周期でとある地点を地球が通過す

る。

最初に通ったのは、オルドビス紀末(4億 4400年前)で全生物の約 82%が死滅。次に通った

のは、ペルム紀末(2億 5100年前)で、全生物の 95%が死滅。そして白亜紀末から現代にか

けてその地点を通過中。

そこは、小惑星が飛び交う場所なのか、ガンマ線バーストが直撃する場所なのか…

という説はどう？
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科学ニュース＋

66



【2:2】【研究】究極の孤独状態が人を狂わすのはなぜなのか？ [08/15]
1 ：ベンゼン環◆GheyyebuCY 2014/08/23(土)11:35:59 ID:uC7K3fYrI
常に孤独でいることは、人間にとっては、肥満や喫煙と同じくら

い不健康なのだという。

このたびイギリスの BBC は、長期間の孤独を経験した人にどのよう

な現象が起こったのかを公開した。

極限の孤独状態では、精神にも影響を及ぼしたという。時間感覚

の喪失をはじめ、幻覚、幻聴、触覚の異変なども見られたとし、

あまりにも危険なため実験は中止になったという。

この理由について生物学者は、人間は集団生活で感情を進化させ

たため、恐れや不安などを誰にも助けて貰えないと自我が崩壊し、

知覚が狂ってしまうのだとしている。

【23:4】【医療】ヒト細胞から HIV の根絶に成功、エイズ完治に道 [07/23]
1 ：ベンゼン環◆GheyyebuCY 2014/07/25(金)01:02:14 ID:zZ0MN6ZYs
米テンプル大学の研究者チームはこのたび、培養したヒト細胞か

ら HIV(ヒト免疫不全ウイルス)を消し去ることに成功し、7 月 21 日

付けの Proceedings of the National Academy of Sciences で発表

した。

HIV の増殖を抑えるのではなく、完全な駆逐に成功したのは世界で

初めてとしている。

現在の医療においては、HIV 感染症は抗ウイルス薬で HIV の増殖を

抑える方法を取っているが、投薬を中止すると HIV は再び増殖する

ため、患者には一生、抗ウイルス薬を投与し続ける必要がある。

また HIV は感染後速やかに「隠れ家」を作ることが判明し、抗ウ

イルス薬による完治はおそらく不可能と見込まれつつある。

今回の「HIV完全駆逐」は抗ウイルス薬とは全く異なる方法で、

ガイド RNA と酵素を用いて、感染した免疫細胞の DNA配列から、HIV
に書き換えられてしまった部分を「切り取って削除」することで、

細胞レベルで HIVへの感染の影響を消去できるとしている。

実験では培養細胞を相手として実証が出来たという段階であり、

実際の身体においての具体的な治療についてはまだまだ多くの

課題が残されているという。

詳細はソースをご覧下さい。

ソース
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Engadget 日本版 2014年 07 月 23 日 04時 12 分

ヒト細胞から HIV ウイルスの根絶に成功　ゲノム編集技術を活用　エイズ完治に道

【37:4】【天文】2年前の太陽風は文明を崩壊させる危険性があった [07/25]
1 ：ベンゼン環◆GheyyebuCY 2014/07/28(月)01:14:22 ID:aODIksZfb
2年前の 2012(平成 24)年、強力な太陽風が地球のそばをかすめた。

運良く地球を直撃しなかったが、もし万一地球に直撃していたな

ら、人類の文明はその日をもって終了していたという。

23 日に米航空宇宙局(NASA)が発表したところでは、過去 150年間で

最も強力な太陽風だったとした。地球には直撃しなかったが、こ

のときのために配置されていた NASA の太陽観測衛星 STEREO-A を直撃

した。

収集したデータを分析したところ、過去 150年間で最強であり、

1859(安政 5)年に発生した「キャリントン・イベント(Carrington 
Event)」と呼ばれる過去最大規模の宇宙嵐に匹敵することが分かっ

たという。

1989(平成元)年に発生し、カナダのケベック州一帯を停電させた

太陽風と比較しても 2倍の威力があったとしている。

詳細はソースをご覧下さい。

ソース

AFP 2014年 07 月 25 日 16:16
12年の強力な太陽風、地球をニアミス NASA

【14:7】【環境】二酸化炭素濃度が過去最高を更新、海上や上空で 400ppm超え [05/26]
1 ：ベンゼン環◆GheyyebuCY 2014/05/28(水)12:30:38 ID:rihUu7oBH
気象庁は、大気中の二酸化炭素濃度は年々増加を続けており、

2013年の年平均値、2014年 4 月の月平均値ともに、過去最高

を更新したと発表した。

また、2014年冬季に日本南方海上で、2014年 4 月には

日本の南東上空 6km付近で、それぞれ初めて 400ppm を超えた

と発表した。

詳細はソースをご覧下さい。

ソース

気象庁 報道発表 平成２６年５月２６日

日本を含む北西太平洋域の二酸化炭素濃度の状況

～過去最高を更新、海上や上空でも 400ppm超え～
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【25:3】【研究】ガミガミ小言が多い妻を持つ夫は、中年期に死亡する率が大幅アップ [05/15]
1 ：ベンゼン環◆GheyyebuCY 2014/05/16(金)00:26:54 ID:60iu1yHJT
デンマークのコペンハーゲン大学の研究チームは、口うるさく小言が多い

パートナーを持つ男性は、早期死亡の確率が増大すると発表した。

研究結果について、研究チームのリッケ・ランド博士は、「男性は主に

パートナーから自信を得ているため、自信の源となる相手がストレスの

原因になると病気にかかりやすくなってしまう」と述べている。

──男性のハートはガラスよりもデリケートなので大切にしましょうね…

詳細はソースをご覧下さい

ソース

ロケットニュース 24 5/15
【衝撃研究結果】ガミガミと小言が多いパートナーを持つと「男性は中年期に死亡する危険性

が大幅にアップする」ことが判明

【77:4】【感染症】抗生物質耐性菌が世界各地で拡大中、WHO「極めて深刻」 [05/01]
1 ：ベンゼン環◆GheyyebuCY 2014/05/02(金)09:26:44 ID:EqC0ug0kp
世界保健機関(WHO)は 30 日、抗生物質が効かない耐性菌が世界各地で広がって

いると発表した。

報告書では、あらゆる国で拡大しており極めて深刻とし、抗生物質の処方は

必要最小限にするべきだと忠告している。

また報告書では、日本ほかで、セフェム系抗生物質のセファロスポリン耐性

の淋菌(淋病の病原体)が発見されているなどが報告されている。

――日本では、単なる風邪にも気軽に抗生物質出すので何とかしないといけ

ないと言われながら、一向に変化が無いですね。

詳細はソースをご覧ください。

ソース
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47NEWS 2014/05/01 08:20 【共同通信】

耐性菌、世界各地で拡大　ＷＨＯ「極めて深刻」

【8:11】【疫学】インターネット利用で高齢者の鬱が予防できる [04/24]
1 ：ベンゼン環◆GheyyebuCY 2014/04/25(金)17:49:16 ID:P5z9Tdn6r
ミシガン州立大学の研究によると、高齢者がインターネットを利用すると、

うつ病の可能性を 30％以上減らすことができる、とのこと。

ネットにしても、間違えて 2 ちゃんねるとか使うと鬱になる人いそうですが…

詳細はソースをご覧下さい。

ソース

LINKdeDIET 2014.4.24
インターネットで高齢者のうつ病予防

【24:8】【医薬】「がん」診断後、1年以内の自殺リスクは 20倍に [04/23]
1 ：ベンゼン環◆GheyyebuCY 2014/04/23(水)20:09:31 ID:dKj3lUbjE
国立がん研究センターや国立精神・神経医療研究センターなどの調査に

よると、「がん」と診断されてから 1年以内に自殺するリスクは、がんに

なっていない人の約 20倍に上ると発表した。

どうやら、残った人生を謳歌しよう、という人だけでなくて、

鬱だ氏のう('A`) という人も多いようですね…

詳細はソースをご覧下さい。

ソース

読売新聞 2014年 04 月 23 日 09時 54 分

がん診断から 1年以内の自殺リスク、20倍に
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既婚女性
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【出会い】結婚に至った過程を思い出して語るスレ【馴れ初め】

※ID非表示スレ

1 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/06/29(日)23:43:31 ID:???
某スレでいっぱい語られてたので立ててみるわよ！

私はありきたりだけど会社の先輩後輩でした。

まぁ細々と面倒見てたら

「あ、あの！これって…部下だからですか！そ、それとも…」

って真っ赤な顔で言われてぶっちゃけ萌えてしまったのよね。

私が先輩ですわ。5個上。

皆さんのも聞かしてたもれー

3 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/06/30(月)11:20:13 ID:???
1 もつです 

共通の友人がいて知り合った

いまもだけど、当時からいじられキャラの旦那だった

私は全く記憶にないが、初対面で

「コーヒー買ってきて」とパシらせたらしい

4 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/06/30(月)12:18:25 ID:???
1乙ですー

私はキャバ嬢で旦那は元客w
初めて会った日から、店を変えても

全く営業かけなくても

イベントの時にだけ都合良くチケットを買わせても

何年も毎週毎週通ってくれた

結局は根負けした感じだけど、結果オーライかな

5 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/06/30(月)13:07:20 ID:???
あら、私はスナックだけど、

やっぱりお客さんだったよ。

前に質問に答えるスレで書いたけど

うちの場合は私が惚れちゃったからなあ。

6 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/06/30(月)14:13:18 ID:???
某麻雀サイトで知り合って結婚しました。

もう１５年以上前です。
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7 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/01(火)06:04:08 ID:???
学生の頃同級生で、その頃はお互い毛嫌いしてた。部活やクラスが同じだったり、その後付き

合う事になったりもしたけど。

それから 10年以上経って偶然再会して、自分がへこたれてた時に誰よりも叱咤激励しながら

罵られながらも誰よりも側で支えて愛してくれた。

旦那も私も、互いに再会するまで両親に結婚はしないと宣言してたらしいので本当に驚かれ

たよ ww

9 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/06(日)22:32:20 ID:???
ありきたりだけど大学のサークルの先輩と後輩でした

数年付き合っていったん別れ、私が社会人 2年目の時に復活して、

ある日ふと、あの人を逃がしたらものすごく後悔するだろうな、という思いに駆られて

仕事終わりに隣県まで会いに行ってプロポーズw
あの時の私、超 gj

17 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/16(水)14:37:54 ID:???
空気は読まない。

共通の友人の結婚式二次会で向こうから声掛けてくれたのがきっかけ。

子持ちシングルマザーだって話しても全く気にする素振りもなく連絡先聞いてくれて、その時

はこの人イケメンなのになー、奇特な人もいるもんだなー、と思った。

二次会終わってから二人して共通の友人にお互いの事を尋ねたらしく、これは！と思った友

人が場を設けてくれて、そこからはもうずっと旦那のターン。

何かが旦那のツボにハマってたらしく、怒涛の押せ押せ攻撃に気がついたら私もメロメロに

なってた ww
そのままとんとん拍子に話が進んで、最初に会ってから入籍するまではたった半年のいわゆ

るスピード婚てやつ ww

19 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/17(木)19:16:08 ID:???
>>17
スピード婚なら私も負けない（ｷﾘｯ

旦那がうちの会社に研修に来て知り合った

私の上司が旦那とも顔見知りで仲良かったので上司のセッティングで飲み会したりして交際に

私も旦那も転勤族なのでお互いの転勤が決まる年末に結婚決定

出会ったのが８月、結婚決めたのが１２月、入籍は３月、４月はお互い転勤で離ればなれに

なったけど
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21 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/18(金)05:41:34 ID:???
スピード結婚と聞いて。

うちは 9 月に知り合って(中学校の同級生、以前付き合ってた)年末に結納、年始に入籍して

今では妊娠五ヶ月

私の性格は把握され尽くしてるし、厳しい事もズバズバ正直に言うタイプで、優柔不断な私と

は正反対。

10年近く会ってなかったし、お互い結婚する気は更々なかったのに人生わかんないもんだね

…っていつも言い合ってる。

甘えん坊だし寝坊助だけど、凄く頼りになる旦那で幸せ。

26 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/18(金)11:55:07 ID:???
偶然にも私も９月の再開だわ

中学の同級生で、航行あたりまでよく遊んでたけど

私が就職したこともあって疎遠に

五年後位にＢＢＱするから！って言われて再会

また遊んだりしよっかーって言ってる内に付き合うことになり

折角だし結婚する？しちゃおっかーって軽いのりで翌年の夏に結婚 

今は７年目で子供３人です

28 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/18(金)15:24:12 ID:???
ビビビはないけど、付き合う前に

あーこの人と結婚するんだなって気持ちになった

それまで全く結婚願望が無かったから不思議な体験だった

30 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/18(金)21:00:30 ID:???
8年かかった私達って何だったんだ…

34 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/19(土)21:52:47 ID:???
>>27
親戚や会社の上司から「結婚する相手はピピっと来るんだよ」と言われ続けてました

年寄り共が何か言ってらｗｗと思ってたら本当に旦那と会った時ピピッと来たｗｗ

36 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/20(日)00:37:37 ID:???
小学校のとき近所のそろばん教室に通っていた。

ある日、教室が終わり外に出るとどしゃぶりの雨が降っていた。

その時、よく同じ時間帯に習いに来ている年上の男の子が傘をかしてくれた。

彼がなぜ傘をかしてくれたのかはわからない。

僕はカッパがあると言い、カッパを来て帰って行った。

単純な私は、そのときから彼の事が少し気になっていた。

まだ小学生だったので記憶はおぼろげなところもあるけれど
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教室の出席簿で、彼の名前は覚えていた。

中学生ぐらいの時だったと思う。

机を掃除していたら、小学校の時にもらった木箱が出てきた。

私が通っていた小学校では、入学してきた 1年生のために 6年生が

彫刻刀で彫った木箱をプレゼントする習慣があった。

木箱をどんなふうにもらったかは覚えていないけど、多分ランダムで配られる。

ただ、裏を見ておどろいた。「６年○組　△△△」

木箱の裏にあの時の「彼」の名前が刻まれていた。

彼の名はすこし変わっていたし、これはあのひとが作っていたものなのでは、と思った。

その頃には、もう彼を教室で見かけることは全くなかったので、きっともう辞めていたと思う。

彼とはその後、私が 19歳の時に隣県で再会した。

部署は違ったけど同じ会社だった。

彼は私の事は覚えていなかったけど、教室が同じだったことを話すとびっくりしていた。

あと誰かは覚えてないけど傘をかしたことはあると言っていた。

私はどちらかというと受け身で会社の人との雑談も苦手なのに、彼の前では自分が出せた。

趣味も共通するところがあったし、何より話していて楽しかった。

生まれ育った場所も近かったというのもあり、よく周辺に一緒に出掛けた。

その後彼の転勤が決まったのを境に、なかなか会えず。

でも私から連絡を取るようになって、付き合うようになった。

たまにしか会えなかったけどなぜか不安になることもなくて、ケンカもしなかった。

私が越してから約 2年で結婚。

付き合ってた頃はわりとクールな人だと思ってたのに一緒に暮らすと相当甘えん坊なことがわ

かってきた。

旦那と再会した時、この人と結婚するとかそういうのを感じたわけではなかったのだけど

木箱に刻まれていた名前を思い出すたびに

この人とは会うことが決まっていたのかな、とは思う。

旦那には、木箱の事をだいぶあとになってから

話したことがありますが「そんなの作ったっけ」と全く記憶にないようです…

55 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/07(木)22:37:15 ID:???
どっかの板で嫁の過去を気にしているスレがあったので書いたけどね。

うちの嫁は、6歳年上。会社の先輩だな。高校を卒業して就職。同じ部署に勤めていた。

会社でレクレーションを兼ねて遊びに行ったりして、実は家が近所だと知り、帰宅時に

食事に行ったり、飲みに行ったり。20歳前って、年上の女性に憧れたりするしね。

いつしか、そういう関係に発展し、結婚を意識するようになった。

そして、プロポーズ。ただし、一つだけ聞きたいことがあると。実は、嫁は H や男の

扱い方がめちゃくちゃ上手。いったい、今までどのような経験してきたの？と。

6歳も年上だから、それなりの経験があって当然なんだけど、実際に嫁の話を聞いて
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いたら、出るわ出るわ。。。処女喪失から始まり、社長（別の会社ね）との愛人関係、

社内でも先輩数名などなど。とても手の指だけでは足りませんという状態。

愛人関係というのは、内心ビックリ仰天。普通で考えたら、とんでもないビッチ状態。

嫁「私、今までこんなことしてきたのよ。ビックリしたでしょ。プロポーズ。。。

キャンセルしてもいいのよ」とうつむいて暗い顔に。

俺「なんで、ここまで正直に言ったの？年上だし、別にほどほどでも構わなかったのに」

嫁「だって、結婚した後に、こんなことがわかったらお互い不幸になるし。旦那くんも

いやでしょ。もし、これで別れることになるのなら、今の方が落ち込みが少なくて済むでしょ」

嫁、鼻をすすりだす。

俺「よくわかりました。正直に話してくれてありがとう。俺は、その正直さを評価するよ。

あらためて、結婚してください」

嫁「・・・はい」

もう、俺も嫁も目がウルウル状態。嫁はついに泣きだした。

嫁「私ね、ヒック、実は後悔しているのね、ヒック、だから結婚したら絶対に浮気とか

しない、ヒック、旦那くんのいいお嫁さんになるね、ビェーん」泣きながら訴えた。

俺、もう完膚無きくらいにハートを鷲掴みにされた。笑

そして、結婚。二十歳前後でたいした給料ももらっていない時期でも、不平不満を言わずに

尽くしてくれた。今では、子供が二人。嫁は、もともと美形の方だが、最近はちょっと

太めになってきたが。

過去には、モラル的に問題があるが、知り合う前の話だし、そこまでとやかく言うつもりは

ないし、俺は全然気にしていない。よい妻、よい母をしてくれている、今が重要だ。

料理は上手だし、子供と嫁の膝枕を取り合いしているくらいラブラブ。さすがに子供には

勝てんが。ここでは場違いかもしれんが、夜の営みがめちゃ上手。詳しくは控えるが、嫁は

俗にいう名〇の持ち主。俺は、今でもメロメロだし、嫁との営みは楽しい。

家では、6歳年上というアドバンテージを取られることもあるが、一歩外に出ると俺を立てて

くれる。決して前にはでない。半歩下がってというやつね。

俺。。。幸せだぁ。。。と思う。

57 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/08(金)00:50:30 ID:???
前にどっかで書いた気がするけど...

旦那が脳腫瘍に罹っていたことが発覚したのが結婚のきっかけ。

たとえ寝たきりでも会話ができなくてもいいから

この人と一生添い遂げたいと思ったから結婚した。

旦那も、病気がきっかけで気持ちが固まったって言ってた。
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63 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/14(木)18:54:05 ID:???
恋人どころか友達もいなくて家と職場の往復しかしてなかった頃。

通り道に本屋があって、そこに週 3～4 日は寄ってた。

ある日、いつも通りに本を選んでたら本を並べていたお兄さんに

「もしよかったら連絡ください」と携帯番号とメルアドのメモをもらった。

その場は「はあ」と冷静に受け取ったけど、20代半ばで喪女をこじらせていた自分は

どう見ても年下の眼鏡イケメンが、

ろくに化粧もしてない疲れた顔をしたデブ女にこんなことするはずない

↓

きっと罰ゲームか友達と賭けでもしたんだろう

↓

これは連絡しない方がいいな

とりあえずメモは額にでも入れるか

↓

でも乗ってあげないと面白くないかな

少しくらい慌てる喪女を見せて楽しんでもらうおかな

↓

よし、連絡しよう

こういう結論に至ってイケメンに連絡

待ち合わせた喫茶店で告白されて付き合うことに

イケメンは 21歳で、意図はわからないけどこんな喪女相手に…と気の毒になった

正直、いつ「実は…」と切り出されるのか wktk してたけど

そんなことないまま普通に恋人として過ごして 1年経ち、フリーターだったイケメンが就職

更に 1年たった時にプロポーズされて結婚

プロポーズされたときに初めて、

自分のどこが良いのか、なぜ告白してくれたのかを聞いたら

「楽しそうに本を選んで、買うときは嬉しそうにニコニコしてたから」と言われた

それを聞いて、疑いながら付き合ってた自分が恥ずかしくなったし、

BL 本ばかり買っていたのに好意をもってくれた彼の器の大きさに惚れ直したよ

64 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/16(土)19:10:19 ID:???
旦那は高校時代の同級生。

高校３年の時。一足先に卒業後の推薦をもらえたはいいが

授業をまじめに受ける気が低下。しかも自分の席の机によく落書きしていた私。

あるとき、何となくハマってた漫画の脇役キャラを小さく書いた。

そのあと移動教室（他のクラスの生徒が来て自分たちの教室を使用する）だったのもあって私

は違う教室へ移動。

授業後、教室に戻ったときにふと机を見たら
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なにかキャラが新たに描き足されてて。そこには私がハマってたマンガの主人公が。

で、私が描いてたキャラの横に「←うまい」って書いてあった。

・・・・誰。

と思いつつ誰だかはしらないけどこの漫画読んでる人いるのかーってあほな私は親近感わい

てた。

消したり違うの書いたりしてたんだけど、数日後に

「授業は真面目にききましょう」って書き足されてあったんで「君もね」って書いてみた。

そしたら「推薦なのでやる気がでません」みたいなこと書いてきたので「同じく」と書いた。

「何大？（学）」と聞かれて「△大」って書いたら「仲間」って書いてあった。

そんな感じの落書き文通のようなことを繰り返してた。

しばらくしてから「←推薦おめでとう」と書かれてて飴玉が一個置いてあった。

このときに気になって「ありがとう。君だれ？」って書いてみた。でもその後書き足しはなかった。

卒業前に先生から「推薦もらった生徒で在校生に一言書いてほしいから集まるように」と召集

されて。

その日は同じ大学の推薦枠の生徒が私含めて２人いたんだけど。

そこにいた長身で髪の毛ツンツンに立ててたハリネズミみたいな男（←旦那）が

「君もしかして○○（漫画）読んでる人？」と聞いてきて、

あの落書き書いたのが目の前のこの人だとわかり、ショック受けた私。

丸っこい字だったし、何となく女の子だと思い込んでたから。ｗ

（しかも男子苦手であんまり話したくなかった）

でもその日の帰りに、二人でマック寄って喋って連絡先交換して、普通に友達になった。

授業中に変な落書きし合うような類友ってことなのか、気が合った。

大学は学部が違ったし、ごくたまに会って遊ぶ程度。

私が就職先の関係で関東に行くことになったときに、告白されたのがきっかけで付き合い始め

て

それから２年後の冬に入籍した。

66 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/19(火)23:57:01 ID:???
今時珍しいと思うけど、ガチなお見合いで出会ったよ。

親の知り合いの、歳のいった仲人さん同士の紹介で知り合った。仲人 2 人と両家の親が同席

して、本日はお日柄も良く…みたいな席での典型的昭和お見合いスタイル。

その後デートを数回重ねる中で、これほど気の合う相手と巡り合う事があるのかと驚くほど価

値観も趣味も合う。お互い容姿も好み。相手に求める条件もお互いバッチリ。家庭環境がすご

く似てたから、合いやすかったのかもしれない。

お互いそんな感じで、あっという間に双方メロメロ。トントン拍子に話が進み、出会って半年で
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婚約、その 3 ヶ月後に結婚。もう数年になるけど、いまだ新婚のような新鮮さ楽しさがあります。

時間が経てば経つほど好きになっていく。

もともと釣書から親が GO サイン出してセッティングされた見合いってこともあって、両家とも関

係が非常に良好。こんなに恵まれて、もう一生分の運は使い果たしたんじゃないかとたまに怖

くなったりする。

幸せです。

67 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/20(水)03:23:31 ID:???
趣味の集まりから。

女性の圧倒的に多いところに入ってきた、なよっとした男性。

顔見知りの期間が二年くらい続いた後、飲み会で飲んだくれ仲間として定着。

自分のことはあまり話さず、年齢も仕事も、女性が対象な人かすら怪しかったけど楽しいから

まぁいいか！で 5 人くらいでつるんでた。

ある時、地方のお祭を見に現地集合旅行が決まり、仕事の都合で一日目から行くのが 2 人だ

けになる。

せっかく行けるならと 2 人で有料の席を取って見ることになり酒を買い込み昼間っから飲んだ

くれ w
さすがに 2 人で、と話が出る頃には意識していたため酒の買い出し時に袖を掴み、そこから

帰りまで手を繋ぎ、でも会話は普通状態が続く。

帰り道に「おじさんだよ？オヤジ狩りに遭うような年齢だよ？」と謎の確認をされ(一回り上だっ

た)別れる直前にチューしてそれぞれの宿へ。

次の日からは友達と合流でまた普通の関係に戻りあれは何だったんだ状態に。

しかし夜に電話がかかって来て深刻そうな声で告げられたのは、バツイチ告白。

それを言わずに付き合うのはダメだと思いながら言えず、悩みに悩んでの電話だったようだが

当時の自分は「なんだそんな事？」状態。

元々恋愛対象がどちらかも分からず、既婚かも分からず悩んでたのでちっさい問題にしか感

じられなかった w

とりあえず子どもが居ないことだけ確認し、(しかも別れたの 10年も前)お付き合いしましょうと

落ち着きました。

結婚はその、バツイチ話のときに「この人と結婚するんだろうなー」と思った。

そこから一年半付き合って結婚、来年二人目が産まれるよてい

68 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)17:47:46 ID:???
私は両親が早くに離婚して（父不倫）母親に育てられたんだけど、母親も乳癌で

私が大学３年の年に他界してしまった。
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社会人になってアパートで独り暮らしをスタートさせた時に、マンション用らしい

小さな仏壇を買って位牌と小さな写真を収めた。

初めて出来た恋人をいよいよ部屋に呼んだとき、その人に「うわー引くわー仏壇あるなんてあ

りえねー、寺かよ気持ち悪い」

と散々言われ、「仏壇閉めておけばよかったね、ゴメンね」と私も謝りながらも、なんでこんな

謝ってんの私と思い始め、

色々言訳して彼を追い出して、間もなく別れた。

しばらく男性に懲りた後、やっと次に出来た恋人をかなり付き合ってから部屋に呼んだときは、

「ごめんね、お仏壇閉める

からね」とつい謝ったのだが、彼は「え、ちょっと待って」と言うと、お仏壇の前に座って手を合

わせて、

「○○と申します。初めてご挨拶するのに酒臭くて申し訳ありません。○○さんとは仲良くさせ

ていただいてます。どうぞ今後とも

宜しくお願いいたします」と言った。

この人とは長い付き合いになるだろう、と思った。

結婚までするとは思わなかったが。

恋人以外に女友達を何人か部屋に呼んだこともあったけど、長い付き合いにな

った子は、やはり酔ってても仏壇に挨拶してくれた子だった。

「気持ち悪いから片づけて」とか、「仏壇には霊が憑きやすいんだって」とか訳わからないこと

言ったりする人とはすぐ疎遠になった。

母が鬼籍に入った時、「これからは一人で頑張るんだ」と思ったけど、一人ではなか

ったのかもしれないなー、いつも母が見守ってたのかもなーと今は思う。

80 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/23(土)14:05:31 ID:???
実はネトゲ。お互い高校三年生だった。

私「○○ちゃんって女の子だよね？！」

「うん」

そんな仲良くなるとおもわなかったし、何より女と言わないと私ともう話せないと思ってそう言っ

たらしい。

「男ってばれたらもう仲良くしてくれないんじゃないか」ってアワアワ悩んでたらしい ww
受験終わってからカミングアウトされた。

大学が近くてリアルで会っていてもおかしくなかったので回りには嘘ついてる。

大学一年生のときに告白され、社会人になってから付き合い、いま一緒に暮らしてるのが夢み

たい。
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奥様が墓場まで持っていく黒い過去

1 ：名無しさん ：2014/03/22(土)09:43:41 ID:ztfgcX50y
人に言えない黒い過去・・・　奥様にもあるでしょ・・・

人には絶対に言えない、墓場まで持っていくつもり！

だけど誰かに言ってみた～い！！！

言ってスッキリしましょ～！！！

]]]]]煽り・説教禁止[[[[[
>>>>荒し・●<<<< は、しっかりスルーしましょう。

4 ：名無しさん ：2014/03/28(金)22:55:03 ID:eqaFrVKiM
出会い系と元カレとの浮気？かな…

一生言えないし言わない。

5 ：名無しさん ：2014/04/13(日)05:42:43 ID:YTiX6icBM
中絶した。これは旦那も知ってる。

この時点で嫌な気持ちになった方は、これからもっと嫌になるだろうから読まないで欲しい。

子供を持つ気は無かったからずっとピルを飲んでた。飲み方を間違ったのか妊娠してしまっ

た。

妊娠が分かってから中絶してまで、子供の為になにかをしたり思ったりが出来ていない。

ただ検査が痛くて手術が怖くて泣いた。子供のことを思ってじゃなく、怖いから泣いてた。

術後も自制心がきかなくて、暴食したり散財したりして、新しい服を買ってうきうきすらした。

深夜にスーパー行ったらお花が売ってて、そこで初めて、子供のことを考えて花を買った。

こんな私が花を買ったところで偽善的だ、とか、子供のことなんかなんにも考えてなかったくせ

に、とか、そんな言葉が頭の中に湧いてくる。

自分でも何がしたいのか、何を思ってるのか、何を考えるべきか分からない。胎芽から胎児に

なったばかりだった私の子供は、なにを思ってるんだろう。どうして私のところに来たんだろう。

妊娠しても母性なんかちっとも湧かなかったし、私には人間性すら無いんだと思った。

墓場まで、と思ったけど、こんな女と一緒に居る旦那が可哀相だから、こんな人間だということ

を打ち明けようと思う。スレチだった。ごめん。

子供が可哀相とは思わなかったのに、旦那が可哀相だと言えるのも頭がおかしい。

離婚になっても仕方ないな。

10 ：名無しさん ：2014/04/19(土)02:05:51 ID:EHeeWIkOG
産んでからも半年くらいは可愛くなかった。

頼れる親もいないし夜泣きで眠れないし 1 人で旅行とか外食とかしたくて、

なんで独身の頃にもっとやらなかったんだろうって後悔ばかり。

10 ヶ月過ぎた頃に息子が急に成長して、自我みたいなのがはっきり出てきたら、

可愛くて可愛くて仕方なくなったよ。

なんか愛情爆発みたいな。
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今は息子が新生児の頃の写真見て、なんでこんなに可愛いのに、

この頃の私はこの子が可愛くなかったんだろう、ちゃんと覚えてないんだろうって悔しい。

11 ：名無しさん ：2014/04/20(日)13:11:39 ID:NAAJpN3ql
夫に毒を盛った事がある。

植物性アルカロイド。

有毒植物として有名なのから

ガムシロ使って抽出。

好物に混ぜて摂取させた。

でも、死ななかったわあ。

嘔吐と下痢しかしなかったわ。

浮気の制裁としてはこんなもんかな。

14 ：名無しさん ：2014/04/21(月)03:33:49 ID:Gy5uPjkDo
10代の頃に出会い系で知り合った不特定多数の人と関係を持ってたこと。みんな 1 度きりの

関係。

寂しさからやってしまって..今更後悔してる。

17 ：名無しさん ：2014/04/22(火)02:55:26 ID:gp1sUDKPi
学生時代、ノリで３Ｐやった。

メンツ変えて 2 回。

アナルも開通済み。

今更だけど後悔。

アナル処女は旦那にもらってほしかった。

20 ：名無しさん ：2014/04/23(水)23:01:09 ID:gmVFTeTex
小学生からの夢が○ックスすることだったこと。

むっつりだったんだけど、頭の中のほとんどをそっち系のことが占めてた。

デブで根暗なので彼氏ができず処女こじらせてた 10代終盤に>>14 さんと同じ

感じでチャットで知り合った人たちとヤリまくっていた。

本当にそのことしか考えてなくて、他にやりたいことなくて AV や風俗でしか働けないかも

と本気で考えていた。

さすがにできないと思っていたけど、チャトレで痴態を晒してお金を稼いでいた。

結婚してからは何故か性欲がほとんどなくなった。

20年以上エロイことが頭んなか占めてたのに、その部分が今ポッカリと開いている。

何がしたいのかなんのために生きているのかわからなくて、どうしてもっと他のことに

興味持てなかったんだろうと今になって後悔している。

21 ：名無しさん ：2014/04/24(木)11:23:22 ID:Eo4impIVw
>>20
うちもうちも！でも行動力がなくて、旦那がほとんど初めて。

父のエロ本や AVビデオみてドキドキしてた。

見つかってしょっちゅう怒られてた…
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25 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/22(木)22:10:58 ID:O5yE4DQKh
躾の厳しい女子高から県外の大学へ進学した。

男に免疫がない一人暮らしの女は籠絡しやすかったらしく、

すぐに彼氏ができた。彼氏をアパートに連れ込み半同棲。

初めてをあげ、尽くしまくり、金も随分貢いだ。

卒業をきっかけに別れ、それから一度も会っていない。

夫が「お前は、俺を初めての相手に選んでくれたんだよね」と

嬉しそうに言うたびに、罪悪感で一杯になる。

初体験は 20歳のときで、2年間男と同棲して、

あまつさえその男に金まで貢いでいたなんて、夫には絶対言えない。

墓場まで持って行く、私の黒歴史だ。

26 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/31(土)00:06:53 ID:4EuzmTATP
６つ上の従姉に性的なイタズラ、要はオナペットみたいな扱いを受けていた。

初体験は７歳ぐらいで、従姉の親指を入れられた。

苛められてた訳じゃなく、むしろ可愛がられている方で

関係そのものは１３歳ぐらいまで続いたけど、二人きりになるのは本当にイヤだった。

今じゃ、私も従姉も結婚して子供もいるけど、未だに私を「可愛い」と言うのが怖い。

他にも親の友達の娘（私より２つ上）に急に圧し掛かられて

キスだの股間をこすりつけてくるだのされた事もあってか

やんわりと女性恐怖症になってる。

なんで女ばっかりに狙われてるのか。

背が高くて顔が地味だから、男の代理にでもされてたのだろうか。

34 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/03(木)23:20:04 ID:ok5y34Dj9
結婚してるのに好きな人がいること。

相手の迷惑になると思うので言えないが、旦那より好きになってしまい気持ちの整理をどうつ

けたら良いのか悩んでます。

旦那、ごめん。

35 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/05(土)04:21:10 ID:q4kUy8hO7
めっちゃ叩かれると思うけど、新婚当初遠方へのヘルプの帰り

大きな猫が飛び出して来たのをひいてしまってそのまま何もせず帰ってきた事

言い訳するとメイン国道で帰宅ラッシュ時、下手に避けたり急ブレーキも出来ない状態だった

せめて止まって確認して動物病院運ぶなりどこかに埋葬するなり出来たのに

包むものがないから車内汚れる、お金もないと打算が働き

早く帰ってご飯作らないとと家事にかこつけて逃げた

誰かに相談しようにも誰に言っても叩かれると思い胸にしまうことなした

さすがに申し訳なくてしばらく毎朝夫が起きる前にお水と煮干し備えて冥福祈っていたな
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40 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/11(金)01:03:45 ID:kWPuEKMzZ
結婚する前に出会い系で知り合った人とｾﾌﾚになってた事

八ヶ月くらい続いてた

最後は徐々に連絡とらなくなって FO後に携帯をキャリアごと替えて引っ越した

「肉体関係」って歌が流行ってた頃の事

久しぶりに曲を聴いたので思い出した…ホントに歌詞通り交尾しかしてなかったな

両親も夫も兄妹も親友にも言ってないのだが何故か書いてみたｗ

44 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/28(月)23:53:51 ID:rwHfVDuKh
・生まれた時は目が一重（成長で奥二重に）

・中学不登校、高校中退

・ニート経験あり

・水商売経験あり

・友達の彼氏を奪った経験あり（奪ってそっこーポイ捨て）

・影で私をいじめていた親友を 2年にかけて陥れ引きこもりにさせた。

・幸せに育った自慢をしているが、父は暴力野郎で母は鬱＆ノイローゼの家庭だった。

皆様の過去と比べればまだまだひよっこですがこんな感じです。

とりあえず墓場までもっていこうと思っていることです。

50 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/02(土)17:58:05 ID:RhMBeTHzE
仕事を体使ってやりやすくしてたこと。

職場じゃ若くて巨乳なせいか男性達はすごく優しくしてくれるんだけど、中には私の仕事を

やってくれるうえに「責任は俺が取るから指摘されたら俺のせいにしてくれ」と言ってくれた人

までいた。

社長秘書も社長秘蔵の高級ブランデーなどこっそり持ってきてくれたり、福利厚生担当者も社

員専用に配られた施設割引券を大量にくれたから、嬉しくて相手がキモい人でない場合は一

晩過ごしたし、体の関係はちょっと…という相手はセクハラ発言を許してただけ。

ちなみに相手してたのは幹部職員だけ。

昔のショムニのカナさんに憧れていたんだよなぁ。

56 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/18(月)00:22:36 ID:EGP0fnkTx
中学生のときに男の人に襲われて、咄嗟の抵抗で相手の睾丸をひとつ潰したこと。

相撲取りのようなとにかく大柄な巨漢に押し潰されて、急所を攻撃しないと助からないと思って

必死で内腿から手を這わせて一心不乱で握りしめ続けた

正当防衛ではあったし暴漢も死にはしなかったから罪悪感はないけど、男性機能をひとつ

奪ったことがあるなんて誰にも知られたくない。

家族はしょうがないけど、誰にも言ってない。旦那には絶対知られたくない。

旦那に引かれたら死ねる。

57 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/18(月)08:00:27 ID:oSlYgjLjj
小学校のころにものすごいおじいちゃんにいたずらされてから性に目覚めてしまって、

中学生の頃から生理前になると、６０前後のおじいちゃんとやりまくってしまう。

生理前になると体がうずいて我慢できない。
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今でも体がうずく時期に電車に乗ると若いのから年寄りから痴漢されまくる。

なんか変なものが出てるんだと思う。好みのおじいちゃんが現れると、電車を降りる。

大体ついてきてくれるからそのままホテルや公園のトイレに行ったりしてやりまくってる。

やめたくてもやめられない。カウンセリングにも通ったけどやめられない。

いつか旦那にばれてしまいそうで怖い。

62 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/20(水)01:20:17 ID:ilg7k33JA
前の旦那がパチンカスで借金作って家計が火の車で食べるのにも困った時に風俗で働いた。

水商売の方が良かったけど、夜だしお酒飲むし内緒で働くのは難しくて結果、本番ナシのヘ

ルス。1 日 6時間位で 3,5 人。肉体的にも精神的にも辛くなって半年位で辞めたけど。

そこで学んだ技を今の旦那に奉仕してる。ものすごく喜んでくれるけど、どこで学んだかは絶

対言えない。知らぬ間に身に付けた事になってる。

【33:109】離婚しようか悩んでる

1 ：名無しさん 2014/03/07(金)10:08:38 ID:jZMoAE4+Y
旦那にないがしろにされすぎて冷め切った。

離婚したいけど、子供の事考えると中々踏み出せない。

【50:13】旦那とセックスレスでつらい

1 ：名無しさん＠おーぷん 2014/06/21(土)23:47:03 ID:wBHoaKyG8
旦那とずっとセックスレスです。

今日思い切って話し合ってみましたが元から性欲がない、興味がないと言われ泣いてしまい

ました。2 人とも 20代後半、まだまだ性欲がなくなるはずがありません。辛いです。

旦那をずっと大好きな奥様 part1 (n‘ ‘)η∀

※ID非表示スレ

1 ：名無しさん ：2014/03/25(火)15:46:35 ID:???
私は旦那が今でも大好きなのです

2 ：名無しさん ：2014/03/25(火)15:52:42 ID:???
そういう人うらやましいわ。

私なんか今や旦那はセックス付きの同居人と化してしまったらな。

3 ：おーぷんな奥さま ：2014/03/25(火)15:57:00 ID:???
スレ立て乙です。

このスレ待ってました。

アホだけど、超大好き。

「あなたお帰り、ご飯にする？

お風呂にする？

それともおっぱい？」

と聞くと必ず

「おっぱい！」と答えるアホっぷり。
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9 ：名無しさん ：2014/03/26(水)10:04:33 ID:???
よくゲームしてる旦那。よーく観察してると、私が近くにいる時だけ独り言的に「あ、ヤバイ！」

「あれ？」とか実況したりしてる。

可愛い

10 ：名無しさん ：2014/03/27(木)00:11:04 ID:???
旦那が好きすぎる！

私はめっちゃ性格が悪いし、だらしなくて頭悪い。

お金大好きで意地悪でビッチで努力大嫌いなクズなんだけど、若さと外見だけを武器に超素

敵な旦那をゲットしてしまった。

顔は地味でデブだけど、本当に優しくて知的で努力家な旦那。

ダメダメな私をいつも褒めてくれる。

旦那と出会って、友達みんなに性格が変わったと言われる。それどころか毒気味だった 実母

と姉まで優しくなった。

いい人のオーラって人の毒気も抜いちゃうのかな。

なんだか、旦那と結婚して、自分も変われたし本当に幸せ。

ずっといい人に憧れてたから、自分も少しはいい人になれたみたいで嬉しいよ。

旦那の幸せの為なら何でも頑張るよ。娘もかわいいし人生捨てたもんじゃないね。

12 ：名無しさん ：2014/03/28(金)17:10:33 ID:???
昨日ちょっとした事故に遭ってしまったんだけど、

一応知らせておかなきゃと夫に連絡取ったら、仕事調整してすっ飛んできてくれた。

「俺だったら自分でなんとかするけど、お前さんはフォローしとかないと心配だから…」ですと。

頼りない妻ですまぬー、でもなんかうれしい w
チャンスと思って甘えておこう

14 ：名無しさん ：2014/03/30(日)15:25:42 ID:???
普段はかなりツンな旦那。

自分からすり寄ってきたりしないし、

チューもハグもいつも私からで、

しかも「仕方ないなぁ」って感じで受ける。

でも酔っぱらうと「嫁子嫁子～。世界一かわいい」とすり寄ってくる。

すりすりすりすりして、私が「顔がすり減ります」と言うまですりすり

何このギャップ！

あまりの可愛らしさに萌え死ぬよ。

激務だからお酒はほどほどにしてほしいけど、

酔った姿を見たいがために、晩酌を止められないよ。
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22 ：名無しさん ：2014/04/02(水)06:52:23 ID:???
うちは 20年目突入。

ラブラブだが、リアル友達に話すと

「キメェ」と言われたりするので

ラブラブなのはここだけにしてる。

旦那超好き。

24 ：名無しさん ：2014/04/03(木)10:55:58 ID:???
うちは付き合って 9年、ケコーンして 7年だ。

優しい旦那は仏様の様です…

26 ：名無しさん ：2014/04/05(土)20:23:29 ID:???
いつも旦那の愛情がオープンすぎて

こっちはつい、もうくっつきすぎ!!触りすぎ！と逃げてしまうが

本当は追いかけたいのだよ!撫で回したいのだよ！好き好きいいたいのだよ！

29 ：名無しさん ：2014/04/06(日)00:58:12 ID:???
>>23
おそれすすまぬ。

旦那 48、私 41。

ほんと、旦那を好き過ぎてしぬるｗｗ

もちろん、もめ事もあったけどね。

30 ：名無しさん ：2014/04/06(日)00:59:58 ID:???
私も旦那大好き。

子どもに呆れるれるくらい仲良し♪

31 ：名無しさん ：2014/04/06(日)21:53:16 ID:???
まだ結婚４年目だけど好きだなぁ、

今二人目妊娠中なんだけど

夫の子供を二人も授かるなんて凄い！嬉しいな！って思う。

結婚するまで料理なんかしたことなくて

たまに失敗しちゃうのに

夫が毎日おいしいって

たくさん食べてくれるから料理が楽しい、

もっとおいしく作れるように頑張ろう。

32 ：名無しさん ：2014/04/06(日)22:24:49 ID:???
色々辛いことはたくさんあるけど

夫が好きだから我慢できるんだよね

「なんでそんな理不尽な状態を我慢できるの」ってよく言われるんだけど

「ダンナが好きだから(^_^)v」だけなんだぜ
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33 ：名無しさん ：2014/04/06(日)22:47:07 ID:???
うん、夫を好きだと大抵の事は

我慢できるし、頑張れるよね。

会社の仲間に

「超愛してるでしょ？」って言われた。

彼女の所もラブラブだからなぁ。

分かる人には分かるよね。

34 ：名無しさん ：2014/04/06(日)23:08:30 ID:???
付き合って 16年、結婚して 6年、

人生の半分は旦那と過ごしてきたんだと気づいた

子どもたちも可愛くて可愛くてもちろん大切で守りたいけど、

「一番大事」って言葉がしっくりくるのは、やっぱり夫かなぁ

よっしゃ！子どもら寝たから 2 人でケーキ食べてくる！

35 ：名無しさん ：2014/04/07(月)06:03:48 ID:???
うちの親が夜中にこっそり寿司食べてたの思い出した。

うちの両親もいまだにラブラブだわ。

二人の時間って大事よね。

36 ：名無しさん ：2014/04/07(月)21:34:34 ID:???
旦那が帰ってきたら夕飯を作る手をとめてお帰りのチューをしに行く。

上着をかけてネクタイ外させてもらう。

一部の隙もなく、『日本の企業戦士！』って感じの旦那から、

下着姿でぽよんとしたお腹の目立つ、夕飯まだ～ってメニュー何～？感じの

かわいいかわいい『おうちモード』の旦那へ。

うははははは…たまりません。大好きです。

37 ：名無しさん ：2014/04/07(月)22:28:50 ID:???
旦那 50私 47 で結婚 30年
子どもたちも巣立って夫婦２人の生活が来た！

今は休みの日に２人で遊ぶのが超楽しー！

30年経っても変わらずにラブラブだ！

40 ：名無しさん ：2014/04/08(火)10:37:51 ID:???
ラブラブなのも羨ましい

でもウチの亭主は真逆だ

メシ・フロ・寝るしか言わないけど、愛情は感じられるよ
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41 ：37 ：2014/04/08(火)12:39:04 ID:???
>>39
なんだろ

うちはとにかく会話が多いかなー

くだらないことでも盛り上がって笑いあえるし

お互いのことを一番に考えるのがいいのかもー

42 ：名無しさん ：2014/04/08(火)13:22:39 ID:???
ふとした時に「嫁子ー好きー可愛いー愛してる！」と言ってくる旦那。

ほぼ毎日のように言われるけどいまだににやけてしまう。

いつまで言ってくれるのかな。

でも最近は「昔の嫁子は痩せてて可愛かったのに(´・ω・｀)」と言われてしまう。

2 人目産んでなかなか体重戻らないからいい加減本気で痩せないと…！

43 ：名無しさん ：2014/04/08(火)17:34:57 ID:???
旦那さんが今でも好きすぎてたまらない

むにむにしたほっぺも、私の作った料理の食べすぎで微妙に出たおなかも

私の事を何より大事にしてくれるところも、仕事モードのきりりとした

厳しい態度も、でも時々ビックリするほどおまぬけな所もすべて大事で愛しいわ

10年くらいたったら流石に落ち着くかと思ったら逆に好きになるばかりで

まぁ勿論色々無かったとは言わないけど、それでも大好きだよ

44 ：名無しさん ：2014/04/08(火)17:48:00 ID:???
私も旦那さんダイスキー

結婚した時よりも今の方がもっと好き

でも旦那さんも同じだと言ってくれるから両思いで嬉しい

45 ：名無しさん ：2014/04/08(火)21:04:50 ID:???
付き合ってから

ほぼ毎日一緒にお風呂に入ってる、

昔は二人で狭いユニットバスに

ぎゅうぎゅう入ってたのが

いつしか私のお腹が膨らんで、

しばらくするとちょっと広いお風呂に

夫と私と小さいのが入るようになって、

最近は夫とまたお腹が膨らんだ私とちょっと成長した小さいのが

仲良く入るようになったの。

たまーに夫の髪を洗ったり背中を洗ったりして

夫の背中を見つめながら

幸せだなって考えてる、贅沢だわ。

46 ：名無しさん ：2014/04/08(火)22:01:51 ID:???
我が家は小さいのが増えたら風呂は戦場と化したよ w
いっしょのお風呂タイムは楽しいよね
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49 ：名無しさん ：2014/04/10(木)21:30:58 ID:???
うちも週末しかお風呂一緒に入れないよー。

のぼせるまで浸かりっぱなしだ。

私の肉のせいで元々狭い浴槽が更に狭くなるのにそれでも一緒に入ってくれる夫が好き。

余計な肉をせっせとマッサージして胸と尻に寄せてくれようと頑張る夫が好きｗ

54 ：名無しさん ：2014/04/11(金)17:58:44 ID:???
話し折って申し訳ないｗ私も旦那大好き！

なんで飽きないのか不思議。

だけど昨日喧嘩した。

今回こそ誤ってやんね o(｀ω´*)o
って思ったけどこのまま事故で死なれたりしたら

やだから今朝私から誤ったｗ

70 ：名無しさん ：2014/04/15(火)18:12:26 ID:???
夢で昔好きだった人が出てきて口説かれてちょっぴり嬉しかったんだけど

やっぱり今は旦那好きだし旦那が悲しむことはしたくないから！と

きっぱり断った私はこのスレに書き込んでもいいですか？(´・ω・｀)

71 ：名無しさん ：2014/04/15(火)19:54:47 ID:???
旦那が仕事に集中しすぎて、大事な領収書を捨ててしまったり、風呂を炊きっぱなしだったり

して、若干イライラしていた

でも旦那の仕事の成果を見たら、その出来にニヤニヤしてしまった

この人は本当にこの仕事が好きで、妥協したくないんだろうなと分かる

ちょっと無愛想に飲み会に送り出しちゃったけど、旦那の好きなあさりのみそ汁作って待って

よう

103 ：名無しさん ：2014/04/26(土)23:52:16 ID:???
旦那がコンビニに行ったついでに

私の大好物の生クリーム入りのどら焼きを買ってきてくれた！！

一緒に夜更かししながらもぐもぐ。

ときどきいちゃいちゃ、はぁあ結婚してよかった。

104 ：名無しさん ：2014/04/27(日)12:58:51 ID:???
切迫早産で緊急入院した時、夜勤もあるのに旦那は毎日来てくれた。人見知りはすごく、外

出時は私が店員と話したりしていた。そんな旦那が私の入院初日に看護師に「お願いします」

の一言が言えなくてモジモジ。

やっと言えたらしく、戻ってきて「俺、ちゃんとお願いできたよ！」ってにぱぁって笑って報告し

にきた。切迫でお腹痛いのに笑わせるなよ！！！って思ったけど可愛いやつだと思った。

息子が産まれてから一緒に寝れないけど、休日のお昼寝の時は３人並んでゴロゴロ。

私の作る料理が好きみたいで、毎日絶賛してくれる。いい人。息子（２ヶ月）に、「お母さんの

腕枕は今だけだからな！いつかは返してもらうからな！」って言う。

でも、息子ラブ。そんな旦那そっくりの息子に私もラブ。

旦那そっくりだから余計に可愛いんだと最近気づいた。
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118 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/07(水)10:58:34 ID:???
旦那大好きだ

仕事では厳しいらしいし気難しいのはわかるけど優しく笑っていてくれる顔見るだけで幸せ

私はお祖父ちゃん子なのだけれど GW はおじいさんと過ごさないとねとお墓参り連れて行っ

てくれたり高いところの掃除してくれた、私は凄く幸せ者だ！

不妊気味な事も二人は二人の幸せがあるし子供がいたら子供がいる幸せがあるよって優しく

頭を撫でてくれる

なんで旦那はこんなに優しくて素敵なのに女性に縁がなかったんだろうと不思議に思うけど旦

那と結婚出来たから世の女性達に感謝！

119 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/08(木)01:06:49 ID:???
このスレ微笑ましい　みんな幸せなんだな～

うちの旦那は笑顔がとろけるぐらいカワイイ

めっちゃ年下で単純だけどいざという時すっごい頼りになる

今、隣で私に抱きついてグウスカ寝てる　めっちゃ好き

120 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/12(月)16:43:16 ID:???
結婚相談所でであった旦那。

不器用だが、一生懸命優しくしてくれる。

花が好きだと言えば、黙って花が咲いてる方に誘導してくれる。

いきなり知らない方に連れて行くので、最初は訳がわからなかったｗ

何話していいか解らない、ごめんと言われたから

綺麗にしてたら美人、ご飯美味かったら美味いと言えと教えたら

毎日それだけは言ってくれる。他はほんとに無口だけど。

結婚遅かったから、まだ子供はいないし、さずかるかもわからない。

でもこの人となら、二人でも一生頑張れると思ってる。

残りものには福があったなぁとしみじみ思う。

131 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/15(木)10:28:08 ID:???
娘に結婚を前提の彼氏ができた

昨日彼氏さんが挨拶に来たんだけど、彼氏さんが帰ってから旦那がしょんぼりしてた

「娘いなくなっちゃうのかぁ」って呟いてるから家の中が新婚時代に逆戻りだねって言ってみた

しばらくして意味に気付いてくれたらしく「…それもそうだな(*´･ω･`*)」だって

旦那可愛い好き

134 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/16(金)17:11:58 ID:???
続き)
帰って来る時間は 21時を軽く越える。

緊急入院やら手術やらで御昼もままならないらしい。

でも、旦那は「疲れたぁ」って言うぐらいで、たいした文句も言わない。

働いてる所影からこっそり見たい衝動にかられる。

カッコいいんだろうなぁ…

ぷーさん体型でゴマフアザラシみたいな顔してるけど。

今日は少し早く帰ってこれるかも？と言うことなので、腰でもマッサージしてみようかな。 
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135 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/16(金)21:32:27 ID:???
21時かぁ…うらやましい

うちはどんなに早くても 22時、普段は 25時だから

まぁ、家庭それぞれあるってことで

出張の方とかもいらっしゃるしね

151 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/25(日)05:09:07 ID:???
>>150
妊娠中は特に旦那がいないと不安になってました。

飲み会で帰りが遅くて我慢できなくて、深夜 2時半に旦那に泣きながら電話しましたよ。旦那

あわてて帰ってきて、「ごめんね。ごめんね…」をお互いに言い合ってました。産まれたら、飲

み会も思いっきり楽しめなくなるかも知れないから、その時の飲み会は楽しんで貰おうと思って

いたのに。

旦那は旦那で「早く帰ろうと思ってたんだけど、話が盛り上がってしまって。でも、電話くれたか

ら帰るきっかけができたよ。ごめんね。ありがとう」と言われたよ。

普段泣かないからビックリされたけど。でも旦那が帰ってきて凄く安心したのを覚えてるよ。お

酒臭かったけど www
無事に元気な子が生まれますように！！！

156 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/27(火)08:57:22 ID:???
旦那のおかげでサッカー好きになったよ。

今日は旦那の好物のハンバーガーに似せたサンドイッチ食べながらユニフォーム着て

テレビ見ながら一緒に応援するんだ。

いつも日本酒だけど、ビール買っといたら喜んでくれるかなぁ。

157 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/28(水)10:06:55 ID:???
>>155
旦那さんはどんな反応するのかな

うちも小芝居を私が一方的にするけど大体冷ややかな対応でちょっとさみしい

たまにデートしたいなーって思う

待ち合わせしたり家まで送ってもらったりしたい

住んでるとこが同じが故にできない w

169 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/06/13(金)19:35:32 ID:???
昨日、旦那が会社で強い泡盛を貰って帰ってきた。

一緒に飲もうと誘ってきたから付き合うことに。

旦那も私もヘロヘロ。飲み過ぎた。

ヘロヘロな旦那が急に渡しの手を握って、

「僕、嫁ちゃん大好きなんですよ！分かってる？だぁーいすきなんですよぉー？結婚してくれ

てありがとぉー！ホントにほんっとーにありがとぉー！！愛してるよ！すっごい愛してるうう

うぅぅぅ！」
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今朝、起き抜けに旦那が昨日のこと覚えてる？と聞いてきたから、「告白されたよね、私も愛し

てるよ」

と、伝えたら忘れてるかと思ったのにー！と顔真っ赤にして悔しがってた。

娘がニマニマ見てた。(部屋にいたけど聞こえていたらしい)

酔って言ってくれるのも嬉しいけど、シラフでいってくれたらもっと嬉しいんだけど。

会って 20年近く、結婚して 15年位。体型も顔も会った時とだいぶ変わって、見た目もおじ

ちゃん・おばちゃんだけど、とても幸せだなと思います。

177 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/04(金)11:12:56 ID:???
5歳も年上の私を「美人！可愛い！！」といつも褒めちぎってくれてありがとう。世間的には中

の上位だよ？旦那にはとびきりの美人に見えてるみたい。

マイナス 5歳目指して、旦那と同い年に見られるように日々頑張るぞ！

178 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/04(金)11:20:42 ID:???
本人に言わないけど(調子に乗ると困るから)、旦那の顔が大好き。

パッと爽やかな笑顔。邪気のない優しい笑顔。子供のような眠たい顔。アホみたいな寝顔。仕

事してる時の真面目な顔。そして怒った時の顔。

怒ってる顔はいつもの優しい顔と違ってキリッとしててカッコイイ。怒らせてマズイと思いながら

も実はキュンキュンしてる。

179 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/05(土)02:17:52 ID:???
仕事でキャバに連れて行かれた旦那。

信用してるので浮気の心配とかしてないんだけど、

キャバのトイレから、キャバにいる謝罪メール＆

「早く帰りたい(´･ω･`)こんな時間あるなら家で嫁ちゃんのご飯食べてゆっくりしたい」ってメー

ルきて可愛いやつ！って悶えた。

帰ってきて、ダンナはやや女性に対してコミュ障なので「キャバの人と何喋ったの？」って聞い

てみたら、「いい人だったけど、別に話すこともないし嫁ちゃんの話してたー。いい奥さんだ

ねって女の子も言ってたよ！」って言われてキャバでなにやってんだ w と笑ってしまった。

一見ぽやっとして頼りなさそうだけど、飲み屋で旦那の親友が酔っ払いに絡まれた時とか、私

が街で変なおっさんに難癖つけられた時は草食動物から変化して、結構鋭い目つきで追っ

払ってくれる、いざという時は頼りになる旦那です。

普段はひだまりでのほほーんとしてる草食動物そのものだけど w
ギャップが尚更良い。

183 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/08(火)02:31:26 ID:???
結婚して 8 ヶ月。今日は旦那の誕生日。

旦那は見た目はコワモテだが、いつも優しくて、私にとっては神様みたいな人。

夜勤でいないのが寂しい。
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普段夜勤の日はカロリー控えめで消化の良さそうな物を入れた、

お世辞にも可愛いとは言えない、色気のないお弁当なんだけど、

今日は初めてデコ弁(？)に挑戦した。

と言っても、チーズや人参をハートや星型にしてみたり、

プチトマトの中身をくりぬいて具を入れて焼いてみたりした物とか、見た目がちょっと可愛いや

つ。

あとデザートにブドウも別容器で忍ばせた。

で、そろそろ気付く頃なんだけど、

ドキドキして眠れないｗｗ

そして朝、顔を合わせるのが恥ずかしいｗｗ

184 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/09(水)10:25:22 ID:???
結婚して一年立つけど、今だに旦那の顔をまともに見れない。

旦那はすごいイケメンで、喪な私と結婚してくれただけでも奇跡的。

一緒にテレビを見てる時、ぼーっと旦那の顔に見とれてたら、何？って目があってドキドキして

しまった。

スーツ姿の旦那、私服の旦那、パジャマも全部かっこよくて、毎日ドキドキさせられっばなしで

すわ！

197 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/14(月)14:46:38 ID:???
うちは旦那が「ぼく可愛い？」って聞いてくる

ハゲだしトトロみたいな体型だしオッサンだけど「可愛いよ」って言うと凄く喜ぶｗ

198 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/14(月)23:26:27 ID:???
旦那が好きだ。子供がいないからかいまだに恋人感覚が抜けない。

優しすぎて損してるところも何を食べても美味しそうにしてるところも好き。

ぷよぷよの頬もお腹もかわいくて好き。

旦那の体を知っている女は私だけって嬉しすぎる。自分の独占欲に自分で引くけど、旦那の

寝顔をみてにやけてしまう。

200 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/15(火)22:04:20 ID:???
毎日皿洗いしてくれる。

手荒れしてるから、治るまで私がやるねと宣言したら

翌日炊事用のゴム手袋を買ってきた。

嫁ちゃんがご飯頑張って作ってくれるから、

皿くらい僕がやらないとって言ってきかない。

今もゴム手して、皿洗ってる。

202 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/17(木)00:25:57 ID:???
あたしは、

あの時代でなければ○○障害とか○○症候群とか言われていたと思う。

あの時、両親があの中学に進学させてくれなければ、高校も進学できなかったと思う。

あの時代でなければ銀行に就職なんかできなかったと思う。
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あの日、ＣＤが故障しなければあなたに出会えなかったと思う。

急に何かを言われると固まってしまう性格でなければ、あなたと付き合えなかったと思う。

あの日、義両親と初めて会った時、あの一言を言わなければ結婚できなかったと思う。

義姉が義両親とケンカ別れしなければ、ここには居なかったと思う。

何十年もあたしを食べさせてくれたあなたが居なければ生きていられなかったと思う。

子供たちが良い学校に進学できたのもあなたの血があったからだと思う。

何より、こんなあたしを選んでくれたあなた、こんなあたしを許してくれたあなた、ありがとうござ

います。

あなたと一緒に銀婚式を迎えられて良かった。

あなたが大好きです。

これからもよろしく。

207 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/22(火)07:23:01 ID:???
妊娠でつわりが酷い時はご飯作ってくれたり物凄く気を使って気にかけてくれたり室内喫煙か

ら室外に変えてくれて尚且つやめる努力もしてくれてる

ほとんど毎日大好きって言ってくれる

毎朝いってきますのキス

お風呂から上がったらタオルをかけてくれてキス

もちろんおやすみなさいのキス

テレビ見てたりして共感してもキス

一日 10 回ぐらいはしたいらしい

自宅では基本ご飯っていうよりおつまみとビールの旦那

おつまみをあーんしてくれたりする

娘がまだ乳を飲んでた頃は「今は貸してやってるだけだからな！返してもらうからな！本当は

俺のなんだからな！」

怪我したら「俺の体なんだからダメなんだよ？」

でも怪我するのは大体旦那が先

例えば旦那が右手の中指を切る→私左手の中指を切る

旦那が左足に青タン作る→私が右足に青タン作る

なぜか部位は同じなのだが左右逆にほぼ 2.3 日居ないに同じ所を怪我したりする

偶然だろうが多々ある

土日関係なく仕事があるが土日の楽しみは志村動物園とちびまる子ちゃん

まるちゃん見れなかった日は物凄く落ち込む

夜中寝ぼけてるのか私の乳や尻を(眉間にしわ寄せプンプン)怒りながら揉む

私の作る煮物が好きだと言ってくれる

私だけ特別、というような嬉しい言い回しをよくしてくれる

M.ジャクソンが好きでムーンウォークを覚えたらしく披露してくれるが何故か手が変な動きして

てどう見てもアホの坂田ですありがとうございます

そんな年の離れた可愛い旦那が大好きです
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210 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/25(金)14:14:18 ID:???
ここ、いいスレだなあ。

私も旦那大好きｗ

テレビくらい一人で見ればいいだろうに、

傍にいてほしいの、すぐわかるよ。

来週出張なの、

ちょっとゆっくりできるから、楽しみでもあるけど、

寂しいのもまたホント。

あんまりそういうのって言わないようにしてるけど、

たま～にぼそっと「寂しいな」と言ってやるｗ

すぐ目をそらしちゃうけど、そのあとべたべたしてくるから、

まんざらでもないんでしょうｗ

そんな私は、去年銀婚式を迎えましたｗ

218 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/30(水)02:22:10 ID:???
ここしばらく私が風邪で寝込んでる間、旦那は洗濯物干したり病院につれていってくれたり

料理なんて殆んど出来ないって自分で言ってるのにうどん作ってくれたり。

色々やらせてごめんね、ありがとう！って言ったら

「普通でしょ？具合悪いならゆっくり休んでなきゃ」

って当たり前のように言ってくれました。

なかなか善くならない私を心配してくれて、帰ってくると「具合どう？大丈夫？」って聞いてくれ

る。

私はきっと世界一優しい旦那を持った幸せ者だと思う。

225 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/31(木)11:19:15 ID:???
いよいよ子供を…ということになった

婦人科の先生にもタイミング指導してもらった

まだまだ二人でいたい気もするけど、私も 30 であんまり若くないからここら辺が潮時かな

早めにそして無事に授かりますように

夫に似た子ならより全力で可愛がるわ

237 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/01(金)20:23:07 ID:???
今日の夫の行動というか、相変わらず可愛いところに吹いた。

昨日の晩、なんか娘と喧嘩したらしい。

で、うちは旦那が弁当を私、娘、自分って感じで作ってくれる。そして、地味に私よりうまいから

腹立つ。

今日、娘も登校日ということで、三人分弁当を作ってた。

問題がその弁当で、昼休み休憩で、旦那弁当を食べてたら、娘からのメールで職場なのに

笑ってしまった。
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なんで、娘の弁当をキャラ弁にしてんのさｗｗｗｗ　　というか、私のは……？

そのことを晩御飯の時に言ったら、旦那曰く。朝のあの時間で二人分キャラ弁なんて作ったら、

弁当渡せなかったし。とのこと。

あと同じやつを２つ作るのが嫌とか、いろいろ理由を言ってたけど、明日私にも作ってくれるっ

て言ってくれたので正直嬉しい。

ちなみに仲直りできたというか、晩御飯の時には二人並んで遊んでいたのでいつも通りに

戻って良かった

しかし、娘よ旦那の隣に居過ぎや(｀；ω；´)

239 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/02(土)11:36:27 ID:???
ちょっと前までこっそりアプリの乙女ゲー複数同時にをやってて

アプリごとに攻略タイプを変えてたのよ。

こっちは王子様タイプ、あっちはドエス執事とか…

でも攻略しながらも別キャラが気になるのね。

それが全部優しい頭いい系の人なの。つまり旦那なのよ。

旦那はあんなにイケメンじゃないんだけどさ～やっぱり 1番は旦那だとわかったらすぐに飽き

たわ。

252 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/05(火)08:33:10 ID:???
旦那大好き。

昨日会社で旦那が、最近入って来たばかりの契約社員 20代独身女子に「(旦那)さんてイケメ

ンですよね」と言われたらしい。

帰ってきてから、「イケメンて言われた(￣▽￣)俺イケメン？」とか言って浮かれてる。

私は旦那の顔好きだけど、一般的に見てイケメンかって言われたらそこまででもないような気

もするし、イケメンていうか可愛い系だと思うんだけど。

その女子はどういう意味でイケメンと言ったんだろう。

単純に他意はなくイケメンって思ったから口にしたんだろうか？

でもなんでそんな事わざわざ本人に言うのー？飲み会の席の軽いノリとかじゃなくて普通に仕

事中に。

会社に旦那の元カノがいるのも嫌なのに、そんな事言う女子まで現れてモヤモヤするよー。

女房の妬くほど亭主もてもせずと言うけどさ、旦那の事が好き過ぎて心配になっちゃう(´・ω・｀)
290 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)23:13:31 ID:???
旦那と穏やか～に晩酌して、手つないで旦那の寝室に行って、

ベッドに寝転んで２人してうとうとする時間が幸せすぎる。

旦那は寝つきがいいから先に眠りに落ちるんだけど、

それまで私の手を撫でてくれてるｗ　寝顔が無防備でかわいいｗ

もともと寝つきがあんまりよくないし、ましてや他人と寝るなんてって

神経質な私も旦那の側じゃ何だか安心して寝れるんだよなぁ。

愛してる、とは、改まった時にしか言わない旦那だけど、

私に触れる手とか、扱いとかが、すごい大事にしてくれるのがわかる。
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初めは慣れなくてちょっと落ち着かなかったけど、今じゃそれもものすごく落ち着く。

出会った頃はもうちょっと淡々としてる印象だったけど、実はすごい優しいんだよなぁ。

独身の頃はめんどくさがりやだった私も、旦那と何食べようか考えて料理作るのが楽しい。

【60:91】旦那のセックスが下手すぎてしたくない

1 ：名無しさん＠おーぷん 2014/05/08(木)17:38:15 ID:MUitwsGdM
何度話し合っても改善しない

レスまっしぐらな結婚４年目です

82 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/23(水)02:58:06 ID:hnS0ERS3H
私は 2年間ずっと女優やってたけど、旦那が仕事で遠距離になったのがキッカケで、なかな

か会えないから気まずいこともないし、エイやとある日、今までずっと演技してた、一度もイッて

ないとカミングアウトしたよ。どれだけ悲しくてつらくて、旦那のやり方が痛くても言えなかった

か、最近はするのが怖くなって感じなくなってきたとか、一人でエッチした方が気楽とか、ぜん

ぶメールして、LINE で号泣しながら話し合った。

83 ：82 ：2014/07/23(水)03:06:51 ID:hnS0ERS3H
一度、あきらめて女優やってしまうと、嘘の上に嘘が重なって自滅。そー new でイケなくて自

分の身体が悪いのかと思って一人で開発するオモチャ？なんかでイケるようにトレーニングし

て、演技じゃなく本物になれば嘘が本当になるのかな、とか自主トレしてたこともカミングアウト。

一年間子作りした時も、感じたことなくて悲しかったな。

カミングアウトして旦那が本気で謝ってくれたよ。嘘つかなくていいんだと思えてそれから真剣

に話し合った。内容はまだ改善しなくて、色々あって 1年間レスなんだ。私が受け受けなく

なって。でも、次にする時に備えて恥ずかしがらず今でも話し合ってます。

一度は旦那も自分も傷つくしお互い気まずくなるけど、演技してる人は正直に打ち明けた方

が絶対いいよ！

演技し過ぎて不感症になりかけて、一時は旦那が気持ち悪くてたまらなかったけど、このまま

一生フェイクしてたらと思うとゾッとする。

【53:72】浮気されて立ち直れないけど質問ある？

1 ：名無しさん 2014/03/24(月)13:37:32 ID:9Zlrxq0Uj
結婚する前にされてそれでも結婚したんだから仕方ないけど
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既婚男性
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嫁さんが妊娠！！！！！！

※ID非表示スレ

1 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/19(月)19:29:29 ID:???
40歳にして初！どうするよ、ドキドキが止まらんぞｗｗｗｗｗ

みんなこんな気持なんだなｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

3 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/19(月)19:56:53 ID:???
あざっす！！！！

この気持ちどうすんだこれｗｗｗｗ

嫁さん婦人病だったから子供は難しいって結婚する前に

言われたけど、その分二人で旅行して世界制覇しようぜって

国内＆海外行きまくってたんだがアフリカで動物園では見れない

カバの喧嘩を見た時より興奮してるよｗ

おっさん初心者だからよかったら子供出来た時の話とか

教えてくれよ。とりま風呂入ってくる！

7 ：1 ：2014/05/20(火)18:17:16 ID:???
久々こんな時間に仕事終わった！やっと帰れる!
うちの嫁さんはネットとかボカロとかに疎い人なんだけど youtube で

和楽器バンってボカロ曲を和楽器用いて演奏するバンドにドはまりし

蜷川べにちゃんみたいな三味線つかいに育てるとか言い出し自ら三味線を

習い始めたりお互い今まで余り語らなかった未来についての会話が増えたかな。

良かったよｗ

子供が出来たことで発生したエピソードなんぞ教えてくれい(^^)

8 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/20(火)19:18:34 ID:???
子どもができた時のエピソードって言うと大変だった事が真っ先に思い浮かぶわｗｗ

9 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/21(水)03:40:56 ID:???
おめ！奥さん悪阻とか大丈夫か？

家事手伝いとか色々して今のうちに恩売っとけｗｗｗ

10 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/21(水)06:13:16 ID:???
パパおめ

人によって違うけど、過食になったり拒食になったり、ひたすら眠くなったり匂いに敏感になっ

たり吐いてしまったり

悪阻って言っても本当に色々で初期は食事もマトモに出来ない人も居るから、仕事帰りに何

か食べたい物あったら買って来ようか？とか食器洗うとか、些細な気遣いが本当に嬉しい

ぶっちゃけ初期はパパになる自覚余りないだろうけど、ママのお腹では着実にパパとの子供

が育ってるよ

しっかりママと子供を支えてあげてね
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18 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/21(水)20:54:45 ID:???
>>17
あ、そうだ！

嫁さんには今のうちに添い乳という技を知っておいてもらったほうがいい

要は寝っ転がった体勢で、赤ちゃんの口元におっぱいを持っていってやるだけだけどね

いちいち真面目に座って母乳あげなくても、夜眠たい時はそれで寝ながらあげてもいいの

よって

知ってるだけで随分違うと思うからさ

19 ：1 ：2014/05/21(水)21:05:41 ID:???
>>18　コアな情報本当にあざす m(_ _)m

さっき家についたけどうちの嫁さんはやや少女趣味？というか妄想炸裂系な人なのもあり

7 で書いたけど三味線少女にするべく早速もう太棹の三味線購入してきてたよ orz
もっとやることあんだろって言いたい気持ち半分、出会った頃の無条件に夢見がちな妻が

帰ってきたことに新鮮味を取り戻して嬉しい気持ち半分、生むのは自分じゃないから可能な

限りケアするよ。身内が近場に居ないからてのもあるけど、改めて 18 ありがとね(^^)

35 ：1 ：2014/05/26(月)18:13:48 ID:???
いきなりだけどスレ立てた者です。今病院から帰ってきた。高齢出産てやっぱ難しいのかね。

完全流産だってお。嫁も俺ももう涙止まらん、誰のせいでもないからやり場がなくてどうするか

ね。

嫁さんは無事だっからまだ良かったよ。

子供まだの人、子供は早めにな。経済的に大変だと思うけど。うちはもう無理だそうなんで頼

むよ。

子育て中の人、本当にお疲れ様です。色々あって大変だと思います。

今回の事で実感したけど子供ってまじもんの未来だよな。頑張って育ててくれると嬉しいです。

俺はまた嫁と世界制覇の旅に出る計画を立てて頑張るわ！

お前らの子供が元気に育つことを心から祈ってます。

そんあじゃあね！

37 ：1 ：2014/05/26(月)19:51:39 ID:???
酔ってるから「そんあじゃあね」！って変な言っておいてすまんがちょっと

書かせてくれ。嫁さん子宮系がもう厳しいらしいから妊娠は無理なんだと。

お互い病院で泣いて泣いてね、俺から言ったのよ、

元に戻っただけじゃん！予定通りオーロラ見に行くぞ！準備大変だから退院したら

アルペン行ってアラスカ仕様の防寒具早速買いに行くぞ！せっかく北米大陸行くから

次は嫁の行きたかったフロリダのディズニーに 2 週間ぎっちり泊まって周り尽くそうぜ！

オーロラは俺の要望だったからね。嫁ね、ふなっしーみたいな防寒具買ってアラスカ民ビック

リさせてやるわｗだって。
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おっさんとおばさん、いきなりの事でしんどいし辛いし誰のせいにも出来なくて行き場の

ない感情もあるけど、また世界ふしぎ発見ごっことか地球の各地でやってまた現地人も？みた

いな

感じのテンションでアホみたいに生きてくわ！

ほんとにみんな頑張れ！心からみんなのお子さんの健やかな成長を祈る！

ガチなんで変な良い方してて誤字脱字すまん。

じゃあな m(__)m

39 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/28(水)10:51:20 ID:???
水子供養をしてあげるのもいいかも

42 ：1 ：2014/06/16(月)16:30:07 ID:???
>>40　ありがと。

終わったスレだと思うけど経過報告させてくれ。

あの後、思い切り衝動的に一軒家買ったよ、少女趣味の嫁さんの

憧れの真っ白な広い庭付き。嫁、喜んでくれたよ！

園芸嫌いじゃない俺・嫁でブリティッシュガーデンみたいなバラの

庭園作るわ、何十年とか壮大な計画で。

みんなじゃあのー＼(^o^)／

43 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/06/16(月)16:48:54 ID:???
>>42
いつかその庭うｐしてくれよ

いつまでも仲良く幸せになーーーーーー！

44 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)20:15:55 ID:???
愛ですな♪愛は平和ですね♪

お幸せに！！

嫁のことが現在も大好きな人が集まるスレ

※ID非表示スレ

1 ：名無しさん ：2014/04/09(水)23:57:27 ID:???
嫁のことが現在も大好きな人集まれー

俺は現在も嫁のことが好きだー

2 ：名無しさん ：2014/04/10(木)13:32:00 ID:???
それ普通だろ

3 ：名無しさん ：2014/04/11(金)14:12:16 ID:???
普通だな
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4 ：名無しさん ：2014/04/12(土)08:56:19 ID:???
たりめえだ

5 ：名無しさん ：2014/04/12(土)13:07:20 ID:???
がってん承知の助よ

6 ：名無しさん ：2014/04/12(土)21:46:33 ID:???
おうよ

7 ：名無しさん ：2014/04/13(日)14:51:41 ID:???
ほんまやで

8 ：名無しさん ：2014/04/17(木)12:01:15 ID:???
今朝もウザがられる程に大好きアピールしてきたぜ！

17 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/09(金)22:10:52 ID:???
結婚三年たったけど嫁がかわいい。

俺の好きな飯をがんばって作ってくれて、うまいって言うと無言で頭を差し出す。

褒めろ、撫でてくれの合図ww
二歳の息子を抱っこしてると間に割り込んでくるし、10 こも歳が離れてるから余計にかわいい。

19 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/06/06(金)18:54:14 ID:???
おれは今年で結婚 10年だ

さらに子供は 3 人

いつまでもおしゃれで可愛い嫁が大好きだ

20 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/06/06(金)19:12:58 ID:???
>>19
奇遇だな！

うちも今年で結婚 10年だ！

子供も 2 人！

お互い幸せだな！

47 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/13(水)04:12:16 ID:???
嫁本当に好きだ

まだ結婚して 1 月も経っていないが…

15近く歳が下だが、礼儀正しいし、メシはうまいし、器用で…こんなオッサンの俺も立ててくれ

るし、何よりめちゃくちゃかわいくてエロくて床上手

今日も俺が夜勤前だというのに甘えてきてセクスして出社…

一緒に歩いてても、他の男が嫁に話しかけてくることもある

過去にストーカー事案もあったし…

ずっと家にいる嫁のことが心配で不安で俺は 10 円ハゲができた…
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【1:14】自衛隊に入りたい中学 2年生です。

1 ：新籐海斗 2014/05/27(火)00:29:33 ID:2A6yyZcb2
自衛隊に入りたいのですが、ある理由で中学校に行ってません。

勉強も全然できません。どこをどうすりゃいいのかわかりません。

めちゃくちゃ将来が不安です。こんな俺でも自衛隊に入れるのでしょうか。

5 ：消費税増税反対 ：2014/06/12(木)22:55:07 ID:tPtmw3wpI
不可能ではないが、

高校行った方が良いぞ

6 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/06/19(木)12:50:25 ID:T0iP36p5A
>>1
日本人として最低限必要な教育をまずきちんと受けるべき。

国語や歴史、政治、経済などのしくみをきちんと理解できない人間が

権力や力を行使する職につくということは、国家を悪い方向へ導く可能性が高くなるだけ。
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【4:6】少年犯罪

1 ：名無しさん＠おーぷん 2014/07/16(水)01:50:57 ID:6db2yhe7i
少年犯罪（しょうねんはんざい）とは、少年が犯した、または犯したとされる犯罪のこと。

日本では、少年法 2条 1 項に定義されている少年、すなわち 20歳に満たない者（男女とも）

が犯した、または犯したとされる犯罪に対してこの言葉を用いる。

法務省が発行する犯罪白書では、殺人と強盗を「凶悪犯」としている。

一方、「警察白書」では、殺人、強盗、放火、強姦を「凶悪犯罪」としている。
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見た夢を書いていくスレ inおーぷん 2ch心理学板

1 ：名無しさん ：2014/03/31(月)13:37:01 ID:MzUc7FA16
書いていったり分析するスレです

2 ：名無しさん ：2014/04/20(日)15:21:24 ID:7fBKQyZp1
今日高いビルから落ちていってる夢見た

ビルの側面すれすれで落ちていって地面についた瞬間目が覚めた

3 ：名無しさん ：2014/04/21(月)15:58:33 ID:oqBsQSVu0
かわいい女の子のプロフィール覧を自分が見てて

趣味:おたふく、しかもおしゃべり

て、書いてあった

4 ：名無しさん ：2014/04/24(木)19:04:30 ID:I8OWYKS4S
仕事絡みで銀行の空調機械の修理で、出掛けて、天井裏で作業をしていると、銀行に強盗が

入って、一般客を人質にとって立てこもり、行員と一般客を単身で救うことになった。その後は

マンハッタンのガラス張りのビルの、37階の BAR でカクテルを頼んだら、てんとう虫がいっぱ

い入っていたのを、同席の女性が美味しそうに飲んでいて、それを見て気分が悪くなって、ト

イレに行って、出たら江戸時代の武家屋敷のまえだった。

6 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/06/15(日)18:34:57 ID:qZijTEwf0
てんとう虫カクテルこえぇｗｗｗ

俺は家でクリスマスを家族と楽しんでいたら俺の甥がヒーターに触ったかなんかでやけどした

らしく皆が甥のいる部屋に行った。

俺は一人部屋に取り残されてうつ伏せで寝転んでいたら何者かに後ろから金玉掴まれて身

動き取れなくなった。俺は”姉か…？”と言ったが返答なし。

そこで目が覚めた

7 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/06/21(土)09:55:58 ID:po7wxNrIm
そういえば夢で誰かが電車の中で俺の追手を射殺した

射殺した奴はどこかに逃げた　俺は死体と取り残される

このままだと俺が犯人扱いされると思った　俺は死体を電車の線路に蹴り飛ばした

そしたら電車がすぐに来て死体は轢かれた　俺は逃げた

小学校の体育館に出た　俺は警察かなんかから隠れようとしてる

でも少し考えてみた　俺が殺したんじゃない…だから逃げる必要はないんじゃね？

8 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/06(日)00:51:25 ID:DQstNVvn1
頭怪我して割れたあと

看護師さんに生きたまま麻酔無しで縫われた

何故か苦しみもあって

マジで最悪
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10 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/22(金)00:53:50 ID:54WK7loqq
私の場合怖い思いをする夢をよく見るんだがこの間の夢は本当ビビった

教室の中で生徒らしき人達と自分が居て、そしたら隣の男がなんか不快になるような事を私に

対してしてきて目の前に先生みたいなのがいたから助けを求めたら、突然拳銃取り出して男を

殺そうとしたんだ。

さすがにそれはあかんと思って男をかばったのに、その男も拳銃持ってて肩に突き付けて殺

された。

殺される寸前の自分は必死に悲鳴だしてた。殺された瞬間はスローモーションになっていっ

て肩に鈍い傷み(そんなに痛くなかったが)を感じて死んだ。その後先生に｢仕方ないよね｣と

言われた。

ありえない展開だが殺された時は傷みとかあってリアルだったから怖かった。もう見たくないわ
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【フランス皇帝】ナポレオン・ボナパルトその１【ナポレオン法典】

※ID非表示スレ

1 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/06/30(月)06:08:29 ID:???
ナポレオン・ボナパルトについて語ろう

11 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/21(月)21:32:33 ID:???
国家は、必ずしも合理的に判断して行動するとは、限らない。

特に戦争の場合「あいつにだけは負けられない」と「オレの方が強い」とかいう「男の意地」で

の行動も多い。

これは、独裁国家でも民主国家でもあんまり変わらない。
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【2:9】オスよりメスが強い生命体スレ

1：ヤクザの言い訳が小学生レベル 2014/04/30(水)18:18:47 ID:g92BDuTrA
多くの生命体においてオスはメスより優れている

どうしてそうなのか？　そして、例外を挙げていくスレ

性とは一体なんなのか、みんなで考えましょう

4 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/08(木)14:45:38 ID:IvOh5amDN
一頭の体の大きさで最大なのはシロナガスクジラのメスだよね

深海魚のアンコウにはオスが極端に小さいくて交尾の時にメスの体と融合しちゃうのがいるよ

ね

社会性のある昆虫　蟻とか蜂はメスがトップにいるよね

ワオキツネザルの集団ではメスの順位がオスの順位より優先されてて

餌の優先権や木陰などの休憩所の優先権がメスにあるね

インパラはメスの集団を縄張りを持てるように頑張ったオスが接待するよね

縄張りを持てないオスはモテナイオス集団で交尾できずに暮らすね

ミジンコは基本メスで環境が過酷になった時だけオスの出番が来るね

豊かな環境ではオスの存在価値否定されてるんだね

ざっと思いついただけでこんなもん　もっと上げれそうな気もする

だいたい優れてるかどうかなんて基準は人間の勝手な解釈だろ。

ようは生存のためのジェンダーの役割が違うってだけの話

6 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/13(火)18:31:59 ID:MFsOeQ1yE
子供を産む訳じゃないけど繁殖分野でオスがメスより確実に優れてるって言えるのは

コクチョウ（ブラックスワン）があげられるかな？

コクチョウはホモカップルで子育てする事がある。

しかも普通のオスメスカップルよりホモカップルの方が縄張り争いで

好条件の縄張りを得られて育児に有利らしい。

ホモカップルは外敵に対してもオスメスカップルより雛を守れるらしい。

ただ、ホモカップルだと卵産めないからどっちかがメス連れてきて

産ませたり（産卵後メスは追いだす）、他の巣から卵奪っちゃうんだって

この時もオスメスカップルのメスしかいない時にホモ２羽で襲撃するから

卵奪取しやすいとか

見方を変えると繁殖において卵産む以外ではメスは足引っ張ってるともいえる

ちなみにコクチョウのホモ率は 5％ぐらい
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【13:9】死の定義を考えるスレ【死にたい？】

1 ：名無しさん 2014/03/06(木)00:31:32 ID:A0tfbmVBj
生物学的に

脳か心臓か両方かはたまたそれ以外

2 ：名無しさん ：2014/03/06(木)14:23:25 ID:oIgCbxoyZ
心停止しても脳に血が通ってれば生きてると言えそう？

3 ：名無しさん ：2014/03/27(木)17:06:57 ID:4V8u6P1aX
まず脳活動が停止したら感情とかどうなるか知りたい

4 ：名無しさん ：2014/04/06(日)03:40:58 ID:6cVqcW0tW
そもそも脳死の定義を知らんや

一切の活動を停止してたら心臓も止まるだろうし

もしかして心臓って脳とは独立して動いてんのかな？

5 ：名無しさん ：2014/04/06(日)03:49:05 ID:6cVqcW0tW
くぐる先生によると脳死は大脳と脳幹の機能停止らしい(日本では)
脳幹の機能停止により呼吸は止まるが呼吸機器により人工呼吸させると心臓も動き続けるらし

い

心臓の脳への依存は低く思えてしまうな

だが脳とて人工的に血液循環させれば動くのだから脳の心臓への依存度合いも同じもんかも

6 ：名無しさん ：2014/04/06(日)04:00:03 ID:6cVqcW0tW
脳幹が機能してる場合は植物人間となるらしい

大脳、脳幹が死に脳死となっても脊髄反射は起こるらしい、心臓は脊髄反射の一種と言える

のかな？

7 ：名無しさん ：2014/04/06(日)04:05:22 ID:pfrWsRfLP
脳が死んでたら体動いてようがそいつに意思はないんだから死んでる

死んだカエルの筋肉に電気流して反応したところでそれは死骸に変わりないわ

8 ：名無しさん ：2014/04/06(日)04:09:23 ID:6cVqcW0tW
そうなると生の最小構成を探りたくなるね

肉体がなくても脳が生きていれば生きていると言えるのか

まぶた程度でも自分の意思で動かせれば手足なくても生きてると言えそうな気もしてしまうな
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【9:12】全ての人間が認識しない空間にある物体ってさ

1 ：名無しさん＠おーぷん 2014/07/19(土)22:57:56 ID:x7GhQhuzu
存在してると言えるの？

6 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/19(土)23:59:56 ID:7SNSKC2k0
人類が知らない事と存在しない事はイコールではないと思うよ

例えば新しい生命体が発見された時、その時点で人類が認知するわけだけど

それまでその生命体は存在しなかったのではなく、人類が知らなかっただけ。

もし人類が発見していなかった場合でも、それは存在していたんだよね。

【10:5】哲学初心者におすすめの哲学書教えてけ

1 ：名無しさん 2014/04/25(金)19:16:49 ID:EQiLHmlz8
ぱっと思いついたら書き込めばいい

出来ることなら簡単な説明みたいのも欲しいところ

2 ：名無しさん ：2014/04/25(金)21:21:47 ID:yo5IZFhjF
ベタだけど、國分功一郎の「暇と退屈の倫理学」かな

暇と退屈っていう切り口でハイデガー哲学を分かりやすく解説してる

哲学に興味を持った初心者はこのくらい砕けた本を読んでさらに興味を深めてほしい

3 ：名無しさん ：2014/04/26(土)00:37:07 ID:4u1ZgSBOy
橋爪大三郎「はじめての言語ゲーム」

ウィトゲンシュタインの人生をたどりながらウィトゲンシュタインの考えたことを追って行く形式で、

わりと分かりやすい

終わりの方は橋爪の考えのオンパレードだからそこは別に読まないでいいと思う

4 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/03(土)00:56:03 ID:jrQUUsKc0
全体主義の起源

とにかく面白い

5 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/13(日)18:41:37 ID:fgcXcosBl
初心者なら『ソフィーの世界』だろ。

答えというより疑問の持ち方を教えてくれる。

正義ってなんですか？

※ID非表示スレ

1 ：名無しさん ：2014/03/12(水)21:22:35 ID:???
タイトル通り
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2 ：名無しさん ：2014/03/12(水)21:26:36 ID:???
自分にとって正しいと思えば正義

3 ：名無しさん ：2014/03/12(水)21:31:13 ID:???
正義と正義の対立で争いが起きた時

敗者は悪ですか？

4 ：名無しさん ：2014/03/12(水)21:34:12 ID:???
双方ともに自分たちの方が正義と思い込んでいる

そのため戦争等で負けた場合には、勝った方の意見に従わざるを得ず

結果、敗者の意見は悪になる

5 ：名無しさん ：2014/03/12(水)21:41:31 ID:???
正義とは自分の正しいと思うことです

では、悪とはなんですか？

正義の逆ですか？

6 ：名無しさん ：2014/03/12(水)22:04:54 ID:???
正義は正義

悪は悪

両者に関連は無い

7 ：名無しさん ：2014/03/12(水)22:15:58 ID:???
悪は悪って

何が悪なんでしょうね

8 ：名無しさん ：2014/03/14(金)02:56:13 ID:???
正しさが　悪や嘘に

人格的に向き合う時に

その正しさが正義と呼ばれるのでは。

9 ：名無しさん ：2014/03/15(土)17:14:39 ID:???
悪は人によって違う

人の数だけ許されざる悪がある

10 ：名無しさん ：2014/03/16(日)06:26:23 ID:???
つまり、Ａ（正義）Ｂ（正義）

Ａ（正義）とＢ（正義）が争うとしたら

Ａ｛（正義）Ｂから見て悪｝
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Ｂ｛（正義）Ａから見て悪｝

となる。

11 ：名無しさん ：2014/03/17(月)04:17:06 ID:???
つまり正義の量をはかる天秤が必要

12 ：名無しさん ：2014/03/19(水)13:05:04 ID:???
「人の数ほどある正義」

　　↓

「その正義を計る天秤も人の数ほどある」

　　↓

司法・警察による強制の誕生

13 ：名無しさん ：2014/03/22(土)15:46:04 ID:???
人間であるかぎり神の視点は持てないんだから、正義も悪も主観だよね

14 ：名無しさん ：2014/03/23(日)16:42:50 ID:???
神の視点の獲得が人間の進歩であり

人類の目指すところ。

15 ：名無しさん ：2014/03/23(日)22:39:42 ID:???
自分が正しいと思ってて、それを世界全体に広げて良いと考えてること

16 ：名無しさん ：2014/03/24(月)00:04:52 ID:???
ロールズみたいに正義を決めるためのルールの話をする人もいるし、正義論は色々だなぁ

26 ：名無しさん ：2014/04/05(土)23:07:31 ID:???
アンパンマンが何故、バイキンマンを殺さないか知ってる?

31 ：名無しさん ：2014/04/21(月)15:44:33 ID:???
>>26
バイキンマンが死んじゃったら、やなせたかしが困ったのかもな。

やなせは、次の漫画を描くアイディアが無かったのかも。

やなせはアンパンマンをだらだら続けて、印税とか、関連で金儲けできればそれで生活でき

だろうし。

バイキンマンが死んじゃったら、アンパンマンというヤナセにとっての金もうけの道具はなくなっ

ちまう。

正義と悪魔という構図で、すべての宗教の聖典で、悪魔が死にきれないのは、ひとえにその

宗教の教祖の

都合なのかもな。

33 ：名無しさん ：2014/04/21(月)16:12:20 ID:???
誰かが苦しんでいるときに

それを救うものを正義というんだと思います
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34 ：名無しさん ：2014/04/27(日)15:40:48 ID:???
成功したやつの思想

35 ：名無しさん ：2014/04/27(日)22:26:48 ID:???
秩序のようなもの

36 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/03(土)00:56:33 ID:???
ルールを決めるための方向づけ

37 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/09(金)02:24:03 ID:???
道徳の理由を突き詰めた先のどん詰まり

38 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/09(金)10:56:36 ID:???
その人が生きてきた中で培った価値観や思想で規定されたもの

自殺って悪いことだよね？

1 ：名無しさん ：2014/04/01(火)15:32:52 ID:wN7agFW0n
みんなそう言ってるし

9 ：名無しさん ：2014/04/14(月)08:21:55 ID:nfWgtk3W6
もったいない行為だと思う

10 ：名無しさん ：2014/04/29(火)03:44:55 ID:uzC2yoven
考える行為を放棄すること

11 ：名無しさん ：2014/04/29(火)10:14:15 ID:scz6b0c4j
一応、日本では悪いことだとされてるね

自殺関与罪が刑法で処罰の対象になってるから

【12:10】今流行ってる SNS は五十年後には消滅してる

1 ：名無しさん 2013/05/16(木)11:41:02 ID:MspZHSbDX
哲学者なら SNS で断片的記述の読み書きをして時間を浪費するより、書物を読み書きしま

しょう

断片の消費と生産は時間の無駄です

7 ：名無しさん ：2014/04/21(月)23:10:29 ID:ICo1cAE0t
SNS には寿命が存在する、という主張には賛成する

感情って生きるのに必要だったのかね？

1 ：名無しさん ：2014/03/22(土)14:28:28 ID:NplqUkwUx
別の個体が死んだ時に悲しみで印象を強くして「これ(別個体の死因)をやるのは危険だ」を忘

れないようにするため？
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2 ：名無しさん ：2014/03/25(火)05:16:21 ID:jAIYRPl68
不快と快楽が人類の発展には必要だったと思うよ。

悲しみにしろ、その死を送り出すために様々な儀式が生まれてるし、遺族側への配慮も発達

した。

>>1 の言う通り、恐怖心は種を残すために重要だしね。

3 ：名無しさん ：2014/03/30(日)00:42:41 ID:8hWrkktKk
感情がないと文明が発展しない

4 ：ハゲ三兄弟◆SQ2Wyjdi7M ：2014/03/30(日)00:53:39 ID:SV3H6aBeN
負の感情は行動の抑制に繋がり正の感情は行動の原動力となるのかな

でも社会を形成するのには有用だが単なる生存行動には感情の必要性を感じないな

危険探知は恐怖に起因しなくても痛みを覚えれば足りるし空腹なら人生つまらなくても飯を求

めるし

9 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/07(水)00:29:20 ID:YMllKx3lx
生きる、というのをどういう状態と定義するかによる

アメーバみたいな単細胞生物の生存も「生きる」に含めるなら明らかに感情は不要

10 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/08(木)08:05:41 ID:NNPSWGvmx
生存に不可欠な欲求ほど、感情を強く生起するのはなんでだろうな。

11 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/08(木)21:29:58 ID:VdXj9Y6lm
感情が無いと記憶が定着しない。

12 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/06/10(火)04:35:33 ID:zlVwozOcH
>>4
むしろ生理的反射の積み重ねのさきに、感情機構の形成がある

13 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/07/13(日)18:39:35 ID:fgcXcosBl
暑いと思えば体温を調節し、痛いと思えば繰り返さない。

おじいちゃんが亡くなった

1 ：名無しさん ：2014/03/26(水)20:19:08 ID:8Nflnan5s
勝手に語る

つい、２週間ほど前、おじいちゃんが亡くなった

2 ：名無しさん ：2014/03/26(水)20:20:36 ID:8Nflnan5s
私の家は父、母、祖父、祖母、姉二人と私の七人家族だった

3 ：名無しさん ：2014/03/26(水)20:24:43 ID:8Nflnan5s
小さい頃から、親が共働きのため、おじいちゃん、おばあちゃんによく面倒をみてもらっていた

ちなみに、農業を祖父、祖母はやっていて、その傍ら私は育てられた
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4 ：名無しさん ：2014/03/26(水)20:34:40 ID:8Nflnan5s
ここからはおじいちゃんとの思い出。

幼少期、私が家で暇そうにしていると、すぐに軽トラの助手席に私を乗っけて、どこかへ連れ

ていってくれた。行く場所は基本近場で、川にいる鯉を見に行ったり、虫を捕まえにいったりと

簡単なものだったが、当時の私には何もかもが新鮮だった。

5 ：名無しさん ：2014/03/26(水)20:39:45 ID:8Nflnan5s
小学校にあがった私。

夕方になって、学校から帰ってくると、おじいちゃんはいつも私を待っていた。

そして、私に食べ物を恵んでくれた。しかし、食わず嫌いだった私は、しばしば嫌いなものを

食べないことがあった。

今となっては、もっと食べてあげればよかったなぁと後悔している。

6 ：名無しさん ：2014/03/26(水)20:49:24 ID:8Nflnan5s
そして、私は中学校にあがる。

この頃から、だんだんとおじいちゃんがボケてきた。

少しのことで怒鳴り声をあげたりするなど、接するのをつらく感じることもあった。

しかし、私に対する愛情は昔と変わっていなかったと思う。

いつも、私と顔を合わせる度に｢勉強がんばれ！」｢部活はどうだい？」｢学校は楽しいかい？」

などと、聞いてきた。

おじいちゃんとしては、私と話をし、そして、応援したかったのだろう。

そんなおじいちゃんを私は煙たがった。本当に最低だ。

7 ：名無しさん ：2014/03/26(水)20:51:02 ID:8Nflnan5s
ちなみに、私が中３のころ、おじいちゃんは癌になったが、手術をして助かった

8 ：名無しさん ：2014/03/26(水)21:00:41 ID:8Nflnan5s
そして、ここ１年の話。

地元でも、進学校と言われている高校に合格した私を、おじいちゃんは本当に喜んでくれた。

｢孫は○○高校にいくんだ！」と張り切って、知り合いに自慢してたらしい。おじいちゃんは孫

の話になると誇らしく語ってくれていたみたいだ。

そして、おじいちゃんの癌が再発が見つかったのは十二月頃。

実は、私が中３の時の手術以前も、何度か手術していたらしい。

おじいちゃんの体はもう手術できるほどの体力は残っていなかった。

9 ：名無しさん ：2014/03/26(水)21:03:01 ID:8Nflnan5s
あとは、もうただ死んでいくだけ...
そんな事実を聞かされた私だったが、実感は何一つ湧いていなかった。

｢七人家族でいるのが普通だ」

｢おじいちゃんは、いつも家にいるはずだ」そんなことを思っていた。
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10 ：名無しさん ：2014/03/26(水)21:07:07 ID:8Nflnan5s
しかし、病院に行き、状態が悪化してきたおじいちゃんを見ると、現実をつきつけられてるよう

な気がした。信じたくはなかった

11 ：名無しさん ：2014/03/26(水)21:10:13 ID:8Nflnan5s
そして、２週間ほどまえおじいちゃんは、息をひきとった。

最後の方は苦しそうな顔をしていたが、亡くなる直前は落ち着いた表情になっていた。

亡くなる瞬間をみとることはできた。

ごめん、文おかしくなってきたね

17 ：名無しさん ：2014/04/06(日)02:40:10 ID:pqDKAzZNk
おじいちゃんが亡くなって俺は考えた

もう私が家に居ても、おじいちゃんのおぼつかない足音は聞こえないんだ

もう、おじいちゃんの「がんばれ！」を聞くことはできないんだ

もう、おじいちゃんとご飯を食べることもなにもかも一緒にできないんだ

18 ：名無しさん ：2014/04/06(日)02:43:03 ID:pqDKAzZNk
涙が出たよ

亡くなってから気付いた。家族のかけがえのなさに。

ずっと一緒にいることはできないということに。

人には絶対死があることに

亡くなった人とは、もう一生会えないことに

19 ：名無しさん ：2014/04/06(日)02:44:38 ID:pqDKAzZNk
今述べたことは、あたりまえのことだ。

当たり前のことだからこそ、人間は意識しようとしない。

21 ：名無しさん ：2014/04/06(日)02:47:40 ID:sll3xW66U
そして、こんなことも考えた。

実の親が亡くなった俺のお父さん、そして、自分の夫が亡くなったおばあちゃんは、今何を思

うのか。

寂しくはないのか、それとも、寿命なのだから仕方ないと割り切るのか、これから過去の人と

なっていくおじいちゃんに対して、いつまでも、今までと同じ気持ちでいられるのか

等々、考えることはたくさんあった
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22 ：名無しさん ：2014/04/06(日)02:50:56 ID:zNwZHVFko
もう終わります

この文章を、読んだ人には是非とも考えて欲しい。

自分の祖父母、両親、兄弟、友達、とにかく自分の身の周りにいる人とは、いつか必ず別れが

きます

人というものは不思議なもので、いざその時にならないと実感が湧いてきません。いや、その

時になっても実感が湧かない人もたくさんいるかも。

23 ：名無しさん ：2014/04/06(日)02:53:30 ID:Bv2XKzwdb
でも、やっぱりその時に、後悔があっては本当につらいとおもう

「ああ、あの時にこうしておけば...」と思い出せば思い出すほど出てくるだろう。

24 ：名無しさん ：2014/04/06(日)02:55:09 ID:Bv2XKzwdb
そんな後悔をしないためにも、どうか今の自分を見つめ直し、相手との関係をもう一度確かめ

て欲しい

後悔のない人間関係をつくってほしい

別れてからでは、もう手遅れだから

25 ：名無しさん ：2014/04/06(日)02:56:42 ID:Bv2XKzwdb
私の文章が、これを見た人の人生の一時の振り返りへとつながってくれれば幸いです

文章力なくてごめんなさい

ありがとうございました

おまいらが存在することに価値なんてあるの?
1 ：名無しさん ：2014/04/05(土)15:58:02 ID:HKfZsuMcx
そもそも、自分、いや人間、いや社会、いや地球、いやこの世に存在価値はあるの?
いくら立派な時計もタンスの奥にあれば意味がないじゃん?

3 ：名無しさん ：2014/04/05(土)16:02:50 ID:HKfZsuMcx
ただの偶然の産物が進化しただけで根元を辿ればそのへんの石と俺らは違う種類の「物」と

何ら変わりないじゃん。

5 ：名無しさん ：2014/04/05(土)16:08:48 ID:HKfZsuMcx
死ぬまでを楽しめばいいとかいうけどさ。

幾ら大きな数も 0 をかければ 0 なんだよ?
おまいらは無限だとでも言うの?
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6 ：名無しさん ：2014/04/05(土)16:14:13 ID:HKfZsuMcx
もし、輪廻があったとしても、この世自体に価値がないと言えば無意味。

霊界があるとすれば、この世は何の為にあるの?最初から霊界でいいじゃん。

8 ：名無しさん ：2014/04/05(土)16:26:04 ID:HKfZsuMcx
科学的な根拠がなくても、おまいらの存在価値は十二分に否定できると思う。

15 ：名無しさん ：2014/04/16(水)01:41:41 ID:vOO0G05MM
行動が価値を決める

存在ではない

16 ：名無しさん ：2014/04/21(月)15:58:49 ID:marOGT1rR
スレ主が価値がないと思えば価値はないし

あると思えばあるんだと思う

例えば、私は鶏のからあげが好きだけど

ベジタリアンの人や、からあげ嫌いって人には

からあげは存在価値がないものだと思う

善と悪について

1 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/16(金)00:36:45 ID:d9lkPy3Qw
唯物論に立脚するなら、善と悪は存在しないのではないか？

例えば電子は違いというものは無く、悪い電子、良い電子という物は存在しない。

善悪を規定しようとするならば、物質に支配されない精神とその世界を肯定しなければならな

うだろう。

4 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/16(金)00:52:22 ID:BkRu5nZAR
善と悪は必ずしも相反するものではないと考える

例えば今まさに毒ガスを使って人を殺そうとしている人間がいるとしよう

これはまず悪である

しかしその悪人を殺すとしよう

殺さなければ多くの人が死んでいたことを考えると一見、善のようにも見えるが

だとすると何かしら理由さえあれば殺人も善になりうるということになり

仮に毒ガスを使おうとしていた理由が病気の蔓延を防ぐなどの理由だった場合

（空気感染する殺人ウイルスとか）

実はいいことをしようとしていた人を殺した悪い人ということにもなりかねない

てめー何言ってんだと思われるかもしれないが

つまり善悪とは事後的にいかようにも解釈できるものであって絶対不変ではないということで

善の反対が悪という考え方自体が幻想なのではないか
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20 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/06/23(月)22:11:35 ID:NCRB6HEaG
善は理性的で、悪は理性とは真逆の存在なのかどうか疑問

【49:1】なんでも哲学じゃぉ？

1 ：名無しさん 2014/03/06(木)04:14:38 ID:YIrk9QMBM
何を考えても哲学じゃ

何も考えなくても哲学じゃ

貴方がどんな人だろうと哲学者だけは名のることが可能じゃし

貴方がどんなに学がなくても哲学だけは納めてるのじゃ

つまり、なんでも哲学じゃ
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日本史
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日本史上の人物の趣味・特技を語るスレ

※ID非表示スレ

1 ：名無しさん ：2014/03/31(月)19:44:37 ID:???
本業の場合は除外で（剣豪にとっての剣術とか、俳諧師にとっての俳諧とか）。 

趣味と本業の境界が難しい場合もあるが。 

2 ：名無しさん ：2014/03/31(月)21:02:40 ID:???
あまりにも有名な

源実朝→和歌

3 ：名無しさん ：2014/04/01(火)06:42:12 ID:???
家康→薬の調合

4 ：名無しさん ：2014/04/01(火)13:31:38 ID:???
秀吉→茶会

5 ：名無しさん ：2014/04/01(火)18:25:26 ID:???
家康は鷹狩りも。

7 ：山崎渉◆lPjZXnt732 ：2014/04/04(金)10:57:24 ID:???
藤原頼長→男色

8 ：名無しさん ：2014/04/07(月)18:51:52 ID:???
武田信玄→両刀使い

9 ：名無しさん ：2014/04/16(水)09:39:04 ID:???
足利義政→造園

10 ：名無しさん ：2014/04/16(水)12:43:31 ID:???
伊達政宗→料理

17 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/06(火)02:05:51 ID:???
宮沢賢治→鉱物学

18 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/06(火)11:46:07 ID:???
森鴎外→小説

（国語の便覧だと作家のように思われがちだが、本職は軍人）

20 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/06(火)11:54:39 ID:???
山本五十六→博打

21 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/07(水)19:24:57 ID:???
井上馨→料理（メシマズ）
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23 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/09(金)17:02:06 ID:???
石川啄木→イタズラ

25 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/23(金)23:30:07 ID:???
家康→日本史マニア

30 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/08/21(木)02:06:07 ID:???
福沢諭吉→居合の達人（免許皆伝を受けるほど）

【幕藩体制】江戸幕府その 1【徳川氏】

※ID非表示スレ

1 ：名無しさん ：2014/04/04(金)13:04:59 ID:???
江戸幕府について語ろう

2 ：名無しさん ：2014/04/04(金)22:30:50 ID:???
よくまあ２６０年も続いたよな

4 ：名無しさん ：2014/04/28(月)21:35:08 ID:???
２６０年間停滞して世界の進運に遅れを取ったと見るべきか、

あれはあれで評価に値する２６０年間だったと見るべきか

8 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/06/19(木)21:33:29 ID:???
江戸時代、２６０年間、鎖国と停滞により世界の進歩から遅れたと言う意見が多いが、同時代

の世界を見てみると、西洋世界を除けば世界中が停滞していた。

むしろこの期間の西洋の進歩が世界史的にみて異常に速かったのである。

そして、幕末の動乱期は、世界中で西洋の圧力が急激に高まった時代である。

これは、ヨーロッパの市民革命が一段落し、列強が一斉に世界に乗り出してきた時期と一致

する。

戦国時代以降の日本史を見るとき、同時代の世界史も同時に見る必要がある。

特に大航海時代以降のヨーロッパの世界政策とそれに対するアジアやイスラム諸国の反応を

見なければならない。

【17:15】戦国時代にキリスト教の代わりにイスラム教が伝来していたら

1 ：名無しさん＠おーぷん 2014/05/11(日)12:47:52 ID:plAGYc4qy
以後の日本はどうなったか考えよう

やっぱりイスラム大名が出てくるのか

2 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/11(日)12:48:27 ID:WVYnGaQ7L
エヴァがコーランリスペクトの内容に

7 ：名無しさん＠おーぷん ：2014/05/15(木)10:33:30 ID:HhgCRwIqw
一揆に聖戦が加わる
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8 ：へんくつ者 ：2014/05/23(金)12:51:00 ID:iKb4VQsWI
トンカツが発明されなかった　豚肉の生姜焼きが発明されなかった

豚汁が発明されなかった
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物理
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【4:5】真空のゆらぎ

1 ：名無しさん 2014/03/26(水)05:21:24 ID:sIQuZeqjr
真空のゆらぎ
http://blogs.yahoo.co.jp/honkytonkman_2/32548856.html

一般相対性理論だけでは、宇宙誕生の瞬間にせまれないと考えたホーキングは、「量子論」

に目をつけた。

量子論とは、一般相対性理論と同様、２０世紀初頭に誕生した大理論で、現代物理学の柱と

なるものだ。

この理論は、原子のようなミクロの物質のふるまいなどを説明する。

このため、極小の大きさだったと考えられる、誕生の時期の宇宙について考えるときは、必要

な理論になる。

量子論によると、ミクロな世界では実に不思議なことがおきている。その中の一つで宇宙誕生

の話とも密接にかかわるのが「真空のゆらぎ」である。

量子論の「不確定性原理」によると、ミクロな視点で自然界を見ると、我々が認識できなくなる

ようなごく短い時間（１０のマイナス２０乗秒程度以下）では、物質が「ある」、「ない」という存在

自体も定まらなくなるという。

何もないはずの真空中でも、二つの粒子がペアになって生まれたかと思えば（対生成）、すぐ

に消滅するというのだ（対消滅）。

空間のエネルギーもゼロのままではいられない。ごく短時間で見ると、場所ごとのエネルギー

の大きさの値はそれぞれ一つに定まることがなく（エネルギーと時間の不確定性関係）、非常

に高いエネルギーをもつ場合もある。

このように、物理的な状態が一つに定まらないことを「ゆらいでいる」という。

相対性理論によると、エネルギーは物質の質量に転換可能だ。このため、瞬間的に高いエネ

ルギーをもった場所では、そのエネルギーが粒子にかわり、粒子が生まれることができる。しか

し、できた粒子はすぐに消滅して元の状態にもどる。

この真空での粒子の対生成、対消滅と同じことが宇宙が誕生するときにもおこっていたような

のだ。

宇宙の大きさがブランク長（１０のマイナス３３乗センチメートルより小さい）ときには宇宙の存在

自体がゆらいでおり、宇宙自体が生成、消滅をくりかえしていたのではないかと考えられてい

るのだ。
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2 ：名無しさん ：2014/03/26(水)05:21:58 ID:sIQuZeqjr
★対生成と対消滅

真空では、粒子が単独で生成されることはほぼないと考えられている。たとえば、電子を考え

てみよう。電子はマイナスの電荷をもった粒子だ。何もなかったところに、突如マイナスの電荷

が発生するのは物理学の法則上、おかしなことで、このマイナスの電荷をプラスの電荷で相殺

する必要がある。そのため、電子とは反対の電荷をもつ陽電子（電子の反粒子）という粒子が、

同時に生成されるのだ。粒子と質量が同じで、電荷が反対のパートナーを「反粒子」とよび、

粒子と反粒子が同時に生成することを「対生成」という。

（なお、反粒子によって相殺されるものは電荷のほかに運動量などがある）。

対生成した粒子と反粒子はすぐに衝突して同時に消滅する。これを「対消滅」という。

4 ：名無しさん ：2014/03/26(水)05:36:04 ID:AtbnewGtu
エネルギーは波として揺らいでいて

ある一定のラインを超えた時粒子を生成するって認識してるわ

その際に総エネルギーは変わらないのである点がラインを越える+なら別のある点がラインを

越える-になってるので

それぞれの点で粒子を生成する
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未来技術
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不老不死（不老長寿）を目指すスレ

1 ：名無しさん ：2014/03/31(月)02:18:12 ID:gYfUdnwDX

3 ：名無しさん ：2014/04/10(木)11:16:17 ID:6pPAoB1Lp
ついに人工生命体への第一歩が。生物学史上初となる合成生物、「人工酵母」の作成に成

功（国際研究） 

劣悪な家庭環境で育った子どもの染色体が平均より老化していることが判明 

10 ：名無しさん ：2014/04/10(木)13:56:58 ID:6pPAoB1Lp
グルコサミンに寿命延長効果、マウス実験で確認 スイス研究

11 ：名無しさん ：2014/04/14(月)16:41:57 ID:oDNNCK9SU
完全なる人造人間への新たなる一歩が。有毒物質を感知する人工臓器の開発に成功（国際

研究）
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