
江川剛史『一言コラム』

江川剛史

2016/02/19(金)
貴方はテレビ見ますか。私はニュースを、よく見ます。1年間の殆ど、テレビで見るのは、ニュース

だけです。

貴方も、ツールを使って、何か作ってみては、どうだろう。僕は、ボーカロイドや音楽やオーディオ

ブック、RPGを作ったよ。

私達には、自由な意思がある。常識にとらわれてはいけない。

サービスに、不満があると心離れするので、ビジネス経営者は、注意。

ブログに書くほどでもない記事を Twitterのように、書きたいと思います。

2016/02/20(土)
犬猫の妊娠期間は、約２ヶ月。人間は、270日らしい。妊婦には、生命が宿っているし、赤ちゃん

は弱いから、労って接することが大事ですね。妊婦を見かけたら優しくしよう。

この機会を、良い機会にする。その積み重ねが大事。

アーティストの全国ツアーを廻るファンもいる。そのレベルへのファン化は、凄いなと思います。

社長の写真カード付き社長チップスが販売開始するらしい。社長を狙う人には、良いかもしれない。

世界最高の国ランキングで、日本が一位じゃない。日本、頑張っていこう。

起業意識が高いのは、インドや中国で、日本は低いらしい。確かに、ネットビジネスも副業の人が

多いかな。

早食いは肥満の元。気をつけよう。

海外のダイエット薬で死亡例もあるらしい。薬やサプリは、日本製の方が安心だよ。

ありがとうの挨拶が無いと、購入満足度が下がります。

綺麗な女性が自分の写真を公開するだけでも、利他になる。

自分自身の友達になる。良い言葉ですね。

日本の離婚率は、36%。結婚相手は、慎重に選ぼう。

努力は必ず報われると学生は信じられないと思うけど、報われるよ。
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携帯よく使う人は、モバイルバッテリー、買うと便利だよ。

核ミサイルの写真見たけど、これを作る人は、どんな気持ちなんでしょうね。

2016/02/21(日)
輪廻転生は、あると信じるレベルに、貴方は到達出来るか。

犯罪はしないほうがいい。法律を調べてみよう。

貴方は親から愛されたくないですか。ならば、いつか子を持つ時、その子を愛してあげてください。

成功するまでやる中で、気づくこともある。

哲学アイドルの SNS見てみた。人に情報が付加されると面白さを感じたりする。貴方も自分に付

加しよう。

30歳の女性アイドルも興味深い。何でも変わってると、興味深いよね。

哲学者目指すアイドルって、興味深いよね。チェックしてみようかな。

就職も公務員試験も競争率を考えてみよう。

出会いは、人生を変える。

ピロリ菌は、胃がんに繋がります。人間ドックで検査受けて、治療しよう。

人には、陰と陽がある。どれだけ光で自分を満たすか。それが大事。

雨具が自転車に引っかかる事故が起きてます。注意です。

私もサブリミナル CD持ってるけど、これは効きます。集中力アップとかポジティブ効果とか色々あ

りますね。

幸福への行動をしよう。

過去に生きない。これからに生きる。

今を大事に生きること。それを日々、行いましょう。

早過ぎるプロポーズもある。遅過ぎるプロポーズもある。タイミングは重要ですね。

私は、たくさん好きと言われるのは、好きです。重いとか言う人もいますが、重いくらいの愛の方が、

軽くなくて、良いのではと思います。

田村正和という名俳優もAKBの曲を知っている。みんな、それぞれの世界は、繋がってるんです

ね。
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子育ては、男性女性の協力が大事だと思います。子育ては、大変らしいです。

妻が一番好きとか、夫が一番好きとか良いよね。子どもも大事だけど、子ども愛して、パートナー愛

さないのは問題。

告白は勇気いるよね。振る時は、傷つけないようにしてあげたいよね。

AKBが田村正和と共演は、凄い。田村正和と言えば、刑事ドラマ、古畑任三郎。AKBの芸能界
進出は、どこまで行くのか。

政治が希望と政治家志望の人が言ってました。政治を絶望にならないよう、政治家は、正しく頑

張ってもらいたいですね。

神待ちとか言われる女子を家に泊める行為は、誘拐罪になりかねないので、注意です。

高校生の発信も貴重ですよね。高校生ならではの表現があるし、私のように教員免許証、カウンセ

ラー資格所持の発信も貴重だと思います。

教師がいじめを注意しないのは、どう思いますか。いじめに耐える経験など社会で生きて行く上で、

必要な経験ではありません。

2016/02/22(月)
ミニストップは、今なら、タケノコおにぎりが、おすすめ。菜食主義には良い。

大人になるにつれて、劣化を感じることが出てくる。それを防いだり、自己進化していくことが大事

だ。

ローマ法王が、死刑廃止を訴えているそうです。貴方は、死刑をどう思いますか。

君が代の歌詞をどう思うか。アンケートを取って、調べてみようかな。

恋人が、話を聞いてくれる人なのか。それは大事ですよね。

2016/02/23(火)
iPhone Safariの文字化け問題が解決しました。headタグに Shift-JISの文字コード設定のメタタグ

を入れることで解決します。

若い時に、たくさん学ぶと、天才と思われる。貴方も、天才になろう。

夢を持って生きたほうが、希望が持てる。そう思いませんか。

目標達成のための行動を箇条書きにしよう。私も目標や作業内容を文字にして、消化しています。
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ビートマニア 23の CDが届いた。私はビートマニアの CDは、殆ど持っている。様々なサウンドに

刺激を受けている。

外国の人が、地元のスーパーから出てくるところを見かけた。今後、日本も、国際化が進むのかな。

その瞬間に出会えた気がした。

PM2.5は、肺がんに繋がるらしい。大気汚染問題も重要問題だね。

貴方は、人として、美しいですか。自分自身を好きになれる貴方に、なれると良いね。

根っこが、しっかりしていれば、育つよね。根をはろう。大きく、育つように。

良い未来があると、信じて生きることが大事だよね。

革新を起こす。そういうパイオニアになりたいよね。

常識を超えることで、平均から抜け出せるよね。貴方は、平均を超える気はあるか。

たまに、テレビでも、ネットニュースでも、たけしって名前出るよね。意外と、よくある名前なのかもし

れない。

テレビで、若いマジシャンが、マジックのタネがバレバレのマジックをしていた。これは、炎上商法

狙いかもしれない。

理由を述べて、お願いすると、成功率が上がるらしい。

バチカンは、中絶を絶対悪としているとのこと。貴方も中絶することの無いよう、気をつけてください。

タイタニック再現の豪華客船を建造に、480億円。どう思いますか。映画タイタニックは、名作の恋

愛映画。ぜひ、見てみてください。

値が下がってる時に買っておく投資法もあるらしい。でも、投資で 1500万円、損した人もいる。注

意。

乃木坂 46のアルバム、透明な色を時々聴きます。良い曲が多い。聴いてみてください。

バルセロナで iPhoneを始めとした、スマートフォン自販機の設置が開始。この流れは、未来に、ど

う繋がるか。

貴方の目標は、高いか、低いか。実現出来る目標か。今から頑張るか。

音楽は、人を表す。作品は、人を表す。ブログも何もかも、創造者を表す。

失敗をしない人間なんていない。失敗しながら、成功を積み重ねる。

サービスを利用するかどうかは、それが気にいるかどうかが、結構、大事ですよね。
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FC2は、色々なサービスをしていて、器用な会社だと思います。器用なビジネスも１つの個性です

よね。

肉体労働者は、ダイエットを意識すると、モチベーションが上がります。

イチローが、51歳まで現役をしたいと明言。そこまでスポーツを続けたいメンタルは、凄いと思う。

他国で活躍することは、外交のようなもの。

現在の国民年金満額は、一ヶ月 6万 5008円らしいです。老後の生活も、計画的に。

怒鳴り散らす上司は、厄介ですよね。実は、裏で、嫌われます。

スピードのある恋愛は、スピード破局に繋がるようです。結ばれたい相手なら、ゆっくり、じっくり、

付き合おう。

恋愛において、相手を褒めることは、大事ですよね。

2016/02/24(水)
記事を読んでくれるということは、そこに、愛があるということ。

ビジネスのコンサルタントをしていると、コンサルタントのコンサルタントになっていく。

ニュースで薬物依存症の話を聞いた。違法ドラックだと思われるものは、友達から勧められても、

使用してはならない。

煩悩を消す。それが大事で、突き詰めるべきことだ。

哲学者の歴史も、興味深い。

神様を信じることは、大事だ。神様は、存在しているのだから。

世界は公正に出来ている。誰も見ていないと思っていても、見られている。自ら裁く必要はない。

悪いことをすれば、既に、いつか裁かれる。

人が諦める遥か先へ行く。継続は、力なりだね。

辛いことを、乗り越えた先に、幸せがある。いつか、訪れる。それは、素晴らしい世界。

悪に制裁を加えず、ゆったりとするか、あるいは、悪には立ち向かうか。貴方は、どちらを選び、ど

ちらが正しいか。

文化を作る。そのレベルで、社会活動をすることが大事だ。

価値ある人間は、愛される。世界最高レベルに、価値ある存在を目指そう。
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鳩が、目の前で、交尾をしていた。ぜひ、子どもが生まれたら、大事に、育ててあげて欲しいと思い

ます。

低級霊だろうと、それが有益か否か。利他なのかどうかが大事。

自分の興味ある分野を極めたり、情報発信すれば良い。哲学でも、歴史でも、文学でも良い。

通勤時間が長い人は、大変ですね。私は、いつも電車で、スマートフォンでメルマガや電子書籍

を読んでいます。時間が有意義になりますよ。

人それぞれに、賜物が渡される。その中で、考えて、建設的に、生きることだね。

ラジオのパーソナリティの女性も、昔、中学生で、その時、話題の音楽を聴いていたんだなと思う。

TM NETWORKを学生時代、よく聴いていた。Get Wildが好きで、WE LOVE THE EARTHや

Human Systemなど、名曲を繰り返し、MDで聴いていた。

様々なバンドがいて、個性がある。

世界に、天国を建設し、地獄を無くす。この煉獄の世界を、より良き世界に。

エジソンは、一万回の実験で、白熱電球を生み出したという。このマインドは、凄い。

私の世代辺りの女性は、椎名林檎が、好きな女性が多かった。勧められた CDを大学生の時、聴

いた時は、衝撃的だった。

批判にも、マナーはあるよね。私も気をつけよう。

放送大学以外にも、Eテレを始め、本格的、教育番組を始める。この流れは、本流に繋がるか、注

目。

部屋は、自己管理力を表している。

学生は、大多数、本当は、病んでいるという話は、本当だろうか。健康な学生。そんな典型は、ど

んな人だろう。

チョコパイにロイヤルミルクティー味が新発売。この企業努力で、売り上げが上がるかどうか。今後

に注目。

私は、パソコン好きだし、本を読むし、美術館や博物館は、毎月ペースで行っているし、ゲームも

時にするし、趣味を否定したりせず、一緒に楽しめたら、嬉しいですね。

恋人同士では、趣味とか、価値観が共感出来たり、共有出来ると良いですよね。

バストアップには、大豆食品、キャベツが良いらしい。バストは、人それぞれで、それだけで、人を

判断してはいけないですね。
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2016/02/25(木)
Twitterも奪う視点ではなく、与える視点が良いね。

Twitter ヘッダー画像変えてみた。Twitter 強化に力を入れよう。

755始めました。詳しくは、江川剛史公式サイトか、ネットビジネスで脱サラする情報商材アフィリエ

イト講座のメニュー、サイドバーから、閲覧してください。

iPhoneアプリがダウンロード出来ない時は、パソコンでインストールし、iTunesで同期すると良いで

すよ。

どんな思い込みをしているか。貴方のフィルターは、今、どんなフィルターで、どうして行くか。

人のために、損を選ぶ。その生き方を、貴方は選ぶか。それとも、どうするのか。両方するのか。

純粋さには勝てない。そう思うこともあります。

人に優しく。この言葉を、何度も自分に言い聞かせたい。

いつの間にか、自宅近くの通りに、防犯カメラが設置されるようになった。これで犯罪が減る。結構、

嬉しい。

警察官になりすまして、援助交際を見逃すため、少女と性的行為をした 28歳男性がいたようです。

まず、援助交際しないことと、脅迫されないよう、注意してください。

毛布を得るための乱獲を防止するには、生物を殺して得る製品を買わないことだ。

苦しい時はあるけど、それを乗り越えられる日々が、いつか来る。

家なき子というドラマのセリフで、同情するなら、金をくれ、という台詞があります。これをどう思いま

すか。人によって感じ方が違うのかもしれない。

モーニング娘。のプロデューサーのつんくが校歌を作ったらしい。色々な人が、校歌作ると、面白

いよね。

二股はしたくない。色々やることあるし、恋人は、1人で充分。

私は、基本的に、来るものを拒まない。告白するくらい付き合いたいという女性の気持ちを受け止

めてあげたい。

男性 7 割は、自分から、告白するらしい。私は、自分から告白したことないから、草食中の草食らし

い。

妹系女子の方が、男性は、父性本能が擽られるようです。守りたいとか、主導権とか。
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私も妹系女子の方が得意かな。年上女性とは恋愛経験無いし、ガミガミ言う母親で、年上には、少

し懲りている。

シノラーとしてトレンドを起こした篠原ともえさんが衣裳デザイナーとして活躍している。面白い。

欠点を改善していく。それも大事なこと。

デスノートは、燃やして、捨てて良いのかな。もし、あったら、必要ないから、消滅させるけど。貴方

なら、どうしますか。

事実を、どう解釈するか。そこにフィルターがある。

自転車事故で、自転車運転者に、禁錮 2年の判決が出たりしています。自転車運転は注意。特

に、高齢者が通る場所で、無理な運転、スピードを出さない。

人食いバクテリアを始めとした、感染症に効果的なのは、手洗いとうがい。手を洗う習慣を持とう。

組み体操は、全国の学校で、怪我の事故が起きてるから、やるのは、控えるべき。怪我をさせてま

で、組み体操をやるべきではないし、組み体操で、絆は、大して深まらない。

ゲーム機を壊されたり、勝手に捨てられるのは、酷いと思う。子どもと親のお金の価値が違う。

文化相対主義をどう思いますか。文化こそ、元々、特別な、オンリーワンだと思います。

生活の質ランキングで、日本最高位の東京ですら 44位。まだまだ日本には、伸び代があるみたい

ですね。 

2016/02/26(金)
良い曲だけど、悲しみを感じる曲もあるんだね。

私は、古典も、トレンドも追うけど、時代に、追いついているだろうか。時代の先へ行けるか。

私も LINE公式アカウントを 100個以上、登録しているけど、時代と同じ速さ、というのは、どのくら

いの速さなんだろうね。

夢へ、光へ向かうことへのブレーキを無くす。アクセル全開で踏み続ける。様々な出会いの中、前

進していく。光の先へ。その先へ。

いつか明けるよ。夜明け前。

夜明け前という言葉は、良い言葉だね。悩み苦しむ人達も、夜明け前なんだよ。きっと。

大量絶滅の時が来ても、やはり、生き残ろうと、人類を、肯定することが大事だよね。
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ビートマニア 23には、あのビートマニア初期からいる L.E.Dさんの曲もあるし、初音ミクの消失で

有名な cosMo@暴走 Pさんの曲もありますよ。

作業 BGMで、ビートマニア 23聴いています。今、オルタネイト βという曲、聴いてるんですが、め

ちゃくちゃ良い歌ですよ。

転勤したく無いなら、転勤無しを、希望で、就職した方が、良いですよ。

町中に、防犯カメラ作動中のシール貼ってあったら、世の中、面白いと思いませんか。

最寄り駅近くに、ひったくり発生場所とか看板がある。こんなところでも、ひったくりあるんだね。

兵庫県の豪邸条例は、面白い条例だね。

エレベーターが落下したら、ジャンプするより、力の分散を考えたほうが良い。

教育者は、指摘することが多いから、近寄り難く、感じるのかもしれないですね。でも、教育は、止

められない。

写真の時、手でポーズを取ったりする。それが海外では、侮辱の意味になることもあるから、海外

では、要注意。

一番好きな人と、結婚しない人もいる。そんな人は、Mr.ChildrenのAnyかな。

浄水器は、説明書通り、定期的交換がおすすめです。

インドには、現在も、カースト問題がある。

私を殴ったら、刑事告訴する。こういう文章が広まれば、人を殴るのは、恐いことだと分かるよね。

みんなが金の源なんて言ってはいけないよね。人は、お金を与えてくれる事もあるけど、人=金で

はないよね。

デートは、回数が大事らしい。メールもそうだよね。

食レポは、美味しさが、嘘っぽいと、バレるよね。

時東ぁみというアイドルが、アイドル全盛期時代もデビュー前から付き合っていた彼氏と付き合って

いたらしい。アイドルも裏では、こういうことがあるんだね。人間だし、女性だし、当たり前といえば

当たり前だよね。

現在の日本、1億 2711万人。だから、ビジネスでも、可能性はたくさんあるよね。

20代も良いけど、30代、40代も良いよね。年齢を超えた魅力を持てば良い。

結構、芸能人、築地来るよね。指原莉乃さんも、橋本環奈さんも来たみたい。
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ホームレスギャルは、世の中に、いたりするんだよね。それでいて、ビジネスに取り組んで、成功す

る人もいる。それも、１つの人生だよね。

闇を行うと、いつか闇と向き合う時が来る。闇の行為は、後悔と悲しみを生み出す。

私も、家族が殴られ、銃を向けられる夢を見たことがある。そんな未来には、ならないでほしい恐怖

から、見た夢だろうか。

氷室京介さん、現在、55歳だったのか。KISS MEとか、Fllow the wind、MISSING PIECEなど、
名曲がたくさんある。今後も、氷室さんの作品を楽しもうと思う。

時間さえあれば、PSPもやりたいし、ウルトラマン 80を見たい。ウルトラマン 80を何話か見たけど、

名作な気がする。さすが歴史ある特撮。

Amazonプライムは、お得ですよ。発送早いし、クラナドとかAKB48のライブとか、ドラえもんの動
画とか、見れるから。

パスワード解除ツールは、悪い集団に渡ったら、危険だよね。

YouTubeに、モザイク機能が開発されたらしい。これは、画期的なことだと思う。

共産党は、党名を変える気がないという。その姿勢が、共産党を表しているのかもしれない。

世論ではなく、自分自身の考えで。それこそ、自分の意見を持つこと。

ワイドショーは、視聴率が取れる限り、何度も、その話題を話す。それについて、貴方の賛否は、ど

うですか。

自民党憲法草案の緊急事態条項に、危険性があると言う方もいる。貴方は、どう思いますか。

2016/02/27(土)
パスコード解除システムが、窃盗犯に渡るのも、怖いですね。

地球温暖化で、水温が、上昇しているらしい。海の生物が、心配。

音楽も、シングルが強いとか、DVDが強いとか、ダウンロードが強いとか、あるんだね。

アルコールの一気飲みで、急性アルコール中毒になり、死ぬ場合があります。死んだ場合、訴え

られる場合もあります。気をつけて。

浮気宣告の恋愛とか、浮気宣告の結婚とか、良くないと思う。

汚職が起きるのには、人間の不完全性だけでなく、システムの問題があるのではないか。

国際イノベーションの高さを、日本は高められるか。
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発覚恐れて、殺害はありえない。殺人事件の検挙率は、高い。

道路を渡る時は、注意した方が良い。車を運転しているのは、人間だからだ。

飲食店の掃除は大事。

タメ口言葉は、緊張を解せるらしい。

秘密を無くしても、秘密は、これから先にも、いくらでも、作れる。だから、告白していく。

インプットとアウトプットを繰り返し、秘密が無いようで、あるような、深みが出せたら良い。

マンネリを愛せる愛も、良いものかもしれないね。

飽きない恋愛したいよね。そのためにも、自分の魅力を磨き上げないとね。

欠品だと、買えないよね。

誰が整形したとか、どうでも良い。整形したい人は、整形すれば良いし、したくない人は、しなけれ

ば良い。整形したかどうかで、人の価値は、決まらない。

本人が望んでないのに、美容外科医が、誰が整形してるとか、意見を言って良いのか。それが、

美容外科医として正しい在り方なのか。

私は、一途な男性化したので、男性ホルモンは、そこまで、高くないのかもしれない。

男性ホルモンが強いと浮気するらしい。

大人になってからの、いじめは、恥ですよ。貴方、何年生きて、何を学んできたんですか。いじめ

は、心が、未熟です。

私の大学にも、専門学校を卒業した後、大学入学した人もいる。人間は、不完全だから、完璧主

義で、自分を、苦しめない方が、良いと思う。

学生を超え、社会人として、生きている私としては、受験の失敗で、死を選ぶなんて、勿体無いと

思う。転職者がいるように、浪人なんて、何でもない。

結婚する時、相手が、50代でも、80代でも、愛せるイメージを持つことが、大事ですよね。

成功するには、我慢も大事かもしれない。私は、作品にしてしまいますが。

人間的に、冷たい人が、人間の自信を削いでいく。それは、罪だし、思いやりが足りないのではな

いか。

イメージを売る業界は、大変ですね。アイドルならではの苦しみかもしれません。

アイドルが、最終地点ではないという現実の中で、アイドルは、どんな道を選ぶか。
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こってりラーメンの汁が、口に入り、体内に吸収されるのを、想像してみよう。

これは問題発言かもしれませんが、子どもを頼って、夫婦の絆を深めるのではなく、夫婦同士、向

き合い、愛することが、大事ではないですか。

動物も、人間の寂しさが、分かるんですね。

動物と人間の愛も、素敵ですよね。

上野公園近くのマクドナルドが閉店した。思い出のある店だった。貴方の街のマクドナルドも、行

かないと、閉店するかもしれない。

男に、嫌なことをされると、男嫌いになり、女性に、良いことされると、女性好きになりますよね。

もし、私に、アンチが生まれたら、今日は、悪口を、私に、コメントして良い日です。とか作ろうかな。

出来事で、揺れ動くのが、人間らしさでもあり、揺れ動かないのが、悟りなのか。それとも、ロボット

化なのか。

地震は、起きる可能性がある。備えと覚悟と準備が大事です。

今後、副業を認める会社が増えるかもしれない。高齢社会がさらに、深まるかもしれない。

価値観は、磨いていくもの。価値観は、変わるものだよ。

日本人の死因第 1位は、ガン。だから、ガンについて、早い時期から、気をつけて生きることが大

事です。

人間は盲目的。周りを見よう。気づかない看板とか、色々なものが、見えてくる。

取り組むビジネスが、好きなら、頑張れる。そういうものだよ。貴方のビジネスは、好きですか。

子どもに、学歴を求める親のせいで、苦しんでいる子どもがいるよね。子どもに、学歴を求めるの

は、誰のためかな。自分自身のためではないよね。

家事を頑張ってることは、評価すべきだけど、男性も、一日中、働いているわけだよね。そこも、評

価することが大事だよね。

天才少年から、普通の大人になるか。天才少年から、天才の大人、秀才の大人になるか。貴方は、

どんな大人になるか。

お金持ちと結婚したい女性の気持ちも分かるけど、お金が、あまり無くても、結婚する女性には、

愛を感じるよね。

ハローワークには、求職者が、いつもたくさん来ている。怖くない。仕事が欲しい人は、行くと良い。
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やはり、日本とヨーロッパも違うかもしれないし、中東やアメリカとも違うかもしれない。でも、それは、

人生の違いでしかなく、同じ人類であることに、変わりない。

虹は、国によって、カラーの数が違う。そういう人や国により、見え方が変わるのは、面白いよね。

人種差別は、無くしていきたい。思い込みは、良くない。

東日本大震災の関連倒産従業員は、2万 7000人らしい。倒産差別とか、そういう認識は、無くし

ていきたい。

国民の期待に応える政治。それは政治のあり方として悪く無いですよね。

2016/02/28(日)
安倍総理がアベノミクスで、税収増とか言ってるけど、国の借金が、増えたら、意味ないよね。

私が買ったAKB48のゲーム、峯岸みなみのパッケージなんですが、面白すぎる。

人間が多過ぎるのも、人類にとって、プラスだろうか。自然破壊に繋がるのではないか。経済中心

主義には、リスクがある。

中国は、抗生物質を世界の半分、使用し、河川にも流しているらしい。抗生物質の抗体化の危険

がある。

相手を聞き上手にさせるためには、貴方も話し上手になることが、大事ですよね。

嫉妬や妬みを利用出来ると、その人は、強いよね。

メルマガのブロック判定が変わったらしい。個別ブロックになり、良い記事は、届きやすくなるらしい。

これは、追い風だ。

生まれてきた意味はある。それくらい、当たり前に分かるでしょう。貴方に意味は無いのか。意味あ

る存在になれば良いだけではないか。

俯瞰して、物事を見るのは、大事ですね。

この先、年を取っても、諦めずに、頑張り続ける自分で在りたい。

アメリカの少年院では、犬を飼わせるらしい。犬を飼えば、思いやりや、優しさが、育つかもしれな

い。

出来ることは、有難い。

現実は、正解ではない。だったら、何も変わらなくて良いと、貴方は言うのかね。

信用出来る人を、信用しないのも、それは、損するよね。
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ファッションも、見た目で、好印象得るためには、必要かもしれませんね。

大富豪の寄付の仕方は、一気に、寄付しない。それは、時代により、困難なことが、継続的に、起

こるからだ。

大富豪 62人で、36億人分の資産らしい。この現実を見て、貴方は、どうするか。

中国は、サイバー攻撃や、宇宙からの攻撃も視野に、軍事戦略を考えている。

病理医という存在もいる。

学歴が全てとか言う社会人は、大学卒業で、成長や勉強が止まってるんじゃないかな。私は大学

卒業して、3000冊本読んだし、様々なビジネスに参加したよ。

競争率の高い企業は、学歴で選考するらしい。それは、競争率が高いなら、当たり前かもしれない。

でも、学歴での判断で、素晴らしい人材を逃す可能性はある。学歴が全てじゃ無いよね。

65歳以上の人は、インフルエンザで亡くなることもある。気をつけた方が良い。

少年犯罪は、近年、減ってると、言われている。つまり、貴方が少年なら、逮捕されると、他の少年

未満になるから、気をつけよう。

高齢者の万引き事件が起きてます。捕まるので、止めましょう。

44歳でも 20代後半に見える女性もいる。若さを保つ秘訣があるに違いない。

男好き女性というのも、男性からはNGらしい。

女性の勇者がパーティーにいたら、顔が傷つけられないかとか、心配になるよね。

折角、映画見たのに、ここが良くなかったとか、ネガティヴ発言されると、作品愛から悲しくなるよね。

映画を見た後、こんなところが良かったとか、感動したとか、話せると良いよね。

女性は優しい人が好きらしい。貴方も、優しくなろう。

先頭が、抜かれたり、これが、マラソンの厳しさですね。

マラソン、2時間走り続けるなんて、凄いですよね。

2016/02/29(月)
高校時代、美術部に入っていた人もいる。
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私は、教育者だから、他者を変えようと、し過ぎたのかもしれない。本人が変わる気が無いなら、変

わらない。もっと、広い対象で、教育すべきではないか。対象を広くすれば、変わらない人もいるが、

変わる人も増える。

アンパンマンには、2000種類のキャラクターがいるらしい。凄いと思う。

10年、20年と、やり続けるか、やることを変えるか、両方か。

日本には、5000万人以上の女性がいる。お金目当てなら、そういう男性と付き合えば良い。私に

は、お金目当ての女性と関わる暇は無い。

私は、私を嫌う人は嫌いだ。危害を加える人間と、加えない人間に対しての好意には、差は出る。

それが、普通のことであり、私は、私に危害を与える人間と、24時間、毎日、一緒にいたいと思うよ

うな、変人では無い。

小物に、左右され過ぎない方が良い。行くべきは、違うステージ。

誠意の無い人は、嫌われます。

私は、誰でも、否定するわけではありません。否定すべきことを、否定します。

お金を汚いと思う思考から、脱却しよう。

中年男性でも、モテる人は、モテる。年齢を超えた、魅力を持てるか。そして、相手は、何が目当

てなのか。見極める。

自分から、愛することで、愛される。自分から、愛することを、始める。

保証の無い勇気。これを、勇者と呼ぶか。パイオニアと呼ぶか。勇気ある者が、道を開く。

素晴らしかった。凄かった。頑張った。良かった。やりきったと思える人生を生きる。

他の人は、関係無い。我が道を行く。

LINEで、同時並行で、女性と連絡して、選び放題とか、言っている男性もいます。貴方の彼氏は、

どうですか。

ビジネスは、稼げると、夢を見るが、ビジネスをして、お金を無くす人もいる。幻想ではなく、現実で、

ビジネスをすること。

これは、読んで、知ってるけど、これは、読んでないから、知らない。だからこそ、私も、書くし、大

事なことは、また書く。

全てが物語る。全てが、表現になっている。

世界的視点を持つことと、視点を高くすること、低くすること。自由自在の視点へ。
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自分の世界だけ、考えるか。それとも、周りや、全世界まで、考えるか。

この商品を、手に入れるために、その金額分、払うべきか。冷静に、俯瞰することも、無駄に、お金

を消費しない、コツかもしれない。

色々な場所に、観光スポットがあり、それを、知ることが出来ると、人生の楽しみが、増えるよね。

今日、自分は、成長したか、考える。

買ってみたいと、思いながら、購入までしてない。そんな人もいる。

一度、行ってみたいが、行っていない。そんな人もいる。

現在の法王、フランシスコさんは、かつて、肉屋になりたかったらしい。肉屋になりたかった少年が、

法王に。どんな人生を生きたか、興味が湧きますね。

元気じゃない、子どもには、元気じゃない、理由がある。

自分で、自分のメルマガ読むと、結構、勉強になる。過去の自分が、良ければ、自分の良さに、気

づける。 

自分の長所を磨く。さらに、磨く。

私は、女性愛者だけど、同性から、好かれたり、敬意を持たれることも、嬉しいよね。

男性も、生命を宿す要素が、体内にあり、私も男でありながら、神秘さを感じる。やはり、人間は、

神様が、作ったからか。

女性の体も、素晴らしいよね。芸術的だったり、神秘的だったり。

永遠に進化し続ける。そして今日も、進化し続ける。

戦いには、勝てる戦い、負ける戦いがあり、弱者が、効果的な場合があります。

読者には、属性があるんですね。

他人が思う自分は、自分からすると、誤解してるなと思うことが、多々ある。人は、見えてないよね。

自分以外の人を。

現在発見されている、世界最古の服は、5300年前の服。この時代にまで、現存されているのは、

貴重。

憎悪で動く、というのも、あまり、良くないですね。

35歳以上の転職は、厳しいという風潮だったが、現在は、そうではないらしい。即戦力を求めてい

る企業は、多い。
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夢の 100 リストとか、解決策 100 リストとか、アイディアや、夢を、書いて、意識化するのは、良いア

イディアが浮かぶよね。

世の中、平和にならないかな。私の周りでは、こんなに平和なのに、事件が世界で、日々、起こる。

ギャンブル、借金、アルコール、喫煙。それが結婚出来ない人の特徴らしい。気をつけよう。

みんなが良い人間になれば、世の中、良くなるよね。

傲慢と謙虚を併せ持つ。その中での、周りに、どう評価されるかだね。

ポジティブもネガティヴも、必要だけれど、悩みサイトは、ネガティヴな人が多いから、ポジティブに

なるようメッセージ書いてるんだよね。

2016/03/01(火)
自分の損得を超えて、世界のために生きる。私も、そうして、生きている。

政治を他人任せにし、選挙に、投票しないのは、良くない。

少数者の革命から、大多数の革命へ。

否定をしなければ、変わらないこともある。

何も学ばず、生きるとは、無知のまま、世界を生きることと同じだ。

私達が、こうして生きる全ては、そう出来る可能性と自由と、自主性を、神様は、与えた。

未来を予知予測して、当たることで、稼げたりする。

2015年の年間宿泊数は、5億 545万泊らしい。それだけ多くの人が、日本で、外泊しているという

ことだ。

生き残れたことは、素晴らしいことだよね。被災地に住み、震災後、結婚したカップルの姿を見て。

競合他社により、消費量は、変わる。

アメリカの大統領は、お金で買えると言う人もいる。これは、１つのビジネスの要素でもあると思う。

他国を嫌わない国民性って、大事だと思う。

日本が、今後、さらに、世界に愛されるかは、私達の在り方次第。

殺人が横行する世の中は、恐いよね。

震災により、病院が、停電したり、薬不足で、亡くなる場合があります。注意と対策が大事。
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頑張ってる人って、素敵ですよね。

全てを 10%優れるレベルになると、器用な存在、才能がある人だと思われる。

何でもない、個人の日常からも、学べることはあるよね。

私は、自分と、違う世界に、興味はあるが、私は、我が道、我が世界を生きる。

セレブな人の情報を得ると、セレブな世界を、知ることが出来る。

日々、成長を、心がけること。

世の中に、愚かな人は、たくさん、居ると分かった。愚かな人を、対象にしても、無駄に、エネル

ギーを使うと分かった。

批判ばかりではなく、褒めよう。誉め上手になろう。

誰もが、勝者になりたい。自分は、勝者だと、思いたがっている。

戻れないことを、考えても仕方ない。今、ここから、生きること。

真理は、誰にでも、降り注ぐ。

相手により、効果的な、アプローチは、違うんですね。

いつか、振り返った時、これには、意味があったと思える。

貴方は、目標を持ち、その実現に向けて、生きていますか。

間違えた報道の修正放送は、大事なことだ。むしろ、偽りを伝えたならば、その倍、償うべきだ。

貴方は、本気で、生きているか。いつ、本気になるか。

女性に対して、劣化とか、騒ぐ貴方も、劣化していくもの。心無いバッシングは、すべきじゃない。

貴方は、同性婚は、どう思いますか。政治家は、こういうことを、考えを深めて、判断すべきですね。

私も、親に、自由に育てられた。その育てられ方の長所も、あると思う。

リボンの結び方とか、デコレーションでも、印象は、変わるものだね。

自分で、自分の人生を認められれば良い。

死ぬ時に、良い人生だったとか、ここまで、頑張れたとか、思えれば良い。

人は、いつか死ぬ。1人で死ぬか、看取られるかは、それほど、重要じゃない。

18



孤独死という言葉が、好きじゃない。1人だから、孤独だとは、限らない。

彼氏彼女いないように見えて、居たりする。本当にいない人もいるけど、注意が必要だよね。

恋愛にも、色々な形があるよね。そういう恋愛漫画もあるようだ。

子どもは、何でもかんでも、大人の粗探しをし、馬鹿にしたがる時期があるよね。

東京都の荒川区の全ての公園に、防犯カメラが付くらしい。犯罪抑止に効果的で、良いと思う。映

像管理が重要。

同世代カップルは、同じ時に、同じ壁に、ぶつかり易いらしい。共通感がある。

2016/03/02(水)
比べなくて良い。私は、私を生きれば良い。

糖尿病予防に、効果的なのは、何よりも、肥満体で無く、スリムであることだ。

子どもは、女性から生まれるから、女性として、生まれるのが、ベーシックな体のデザインだと、言う

人もいる。

神様は、男性だけで、子孫を残せず、女性だけで、子孫を残せないよう、創造した。

自分の日記を作るのは、自分自身。

愛に生きる。愛に生きることを極めたい。

戦争反対から、平和作りへ。

ウルトラマンは、戦いたくて、戦ってるのではない。地球を守るために、戦っているのだ。

貴方は、何が欲しいのか。それに集中しよう。

執着を捨てた時、新たな境地に辿り着く。

私は、肉食中心主義を、否定する。

苦しみから抜け出すこと。解決することが大切だ。

敵意で、相手を憎むことは、自らを傷つけることと同じ。

攻撃性は、みじめさを表している場合がある。敵意より、愛や優しさ。

貴方は、道徳的に、生きていますか。

善を躊躇わず、どんどんやることも大事。瞬間の衝動は、戻らない。
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嫉妬しない。妬まないというマインドも、重要だ。

近くに、火があったら、引火しないよう注意。料理の火にも、気をつけて。

宇宙ゴミの除去も衛星などを守るために大事なこと。

やはり、パートナーは、支え合うものだよね。一方的負担は、良くないよね。

男性のお手伝いも大事だけれど、女性からの過度な家事手伝いの強要は、男性から嫌われるらし

い。

自分を棚に上げてでも、教えた方が良いことは、教えることで、誰かの人生が変わる。そう、信じて

いる。

危ない金融商品の誘いが来る場合があります。注意です。

公開捜査番組とか、たまに、テレビでやるらしい。オレオレ詐欺犯も、捕まったらしい。

盗撮は、すべきじゃないよね。逮捕されるよ。

メディアも、サービスも移り変わる。移り変わりの時流に、乗る必要がある。

夜勤など、交代勤務は、病気のリスクを高める。注意。

目標は、大きく、己の壁を超えること。

戦おう。非暴力で。世界のために。

ベトナムは、米とコーヒーの輸出が強いらしい。他国も、知らないだけで、優れた分野があることも

ある。

ビル・ゲイツの推定資産は、8兆 5400億円。真似しようとしても、中々、真似出来ないレベル。ビ

ル・ゲイツから、学べることも、多々あると思う。

時期を待ちながら、チャンスを逃さない。

今の政治も内閣も、今までの政治も内閣も、無駄な出費が多い。

通訳の必要無い、外国語力を持つと、幅が広がるよね。

自分の力だけじゃない。多くの力により、今がある。

壁を作るより、愛と優しさ。理想的かもしれないけど、素敵な考えだと思う。

医薬品も、医師や看護師、薬局の人以外から、貰ってはダメですね。

薬は、用法用量、守ることが、大切ですね。
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女性の好きなタイプは、優しい男性。貴方は、優しいか。

2016/03/03(木)
人間の寿命は、有限。だからこそ、生きているうちに、やる。

広く研究し、深く、研究する。

アルベルト・アインシュタインも、菜食主義者だった。マハトマ・ガンジーもそうだ。

歴史を作るステージに、貴方は、立てるか。

期待される存在にならなければならない。

他の人には、中々、出来ないことをやる。

奪う媒体ではいけない。与える媒体でなければならない。

説得力を得るために、バックグラウンドを磨く。

子どもでも、病気で亡くなる子どももいる。貴方の命も、大切に。

芸能人になりたい人は、芸能人のブログとか、見ておくのも、良いと思う。

これからは、助け合いの時代になると思う。

どういう国家や社会を目指しているか。方向性は、何かが大事。

経営トップが、ビジネスの命運を決める。トップが、どうであるかが、重要。

不動明王は、地獄へ落ちそうな人を救う存在。そんな存在になりたい。

国民の支持により、政治の政策は、変わる。

死ぬ前に、お迎えを見る人が、4 割いるらしい。人は、誰でも、死ぬけれど、終わり方も、良ければ、

良いよね。

2016/03/04(金)
利他のみをするレベルを実現する。

悟った者、仏陀は、たくさんいるらしい。だから、貴方も、成れば良い。

カロリー消費を意識して、生活すると、ダイエットになるよね。

大富豪の中にも、5年で、830億円、失った人もいる。資産を失わないよう、気をつけよう。
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脱北ブローカーが、酷い性強要をする事件が起きています。海外ブローカーには、注意。

名前検索して、評判を見るのも、良い経験になるかもしれない。

部活内でのいじめや暴力も、行われるべきではない。止めよう。

日々、家事が起きている。火事に、気をつけよう。

2016/03/05(土)
辛い時、話し相手が、必要だね。

人生、離婚する人もいたり、色々ですね。

病気になれば、分かる。健康に、生きてることは、素晴らしいことだと。

道を極める。この命を、どう生きるかが、大事。

様々な、ビジネスの実践の中で、当たりが出て来る。

クッキーが、食べられる。何て、素晴らしいことなんだ。生きることは。

運命は、あるように、思う。

水は、毎日、朝、一杯、飲むと良い。

大事なものは、命だ。

今日は、死ぬかと思った。でも、自分の人生は、意味あるものだったと、涙が出た。

人間は、いつ死ぬか、分からない。だから、今を大切に。

不健康は、突然やってくる。症状が出たら、病院へ行こう。

2016/03/06(日)
メルマガ発行者も、嘘をつくと、分かるようになりました。

人の死は、悲しい。殺さないでほしい。

世界には、悲しいことが起きるね。本当に。

経済的にも、生活的にも、自立することが大事。

1億人のためになること。全人類のためになること。全生物のためになること。全存在のために生き

る。そういう生き方、行動をすること。
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昔の英雄だけでなく、現在の英雄にも、目を向ける。

自分の生き方を傷つけるのは、自分だけ。生き方をより良く、していかなければならない。

自分の命がある限り、自分を使い切る。そのように、私は、生きたい。

まだまだ、世界は、完璧じゃない。より、世界を完璧に。

人は、愛に支えられ、生きていく。

愛情を持って、愛を育む。

お金を稼いで、家族を守ること。それも大事。

昔のトラウマ、昔のストーリーを超える。今までとは、違う自分に。

貴方は、スピーチ力、トーク力を持てているか。苦手なままにしていないか。

悪口を言うと、悪口を言う人だという、印象を与えることになる。

大富豪は、子どもに、ボディーガードを、密かにつける人もいるらしい。

第一印象で、笑顔は、大事。

突出すると、差別化が生まれ、魅力になる。

実は、昔、女性アイドルだった芸能人もいる。将来、どうなるかは、本当に、分からない。

第一印象で、清潔さだけでなく、髪型も重要らしい。

ストレス太りは、お腹が太るらしい。

迷惑メールのように、人は、騙すことがある。気を付けなければ、ならない。

児童虐待があるように、ロボットいじめも、今後、起きて行くかもしれない。それは、良くないことだ。

2016/03/07(月)
カフェインは、脂肪の代謝を促すので、緑茶を、習慣的に、飲むと良い。慣れれば、緑茶習慣も、

悪くない。

乳酸菌は、コレステロールの排出にも、効果があるらしい。ダイエットに乳酸菌は、効果的。

ゴマは、細胞の老化や、ガン化を防ぐ効果がある。食事に、ゴマを、取り入れたい。

海藻類は、コレステロールの吸収を防いでくれる。肥満の人は、習慣的に、食べると良い。
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納豆は、中性脂肪減少に、効果的。

環境を変えることも大事。部屋を整理したり、物だけでなく、全ての環境整理。

虫も、きっと、生を楽しんで、生きたいと思っている。

1日の１つ１つの行動が、人生を決める。

2016/03/08(火)
ビジネスで、大事なことは、愛。愛を持って、ビジネスをしよう。

2016/03/09(水)
悪質メディアは、ナイフだ。

メディアを作る人間。貴方達は、犯罪をしていないのか。貴方達もメディアで、人を傷つけているん

だよ。

メディアも人間が作っている。不完全で、喫煙やアルコールが好きな人間が、メディアを作ってい

る。

毎日死んでるのに、見捨てている貴方達に、アンチ活動されたくない。

誰もが、たくさんのことを、してもらって生きている。貴方は、その恩を、返しているか。

凄い人も、この世界の山に過ぎない。

今日も、私の記事に、出会えた人がいる。感謝ですね。

一期一会を大事にするのは、良いですね。

世の中には、嘘つきがいる。気をつけよう。

様々な情報を特典化出来るよね。特典量産術。

0から、生み出せるビジネスだと、資金リスクが無いですよね。

自分自身を、成長させよう。変化させよう。変化慣れしよう。

ゲームも映画も演劇も、自分とストーリーを重ねて見るよね。

睡眠時間が短いと、太る。規則正しい生活で、充分に、睡眠を取ろう。

岡山県に動物保護と譲渡をしているペットショップからあるらしい。財政的には、厳しいらしく、こう

いう問題には、国の支援が必要。
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再婚期間規定が短縮された閣議が決まったらしい。法律は、改正されて行くから、注目が必要。

右向きで寝ると、消化や、血流が、スムーズになるらしい。消化器官や、血流に問題がある時は、

右向きで寝よう。

左向きの睡眠は、睡眠の質が、良くないらしい。左向き以外で寝よう。

インフルエンザにかかったら、すぐに病院へ行き、薬を飲んで、ウイルスの増殖を抑えなくてはなら

ない。

インフルエンザワクチンは、65歳以上の人や、腎臓病、糖尿病の人は、やった方が良い。

魅力的で居続けるのが、恋愛を続ける秘訣だと思う。

貴方の夢の種、希望の種を、育てよう。

お互いを認め合うって、恋愛でも、大事だよね。

自分の影響力を活かすことが、大事ですね。

恋人と手を繋ぐ時、右に立つ人は、支配欲が高く、左は、包容欲が高いらしい。私は、正直、右に

立ちたい。

体調が悪くなっても、いつか、回復する。

2016/03/10(木)
学習は、学校だけで、行われるものではない。本当の学習者の学習は、学校を卒業してから始ま

る。

子どもが、死を選ぶのは、学校や、親が、防止教育を、充分にせず、心の支えになってないからだ。

悩みサイトの記事を数ヶ月分、見れば分かる。学生が、死を選ぶのは、いじめか、親のせいか、受

験関連。それが殆どだ。

子どもが、死を選ぶのは、親の責任もあると思う。

今の政治家は、財政を考えた方が、良いと思う。焼け石に水の政策では、財政は、再建できない。

成功している人が、他にいるように、成功しないのは、自分の責任。

誠実であることは、大事ですね。

情熱の種を植えていくことが大事。

ビジネス分散することで、リスクを分散出来る。
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副業で、稼げる力があるだけでも、副収入が得られて、生活が潤う。

一生、サラリーマンをする人生を選ぶかどうか。

2016/03/11(金)
震災から、学んだことを、これからに活かさなければ、また同じことを、繰り返してしまう。

利権に捉われない政治家を、国民は、必要としています。

私も他国の人も、同じ地球人と、考えることが、大事だよね。

風評被害を無くすには、恐れる必要があるか無いかを明確に提示していくこと。

医療の震災対策も、重要な対策。

医療は大事。機能していないと、大変なことになる。

日本に、地震は、これからも起きる。そのリスクを考え、充分な対策をしていくべきだと思います。

日本をどういう国にしたいか。貴方には、そのビジョンがあるか。

観光立国になれば、国は、豊かになるよね。

成功への障害は、他人ではなく、自分自身にある。

私は、オリジナリティには、拘らないけど、オリジナリティは、意識するまでもなく、自己表現すれば、

オリジナリティは溢れてくる。

聞き上手な人には、心開けるよね。

毒薬犯罪も、警察が調べれば、分かるから、やらないようにしましょう。

右横向きで、寝る人が、比率的に多いらしい。貴方は、どんな姿勢で、寝てますか。心理状態の影

響もあるらしいですよ。

アンケート見たけど、やはり、男性は、見た目、可愛い女性が、好きなタイプみたいだね。

ブラック企業を経営するのは、経営者として、恥ずかしいことだという、認識と風潮が浸透すべきだ

と思う。 

被災地に残っているペット達の食事問題もあります。動物達の命も大事なものですね。

2016/03/12(土)
指導方法とか、指導力にも、色々あるよね。
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飲食店の窓ガラスに貼ったポスターの裏側が店内から見えることにも、注意すべきだよね。

女性にとって、最も大切なことは、子どもを 2人以上、産むこととか言う、校長がいることが驚き。

上を目指していく中で、到達出来る場所がある。

2016/03/13(日)
今の日本国憲法も、学説的には、自衛権が、認められている。だから、今のままでも、自衛は、出

来ると、されている。

生存権が無ければ、生きていけない人も、世の中にはいる。

自民党が、やろうとしてるのは、憲法改正というより、新憲法制定に近い気がする。

職業選択の自由は、大事だよね。就ける仕事が、限られた範囲とか、強制されたら、差別だし、嫌

だよね。 

精神的自由権とか、表現の自由とか、厳しく、阻害しない方が、良いと思う。言論の自由さえ、無く

なるからね。

国民主権か、国王主権か。貴方は、どちらを選ぶか。

個人の自由と平等は、大事だと思う。

嫌われるとは、一目置かれているということ。気にもならない人は、どうも思われない。

原因ではなく、結果にフォーカスして、ビジネスに取り組む。

人生が変わる瞬間がある。そんな時が、時に、訪れる。

どんな自分であるかを、律していくことが、大事ですよね。

Reを使った件名で、開封させようとするアフィリエイターいるけど、普通に、信用失うから、やめた

方が良いよね。

愛情が、薄れると、相手が悪くても、放置するようになるよね。だから、放置され始めたら、注意。

天使や悪魔について、調べてみるのも、面白い。善悪が、分かるからね。

笑うことは、健康に良い。面白い時は、笑い飛ばそう。

ある作家が、悪魔崇拝のポーズで、写真に写っていた。分かっていて、やっているのだろうか。

あるルーマニア元大統領の豪邸には、部屋が 80 部屋あるらしい。

睡眠不足は、本当に、体に悪い。焦らなくて良いから、睡眠は、充分に、取ろう。
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アウトプットで、人に役立つのも、良いと思うよ。

あまり、巨額なローンは、しない方が良い。返せなくなるから。

2016/03/14(月)
誰にでも、何か、出来ることがあるよね。

事件は、日々起こる。だから、黙ってられないんだよ。

実際に、凶悪事件を実行するまでに、更生するような、きっかけを与える誰かはいなかったのだろ

うか。

知らない女性を街で、見かけて、後追って、殺害するとか、怖過ぎる事件だよ。

スーパーで、食材を買う、喫茶店とか、あるんだね。

企業は、出来る努力は、するべきだと思う。

地下鉄千代田線で、英語音声が、流れるようになった。こういう観光向けの変化は、良いことだと

思う。

ある程度の規模の会社は、障害者を、雇用しなければならないと、法律で、決まっている。

どんな眼鏡をかけるかでも、ファッション的に、大事だよね。

インフォトップ購入者は、8 割が男性で、50代が、最も、多いらしい。年齢層の高い人も、視野に入

れることが、大事ですね。

ブラジルで、300万人参加しているデモが起きている。その規模は、凄い。

敵視政策は、すべきではないと思う。それぞれが学び、物事は、判断すべきという自由を共有する

べき。

中国の海は、想像よりは、比較的、大きくない。だから、中国は、海を求めている。

日本は、日本の海を含めると、世界 9位の広さらしい。その上で、経済的なランキングなどを見ると、

また、日本の姿が、見えてくる。

フランスとスペインは、日本より、国土が広いらしい。それが、事実。

アンダーグラウンドな世界には、関わらない方が良い。闇の世界より、光の世界で、生きよう。

自分に投資して、利益を上げる。ビジネスの自己投資も良いですね。手堅く稼げます。

日本の領土の広さは、61位の広さとされている。
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日本の国土は、378000平方キロメートル。これを、日本人の多くは、狭いと思っているが、世界に

比べると、どうか。

日本は、6852の島で、構成されていると資料に書かれているらしい。貴方の日本の姿は、本当の

日本の姿か。

国境の守り方を、日本は、充分に、考えているか。

人間は、家族間だけでなく、社会で、生きている。

2016/03/15(火)
貴方は、格差社会について、どう思いますか。

時代や、成長と共に、変わるべきことと、大事に尊ぶことがある。

日本に 27000kmの鉄道網があるらしい。これを作って行った人間の力は、凄い。

意識を清浄にすることは、大事だと思う。

タブレット端末を使用する子どもがいる時代になった。

2016/03/16(水)
他国へ行ったら、他国の法律を守らなければならない。

攻撃すると、報復される可能性はある。

ビジネスマンをやるなら、立派なビジネスマンとして、活躍したいと思う。

刑事ドラマの邦画とか、色々な映画を見て、世界を広げようかな。

多重人格の恋人いる人。苦労あるだろうけど、その愛する人のため、頑張ってね。応援してるよ。

今までに、江川剛史が作った RPG全五作、全て ZIPファイル化しました。これで、安心して、ダウ

ンロード出来ますよ。

あまり使われない拡張子は、警告出たりするから、ZIPとかに変換ツールで、変換統一した方が良

い。

観光を意識して、ビジネスすること。他国の人にも、愛されたり、訪れた時に、良き思い出になるよ

う、接すること。

ある程度生きると、死を覚悟して生きるようになる。運命を受け入れるようになる。人生を信じるよう

になる。
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国や、現在の在り方を考えて、ビジネスを考えるのも、良いと思う。

無駄に、広告費をかけて、効果が伴わないようなことは、あってはならない。

日本の産業、日本のビジネスという、大きなカテゴリーで、国は、どうすべきか考え、早急に対策す

べき。

１つの行動が、何かに、影響を与える。

人気取りを意識した政治ではなく、本当に、必要な政治をすべき。

政治家は、国家の繁栄と、国民の幸福を考えるべきで、一部の分野や、企業を潤すために、お金

を無駄に、ばら撒くべきではない。

媒体にも、それぞれの世界観がある。それが、面白い。

人間や、生物、人類や、文化を、研究すること。

日本の愛国心は、健全か。美しく、素晴らしいか。

自国への独善的な愛で、他国を排他的に、見てはいけない。

適正な税率とは、どのくらいか。今の政治家の国家運営は、正しく、健全か。

国民の収入を増やすことは大事。それは、国の豊かさにも繋がる。

政治塾を開くのも、面白いと思う。

松下幸之助は、23歳の時、現在、パナソニックと呼ばれる会社を作った。このように、若い時から、

起業は出来て、成功する人もいる。

政治に、関心を持ち、参加する国民を、増やしていくべきだと思う。

好きな人が、喜ぶ、ポイントを、知っていると、恋愛が、上手くいきますね。

恋人を、責めないマインドは、大事。優しさ、思いやりの愛を。

トップページのアクセス数と、リンク先のアクセス数は、違う。

貴方のサービスも、知られれば、稼げるかもしれない。

2016/03/17(木)
私達は、基本的に、誰かと共に、子孫を作れるように、創られる。

産めば、生命が、受け継がれる可能性はある。
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私達は、生命の連鎖の中で、生まれている。

昔の世界より、恵まれた世界にいることは、事実。

貴方の人生の活字量を増やすことも、思考の深みを持つ上で、良いと思う。

自伝を読むのも時に良いかもしれない。私もOLの日記メールマガジンを読んだこともある。

人に限らず、様々な、良きものとの出会いを探していくことも、大事。

謝罪出来ない起業家は、ダメだよね。

音声セミナーとか、音声ラジオとか、データ特典は、コストがかからないから、幅広く、活用出来る。

海外で、ビジネスをする場合、災害や犯罪被害に対しての対策を、十分に、する必要がある。

北朝鮮で、掲示物を盗んだ米国人に、北朝鮮は、15年の労働教化刑を、言い渡した。このように、

他国での違法行為には、注意しよう。

成功したり、幸せかどうかは、カルマと、努力による。

消火剤が撒かれた時、酸欠に注意。

暗闇は、一体感に繋がる。夜のデートとか、そうですね。

2016/03/18(金)
私の愛は、君に届いただろうか。何度も、君達に、愛を叫んだが。

死ぬのは怖い。でも、今まで、たくさんの存在が、通り過ぎた道だ。

神様の御心に従うのみ。私は、神様を信じている。

まだまだ教え足りない。こんなにも、世界には、救うべき存在がいる。

貴方も、いつ死ぬか、分からない。だから、精一杯、生きるんだよ。

ありがとう。全てに。私は、これまで、生きて来れて、良かった。

私が、死ぬことがあっても、魂は、永遠であり、霊として、利他をして、存在していくだけです。

コンビニスイーツも、コージーコーナーも、美味しいスイーツあるよね。

待機児童問題は、保育士不足により、受け入れ制限が起きてる原因もあるらしい。

愛の反対は、無関心という言葉があるけど、愛があれば、関心を持ち、世界のためへの良い行い

に繋がるよね。
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個人の問題から、世界的問題を起こして、世界に、迷惑かけるのは、大罪だよね。

国民同士や、民族同士が、仲悪いのは、良くないよね。

飾ることを、罪とする人もいるし、その気持ちも分かるけど、身だしなみが出来てないのは、他者に、

迷惑だよね。

電車内で、カメラの音が、する時あるけど、少し、気になるよね。

誰でも、何かを教えることは出来るし、誰もが、神の子だよね。

誰でも、日々、何かを悟れるし、誰かを救えるよね。

アイドルオタクも、マナー守るのが、良いオタクだよね。

電車を、撮影しようとしてる男性が、電車から、警笛鳴らされてた。電車オタクも、マナーを守るの

が、良いオタクだよね。

世界教師という言葉を使う人もいるみたいだけれど、私は、拘らない。地球も、宇宙も、霊界も、お

役に立つために、頑張ることのみ。

女児殺害事件で、犯人に、死刑判決が出た。殺人は、行わないようにしましょう。

世界中で、人類は、働いている。

地球は、過去に 5 回、大量絶滅が起きている。その上で、世界のために、貴方は、何をするか。

良いものを、どんどん、与えていくことをする。毎日、良いことをする。

人間は、生きていれば、罪を犯すことがあるからこそ、社会に役立とうと、頑張ることも大事。

テレビ業界には、規則があり、放送しないようにしているテーマがある。確かに、放送されたら、リス

クのあるテーマもある。

一位は、口コミに繋がる。

携帯電話会社が、電気参入するのは、他社への乗り換え防止にも、効果あるよね。

食べ過ぎの人は、食べる量を、減らすのも、大事だよね。

大学の学費高いよね。学費困ってる学生や家族は、多いんじゃないかな。

麻薬など、中身を知らずに、運んでも、死刑になることあるから、注意。

高速道路を走る時は、急停止されても、追突されないよう、気をつけなければ、ならない。

自分の使ってる言葉に、悪い言葉は無いか、特に、10代は、気をつけたほうが、良いよね。
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プラスチックを分解する細菌を見つけたり、世界の研究は、日々、進んでいる。

思い出せなくなる病、アルツハイマー病の人は、国内に、9万人いるらしい。統計を見れば、世界

に、病を持つ人だらけであることが、分かる。

バイクが信号無視をしていた。朝は、信号無視をする人、多いから、青信号でも、注意。

2016/03/19(土)
理想高い男性もいるんだね。

以前、犬に、話しかけてるみたいに、ワンワン話されて、飼い主に、言葉分からないのよと、犬を諭

されたことがある。

犬は、基本的に、可愛いよね。

芸能人の子どもと家族で、幸せな光景をブログで見たりすると、幸せは、本当に、良いと思うよね。

幸せな家族生活は、続いて欲しいよね。

女性は、化粧頑張って、可愛く見せたり、美の努力家だよね。

東京に住んでいると、たまに、芸能人見かけるよね。俳優とか、ミュージシャンとか、AKB48とか。

日本で B 型肝炎ウィルスが、広まってきてるらしい。コンドーム無しの性行為でも感染する。やたら

と、大量に、恋人以外と、セックスしない方が良いです。

登山も、性犯罪起きてるから、注意。

好かれる人間も凄いけれど、妬みで、嫌われる人間も凄い。芸能人やアイドルを見れば、分かる。

貴方は、人を騙した回数を、あと何回増やすつもりだ。私を嫌う理由は何だ。嫌いなら、嫌がらせ

をして良いのか。騙して良いのか。騙す人間は、素晴らしく、最高なのか。

人間は、罪を犯す時には、気づかないが、罪を犯したら、その事実と共に、生きていくことになる。

私に嘘を言い、騙した人間は、私を騙したという罪が、未来永劫、刻まれるでしょう。

私に、直接、問い合わせてくる男性の一部は、人を騙して陥れようとする悪質な人間です。騙して、

貶めるのは、悪魔がすることです。

たまに、嘘つきの男が、嘘で、私を騙そうとしてくるから、困るよね。

私は、戦争したくないから、首相や大統領には、向かない。

飛行機は、事故が起きて、死に繋がる時がある。注意。
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食材に、敬意を払わない料理人は、良くないよね。

女性の下着を、盗むのも良くないよね。タイで、4000枚、下着を盗んだ人がいたらしい。

もし、私が、殺されたとしても、霊として、頑張るだけだから、何も、止められないよ。

私も批判する時がある。それは、相手が、悪いことをしたからだ。

人の不幸を願うのは、天使か、それとも、悪魔か。貴方は、人の不幸を願っていますか。それは、

悪魔ではないですか。貴方は、悪魔で、良いんですか。

私は、他者の成功を願っている。だから、たくさんたくさん、教えて、これからも、教えるんだよ。

落ちぶれるのが見たいとか、言うような人間は、自分は、負け犬ですと、言っているようなものだよ。

席空いてるのに、案内されずに、待っている客がいて、待たされるとか、サービス悪いよね。

落ちこぼれるのを、見たいとか言う、男子学生が居た。愚か過ぎて、哀れみの気持ちが生まれる。

表現の自由で、社会に挑戦する気持ちも、私には、分かる。

冥王星表面温度の平均はマイナス 229度らしい。このように、地球人が暮らしやすい環境ではな

い星も、多い。

部屋の掃除は、定期的に、すると、良いよ。

過労運転させる会社は、良くないよね。

入国審査優先レーンが成田空港に、作られることが、検討されているらしい。待ち時間縮小は、

VIPには、良いだろうね。

貴方は、日本の国歌を、どう思いますか。アンケートで、調べてみることにします。

殺人の中でも、小学生を殺害するなんて、それは大罪だよね。被害少年少女が可哀想だ。貴方

が被害者の立場なら、分かるよね。

他国と仲良くすることを心がける、リーダーの方が、良いよね。

謝罪の仕方でも、評価が、分かれるよね。

遅刻は、悪印象だから、しないようにした方が、良いよね。

恨まないという、選択を選ぶ人は、強いと思う。

赤ちゃんが産まれると、赤ちゃんが、夜起きたりして、睡眠不足になることもあるらしい。子育てにも、

苦労があるものだね。
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以前も、地下鉄で、眼鏡かけた男が、女性に、アンコールワットとか行ってきて、地下鉄が懐かしい

とか話してるのが、聞こえて、今日も、聞こえた。今、流行りの口説き文句なんだろうか。

髪の毛の色の違いでも、印象、変わるよね。

高校の教科書に、多様な性のあり方が、記述されるようになった。例えば、レズビアンとか。偏見を

薄める良い機会になるかもしれない。

2016/03/20(日)
本当は、もっと、LINE公式アカウント登録したいけど、無名な女性だと、浮気だと、勘違いされるか

ら、許可得てからでないと、登録出来ない。この人は、どんな人生送ってるのかとか、凄く、興味深

いんだけど。

浮気じゃないけど、元カノと付き合ってる時、同じバイトの女性と一緒に、駅まで、帰ったりしたこと

が、何度もある。これをどう思うかは、貴方の恋愛に、役立ててほしい。

デートして、家路に帰る別れの時で、どれくらい愛してるかが、分かるらしい。確かに、そうだろうな

と思う。大して愛せなかった元カノでさえ、デートの別れは、お互い惜しんだのを、覚えている。

報われる恋もあれば、報われない恋もある。報われる恋には、その理由や運命がある。だから、大

事にすべきだけど、報われない恋も、良い意味で、その後の人生に、報われると、良いよね。

弁当作る大変さも、分かってあげるべきだよね。

父親の愛や、母親の愛を、知らない人もいるんだよね。

Spitzの桃って、良い曲だよね。僕も、永遠という戯言に溺れてる。平井堅の life isのように、永遠
が可能か不可能か、分からなくても、永遠の愛、未来永劫の愛に、手を伸ばす。手を伸ばしたくな

る。それが、愛だよね。

とにかく、私は、今の恋人を大事にしたい。誰かが、幸せにしないといけない女性な気がする。そ

して、それを僕に、望むなら、出来る限り、長く、ずっと、愛したい。

元カノの幸せを願うことも大事だよね。その必要性もなく、幸せだろうけどね。

元カノとは、別れ方が、最高ではなかったし、そこまで、愛せなかったけど、それなりに、愛してい

たし、それなりに、大事だったんだよね。

私は、女性を捨てたことないけど、女性を捨てるのは、嫌だな。

別れた女性とか、もし仮に、女性ストーカーとかいる人も、優しくしてあげるべきだよね。

あまり人を比較するのは、好きじゃない。それぞれ、元々、特別な、オンリーワンじゃないかな。君も

一番。貴方も一番。
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役作りでも、色々する俳優が、いるんですね。

怪我させるのも罪だよね。それも、わざとさせるのは、大罪だよね。

人を殺してはいけないのが、普通の人間の価値観であり、常識であり、基礎的で、重要なことだと

思う。

明るい人生を生きてる人。暗い人生を生きてる人。それぞれだよね。

褒める習慣は、大事だよね。自分が思う以上に、影響あるよね。

カメラで、思い出、撮影するのも、良いよね。

うどん自販機とか、おでん自販機とか、パンの自販機、本の自販機とか、色々な自販機があるよね。

この可能性は、どうだろうか。

アメリカで、セックスの盗撮を無断でされて、128億円の賠償を命じられた事件がある。特に、プラ

イベートである性的映像は、無断盗撮してはならない。

野鳥も、日々、孵化してるんだよね。

人が死ぬのは嫌だよね。犠牲者が、他国、母国、関係なく、皆、死ぬのは、嫌だとか、哀悼の気持

ちを持つよね。

グローバルなファン獲得というのは、凄いですよね。

縮小で、生き残りも、現実的だよね。

他国にも、漫画あるんだよね。グローバルなインプットをしたいですね。

ブログは、ストーカーで、成り立つビジネスだよね。

何か問題を起こしたら、ファンが、納得する謝罪というのは、大事ですね。

私は現在、33歳だけど、今の所。30代の老化は、大したことない。ただ、喫煙する人は、更に、老

化が、進むから、注意。

2016/03/21(月)
ユニクロも、以前より、オシャレになったよね。

音楽聴きながらの徒歩は、車に轢かれるよ。

色んな学術学会のメールマガジンに登録してみた。私は、一般人も登録出来る様々な大学のメー

ルマガジンも登録してるよ。

与える力が、凄い人は、強いよね。
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ビジネスブログにも、書いたけど、ピクサー映画、アローと少年、良い映画だよ。単純に、良い映画。

泣けます。

学生も、理解ある彼氏が出来るかで、救われる女性もいるよね。貴方も、優しい彼氏になったり、見

つけられると、良いよね。

学生は、クラスメイトやネットから、彼氏彼女作るらしい。まさに、青春だね。

乳幼児は、揺さぶりは、危険。子どもに、虐待や、暴力、暴言はしてはならない。

何を口から入れて、体内に、入れるかも、考えると良いよね。

漫画とかでも、世界征服とか、色々考える人も、それぞれなんですね。

Kindleマーケティングという言葉は、面白いね。

悪口言うと、嫌われるよねと、教えるのも、慈愛の心だよね。

恋愛にも、温度があるよね。

カラオケとかで、お互いに向けて、愛を歌い合う夫婦とか、恋人は、良いよね。

宗教だけでなく、スピリチュアルを学ぶこと。何が罪か、分からないと、罪を犯す危険性がある。

宗教を志したり、入信するのは、良いけど、危険人物になったり、罪を犯してはいけないよね。

地下鉄サリンで、13人死亡、6000人負傷したらしい。この罪は、非常に重い。貴方もやらないよう

に。

人を、どうでも良いと、思うような人間は、逆に、貴方も、どうでも良いと思われる。

誰もが、中学生の時があり、大人になるんだよね。

女性アイドルだけでなく、男性アイドルとか、男女混合アイドルとか、出たら、新しいよね。

流石に、これだけ、知られていくと、すれ違うだけでも、色々、言う人が、現れるよね。

女性に、人気ある首相とか、人気無い大統領とか、どう思いますか。

二者間には、間がある。三位一体の関係がある。

ソロで、全国ツアーも、凄いよね。

未来の自分に、エネルギーを、与えることは、大事ですね。

気づかない内に、どんどん、嫌われる人もいるよね。
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否定すると、嫌われるよね。

2016/03/22(火)
まだまだ、煩悩がある。もっと優れた存在を、目指さなくてはならない。

利他。利他。もっと利他して、利他的なことが出来る人間を目指す。

みんなが神界行くくらい、凄くなったら、凄いですよね。そんな世界、来る日が、先にあるかもしれ

ません。そう信じて、利他するのも、良いですよね。

飽きる飽きられる関係なく、書けること、書きたいことは、全部、書いてしまえばいいと思ったりする。

でも、その中で、役立つかどうかを、考えなくてはですね。

人見知りだけれど、755をしている。こういう時、足跡あると嬉しいよね。男性からの冷たい反応でも、

その労力に、驚くよね。

私のメディアは、アクセス数が、メディアで違い過ぎる。その理由が分からない。何故なんだろうか。

本当に、テロの犠牲者は、可哀想。殺されるのは、可哀想だと思うよね。悲しいね。

本当に、私の恋人は、一途で凄いと思う。恋人が一途だから、一途病が、私も移った気がする。

賢い女性って、恋愛戦略があって、凄いよね。

2年キスしないとか、遠距離恋愛とか、恋愛も、様々だよね。

何歳でも、キスするくらいラブラブの方が良いよね。

鳩って、可愛いよね。よく見かけるから、どんどん可愛くて、好きになってしまう。

文章は、誤解を生まない表記をすべきですね。誤解させた方がいましたら、申し訳ありませんでし

た。

江川剛史の経歴完全版をホームページのプロフィールページに記載し、詳細をアメブロに書きま

したので、江川剛史の経歴を誤解しているかもしれない方は、特に見てください。

道路も、工事作業員の努力の結晶だよね。

嫌われる起業家は、その理由があるよね。例えば、ビルゲイツとか、スティーブジョブズとか、お金

ではなく、愛されるかどうかの次元を目指したいよね。

階段では、両手出した方が良いよ。転んだ時、受身が出来るから。

世界中で、幸せがあると良いと思いませんか。貴方も、そう思いませんか。ならば、世界中の幸せ

に、貢献しましょうよ。
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恋は、過去の思い出にしたくないよね。

例えば、寄付は、黙ってすべきとか、価値観あるけど、寄付したと、公表すれば、誰かもするかもし

れないよね。

お菓子で、誘拐してはならない。やってはならないと教えてるんだよ。犯罪だよ。

例えば、席を譲る。それだけでも、小さな利他になる。

良くないことに、気づいた時には、何か、小さいことでも、良いことを心がけると良いよね。

記事は、何のためにある。読まれるためにある。それを、忘れてはならない。

記事は、読みやすいかどうかも、大事だよね。

新たに出会う人も、出会い続けてくれる人も、大事だよね。

ファンの気持ちに、波があっても、読んでくれる人のため、利他をし続けることが大事だよね。

暗証番号、忘れないように、携帯電話メモアプリや、メモ帳に、メモした方が、良いよね。

間違えに気づいたら、すぐ、修正したり、謝罪しないとね。

街を歩く中で、咲く花に、注目するのも、良いよね。

分かりやすいって、大事だよね。

長期ビジネスと、短期決戦ビジネスと、色々ありますよね。

スポーツも、夢を、与えるよね。

世界で、活躍するのは、凄いよね。

不倫をする気にならない絆がある夫婦は、良いよね。

スティーブ・ジョブズも、iPhoneの大きさに、拘りを持っていたと、聞いたことがある。使いやすさが

あったから、iPhoneは、人気になったと、思うんだよね。

スマートフォンは、むやみに大型化しなくて良いと思う。片手で使いやすい機種が良い。今回の

Appleの判断は、好きだな。

40歳になると、もう 40歳と思うらしい。確かに、月日が経つのが早く感じる。あっという間に、生涯

が終わってしまう。頑張らなくては。

確かに、最近、キラキラしてる女性多いよね。何が変わったんだろうね。

人が亡くなると影響力が薄まっていく人と、変わらず強い人、何が違うんだろうね。
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もっと愛される国になれば、観光客も、増えるよね。

服は、まず、問題無く、着れることが、大事だよね。

どんな体でも、何か出来ることは、あるかもしれないよね。

あんな小さかった娘が、中学生になったり、人間の成長は、凄いよね。

髪型変えると、成功する人もいるよね。

通勤時間に、喉乾くから、出かける前に、水分取ってね。

気づいたけど、ストーカーかと、気にしたら、なんかキリがないよね。自意識過剰にならないよう、気

をつけないとね。

2016/03/23(水)
とりあえず、私は、自意識過剰初級あるあるだから、出来る限り、時間通りに帰る。そうして、何も無

ければ、普通に、利他に集中出来る。

例えば、自意識過剰あるあるを言うと、帰りの電車、時間通り帰るのが優しさか、わざと時間をラン

ダムにするのが上級者なのかとか、自意識過剰あるあるあるよね。

たぶん、私達は、アイドルの凄さや苦労を知らない。見えない部分があるからだ。

本当に、ジャニーズは、強靭な精神持ってると思う。自意識過剰で、付きまといファンがいると勘違

いすると、その凄さが分かる。

人間は、自意識過剰が始まると、止まらない。心臓持たないし、寂しさもあるし、データでは、人気

無いメディアもある。.

本気オタクは、2推し、3推し、作った方が良いかもよ。

ファンは、何をしたら悲しむか。それは、それぞれのアイドルが、哲学しているのかもしれない。

アイドルは、ファンが何をすれば、一番、喜ぶんだろうとか、考えるのかな。

Twitterの BOTって、ガチャガチャだよね。

江川剛史の Twitterは、BOTです。おみくじみたいに、チェックしてみてください。

江川剛史公式サイトに、心理分析アンケート質問ログを新たに掲載しました。お役に立つことを祈

り、良かったら、参考にしてください。

禁じ手は、恋人にだけ、使うべき。
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別れさせないための禁じ手は、本当に、好きな人に使うと良いよね。

売れて、売れなくなった CDって、たくさんあるんだね。

お金のためと、思われるかもしれないけど、それを超えてだよね。

良いアルバムも、買えなくなるかもしれない。だから、良いと思ったら、買った方が良いよね。

商品は、買う気持ちが高まると、買うよね。高い CDでも、買うよね。

Kiroroの僕らはヒーロー。男性も女性も聞いてください。凄い良い曲です。

AKB48の愛の存在は、破壊力強過ぎる。しばらく、聞かないでおく。秋元康さんは、本当に、プロ

だと思う。 

一人一人が、主人公って、良いよね。Kiroroの僕らはヒーローみたいに、優しい男性は、貴方も、

ヒーローになれば、きっと、良いよね。

私は、共感力高いのか、アイドルみたいな強靭な心臓持ってない。数日でもう、もやもや胸がいっ

ぱいになる。

変わらない愛の存在。２つ意味がある。１つは、変わらないでほしい。もう１つの意味は、変わること

が、貴方のためな気がする。

AKB48の愛の存在という歌が、違く聞こえる。人気アイドルって、凄い世界で、生きているんだね。

こうやって、罪を犯したことあるアピールも、悲しませる人が現れないよう、するために、大事だよね。

自分が犯した全ての罪を完全公開したい。でも、踏み切れない怖さがあるよね。

母親を大事にするのは、分かるけど、結婚したのは、妻だから、妻を大事にすることが、重要だよ

ね。

マザコン男性は、嫌われる場合があるから、気をつけた方が良いよね。

日々の食事が、美味しいかも、大事だよね。

同一な仕事は、同一賃金にして、同一じゃないなら、違う賃金にすべきですよね。

恋愛的な意味ではなく、男性にも、好かれたいよね。

一位は、プレッシャーかかるけど、それ以下は、一位に比べて、気楽だよね。

やっぱり、父は、優しい人だ。

私は、人の気持ちは分からないけど、生きていく中で、共感力は、上がってきた。
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私は恋人いるから、恋人いると公開している。事情は、あるだろうけど、悪い言い方をすれば、騙

すのは、騙されたファンが可哀想だよね。

世の中、色々な芸能人いるけど、ファンを、悲しませてはいけないよね。

生きていれば、美味しいデザートも食べれる。人の喜びを奪ってはいけない。

計算とか、計算じゃないとか、超えて、利他することを、貴方もすれば良い。

自ら死んではならないという価値は、正しいと思う。だから、死なないでほしい。

思わせ振りな素振りで、誤解して、弄ぶと、相手を傷つけることになるから、特に男性注意。

うまい棒の絆創膏って、新しいよね。

日本一可愛い JKというけど、基本的に、女性は、可愛い女性が多いよね。性格が台無しにするか

だよね。 

私は、席譲るの苦手だから、最初から座らない時もあるけど、座ってて、譲る優しさは、凄いよね。

子どもも、成長しても、愛することが大事だよね。

人間は、強く、優しくならないと、いけないよね。

映画タイタニックとか、凄いよね。恋人のためなら分かるけど、見知らぬ異性や同性だったら、どう

しますかという質問は、悲しい現実かな。

もし、テロの事件が近くで起きたら、どうしますか。シミュレーションしておくと、良いかもしれないよ。

叶姉妹とかは、複数人とかに、愛される許容力あるかもしれないけど、経済的にとか、時間的にと

か、思いやりとか、相手の気持ちとか、色々で、難しいよね。

I LOVE MEと、ある芸能人が、ブログで書いていたけど、愛されるのも、大変だし、弄びとか、二股

とか、あまり、良い気がしないのが素直な感想かな。

社名に、相応しくない会社もあるよね。

アイドルも、人間だよね。

信号守る子は、良い子だよね。

刺青すると、プールに入れなくなるよ。

刺青すると、消すの大変だし、痛いらしいよ。

世界は、危険なこともある世界だ。いつ死ぬか分からない。覚悟して、生きること。
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男性の笑い方に注目。

マンションから、子どもを投げ落として、殺すと、懲役 10年以上らしい。子供のいる人は、ご注意。

ペットを放し飼いにするのも、川に落ちたり、車に轢かれたり、危険ですよね。

冷静になることも、大事だよね。

犬って可愛いよね。その犬を、殺処分してはいけないよね。

壁に、良くない落書きをする、サラリーマンは、良くないよね。

まだ、付きまといファンに、個人的に撮られるなら良いけど、悪意で、撮影されるのは、嫌だよね。

思い出したけど、以前にも、同じ男性に、無断で、写真撮られた気がする。人間的に、成長してな

いよね。

男性に写真撮られた。許可もなく撮られた。グラビアアイドルとかは、可愛く映るから良いけど、写

されたくないポーズとかで撮られたくないよね。

器の大きさは、大きさ次第では、罪になる。

あまり言いたくないけど、犯罪したら、刑事告訴するからね。わざと迷惑かけるモラル低い男性サラ

リーマン。私は何もしてないのに、いきなり、わざと私以外にも、迷惑かけたんだからね。その器は

罪だよ。

わざと、人に迷惑かけて、罠に嵌めようとする、男性サラリーマンは、同じ男として、情けないよね。

足を引っ張ろうとする男性は、格好悪いよね。その格好悪さに、気付くべきだよね。

男性にも、優しい男性は良いよね。でも、甘やかしたり、ダメなことは、ダメだよね。

起業家のモラルが否定され、サラリーマンのモラルを肯定する、風潮があるけど、サラリーマンも、

普通の人間で、モラル低い人がいるよね。

ビジネスマンも、モラルが大事だよね。

お酒も、体質合わないと、危険みたいだよ。

訪問者が増えてる。この幸せが、本当に、密かに嬉しい。男性か、女性か、分からないけど、読ん

で、何かのお役に立てればと思う。

最近、ドラマ見てないから、せめて、映画だけでも見て、色々な世界を、見たいよね。

私も、33年生きてるけど、女性の心理は、本当に、謎だよね。分からないから、興味深いのかもし

れないけど、いつまでも、分かる気がしない。
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モテたい男性は、少女漫画、研究すると、面白いかもしれないよ。

鳩は、街の動物園だよね。

彼氏作れるのに、作らない女性は、勿体無いし、本当は、可愛いのに、それに、気づかない男性

は、罪だよね。

EVERY LITTLE THINGの 2015年のベストアルバム、めちゃくちゃ良いアルバムですよ。買いた

くなるレベルです。凄い。

パジャマ洗うの 3日に一回が多いらしい。家の中での清潔さも、大事だよね。

若い男性集団とすれ違う時、悪口言わないでねと、心で願うのは、あるある出来事かもしれないで

すね。

人間は、調子に乗ると、失敗するから、気をつけないといけない。

商品作成者側からすれば、販売してくれる人は、やはり、大事な存在なんだね。

恋愛は、今後も、出来るかもしれないけど、一時の気持ちで、大事な恋愛を無くしたり、終わらせる

のは、良くないよね。

離婚しても、再婚出来るよね。

夢を持って、生きた方が、希望があって良いよ。叶わない夢も、形を変えてみると、意外と、叶えら

れる。

元カレと寄りを戻すには、軽い誘いをすると良いらしいよ。

明日も、気をつけながら、前向きに、努力します。

もしかして、この書道カードの映像。前も番組で、やったかもしれない。青よりカラフルな方が良い

と以前も思った。また、デジャブだ。なんか、急激に、デジャブあり過ぎだ。

青い書道より、春色の書道の方が、暖かくて、好きだな。

人間は、生きていく中で、トラウマ作るよね。

ストレッチトレーナーは、関節外したりしないか、心配だよね。

副業やってる芸人もいるんだよね。

世界を目指す、書道家って、夢があって、凄いよね。危険もありそうで、世界は、心配ですが。

いつもやってるか、分からないけど、書道と、絵の具で描いた、カードを、花やしきで売ってるパ

フォーマーがいるらしい。カップルで行ったら、凄いと思いませんか。
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カラフルな書道も、良いよね。

書道グラビアとか、斬新だと、思いませんか。

書道に、絵の具使うとか、斬新だと、思いませんか。

心理学を学んでも、人間の心は、まだまだ、分からない。人間の心は、謎だらけ。人間も、謎だらけ

だよね。

でも、何故、私が嫌いですか。私が、何か、悪いことしましたか。ただ、世界のために、日々、叫ん

でるだけです。

でも、嫌われるよりは、好かれたいよね。アンチからの攻撃には、反発してしまう。カウンセラーだか

ら、反射させてしまう。

周り気にしてたら、同調してしまう。私は、私を生きたい。私は、私の道を極めたい。それで、嫌わ

れたら、その中でも、頑張ってみる。この地球の世界の中で。

男に好かれる男子って、凄いよね。僕は、どちらかというと、男子に、嫌われてしまう。体感では、そ

うだ。でも、気にせず、突き抜けるしかないよね。

嵐とか、ジャニーズは、格好良い人多いよね。もしかして、彼らが電車にいると、周り女子だらけな

んだろうか。やはり、ジャニーズは、凄いと思う。男から見ても、格好良い。

テレビって、飲食店の話が、鉄板だよね。これも、広告的意味とか、視聴率とか、あるんだよね。

2016/03/24(木)
同姓同名の人、私の顔に似ているたくさんの人。ごめんね。

疲れた時は、早めに寝ること。きっと、明日や未来は、良い日だよ。

もし死にたくなったら、地域 精神科で検索して、病院行くこと。緊急の場合、精神でも、救急車呼

ぶんだよ。人の迷惑より、自分の命だよ。

罪悪感で、いっぱいになった時は、自分を責めないようにするんだよ。大丈夫。僕が君を許すよ。

私も耐え抜けるか、分からない。そんなシチュエーションが貴方に来た時のために、何か書けるこ

とはないか。

墜落した時は、あるボーカリストの堕天使を聴くと良い。

罪悪感で死ぬ人いるかもしれないね。でも、僕は、貴方が死なないことを祈ってる。僕のような人間

も生きるから、貴方も生きて。

たぶん、凄い嫌われただろうけど、嫌われた人間も生きる事例に出来たらと思う。
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騙すくらいなら、人気無くなった方が良いよね。

僕が僕であるためにから、嵐の明日の記憶。嵐の明日の記憶は、男性も聴いてみて。良い曲だか

ら。

尾崎豊のMISSINGBOYの街路樹も良いよ。

犯罪経験者として、愛を叫び続ける。

こういう時は、尾崎豊の誕生ではなく、シェリーの方が良いかもしれない。

私は馬鹿かもしれないけど、好意的な人を騙す詐欺はしたくない。

法律で違法以外の罪もあるよね。だから、法だけでなく、罪を減らしたほうが良いよね。

パソコン立ち上げる間は、スマートフォンを使って、何かすると、良いよね。

媒体は、消されることがある。リスク分散しておくと良いよ。

森林切るのも、木が、可哀想だよね。

騙すのも罪だよね。本当は、全て公開したい。興味ある方は、霊界行った時、見てね。

伸びた蕎麦も食べれるよ。美味しいよ。

冷めた蕎麦でも、食べれるよね。電子レンジで、温めれば良いよね。食べてくるね。

ニュースが怖くても、明日からは見る。

事実は、時に残酷だ。私も、どんな書かれ方をしたり、言われるかも分からない。今日のことは付き

まとう。でも、それでも生きたら、誰かの生きる勇気に繋がるよね。

全てを打ち明ければ、騙すことは、少なくなるよね。

人は、ニュースが怖くなる時がある。これも、参考になるよね。

これからも、出来るだけ、書いて生きていく。たぶん。出来る限り。そうして、参考にして、貴方の人

生を、より良くしてほしい。

こういう時に限って、冷ましたものが、蕎麦らしい。これも人間公正の法則を表しているよね。.

騙された苦しみの分、未来は、幸せになれるよ。きっと。

食事を冷めさせては、作り手に悪いよね。食べに行くね。食べ物を。野菜とか。白いご飯とか。

人は、幻滅することもある。そうして、良い人間を探すんだよ。
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人は、誰でも、食事をする。食事へ行きます。

これなら、君は、勝てるだろう。どんどん勝って、世界のために貢献を。

これが、事実の江川剛史です。

ファンを騙したくなかった。

重い罪の被害者の方、軽犯罪の被害者の方。申し訳ありませんでした。慰謝料欲しい場合は、声

かけてください。待っています。

私の重い罪について、もし、私に良い印象を持ってる友人や、今後、良い印象を持った人がいた

ら、拡散して、伝えてください。

私の重い罪のヒントを２つ記事、私のアメブロ、2016年 3月 24日に書いた。ぜひ、見てください。

貴方が、いじめを止めて、仲良くする一歩を踏み出したら、巡り巡って、必ず、良いことが、人生の

中である。

貴方も週刊誌や新聞の LINE公式アカウントを読めば良いんだよ。そうすれば、様々なことが、知

れるよ。

手塚治虫のマインド。15万ページ。たくさん書く。

私の霊格は、普通だと思う。そして、誰もが、頑張れば、今世で、霊格が高くなる。

尾崎豊の永遠の胸という歌を思い出す。罪を犯した人間が、どうなるか、気になる範囲で、チェック

して欲しい。

人は間違える時がある。許せる範囲なら、許してあげてね。

1人で学校帰りたい人なら良いけど、そうじゃない子なら、仲良くしてあげてね。君の顔の表情が、

曇ってたから、心配になった。

人の成功を願うこと。人の真剣に、敬意を持って、邪魔しないこと。

みんなが幸せになれば良い。そう貴方は思っているかな。私は、思ってるよ。

堀北真希みたいに、何度も告白すれば、心折れるよね。これは、効果あると思うよ。

本気の恋愛したいなら、本気にさせれば、良いよね。

本気で、好きになる恋愛したいよね。

セックスレスだと、冷めるカップルも、いるよね。
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表裏、合わせて、貴方なんだよ。後ろが汚れてたら、台無しだよね。

裏表男子も、裏表女子も、裏を見ると、がっかりするよね。

みんな、頑張れば、良いんじゃないかな。貴方も、たくさん、頑張ってみれば良い。特に、男性は、

男だからね。

服飾の学校もあるよね。

死後の世界はある。霊界はある。きっとある。もしもの時のために、貴方に伝える。

恋をしてない時は、勉強に、集中出来るよね。

歩きタバコは、特に、子どもに、危ないよね。

時々、罪を犯した過去を見ること。前だけでなく、後ろも見ることが、大事だよね。

夢中になると、周りが見えなくなるから、危ない。気をつけた方が良い。

親は、子どもの表情を見た方が良いよね。

ビルから落ちたら、骨折したり、障害が残ったり、死ぬから、しちゃだめだよ。自分を責め過ぎない

でね。

十代は、無鉄砲だよね。

初めては、知らないから、危険性に、気づかないことあるよね。

子どもは、色んなことが、初めてだよね。

香りも、大事だよね。

何事も、時期に、慣れるよね。

貴方は、何系ですか。私は、博愛系です。

人を、悲しませることは、したくないよね。特に、大切だったら、尚更だよね。

たくさん、記事書く、漫画家とか、腕疲れて、大変だよね。

カップルには、それぞれのエピソードがあるよね。

性暴力の極まりは、後に、影響出るから、良くないよね。

男の子を中絶することは、全人類の男性を中絶するのと、同じ概念だよね。
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自分が望んだ性別の子が生まれるかどうかも、ちゃんと考えるべきだよね。性別理由の中絶はして

はならない。

結婚が、良いものになるかは、結婚生活次第だよね。

結婚って、おめでたいよね。

世界中の言語が、同じだったら、もっと、早く、分かり合えたかもしれないよね。

出産って、色んな意味で、心配だよね。子どもを産む儀式する前に、調べておくと良いよね。

ディスられるのは、人間だから、悲しいよね。普通に、凹むよね。それは、誰でも、そうだよね。

身長高い低いも、個性だよね。

モテ期って、どんなものなんだろうね。きっと、自分を磨けば、モテ期来るよね。

結婚相手は、介護する気あるか、見放す人か、見極めることが、大事だよね。

ピクサー映画、アーロと少年、あまり CM流れてないかもしれないけど、良い映画だよ。映画会社

の信頼も大事だよね。

仏教は、戦うのかな。

何年も、続けて、身を結ぶよね。

トカゲにも、親子がいるよね。

仕事探してる人は、ネットで、最寄のハローワーク探して、地図を検索して、行くと良いよ。たくさん

来てるから。

様々な国の人に、カップルがいるよね。

スマホしながら運転は、危ないよね。

顔を殴ることで、失明するかもしれないから、暴力は、いけないよね。

危険な時期は、何かを見に行く時にも、注意が必要。

不幸な人は、幸福になり続けようと、日々、生きると良いよ。

芸能人も、体調悪い時が、あるだろうから、凄いよね。

携帯電話、放置しておくと、勝手に、恋人に、メール送られることもあるから注意。警察力職場で、

やられたことがある。

降板って冷たさがあるよね。
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男性は、妻や彼女のすっぴんを愛せるかは、大事だよね。

芸能人でも、パートナーを、束縛するか、応援するかは、精神的に、違うよね。

恋人は、私の活動を、許容してくれる優しさがある。

野球は、難しいスポーツだよね。

華原朋美は、良い歌、たくさんあるよね。

華原朋美の as A personって良い曲だよね。

性的アピールに、下着は、効果的かもしれないね。

ハーフな人を、いじめてはいけないよ。

お墓に、お酒や煙草など、嗜好品は、備えない方が良いらしい。

霊格高い人は、試練を与えられる。だから、試練を与えられた人は、自分は、本当は、凄いと思っ

た方が良い。

同姓同名の人が、犯罪犯すと、同姓同名の人に、迷惑かかるよね。

ピアスする人は、重過ぎない方が良いと思うよ。安全性を考慮。

アイドルは、趣味とか、違った面が見えると、人気出るよね。

裁縫する時は、怪我しないよう、気をつけてね。

正直言って、慣れてない人は、握手会で、握手される側が、倒れたり、する可能性あると思うよ。

私は、握手会、向いてないと思う。

慣れてない人気アイドルとかいたら、握手会は、やらないほうが良いと思う。ファンではなく、本人

のために。

虐待をするのを止めて、子どもを愛する親が、1人でも多く、増えて欲しい。

禁じ手は、愛し合ってる恋人同士だけして良いこと。

愛情から、憎しみへ。そんなことがある日が来ても、そんな貴方を許してあげたい。

多重人格の人の恋愛をしてる人は、分かるよね。でも、もうすぐ、復活するんだ。だから、きっと、恋

人と愛し合う日々がくると思う。だから、僕は、恋人のものになる。

こういう時は、父が持ってる、山下達郎の名曲を、パソコンに取り込んで、聞こうと思う。
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あまり、もやもやし過ぎると、このままだと、心の病になってしまう。

子どもに、覚せい剤をやらせる親は、大罪だよね。

綺麗な妻は、夫に、愛されるよね。

イケメンが好きな女性もいるから、モテたい人は、イケメンになれば良いよね。

不倫の心理は、どんな心理なんだろうね。心理学的に、解明するのも、面白い研究だと思う。

アイドルが、気分悪くなるのは、相手が気持ち悪いからじゃないと思う。

私は、セミナー開催するのも、セミナーに、参加するのも、苦手だったりする。

付き合い始めたら、相手が冷めないか。心配だよね。

私は、恋人を大事にしたい。

私は、妻がいたら、妻を裏切りたくないな。貴方が、その立場なら、そうだよね。

ローソン 100の 2 リットルのお茶 108円は、リーズナブルだよね。

可能な限り、世界に遺すしかない。私達の死後にも、世界はある。最大限、良い世界へ、良い人

間へ。

6年、テレビ番組、続けるのも、凄いよね。それも生放送なら、苦労が、想像出来ないよね。

あまり女性アイドルのプライベートを憶測で、デリカシーの無い発言してはいけないと思う。

良い夫婦は、幸せになってほしいよね。

悪いことは、悪いと教えるためでも、虐待や暴力はいけないと思う。

嵐に恋人は、何人いるのか。1人だけと付き合うなら、凄いし、何人も、恋人いるなら、凄い許容力

だよね。 

5人の女性と不倫とか、モテモテ男子の間では、常識なのだろうか。

特に、痩せ型の女性は、栄養失調に、気をつけた方が良いよね。

顔赤く見える化粧って、凄いよね。

聞き上手男子は、モテるらしいよ。

子どもの笑顔を、奪ってはいけないよね。

お酢は、疲れ取ると、聞くよね。
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テロを起こせば、天国へ行くのではない。実行犯は、地獄へ行くのだ。

人を殺すという大罪しながら、自らは、天国行くつもりとか、自己中で、他人に迷惑だと思いません

か。

テロを行うとか、大罪だから、やると、霊格下がるよね。

2016/03/25(金)
私のプロフィール見れば分かるように、私は、放送禁止用語みたいな生物みたいな気がする。

私は、芸能事務所とか迷惑かかるから、向いてないけど、芸能人は、凄いよね。本当に、本心。

嵐と私を比べたら、嵐が惑星で、私は、亀だよね。

嵐の魅力は、凄いよね。また、乗り換えとか、見たいし、嵐は大変だし、危険かもしれないけど、握

手会の映像、興味深くて、見たいよね。

凄い人の色々は、興味深いよね。勿論、SMAPも好きだよ。世代だからね。

嵐は、東京ドーム満員とか、全国ツアーとか、してるんじゃないかな。男性の皆。上には上がいま

すよ。凄いよね。

これがジャニーズの電車乗り換えなんだと。本当に、憧れるよね。僕は、遠慮するけど。

もしかしたら、妄想かもしれないけど、以前、嵐のあるメンバーの電車の乗り換えを見たことあるか

もしれない。本当に興味深い光景で、私は笑顔になった。

浜崎あゆみの Replaceを最後にした。

私は、恋人さえ、復活して、会って、同意さえあれば、恋人と 2人で暮らすよ。

私は、お金目的じゃなく、アフィリエイトするよ。それが違うところかな。

私は天然石、いつでも、アフィリエイトするよ。教材のように。他の天然石店舗と一緒に。

媒体大きければ大きい程、悪いことすれば、罪重くなるよね。

霊格高い人間は、それに相応しい行為しないと、次回は、残念なことになるよ。

2億円男がネットビジネス 160万円男を気にするとか、器が知れてるよね。ビルゲイツ目指せ。そう

なれ。良いアドバイス。

稼ぎたい人は、どんどん稼げばいい。私のアドバイス、参考にしないのも、本人の自由。どうぞ。貴

方の人生。貴方の責任。自業自得。
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本当に、嫌われたり、閑散は、どうでも良い。今まで、無自意識に生きてきたことは、たくさんある。

理由も分からず、ずっと見てくる同級生女子高生とか。彼氏持ち女子から好きとか。

だって、特典中々、渡さないのは、酷くない。人として。お金だけじゃないの見せびらかしてほしい

ね。

アンチ 2億円がうるさいと感じるのは、気のせいかな。

Not yetは、良い曲、複数あるけど、僕は、ひらひらをよく聞く。あの位置で良いんだ。さようならした

後、ここから、先へ歩けば良いんだよ。

私は、アイドルに、恋人や彼氏いて良い派だから。

桜食べれるのを知っていますか。桜餅とか、美味しいよ。

ウルトラマンの最終回は、名作だよね。

もしかして、私は、平均より嫌われているのか。だとしたら、その人達と仲間だ。それは、嫌がられる

かな。

私が考えたキャッチコピーだけど、どうでしたか。

ビジネスブログのKiroroについてのキャッチコピー。好きな曲を買える内に。だからね。

何が目的かは、分からない。でも、労力かけられると、何かしなくてはと思う。

付きまといは、効果的な場合の人もいる。だからこそ、私は、手のひらを見せたいと部屋の中で、

今、思った。

嫌われることも、いつか、慣れるかもよ。いじめを受けてる人よ。

話変わるけど、復縁したい人達は、大変だよね。別れ方は響くよね。

人として、そういうのが好きだからかな。

as A personという曲が好きなんだ。華原朋美の。

江川剛史公式サイトは、自殺防止サイトのつもりだよ。効果あると良いな。

茶髪染めのし過ぎで、将来禿げないと良いね。調べてみてね。

白髪染めで、禿げないか、心配だよね。

私も生きていれば、老人になるよ。安心してください。ヨボヨボ白髪になります。

私は変な意味で、落ちぶれたくない。人として、落ちぶれたくない。
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別に、私の道を極めて良いよね。表現の自由。貴方も極めれば良いよね。

EVERY LITTLE THINGのNever Stop!、良い曲だよ。

そんな て になりたかった。

やっぱり、この歌は、嵐の切なさだよね。

嵐の明日の記憶の下に、君のいちばんに...を置いてみた。

少しでも届いた方に、お役に立てれば。

リンドバーグの BELIEVE IN LOVEって良い曲だよ。聞いてみて欲しいと紹介してみた。

男性へ。貴方は女性への借りを返していますか。

となりでねむらせてを恋人に歌ったら、喜ぶんじゃないかな。

となりでねむらせてみたいに、帰る場所は１つだよね。色んな意味で。

人の感情は、思い通りに操作出来ない。

人は、嫌いなものは、嫌いだよね。

貴方に僕が負けることが、君の喜びなんだろう。

アンチ、喜んでよ。今まで僕は、あまりチョコレート貰ったことないよ。

きっと私のホームページは、他の人は見たくない存在。関わりたくない存在なんだと思う。

虹を作るって良いよね。この意味分かるかな。ホームページのことを指してるんじゃないよ。

BUMPOFCHICKENのハルジオンの歌い始めって、どんな歌詞だろう。

自意識過剰の世界。

私の笑顔は、みんなの幸せだよね。私はカップルがいると、微笑ましくなる。女性 1人だと、距離を

置く時もある。

私は始めに戻れば戻る程、無知だった。

尾崎豊の路上のルールが嫌いな人は増えただろうか。

えがおという言葉のおが嫌いな人いるよね。

人は、現世では、真実から逃れられないのか。
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絶対、尾崎豊は、後追いを望んでなかったよね。僕も、そうだよね。殺したくないよね。

後追いさせた人は、殺人の罪になるのだろうか。

私は医者に恨まれてないよね。プライド高そうだから、サイトの文字化け、教えられないんだよ。

私は、真実で騙すのではなく、事実で向き合いたかった。

尾崎豊も、きっと、幽界か霊界か、生まれ変わりか、どこかで生きてるよね。

私にファンがいるかは、今も分からない。でも、それと関係なく、世界のために、これからも生きたい。

諦めたり、リタイアしたくない。

男性に酷いことされると、男性恐怖症になるよね。

一生懸命、無自意識過剰にして、言葉が聞こえない時あるよね。

あまり計算してるとか、自分でも思いたくないよね。

私は、違法薬物は、自ら、使用したことはないよ。

尾崎豊は、薬物を勧める人間がいたから、手を出してしまったのだろうか。

僕は、これ以上、裏切ることはないか。生きることは、裏切りを生むのか。

僕は、犯罪を犯したけど、それでも、出来る限りはするよ。

辛くて、悲しい時も、乗り越えようね。

僕は歌うよ。愛する全てに。

苦しい時、僕を救ったのは、人間や鳩や生き物だった。音楽だった。

それぞれのメロディがあるよね。これが僕のメロディ。転がり続けてしまったが。

今、聴きたい曲は何だろう。あの曲を視聴してみようか。

聴きたい曲は、公式 MP3ファイルを、購入すると良いよね。苦しい時は、すぐ買って聴いてみよう。

罪を完全公開したいと思い続けると、公開出来るよ。

これでプロフィールに幻滅ネタのほぼ全て書いた。後は弱小ネタだと思う。さあ、男性の貴方も人

生振りかえって、プロフィールページに公開しよう。私に勝てるよ。

このプロフィールページは、特に、男性に見て欲しい。反面教師にし、私を超えて、世界貢献して

欲しい。
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これで、がっかりさせる裏切りは、霊界へ行っても無いと言うくらい暴露しました。

私の 33年間の全ての犯罪歴を書いたと思います。男性の貴方、貴方も犯罪歴をプロフィールに

書けば、公平に、私と戦えますよ。

プロフィールページに思いつく自分の罪、全て書きました。自意識過剰付きまといの労力の期待

を裏切らないためなど、特に女性を裏切らないため書きました。

江川剛史公式サイトのプロフィールページに迷惑行為一覧を追加更新しました。

江川剛史公式サイト、プロフィールページに、江川剛史の犯罪歴一覧を掲載開始しました。騙して

傷つけて、苦しませたり、悲しませた方、ごめんね。

私は換気が好きだけど、集中したい時、防音ヘッドホンしてるからね。聞こえない時あるよ。

プロフィールに犯罪歴書く方が早く終わるだろうから先に書きます。そのあと、アメブロ記事を公式

サイトに掲載。

この世界は、女性にとって、良い世界ですか。男性と女性は、世界の見え方に、違いがあるかもし

れない。 

さらに、お風呂の犯罪話と自販機の話をアメブロに書きました。今日は、記事書くより、アメブロ記

事保存に力入れます。

昨日の夜、窓を少し開けてたら、20歳くらいの男性の声で、信用して良かったと声がして、しばらく

した後、馬鹿だと言っていた。

今日の外は、今、小学生男子が、いないよと、叫んでいた。

嵐は、ときめきメモリアルの爆弾の気持ちかもしれない。

嵐は、ときめきメモリアルの爆弾の気持ちかもしれない。

正しい交通誘導には、車も人も従った方が良いよね。危険、危ないとか、看板もね。

年取っても、愛し合える相手なら良いよね。

私の高校時代は、男性友達と一緒に帰りたかったし、帰ってた。彼女いなかったからね。

銀行は、カードで引き出せるよね。つまり、財布に入れて、引き出す時だけ、持てば良いと、私は

思うかな。窃盗されるの怖いけど。

道路にいる時、周り見ないと危ないよね。車に轢かれるよね。

知らぬ間に、探偵は、動いてるよね。覆面警察官もいるよね。
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料理は、見た目も大事だよね。憎しみで、わざと悪くするのは、良くないよね。

親を悲しませてはいけないよね。

私の恋人は、私の 10分間の電話会話と愛の言葉の仮二股を許し、付き合い続けることを選んだ。

仕事に見合った給料の方が、罪悪感が無いよね。

二世に比べて、放置一世は、備えられないよね。

飛び降りたら、かなり痛いだろうし、この世の修行を、リタイアすることだよ。修行して、凄くなる。

男性へ。街を歩いてる女性も、トイレ我慢してる人がいるんだよ。

信頼と信用は、奥深いよね。

可愛いぬいぐるみあるよね。洗濯出来ると良いよね。そういうサービス、ネットにあるのかな。

アメブロに私の 33年間の幻滅ネタ書きました。貴方の今までの人生の幻滅ネタは、どれくらい、あ

りますか。

街ですれちがった、アンチの子持ち女性の期待に応えて、弱小幻滅をさらに、２つ書きます。

卒業した人が、卒業証書貰うべきだよね。

今年の東京大学卒業生は、3000人らしい。凄いよね。

組体操で、9人死んでるだけでなく、事故は 8000件。組体操は、やらない方が良い。私も何度も

言うよ。悪い伝統は無くす。

女性も、色んな趣味あるよね。

10年遠距離恋愛するカップルもいる。遠距離恋愛の人は、頑張ってね。

私の自宅に、私の部屋は、あるようでないし、最近は、フスマを閉めて、自分の部屋にしている。私

の家は二階建て。私より、お金持ちの家や男性は、たくさんいる。私の自宅は、実家だよ。

赤ちゃんのせいで寝不足の主婦は、昼間睡眠取ると良いらしいよ。

僕のせいで、死なないでね。貴方が、生きて、幸せになることを、祈っている。

私の目に映る世界は悪くない。貴方の瞳に、世界は、どう映っているか。

親が悪い言葉を使っていると、子どもの心も、荒んでいくよね。

誰もが老けるし、若い時がある。
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エネルギーが無くなったら、お菓子食べると良いよね。

それぞれの国に、それぞれの料理があるよね。

携帯の電池が切れそうだ。21%。バッテリーを省エネモードにしたり、アプリの待機通信の数を減ら

すと良いよ。.

貴方は、卑怯な生き方をするかどうかだよね。

私は禿げないよう、シャンプーと音楽で気をつけている。

火野正平に名前、教えたことがある。

今年は家族で上野公園の花見はしない。足が悪い人は、人混みは、危険だよ。

まるで、自分週刊誌になったみたいだ。

もう幻滅ネタ、ネタ切れつつある。本当に、こういう状況でも、燃え尽きるんだね。.

あまりにも、早く帰ってきた時は、心配した方が良いよね。

がっかりさせるのも、罪だよね。

別に、見たいなら、合法範囲で見て良いから、霊界行ったら、チェックしてね。

高橋みなみが、燃え尽きたと言ってたけど、僕も珍しく、数分前、燃え尽きた。

今日の私のアメブロも、見てください。もう江川剛史の犯罪歴ネタ、ネタ切れと言って良いです。

アンチが一生懸命、人気落とそうと、頑張っている。アンチの期待に応えるのも、ブロガーの役割

だよね。でも、貴方も、死んではならないよ。

口紅でも、雰囲気変わるよね。

僕も人生の中で好きと言われたことがある。でも、それは、自室を見てではなく、真実からの好意な

んだね。

告白の時は、貴方が好きだけでなく、付き合ってくださいと言わないと、好きだけで、付き合う気は

無いのかと思うよね。

遊園地を建設する目的と、遊園地で働く目的。

職場恋愛ってあるよね。学生恋愛もあるよね。社会人恋愛もあるよね。

表情は、したい表情で良い。いつか、笑顔に戻るよ。

癒され男子とか、凄いよね。
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エナジーとか、癒しとか、大事だよね。

小説は、マイナーな分野らしい。でも、いつか、たくさん読みたいよね。小説からも、色々、学べる

よね。

体臭の感じ方は、相手で、変わるよね。

船は、事故に注意だよね。救命ボート、人数分、必ず必要だよね。太って、大きい人もいるよね。

ラーメンが、口から、体内へ、入るのを想像してみよう。努力の結晶とか、油とか入る。

恥をかかせたら、罪だよね。その量が多ければ、多い程、罪だよね。

こんな日でも、記事を書きながら、通勤し、仕事をしに行く。

愛情かけられた子どもは、幸せだよね。

髪型で誰もが、格好良さや、可愛さが変わるよね。

ストレスある時、気分悪くなるんだよ。たぶん。

私は、私がいないと生きれない女性に弱い。守らなくてはと思ってしまう。

菜食中心主義は、個人的な感想では、ダイエットになるし、風邪はあまり引かない。他の情報も、

合わせて、検討してみて。

たった 1人でも、残る人がいれば、その人のために。

2015年の 2人以上の家庭の平均貯蓄額は、1200万円くらいらしい。上には上がいるし、これが現

実みたいだよ。

捨てられたペットの気持ちを考えよう。

こんな日でも、外を歩けば、天気が良い。

また犯罪歴を書きました。プロフィールページにも記載しようか。もう隠してることはほぼ無い。あと

１つ書く。

犯罪をすれば、このように後悔する時が来る。十代も、自分の可能性や、夢を信じてほしい。

今日も、私の罪をアメブロで書いた。私の罪の殆ど全てを書いたと思う。

犯罪者は、悪口被害という十字架を背負わなくてはならない。

2016/03/26(土)
何かは分からないけど、想いには応えたい。何かは、言わなきゃ分からないけど。
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寝よう。明日は、冷静に、利他しよう。いつものように。いつものように。

男性も恋に焦がれるよね。変かもしれないけど、もうすぐ復活する。

彼氏女子には、彼氏が必要。嵐女子には、嵐必要。私は、恋人男子かな。ファンがもしも仮にいた

ら、やはりファン男子かな。嘘はつけない。

街にいるのは、たまたま女子だ。

彼氏女子は微笑ましい。安心する。

もう休もうかな。寝れば、冷静になり、明日からは、利他出来る。私も機械じゃないから、感情動くよ

ね。

嵐のアイドル論とか本、参考になるのかな。ファンはいるのか。というか、ファンですと、誰も言わな

いよね。

変わらない愛の存在は、１つ目は良い意味で、もう１つは、受け止めきれない。

ファン全体攻撃は強いよね。

AKB48の PSP ゲームと現実は違うよね。選択肢が違うし、会うこともない。見かけるだけ。

早く、会いたいな。愛と。

略奪愛は、略奪したら、冷めるかもよと言ってみる。付き合ったら、幻滅する男子もいるかもしれな

いね。

誰もが恋人に会いたいと思うよね。僕もそうだよ。

愛が復活する。月曜以降まで待てない。明日こそ、AKB48見ようかな。

明日も良い日になる。そう信じて、頑張ろうね。みんなも、彼氏と仲良く。私も恋人と仲良く。それで、

みんなハッピーだ。

今日も過ぎ去る。過去になる。でも、今日は良い日だった。

誰も押してない。誰も押してない。誰も押してない。でも Singleで、ずっと自慰生活は、寂しいよね。

強くならなくては。明日から、また利他しよう。

たまたま街にいて、携帯見てる女子とすれ違っても、最寄駅の八百屋程、何度も、すれ違ってない

よね。

不倫とか、二股は格好悪いよね。それが常識な筈だよね。誰だって 2押しは、嫌だよね。私も押さ

れてないから、押した恋人とだけ付き合う。
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なすがまま。運命通り進む。でも、私の妄想でアイドルが言った。539。後、みんな完成ではなく、ゴ

ミ完成にはなりたくない。

ありのままの姿見せたよね。普通、直接見たら、幻滅する筈。ユニクロだし、寒いから、重ね着だし。

投稿が癖になり過ぎた。どちらにしろ、見る人数は少ない。自由にありのまま書くだけ。

今度、街で見かけたら、誰も押してないからと連続で言ってくれ。そうすれば、この自意識ともおさ

らば出来る。

私は初級過ぎてダメだ。思いやりか何か分からないがダメだ。押さないでほしい。

嵐はよく、こんな葛藤出来るね。私は博愛過ぎてダメだ。嵐はプロだから、嵐を付きまとうと良いよ。

やはり、運命が大事。私と付き合うことになった恋人との愛を大事にする。

私は合コン行ったことないし、呼ぶ友達もいないし、そういえば、合コン経験無しだ。

貴方も愛の繋がりのある人と生きてほしい。良い男男子を合コンで探せば、金持ち男子が見つか

るよ。

やっぱり、人は、1人では生きていけないよね。愛と繋がってるから、生きれる。

普通の人は、彼女持ち男子は興味無い筈だ。たぶん明後日からは、外の女子率は、通常になる。

雨の時は止めてね。風邪引くよ。家で温まってね。

9ヶ月音沙汰なしでも、愛し続ける男子。もうそろそろだ。復活したら、電話したいな。今度こそ、

会って、デートする。愛し合いたい。.

愛、浮気しなかったよ。今まで以上に、一途に愛してきた。

予言では、歯の治療が終わってから。つまり今度の月曜日以降。後は治療が続くか分からない。3
月頃が予言。恋人の愛が復活する。

たまには、自意識も良いよね。また先へ進む。その先へ。さらに先へ。

告白は、振られる勇気あるものだけがする。

私のボーダーは低いかどうか。それは分からない。ハートが無いなら、断るよ。だから、言わない方

が良い。

もしもの時のため、女性を振らないよう、ボーダーを上げる。

こんな日もあって良いかな。また、睡眠取れば、明日からは冷静だ。

私は子育て向いてないかも。向いてない。
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私は甘過ぎる。女の子がもし産まれたら、心配過ぎて、ダメかもしれない。

何が狙いかな。私は、ただ、思ったこと書くだけだよ。

ダメだ。無理な塩加減は、無理らしい。

無理かな。私には塩加減が甘めにしか出来ないらしい。

付きまといファン接し方、中級へグレードアップ。塩対応強化。

私の愛は、私に愛してる何度もメールや電話で送った。やはり、裏切れない。

そんなに愛の愛は、軽くない。誰にも負けないナンバーワンで愛してくれた。私はまだまだ待てる。

10年愛したのに、主人格として出てこれず、出てきた時には、別れてたとか、冗談じゃないね。

10年、愛し続けた、恋人の愛。誰にも負けない。負けるわけがない。

いくら直接性的行為をせず、一度も会ってなくても、10年遠距離恋愛は、そう簡単に、壊れないよ

ね。

継続は、力なりだよね。

食事とかして来ます。大事なことがある時は、ご飯後回しにするよね。

Amazonでがんばろうニッポン愛は勝つシンガーズの愛は勝つ CDにしました。早く届いて聞きた

いな。でも、効果は、KANさん程あるのだろうか。

ダメだ。初めての itunesは難し過ぎる。私のチューンズということで、気に入ったんだが、Amazon
にしよう。

大きな成功より、愛を選ぶ。この方が、私らしいよね。

食事とかして来ます。何も食べてないし、ずっと、パソコンと携帯電話の前にいたから。

メッセージオプション、出来るだけ頑張ってね。未来永劫の愛で送ったけど、届かないんだけど。

じゃあ、メッセージオプションは、頑張ってねにするよ。送信元は、江川剛史から、携帯メールアド

レスへ。

平均寿命なら、47年くらい。長いな。本当に。出来るかな。

愛は勝つ Singleはある。メモリーズオフで誰にも目もくれず、彩花を想うみたいにか。後何年、

Singleやらなきゃいけないのか。

友達には教えてしまった。
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失礼だけど、野球選手になりたいわけじゃない。自分に、この曲を贈れない。

私の夢は、教師だったな。でも、itunesには、注文確定とは書かれてない。買いやすい。

電話性的は、電話で出来るけど、抱きしめるのは、会ってからしか出来ないよね。

itunesには、アルバム、野球選手が夢だったとか書かれてるけど、性より、抱きしめるのが夢だった

かな。

愛は勝つのカラオケは 90年代 BESTとかAmazonに書かれてる。未来永劫 BESTにしてよ。

何で BEST3なんだよ。ナンバーワンで、オンリーワンだよ。

愛は勝つをAmazonで買おうと思ったら BEST3って何なんだろう。これはダウンロードしにくいけ

ど、聴きたいから、ダウンロードする。

もう少しだ。もう消えないようなことを言っていた。強い主人格に戻る筈だ。

二番も良いと言ってたが、一番はさらに良い筈だ。二股はしない筈だ。付き合ってるのは、1人な

筈だ。

霊も、3月頃と言ってた。今日じゃない。まだ日にちがある。4月上旬かもしれない。歯が治ってか

らと言ってた。まだ治ってない。月曜で、１つ完成だ。

他人格は、先週の既読がある。まだ、生きてる。また逢えるよ。すぐ。きっとね。

あの言葉の効果は、凄い筈だ。もっと待とう。待ち続けよう。また、困ったら、魔法のコトバをズラし

て、これからの励みにすれば良い。

この魔法のコトバ。私は信じる。浮気はしない。

未来永劫の愛を誓い合った。私は、絶対に、別れない。

私だけが守れるものだ。愛は。私と別れたら、生きれないと言っていた。絶対に、別れない。

あと、どれくらい、恋人の人格が出なくても、待てるか、頑張れるか。頑張るしかない。

きっとGet wildの先がある筈だ。大丈夫。殺されなければ、これからも、生きれる。愛を叫べる。

私には愛しかいない。電話やメールでたくさんの愛を伝えたのは、愛だけだ。

ここからは、また優しさに甘えながら、愛のパズルを解くだけ。

あれ以来、霊媒体質の恋人に映った霊から助言もない。

明日はAKB48を見て良い筈だ。結果的に、言われた通りの道になり、その方が良いらしいが。
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明日には出るかもしれない。私の恋人の愛、待ってるよ。

もうすぐ出てくる筈だ。予言ではそうだった。

もし、復活した時に、新たな恋人がいて欲しくない。可哀想だ。

9ヶ月でなくても、また来週には、出るかもしれない。

優しさが愛を探して、愛を選ぶのが、運命だよね

Get wildの次は、愛は勝つの筈だ。不確かな希望だ。

冬に窓開けてGet wildは合うね。この歌を聴いて、また先へ行く。

解けないパズルでも、挑戦するのが愛だよね。解けないパズルはないよね。

今日はやけに外寒いね。窓を開けてたみたいだ。

愛は、悪い女性じゃない。私が亡くなった時、迎えに来てくれる人のうちの 1人だ。

1人の女性を救うのは、こんなにも、難しいんだね。

私は、恋人にプロポーズではないプロポーズを何度もした。

私はGet wildのように、これからも、解けないパズルと戦い続ける。

それでも、私は、愛に支えられ、生きてきた。これからも、そうなることを望んでいるが、いつまで、

頑張れるかな。

10年かかった。でも、一度も会えていない。でも、愛し合っているんだ。

私は禁じ手のせいで、愛しているのではない。私は、恋人を救いたい。でも、救えるのか。

まるで、詳しく知らないが犬のようだ。

恋人の主人格が中々出ない。もう、前回出てから、9ヶ月目だ。

一生懸命、文字で書いても、確かに、伝わらない。メールでのチョコレートは、遠慮しやすい。

でも、選んだ選択肢は、後悔してないかな。凄く良かったし、これも、色々な意味での運命だよね。

何かを選ぶとは、何かが得られないこと。

覚えておこうとする時は、メモをすると良いよね。

知らなくても、興味持つことはあるよね。
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みんな、幸せになってほしいよね。

女子高生で、たくさん CD出すのは、凄いよね。

恋愛は、同世代の方が、ギャップが無いよね。

歌を知ると買いたくなるよね。

高校で出会い、大学で出会い、社会で出会い、たくさんの出会いがあるよね。

JKから JDになる人もいるよね。

高校生に手を出すのは、条例違反だよね。

制服着ないと、高校生に見えないよね。

聴きたい曲は、買えば良いよね。

食事より、ニュースより、大事なことはあるよね。

人は、冷静じゃなくなることあるよね。

ストリートミュージシャンからプロになる人は、感情移入させるのが、上手いよね。

声でも、伝わらないんだけど。

文字だと、伝わらないんだけど。

見てる人、みんな言ってるよね。まだ、出ない。まだ出ない。

気持ちが大事だよね。見なくても。アンコールだよね。新たな告知でも、歓迎。歌が良いよね。

みんな言ってるよ。僕も。

井上苑子さんの歌良いよね。聴きたいよね。

アンコール

君に出逢えて良かったと、人は言われたら、嬉しいよね。

卒業おめでとう。

何で、本気の恋愛したカップルが別れるんだろうね。

男は、女を泣かせたくないよね。

格好良くない優しさって、どんなもの何だろうね。
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本気の女子高生は、ヤバイね。

例えば、好きな人から、一押しではなく、二押し、3押しとかは、たぶん、悲しいよね。やはり、二股

は、すべきじゃない。

高校生カップルって良いよね。甘酸っぱい感じで。

JKシンガー、ヤバイね。

さよならする恋愛あるよね。卒業シーズンだよね。

良いと思うと、次聞くのが、怖くなるよね。

JKの恋愛は、切ないね。

ネット時代の歌だよね。

女子高生の歌も良いよね。もしかして、元カノ以来かも、JKの歌を聞いたのは。良い曲だった。こう

いう歌を歌われた男子は、幸せだと思う。

そうか。私はモテない系男子だから、免疫無くて、想いに弱いわけだね。

告白されて、付き合い始めてから、一週間後とかに、別の女性に好きと言われることはあるよね。

嬉しいけど、二股は出来ないから、ありがとう。気持ちは、嬉しいくらいしか、言えないよね。

恋愛は、早い者勝ちだよね。

悪いこと隠す男子は、詐欺だよね。

養子を悪用する男子は、地獄行きだと思う。それを狙って、養子は、いけない。

男子持つシングルマザーを愛する男性は、良い男だと思う。

私は、子供産まなくて良い男子。経済的に厳しい。経済力があったら、居ても良いかな。

特に姉妹いない男性は、女子を産みたいと思うと思う。何故なら、人生経験が無いから、研究とい

うか、興味深いからね。

男子も育てる系男子の方が良い。

女性しか産ませない男子は、良くないと思うよ。

良い男性もいると思う。運が良ければ、巡り会える。

好かれるために、本性隠す男子もいる。気をつけて。

遊び人に引っかかった女性は、傷つくよね。気をつけてね。
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アンチの期待には、悪いけど、重要な幻滅ネタは、尽きた。後は、尾崎豊みたいに、罠に嵌めて、

落ちぶれさせるだけだよ。尾崎豊は、被害者だと信じている。

性癖は変わるよね。Mから Sになる女性もいる。

Sな男性好きな女性もいるよね。そうでない人もいるよね。

でも、某アイドルみたいに、利他すると、見直す。やはり、良い女性だと。

女性が、煙草吸ったり、シラスの山盛りを食べてる写真を見ると、幻滅してしまう。

私は顔に関しては、許容範囲が広い。少し太っていても許せる。ハートが大事。喫煙は、老化や、

もしもの妊娠のため、やらないでほしい。

私は、お釈迦様みたいに、女性を、袋とは言わない。言うならば、芸術的な袋だが。

新陳代謝は、ヤクルトで、行うようにしている。体内に溜めない。

私は、あまり、唾を吐かない。

33年間の重要な幻滅ネタは、江川剛史公式サイトのプロフィールページに全て書いた。

正直が、癖になってしまった。

投稿が、癖になってしまった。

強化子は、効果がある。

私はファンが好きだ。反射させてしまうからだ。心理学的には、返報性の原理か。

アイドルは、ファン離れの痛みを知っているよね。

鳩がいなくなると、寂しいよね。

前回は、仮二股が限界。それ以上の押しは、危険だ。効果がある。だから、やらないでほしい。

私のアクセスカウンターは多くない。労力に見合わないよ。それより、女友達同士仲良く会話したり、

楽しいことしたほうが良い。

あまり、わざわざ言わせるために、労力使わないほうが良いよ。卵も確か、デジャブだよね。

かつて、私の恋人は、二股する許可を一瞬出したが、やはり、駄目だと後に言われて、私は仮二

股を解消した。成功しても、その可能性がある。これで、どうだ。

隠れて風俗行く男子は、多いのか、少ないのか、知らない。
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悪い男性へ。君の犯罪歴を隠せば、いつまでも、冷められず、愛されると思うよ。幻想として。あり

のままの貴方ではなくて。

ファンも、アンチに変わる時あるよね。でも、本当は、カウンセラーだから、反射させるけど、元ファ

ンは、大事にしたいよね。

私に幻滅ネタ言わせたい比率は、今の所、男性勝利。

女性は、私に言わせて、何か得があるのだろうか。男性は、私に言わせないで何か得なのだろう

か。

思わせぶりな態度で、私は騙さない。無自意識過剰で塩対応をする。私を好きな人は、好きだけ

ど、それは、ファンなら、分かる筈。

私は、所持されている。手は、２つしかないように、許容量があるよね。

貴方だけを愛し続ける、浮気しない彼氏を見つければ良い。可能性あると思うよ。運と見る目があ

れば。

残念ながら、どんなに、付きまとっても、恋人からの許可が無ければ、二股は出来ない。これで、心

が折れる筈だ。

私も二股で良いと、かつて言われて、軽い仮二股をした時も、恋人に許可を、聞いてした。

知らないから、愛せることもあるし、打ち明けたから、事実の愛に、繋がることもあるよね。

何で、女子高生の制服は、スカート何だろうね。どう始まり、広まったのか。人間を表しているよね。

私の血縁家族に兄弟姉妹いないよ。だから、女性を知らないし、1人の男性として生きてた。

推理小説とかを悪用目的で、見てはいけないよね。

私は顔を洗う度に、メガネ洗うよ。

誰かを間接的に、救える、お金の使い方をしたいよね。

江川剛史にとってのAKB48総選挙をアメブロに書きました。良かったら、どうぞ。

話変わって、書けるか分からないから、書くけど。貴方も書いたら。選挙のこと。

本当に、アイドル、お疲れ様。この先も、形が変わっても頑張ってね。応援するよ。

ソロデビューしたい人もいるよね。

頑張ったり、耐えることで、到達出来ることあるよね。

頑張ろうと思い続けることで、到達出来ることもあるよね。
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終わりを望む人もいるよね。

叶う夢もあるよね。

先輩に後輩は、気を使うよね。

誰がいるかどうかで、笑顔かどうかがあるよね。

色々、上手くなりたい人もいるよね。

ライブを応援する観客も大変だよね。

それぞれの誕生日があるよね。

他の女性を睨む女性もいるよね。

ライブやライブビューイングに来てもらうことは、凄いよね。愛だよね。

AV出演するかは、本人の考え次第だよね。

高橋みなみとか、歌が上手い女性は、きっと、たくさん、いるよね。

ナンバーワンの歌手になれたら、凄いよね。売り上げでは、シングル一位になった女性アイドルも

いたよね。

大きな夢は、良いよね。

高齢者の風俗通いもあるらしいよね。

I LOVE YOUではなく、I LUV Uと書きたい人もいるよね。これは、板野友美さんから。

全ての未来を知ってる人は、中々、今の地球の今世には、いないよね。

オーディション頑張っている人もいるよね。

携帯電話の電池が何故か、よく切れたから、その間、プレミアム GYAOの高橋みなみ映像を 9周
年まで見てみた。その気づきを書くね。

靴が複数あると、洗えるよね。

有料のセキュリティガードソフトを入れると、安全性が増すよね。

歌詞って、大事だよね。

天気良い日は、暖かく、雨の日は、寒い。当たり前なことを書いてみた。

情熱は、運命だよね。
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私は研究人間なんだけど。

頑張って、様々な記事見ながら、独自のフィルターで記事書いてみます。一瞬、誰かの目に止まり、

役立てば良い。報われないのも、それはそれで、楽しいよね。

時は進むのみだよね。

多重人格の恋人がいることは、幻滅ネタでしょうか。今、恋人いないと、騙したくないよね。プロ

フィールに、書かなくては。

恋人の他人格は、否定したり、凹ますから、今、順調だから、否定したくないけど、元主人格の恋

人のため、待ってるメールするね。

いきなり急激に月額料金上がって、課金されたら、困るよね。

犯罪じゃないアダルト系幻滅ネタを追加しました。男性研究材料になるんじゃないかな。

アダルトDVD見た幻滅ネタとか、書くの大変なんだけど。月額動画見たで良いかな。書くよ。あと

DVD買ったこと。風俗は行ってない。

もう幻滅ネタ無いとか何度も思った。男性は、覗きとか言ってたけど、あまりした覚えがないな。アダ

ルトDVD くらいかな。

江川剛史公式サイトのプロフィールに、新陳代謝のため、親が買って、ストックしてある、ヤクルトを、

毎日のように飲んだことなど、幻滅ネタ弱めを追加しました。

嵐の自宅近くの街は、女性率が、高いに違いない。

麻布十番に居そうな、かぐや姫みたいな女性は、下町にいたら、場違いだと思うよね。

冬は、三枚重ねとか、太って見えるよね。

1人くらいには、届くかも。

もし仮に、道端のマクドナルドのポテトの紙を拾い、自宅のゴミ箱に捨てたら、犯罪かもしれない。

サクリファイスの良い意味は良いよね。

もしかしたら、嵐も、幻滅させないため、良いことしてるかもしれない。その可能性あるよね。

世界は公正に出来ていて、利他すると、上の層に行けると、広まれば、良いことする人が増えるよ

ね。

1人だと、たくさんは、大変だよね。

コンビニより、遠過ぎると、持ち込みになるから、難しくなるよね。
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キリない程、コンビニ近くに、タバコとか、ゴミ捨てられているね。気になると、止められない。

街中で、ゴミ拾うと、手が汚れて、携帯電話触ったら、こうなるよね。

私も滅多にやらないけど、他人のゴミを拾って捨てたら良いよね。例えば、コンビニ近くのゴミとか。

子どものカップルいるよね。僕は、天空の城ラプュタの録画とか、見てたけど。

ドアの前に、障害物あると、出られないよね。

店員により、小銭の渡し方違う時、僕は、珍しい。嵐は、違うかも。

使いやすい駐輪場少なくないかな。私の自宅近く。

レシート必要な程、人類は、信用無いのか。

浄水施設の現実知りたいよね。近くにあるんだ。言い過ぎかな。

ラーメンの汁残すと、捨てられるよね。ピーマンの野菜天丼を次回食べるかもしれない。

神様は、全人類、自殺することを願う程、冷たく、厳しくないと思う。許容力あるかないのか、どちら

か。

私が自殺したら、それに習って、自殺する人がいるかもしれない。だから、やらない。

24時間、幻滅させないのは、大変だよね。

出産は、痛いのかな。危険性は、無いのかな。調べてみてください。

チゲ味噌ラーメン無くなったら、野菜たっぷりタンメン食べることにした。他にも、菜食中心系あるよ

ね。日高屋。

菜食主義者は、ラーメンに卵入って無い方が、食べやすいよね。

子ども産みたくないかどうか、男性は知っていますか。危険性が無いか、考えていますか。

お客さんが入っていたり、空席がちょうどあったり、店舗が広いと、入りやすいよね。

どんどん秘密なくなるけど、秘密は、量産されるよね。書くけど。

精神病院の個室に入ったら、内観とか、瞑想すると良いよね。

男性が、子どもを服で、抱えてるとか、新しいよね。

男の子を見ると、自分の幼少期を思い出すよね。
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ホームページ運営者用文字化け修正方法は、見当たらないから、私が、率先して、ネットに公開し

た。ホームページ運営者の皆さん、参考にしてください。

韓国の犯罪事情も色々あるよね。日本のことは、何て報道しているんだろうね。

僕は、いつも信号待ちする場所に、女子が複数見ても、顔は見ないよ。たまたまいる女子だから。

女性のおしゃれも分かるけど、あまりお金使い過ぎると、金使い荒いと、思われるよね。

僕は、4000万円、食事するだけで、貰いたくないな。腕時計のアフィリエイトは、高級品のため、お

金使いたい人はどうぞ。無理して買うことは、望んでいない。あれは、VIP用だから。

アメリカの大物だと、食事だけで 4000万円らしい。別に、一般人との食事も良いよね。そんなに価

値の差があるか、分からない。

芸能人が妻の顔を晒すのは、危険じゃないかと思うのは、悲観的かな。

例えば、嵐が、福島行きますとか、福島には夢があり、博多には、ここにいないと思われる。でも、

福島にいるんだと夢があるよね。

付きまといファンのために、予定を言わないのも、例えば、嵐とか、夢あるよね。

付きまといファンのために予定を教えるのは、たぶん、優しさと、初心者だからだ。

日本にも、他の国と比べてかは、分からないけど、良い景色あるよね。

四次元ポケットやどこでもドアがあったら、夢と現実があるよね。

芸能人は、この先も、ファンを裏切りたくないよね。

大腸がんと国のトイレ配置は、関係あるのだろうか。

一般男女が LINEブログとか出来ないのは、一般男女差別だよね。

日本の歩行者信号のマークは、男だよね。何故、女性のが無かったりするのだろう。

無自意識な方が、頑張れるよね。

自宅訪問さえ無ければ、私は、公政党を、もっと好きになれた。

某宗教団体男性同級生が、某公政党に投票して欲しいとお願いしてくる。毎回自宅へ。これは、

命令だよね。

鳥が好きなのは馬鹿と言った某宗教団体男子と同じ図書係の女子は、鳥を好きな人は、優しいと

いう意味もあるよと言った。
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小学生の時、男性同級生から聞いた。鳥が好きな人は、馬鹿という意味があると。

最近、雄か雌か分からない鳩に付きまとわれている。

自分を殺さないためには、スピリチュアルを学ぶと良いよ。

バレンタインにチョコレート欲しい男性よ。自分から普段、コンビニで、買って、食べれば、良いん

だよ。

リンクは、無罪とネットで見たから、YouTube動画をリンクしただけだよ。法律調べてね。任天堂も

Twitterを信じたから。

こうやって、手の内を言うと、出来なくなるんだよ。心理学テクニック。

あまり付きまとい回数は、増やして、明確に対面で、告白しないでね。断れなくなるから。

もし、嵐の恋人が 1人なら、僕より我慢してるのは、確実。これが上の存在を上げること。男性は、

参考にした方が良い。

裾引っ張ったり、肩叩いて、江川君とか剛史君とか、言わないでね。向き合うことになるから。

電車で女性が何を言っても、殆ど聞こえない。無自意識過剰になるため。ただ時々、聞こえて、こ

れもデジャブだった。

女性もアンチから気持ちが変わった人もいたよね。僕はカウンセラーだ。気持ちを反射させる。

私を完全犯罪被害に合わせたいのは、男性の比率の方が多い。

完全犯罪とは、自分で自分を殺させようとすることだ。声は録音しないと、証拠にならない。少年よ。

君の心の中に証拠がある。

完全犯罪被害に合わせようとする少年の声がした。本当にいるのか、古畑任三郎 FINALみたい

な少年が。

私の京成最寄り駅近くで、服が破れた女性を見かけた。逆に、声かけるべきでないと思い、避ける

気持ちで、遠くから信号待ちして、自宅へ 1人で帰ったけど。

この世に、地下も表もないよ。

ある最寄駅 JR 近くの駐輪場近くで、露出プレイしている男女がいた。強制痴漢で無ければ良い

が。

子どもが道を走るのは、危ないよね。

付きまとい何日したとか、何回くらいしたとか、言うと、効果的な人いるから、言うべきじゃないよね。
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サイは、絶滅危惧らしい。心配だよね。

芸能人にも、兄弟いるよね。

医師は、副作用を把握した上で、処方すべきだよね。貴方は、患者の状態が、見えていますか。

スカイツリーの周りに、無料で見れる展望台あるよね。尾崎豊が住んでいた地域も見れるらしい。

僕は、白線通りに通行して、出っ張った電柱に、レンタカーぶつけたことがある。もう、車は、運転

しない。レンタカーに迷惑かけたよね。ご参考に。

ヤバい。大阪系男性アイドルが、ポルシェらしい。これは、女性は、椅子に座るの憧れるよね。

大阪系男性アイドルに、カップルのニュースが。ジャニーズの芸能カップル率は、どのくらいなん

だろう。

性欲ある男子は、かなりのあるあるだと思う。たぶん。

日本ではあまりディカプリオ似の顔は見かけないけど、江川剛史眼鏡付き似の男性は、大量にい

るよね。 

アクセスカウンターは、励みになるよね。後で、少しだけ増えてるかもしれないのを見たいと思う。

貴方は、1人の全てを愛せるか。

鳥のもも肉食べるのが、ダメで、精神病院の入院に繋がったことがある。母が入院してて、父が好

きで、買ってきた。

今日、AKB48の高橋みなみのライブ放送がプレミアムGYAOで、放送されるらしいよね。早めに

登録しないと、登録出来ない可能性もあるよね。

嵐の握手会は、女性の手に、効果的だよね。

朝に、バナナは、食べると、気分悪くならないかな。これは、あるあるじゃないかな。

演劇も心理学的に、効果あるらしいよね。

目覚まし時計は、あまり強い音だと、心臓に悪いと思うよ。気をつけてね。

いないと思うけど、赤信号徒歩しないために、今日は、早く出かけるね。今、起きる。

より大きな成功か、愛を選ぶか。愛を求めて、愛を選んで、白い雪。

恋人を死なせたくないよね。

もうすぐで、恋人が、復活するらしい。それを迎えるべきか、自首か。
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アンチが通報すれば、罪を償う機会を、僕に、強制提供出来るよね。

たぶん、長く刑務所に入ったとしたら、恋人が復活したら、恋人が、生きれないかもしれない。

恋人に相談しないとダメだな。恋人の他人格には、しない方が良いと以前言われたかも。自首は

ね。どうなるか、分からないからね。刑務所入ったら、恋人と、会えなくて、仕事も困ることになるよ

ね。

警察署まで行って、全ての罪を告白出来たら、凄いよね。貴方は、やってみますか。

江川剛史公式サイトのプロフィールページは、オンライン自首ページで良いでしょうか。水谷修先

生。講演会で言ってたよね。自首を講演で勧めてた。

彼氏いる女性アイドルグループとか、新しくないかな。

2016/03/27(日)
自宅近くは、近隣に迷惑かかるかもしれない。気をつけてね。

女性も男性を付きまとう場合は、昼間の方が良いと思うよ。

正直に言おう。夜の男性への男性ストーカーは、怖い。止めた方が良い。

私の恋愛対象は、女性。女性の心と記載しました。

私は同性とは恋愛出来ない。異性愛者です。

入山杏奈さんと川栄李奈さんへ手紙をアメブロに書きました。きっとファンからは、恨まれて、どん

な目に合うか、分からない。でも、書きました。

いつまでもクラシックを開催しないか、犠牲者を産むか。何事も、そうだよね。

私は、クラシックを見に行くのを止めている。これが答えだ。

誰かを救うことを選ぶか。未来を変える危険性を伝えるか。

未来を変えるのは、危険だ。不幸な出来事が起きることは、ストレスだ。

セキュリティを強化してください。AKBに限らず、全体的に。特にあるジャンルは。

気をつけて生きて欲しい。用心して欲しい。悲観的にも考えて欲しい。

未来を言うことは、未来を変える。それは、危険なことだ。

生きてくれている。それだけで、幸せだ。大事な人は。人達は。

霊が言っていた。霊は知っている。
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私は、守れなかった。

話したかった。でも、話せなかった。何が起こるか知らなかった。言ったら、もっと酷いことが起きる

と言ってた。

嫌われる勇気を見せようか。

本気でAKB48グループ傷つけないでね。気持ち悪くなる。

AKBファンは、AKBの屋外コンサート映像を見る時、ストレスに注意。

また気分が悪い。

特に女性に強い暴力とか、あり得ない。

やはり、絶対に、人を殺してはいけない。凶器は、持ち歩いてはならない。

人が怪我をされたことを思い出すと、ストレスだ。

神様に、ストレスはあるのかな。

人は、夢を見失う時がある。全ての存在の幸せ、それを哲学して、考えなくてはならない。

続けるべきことは、まず 10周年目指すと良いよね。

明日もある。アクセカウンターが見えなくても、いつか見てくれることを願い、頑張る。

サクリファイススピリットは、格好良いよね。

楽観的な人は、船に乗りたがるよね。

雨の日は、真っ直ぐ、家に帰ろう。天気予報見て、気をつけてね。

そういえば、私は、ナンパしたことない。肉食系は、ナンパするよね。性的行為したいから。中身知

らないのに。

街中で、声かけられて、ついて行くと、行方不明になる可能性あるよね。あるいは、性的行為とか、

繋がるよね。

キムチって美味しいよね。日本人。

人が死ぬニュースは凹むよね。

アイドルの人気も下がる。振り付けが表している。でも、またピークは、作れる。そう信じて、努力を

する。報われるか、分からなくても。

人は、嫌われるのは恐い。でも、嫌われる勇気を出してみた。
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これで、反面教師になり、君の役に立てれば、本望だ。

この先へ行く。この先へ行く。この先へ行く。過去は消えない。歴史は消えない。それが、自分な

んだ。

人間的だ。あまりに、人間的だ。誰もが神だが、あまりに、人間的だ。

食事して、お風呂入ったら、また頑張る。とにかく頑張る。いつか、道は開ける筈だ。相応しい結果

しか訪れない筈だ。

私は過去と共に生きます。

言い訳は出来ない。私は私だ。

今思えば、荒井勇気。関連性がある名前ですが、私は、そうしていました。

私はかまいたちの夜で、荒井勇気という名前を使うことを始めて、高校時代の性的犯罪をする時、

荒井勇気という人格が少しありました。

話変わりますが、かつて無断で女性を一度撮影した犯罪歴と、私の学生時代の性的目的の犯罪

行為をした私の人格、荒井勇気について、犯罪歴に掲載しました。

良かったよね。良かったよね。良かった。

英語の催眠言語で、静かに見たけど、ずっと、応援した。

良かったよね。高橋みなみ卒業コンサート。

僕は応援するよ。これからも、高橋みなみと、AKB48グループを。大丈夫だよ。大丈夫。

たかみなは、永遠の桜の木だよ。

3月 27日。みんな 2人ラッキーになると良いよね。

自分を信じて頑張れば、きっと大丈夫。頑張って。

たかみな、卒業おめでとう！

頑張ってる女性は、全部、みんな綺麗だよね。

夜の外のコンサートは、寒いよね。

私は、女子育てるの向いてないや。入山杏奈さんを映像で見ると、本当に、そう思う。

見えないところで、みんな拍手してるよ。

絶対に試練乗り越えてみせる。
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女優いじめてはいけないよ。

眼鏡男子は、あるあるだよね。自分でも、見分けが、付かない。

日本全国に色々な顔がいる。大丈夫だよ。

心の病。自意識過剰病。自意識過剰病になると、世界が変わってしまう。

自意識過剰病は、恋の病に繋がる。これは、医学の発展概念じゃないかな。考えついたよ。

みんな元カレ、元カノ、気になるんだね。ネットで検索するみたいだよ。

男性だけど言います。将来のため、下着は着た方が良い。上も下も、色々な意味で。大人も。

アクセスカウンターが見えないと、1人でも見たか分からないから、やったと思えないよね。

去っていくのが分かる。それに対して、AKBのエア握手会みたいに、手を伸ばし、君は去っていく。

洗剤スプレー一回の幻滅ネタをプロフィールに追加しました。今までの最後の強力な幻滅ネタで

す。

メールマガジンで、寝る挨拶されると、昼間でも、眠くなるよね。

私は催眠に弱いし、相手を眠らせたくないから、寝る挨拶は、書かないようにしてる。

催眠を学ぶと、催眠に弱くなる。

兄弟姉妹のカップルは、いるのだろうか。DVDには、それ系あるよね。

鏡見てる女性は、姉妹いたら、日常なのかな。人によって、家庭内環境が、違い過ぎるね。

鏡見てる女性って興味深いよね。

雑誌の特典も、斬新だと面白いよね。でも、雑誌の特典に鞄は、儲かるのかな。

スクールメイクしている JKもいるんだね。校則の範囲内かな。それとも校則無視とか、読まないと

かかな。

誰もが、完全じゃないよね。その中で、頑張るだけだよね。自分の道を。

猫とか、犬は、可愛いよね。文字で、この気持ち、伝わるかな。

江川達也さんを可愛いという映像、前も放送されなかったかな。再放送多いのかな。

ジーパンだと、女性は、安全だよね。

頑張るよ。利他を。僕の気質的に教えることしか出来ない。悪い見本にはならないよう頑張る。
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この世に、名を残した、お釈迦様は、煩悩を捨てなさいと言ったんじゃないかと思う。

地獄で、利他して、試練をのりこえてみせる。

セブンイレブン、殆ど、肉食だ。地獄過ぎる。

これは試練だ。人は、試練を超えなくてはならない。

落ちぶれたくないよね。人として。

自転車は、スピード出し過ぎず、気をつけて、運転した方が良いよね。

ブレーキ無い自転車は、危ないよね。

トラウマ曲ってあるんだね。

気分悪い時は、横になって、休んでね。

付きまといの人のために。法律調べといた方が良いよ。嵐とか付きまとい逮捕されたら、可哀相だ

からね。 

AKB52とか、AKB53とか、AKB777とか良いよね。

ストレスかかると、気分悪くなるよね。

危なかった。凄い気持ち悪くなった。好きだから。

手を振るのが、作法。

47で、気分が悪い。悪過ぎる。

本気で、47は、凹むよね。

47より、48の方が良いよね。

大人が中学生以下に手を出すのは、特に、ヤバイよね。

写真画像と実物は違うよね。

小さ過ぎる女性でも、頑張ってたら、ランクインさせたいと思うことはあるよね。かなり小さいけど。

君の音が聞きたいよね。それぞれの人が音を持つ。

ピアノは、難しいよね。

やはり、本物は、小さ過ぎるね。画像とは、違い過ぎるね。中学生は。
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筋肉好き女子っているらしいよね。

電車で目を閉じると、キスされる、あるあるあるから注意。

幸運が、１つだと、良かったねと思う人を、私も欲しかったよと思う人がいるよね。

人に幸運が舞い降りると、嬉しいよね。

これは、差別化もしれないけど、女性の方が、トイレ大きくすべきじゃないかな。男性優遇もあるか

らね。

動物に恋はあるだろう。虫には、あるのかな。植物には、どうかな。

片思いって幸せなのかな。両思いと、どちらが幸せかな。

硬球は、凶器だよね。ゴムボールじゃダメなのかな。プロ野球も。

価値観が違い過ぎるんだけど。女性に、ボール投げるの、危ないよね。観客のもう一回じゃないよ

ね。

愛の方が、先に、亡くなるらしいから、頑張って、耐えないとね。

良いチームは、どっちも、勝ってほしいよね。

他の人も、みんな、幸せにしたいと思ってる人、たくさん、いるよね。

僕も、みんなを幸せにしたいよね。

ネットで戦うことは、今時だよね。

付きまといだけなら、人によるよね。色んな意味で、効果はある。僕はたまたま、自意識過剰に、嬉

しく思っただけ。

何か近所の人と警察の人みたいな人が話してる声がする。悪いことをして捕まらないようにね。

メールマガジンが凄いたまってしまった。でも、今しか見れないものを、見た方が良いよね。

共働きの人も、体の弱い片方に、負担かけてはいけないよね。

仕事帰りに買い物すると良いよね。

何か自意識過剰で、心の病が少し悪化したかもしれない。

弱小で、このレベルでは、さらに強い人は、凄すぎるよね。

自利利他ではなく、利他をしようとすること。とにかく頑張ろう。
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昨日を超える自分で在りたい。今日も利他をしよう。

上には上がいる。究極は神様。

性的行為は、恋人とだけで、十分だよね。

僕は、好きになってくれた人は好きだ。でも、期待に応えられないことはある。よくよく考えれば、そ

うでしょう。誰だって一番が良いんだ。二番の気持ちにさせたくない。みんな一番。そう言えたらね。

会釈する犬いるよね。凄いよね。まさかかと思ったけど、こちらも会釈しようかな。

帰りを待つ犬のようだ。早く。もうそろそろだ。

一か全か。私の愛の哲学は、どちらか。私の哲学は、リンカーン記念堂の願いの筈だ。独り占め

じゃない。.

また恋人が主人格に戻りさえすれば。万事解決だ。そうすれば、寂しくても、恋人がいる。

恋人を愛するのが、恋人の役目。恋人を幸せにするのが、恋人の想い。

私は恋人と、幻滅しない。あるいは、しても、また、盛り上がる恋がしたい。未来永劫の愛を実現し

たい。

今度の月曜日は、歯医者に行く。いつもの駅じゃない。いつもよりは、寂れてる駅だから、付きまと

わない方がいい。

幻想は幸せだ。でも、現実は、恋人以外には、塩対応。それが、常識的だよね。たぶん。

乃木坂 46のピアノ曲も自意識で聴くと良いよね。でも、現実と幻想は違う。

輝いて行きたいよね。どこまでも、ヒーローのように。

これでも、待てたら、一途だよね。待つよ。愛を。

色々な愛が、ごちゃ混ぜだ。恋人には、塩対応する必要がない。

僕は反射だから、まだ、分からない。最近、恋人にも反射出来てない。

愛は、抽象概念か。それとも、恋人の愛のこと。

想いは、心に響くよね。

好きなデジャブもあるけど、求めてはいけないし、寂しくなるのが、それが、全ての運命。

私は、フリーのようで、フリーじゃない。簡単に取れるかもしれないし、塩対応するかもしれない。

取れないものの方が、すっぱいブドウに感じるだけ。例えば、嵐のように。
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考え事ばかりしていると、曜日が、分からなくなるよね。

寝ます。ぐっすり寝て、明日も生きよう。

2016/03/28(月)
弄ぶ男子は、良くないと思う。

みんな、2人、ラッキーが良い。それが一番。

ミュージシャンが、大学の客員教授になるのは、新しいね。

首輪って、飼い主いるよね。

施設内での暴力はいけないよね。

亀は、飼うの大変だと思うよ。ド Sか、ドMだと思う。

結婚の誓いは、その後も、大切にすることが、大事だよね。

詐欺に注意。

肉食男子って怖くないかな。草食からすると、怖いんだけど。

韓国の人。自ら死なないでね。

不倫すると、離婚する時、慰謝料かかるよね。

私は、大学の部活の同窓会行く時も、恋人に、許可取って行ってる。変に、不安にさせるのは、良

くないよね。

色んな人がいるよね。

キスは、キスされて、喜ぶ人にだけすべきだよね。

監禁出来る作りにしてはいけないよね。

別にテレビ見ないのを意識高い系アピールしてるわけじゃないよ。忙しいから、見ないだけだよ。

今、たまってる記事が 1700記事。私は 50万通以上、メール記事を読んで来た。

私もイケメン男性に、電車で、スマートフォン奪われたことがある。ロックされてたから、返された。

恋人同士って、似てくるよね。

私は、恋人に、ペアストラップあげたりしたから、心理的に、束縛系らしい。確かに嫉妬はするよね。

お互い一途が良い。遊びの恋愛は、いらない。
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デート中は、キスするなら、デート中、何を食べるかも気をつけたいよね。

喫煙でも、ハゲるらしいです。これは、愛情からの言葉です。

新聞は、木を消費してるよね。

女子は、マッチョが好きらしい。でも、僕は、草食だから、運動は、徒歩だけ。

お金を無駄にしない女子って良いよね。

私は、経済力さえあれば、恋人には、奢りたいな。金使い荒い女子は、苦手だけど。

才能は、磨けば、手に入るよね。

エイプリルフールで、人を騙すのは、最悪だよね。

僕は、女性の綺麗なことばかり、目に付く。

私は仏教が好きだから、着飾るのは、苦手かな。

頑張ってる人は、好かれるよね。

人は、嫌われると悲しいよね。

人は、人気あると嬉しいよね。

あまり、人を嫌ってはいけないよね。

安全装置があるエレベーターもあるみたいだね。

悪い言葉を言う時は、顔が悪くなるよね。だから、悪い言葉ばかり使うと、そういう顔になるよね。

色んな意味で、美しいと、モテるよね。

誰でも意見言う権利はあるよね。ベテラン芸人だけじゃないよね。

いつ、自分の芸が、出来なくなるかは、分からない。

投票したい女性なら、立候補すれば、投票するよね。

ルール通りで勝つなら良いんじゃないかな。日本人以外勝っても良いんじゃないかな。iPhoneも
そうだよね。

諸行無常の響きあり。盛者必衰の理を表すと言うよね。

昔は、無かった法律もあるよね。そうだよね。年上の皆さん。
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昔も犯罪たくさんあったよね。インターネットが無くて、情報が限られていたからだよね。

別に、色んな形があるよね。

障害がある人も、頑張れば、愛されるよね。

女性の顔を侮辱してはいけないよね。

競馬は、損する人数の方が多いよね。

遊びたい男女いるよね。

浮気する男性いるよね。想いが軽いと、浮気するよね。

三角関係は、辛いよね。私なら嫌だから、それでも、愛するのは、凄い気持ちだね。

許されることと、ゆるされないことがあるよね。

子連れに優しい男性は良いよね。

頭ぶつけて、気持ち悪くなったら、救急車か、救急相談電話に聞いた方が良い。

悪いことをすると、罪悪感で、死にたくなるよね。

男性は、女性がいないところで、本性出すよね。

人の感情は１つじゃないよね。

父親の息子への気持ちは、様々な気持ちがあるよね。愛もあれば、憎しみもあるのかもね。

レベルの高い男性こそ、男性の成功を願える器の大きさがある。

レベルの低い男性は、他の男性の足を引っ張ろうとするよね。

殺されたら、この世で、出来ることが、出来なくなる。

イスラム教徒全員がテロリストじゃないよね。もし、そうなら、もっと、テロだらけだよね。

極論だけど、生物をお金で、取引するのは嫌だよね。死肉も。

マラソンを見守るマナーは大事だよね。

どんな障害があっても、強い愛なら、乗り越えられる。

もし、抗がん剤で、禿げても、真実の愛なら、愛せる。私も禿げてる女性見たけど、可愛いなと思っ

たことはある。ある駅で。
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某女性が禿げたことあるけど、全然、OK。そう思うよね。

禿げても、カツラ被れば良い。それを、カツラですかとか、カツラかなと、思わなければ良い。

胸が無いとか、どうでも、良くないですかと言いたい。実際は知らないけど、そう言いたい。

人が苦しんでいたら、大丈夫だよと、声をかけてあげれば、良い。大丈夫だよ。

傷があっても、傷者じゃない。私も、階段から落ちて、縫られたことがある。

特に、三段タワーとか、それ以上とか、組体操止めた方が良い。私の学生時代の経験上、一番上

の人を、怪我させない一心で大変だった。もし落ちたら、最悪の思い出になる。

高速 120kmは、危険だと思う。やめた方が良い。速いほど、危険度が増します。

覚せい剤に、手を出してはならない。手を出した人は、大変な目にあっている。

シマウマが死んだら、可哀想。でも、食べられることがある。シマウマの平均寿命は、どれくらいか。

街の危険性を減らすと良いよね。

現在の車は、人を殺す可能性があるよね。

何かの良いきっかけになると良いよね。

女性が、世界中、飛び回るのは、危険だよね。可愛い化粧してると、誘惑してると取る他国もあるら

しい。

太っている人も、痩せられるよね。

他宗教を非難する気質のある宗教もあるよね。

相手の気持ちを知らないから、愛せる場合もあるよね。

風俗は、お金払われたら、強制的だから、強制性的行為だよね。私は行ったことないし、行かない。

肉の代わりに、他の残酷でないもの入れると良いよね。

日本に、良い意味で来たいとか、住みたいとか、思われるのは、良いよね。

スカートめくり男子いるよね。私はしたことない。

食欲は、精神状態に、関係がある。見てあげた方が良い。

無関係じゃ無いと思うから、頑張る。

近いものに、愛や、その反対がある。
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近い国は、関係に問題が起こりやすい。

愛が無いものは、許せない。

愛があるから、許せる。

愛があるから、傷つく。

愛があるから、行動する。

昨日、好きでも、明日は嫌い。でも、頑張れば、明後日は、好き。

歴史は、塗り替えられるし、評価も変わる。

危険な修行は、死ぬ人もいるらしい。誰が、そんな修行を考えたのか。そして、やらせるのか。

その行為は、友好に繋がるか、考える。

正しい異文化理解は、友好に繋がる。

桜の木があれば、毎年、桜は咲く。

国と国が良い意味で、仲良くなることは、良いことだ。

許す。許さない。許す。許さない。法則は、許さない。

私を殺したら、後で、100倍で、償ってね。

無鉄砲は、危険だ。

何が大事かを、見極めること。

動物を、毒殺してはならない。動物には、脳がある。心がある。眠ったり、食べたり歩く。

証拠の無い疑いは良くない。

嘘をついてはならない。

強大な力は、悪用されてはならない。

15万ページ目指す前に、15万記事を目指す。

動機が大事。その動機は何か。良いか、悪いか。

無断で動画を撮影し、プライバシーを侵害してはならない。特に、性的なものや、侮辱はいけない。

捻くれて、悪いことをするものには、天罰が落ちる。
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飴と鞭で、悪い洗脳をしてはならない。

あまり、人を、侮辱してはならない。

女性から、誘惑されると、煩悩が出る。

ある双子は、本屋へ行き、ある双子は、美容室へ行く。経験や人生が違う。

人は、同じじゃない。双子でも違う。

しつこく告白することは、効果的だ。嫌がられたのなら、貴方は、嫌われている。諦めた方が良い。

かつて、先輩にいじめられたから、先輩になって、後輩をいじめてはならない。

仕事は、優しく教えれば良い。嫌がらせする必要はない。

貴方は、女性を見下すのを当たり前な価値観ではないか。

同じ場所で、男性サラリーマンが、富士急ハイランドに行きたいと、別の日に二度言った。余程、

行きたいらしい。

迷惑かけない人は、好きだ。

私は愛してるから言う。愛してない人間は、悪い言葉を浴びせる。

殺さなければ、殺さないよね。危険で無ければ、戦わないよね。

処女がどうかなんて、どうでも良いよね。血が出るのは、嫌だよね。そう思わないかな。男性。

切られるのは、痛いよね。貴方も、紙で、切ったことあるでしょう。だから、ダメです。

死後の世界はある。不安なら、スピリチュアルを学ぶと良い。

誰もが、いつか、亡くなるんだね。

みんな、亡くなるのは、悲しいね。

盗んではならない。

幻滅されたら、そこから、立ち直りなさい。

暗殺は教えるべきではない。教えたら、暗殺が量産される。

人は、殺してはならない。

イスラム教徒も、殺すべきではないよね。
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赤ちゃんは可愛いよね。サイでも、可愛いよね。

車も、中古になり、故障してくる。

貴方も生き続ければ、高齢者になる。

年上を、敬わなくてはならない。80歳は、80年、生きている。

物は、腐っていく。錆びていく。

あまり、食品も、捨てない方が良い。

男性と、女性は違う。

その差別は、本当に正しいか。

薬は、用法用量、守らなくてはならない。

痛みを知らないのは、危険だ。

無知は危険だ。

スピリチュアルは、広めた方が良い。知っている人は、拡散した方が良い。

何故、世界は病んでいる。それは、病原菌があるからだ。

何故、世界は悪い。それは、病んでるからだ。

何故、心が悪い。それは、病んでいるからだ。

貴方の口は悪くないか。それは、心が悪いからだ。

ロボットに学習能力を与えると、この世界から、学ぶことになる。そうなると、どうなるか。考えてみよ

う。

努力は、報われて欲しい。でも、見返りを求めない愛も、喉が乾くように、素晴らしいこと。

貴方の心に、悪はないか。考えてみることだ。

私は、虫は食べたくない。だから、それを食べなきゃいけないなら、生きない。これを、強制したとし

たら、貴方の心に、悪がある。

私は、強制は、好きじゃない。多数の幸せが良い。

結構、Sな女性、多いよね。

壁ドンは、怖くないかな。100 回されたいかな。だとしたら、そういう系だね。
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一途な人間は、一途だが、二押し、3押しの人もいる。

人の死を、喜んではならない。

貴方の死を、喜ぶ人が多いような、人間になってはならない。

愛するものであればあるほど、亡くなるのは、悲しい。

お金は、あまり、持ちすぎるのも良くない。イエス・キリストの言葉を、思い出しなさい。

良い人間が、未来で報われる。だから、良い人間になりなさい。

頑張っている人は、男女とも応援したい。

コメンテーターは、目立つ。

見返りはなくて良い。その方が、利他になり、成功出来る。

私は、女性を愛している。だから、戦う。

日本の出来事も、他国に伝わる。

それぞれの世界に、スパイがいる。

特に、女子を怯えさせてはならない。

人が死ぬことは、悲しいことだ。

知らない他国の男性でも、亡くなるのは、悲しいね。

日本には、たくさん、桜の名所がある。それ以上に、日本は、広い。

私が入った塾では、生徒に手を出してはならない。それは、職を辞めてからもと、契約書を書いた。

以前、女子学生に手を出したという教員からメールが来たことがある。それをどう思うかは、貴方次

第。

子どもは、捨てられたら、どんなに悲しいか。捨ててはならない。

私が怖いかは、警察白書を調べなさい。

他国の旗を焼いてはならない。どんな国でも、人類の国。敬意を持つこと。

危険なプロパガンダは、危険だ。行動の背景の意図が大事だ。

男性よ。思いやりを持てば、必ず、相手は、応えてくれる。
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人を殺すことは、世界をより、恐怖にする効果がある。殺すのは、止めてください。殺すことは罪だ

という、優しさが大事。思いやりが大事だよ。

マラソンも、危険性があります。十分に、予習した方が良い。

私のようになりたくないなら、私の悪い部分を、やらないようにしなさい。

嫌がられることは、止めなさい。相手が喜ぶことをしなさい。

女子学生をストーカーしてはならない。むしろ、男性は、女性を、ストーカーしてはならないと思う。

嫌がられたら、止めなさい。

国は、国民の集合体。国民の努力の結晶。

核保有は、戦争防止に繋がるかどうか。世界に許される国になっているか。

銃に撃たれる 100万回は、嫌だろう。愛される 100万回は、嬉しいだろう。貴方は、愛されたくはな

いか。愛されることをしないか。

死にたくない人は、目立たない生き方を選べばいい。私は戦う。言葉で。

世界的な、記念日が狙われる可能性がある。

無罪で生きる信念を持ちなさい。人類のこれまでの叡智を信じなさい。

無責任に、相手が、嫌がることを、すべきじゃない。

人を殺すのは、痛いのに、やって良いわけ無い。だったら、貴方は、痛い 100万回で良いのか。

神を誤解してはならない。盲目的に、信じてはならない。人が書いたものだ。人は、完全じゃ無い。

この世界は、煉獄。

身代金は、払う必要はありません。何も得るもの無いよ。悪魔の地獄だけ。

人を殺す方が、神の冒涜だというのが本音だよね。だって、それを、神が望んだと、主張している

わけだから。

暗殺者は、男女、どちらの方が、多いと思いますか。それが、特徴を表しているよね。

暗殺事件は好きじゃないし、それくらい、嫌われたくないよね。

システムを時代と共に、検討していくことが、大事だよね。

過去の偉人の遺産は、大事にしたいね。

期待に応えたい。頑張りたい。応援してくれる人のために。
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凄い人ほど、良い意味で、後に、残るよね。

教育と教育の開放も大事。異文化理解のためや、復習のために。

犯罪被害に合ったら、警察に通報し、逆恨みされそうなら、また警察に、通報すれば良いよね。

人を見極めるには、時間かかるよね。だから、すぐ、ついて行かない方が良い。

優しいかどうかは、顔に現れるよね。

確か、男性の方が、犯罪率が高い。それは、攻撃が外的に向きやすく、女性は、内面に向きやす

い。これは、環境のせいか、それとも、システムのせいか。

優しい女性って多い気がする。男性は、犯罪率減ると、尚良いよね。

良い男性だと、信用したいよね。そのために、見極めること。

悲観的は、リスクを防止出来るよね。

楽観的過ぎると、怪我をするよね。

ポータブルゲームしながら、歩くのは、危ないよね。

女性は、ホラー好きな人、多いよね。何故だろうね。

歩行者信号は、赤が止で、青も、漢字にしたら、どうかな。そう思う女性は、いるのだろうか。

車は、動物引く危険性あるよね。必要ない人は、乗らない方が良いよ。渋滞するし。

継続は力なり。頑張り続けるだけ。

影響力を持ちたい。監禁するなと伝えて、1人でも、解放したい。

監禁してる人。今、解放してあげてね。そうしないと、貴方は、次回、さらに地獄だよ。

国のモラルは、様々。気をつけた方が良い。

ペットを捨てるのは、違法。でも、長年一緒にいた亀を、誰かにあげるのも、亀のためになるか、分

からない。

亀は、私達、家族、そして、本当に、小さな庭の植物、コンクリートしか見れない。

江川剛史の教え外伝にも書いたけど、父親は、どうしても、亀飼いたいみたいだよね。亀は他の生

物に食べられて殺される可能性は、低くなった。それは、救いだけど、私は、ペットを飼うのは、反

対派。

尾崎豊のMISSING BOYのMY SONGがお勧めです。良い暗示になるよ。
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貴方も、無罪で生きる信念を持とう。

人間には、やって良いことと、悪いことがある。悪いことはやらないよう、決意しなくてはならない。

酷過ぎる。男性は、女性を、監禁してはならない。

女子中学生を 2年監禁されたら、後遺症が残るかもしれない。酷い犯罪だ。

女子中学生、誘拐してはいけないし、そうさせないよう、学校でも、家庭でも、教えるべきだよね。

鳥は、勇気があるよね。

男性にも、お世話になった。利他をします。

私は、特に、女性に、お世話になった。誰だって、そうだろう。守らなくてはならない。

殴られるの嫌だよね。女性はMが多いと聞くけど、殴られるのは、嫌だよね。

私は、ド Sじゃないんだけど。血とか、殴るの嫌いなんだけど。

子どもを愛することは、パートナーのご機嫌取りではなく、子どもを愛するべき。

一緒にいたくない人とは、いたくないよね。だから、いなければ、良いんだ。その方が、君は幸せだ。

私は、私と一緒にいたい存在とだけいたい。いないなら、いなくて良い。いるなら、その人達と。こ

れからも共に。

さようならの人は、さようなら。貴方の幸せな生を願ってる。

私は、さようならと言われて、元カノと別れて来た。

子どもに、暴力はいけないよね。

女性のチョーカーって、謎だよね。そういうのも、好きな女性もいるみたいだけど、街で、見かけな

いよね。つまり、外では、少ないよね。

私しか見ないなら、自由に、書いて、良いよね。

誰も見なくて良い。誰もいなくなったら、私のために生きる。

さようなら。さようなら。さようなら。私にさよならしたい人へ。さようなら。

LINE公式アカウントも、ブロック機能付けると、分かりやすいよね。

さようなら。さようならの人達。

私はカウンセラーだから、さようならの人とは、さようなら。
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名前で言えば分かるよね。江川剛史、さようならと、LINEで送れば良い。そうすれば、分かるよ。さ

ようならする。

メールマガジンが 1600件たまってる。最大限活用して、たまたま訪問した 1人に学びを渡せば良

いよね。

大量に、ミルク入れれば、ブラックコーヒーでも、ミルクだらけになるよね。

天罰が落ちるブラックコーヒーでも、ミルク入れれば、白くなるよね。

色々な好みあるよね。色々だよね。

何をしようとも、記録は霊界にある。私は、頑張るだけだ。貴方も、貴方が考える良いことをすれば

良い。悪いことをすれば、それも、今後に、響くだけ。

E メールより、便利なものが起きたら、人は、乗り換えるだけ。

E メールが死んだら、また、その先を、考えれば良い。

LINEが見にくい。

私の周りには、私より、軽犯罪している人の形跡が、よくあるんだけど。

最近、メガネ男子事件増えてるよね。ネット時代からか。それとも、何かの罠だよね。

試練とは、乗り越えるもの。

孔子ですら、誰も理解しないと言っていた。理解しないのが、普通だよね。

私は、直接、付きまといは、したことないよね。

私は、恋人と会う時は、写真付き証明書を見せる。あまりにも、私に似ている人、多いから。

みんな、AKB48アイドルに、酷いこと、言い過ぎじゃないかな。

アイドルに、不幸を望むべきではないよね。

あまり、人を悲しませるのも、悲しいよね。

貴方は、言ったら、もっと酷いことになると、言われて、言いますか。言わなければ、何が起こるか、

分からないのに。

食欲無い。

私も、被災地行ったら、どんな顔するだろうね。みんな、被災地を知らないだけだよね。
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女性の拡大白黒写真は、凹むよね。

私は、これからも、利他をする。死んでも、殺されても、違う世界でも、利他するから、変わらない。

嫌われた方が、利他のやり甲斐があるよね。

日本にいる、他国系の人にも、優しくするべきだよね。

他国の人が、日本語話せるとか、凄いよね。並々ならぬ努力があるよね。

菜食パスタは、美味しそうだよね。きっと美味しいよね。好きな人、増えないかな。

GU とユニクロは、ウィキペディアを見ると、違いが分かるよね。

いつまでも、いらない、古いものは、持ってると、汚れるよね。でも、聖書とか、仏教は、良いよね。

ゴミの量を減らすことも大事だよね。

色々な悲しい出来事があり、ストレスで、気分悪くなりながら、記事読んで、記事書くのは、大変だ

よね。

人を殺す人は悪いよね。特に、物理的は。

女性を、ハンマーで、殴って、殺すなんて、男として、最悪だよね。悪い言葉を言いたくなるくらい

だ。.

男が女性を無理矢理監禁するとか、換金することとか、最悪だよね。

これは、微妙な上げ方だよね。

今上天皇と対面して、頭を下げ合ったことがある。しかし、今上天皇は、車であり、私は、自転車

だった。

まるで、自白剤を飲まれているみたいだ。

ゴミ収集車も危険な作りだよね。

ガラス清掃とか、危険過ぎる。それが必要なビルは、作らない方が良い。お金かかるし、何か起き

たら、ビルの価値下がるよ。

歯は大事だから、大切にしてね。顔を殴ってはいけないよ。

結婚指輪嵌めてると、男女、気付くよね。

父親が子どもとお風呂に入る場合の犯罪ボーダーラインとか、何歳とか、どうなんだろうね。

最近、有名になった女性のメールマガジン読むと、例えば、恋人が、海外赴任してると、帰った時、
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浮気に誤解されるよね。

妊娠が嫌な人もいるし、二回する人もいるよね。もっとする人もいるよね。

性的行為が出来ない女性に対しての気持ちは、父親のような感情かもしれないね。

ピアス開けるのを、許す父親の気持ちは、どうなんだろうね。

メールマガジン読むと、きりがないね。たくさんある方の意味だよ。

男性にも、すっぴんが、好きな人いるよね。別に、女子高生から、年齢重ねても、変わらないよね。

でも、化粧も良いよね。大変だね。

悲観的過ぎると、表情が曇るよ。楽観的に、生きよう。

学生時代がピークかなと思う人も、磨けば、その後も、良くなるよね。

神経過敏だと、LINEのニュース記事、読むのも、辛いね。

親戚が以前、飼っていた犬に、そっくりで、可愛いんだ。

会釈してきた犬に、今度は、こちらから、会釈したら、近づいてくるね。

2016/03/29(火)
私を叩いても、家族と、恋人は、叩かないでください。お願いします。

長距離マラソンは、本当に、しんどいらしい。私も、体育の授業で、皇居の周りを走ったことがある。

偏差値高いのは、凄い。それだけ、学業を、頑張ったということだ。

学歴を否定する人いるけど、結構、大学も勉強になるよね。

公共設備を作るのには、税金がかかる。

お金は、死後には、持っていけない。

あまり海外で、無鉄砲なことは、しない方が良い。

もし、どうしても、海外へ行きたい時は、旅行ガイド本と、地図を持った方が良い。クレジットカード

の場合は、残高も大事。

携帯電話カバーは、時々、外して、掃除した方が良い。

携帯電話は、拭いた方が良い。

理趣経には、性も、菩薩の境地と書かれているけど、射精も大量の精子だよね。これが、気になる。

95



私はお釈迦様の禁欲的なところが、好きだけれど、貴方は、理趣経については、どう思いますか。

性も、清浄な菩薩の境地というものです。

嘘のメールは良くない。

浮気すると、離婚した時に、慰謝料請求される。

親の喧嘩は、子どもが、悲しむ。

50万円には、50万円の痛みと苦労がある。

不正請求に注意。携帯電話の番号が変わった子どもにも、注意。

詐欺出会い系メールは、メールの信用性を無くす。お金をあげると言われても、騙されてはならな

い。

人は、飽きるものだ。

自己中と誰かに言う人が、自己中ではないか、気にすることが大事。

人の評価を気にしないことも大事だけれど、評価されるレベルになることも大事だ。

自分を愛せるような、自分になること。

悪意で、人を陥れてはならない。悪い言葉を言う時、貴方の心は、悪になっている。

メールマガジンより、新聞や雑誌の方が、平均レベルが高い。

メールマガジン発行者にも、心がある。誰かのアンチで、邪魔する人もいる。

他人を正すことが大事。正さなくては、放置世界になる。この世に、学習や教育は、必要ないという

のか。

他の大学を馬鹿にしてはならない。そこに、男女学生も、教授も、卒業生もいる。

通信制大学は、安い。

学校を休みたいのは、何か、問題があるからだ。

恐がるのは、酷いことをされたからだ。親は、見てあげた方が良い。いじめとか、色々あるかもしれ

ない。

高い志とは、何か、考える。目標は何か。どのように、達成するか。

好きな女性が、他の男性といたら、嫉妬をする。好きな男性が、他の女性といたら、嫉妬をする。だ

から、二股は、幸せにはなれない。

96



良い道へ切り替えて、極めれば良い。

女性の顔や体を見ることは、煩悩だ。

1日 1日、良いことを積み重ねて、良いことだらけの人生へ。

私は女性に、暴力言葉は、使わない。ド S男子は使う。好みの問題。

飛行機は、値段が高いよ。

食べる量を、コントロールする。

危険性がある場所は、避けた方が良い。

男性は、女性に嫌われたくない。女性は、場合によっては、好かれたくないし、嫌われたくないし、

嫌われたい時もある。

好きだけど、塩対応の人もいるし、嫌いだから、塩対応の場合もある。

高いビルが作られるのは、オーナーが作らせたから。

高いビルの建設は、危険。

仕事を始める前から、どんな仕事か、考えること。

職歴は、多過ぎると、すぐ辞めると思われてしまう。

お化け屋敷苦手女子もいる。配慮しないと、嫌われる。

天気予報見れば、天気に備えられる。行く地方も見ると良い。海外へ行く時も。

貴方は、運動部に入ったことがあるか。それだけ、メダルを持てるレベルは、凄いということだ。

人は、殺さない方が良い。さらに、地獄へ行くから。

食べる量を、少なくしていくと、胃が、小さくなる。

昼間は怖く見えない。夜は、怖く見える。

家族暮らしより、一人暮らし男性の方が、色々な意味で、自由だ。

女性の夜道は、危険だよ。

憲法改正か、改悪かは、捻くれて、分析した方が良い。

お餅を食べる時には、歯の治療結果にも注意。お年寄りは、お餅を食べない勇気も大切。
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何事も、無知は、危険。無知だと、分からない。

コンタクトレンズの扱いには、気をつけてね。

試練は、乗り越えなくてはならない。

何度、この人生を繰り返しても、良しと出来る人生を生きること。

父親の悪さを見たら、それを、反面教師にすること。

子は、父親の影響を受ける。良い父親になることだ。

法律の改正の知らせと、改正前の国民理解が不十分。

どのように、法律を変えてきたかで、首相の特徴が分かる。

信用がある相手とは、安心して、言葉で、闘える。

愛する気持ちがあるから、悪い言葉を使わない。

命は大事だが、我慢出来なくなる時がある。

未来は、過去を超えて良い。そうして、進化すれば良い。良い意味で。

高齢者には、高齢者の視点があり、若い世代には、その時代で、生まれた目がある。

幻滅するとは、好きだったということかもしれない。

近隣諸国と仲良くしないのには、リスクがある。塩より愛を。

国境は、悪い意味では、もう、変化しなくて良いと私個人としては、思っている。

どの国も、戦争する気が無かったら、どれだけ、良いことか。

警察の良い強引さは、必要なこと。私は、数週間、目指したが、向いてないと思った。

ピークが来て、売れなくなり、頑張れば、またピークが来て、体が弱り、厳しくなる。

カップルの幸せを、祝福すること。

愛される人数が、多い人は、凄いことだ。

冷めたら、他の人に、心移りたくなる。でも、大切なら、それを、大事にすること。

別れたら、他の男性を、愛する勇気を持つこと。良い男性と巡り会えば、幸せになる。ブログも、参

考材料になるかもしれない。
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さようならと言われても、本当に愛していれば、それでも、愛しているし、復縁出来る。

貴方の人生は、貴方の時間。

周りが変わったら、そこから、頑張らなくてはならない。

凶器を持ち歩いてはならない。警察官は、リュックの中を、調べる。

夜道を狙ってはならない。

素晴らしい偉人から、学ぶと良い。偉人も、悩み、考えた、結果だ。

いじめを放置して、生徒が死んでも、貴方は、良いというのか。

クラスメイトをいじめてはならない。いじめを放置する必要性はない。

私は、失恋させるのは嫌いだ。でも、失恋すれば、次に繋がる。

証拠は、貴方の心にある。悪いことをすればする程、いつか、自分が嫌いになり、自分を許せなく

させる。

愛する場所から離れたくない気持ちも分かるし、住む場所を変えても、人が、住んでいる場所なら、

生きられる。

自分の名を偽らない方が良い。別人格が出来る。私は、本名だ。

自分で、自分の身を守るよう、気をつけなさい。

指紋を取られたことを、忘れてはならない。

女子学生と、援助交際しようと、待ち合わせすると、逆に、リンチされる事件もある。

女子高生と援助交際する男性は、悪いと分かりながらやっている。汚したいと思い、やっている。

街中で、女子学生に、声をかける、男性は、ヤバイ。

女性は、嫌というのが、恐い。察すること。

小さい穴は、入らないし、小さい穴に無理矢理入れれば、無理が生じる。

強いものは、弱いものを、利用しようとする。

女子学生は、夜の恐さを知らない。ちゃんと帰ること。

肉食は、危険だ。肉を食べることが大好きで、また肉を食べるからだ。

女子小学生にお金を渡して、買ってはならない。
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ぶどう酒には、アルコールが、入っている。

パンも卵が、成分に入っているパンが多い。

私は、ぶとうとパンのようなことは、言わないでおきたい。

1人では、パンをたくさん食べずに、分け与えれば、他の人も、パンが食べれる。

夫がいるのに、アイドルを追い始めたら、頑張った方が良い。

誰にでも悪はある。危険性を見極めること。

悪から、逃げなさい。

悪い獣になってはならない。

頑張ってる人は、報われて良い。他者の幸せを願うこと。

飛行機に乗ってるか、車に乗ってるか、自転車か、徒歩か。それぞれ、距離も、危険性も違う。

鞭の連続で、教育してはならない。愛を伝えること。

もし、貴方の妻が、貴方のアンチになっても、愛を示せば、愛は、復活する。

悪いことをしなければ、男性も救われる。見直される。でも、また、悪いことをすれば、嫌われる。

やりたくないことはやらないし、やりたいことは、人は、やりたくなる。

一言一言で、評価が変わる。行動の１つ１つで、評価が変わる。

人は、みんなに好かれたいと思っている。同性も、同性に好かれたい。

落ちぶれれば、落ちぶれた分、地獄を見る。

利他、利他、利他と、繰り返せば、貴方は、将来、報われる。霊界は、見ている。

頑張らなくてはならない。私は裏切りたく無いと、繰り返すこと。

食べ物に良くないものを入れるのには、互いに、愛が無いからだ。

薬を悪用してはならない。色んな意味で。これは、強い暗示。

夜は怖く見える。特に、看板とか、神経過敏にならないこと。

悪い夜にしない方が良い。

普通と違うから、生まれさせない子もいることを忘れてはならない。
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林檎を食べるのには、気をつけた方が良い。色々な意味で。

料理は危険だ。でも、やっているのだ。

男性が、差し込まれるより、女性が差し込まれる方が、されやすい。

男性より、女性の方が、社会で、生きるのは怖い。

悪い洗脳をしない。悪い洗脳を受けない。

同じ映画でも、良いと思う人、悪いと思う人もいる。

同じ国にも、色々な映画がある。

仕事で、家に入って、盗んではならない。後で、必ず後悔する。貴方の心に残る。

女性を裏切ってはならない。裏切らなければ、裏切られない。

警察の検挙率は、高いと、信じること。

指紋だけでなく、毛髪でも、足跡でも、罪は分かる。

本当は、愛している。だから、戦っているんだ。世界と己と。

人には、幻滅する瞬間がある。格好悪い場面は、誰だってある。

洗濯で、綺麗になる。選択で、変わる。

全てが綺麗なわけじゃない。でも、心は、磨けば、綺麗になる筈だ。

人を、罠に嵌めてはならない。

法律は、改正される。

分け合えば、貧しい人が、助かる。

嫌われることをしなければ、嫌われない。

悪い教育をしてはならない。

我慢出来ることと、我慢出来ないこともある。

危険な人には、近づかない方が良い。貴方も、巻き込まれる。

同じ人間だから、分かる筈。価値観が違うだけだ。

それぞれの価値観と、歴史観がある。私は、復讐したくない。
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高齢者を見下さないことだ。80歳は、80年生きている。ただ、口にしないだけだ。

人は、自分より凄いと、自分を否定された気になる。安心しなさい。貴方の方が、凄いこともある。

霊界には、たくさん、凄い霊がいる。上には上がいると、頑張ること。

人類の歴史は長い。上には上がいる。下へ行けば行くほど、愚かで、貴方は、上に、勝てない。

殺される時は、殺される。死後の世界を信じなさい。シルバーバーチを私は、信?犬討い襦

この世には、男女いる。悪用されないことを信じているから、道具を出す。

女性に酷いことをすれば軽蔑される。良いことをすれば、貴方は、見直される。

探偵もたくさんいる。貴方は、見られている。

刑事は、1人ではない。たくさんいる。

怒らないことも大事。仏教に、多く書かれている。

酷い別れ方でなければ、復縁出来る。

ギターを弾くのは、難しい。それが出来るのは、努力したから。

上手い歌を歌うのにも、技術がある。

憎い時は、陥れたくなり、愛しい時は、助けたくなる。

ストレスを高齢者に向けてはならない。

老けても、絆あるものを愛すること。知らない高齢者にも、優しくすること。

男性と女性。どちらが障害的か。どちらの方が障害があるか。色々な意味だ。

男が偉いと思ってはならない。平等である。

女性を脅迫してはならない。

彼氏が彼女を愛さないのには、様々な原因がある。彼女が彼氏を愛せないのも、様々な原因があ

る。

出会いも必要だが、遊びで、出会い探しは避けた方が良い。遊びで済まなくなる。

女性に、がんがんお酒を飲ませてはならない。眠らせて、襲ってはならない。

アルコールは、毎日飲まない方が良い。副作用を調べること。
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見限るべき人もいる。

良い男性もいるし、この先、良い男性になる人もいる。

人を騙すことには、罪悪感を、覚えなくてはならない。

幻想に怯えてはならない。現実に、人は生きている。

催眠療法では、ホラーを見ない方が良いことになっている。アンカリングされるからだ。

私には、まだ世界はクリアに見えていない。見ることで、危険なものもある。

独身女性も、たくさんいる。独身は、悪いことではない。

人は、何をするのが、一番良いか、分からない時がある。まず、目の前のことをして、その先、どう

するか、考える。

女子大生を殺してはならない。

道端に、ゴミを捨てると、景観が悪くなる。

悪は、いつかは、負ける。それを信じて、頑張ること。

この世には、推理のレベルが高い人もいる。

健康に、早くから、気をつけた方が良い。慣れない習慣も、そのうち慣れる。

車椅子生活にならないよう、気をつけなくてはならない。

貢献の道には、障害もある。

貪欲には、引き換えがある。

いつ死ぬか、分からない。大事な人には、愛を伝えること。

映像を残せば、亡くなっても、世界に残る。それは、作品と同じ。

人が死ぬのは、見たく無い筈だ。

誰かを大切にし、他の人を蔑ろにする。本当は、そんなことをしたくない。

それぞれの国に、寄付している人は、たくさんいる。良い人間は、たくさんいる。でも、悪いことも、

時にするだろう。

お金持ちが好きな人は、お金持ちと、付き合えば良い。何を求めるか、価値観次第だ。

猫もきっと愛されたい。魚も亀も、爬虫類もそうだ。
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犬は可愛い。大切にすること。

試練に挫折はすべきじゃない。気をつけて、出来るだけ、頑張ること。

タンスの上に、重いものを、置いてはならない。地震対策すること。

王様が、富を独占したら、国民は、貧困で困る。

女性の方が、差別的歴史がある。それを、再検討すること。

嫌われても、女性に、復讐してはならない。

冷たい男性は、それだけ、女性を、冷めさせる。

ハイジャックはすべきではない。乗客に、迷惑かかるし、世界的事件として、大きな影響を与える。

悪いことを世界的に影響を与えれば、それだけ罪だ。

性行為の時、女性を侮辱してはならない。お互いが望み合う方法で、愛を深めること。

闇に出来るだけ、のまれない方が良いよね。

多くの男性は、働いている。それは、家族や生活のため。

いつも、図書館に来ている人には、理由があるよね。

コンビニ近くで、ポータブルゲームしてる少年には、理由があるよね。

上には、上がいます。自分の時間を大切に。

人生には、波がある。それが、運命。でも、ビルゲイツのような、存在もいる。

電車で立つ時は、手すりや、手すりに、捕まった方が良い。

花壇に、住所看板が落ちないようにした方が良い。看板もそう。

遠距離で知らない女性からの手作りチョコの配送希望は、少し怖い。気持ちは嬉しい。未開封の

チョコレートのほうが、アイドルも、喜ぶかもしれない。

肉食は、落ちぶれる。

私のことを言われているかは、分からない。もし、名前を呼んで、好意的なことを言ったら、喜ぶけ

ど、塩対応。そういうものじゃないかな。

私は恋人以外には、塩対応だ。逆に、特に、色んな女性に、ベタベタ肉食対応は、どうかと思う。

恐い人間。それは、どんな人間か。血が好きだったり、悲しい事件が好きで、笑うような人だ。
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男性の見る目をつけたほうが良いと思う。そうすれば、良い恋愛が出来る。

私は、人間的に、良い男性は、人間として好きで、人間的に、悪い人が、良い人に比べて、好きで

はない。 

離れて行けば、出会うこともない。逆に、近づけば、近くなる。離れたい人とは、離れ、近づきたい

人には、近づけば良い。

人には、それぞれ、特徴がある。

離れれば、距離が出来て、見えなくなる。近づけば、見える。

嫌いな人に、嫌いと言えば、嫌いな人は、離れて行き、好きな人に、嫌いと言えば、同じように、離

れていく。

自分の値札を高めると、誰も、手に入れるのが、難しくなり、自分を無料にすれば、行き渡る。

人を物理的に、傷つけてはならない。暗示です。

私は傷つきフェチではないよ。痛そうにしてたら、大丈夫と、本当は、かけ寄りたいよね。

女性を物理的に傷つけるのは、酷い行為。してはならない。

女性を傷つけてはいけないよね。

私は、不倫しないけど、大事なものは、大事だよね。

やっぱり、川栄李奈さんも、大切な女性だよね。人間として。女性として。

それぞれの信じた道があるよね。良い結果に、繋がってほしい。

アイドルの恋愛を許してあげてほしい。彼氏いて当たり前。彼女いて当たり前。それくらい、モテる

んだから。

女性を安心させるため、エレベーターを譲る時もあるよね。

嫌われてなければ、好き好きアピールは、嬉しいよね。

告白は、勇気いるし、好き好きアピールは勇気あるよね。

知られたい人もいるよね。

私の言葉は、抽象的に、捉えても良いです。知ってるか、知らないかの違いで、同じだから。

頑張ってた人の引退は、寂しいよね。

ホラー好き男子は、ホラー苦手男子からすると恐いんだけど、好きな女性もいるんだよね。
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アメリカで、年間 3万人が、銃で亡くなっているらしい。銃所持の自由は、危険だ。

アメリカで、スマートフォン型拳銃販売とか、これは、やってはいけないことだと思う。明らかに、携

帯用の銃だから。

私は江川剛史公式サイトのプロフィールページのオンライン自首は、今後も、削除しない。ファン

を騙したくないし、裏切りたくない。

親の洗脳もあるよね。依存環境だから。

10年支えてくれた、恋人を、蔑ろにしてはならない。

男女共、支えてくれた人を、蔑ろにしてはならない。

海外を視野に入れて、活動すること。

アイドルが、幸せになるのは、嬉しいよね。

私は、人として、イエス・キリストや、お釈迦様が、好きです。

イエス・キリストは、報われてほしいよね。だから、報われたんだよね。きっと。

プロモーションを磨く人は、頑張ってるよね。

劇団四季のリトルマーメイドは、確か、ハッピーエンドだよ。ハッピーエンドが良いよね。

お風呂を無断で撮影したり、公開したら、いけないよね。

イメージを変えたい人もいるよね。

支えてくれた人を、大事にしなきゃいけないよね。

笑顔が素敵な人は、報われてほしいよね。

卒業って、寂しいね。色んな意味で。

2年間監禁は、何時間何分なんだろう。監禁はしてはならない。

尾崎豊が、報われると、泣けるね。

名前って、大事だよね。付ける時は、よく、考えてね。

夢を叶えられた人は、輝かしいけど、そうでない人も、報われてほしいよね。

ウザいと言う方も悪いし、言われる方も、原因を改善すると良い。

夫婦の不幸は、願わない方が、優しい人だよね。幸せを壊してはならない。常識的意見。
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恩があったら返したい。100倍返ししたい。

好みは、それぞれだよね。だから、貴方も、磨けば、好かれるかもしれない。

良い人と、結婚すれば、幸せになれる。

良い人の退社は、悲しいよね。

異性愛者の男性が、女性に奢るより、男性に奢る方が、格好良いよね。

貴方がいるから、頑張れるという存在に、それぞれなれば、良いよね。

私は、平均や普通を超えて、利他しようと思っただけ。

女性の露出服は、男性を誘惑させてしまうよね。

人の揺れ動く気持ちを、弄んではいけない。

好き。嫌い。好き。嫌いより、好き。好き。好きの方が良いと思うのは、僕だけですか。

良いことをして、愛して。良いことをして。愛してなら、愛されるよね。

朝からキレたら、キレられた方は、可哀想。特に男性は、外に、攻撃傾向あるから、注意。

影響力上げたい人は、BOTを、複数作るのも、良いよね。

精神的に、辛い時期は、超えられる。

これは、色々な人に、あるあるだけど、言葉に、自分の名前が、関連してるよう、感じたりするよね。

罪悪感を感じても、死んではならない。その分、償うこと。

互いに、愛し合えば、絆は、深まるよね。

愛情が薄くなると、人は、乗り換えたくなる。

Twitterの BOTは、拡散させたいツイートにすると良いよね。本当は、誰かの告白に繋がるため、

罪の告白も、BOTにしたい。

アダルト映像は、やっちゃいけない、あるある映像だよね。やっちゃダメだよね。見本にしてはなら

ない。

仕事あげるから、性的行為させてとか、良くないよね。

口臭に、気をつけた方が良いよね。この言葉も愛情から。口臭が無い方が、もっと好かれるよ。気

をつけてみてね。
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世の中には、近くにいることを、迷惑に思う人がいるよね。私は歓迎するけど。仕事には、集中した

いけど。

有名な人も、プレッシャーかかるよね。

人気ある人は、プレッシャーかかるよね。

慣れない内は、大変だけど、頑張ってほしいと思ってる人はいるよね。

楽しい人生を生きてね。それぞれの JOYで。

混んでるレストランで、長居するのは、並んでいる人に、迷惑だよね。

無責任な射精は、すべきじゃない。色々な意味で。

妊娠は、男性ではない。女性に、負担がかかることだ。

中絶の意味ではなく、産む人生を生きるか、産まない人生かは、夫婦で、考えた方が良いよね。特

に、女性が産むわけだから、強制してはいけないよね。

地雷埋めた人が、地雷踏むかもしれないよ。

江川剛史公式サイトのアクセスカウンターリセットの秘密を、アメブロに書きました。後で、プロ

フィールに、書きますね。

SとMな女性は、どちらが多いんでしょうね。

昨日も、電車で、私に関連するキーワードばかり、話してる女性がいた。気のせいだと思う。

店員に、気持ち良く、挨拶されると、嬉しいよね。

ナンバープレートを、偽物にしては、いけないよね。

東京メトロは、震度 4 以上は、緊急停止するみたいだよ。

良い女子教育も大事だよね。勿論、男性も。

電車に人がたくさんいて、椅子に座ってていて、前に、男性集団がいて、降りさせてくれない場合、

困ることと、その相手を知らないことを言えば、周りの人が助けてくれるかもしれないよ。

世界の水道設備は、大事だよね。

天使的な自分を見せたいよね、

自分の死後も、世界が存続することの喜びと、様々な感情。心配とか、不安とか。

何かを最重要にすることは、他の重要なことも、最重要未満の扱いになることだ。
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内閣の最重要課題は、何かを、よく考えると、その内閣が見えてくるよね。

性的行為した後、抱き締められると、愛を感じるよね。

文学作品でも、分かることは、あるよね。

嫌いな人や、忘れたい人とは、エーテルコードを切ると、心で、念じると良いよ。例えば、トラウマと

か。

人の成長は、喜びだね。

身長が伸びるのは、喜びだよね。特に、小さい場合。

2016/03/30(水)
好きな女性の幸せが、一番だよね。

神様と人間は、差があり過ぎる。

永遠の片思い出来たら、格好良くないですか。

全ては、神様のもの。限定的で良い。

僕が、消えたら、消えるかもしれないから、自分を見守る。

深夜の焼き芋屋台は、ヤバイらしい。

全ては、霊に、バレてるから、気をつけた方が良い。

あまり、人を好きになり過ぎると、耐えられない人もいるかもしれないね。

音楽を聴きながら、歩かない方が良い。

自殺志願者を放置してはならない。

人を、自殺させてはならない。

1人人物白黒写真は罪。本当に、止めた方が良い。貴方も、生きていてほしい。

人が、死んで、笑う者は、悪魔だ。

人が死んで、悲しまない人は、最悪だよね。

白黒は、悲しませるから、やめた方が良いよ。

道具を、悪用してはならない。
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教える相手が、周りにいない時には、いる場所で、伝えると良いよね。

選ばれなかった人も、違う道があるし、似たような道もあるかもしれない。頑張れば、報われる。努

力は、無駄にならない。

狭き門を超え、成功することは、凄いことだ。

子どもがいる父親も、他の男性、嫌うよね。

男性は、同性を、嫌う特徴あるよね。

私がしたいのは、世界貢献だよね。

一流企業の 60代男性が、死を願う言葉使うとか、あり得ないんだけど。何年、生きて学んだので

すか。

60代くらいの男性でも、悪い言葉、使うよね。

嫌われると、男性が、暴言言うよね。

ラムネの瓶に、指を突っ込んではならない。石鹸など、滑るものを使い、抜くこと。ネットで、安全な

方法を、調べよう。

信用出来るかは、判断しなければならない。

障害者を抱え、生きる人間を養う人は、優しい可能性がある。

目立つと、邪魔しようとする男性がいる。

一般男性も、悪い洗脳を使う。

国のための人ではなく、人のための国。そこに住む者達のための国。

国家政策などで、妊娠を、強要してはならない。

悪い歌で、洗脳してはならない。悪用すれば、誰でも、罰が落ちる。

どんな歌を選び、聴くかが、大事だ。

歌っている人は、たくさんいる。

破壊しなければ、作り直せない。何もしなければ、そのままだ。

私は、破壊したい悪いシステムは、破壊したかった。

来談者中心療法で、成長を、信じるのも良い。

110



ピグマリオン効果を、使うのも、良い。

ニュースも、不幸を無くすために、放送しているのではないだろうか。

不幸が無くなれば、幸福。取り返しのつかない不幸は、引きずることになる。

心理学を悪用しない方が良い。

幸福とは、不幸を無くすことでもある。

人は、禁欲に、憧れる部分があるのではないか。ならば、そうすれば、良い結果を生むかもしれな

い。

警察の信用は、大事だ。

何故、内側から、開かない作りに作られているのか。そういう作りは、危険だ。

鳥は、卵だが、人間の妊娠は、違う。

アダルト映像で、女性が苦しむ映像は、作られて欲しくない。作る男子がいるからだ。

悪に堕落する道を選ぶか、良きことで、幸せにする人生を選ぶか。それは、男女共そうだ。

罰ゲームや、王様ゲームは、デメリットも、考えた方が良いよね。

世界には、細菌がいる。でも、高級霊は、生きるよう、言っている。

職業毎に、特徴がある。

この世には、善悪があるということ。ドリル系男子は、ドリルが上手い。やり慣れている。

ドリル系男子が、ダイソンと笑いながら、掃除機を使っていた。

男性が何を考えているか。分析しよう。

アダルト映像は、撮影するから出来る。プレイするから出来る。プレイ出来るから出来る。

電車内でのアダルト映像は、鉄道会社に許可を得て、実際の電車でしているのか。

嘘を言う人間に、騙されてはならない。

現在のアメリカとメキシコの国境は、3141kmらしい。壁を作るなら、この距離作ること。

悪い知恵を使い過ぎない方が良い。人生は長いし、警察は、逮捕することあるよ。全ての逮捕が、

ニュースで、放送されてない。

あまり、悪い計画や、悪い知恵を、使わない方が良い。

111



女性は様々な、モラハラを、実は感じているかもしれない。

悪い魔術を使うのも、きっと、後悔する。魔術が、解けないからだ。

胸を強く叩くのは、心臓に悪い。

これは、言いたくないが、サッカーは、何かを蹴る。頭や顔に、ボールがぶつかる。

国境に、壁を作るのは、現実的に、可能か。どれだけ、お金がかかるのか。

子育ては、大変だろうけど、犯罪はしない方が良い。きっと、後悔するから。

男性にも、良心がある。男性に、裏切られても、警察を信用した方が良い。

知らない場所に連れてかれたら、地図アプリを使おう。音を聞こう。大声で助けを呼ぼう。

車やバイクを悪用してはいけないよね。

ニュースは、見た方が良いよね。十代も。

パワハラに気づいてない時がある。気をつけた方が良い。

18歳未満男子に、性欲あるよね。

犬の去勢と雌の何度も妊娠。どちらが酷いと思いますか。だから、分けた方が良いかなと思った。

人間と、動物や、両生類、魚、植物の視点は、違うよね。

人間と虫の視点は違う。

生け花も、花が可哀想だよね。

極論を言います。花屋って、花が、可哀想だよね。

人類の草食化は、進んだ方が良い。色んな意味で。

道のど真ん中歩いて、塞いではいけないよね。

骨折に、気をつけたほうが良いよね。

男性は、女性の憧れをすれば、良いよね。

女性専用車両の隣は、男性が多いのが、あるあるだよね。

疑うことも大事だけど、信用することも大事。

髪型でも、かなり、見かけは、変わるよね。
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どの道を選ぶかは、本人が、決めるべきだよね。

舌も、清潔が、大事だよね。

女性は、女性専用車両に乗ると良いよね。

Naverまとめというけど、まとめだよね。

良い決意は、今、出来る。

貴方の人生は、これからだ。

横断歩道渡る時は、左右見た方が良い。ギリギリ来る車もいる。

性的被害は、別人に、二回行われることがある。

雨の日は、犯罪発生率が低い。

社会から、悪い洗脳を受けてはならない。

若い女性は、恐さを知らないよね。

誰も監禁女性を探してないんじゃない。見つけられなかったり、監禁されているのを、知らないん

だ。

カラスの鳴き声には注意。考え過ぎない方が良い。

これは、極論だが、梨を食べない勇気、硬いものを食べない勇気も大事だ。

ドッペルゲンガーの犯罪は、行われてはならない。自分を偽ったり、悪意で、罠に嵌めば、必ず、

天罰が落ちる。

貴方は、好きな男性が、貴方と、二股して、性的行為をしたら、許せるか。だから、二股は、すべき

じゃない。

高校時代、本屋の外にある性的雑誌を、複数、盗んだことがあることを、プロフィールに書きました。

江川剛史公式サイトのプロフィールに、学生時代に、誘われて、ホラー映画を二回見たことがある

ことを書きました。

学校の教師も、影で、喫煙している場合があります。

幻滅ネタ書き過ぎたので、風俗実体験無しとか、喫煙したこと無いことも書きます。

私の経験を役立てて、良い人生を送ってほしい。私達も、晴れだけじゃない。雷の時もある。雪の

時もある。
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ファンを悲しませたり、未来の人を騙すのは罪だ。嫌われても良い。それでも、頑張っていく。

私は、こういう人間です。適切で良いのです。

私の高校時代の江川剛史へのいじめと罪をアメブロに書きました。１つ前よりは、幻滅弱いですが、

参考にはなります。

私の父も、母も生きています。私は殴ったり、ボディーブローを親にしたことはありません。

危険な幻滅ネタを書きました。これで、流石に、幻滅した筈です。でも、今までの支援を胸に、頑

張ります。 

強力な幻滅ネタは、長いので、アメブロに書きます。これは、必ず、幻滅します。

もう１つ、強力な幻滅ネタ思い出しました。覚悟してください。

罪の告白で何か役に立てれば良い。人は、幻滅されるより、幻滅されない方が良い。

犯罪じゃない幻滅ネタ、2個、江川剛史公式サイトのプロフィールに公開しました。１つは、以前書

いたトラフィックエクスチェンジ。もう１つは、犯罪被害を無くすために、DVDをリクエストしたことが、

一回あることです。

世界の中心は、それぞれの中にある。

少しでも、罪を減らしていかなければならない。

肌荒れは、皮膚科へ。肌荒れでも、大丈夫。

欲望で、人間の信用を下げてはならない。

眠れない時は、牛乳を飲むと良い。あと、精神科で、薬貰うのも良い。

高齢者は、喉の渇きに、気づきにくい。脱水症状に気をつけて。熱中症にも、気をつけて。水分だ

けでなく、塩分も補給して。

ガスストーブに注意。石油ストーブに注意。

コンセント近くの埃には、気をつけること。燃えることがある。

監視員がいないと危険。防犯カメラあると、たぶん、犯罪は減る。

台風に、サーフィンのために、海へ行ってはならない。

危険な海や、遊泳禁止には、気をつけて。外国語の看板も気をつけて。

あまり、沖まで、泳がない方が良い。泳がせてはいけない。
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深くなる川や海がある。気をつけて。

津波の時は、オートロックではない高台や建物へ。そういう時は、悲観的が助かる。

川には、気をつけて。色んな意味で。

近くに、警察がある地域の方が安全。

土手で、自転車奪う男子がいた。気をつけて。

ホームは、白線の内側に、居た方が良い。

お酒の飲み過ぎは、気をつけて。フラつくから。

ポイ捨ては、すべきじゃない。

アイドルは、ファンが大事だから、ファンが、傷ついたりするのは、嫌だと思う。

地名には、気をつけてね。

2016/03/31(木)
私に最近関連したエレベーターの養生に、マユスとか、様々な落書きが書かれていた。

私は、聖霊を選ぶ。

自分自身に、時を与え、悪と、戦うことだ。

正しいものは、生きて、悪と、戦わなくてはならない。

良きものの未来永劫の幸せを願う。それが、私の意志だ。

この本は、危険性がある。

今、私は、霊界通信 ベールの彼方の生活 4 天界の大軍編を読んでいます。目次を見て、どこを

読むか、決めてください。

医療安楽死を検討した方が良い。

この世界を救いたかったが、救うのは、難しい。

警告しておく。女性は、片瀬江ノ島での自殺は止めた方が良い。腕力が無いと、本当に、死にま

す。

もしかしたら、精神病院に入院し、3ヶ月くらい、ブログ更新出来ないかもしれません。もし、三ヶ月

くらい更新が止まったら、そう思ってください。
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自殺方法は、悲惨なものばかりだ。行なわない方が良い。

今、自宅にいます。大丈夫です。

この星には、何がある。それが、この世界だ。

人の死を望む人と、望まない人は、どちらが優しいのでしょうか。

世界を救うのは、難しい。

海の手すりの危険性は、少々、危険だが、飛び込みはやばい。やらない方が良い。

海で自殺しようして、手すりから降りて、海に入ると、足が、ピリピリする。簡単には、出来ないよ。

人は、騙されながら、生きる運命なのか。それとも、私は、特別な悪人なのか。

女性の食物連鎖が嫌いというのは、性的な意味だ。私は、そういうのは、嫌いだ。

自殺は難しい。

2015年、虐待通告 2.8万人って、どれだけみんな、虐待するのですか。

海には、プールみたいに、手すりがあって、ロープがある。近くには、50と書かれた鉄がある。

海で、死のうとすると、鳥が寄ってくる。

草の上を、無邪気に、親子が、走ってる。草は、痛くないのか。

工事業者は、凶器を持っている。

片瀬江ノ島が、私の最後に、相応しいと思ったが、難しい。

魚に、食べられないか、恐くなる。

海水は、臭い。

何かは、食べれても、自分を、殺すのは、難しい。

女性の食物連鎖も、私は、嫌いだ。

この世界は、私に、向いていない。

生きていれば、食物を食べる。食物連鎖。また、死ねなかった。

海に入っても、iPhoneは、壊れなかった。

海で、死ぬのは、難しい。かなり、恐い。
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何が何でも死にたくなったら、もっと良い方法が無いか、よく熟慮しなさい。正しい道を選びなさい。

マンションも、改築工事すると、ダンス教室などが、開かれる扉が、不気味になったりする。

建築で、世界を、悪くするのを、法律で、止めた方が良い。

どんな人が、どんな生き方をしたか、思い出そう。

生きることは、罪から、逃れられない。

何を口に出すかで、人が現れるよね。

この世界は、地獄の最上階なのに、悪いことをして、さらに、下へ行くのか。

この世界は、煉獄だ。魂を、浄化しなくてはならない。

困った時は、霊のサポートを受けよう。

犯罪は、減らさなければならない。貴方が罪を止めれば良いのだ。

人の死を望むのが悪魔か。人の幸福を願うのが悪魔か。

まだ、生きて変える。戦う。

悪いことをするものは、さらに地獄を見る。いつか、必ず。

障害者になれば、迷惑がかかる。

人生の長さは、大事では無いと、シルバーバーチは、言っている。

死を覚悟して、生きなさい。

意味の無い短い杖を持つ高齢男性いるよね。

鈍感な人は、罪に気づかない。

様々な名前の漢字や、様々な、名前の読み方があるよね。

人を陥れてはいけない。

道具は、悪用してはならない。

心理学を悪用してはならない。

悪いことをすると、いつか、自殺したくなるよね。

ドアの前に、硬貨を置く人がいるよね。

117



マンションの手すりに、1円を置く人がいるよね。

ドアにも、特徴がある。人間にも建物にも特徴があるし、奥に入ると、見れない世界が見える。

性犯罪被害は、年と共に、減る可能性は、高い。

どんな生き方を選ぶかだ。

歩ける床に、黒い養生シートを貼り、部屋を工事する業者がいるよね。

私の公立義務教育では、道徳の授業は、非優先的で、削除されたことも多い。モラル教育が、大

事だ。

世界は、モラルが大事。

自ら、危険な場所に、身を置くものは、その危険の通りになる。

自爆してはならない。

貴方の命を大切にしなさい。

恐怖を生む行動は、避けなくてはならない。

技術だけでなく、教育や、人間も、進化させなくてはならない。

本は、木で出来ている。木は、生き物だ。

技術を、悪用してはならない。

ロボット技術の広まりは、危険性を生む。人間が、危険だからだ。

弱いものに、慈愛の気持ちを持ちなさい。

何かを苦しませ、復讐されないようにしなさい。

ロボットに、復讐されないようにしなさい。

メールマガジンも、速読、飛ばし読み、選び読みが出来る。

自分の在り方にに、気づくこと。

貴方の苦しみや、死に、備えなさい。

世の中の離婚率、不倫率を、考えておくこと。

太っている人は、ストレスがある可能性がある。ケアしてあげること。
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大量殺人をしてはならない。

努力は、死後の世界で、報われる場合もある。

現実を、助ける勇気。

事実を見る勇気。

人が見ていない場所で、悪いことをしてはならない。

言葉の暴言で、人をいじめてはならない。

私が、世界貢献の役に立つ道具となりますように。

骨折しないよう、気をつけた方が良い。

借金には、気をつけた方が良い。

2016/04/01(金)

精神病院入院の時が来ました。三ヶ月くらいだと思います。また、会おう。そして、これからも、

世界をより良くするため、貢献します。

みんなに、善悪がある。その中で、どれだけ、善を高めて、世界をより良くし、悪を無くすこと

だ。

火事に、気をつけてね。

料理に気をつけてね。

私は、傷つく者を守る。

良い影響者になり、それを手にしたものが、悪用しないことが大事だ。

世界の言葉が、バラバラなように、全ては、バラバラだ。

言葉を注意深く選ぶこと。それが、大事だ。

世界が、変わらないのであれば、まだ、頑張りが足らないだけだ。私は、頑張り続ける。

私は、世界に、スピリチュアルを広め、この地獄の世界を救うため、戦う。

私は、精神病院に、入院しますが、命ある限り、世界を、より良くするため、戦います。

上下、緑の服は、心理学的に、最高だよね。

精神病院に、入院して来ます。3ヶ月くらい、更新出来ないかもしれません。
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安楽死は、難しいし、安楽では無い死に方も難しい。死ぬ時まで、生きるしかない。

スイスは、水sだから、正直、恐い。海は、非常に、恐い。

オラ ン ダ。 オラ、終わり、だ。オランダの安楽死こそ、良いと思ったが、そう簡単に出来ない

手続きらしいです。

全てを救おうとしても、その過程に、犠牲者がいる。様々な生があるから。

生きるという罪を選び、全ての存在を救うか。それとも、生きない道を選ぶか。

インターネットすら、難しくなる。

菜食中心主義を超えると、菜食すら、嫌になる。

この世界は、好きじゃない。

46と書いてあるポールがある。死んで悪魔に、という意味か、死んでよ、悪魔という意味か。私

は、死にたい。安楽死したい。悪魔には、ならない。

全てが、地獄に見える。

精神病院で、安楽死、相談してきます。ブログは、しばらく、停止です。

食肉を作るのも、動物愛護法違反じゃないかな。

2016/04/15(金)

誰もが、いつか、神様の中に入る。ナンバーワンに、拘らない、未来永劫の愛は、尊い。

悪にも、善がある。

時代は、過渡期である。現在は、悪くても、未来は良くなる。

神様のものは、神様に返すべき。

見上げれば、空と宇宙が広がっているように、神様は、偉大な存在。

神様と、善霊に、祈ることが大事。

苦しんでいる霊や、存在のために、祈ることが大事。

男性は、女性とは違うから、女性を知らなくてはならない。

机も、木で、出来ていると思うと、泣けてくるね。

私は、自殺否定派です。高級霊も自殺は否定してます。食物連鎖の罪は、分かります。でも、生

きなければならないのです。
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常識も大事。

精神病院に入院中、霊界通信を14冊以上、読みました。さらに、スピリチュアルの知識が身に付

きました。

これから、精神病院に入院していた時に、気づいたことを書きます。まだ、入院中です。今日は、

外出許可が出ました。

愛する読者の皆様、久しぶりです。

2016/04/15(金)

地震から、避難する時は、ガスの元栓に気をつけてください。

私は、イスラム教徒ではないが、イスラム教徒が、殺されるのは、好きじゃない。人間が殺され

るのは、好きじゃない。

良い文章を書いても、霊界からのインスピレーションかもしれないと思い、謙虚になることが大

事。

サービスが悪いと、満足度や、評判が、下がる。

人間は、どれだけ長く生きたかではない。どれだけ、霊性を高め、世界に、貢献したかだ。

恵まれた環境にいるからこその責務がある。

ニュースを見ていて、アメリカのケリー国務長官が、広島へ、訪れてくれたことは、嬉しかった。

人間は、神様を、愛するべき。

自分の文章を掲載フリーにするのも良い。

多重人格との恋愛は、想像を絶するものがある。でも、それも、運命であり、後悔は無い。

未来永劫の愛さえあれば、9ヶ月、音信不通でも、この孤独と戦える。

恋人と10年会えなくても、付き合い続ける恋人達が、ここにいる。わたしのことだ。

戦争はすべきではないという世界的常識化と、正しい法システムが必要。

誰かの恋人になるのも、利他だ。

火は、危ないことを、子どもに、教えた方が良い。

憎しみを捨て去ること。愛を伝えること。

どの世界でも、世界のために、生きる。

神様の道具となり、神様の御意志の通り、世界に貢献する。
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私は、スピリチュアルの道を行く。

シルバーバーチの霊訓、霊の書、霊性進化の道、霊訓は、何度も、読むこと。

クリスマスにチキンを食べることは、イエス・キリストへの冒涜だ。

神様の愛は、未来永劫だ。

孤独な戦いでも、それを、達成すれば、孤独な者を、勇気付けられる。

嫌う者へ、祝福を。

真のクリスチャンである、ウィリアム・ティンダルを知るべき。

世界に、スピリチュアルを、広めるために、交霊を、警察や、宗教や、法律が、邪魔してはなら

ない。

神様は、世界のシステムを、肯定している。

幸せな存在を増やしたいから、神様は、宇宙の創造を今も、続けているのではないか。

眼鏡開発者、眼鏡製作者に感謝。

この世界は、共存の世界。色々な人と共存しなくてはならない。

神様の掟には、逆らわない。神様に、反逆してはならない。

私は、他者との関わりの中で、愛を学んだ。

無闇に、悲観したり、妄想してはならない。

美しい想いを持てば、人は、輝く。

神様と共に、生きること。

想いは、誰かを、形成する。

世界のために、生きているのは、私だけではない。

神様は、偉大。

勝たせる力。

偉大な神様は、さらに、偉大になる。

未来の幸せは、約束されている。努力は、必ず、長い未来において、報われる。

頑張って、良いことをすれば、今後、どんどん、もっと良い天体へ行ける。
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今後、さらに、スピリチュアルを研究する。

私は、キリストを目指し、スピリチュアルを広める。

全存在、全世界のために、祈る。

人間1人の力より、神様の力の方が強い。だから、神様に、祈ること。

良い自己暗示は、効果的。

人が、殺されないよう、戦う。

神様の愛は、癒しである。

生命としての美しさを大事にする。

世界は、神様の愛に、満ち満ちている。

2016/04/22(金)

女性は、心電図に、気をつけてください。

もうアダルト動画は、見ない。まず、この段階を我慢する。

アダルト動画でマスターベーションをするのは、恋人への裏切りだ。

セックスは、避妊率を考えて、挿入するか、しないか、考えた方が良い。

誰もが、セックスしない方が、霊格が上がる。

私は、一途に、恋人を愛したい。

私は、浮気したくない。だから、私を、誘惑しないでください。

秘密主義は、幻想を生むよね。

両親が、仲良いと、子どもは、嬉しいよね。

愛する人を幻滅させたくないなら、人生を頑張るしかない。

生涯、3人に、薄く愛されるより、1人に、深く、愛される方が幸せ。

過去は、変えられない。だから、悪いことをしないよう、気をつけて、生きた方が良い。

私の恋人は、私がサイレンという残酷なゲームを過去にしたことで、冷める。

自分は、自分を、裏切らない。

事実は、裏切らない。
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女性にモテることも、恋人を苦しめる。

他の女性に、セックスされるのも、恋人を苦しめる。

他の女性と仲良くするのも、恋人を苦しめる。

世界に貢献する道も良いが、愛する人を守る人生も良い。

ハンドルネームの方が、大事な人を守れる。

出された料理を食べるのも、利他させることになる。

心を広く。心を広く。

身を弁えるというのも大事。

汚れる運命だが、綺麗になれる。

幻想ではなく、現実で、考えるべき。

たった1人でも、救えれば、生きた意味があると、高級霊は、言っていた。

幻想に生きるのではなく、現実に、生きるべき。

全存在、皆の幸福を願って、祈りながら、働けば良い。

全世界のシステムは、変更されることがある。

頑張ることは、煩悩なのか。

私は、もっと心広い存在になる。

私は、悪い洗脳はしない。

脳洗浄。

善人は、わざと嫌がらせはしないが、悪人は、わざと、嫌がらせする。

善人は、わざと人を殺さないけど、悪人は、わざと殺そうとする。

神様にも、良心がある。

神様は、差別、あるいは、区別する。

霊媒とは、セックスすべきではない。
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2016/07/10(日)

詐欺師とアンチに脅迫されて、現在、別名義で活動中です。いつか、私に会えるかもしれません

ね。このPIYOは、削除されない程度に更新します。今後も私のfc2piyoを振り返りご覧ください。

愛を込めて。

125


