
江川剛史の日記ブログ

2004 年 11 月 18 日～2015 年 8 月 22 日

江川剛史
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江川剛史です。

この本には、

江川剛史という、

一人の人間が、

未熟な青年時代から、

悩み苦しみながら、

日々生きて、

ありのまま書き綴った、

日記ブログの文章が書かれています。

一部、あまりにも内容が良くないため、

記事全文ではなく、

一部分だけの掲載や修正したものもあります。

この本を読んで、

一人の人間が、

どのように生きて、

どのように成長していくか、

見ていただければと思います。
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・論文作成順調＆ウェブリング参加報告

2004-11-18 19:30:02

テーマ：ブログ

たけし ミ☆の自画像を変えました！

写真は

本当らしいですよ

食べ物によって性格って変わるらしい

・カウンセリング講義とレイプ掲示板に注意書き活動

2004-11-18 19:34:32

テーマ：ブログ

昨日は裏社会研究と

裏サイトのレイプ仲間募集掲示板に

レイプがどれくらい最低な行為であるかと

止めるように書き込みして来ました 

・ＥＬＬＥＧＡＲＤＥＮがついに！！

2004-11-20 19:25:29

テーマ：ブログ

ＥＬＬＥＧＡＲＤＥＮが

ついにジャパニーズシングルスベスト 10 にランクインしてしまいました(T-T)

複雑です

大好きだからこそ自分の物だけにしたかった 
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・浜田雅功と槙原敬之

チキンライス

うん。良い！名曲誕生！ 

・今日からアメーバ（ブログ）に参加します

2004-11-22 18:24:21

テーマ：ブログ

今日の写真は

自画像（願望）です

ドラえもんサンタのように沢山の幸せを与えたいなぁ 

・型破り教師(*^ー^)v

2004-11-23 17:12:29 

テーマ：ブログ

写真は私の小学校のアルバムの表紙です 

いつも運動会でビリだったのに

小学六年の時

ついに一位を取りました

その時のことが嬉しくて私は表紙にこの絵を書いたんだと思います 

いつか取るよ

人生の一位を ミ☆ 
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・秋から冬　不幸メール　メッセージ　相田みつを

2004-11-28 00:13:06

テーマ：ブログ

不幸チェーンメール発見

7 人に送れば運命の人に会える

送らなきゃ不幸

俺は送らないを選びました

送って来た娘に

こーゆーメールを送るの止めようね

とメールした 

TSUTAYAで相田みつをさんの本を読んだ

金八先生でも取り上げてる本だ

二つ気に入った言葉があった

・時間が欲しい 

2004-12-26 18:52:42

大魔王撃破(*^ー^)v

そしたら

姫が現れ

魔帝ミカエルは

氷の心を持つもの

今の貴方で倒すのは不可能

女神の腕輪を手に入れてください

そう言われて

一面からやり直し

…鬼です(-.-;)

二周目の方が難易度高しです 
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そして手に入れた女神の腕輪

…飛距離短っ！(￣□￣;)

7面 5 分で駆け上がり魔王と大魔王を倒すなんて鬼だ！

頑張りましたが寝不足になるので今回は諦めました

いつか必ずクリアします！ 

・ＥＬＬＥＧＡＲＤＥＮについて

2004-12-03 00:12:37

テーマ：ブログ

彼等は私が好きなインディーズのロックバンド（パンク）でした

彼等に出会ったのは

インディーズを紹介するテレビの中で

真っ白なライトに照らされて歌ってる姿でした

ジターバグという歌です

それからアルバムも買い始めました 
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・第五覚醒ＪＵＰＩＴＡＲ

2004-12-05 16:51:49

テーマ：ブログ

実は洋服には

ロゴの他に

強いメッセージが含まれてる可能性があります

表裏そしてタグです

危険な言葉の服は着ない方が良いでしょう 

・私にクレームをした人へ

2004-12-12 17:09:26

テーマ：ブログ

私は

死にたい人も

死にたくない人も

救いたい 
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・Fw:リストカッターの方へ

2004-12-14 15:19:00

テーマ：ブログ

今日は貴方達に

お勧めの曲を教えます

そのアーティストの名は

尾崎豊

彼は 80 年代

十代の代弁者と言われた人 

Ｉ　ＬＯＶＥ　ＹＯＵは

百万枚を越えるセールスを記録しました 

彼は十代でデビューし

ライブを行い

歌うことに苦しみ

薬物に手を出し

警察に捕まり

手首を切り

でも結婚し

子供を産み

幸福のために歌い

死んでしまった男です 

Mr.Childrenもカバーアルバムで

僕は僕であるためにを歌いました

お勧めの曲のタイトルは

誕生（ＢＩＲＴＨ）です

彼ほど自分自身の弱さを赤裸々に歌ったアーティストを私は知りません 
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それと私はもう

天使の様に

とは言いません

人間なんで

悪い心があります

そいつを無くそうとしたら

ボロボロになりました 

私は

人として

出来る範囲で人を救います 

・ホリスティック教育

2004-12-16 16:18:34

テーマ：ブログ

私の思想は

ホリスティック教育だったのか 

今日は少年院に入った人々の詩を

いくつか聞きました 

・教会クリスマスミサとホリスティック教育

2004-12-18 21:07:05

テーマ：ブログ

無料でクリスマスミサに参加出来るらしいので

東京のカトリック本部関口教会へ

今日行きました 
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・金八先生・ドラッグ・セックス・ 超魔界村

2004-12-20 23:31:02

テーマ：ブログ

覚せい剤を小学生に与えて

その代わりエッチを強要する

…なんて最低な大人だ 

明日止めれば良いと思うやつは

いつまでも

その明日は来ない 

好きでもない人と

エッチはしない方がいい

大切なものを無くす 

・超魔界村パート三

2004-12-22 23:51:46

テーマ：ブログ

一時間やりました

ロックマンは八作品クリアしましたが

この作品はヤバイ

沢山の人がギブしたのも

うなづけます 
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・広めたい歌！！お願い見て！！

2004-12-27 17:50:46

テーマ：ブログ

尾崎豊

「誕生」

彼程自分の弱さを赤裸々に歌った歌手を私は知らない

手首ナイフで切り付けたと歌っています

そして彼は貴方に言います

誰も間違って生まれてはこないと 

・自殺 のキーワード

2004-12-29 14:56:03

テーマ：ブログ

お願いだから自分の良さに気付いて

お願いだから自分を大切にして

お願いだから無理はしないで

お願いだから自分の可能性を信じて

大丈夫だから

絶対大丈夫だから

貴方は今より良く出来るから

少なくとも私は貴方の可能性を信じてるよ(*^ー^)v 
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・ハッピーにゅうイヤー

2005-01-01 18:11:47

テーマ：ブログ

2005 年

今年もよろしくお願いします 

アンタッチャブルＭ 1 グランプリおめでとう！

あの人達の漫才ってホント良い 

・スパイダーマン 2 レビュー

2005-01-02 18:10:23

テーマ：ブログ

凄い良かった 

大いなる力は大いなる責任を伴う 

パスポート申請(*^ー^)v

・2005-01-07 22:32:09

テーマ：ブログ

今日パスポートを申請するために

池袋のサンシャインの五階旅券課支部まで行きました

東京では一番有楽町が有名ですが

ちょうど池袋に用事があったので

ついでに行きました 

申請に必要なものは

身分証明証（免許証とか）戸籍抄本（役所で入手）

住民票（一部の地域の人だけ必要。ほとんど必要なシ）官製葉書

心配なら印鑑も持ってくと良いかもしれません

申請はあっという間に終わります 
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・薬物経験のある方へ　お勧め音楽

2005-01-08 20:12:24

テーマ：ブログ

よく歌詞を気にせず聞くという人がいます

それはよくないと思いますよ

言葉には影響力あります

それと片寄って聞かないことをオススメします 

・ハリーポッターと超魔界村

2005-01-11 00:13:09

テーマ：ブログ

今日は息抜きに

スーファミの超難易度ゲームで有名な

超魔界村をやりました 

主人公の攻撃を避けるレッドアリーマにはニヤリとさせます

ニ周目ラスボス前の魔王がどうしても倒せない 

でもいつか必ず正義の刃で倒す 

その後

ハリーポッターとアズカバンの囚人を見ました

今までの作品で一番おもしろい 
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・私の思想と映画パッション

2005-01-16 23:20:42

テーマ：ブログ

パッションはメルギブソンが監督をした映画で

内容はキリストの十字架の再現です 

感動しました 

イエスは体中傷つけられてもなお

彼を傷つけた人を愛する 

彼等は知らないのだ

神よ

彼等を許したまえと

イエスは祈る 

憎しみは憎しみを生む

愛することが大事なんだ

私は殺人者の幸福も願う

だって本当は彼だって殺しなんかしたくなかった筈なんだ 

殺人者は一生

元殺人犯だ 

私は彼に

過去は良いよ

とは言えない

だが私は彼の手を取る

過ちは誰もがある

彼は罪を償うべきだ 

14



そして

私は言うだろう

君は変わったね

と

そして

私は言うだろう

君の幸福を願う

と

私は過ちを肯定しない

そして

ごまかすことを善しとはしない 

私は殺人者にも

必ず良い所があると信じている

どんな悪魔でも

幸福を与えるようになれると信じている 

敵を愛せ

そうすれば

愛さないもの

愛されないものは

無い 
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私はイエスのように

私を信じなさい

私が道だ

なんて大それた言葉は言えない 

私は

人それぞれ

自分の可能性を信じて

光りを求めれば良いと思う 

一人の人間が救える命は決まっている

スパイダーマンだって同時に助けられる人数は限られる 

少なくとも私は

私を必要としてくれた方に返事を書いている

訪問者全ての人の幸福を願っている

死にたい

と言う人には

死んだら

私は悲しい

死んでほしく無い

と心から言う 

私もこれを見ている貴方も

無知だ

不幸な人よ

貴方は幸福にたいして無知だ

だから死にたくなる
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生きていれば知識が身につく

何もしなくてもだ

考えるだけで知識が身につく 

そして

誰しも可能性を持っている

誰しも今より良くなれる

間違いない

無理はしなくて良い

君は

大丈夫だ 

誰にも愛されないと嘆く人よ

今この瞬間

私は貴方を愛している

貴方の幸福を心から願っている 

これが今の私の思想だ 

・イエス論と yoshii lovinson

2005-01-18 00:23:02

テーマ：ブログ

君が良けりゃ必要としてくれ

私も YOSHII LOBINSONと同じ気持ちだ 
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・音楽情報～傷つき絶望した者へ～

2005-01-18 23:15:44

テーマ：ブログ

1 月 26 日に発売されるストレイテナーのアルバム

ＴＩＴＬＥをオススメします 

ＲＥＭＩＮＤＥＲ

ＲＥＢＩＲＴＨ 

聞けばあなたはＲＥＭＩＮＤするかも 

・心理テスト

2005-01-27 21:44:33

部屋の中に水槽があります

さて水槽の中に水は入ってますか？

入っているとしたらどれくらいですか？

私は満杯くらいを想像しました

表しているのは

幸福度です

水が多いほど幸福らしい 
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・リストカットシンドローム

2005-01-28 21:24:28

今

お話をたまにしている娘にリストカットをしている娘がいます

私はカウンセリングの勉強が足りないし

何より経験が浅いので

本を読んで

少しでもその娘の気持ちを理解したいと思っています 

リストカットは

生きるためにすることです

私は経験ありません

自分の血を見たら大騒ぎして痛がります(^_^;)

やっぱり自分を切るということは

自分を大切に思えてないんだなぁ 

足りないのは自己肯定と愛されるっていうことだろうなぁ

もっと自分を愛してあげてほしいと思う 
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・母親を思いやること

2005-02-02 23:00:28

テーマ：ブログ

親が嫌いな人沢山いるよね

私の気持ち解らないとか 

貴方も親の気持ち分かってないんじゃないかな？？

お互い分かり合おうとするのが大事さ

自分から進むことが大事さ

そう私も自分に言い聞かせています

優しさって

大事だね 

ごめんって言わなきゃいけない人沢山いるなぁ

と今日は思いました

まだまだ頑張るぞ

もっと素直になるぞ

もっと救えるようになりたいぞ 

・ボランティア活動の宝物

2005-02-04 02:15:13

テーマ：ブログ

心理学の本を夢中になって

読み過ぎて終電過ぎてしまいました(^_^;)
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教師嫌いな人

私に文句を好きなだけ言ってごらん

私に話してみよう

そしてトラウマを乗り越えよう

私は君達のためにもっと向上してみせる

傷つけたみんな

ごめんね 

・批判する人々へ

2005-02-04 21:59:54

私は非指示的カウンセリングを根本として相談をする

私はそのば限りの救いをする気は無い

私はクライアントのお世話をしている気は無い

させてもらってもいない

出会った人に対して

その人のために最善の言葉をかける

それだけである 

彼等はクライアントを信じていない

潜在能力を信じていない

だから指示的カウンセリングを行う

そしてクライアントは従うだけ 

私は

無意識を具体化させる

フロイトの考えだ

時に指示を与える

しかし明確には出さない

21



行動はクライアントに選択させる

統べて責任はクライアント自身だ

これが自立だ 

とにかく私は人を潰す気はない

私を否定する相談者もより良くなるのを望んでいる

愛している

でも皆私が見えていない

嘘っぽい？

下心？

それは投影だよ 

私は声を出しただけだ

カウンセリングというより皆の幸福のために行動しているだけ

悪魔は周りの人を不幸にするから変わってほしいな

人間の欲を正しいことに使ってほしい

今日最後に告白します

私は未だかつて

人を殺したいと思ったことはない

これが私だ

私に関わった全ての存在に感謝する

私は貴方達がいたから今の自分になれた

私は幸福だ
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・パイレーツオブカリビアン

2005-02-06 19:27:26

見ました

まさにイギリス娯楽映画！

これを見ると

ディズニーランドのカリブの海賊がさらに楽しめます(゜▽゜*) 

見てて

私はあの頃生まれたら大変だったろうなぁ

と思いました(￣_￣i) 

私は気に入らないことがあったら

貴族だろうと王様にだろうと文句言うからです

死刑ですね(-.-;) 

最後ジャックは言います

俺達は悪い卵だって

性悪説ですね

本能は悪い方向に向きやすい

それを理性が受け止め

人間らしく生きるわけです

私の受取り方は

私たちの本質は悪い卵だからこそ

良くなろうとすることが大事

良い人は素晴らしい！！

たけしでした
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・ネット依存症についてと…

2005-02-09 23:27:48

写真は悲しくなったので貼りました

こうやって人間は地球を汚していくわけです

仕方ないことです

私たちは出来る範囲で地球を守ろうと

心掛けることが大事ですね 

ネット依存

ネットの世界に依存し

ネット外の世界を放棄することを言います 

これは難しい問題です

なぜならばこれからは

ネットの世界で生きていけてしまうからです

ネットでお金を稼ぎ

ネットで買い物をし

ネットで友達や恋人を作る

生きていけます 

…しかし問題があります

第一に

不健康

家に閉じこもると

シックハウス病

運動不足

肥満

筋肉低下

免疫低下等が懸念されます
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他に

日光に当たらないことにより

様々な病気になる可能性があります 

第二

不道徳

ネットにもルールはあります

しかし

違う名前になれたり

性別や年を偽ったりも出来ます

現実より思い切った事が出来たり人格を作ったりも出来ます

ネットの世界の自分に

パソコンの前にいる自分が乗っ取られることもあります

何よりネットは人間関係の摩擦から

簡単に逃げれるという点もあります

とにかくネットと現実は違うから

危険なんです

だから

気をつけましょう 

世界が滅んでいい

他人がどうなっても良いという人もいます

でも私は

世界のために生きるし

他人のために頑張る(*^ー^)v 
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・しても良いと言うから

2005-02-11 03:13:26

悩みというものは

乗り越えるために

生まれるものである

…名言？

今思い付きました(*^ー^)v 

実はネットのある人々は私のＨＰを潰そうとしているらしいです

ネットなら何でも出来るのさ

君が留学から帰って来たらＨＰないかもねと書かれました 

気に入らない奴がいるから潰す

気に入らないから脅して思い通りにする

それ暴力野郎と同じ発想だよ(-.-;) 

たしかにムカついた矛先がないだろうから

私に怒りをぶつけて良いよとは言ったけど

して良いと言うことが正しい行為とは限らないんだよ(~o~) 

女性には優しく接しようよ

悩んでる人頑張っている人には応援しようよ

自分のために頑張ってくれる人に感謝しようよ

基本的道徳☆ 
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・リストカッターの方へ

2005-02-12 02:07:17

リストカットは

リスクを持ち合わせるストレス解消法と考えてほしいです

だからそれ以外のストレス解消法を考えてみましょう

例えば

寝る

好きな事をする

音楽を聞く

歌を歌う

散歩する

絵を書く

日記を書く（日々を告白する）

漫画を読むとかです

自分を褒めること大事です

今日は切らないで我慢できた

私はすごい！って褒めてあげてください

実際ほんとうに凄いですよ

それと血のためにレバーや貝、ひじきを食べると良いよ

悪循環からいつか抜けられたら良いよね！ 

・重要連絡

2005-02-12 15:13:53

テーマ：ブログ

今日から 3 月 13 日まで

一ヶ月留学します

その間私は返事できません

ご迷惑おかけしています
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・留学から帰国(~o~)

2005-03-14 09:42:14

テーマ：ブログ

昨日日本に帰ってきました～

今日はゆっくり休みます

・今までの人生の告白

2005-03-19 15:40:55 

テーマ：ブログ

今日は過去 2 年間について

告白しようと思います

二年前

私は今と同じバイト先で働いていました

そこで

ある娘に告白されました

私は迷いましたが

その娘は私を必要としていたので付き合うことにしました

もちろん

可愛らしい所もあったからでした

その娘は毎日メールを私に送りました

多い時は一日 50件来ました

毎日 20件が平均でした

電話もかけてきました

長い時は 3 時間越えました 

でもその娘なりに一生懸命頑張っていました

彼女はこんなに幸福になれると思わなかったと言いました
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彼女は私を愛していました

たぶん

だから私は

その娘を

心から愛したかった

去年の一月に私達は別れました 

私は引き留めたかった

でも彼女は

引き留めないで

と言うので止めました

そう望むなら

何も言わないよ

と私は言いました

そして別れました 

5 月中旬

彼女からメールが来ました

内容は

携帯変えるけど

番号とアドレス教えなくて良いよね？

でした

教えたくなかったら

教えなくて良いよ

と私は返しました 

元カノの幸福を願っています 
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彼女は

無条件で私を愛してくれる人が良い

と言ったことがありました

無条件＝どんな人でも愛せる人＝誰でも付き合えちゃう男じゃないか！

とその時思いました 

今の私は

悪と戦います

武器は悪と同じ武器ではありません

優しさ

愛

真心

信頼

知性

希望という武器です

悪が善に目覚めるために私は戦います 

・特番少年院、同窓会、今の自分

2005-03-20 21:03:58 

テーマ：ブログ

先日女性少年院の特集がテレビで流されていました 

院に入りつつ

ウォークリフトの資格を取れてしまうとは(￣□￣;) 

でも

ここで羨ましがったりしてはいけません

彼女達は

少年院を出た人間として世間に見られるからです 

犯罪は止めましょう
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例えば恐喝

これをしてどんな得がありますか？

これをして

どれだけリスクがあるでしょうか？

考えましょう 

・水谷修先生新刊前半

2005-03-22 00:50:57

テーマ：ブログ

今日は髪の毛を切った後

本屋へ行きました

教員採用試験合格の本を読もうと思いましたが

心理学の棚に目が(￣□￣;)

ついつい精神病辞典を見てしまいました

悪口沢山言うのも精神病らしいですよ(-_☆) 

今の自分は

関われても微力だ

だから勉強して知識を身につけて

いつか

いつかは 
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・卒業式＆悲しい知らせと伝えたいこと

2005-03-22 21:37:53

テーマ：ブログ

今日は大学の卒業式でした

何か達成感 0 です

大学生活は苦痛じゃ無く

もう一度通っても良いくらいでした 

念願の中学高校

教員一種免許獲得(*^ー^)v 

私は学び続けます

決断力

選択力を身につけます

私は見捨てない 

今日掲示板に

毒を少し吐いた方が信用できるとかかれていました 

良い人程

裏があるんじゃないかって見られるんですね 

男に

少しは悪ぶれよ

とか言われます

でも

私は正直に生きたいからそうしません

正直に生きる＝良い人、優しい人になれたら良いと思います 

頑張ります

さらに私は頑張ります

それが私だから 
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・ライブハウスに潜入

2005-03-24 00:37:29 

テーマ：ブログ

今日は

友達がライブハウスで演奏するというので

そこに行きました

どしゃぶりでした(^_^;)

でも行きました

二つ目のバンドは友達がベースでした

ボーカルの娘はシャカラビッツが好きらしく歌っていました

最後の歌詞が

消えてしまえたらという悲しい歌詞だったので

そこは嫌でしたが

体全体で歌っているように見えました

・私の思想の成長と水谷先生

2005-03-28 02:03:56

テーマ：ブログ

元々の私の教師論は

受け持った生徒を世界一のエリートにすることを目指すという事でした 

世界の良くない部分を変えていけるような能力を持った生徒に育てよう

個性は重視し

英語を教え

グローバルなパイオニアを育てようという理想の高いものでした 
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私は全てを肯定というより

全てをありのままに受け止めるという考えになりました 

傷つけられても良い

君がしたいのなら良い

いつか

その過ちに気付く日が来るという考えでした 

しかし留学中思いました

あの頃沢山考えました

このままでは

私は何も出来ないと 

確かに罪を感じる人もいる

しかし

それに鈍い人がいる

何もしなかったら

その人は

目を覚ます時まで

人を傷つけるだろうと

そして私は思いました

悪と戦おう

憎しみや怒りではなく

愛や優しさ信頼で戦おうと
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そして

相手の気持ちをしっかり受け止め

心から伝えようと 

今私は

知識と選択力と

タイミングの良い強引な行動力が欲しい

力が欲しい 

・ポジティブ思考とネガティブ思考と真実と子供達へ

2005-03-29 10:22:46

テーマ：ブログ

最近ポジティブとネガティブという心理面が注目されています

私はケースバイケースです

常にポジティブ

これだと図に乗るので意識的にネガティブにしたりもします

でもこれは過去です

最近の私は

違います

私はポジティブでいよう！

ネガティブでいよう！とは思いません

なぜならば

どちらにも良くない部分があるからです
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まず

ネガティブ思考

これだと

せっかくチャンスや能力、技術があっても

それを最大限に発揮出来ません

ポジティブ思考

これは良いとされていますが

能力やチャンス、技術が無いのに

出来る！と思ってしまう危険性があるんですね

つまり私は

どちらも

フィルターをかけている

どちらも真実に遠い可能性があると考えています

これは良くないことです

たいてい人は

後々自己分析が進み

気付きます

悟ります

真実を

つまり

私の持論は

ポジティブでも

ネガティブでもなく

真実を探求しよう

みなさんはどう思いますか？
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未来は

現在の真実の積み重ねで創られます

今です

今の積み重ねです 

話変わりますが

私に対して批判する方々

あなたたちは自分自身を見つめる作業はしてますか？ 

都合の良いときだけ

自分達は子供だからと逃げるのは止めませんか？

それは恰好良いですか？ 

自分を正しく育てましょう

今

貴方は自分を正しい方向に育てていますか？

・悪を志す者へ

2005-03-30 18:01:06

テーマ：ブログ

私は

悪に正義は無いと思います

あるとしたら

悪の正義＝悪だと思います 

私は悪と戦いますが

同じ武器では無く

愛

信頼

優しさで戦うとしています 
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映画エンドオブデイズ

1999 年 12 月下旬

悪魔サターンが現れ

世界を滅ぼそうとする

それをシュワルツネッガーが防ごうとする話です

この映画

とても疲れます

何度も画面を見れなくなります

たまに

さすがに

怒るのを抑えたりします

悪魔を志そう

悪魔で良い

悪魔ってかっこいい

なんて思ってる人

本当お勧めです

見ましょう

きっと

目が覚めます

この映画には悪魔が

どれほど非道で

沢山の人を無神経に

そして

意図的に苦しめているか

傷つけているかが解ります 
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・ネット開通ε＝ε＝(ノ^∇^)ノ

2005-04-08 02:36:44

テーマ：ブログ

ついに自宅にインターネットが開通しました 

・映画アラジン　三つ願が叶うなら…

2005-04-09 03:41:30

テーマ：ブログ

貴方はどんな願いをしますか？

私だったら

願いを無限に叶えられますように、です 

でも

もちろん二つ目の願いは

みんなの幸せです 

・愛世界心　小泉首相近隣諸国に過去の日本の過ちを謝罪

2005-04-23 23:56:59

テーマ：ブログ

まだまだ世界は

日本がまた戦争するのではないかという疑念が根強くあります。

太平洋戦争からまだ６０年です。

日本は皆が頑張ったので今のように再び再生しました。

この成長の速さは世界に類を見ないものです。

日本の時代の流れは速いものです。

世界中には発展途上国がまだまだあり、

テレビもほとんどない国があります。
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だからこそ何度も平和に貢献するという想いを

世界に伝えることが大事なんです。

これで世界中の日本人偏見が和らぐと思います。

小泉首相は中国の代表と笑顔で握手を交わしました。

中国側の代表の表情は堅く

そして、何か微妙な表情でした。

笑顔で握手を求める日本の首相に対して中国はどうしますか？

憎しみにたいして憎しみではなく

笑顔で接すること。

これは大事なことでもあり、本当の強さでもあります。

日本は世界のためにも動いています。

その日本のイメージ、真実を汚す行動は控えましょう。

それが愛国心を超えた愛世界心をも生み出します。

愛や優しさ、寛大な心こそ、本当の強さだと思います。

・留学への道 3

2005-04-27 08:27:08

テーマ：ブログ

絶対留学する！と決めたら

お金を払いましょう！

パスポートは旅券課で手に入れます

2週間かかります 

そしたら留学に必要なものを買いましょう！
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まず

スーツケース

これは旅券課近くにたいてい売っています

力持ちの方なら

一番大きいサイズをオススメします 

留学予定のガイドブック

地球の歩き方や

トラベルストーリーです

これは

必読です！

何度も私は使いました

お守りですね 

そしたら

留学まで勉強しましょう

当日は 2 時間前には空港に行きましょう

なんだかんだで時間かかります

なぜなら荷物検査などいろいろあるからです！ 

・留学方法 5

2005-05-02 22:07:25

テーマ：ブログ

留学には様々な危険があるのです 

スペインでは

マフラー巻くなだそうです

巻くと後ろから

首締め～＆気絶＆財布すられるそうです 
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・自殺願望のある方達へ　想いを込めて（ある掲示板にて）

2005-05-03 17:52:48

テーマ：ブログ

貴方の周りには

嫌な人ばかりなのかなって感じる時もあります。

でも

それが全てじゃないとも思います。 

人間の汚い部分ばかりに

貴方は目を向けていないかな 

人間は裏切ることも出来る。

嘘もつける、傷つけることも出来る。

でも信じることも出来る。

嘘を付かないようにすることも出来る。

傷つけないように気遣うことも出来る。

助け合うことも出来る。

分かち合うことも出来る。

笑い合うことも出来る。

愛し合うことも出来る。 

君を見捨てる人もいるに違いない。

君なんかいらないなんて言える人もいるかもしれない。

でもそれが世界中の皆全てじゃない。

貴方に生きて欲しいって思います。 

奇麗事並べるなって思うかもしれない。

でもそう思った貴方は

誰よりも綺麗なものを求めていたりするんじゃないかな 

世界は私がいなくても回ると思います。

私がいなくても

また明日がやって来て

明日の生活が始まる。

42



でも私が世界に付け加えることは出来る。 

大丈夫。

自分の可能性を信じて。

貴方は貴方らしい道を歩くことがきっと出来る。 

自分自身の可能性を信じて欲しいんだ。

俯いて鬱向いて行くじゃなくて

前を向いて前に進んで欲しいんだ。 

私は信じているんだ。

貴方が生きる先には輝かしい未来があるって。

輝かしい未来を創ることが出来るって信じているんだ。

意味無いなんてものは無い。

認める人がいない。

誰も必要としない。

そう思う人もいると思う。

でも私は貴方を認めるし、貴方を必要としています。

それは私だけじゃない。

時には死にたくなっても良い。

また生きようって思うステップになるのなら…。 

選択肢はいつでも一つではないこと。

一人じゃないこと。

貴方を想う人がいること。

貴方は今まで頑張ってきたこと。

忘れないで下さい。 
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・鬱の基本

2005-05-10 21:37:58

テーマ：ブログ

症状は

自殺願望が 2週間以上続いている

最近楽しいと感じることが少なくなった 

禁止事項

無理に頑張らせようとけしかけること

むやみに励ますこと

存在を否定することです 

・自分のこと分かってくれないと感じる人へ

2005-05-13 00:23:59

テーマ：ブログ

隠していたら

気づかれないんだよ。

表現しなかったら、

伝えなかったら

伝わらないんだよ。

変えようとしなかったら

変わらないんだよ。 
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・世界が 100 人の村だったら

2005-05-14 22:03:12

テーマ：ブログ

1 人は大学に行くことが出来て

3 人はパソコンを持っています

そして 17 人は字を書けません

フィリピンでは

ゴミの山の中にある

リサイクル出来る

ゴミを探して生きる人が 8000 人います 

・たまには

2005-05-17 03:50:13

テーマ：ブログ

自問自答する

本当に私は

プラスになる存在なのか

みんなのために知識を身につけ

みんなのために相談をし

でも

結局

どれだけの影響なのだろうか 

たまには弱音を言いたくなる

でも頑張る

やっぱり頑張る
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自分のために生きるのを越えて

みんなのために生きるんだ

これが全体の奉仕者

本当の意味でのボランティアかもしれない 

ああ

分かってる

分かってるよ

私は強くなる

そうじゃなきゃ

救えないもんな

うん

そうだよ

普通以上を目指すんだから

普通以上の苦痛や寂しさには耐えなきゃな 

そして私はまた

頑張ろう

また頑張ろうを繰り返そう

たとえ

報われなくても

まだ

まだ

私は頑張るんだ 
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・少女ゴコロ親シラズ

2005-05-28 19:33:32

テーマ：ブログ

この本は少女向け雑誌の投稿手紙の内容集です

沢山 10 代の娘の書き込みがあります 

中には 16才で三回中絶

12才の娘がネットで 17才の男と出会い

実際に会って

公園で無理矢理セックスされましたとかもあります 

男の力は強いです

危険は回避しましょうね！ 

ＣＯＣＣＯの新しい活動は

ＳＩＮＧＥＲ　ＳＯＮＧＥＲという名前で曲を出しています！ 

ＣＯＣＣＯといえば

私にとってはＲａｉｎｉｎｇ

教室で誰かが笑ってた 

・寿命 と 学生と 学校と…

2005-05-29 01:07:24

テーマ：ブログ

私はどれくらい生きれるだろうか

たまに

体に良くない

インスタントラーメンを食べるが

野菜ジュース等で栄養は補給している 
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・超魔界村移入 休憩

2005-05-29 20:19:00

テーマ：ブログ

今

超魔界村というゲームをやっています 

超魔界村

何回目だろう

今二週目です

どうやら

私は今日クリア出来る気はしないな 

・言い忘れ 魔界村について

2005-05-29 21:29:58

テーマ：ブログ

実は

噂ですが

魔界村

初回版は

二週目クリアして

姫を助けた後

また

一面から始まるという

無限ループなゲームという

いわく付きの

ゲームらしいです 

そして

その後
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魔界村に出てくる

レッドアリーマーという

アクションゲームでありながら

毎回攻撃パターンの違う

ある意味生きた悪魔

彼が主人公に昇格したゲームもあります 

・全国高校生人間大好き表現コンテスト

2005-05-31 18:50:09

テーマ：ブログ

やっぱり私は人間が好きです。

人間の笑顔が好きです。

顔と顔を見て

同じ場所で同じ時間を

自分自身として関わる。

これが人間関係な気もします。

ネットだから違う自分を生み出している人も少なくないようです。 

・学校 と かったるさ と ツケ

2005-06-02 19:45:40

テーマ：ブログ

未来は今の積み重ね 

学校で学べるのは

勉強だけじゃ無いんだよ 

一度逃げ出したら

戻りにくい
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逃げ出したら

何かを無くしたり

得たり

逃げ出さなかったら

確実に何かを得られます 

・世界　は　果てしなく　美しい　幸せ感じていますか？　ポラロイド編

2005-06-05 07:34:28

テーマ：ブログ

今日朝起きたら水族館についての特集がテレビで流れていた。

水族館の水は

海沖まで行った綺麗な海水を

船とトラックで運んで

しかも水族館内で濾過しながら使われているらしいです。

多いところでは平日毎日海水を代えているらしいです。

・それでも…

2005-06-07 01:37:31

テーマ：ブログ

私は

半端者だ

教師にもなっていない

精神科医では無いから

薬も投与出来ない

知識も

まだまだ

財力も無い
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権力も強くない

でも

それでも

私は

皆を救おうとするんだ

皆が幸福に生きるために 

・援助交際募集です！

2005-06-07 01:48:54

テーマ：ブログ

それ聞いて

女とセックスする男に言う

君は

その娘の人生を滅ぼす

そして己の心も滅ぼす 

援助交際を引き受けた大人は

生涯

元援交者だ 
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・死にたい人へ

2005-06-07 01:59:13

テーマ：ブログ

ぜひ

話し掛けてください

ぜひ

メール下さい

何通でも

何回でも

自己犠牲は

やめて下さい

生きる実感は

今

貴方が用いている手段以外に

いくらでもあります 

友達になりますよ 

どんな人でも

なります 

どんな人でも

幸福を願います

見守ります 

貴方が痛みから解放されますように

罪から解放されますように
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その代わり

幸福ばっかり

包みますように

どんな君でも

やっぱり

死んでほしくはないんだ 

・ネット上での　犯罪　予告　について

2005-06-07 21:57:55

テーマ：ブログ

実は殺人予告をされてしまいました 

転載↓

今から私は

貴様の住所を割り出し殺害する方法を練るために

人生をかける

これは犯罪になると思いますか 

実はなっちゃいます 

今回

私の場合は

ハイテク犯罪というグループに入ります。

過去に

中学生が嫌がらせのために殺人予告したために

逮捕された例があります。

罪名は

脅迫罪です。
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私が受けたのは、

この脅迫罪

通報しないことにより

彼は実際に私を殺すということも可能性としてはあります。

彼の言い分では

彼は人が壊れることに喜びを感じるようなので。

だから心を入れ替えて

良い人間になって行こうよ！って言ったんだけどな。

もし、これを見ている方で

誰かを殺したいと思っている方。

実際にやるのは控えてください。

私は人を殺したいと思ったことが無いので

殺したいという気持ちになるのがわかりません。

ただ、言えることは

自己の人生のためのコントロール力が足りないということです。

反省して心を鍛えてください。

事件が実際行われた場合。

犯人は特定出来るのか

答えは出来ます。

通信ログというものがあり、

犯人は特定されます。

恐喝、脅迫、嫌がらせ等するのは止めましょう。

私からの犯罪希望者に対してのメッセージでした。

私は皆の幸せを願います。
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・ガンジー インド独立の父

2005-06-14 21:15:07

テーマ：ブログ

ガンジー

インド独立の父と言われる偉大な人です

ガンジーは

中学英語教科書

ニュークラウンにも載っています

勉強ということで

映画ＤＶＤを借りてみました

三時間に及ぶ大作で

アカデミー賞を 9 部門獲得

20万人のエキストラを使ったそうです 

彼は

イギリスの植民地政策により

様々な偏見

人権侵害にあっているインドを救うために

非暴力で立ち向かった人です 

途中イギリス軍が

インド市民を射殺する場面を見て

戦争はしてはいけないと改めて思いました

母親が目の前で射殺されて

泣く子供

これが戦争です 
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・ガンジー と 戦争 と テロ 平和のために非暴力

2005-06-17 08:53:30

テーマ：ブログ

インドの独立の父と言われている

マハトマガンジー

非暴力を訴えつづけ

それでも暴力を用いる母国に

断食（自殺行為）を

ガンジーが行うことによって

暴力行為を止めさせようとします。

暴力が止めば彼は

食事を再開します。

再び生を選びます。

非暴力が死んでいけば

ガンジーも死んでいき

非暴力が推進されていけば

彼は生きていく。

ガンジー＝非暴力であると私は感じました。

彼の生涯が

描かれた

映画ガンジーには

様々なメッセージがあります
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演説会の中で

ある民衆は

「もし私の家族がイギリス人に殺されたら

私はイギリス人を殺す。

罪など恐れない。

死んでも構わない。」

「今のうちにイギリス人を殺すのだ」

…これはテロリストと同じですね

それに対してガンジーは

「イギリスが我々の人権を認めない＝殺して良いわけではない」

「闘うのだ。

暴力を用いずに。

殴られなさい。

そうすれば彼等は罪悪感を持ちます。

非暴力で立ち向かうのです。」

ある民衆は

イスラム教徒に息子が殺されたから

イスラム教徒の子供を殺しました。

ガンジーは彼に

こう言いました。

「親を殺されたイスラム教徒の子供を

イスラム教徒として育てなさい。 

シーンの中に

イギリス軍が市民を射殺する場面があります

イラク戦争の一つの場面でもあります。 

大人を射殺。

親を無くした子供がどうなるでしょうか。 
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これが戦争です。

射殺命令を降した軍人は

国が命じたから射殺した

手当は

国が命じればしたと言いました。

これが軍人です。 

誰しも

人を殺したくない心

殺してしまったら

自分を咎める心があります

事実殺害したことで

ＰＴＳＤ

心的障害を持つ軍人は沢山います 

射殺命令が出ても

わざと

外す軍人も事実います

でも

それでは

軍人として失格です

だから

人を殺せるように

教育するのが

軍人教育なんです 

戦争以外で他国を変えられる力を持つ必要があります 
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経済的な意味としてＥＵが作られているとされていますが

背景的には

軍事的結束もあると考えられます

それはもしものためです 

私達の知らない所で

国と国で様々な駆け引きがあります 

でも

私達は無関係でも

無影響ではありません

徐々に世界は変化しています 

私達は

その世界の中で

平和のために

行動できます

たった

一人

それでも

大きな力になれます 

自分の力を大切に

可能性を大切に

今日も生きていきましょう 

59



・FGM　アフリカのイスラム諸国の女性器切除の儀式について

2005-06-22 05:14:00

テーマ：ブログ

驚きました。

アフリカのイスラム諸国では

FGMという儀式の名の元に

結婚の際

女性器の切除の儀式を行うらしいです。

スーダンでは８９％

ソマリアでは９８％の女性です。

切除により

破傷風になる恐れもあります。

儀式の理由は

女性の服従らしいです。

女性は子供を産むための道具らしいです。

恐ろしいですね。

風習というものには

その一つ一つに意味があって

その意味が実は

誰かに都合が良くて

誰かに都合が悪いことになっていたりします。

大抵は

権力者が得をするように

仕組みになっています。
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・人類の進化と歴史

2005-06-27 20:53:25

テーマ：ブログ

人類は哺乳類の中の霊長類に

分類される生物なんですが

出現したのは

６５００万年前と言われています。

つまり

６５００００００年前です。

猿人という名の通り

二足であるく

ゴツイ猿が人類の原型です。

彼等はある出来事で劇的に進化しました。

それは火を操る技術でした。

火は恐れる物とされていました。

始めのきっかけは落雷だと言われています。

落雷によって燃えた物に興味を抱いた猿人は

火は直接触れると危険だが

棒などを用いて

手に触れなければ熱くないということを学びました。

これによって

様々な食物を加熱して柔らかくして

食べるようになりました。

これによって人類の顎は退化していきました。

その代わり人間の脳は進化していったのです。
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聞いたことありますか？

人類の基礎は爬虫類の脳であることを。

本能の赴くまま行動する爬虫類の脳を基礎に

哺乳類の脳を持ち

そして人間だけが持つことが出来た

優れた脳を追加。

このように

人間は脳を追加して進化を遂げたのです。

火を手に入れた人間は

次に

ある技術を手にしました。

それは

言葉です。

言葉によって

意思伝達を行うことが出来るようになりました。

これによって

獲物を手にするための作戦等を考えて

計画どおり行うというようなことが出来るようになりました。

様々な人類が混在する中

人類は滅んでいきました。

しかし、

我々の祖先となる

クロマニョン人は言語の発達により

滅ぶことなく生きていきました。

そうした中で

とうとう

人間は

言葉を書く技術を生み出します。
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これにより

人間は

書くことで残す

伝えるという技術を手にすることが出来るようになりました。

その派生で

絵を書くという習慣が生まれ

音楽を楽しむという習慣も生まれていきました。

そして国を作り

身分を区別し

権力者を生み出し

犯罪者を裁く法を考え出し

宗教が生まれ

戦争を行い

科学技術を手に入れ

機械産業が進歩し

争い

そして

反省し

平等

平和を願い

戦争が起こり

ある子供は

ネットのオンラインゲームに夢中になり

ある子供は

ご飯も食べれずに

ゴミ山の中からお金になる物を見つけるために歩き
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ある子供は

学校に行って勉強したい。

ある子供はいじめを苦に不登校

ある大人は

綺麗事言うなと罵り

汚れることになれて

人を騙していく。

でも

ある大人は

綺麗な言葉を大事にして

混沌とした世界を

より美しいものにするために生きている。

ある人は

欲望の赴くままに生き

人を傷つける。

ある人は

傷ついた者に手を差し伸べ

支える。

知識があるからこそ

感情が豊かだからこそ

苦しむ。

でも知識があるからこそ

感情が豊かだからこそ

幸せを感じることが出来る。

地球は青い

私達が想像している以上に地球は美しく

壮大。
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「この腐敗した世界に堕とされた。」

「この世界で

どう生きれば良い？」

こんな想いを将来の子供達に思わせたくない。

６５００００００年前に人類が生まれ

それでも

誰一人

同じ人間はいない。

同じではありません。

だから

自分の力を決め付けないで欲しい。

貴方だから出来る素敵なこと。

それはきっとある。

あるんだ。

・今年は殺さない！！

2005-06-28 20:25:38 

テーマ：ブログ

私今年

絶対に虫を殺さない！と誓いました 

今年は

蚊を殺さないぞ～と誓いました 

今日も一生懸命蚊を窓から逃がしました 
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・黒を愛する人へ　体の構造　色　信じること　信じないこと

2005-07-12 23:37:52

テーマ：ブログ

人間は

悪いものを体内から吐き出すように出来ている。

吐き出さないと悪い物が入ったままである。

悪口を言う人も

体内に何かしら良くない物が溜まっているから

悪口として排出する。

腹黒いとも言われる。

しかし、

悪口を言わない者がいる。

つまり体内に悪い物が少ないからである。

黒は汚れが目立たないが

白は汚れが目立つ。

だからこそ

白は自分自身の汚れに気づく事が出来る。

・安達祐美 いじめと引きこもり

2005-07-15 19:46:07

テーマ：ブログ

安達祐美は

年間 8000万を稼ぐ

有名子役でした

代表作は

家なき子でした
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しかし

稼いだお金は

母親が

使い放題

安達祐美の

こづかいは

普通の子と同じでした 

・世界への呟き

2005-07-17 03:06:27

テーマ：ブログ

なぜ

この世界は

戦争の自由を

野放しにしているのだろうか

世界中が

戦争放棄すれば

戦争はなくなる 

・大切なこと 矛盾を真実へ

2005-07-17 04:50:04

テーマ：ブログ

良いことを言う人を

人は信じることを躊躇い

粗を探す

それに比べ

悪いことを言う人を

人は正直者と感じ

信じることを躊躇わない 
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大切なのは

真実を見る目を養うことである 

・水谷修の特集

2005-07-18 06:45:12

テーマ：ブログ

また今年

何人自殺してしまうんだろう

自殺を無くしたい

ドラッグを無くしたい

虐待をなくしたい

いじめをなくしたい

もっと頑張りたい 

・今は明日のために

2005-07-18 08:09:25

テーマ：ブログ

今は

明日のために

今は

明日のために

明日また

今は

明日のために

そうして

どんどん

明日を良くしていこう 
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・女子バレーワールドカップ

2005-07-18 20:54:05

テーマ：ブログ

女子バレーの選手の真面目な表情

時より見せる笑顔

素敵でした

今思うことは

ありがとう

お疲れ様 

・世界貧困

2005-07-21 06:55:43

テーマ：ブログ

三秒に一人

貧困で子供が死んでいます

食べ物が無い

水が汚い等の理由によるものです

毎日 3万人の子供が飢え死にしています

一年間のボランティア費用と戦費三週間と同じ金額

妊娠出産時に死亡する母親 50万人

小学校に通えない子供 1億人以上

小学校終了できない子供 5 人に 1 人

読み書き出来ない子供 5 人に一人

1 日 1 ドル以下の生活者は 12億人

綺麗な水を飲めないのは 10億人以上
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これまでエイズで死んだ人は 2000万人

世界のエイズ患者 400万人

そのうち 97％が発展途上国

そのうち薬を必要な人 600万人

そのうち 70万人しか薬が届いていません

毎年エイズで 350万人死んでいます

先進国のエイズ患者は

150万人です 

・足立区花火大会と試験結果

2005-07-28 21:16:49

テーマ：ブログ

今日は足立区花火大会の日でした

時が過ぎ去るていうより

人が過ぎ去っていくんですね 

足立花火は

土手で見ることが出来るんです

これはポイント高いですよね 

実は今日

教員採用試験の結果が来ました

結果は

不合格でした 

でもやることは変わりません

この後も自己向上

教育準備確立です 
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倍率は違いますが

水谷先生は 26才で教員になり

ヤンキー母校の先生は

もっと後に教員になりました

別に焦らず

堕落せず踏み締め進んでいきます 

・援助交際 と 風俗

2005-08-03 01:26:23

テーマ：ブログ

メンタル系サイトをネットサーフィン

その中に援助交際について

書かれているページがあった

その娘は

リストカットもして

オーバードーズもする娘だ

援助交際の相手は

医者だった

会って即

ラブホテルへ

これは交通費ということで二万円

渡されたらしい

そしてその娘は

体を売った

二万円で 

仮面は完璧

泣かなかったと書かれていた 
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援助交際は

別名売春

犯罪です 

私はお金でセックスはしません

断ります

セックスが嫌いなわけではないです

出来ないわけでもないです

お金で愛は動きません

お金は必要ですが

性欲をコントロールする力は持っています 

たとえ

どんなに可愛い娘でも

好きな娘でも

金で愛することは出来ない

私はそうです

私は風俗未経験です 

なぜなら

風俗嬢は

性的虐待を受けたり

悪い男に騙された

傷を持つ女性の比率が高いからです

その女性を性欲で私は抱き締めたくない

そう

私は思います 
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・縄張り争い 戦争と満足

2005-08-03 21:41:51

テーマ：ブログ

動物は

生きていく上で

縄張りを持つ

例えば

ライオン等である

縄張りを得ようと外部から入って来たものとは

争いがおこり

勝ったものが

その縄張りを得る

まるで戦争みたいですね

なぜ

ライオンは縄張りを得ようとするのでしょうか？

それは不満です

現状に不満を持ち

もっと優れた環境を得るために

縄張りを得ようとするのです

国も

ある意味同じです

私達は人間です

動物に負けないようにしなきゃダメですね

人間は乗り越えられると思います 
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・河口湖と遊覧船

2005-08-07 23:07:08

テーマ：ブログ

Ｊ－ＰＯＰの合間に

ベートーベンの運命をラジカセで流しました

ベートーベンは耳が聞こえなくなったのに

運命という曲を作れたんですよね

まさに天才ですね 

・最近

2005-08-18 00:14:41

テーマ：ブログ

最近は

引きこもり並に

ネットをまわっています

どこへかは書きません

見ない方が良い世界もあるので。。 

体重増加です

パソコンが自宅に設置されてからですね

夏の間に

エキササイズ始めようと思います 
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・ブログ 家庭の医学

2005-08-20 01:48:47

テーマ：ブログ

ビールを冷凍庫に入れると爆発する 

雷はきまぐれに落ちる

金属は関係ない

木の近くは危険 

蚊は汗を関知して挿してくる

蚊は植木の水場等から発生する 

・映画 アイロボット 批評

2005-08-22 00:14:58

テーマ：ブログ

感動しました

これは

凄い映画です

必ず一度見るべき映画です 

ストーリーの舞台は未来のシカゴです

ロボットが普及した時代

事件は

ロボットの生みの親の死から始まった

見てください

感動します 

私のサイトには

人類消滅を願う人が来るのですが…

彼にも見てほしい作品ですね
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これを見る前に

ターミネーター 2 を見ると

より見解が広がるかもしれません 

そして

アイロボットを見た後

Ａ．Ｉを見ると

また

なにか感じるかもしれません 

私は

人類の希望と自由を信じます 

・犯罪防止指導プリント作成

2005-09-03 00:27:28

テーマ：ブログ

これを最近作成しています。

内容は基本犯罪の事例と被害、防止、刑等です。 

昨日は

ある通訳者用リスニング教材を読破

それと記者写真集 10冊程読みました。 

世界が汚いと言う子供達がネットに沢山います

写真集を見ることをお勧めします 
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・中学生　消火器　通り魔事件について

2005-09-08 23:26:12

テーマ：ブログ

先日神奈川県で道を歩いていた中学生に

消火器を撒き散らす事件が起きました。

これにより６０名近くの生徒が

救急車により病院に搬送されたそうです。

犯人は被害者中学生と同じ中学生でした。

・今日は選挙の日

2005-09-11 00:52:09

テーマ：ブログ

社会勉強と思って各政党のホームページを見ましょう

そしてイマジネーションを広げて

自分の票を国のために与えましょう

私も選挙をしにいきます

一度政治を見て知ると

また見解が広がると思います 

・私の相手は

2005-09-14 23:18:20

テーマ：ブログ

個人ではない

人間の闇と弱さだ 
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・分析

2005-09-19 21:50:11

テーマ：ブログ

今貴方に必要なことは分析をすることです

一歩踏み出すことです

一歩踏み出せば

一歩先を見ることが出来る 

・良いことも悪いことも現実

2005-09-23 20:46:55

テーマ：ブログ

今起きてることも

今まで起きたことも

現実である 

・斉藤孝 友達いないと不安だ症候群につける薬

2005-10-02 20:02:44

テーマ：ブログ

友達は無理に作らなくて良い

友達は時期的なもの

これが要点でした 

言葉は疑われるが

表現された行為は疑いようがない 
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・年金の考え方 税金の考え方

2005-10-11 20:56:35

テーマ：ブログ

年金は 25 年以上払い続けることでもらえます

年金は 65才より早くもらうことも出来ます（金額は減ります） 

・気分変えて

2005-10-19 02:54:04

テーマ：ブログ

間違っていたら

間違っていると伝えます

間違ったまま

なんでもかんでも

ＯＫにはしたくはないです

だから

より自分を磨こうと思います 

・地獄とは… 天国とは…

2005-10-21 20:19:21

テーマ：ブログ

悪いことをすれば地獄に行き

良いことをすれば天国に行くとされている 

死ぬ前に

悪いことをすれば地獄を味わい

良いことをすれば天国を味わうことは知っている 
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・世界の中心は…

2005-10-27 20:45:12

テーマ：ブログ

世界の中心は

誰もが自分自身である 

・水谷修 特番

2005-11-07 07:37:14

テーマ：ブログ

食後にコーヒーを飲むと

太りにくい

コーヒーはカフェインが入っているために

鬱や不眠症の人は

控えると良いです 

・心の病と虐待 家庭教育

2005-11-09 06:57:24

テーマ：ブログ

先日

ブラックジャックによろしく

最新刊を読みました

とても興味深い内容でした 

私は皆の幸福のために

ホームページで活動を始めましたが

どんどん中身が

シリアスに

そして深刻になっていきそうです

一段落したら

もっと明るい内容を載せていきたいと思います
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問題の多くは

家庭が原因です

育児書等を読んで 

家庭教育を行って下さい 

今も

沢山の人が

苦しんでいます

分かりました

でも

知っています

世の中捨てたものじゃないことを

もっともっと

良い世の中にしていこう

僕等のために

子供達のために

未来のために 

・煙草　DEATH

2005-11-16 12:08:44 

テーマ：ブログ

煙草には 4000 の化学物質が入っています

子供に障害が生じることも… 
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・日本 パキスタン支援

2005-11-20 04:27:49

テーマ：ブログ

パキスタン地震支援

670億円

さらに一億ドル支援を発表 

・売春 援助交際

2005-11-24 19:27:50

テーマ：ブログ

売春 援助交際は

悪い大人がいなければ成り立たない

大人が悪くなければ良い 

・元を辿れば

2005-12-01 05:27:58

テーマ：ブログ

僕等

生物は全て

創造源から生まれた兄弟

憎しみ合うのは

愚かだよ 

・耳が聞こえなくても音に合わせて踊る乙女たち

2005-12-01 23:06:29

テーマ：ブログ

感動しました 
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・うじうじ 自分 改革

2005-12-11 14:20:11

テーマ：ブログ

うじうじしているのは

心の準備

うじうじを思う存分満喫したら

勇気で立ち向かってみよう

弱さを武器にするのは止めよう

料理が上手とか

優しいとか

力持ちとか

そういう良い部分を

自分に足していこう 

・防犯ブザーと一期一会

2005-12-12 18:19:03

テーマ：ブログ

事件はニュースで放送されたものだけではありません

防犯ブザー

女性と学生は誰しも所持すべき時代になったのでは無いでしょうか 

安ければ 1000円以下でブザーは買えます

買っておくことをお勧めします 
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・ハッピーニューイヤー 2006

2006-01-01 00:12:14

テーマ：ブログ

明けまして

おめでとうございます 

今年

貴方にとって

素晴らしい年で

ありますように。 

これからも

みんな

愛してるよ 

・高校教師倍率高い

2006-01-03 09:31:26

テーマ：ブログ

高校教師になる場合

倍率高いです 

・溜息ばかりだ～(￣□￣;)

2006-01-04 02:43:40

テーマ：ブログ

私は自分が

正しいのか

分からなくなりました 
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・まずは

2006-01-04 05:20:02

テーマ：ブログ

まずは

親に感謝して

大事にしよう 

・真実と事実

2006-01-04 14:10:36

テーマ：ブログ

私が変わるのです 

生きるよ

限界を越えてやる 

・Message from SkyMail

2006-01-04 14:33:02

テーマ：ブログ

靖国神社

私は参拝したことは無い

死者の冥福は祈った 

・下水道

2006-01-04 14:42:16

テーマ：ブログ

下水道

リサイクル
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・偽善と善と悪

2006-01-04 15:22:01 

テーマ：ブログ

協会

教会

境界

教戒

・私は

2006-01-09 20:04:01 

テーマ：ブログ

サスペンス作家には

絶対になれない

考えたくない

・なんで

2006-01-09 20:41:57 

テーマ：ブログ

盗聴器なんて

普通に売買されてるんだよ 

それで良いのかよ 

・私は

2006-01-09 21:26:29 

テーマ：ブログ

女性を殴ったことは無い
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・やっぱり

2006-01-10 20:29:01

テーマ：ブログ

私はケチだよ

公開してない知識沢山ある

改善公開していきます 

私は

また生き始めるよ 

・今日

2006-01-10 22:12:32

テーマ：ブログ

冬は苦手だ

辛そうな君達を見ると辛い 

・大きさが大事なのでは無い

2006-01-10 22:36:03

テーマ：ブログ

中身が重要なんだ
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・誰かを憎めば

2006-01-10 22:42:17

テーマ：ブログ

なにかに捕われれば

周りは見えなくなる

自分だけ良ければ良い

生き方するなら

せめて

詐欺

裏切り

強姦

殺人はするな 

・アスリートは

2006-01-10 22:50:37

テーマ：ブログ

怪我の連続

正義があるからこそ

自由が認められるんだ

正義の無い自由は

恐ろしい

道徳を大事にしようよ 

・嘘と真実と人間と表情

2006-01-11 23:57:44

テーマ：ブログ

見習うべきは

アメリカだけでは無い 
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・現在の教育は

2006-01-13 03:28:59 

テーマ：ブログ

どうして

学ぶのかを

生徒に教えていない 

他にも

教えるべきこと

沢山あるのに

教えていない 

上だけでなく

下も

横も

見ていくべきだと思う 

・私

2006-01-13 21:49:52

テーマ：ブログ

私は

脅迫もしないし

詐欺もしないし

強姦もしないし

殺人もしない

してない
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・世界の進化とMY MIND

2006-01-16 07:01:33

テーマ：ブログ

データ管理が必要な社会 

道徳が必要な社会 

私は意図的に生物を直接的に殺すことは無いだろう 

自己中心と世界中心

天秤に架けながら

悪より正義を 

・なんだか

2006-01-16 07:22:25

テーマ：ブログ

僕は今も馬鹿だ

博識になって生きたい

罪の基準は解らないけれど僕は前により良く進んでいく 

許すこと

負けないこと

正義

それが強さなんだと今思う 

別にナルシストなわけではないけど

セルフコントロールをしている

僕は奉仕者だ

自他のための奉仕者だ

自分が滝になる気は無い

滝が社会にあることを伝えて備えさせる 

基礎学力と呼ばれる知識も満たしてはいこうと思う 
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・秋葉原探検

2006-01-16 19:03:55

テーマ：ブログ

今日は大好きな TSUTAYAに寄りました 

店員は研修中バッチを付けた娘でした

人見知りな感じでいて

フレッシュな雰囲気も醸し出していました

何か応援したくなりました 

・ブログのコメント

2006-01-20 13:23:51

テーマ：ブログ

読んでます

ありがとうございます

嬉しいです

励みになっています

愛は空間で感じるものじゃないかな 

・駆け込み寺

2006-01-20 18:55:16

テーマ：ブログ

被害を

たった一件でも減らしていきたい

そう思います

強制

大嫌いな言葉です 
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・しゃべり場 1 月 20 日

2006-01-21 00:16:21

テーマ：ブログ

まだまだダメな社会だね

諦めるから

いつまでたっても

人間の心の水準上がらない 

心のドアの先には

良いものがあるって

僕には見えた 

・今日は雪です(゜▽゜*)

2006-01-21 07:12:31

テーマ：ブログ

雪です

雪です

感動 

東京では珍しいのです

このくらいなら

嬉しいです 

・道徳 改善

2006-01-22 11:15:46

テーマ：ブログ

道徳は必要だよ

悪い人間達の民主主義になったら止められない

だから改善なんだ 
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・教育内容 変化と改善

2006-01-22 12:56:56

テーマ：ブログ

敵を愛せか

悪魔より正義が好きだよ

でも

悪魔になる理由が悪魔にはある

だから改善なんだ 

・ケチモード

2006-01-22 13:20:38

テーマ：ブログ

良い結婚に愛は必要だということ

悪い結婚には金あればＯＫ 

・賢くない人は

2006-01-22 16:38:56

テーマ：ブログ

賢くない人は

賢い人の考えを理解出来ない 

・反抗すべき

2006-01-22 20:21:16

テーマ：ブログ

反抗すべきじゃない世界じゃ無い

だから反抗するんだよ
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・改革路線

2006-01-23 11:39:29

テーマ：ブログ

四方八方

・相手は人間

2006-01-23 12:33:33

テーマ：ブログ

ひたすら話しを聞いて欲しいなら

生きていない存在にすれば良い 

・品位

2006-01-23 15:48:08

テーマ：ブログ

パイオニアは叩かれる 

・宗教

2006-01-23 22:30:11

テーマ：ブログ

宗教は

改善していくべきだったと思う

・民営放送では

2006-01-23 22:45:09

テーマ：ブログ

民主党で

小泉首相の死を望む議員がいた

野蛮だと思った 
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・一日頑張ったけど

2006-01-25 09:55:21

テーマ：ブログ

死ねませんでした

・二十曲以上歌った後

2006-02-13 22:31:00

テーマ：ブログ

女性の不幸が心配になる 

心配だ 

私が死んでも変わらない

やはり生きていくよ

可能な限り 

・久々のブログコメントです。

2006-02-13 22:48:18

テーマ：ブログ

いつも以上に正直に

自分らしく生きたいです。

だから書きます。 

精神病院へ行っていました。

御蔭で精神病になった

人の気持ちが分かりました。 
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私はエッチなビデオは見て来ました。

すいません。 

エッチビデオは

完全な本番行為は

撮影しなくて良いと思います。 

ビデオも

今までので充分だと思います。 

今日は

この後

久々にカラオケに行き

"届いてくれるといいな。

君の分かんない所で…"の歌等を歌いたいと考えています。 

・ニュース

2006-02-14 07:15:32 

テーマ：ブログ

男性なら

安全な男性を

男は目指してほしいです

と思うのでした(^0^)/ 
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・復活への道 マリア

2006-02-14 10:25:36

テーマ：ブログ

hitomiのマリアという曲を数十回繰り返し聞く 

もう何回か曲を聞いて休んだら

再び強く生きていこう

みんなの力にも

なっていきたいと思う 

・今言いたいことは

2006-02-14 10:46:04

テーマ：ブログ

常識とは

善とは

悪とは

男とは

女とは 

哲学していきたい

哲学していこうと思う 

・町に出て

2006-02-14 18:30:58

テーマ：ブログ

やはり自分は警官みたいに町を守りたいけれど

逮捕して

このやろーとかは向いてないと気付きました

教員を変わらず目指しながら

自分の生き方で生きていこうと思います 
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・新しい携帯電話購入

2006-02-15 18:40:40

テーマ：ブログ

ではでは。

皆また会おう。

メールも返事返していきます。

絶対死ぬことと殺す事は避けて下さいね。

・17歳深谷市女子高生

2006-02-18 16:00:50

テーマ：ブログ

ベンチに座っていたら

50歳男により足刺されたそうです

ニュースを見て私はブチ切れました 

・自殺を図った原因と精神病院へ行くことになった理由の一部

2006-02-20 11:03:12

テーマ：ブログ

私は

この世界と人間を知るために

感動する物

嬉しい物

綺麗な物

エッチな物

残酷な物

恐い物

様々な物を研究対象と研究をします。

特にホラーは苦手で嫌なのですが
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もっとも人間の危険性に触れる分野でもあるので

私は挑戦しました。

私は自殺の方法を

自殺をしようとしている人を救うために

様々な知識を持っていた。

それが自殺の邪魔をした。

・怨み

2006-02-20 15:23:38 

テーマ：ブログ

怨みは大きいと仕返しが生まれる。 

・狭い国日本

2006-02-21 10:02:07 

テーマ：ブログ

昔に戻りたい人

勘違いです

今ほどの情報化が進んでいなかっただけで

40 年前は今より犯罪多いです 

子供は危険を感じたら叫んで走って逃げて下さい 
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・優しくなっていく自分

2006-02-21 15:47:11

テーマ：ブログ

それをひしひし感じてます

なんか変わったな自分 

ある学校事務の人からの話です

良い教員は三分の一の確率だそうです

困ったものですね 

・青少年保護条例違反

2006-02-21 18:51:57

テーマ：ブログ

電話ボックスに張られていた違法チラシを剥がしました 

とりまえず 10枚くらい池袋のスケベチラシ剥がしました

皆さんも剥がしましょう

私も見付次第また剥がしていきます 

・少し変更

2006-02-22 00:10:48

テーマ：ブログ

今より女性的な男

今より男性的な女性

こうすればバランスが取れて犯罪減ると思う 
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・今日の一日

2006-02-23 20:36:33

テーマ：ブログ

心癒内科へ行った後

200ページある医学書を読破

その後

大塚駅のスケベチラシを

青少年育成条例違反として剥がしました 

・その後

2006-02-23 20:52:20

テーマ：ブログ

女性が通る前で性器を露出し始めたオッサンを止めました

皆も私服警官になれます 

・真の正義

2006-02-24 23:15:27

テーマ：ブログ

誰も殺そうとしない

自分さえも 

・打倒人身売買

2006-02-25 16:28:59

テーマ：ブログ

可能だったら始めようと思います 
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・全体に向けた愛より

2006-02-25 16:36:16

テーマ：ブログ

一つに向けた愛の方が効果が強い

それが適切かもしれない

それで良いんだ 

・衛生さえあれば

2006-02-25 17:03:55

テーマ：ブログ

外側のセキュリティーは

ほぼ出来上がる

今は衛生写真まで 

・ロマンチックな話

2006-02-25 17:25:13

テーマ：ブログ

神様の愛は皆に降り注がれている 

・海外へ行く予定

2006-02-26 16:28:04

テーマ：ブログ

フィリピンではマニラ（ゴミ山）へ行って募金をしたい 
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・今日最大の失敗をした

2006-02-28 22:42:31

テーマ：ブログ

救おうとしていた大事な存在の一人を

死なせてしまう可能性を与えてしまった

連絡が来ない

心配だ 

・堀北真希かぁ

2006-02-28 23:26:25

テーマ：ブログ

僕は羽根が折れても飛び続けていくよ

ストレイテナーの曲を愛用する日

再び持とう 

・眼鏡スーパー

2006-03-02 21:57:25

テーマ：ブログ

古い眼鏡を最近かけないと

文字見えません

外出時も眼鏡です 

さて今日は相談している人のうちの一人と電話相談しました

もっともっと幸せに生きてほしいものです 
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・裏口入学

2006-03-02 22:25:21

テーマ：ブログ

自称裏口入学したクラスメイトがいた

ある私立高校の話 

・眼鏡購入

2006-03-06 00:33:42

テーマ：ブログ

最近のパソコン作業で

乱視の入った我が目には

新たな眼鏡が必要のようです

だから眼鏡スーパー行ってきました 

・違法スケベチラシ

2006-03-06 01:04:30

テーマ：ブログ

5枚捨てました

今回は少しやばかったです

風俗の勧誘男がいたからです 

・風邪引いたからこそ

2006-03-08 17:40:40

テーマ：ブログ

勉強をしています

やはり教育は興味深いです

皆さんもセルフコーチングしよう(^0^)/ 
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・ガチバカ見てます

2006-03-09 22:48:03

テーマ：ブログ

退学にするのは

生徒を見捨てるのと同レベル 

・出会い系サイトからメール来る度に思います

2006-03-09 23:47:17

テーマ：ブログ

私には無理です

だから無駄です

私には出来ない 

幸せに生きるコツに

正しさがあると思う

幸せを求めること

それを今より大事にすれば

きっと貴方は今より幸せになれる

選択を誤らないよう気をつけてね 

・答えも既に出ている

2006-03-10 02:11:26

テーマ：ブログ

自分を分析するだけでも時を忘れること可能だ 
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・真実

2006-03-10 02:15:59

テーマ：ブログ

人間の歪みが言語に現れている 

・私は

2006-03-10 03:40:59

テーマ：ブログ

下ばかり見ていた

上向いている人には下は見えない 

・上

2006-03-10 04:03:56

テーマ：ブログ

子供達は新しい人間だよ 

・相互理解が大事なのに

2006-03-10 04:07:21

テーマ：ブログ

本音の筈の言葉を子供に大人は話さない 

・私は自分と議論をした

2006-03-10 07:19:40

テーマ：ブログ

私が死んで哀しむ人間がいるなら

私が死んでも哀しまずに幸せになれ

それが願いだ 
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・諦めたら

2006-03-10 07:31:58

テーマ：ブログ

そこで… 

・やっぱり

2006-03-10 07:47:08

テーマ：ブログ

諦めないかも 

・8 と 0 は違う

2006-03-10 08:32:38

テーマ：ブログ

・やっぱり生きます

2006-03-10 09:17:28 

テーマ：ブログ

哀しむというメールが来て

だから生きます

今のままの状態より少し幸せを求めてみる予定です 
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・薬の効果の御蔭で

2006-03-10 21:15:33

テーマ：ブログ

私は

まだ諦めない

笑顔かどうかは自分で確かめる

その日を目指す 

・ちょっと辛い経験が

2006-03-11 09:59:28

テーマ：ブログ

未来への掛橋となる

良い経験となる

今日は晴れている 

・久しぶりに聴く

2006-03-12 09:05:19

テーマ：ブログ

LUNASEAを聴いてみる

想像以上に自分に染み渡り癒されるのには驚いた

僕は

また頑張り始められる 
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・停滞が邪魔をする

2006-03-12 09:36:03

テーマ：ブログ

僕が僕であるために

進み続ける

心の白線の上を 

・振り向きはするけど

2006-03-12 09:53:27

テーマ：ブログ

これまでじゃない

いつまでも

これからでいく 

・たまには

2006-03-12 10:21:16

テーマ：ブログ

成功して来た思い出にも目を向けよう

貴方は何日今まで乗り越えてきましたか？

自分の頑張りを認めてみよう

素敵な夢を忘れない

自分を棄てたりしない

乗り越えられる試練なのに

チャレンジしなければ乗り越えられないのと同じだ

これからも生きていく
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貴方も

そうであってほしい 

・一時期は

2006-03-12 11:29:33

テーマ：ブログ

鳥のから揚げを食べれないレベルになりましたが

ルナシーを聴き

色んな曲を聞いてくうちに

生きる気力を取り戻しました 

心の圧力や抱え込みも

軽く慣れてきました

冷たくならずに 

・飲み会と新しい眼鏡

2006-03-12 23:33:52

テーマ：ブログ

新しい眼鏡を取りに行きました

これで

ほとんど眼鏡で過ごすことになります 

・風邪 海外旅行

2006-03-15 01:26:08

テーマ：ブログ

現在海外旅行の準備でガイドブック黙読に更けています 

海外旅行する人は

ガイドブックは必ず買って

行く前に読んで

その後所持して旅行に行った方が良いと思います
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今回は私は 8 日間を予定してます(゜-゜) 

・自殺を否定する理由の一つ

2006-03-18 02:55:48

テーマ：ブログ

自殺は不幸だから行う

だから死ぬのではなく

幸せに生きれるようにならなくてはならない 

・最近

2006-03-19 00:22:39

テーマ：ブログ

最近は教壇で役立つ知識を中心に勉強しています

相談は掲示板が現在減少していて

メールが主になってきています 

・生きていくこと

2006-03-19 23:29:54

テーマ：ブログ

生きていくことだけ考えていくこと

死ぬ間際になっても生きたくなる

上手く生きれそうになくても

どうにか生きたい気持ちが勝つ 
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・16歳援助交際についての本

2006-03-25 01:28:54

テーマ：ブログ

援助交際の本を今日読み終えました

16歳の娘が、

ひたすら小父さんと性行為し、

お金を貰っていく

家族は意思疎通無く機能不完全

自分とは掛け離れた人の人生

援助交際とはどういうものか知りたくて読みました

著者は援助交際で様々なことが狂ったと書いています

傷は中々癒えない

そして大事な人には

隠し通したくないという心理等も書かれていました 

・電話相談で気付いたこと

2006-03-28 23:19:25

テーマ：ブログ

方言で分からない(-.-;) 
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・何事も経験

2006-03-29 01:44:21

テーマ：ブログ

サイレントヒルの住人さんから要請が来ましたので

blog出来るだけ毎日書こうと思います

昨日はリスカをしている娘と電話で話しました

やはり止めさせるのは難しいと感じました

私に出来ること

それは

ひたすら相手を想いメールの返事をしていくことです

これからもしていきます 

何事も経験

経験は未来に活かすことが出来る

前向きな気持ちを内側から満たしていこう！ 

・学級通信

2006-03-29 23:51:03

テーマ：ブログ

今日は学級通信として配るための文章を作成しました

子供達の問題は学校だけでなく

家庭にもある場合があるので

学級通信で保護者にはメッセージを送りたいと思います 
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・ロード・オブ・ザ・リング

2006-03-31 22:52:30

テーマ：ブログ

今日見ました

誰もが愛するもののために戦うという台詞は

名言だと思いました

私は将来愛するもののために働きたいです 

・クレヨンしんちゃん映画

2006-04-02 00:23:45

テーマ：ブログ

見ました

テレビ 15周年らしいです

下品な表現はありますが

家族愛とか正義とかをテーマにしていて内容良かったです

途中泣いてしまいました(ノ_・。)

良い映画でした

映画のタイトルは

3 分間ポッキリ大進撃です
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・多重人格 統合 人格消失

2006-04-11 04:56:28

テーマ：ブログ

久々に blog書きます

皆さんは元気でしたか？

私は凹んだりしながらも

今日は元気に過ごせたところです

書こうかどうか迷いましたが書きます

先日ある多重人格の女性の副人格が消失してしまいました

とても良い娘だったので正直とても悲しかったです

彼女は

いつ自分が消されるかもしれないということに恐れていました

それとは違う別の人格の方は

副人格が犠牲になったことを悲しんでいます

…私は三つの人格と関わりました

その結果人格を一つ一つ消して

一つにする方法は残酷であると感じるようになりました

でも多重で有る限り

多重である苦しみに捕われる

私の願いは皆の幸せです

だから残った人格の人は

消えた人格の分

幸せに生きてほしいです

それが今の想いです

あの娘も心の中では

きっとそれを願ってる
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だから捕われながらも

背負いながらでも幸せに生きてほしい

そう思います

・いま、会いにゆきます

2006-04-16 23:02:40

テーマ：ブログ

純愛映画見ました

とても良かったです

何か自分と重なる部分もあったからだろうか

後半ボロボロに泣きました

…最近涙脆くなりました(-.-;)

・今日から 8 日間

2006-04-17 00:08:13

テーマ：ブログ

ニューヨークへ行ってきます(^O^)

始めていく場所なので

不安と緊張がありますがチャレンジです(^0^)/

行ってきます(^^)v
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・2006/04/26

2006-04-26 16:46:55

テーマ：ブログ

今日ニューヨークから帰ってきました(^O^)

初アメリカでした(^^)v

感想は…縛られるです(-.-;)

私は以前

カナダのバンクーバーに留学したことがあります

その都市と比べると様々なことで縛られました(-.-;)

一方通行のバス

地下鉄

…かなり道に迷いました(-.-;)

毎日歩いてクタクタになってホテルに帰っていました

因みに地下鉄は一律 2 ドルで

どこまでも行けるようになっています

私が泊まったホテルはWEST END STUDIOS という

一泊 12000円食事無しのホテルでした

宿代を安く済ませたい人にはお勧めです

色々ありましたが色々廻ってきました(^O^)

ワシントンにも

ついでに行きました

写真は自由の女神です(^O^) 
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・ゆとり教育について

2006-04-28 19:17:26

テーマ：ブログ

現在受験戦争に拍車をかけないためにも

学校教育は、ゆとり教育を進めています

しかしメディアでは

そんな公立学校より

私立へ進学する生徒が多いことを取り上げています

私は公立学校の教師を目指しているので

声を大にしては言えないのですが、

ゆとり教育には反対です。

詳細に心情を表すと、ゆとり教育の方針は逆効果だと考えています。

私は 23 年間生きてきましたが、

やはり備えあれば憂い無しという言葉があるように

勉強はしておいた方が良いと考えています。

知識を得ていく度に

視野が広がることも体感しているからです。

会社も人物を判断する時

学歴を材料の一つにすることは間違いないと思います。

保護者の方も受験で

成功することを必要としています。

私は教育の専門家の先輩方が話し合って出した答えが

誰よりも正しい答えであることを願っています。

しかし教育は社会の需要に応えるものでなければならないと

私は考えているのです。

私は百マス計算のように経験を詰め込むことも

大事だと考えています。
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学校教育でも受験戦争を視野に入れた

詰め込み教育をすべきだと思います。

そうすることにより公立学校に物足りなさを感じる大人も減ると思います。

塾では真剣に勉強。

学校では遊び。

このようなこともなくなると思います。

学校教育でも充分な勉強の量を与えれば

塾への過熱も冷めると思います。

これが私のゆとり教育反対の理由です。

子供達の負担についての懸念はありますが、

それは学級通信で保護者に

子供達と話をする機会を作るように伝えれば良いと考えています。

以上、ゆとり教育についてのコラムでした。

いつもコメント書いてくださる皆様ありがとうございます。

必ず目を通しています。

次回は要望もあったので

先日行ってきたニューヨーク旅行について書きたいと思います。

・最近伝えたいと思っている事

2006-05-27 00:10:49

テーマ：ブログ

出来る

出来ない

ではなく

やるか

やらないか
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どうにもならないことで悩んでも仕方がない

例えば

過去

過去は今更変えられない

でも現在未来は変えられる

これから

どのように生きていくかが大事です

・心変わり

2006-05-27 14:26:36

テーマ：ブログ

継続的に相談にのっていた女性が

自殺をしようとすることを止めてくれません

メール

電話もしましたが

八方塞がりです

今は反応がありません

今期待していることは

死ねないということです

出来れば打開策として他人格に交代することです

私はこれ以上どうすればいいのか分かりません

再び生きる方へ向かうことを願っています
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・公立中学校教員採用試験

2006-06-10 05:13:16

テーマ：ブログ

試験は年に一度しか行われません

地域一斉に行われます

例えば

埼玉県

東京都

神奈川の試験日は同じ日です

一次試験と二次試験があります

内容は

一般教養

教職教養

専門教科

集団面接

論文

個人面接

模擬授業

実技試験

心理テスト

これらが基本となります

私も今年の夏

試験を受けます

不合格の場合は

就職活動を行い

就職した後も試験は引き続き受けます

合格した場合は

最近スピードが滞り気味のホームページをさらに進化させる予定です
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・青少年保護条例 ビラ剥がし

2006-06-24 01:08:06

テーマ：ブログ

今日は繁華街を回る機会があったので

スケベなビラを剥がしてきました

エッチなビラは風俗関係者や暴力団が貼っているものです

これらは青少年に有害なため違法です

見かけた方は

どんどん剥がしましょう 

・書類整理

2006-06-25 23:48:08

テーマ：ブログ

最近教員採用試験に向けて勉強しています

昨日から勉強が上手く進まないので

今日は書類の整理をしました

あの頃から勉強に目覚めて

独学を始めるようになりました

特に

カウンセリング

心理学

ホリスティック教育の勉強には嵌まりました

今は採用試験の勉強がありますが

合格したら仕事が始まるまで

勉強したいことを勉強して

ホームページ全体を変えたいと思います

試験に落ちた場合は就職活動をします

しかし教員試験は毎年受ける予定です
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・水谷修 あした笑顔になあれ

2006-06-27 05:23:07

テーマ：ブログ

夜の繁華街のパトロールを行っていることで

夜回り先生と呼ばれている

水谷修さんが書いた最新の本です

私はこれで水谷修さんが書いた本を 8冊読んだことになりました

水谷修さんはリストカットに関する

メール相談を行っているので私は参考にしています

今回の本は保護者に向けた本でした

彼の講演会で話していたことの一部が書かれていました

因みに私は講演会に二度行きました

本を読んだ感想ですが、

初めて水谷修さんの本に出会った人向けな気がします

なぜなら以前の本に書かれた内容が複数見当たるからです

専門的なことを知ることが出来る本というより

水谷修さんの教師生活が書かれている本と言えます

やはり私がオススメの本は

「夜回り先生と夜眠れない子どもたち」

「夜回り先生の卒業証書」

この二冊です

水谷修さんのように誰かを救っていきたいと思った人は

「さよならが、いえなくて」がオススメです

メール相談の様子が分かります

どんなメールを送っているのか

知りたい人は「こどもたちへ」がオススメです 
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・大人が嫌いな子どもたちへ

2006-06-27 20:54:06

テーマ：ブログ

君が知っている大人が全てではないよ

確かに汚いことをする大人もいます

でも

そうではない大人もいます

貴方は今どこにいますか？

どんな大人と触れ合っていますか？

いまの自分の生活を見つめてみて下さい

逃げ出したい

本当は逃げ出したい

そう思っている人は連絡下さい

・明日は教員採用試験

2006-07-07 20:36:12

テーマ：ブログ

明日は教員採用試験です

年に一度しかない試験です

明日は

専門教養と一般常識・教職教養です

頑張ってきます

以前と就職難が続いているようです

後々困らないためにも

学生の皆さんは今から就職に向けて研究して勉強しよう
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因みに

去年の教員採用試験倍率は 9倍でした

・教員採用試験一次一日目終了

2006-07-08 14:04:10

テーマ：ブログ

一日目が終わりました(-.-;)

専門教養

一般教養

教職教養

全て…見当外れでした

勉強した部分は問題として出題されませんでした

専門教養英語

リスニング

簡単でした

たぶんパーフェクトです

文法

特別難しくはありませんでした

しかし…

油断して

時間が足りなくなりました(-_-;)

具体的な指導を表現する問題では

イマイチな指導になってしまいました

一般教養

時事問題が想像以上に多いものでした

教員を目指す人が買うであろう

参考書には書かれていない問題だらけでした
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教職教養

似たような選択肢が多く

文を暗記しておく必要がありました

そして…

私は誰もが出来るであろう部分を一つ落としてしまいました

明日は面接です

一次試験

合格出来たら嬉しいです

・教員採用試験二日目

2006-07-09 17:43:09

テーマ：ブログ

今日は集団面接でした

時間は 40 分間

質問事項は

どうして

この地区を選んだのか

理想の教師像

地域との連携について

言うことを聞かない生徒への指導

教師となってから

これだけは続けていきたいことは何か

うちの子が虐められていると保護者から連絡が来たらどうするか

英語をどのように教えるか
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私は自己評価すると

89点です

緊張する中で冷静に

いくつか答えられたことは良いことでした

ただ…

教育委員の前で質問に答えるとなると

様々なシチュエーションが思いつき

違う答え方の方が良かったと思う部分もありました

面接は準備していたので言いたいことは言えました

良かったです

ただ…

帰りに学校の前で

煙草を吸っている教員志望を見掛けたこと

これは気にかかります

彼は教師になるべきではないと思いました

・最近の相談活動

2006-07-13 02:51:07

テーマ：ブログ

内容は守秘義務に違反するので書けませんが

相談結果は実を結ぶようになってきました

今日は電話相談一件

学校のスクールカウンセラー

保健の先生

もう少し

生徒の話を聞いてサポートしてあげてほしいです
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自立させること

焦る必要無いです

…心配です

後一週間で夏休みですね

・blog更新について

2006-07-18 03:36:07

テーマ：ブログ

私は自主的に相談者にメールを送り続けることはしていません

相談希望者がメールを私に送ることで返事を書いています

１００通メールが来れば１００通返事をするということです

気軽にメールして構いません

待っています

・ドメスティックバイオレンス

2006-07-19 03:23:07

テーマ：ブログ

被害を減らすために

いま研究しています

数ヵ月後

ページが完成し

ホームページ内に公開すると思います

結婚は長い間

この人と暮らしていけるか

考えて行うようにした方が良いです
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・強姦の手口

2006-07-20 02:50:08

テーマ：ブログ

これは相談活動から得た情報ではなく

調査結果得た情報です

強姦目的で各家庭を回る悪質な犯罪が起きています

手口の例

湯沸かし機

風呂場などの点検として自宅に進入し

催涙スプレーなどで目を眩ませて性行為を強要

自宅で一人でいる時は特に気をつけて下さい

見知らぬ人であれば

作業員でも点検を断った方が良いです

点検は自分から点検会社に連絡して

お願いするようにして下さい

小さい子供がいた場合

殺害されることもあります

襲われそうになったら

暴れること

大声で叫ぶことをして下さい
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・Bank Band　to U　生まれ来る子供たちのために

2006-07-21 20:57:54

テーマ：ブログ

とうとう発売されました。

桜井さんが関わる曲

小林さんが関わる曲の中でも

トップクラスの名曲であると思います。

ぜひ聞いてみてください。

歌詞というのは

その人の心から表現されるものです。

色んな事を経験してきた

桜井さんの深みを感じ取れる歌詞だと思います。

私のホームページの

自己紹介のページの中にある

好きな曲に追加しました。

人間は不完全な存在

だから

愛に迷い

愛に傷つき

愛を求めるのだと思います。

愛は大事なものです。
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・Tommy heavenly6　新曲　pray

2006-07-23 23:18:25

テーマ：ブログ

Tommy heavenly6

pray

発売されました。

私はブリリアントグリーンのファーストアルバムから聞いています。

いつもはアルバムだけ聞いているのですが

深夜番組のカウントダウンＴＶのランキングを見ていて

この曲が気になりました。

今日このＣＤを借りてきました。

この曲を私のホームページの「好きな曲」リストに追加します。

この曲の歌詞は自分の気持ちにシンクロしたからです。

・教員採用試験一次結果

2006-07-29 14:44:09

テーマ：ブログ

不合格でした

残念です

今後は就職活動をしながら勉強に励みます

暗記物の勉強を重視して頑張ります
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・早速

2006-07-30 02:54:07

テーマ：ブログ

昨日から今日にかけて

相談活動をしました

教員になるまでは

学習塾や家庭教師などをしていくと思います

・メッセージ活動

2006-08-06 23:30:08

テーマ：ブログ

今日は十人程メッセージを送りました

暴言を言っている人がいたので

私のサイトに来て

話をすることを勧めてみました

最近の相談サイトの書き込みは

滞り気味のようだと感じました

明日は非常勤講師です

しばらく雇われることになりました
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・ＷＣＴ教育ホームページ更新

2006-08-10 04:23:06

テーマ：ブログ

現在非常勤講師として

小中高生に

国語

算数

数学

地理

歴史

英語

これらを教えています

ホームページの活動は

勤務状況にもよりますが

夜が中心になると思います

ホームページ活動は

今後数十年以上続ける予定です

内容も改良していきます

何度も訪問してくださいね

・新リストカット治療方法

2006-08-13 04:23:30

テーマ：ブログ

リストカットについての相談が多いので

久々にリストカット治療方法を更新させました。

以前の記事は１月に作成したものです。

いま読んでみると修正すべき部分が沢山見つかりました。
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改善作業は２時間程行いましたが

以前のリストカット治療方法に比べて

随分良い内容になったと思います。

もし興味のある方は読んで見てください。

批判も大歓迎です。

批判が来ると

それを参考にして修正することが出来ます。

・無料相談掲示板について

2006-08-17 03:54:06

テーマ：ブログ

返事が五日分たまっているようです

夜に返事をしていきます

返事は必ずします

待たせてしまっている人いるかもしれないです

すいません

・命に関わる相談

2006-08-18 00:16:09

テーマ：ブログ

ネット外で命に関わる相談を今しています
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・ＷＣＴ教育チャット開設

2006-08-21 02:17:33

テーマ：ブログ

電話で話をしたい。

でも電話料金が気になる。

そういう方から連絡があったので

チャットルームを開設しました。

機能的には満足とは行きませんが

ベーシックな能力は持ち合わせているのではないでしょうか。

私と相談希望者の非公開チャットも行われる時もありますが

常時は参加自由のチャットルームにしてあります。

どうぞ気軽に御利用下さい。

・ドメスティック・バイオレンス解決方法　公開

2006-08-28 00:28:32

テーマ：ブログ

ドメスティック・バイオレンスに関する相談も多く来ます。

年配の方からの相談は少ないです。

結婚していない方が

ドメスティック・バイオレンスを知ることで

幸せな結婚を選択出来るのではないか。

そういう想いで公開することにしました。

真面目な内容となっていますが

一度は目を通して欲しい内容です。

男性の方は閲覧する中で

自分は悪い夫にならないよう考えてみて下さい。
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・掲示板案内と掲示板の背景

2006-09-01 19:24:27

テーマ：ブログ

掲示板案内と掲示板の背景をアップしました。

人によっては掲示板の見た目や雰囲気で愛用するかどうか決めます。

・大天使長/大魔王　ルシファー（サタン）

2006-09-04 04:44:06

テーマ：ブログ

相談の合間に

ルシファーという堕天使について調べました

ルシファーとは

「明けの明星」を意味し

「光を掲げる者」

「朝の子」などの称号を持っていた

金星を象徴し

「夜を明けてからも最後まで輝きを残す」とされていました

ルシファーは天使の中でもトップの地位にいた

大天使長という最高位の天使でした

しかし

人間を愛し

天使以上の存在にしようとした神に反逆し

悪魔になったと言われています

ルシファーの別名はサタン

全ての悪魔の上に君臨し

導いた貴公子とされています
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しかし別の説では

無知のままで人間を世界に放った神に反対し

蛇に化けて

人間に知恵を与えたとも言われています

ルシファーには兄弟がいて弟は

大天使ミカエルという説があります

後に大天使ミカエルとルシファーは対決し

その時にミカエルが勝ったと言われています

ルシファーは高慢という大罪を持つそうです

ルシファーが激怒した時

憤怒という大罪を持つ

サタンに変わると言われています

しかし神学研究者が解釈を重ねていく内に

悪魔化されたとも言われています

色々興味深かったです

・新手の出会い系詐欺　登録入会！？

2006-09-07 00:45:16

テーマ：ブログ

blogを見て下さいとのメールが来たので

blogにアクセスした所

記事を見るためには

アカウントを作らなければならない様子。。。

仕方なく登録してみたところ

出会い系サイトに登録されてしまいました

即刻、退会希望を申請しました
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出会い系サイトに関わるメール

添付ファイルだけのメールは強制削除に設定します

御了承下さい

普通のメール

普通の blogでお願いします

・夜回り先生　水谷修　Ｒ３０　内容と感想　自分の中での総集編

2006-09-18 02:28:48

テーマ：ブログ

水谷修先生の本に出会ったのは

笑顔と涙と哀しみを教えてくれた元彼女と別れ

皆を幸せにするために

ホームページを開設したばかりの頃です。

偶然

「苦しい」

「辛い」

「死にたい」

「死にたい」

そういう言葉が飛び交う掲示板に私は出会いました。

誰も彼らに声をかけませんでした。

ただ死にたいという声が飛び交っていました。

私は一人で声をかけていました。

その中で人を救いたくて

夜回り先生と夜眠れない子供達の本に偶然出会いました。

色々なことを感じました。
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しかし

過去のことは良いんだよ。

…これには反感持ちました。

言葉足らずだと感じました。

それでも

それでも

子供達の傍にいる水谷さんの姿勢には感動を覚えました。

ＴＢＳの特番で水谷先生を初めて見ました。

想像していたより圧力的な先生だと

その時は感じました。

色々な部分を吸収し

色々な粗捜しもしました。

学べる部分が多かったからです。

そして講演会には二度行きました。

一度目は遅刻のためニ階席でした。

疲れていたせいか気迫は無かったです。

市長が講演会を見ないから

『もう○○市には来ない！』

そう言って出て行く姿は悲しかったです

そして二回目。

この日は前列から二番目でした。

気迫ありました。

良い講演会でした。

その後はサイン会を見学して去りました。
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そして先日Ｒ３０を見ました。

毎回長くても３行のメールを送っている。

電話は２分。

傍にいるだけと話していました。

確かに水谷先生のアドバイスはシンプルで心を掴む物だと思いました。

しかし私みたいに

『伝えるべきこと全ては伝えないんだな』とは思いました。

それでも印象は上がりました。

私が彼から学ぶ一番のものは

沢山の人の傍に寄り添ったという事実です。

自分の足で動くという姿です。

私が強く意識する先生は

水谷先生と

私が小学生の時

毎日クラス全員の日記を集めては花丸と感想を書いてくれた

Ｉ先生だけです。

学級通信も毎日配っていました。

忘れない。

140



・教育委員会にクレーム

2006-09-19 03:42:31

テーマ：ブログ

生徒と面談しました。

その生徒は

理不尽な教師のせいで

「鬱」

「死にたい」

そう話していました。

私は憤怒しました。

元気で辛そうで夢があって頑張り屋で…

その生徒を苦しめること…

許せませんでした。

他のクラスメイト

苦しんでいること…

許せませんでした。

教育委員会と区長にクレームを送りました。

・非公開チャット

2006-09-29 01:40:10

テーマ：ブログ

非公開チャットを行っています

入室出来ない時は非公開です

御了承下さい

141



・動画 フラッシュ 更新中

2006-10-07 00:28:08

テーマ：ブログ

皆のために

想いを込めて

考えてアップしています

想いが届いて欲しいです

・チャットと掲示板について

2006-10-11 10:44:12

テーマ：ブログ

近日マナーの悪い書き込みがあるようです

嘘は書かないで下さい

誹謗中傷は

私以外のサイト訪問者に対して行わないで下さい

今後もマナーが悪い場合は厳しい措置をします

書き込み削除

チャットをパスワード制にする等です

ありのままで書き込むことは大事ですが

私のサイトには自殺願望のある方も訪問します

傷つける言葉を安易に放ったために

誰かが死ぬかもしれないことを忘れないで下さい
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・貴方の暴言が自殺への道

2006-10-12 12:46:13

テーマ：ブログ

昨日の blogにも書きました

私のサイトには

苦しんでいる方が訪問します

昨日も

自殺します

こういうメールが携帯電話に届きました

説得の結果

自殺を思い留まってくれましたが

毎回引き止められるとは限りません

掲示板やチャットにて

参加者に向けての

暴言

否定

命令は禁じて下さい

…すると良いと思うよ

こういう表現を心掛けて下さい

傷つける言葉は両刃の剣です

相手ばかりではなく

言葉を放った人も傷つきます

心当たりのある人は反省して

これからに生かして下さい

生きて貢献して下さい
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・自転車ライトの窃盗を注意

2006-10-12 23:30:18

テーマ：ブログ

いま自転車のライトを盗もうとしている

中年男性を見掛けたので注意しました

皆

良い大人になって下さい

・本 22冊購入

2006-10-15 18:46:12

テーマ：ブログ

今日は本を 22冊購入しました

読み終えてない

プリント 1000枚を読み終えた後

時間がある時に

読んでいこうと思います

本は様々な情報が書かれています

本との出会いは

新たな自分との出会いです

・否定する癖のある人へ

2006-10-20 15:39:13

テーマ：ブログ

否定することも否定しよう
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・厳選フラッシュ動画

2006-10-22 17:10:14

テーマ：ブログ

更新しています

私からの返事を待っている方は

暇潰しに閲覧下さい

全て計算して選び

配置しています

・幸せとは

2006-10-27 16:30:13

テーマ：ブログ

誰と比較するかで決まる

・非公開チャット

2006-10-28 00:41:14

テーマ：ブログ

現在行っています

行っている間は入室出来ません
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・救急車

2006-10-30 04:44:06

テーマ：ブログ

救急車を呼ぶことになりました

詳しいことは書けません

毎日についても書けないことはあります

相談活動をしていない日は無いです

・自殺予防方法

2006-10-31 00:13:09

テーマ：ブログ

現在編集中です。

１０月中に公開予定ということにしていたので

徹夜で編集します。

・活動状況

2006-10-31 19:30:15

テーマ：ブログ

自殺予防方法を作成中です

今日中に終わらせたいです

しかし

もしかしたら

今週中まで伸びるかもしれません

すいません

内容が内容なので吟味したいのです
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昨日だけでメール 130件を越えました

昨日は多かったです

私は暇潰しで活動していません

毎日相談活動をしています

忙しいと書かないのは

書いてしまうと

遠慮する人が現れるからです

全然

辛くないです

メールも相談も大歓迎です

ただ

返事は遅れることがあります

すいません

・自殺について

2006-11-03 05:10:12

テーマ：ブログ

自殺は償いじゃ無い

自殺は罪だよ

生きていて欲しい

苦しさは長く続かないよ

選択肢は沢山あるよ
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・メールを打ちつつ

2006-11-05 18:47:09

テーマ：ブログ

バーミヤンで食事しています

中国に愛を込めつつ食べてます

・中学・高校・大学受験生へ

2006-11-09 12:28:12

テーマ：ブログ

貴方のライバルはクラスメイトじゃない

同じ志望校を受ける

会ったことも無い

受験生だ

入試は差を付けるためのテスト

一問正解・不正解で合否が変わるかもしれない

後悔しないためにも

マイペースに知識を吸収しよう

育てよう

・出来ること

2006-11-12 15:40:14

テーマ：ブログ

出来ることから始めれば良い

出来ることをすれば良い

今日は頭を使い過ぎて頭痛がします
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・本を追加と謝罪

2006-11-13 00:05:07

テーマ：ブログ

外出帰りに

また本屋に寄りました

13冊買いました

これで計 83冊です

返事待ちの方

すいません

頑張って返事します

貴方のために

早く返事欲しい方は

緊急

携帯メールアドレス交換希望

このようなタイトルで下さい
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・親という存在の真実

2006-11-14 01:36:13

テーマ：ブログ

親になるための試験なんて無い

親になる研修もない

学歴も関係ない

どんなに性格悪くても

どんなに子供が嫌いでも

どんなに悪い人でも

子供が産まれれば親となる

40才でも 18才でも親となる

だから良い親と悪い親がいる

それを忘れないでいて欲しい

・近親相姦 レイプ

2006-11-30 07:26:07

テーマ：ブログ

ある中学生の話です

ある中学生男子は

盗み癖がありました

気になった私は

カウンセリングを続けた結果

父親から虐待を受けているようでした
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話の中で

彼は妹の処女を貰うと言っていました

それは父親公認らしいです

家族間でも

恋人同士でも

夫婦でも

片方が嫌がっているのに

セックスするのは

レイプです

懲役 3 年です

・許せない 酷いノンフィクション

2006-12-02 05:02:10 

テーマ：ブログ

酷いノンフィックションを見ました

許せません！！！

嘘か本当か疑いました

行った輩は悪魔です
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・本 30冊以上と免許更新

2006-12-04 00:18:13

テーマ：ブログ

今日は車免許の更新を行いに行きました

優良だったので

ゴールド免許になりました

帰りに本屋で 30冊以上の本を買いました

今日の買い物は有意義でした

幸せになりました

…今日も満月です

哀しいくらいに綺麗でした

忘れない

満月が好きになりました

・一生懸命

2006-12-09 03:42:21

テーマ：ブログ

哀しいです

凄く

哀しいです

それでも私は創造し続けます

苦肉の策です

激しい描写もあります
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残酷な描写もあります

それでも願いは一つ

皆が幸せに生きていける世界になることです

皆とは全ての存在です

これから先

永遠に限りなく近い時を

生きていく存在のためにも

私は試行錯誤を繰り返して生きます

生き続けます

・自殺連鎖

2006-12-12 08:00:13

テーマ：ブログ

自殺は連鎖します

だから貴方の大事な人を

自殺させないためにも生きて欲しいです

死なないでね

153



・いつの日か…

2006-12-23 22:31:15

テーマ：ブログ

私は再び戦う

最大のライバル

桐山と…

いつか彼を救ってみせる

・大苦戦

2006-12-25 07:10:10 

テーマ：ブログ

苦戦中です

・事実

2006-12-25 08:00:14 

テーマ：ブログ

このままでは

同時に三人死にます

・メリークリスマス

2006-12-25 21:14:30 

テーマ：ブログ

貴方に

☆彡メリークリスマス☆彡

また来年
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・緊急事態解除

2006-12-28 07:58:12

テーマ：ブログ

緊急事態発生ということで

しばらくメールと掲示板の返事は出来ませんでしたが

今日にも再開する予定です

三人とも命を繋ぐことが出来ました

・僕は…

2006-12-31 22:47:19

テーマ：ブログ

君が駄目だなんて思わない

・2006 年

2006-12-31 23:57:30

テーマ：ブログ

皆

お疲れ様でした

もう少しで 2007 年

まだ見ぬ明日が待ってる

素敵な一年にしよう

僕は君の幸せを願ってる
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・明けましておめでとう

2007-01-01 01:46:19

テーマ：ブログ

来年も貴方に

『明けましておめでとう』と言えますように

・伝統／政治について

2007-01-01 05:21:13

テーマ：ブログ

伝統について

伝統＝過去

縄文土器は見た目重視で使いにくかった

だから廃れて弥生土器になった

このように

改善されたものに

過去は適わないのです

伝統は未来には適わないのです

伝統は改善されて廃れるものなのです

過去は参考書です

それは人間と同じ

過去を重んじるのではなく

大事なのは未来
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政治について

国家と発展している会社を比較してみると見えます

発展させている会社の社長と首相を比べると見えてきます

もっと首相を目指し

社会を良くするための主張をして

政治を活性化するような議員が増えて欲しいです

必要です

行動に移す議員が必要です

・今年の第一次キーワード

2007-01-01 05:28:09

テーマ：ブログ

私はしたいようにします

皆の幸せのために

人の三倍時間が欲しいです

今年は

時間を有効活用するための発展

目的と分析と常識を超えた進化を

第一次キーワードにておきたいと思います

全ての理想実現

全ての「理想と願い」の実現を目指します 
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・私は

2007-01-11 15:41:33

テーマ：ブログ

もう二度とサッカーボールを蹴ることは

出来ないかもしれない

・雲と雲の合間に

2007-01-11 15:52:11

テーマ：ブログ

光が見えるよ

・携帯電話 エラー修正

2007-01-12 00:01:23

テーマ：ブログ

メール相談を再開します

お願いします

死なないで下さい

そして

命を大事に 
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・前回前々回 blog説明

2007-01-12 06:29:07

テーマ：ブログ

特に怪我していません

ただサッカーボールを蹴る少年を見て思いました

私は

サッカー出来ないと

バレーが出来ないと

技術ではなく

メンタル面の障害です

心配かけてしまった

一部の方々

申し訳ないです 

・ニュース メイドロボと拳銃

2007-01-13 09:29:11

テーマ：ブログ

先日

試作型メイドロボが発表されました

今回のロボットには

音声認識機能があり

お茶汲み等を頼むと持って来てくれます

新型拳銃

某国で完成しました

危険です
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・悩み苦しんでいる時

2007-01-29 16:38:12

テーマ：ブログ

そんな時は

ただ

生きれば良い

生きれば良いんだよ

君は解決策を見つけていくだろう

・地球生物

2007-02-03 01:57:11

テーマ：ブログ

僕等は

同じ地球に立っている

住んでいる

・2007/02/04

2007-02-04 16:33:06

テーマ：ブログ

死を越えて

終わりを越えて

生き続ける
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・2007/02/04

2007-02-04 16:44:30

テーマ：ブログ

僕が何をしてるか

分かるかい

教えているんだ

心を

・2007/02/04

2007-02-04 16:46:15

テーマ：ブログ

時代

立場

違うかもしれない

それでも

信じている

私は君に伝えているんだ

君なら分かってくれる

パートナー
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・良い教師とは

2007-02-07 03:17:07

テーマ：ブログ

生徒から学ぶ教師です

これは他の立場でも

応用出来ます

・未来について

2007-02-09 00:04:14

テーマ：ブログ

無人店舗が増えます

擬似的心を持った

ロボットが作られます

・2007/02/09

2007-02-09 23:11:22

テーマ：ブログ

一つの国として生きていくか

認め合うか

共有するか

透明にするか

監視するか
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・2007/02/10

2007-02-10 04:00:11

テーマ：ブログ

同等なんてものはない

・2007/02/10

2007-02-10 05:10:10

テーマ：ブログ

擬似世界と現実世界

・2007/02/10

2007-02-10 13:16:15

テーマ：ブログ

何が大事なのか

それで決まる

無制限

・君が持つ繋がり

2007-02-11 02:36:12

テーマ：ブログ

君が死んだら

君が生む筈だった

存在も無くなるんだよ
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・2007/02/11

2007-02-11 02:46:10

テーマ：ブログ

泣いた

不思議な涙だった

・統率論

2007-02-12 00:42:33

テーマ：ブログ

人間が衰退しても

全滅しても

真の平和にはならない

真の幸せには繋がらない

ただ繰り返すことになるだけ

・統率論基本編

2007-02-12 01:05:17

テーマ：ブログ

そのためには

国家を卒業しなくてはならない

様々な卒業しなくてはならない

人生の卒業

それを人間は目指していかなければならない
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・2007/02/12

2007-02-12 01:07:22

テーマ：ブログ

人間達がいる

沢山いる

生態系のバランスは崩れた

人間達は

これから創造していかなければならない

・2007/02/12

2007-02-12 01:08:25

テーマ：ブログ

そのためには

常識を卒業しなければならない

・死とは

2007-02-12 01:10:40

テーマ：ブログ

訪れるべきことなのだ

・それでも私は

2007-02-12 01:12:25

テーマ：ブログ

死なせたくないから生きる
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・そろそろ

2007-02-12 01:17:20

テーマ：ブログ

自己犠牲の時間かな

そう簡単に死なせはしない

私は

まだまだ苦しみ

生きなければならない

まだまだ苦しみ

生きなければならない

苦しませた存在を

赦しはしない

私は苦しみたいのだ

皆のために

・たぶん

2007-02-12 01:22:13

テーマ：ブログ

また

再び

会えるだろう

会うべき時に

それは私にとって

必然なのだ

そして

私は

さらなる変化をしているだろう
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それも必然なのだ

しかし

未来は変えられると

私は信じて生きなければならない

全て受け入れれば

良いというものではない

だからこそ

生きるのだ

君の命は尊い

有難う

・2007/02/12

2007-02-12 01:25:13

テーマ：ブログ

時を支配しなければならない

その力を手にしていかなければならない

・地球人へ

2007-02-12 01:28:19

テーマ：ブログ

地球人を卒業しよう

宇宙人を超えよう
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・2007/02/12

2007-02-12 01:40:20 

テーマ：ブログ

もはや

私の生命は

皆のための道具でしかない

・未来 現在 未来

2007-02-12 02:08:50

テーマ：ブログ

未来が現在に影響を及ぼし

現在が未来を変える

・未来 原罪 未来

2007-02-12 02:14:10

テーマ：ブログ

未来が原罪を変え

原罪が未来を変える

・歴史

2007-02-12 02:27:14

テーマ：ブログ

歴史は可変可能性である

避けることは出来る

互いに

それだけの知識があれば
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・2007/02/12

2007-02-12 02:30:14

テーマ：ブログ

まだまだ先は

遠くあるべきらしい

そう感じている

私の邪魔をしているのは

システム

不完全なシステムだ

不完全なものに

システムされても

それは運命への足枷に過ぎない

しかし

それも必然か

・天才

2007-02-12 02:39:13

テーマ：ブログ

なぜ

日本に天才が生まれにくいか

分かりました

169



・心の目

2007-02-12 13:22:19

テーマ：ブログ

目があるからこその盲目もある

時には目を閉じ

心の目で存在を見ると良い

・心で聴く

2007-02-12 13:26:13

テーマ：ブログ

目を閉じ

心で聴くと良い

・キモチ 考え

2007-02-12 16:34:20

テーマ：ブログ

双方変化は付きものだ
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・人間の敵

2007-02-16 23:42:20

テーマ：ブログ

現在

人間の敵は

地球内にしかない

地球外から敵が現れたとしても

私達は勝てない

あるいは勝つべきではない

だからこそ

人間は愚かなのだ

・地球人の敵とは

2007-02-17 00:17:58

テーマ：ブログ

現在

地球人の敵は

地球内にしかいない

地球外から敵が現れたとしても

地球人達は勝てない

あるいは勝つべきではない

だからこそ

地球人は愚かなのだ

人間が勝つべき相手は人間である

人と人との間には

常に勝つべき存在が存在する

171



勝つべき存在を光とする

正義とする

正しさとする

優しさとする

思いやりとする

尊重とする

・2007/02/22

2007-02-22 00:06:24

テーマ：ブログ

私は見下ろすのではなく

下から全体を見たい

・大事だから

2007-02-22 00:43:19

テーマ：ブログ

抱けない

・2007/02/22

2007-02-22 00:58:18

テーマ：ブログ

考えていくと

自分は生きていくべきか

今死ぬべきか分からなくなってくる

出来ることはある

試してみるとしよう
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・未来

2007-02-22 03:07:08

テーマ：ブログ

いつかサプリメントによって

生きることの出来る世界へ

・大事なこと

2007-02-22 03:44:09

テーマ：ブログ

生きるべきだと信じること

皆のために行動すべきだと信じること

・考え中

2007-02-22 04:53:07

テーマ：ブログ

対義

区分

個々情報管理選択サービス

そう発展させて

生かせるべきなのだろうか

いま大事なのは

思いやりを持つこと

相手が望むサービスを選択すること

創造すること
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・私は

2007-02-22 12:20:11

テーマ：ブログ

警察力

警視力を必要としている

私は…

・2007/02/22

2007-02-22 21:37:25

テーマ：ブログ

どちらを選ぶべきなんだ

どちらかか

それとも両方か

私は何をしたいのだ

・2007/02/22

2007-02-22 21:41:22

テーマ：ブログ

リスクだな

見てしまった

また再スタート

再スタート前の命題は

どうすべきなのか
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・議論

2007-02-22 22:06:30

テーマ：ブログ

私は犯罪から守りたい

・2007/02/22

2007-02-22 22:08:27

テーマ：ブログ

まるでメトロノームのよう

車の方向指示キーのよう

・2007/02/22

2007-02-22 22:10:38

テーマ：ブログ

方向指示キーは

右を指していた

・2007/02/22

2007-02-22 22:10:50

テーマ：ブログ

なぜ緑なんだ

・2007/02/22

2007-02-22 22:23:20

テーマ：ブログ

私は望むサービスを与えたい
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・2007/02/22

2007-02-22 22:33:17

テーマ：ブログ

どうすれば良いんだ

未来よ

・2007/02/22

2007-02-22 22:48:07

テーマ：ブログ

日本語って

こんなにも

様々な表現あるんだな

・2007/02/22

2007-02-22 22:48:17

テーマ：ブログ

君はどうしたい

・2007/02/22

2007-02-22 22:48:17

テーマ：ブログ

君はどうしたい

・2007/02/22

2007-02-22 22:54:33

テーマ：ブログ

でも

僕の力不足だね
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・2007/02/22

2007-02-22 23:01:27

テーマ：ブログ

どうして

止まったの

・2007/02/22

2007-02-22 23:08:25

テーマ：ブログ

またはなさわったね

・2007/02/22

2007-02-22 23:09:35

テーマ：ブログ

世界をすくったあとも

ふあんだよね

・2007/02/22

2007-02-22 23:13:21

テーマ：ブログ

まるで

あのものがたりだよね

・2007/02/22

2007-02-22 23:14:13

テーマ：ブログ

またぎもんだね
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・2007/02/22

2007-02-22 23:19:21

テーマ：ブログ

このままはってんしつづけて

・2007/02/22

2007-02-22 23:47:29

テーマ：ブログ

絶対に壊さない

・2007/02/23

2007-02-23 00:21:36

テーマ：ブログ

この世には放送禁止がある

・2007/02/23

2007-02-23 02:23:09

テーマ：ブログ

ほかのほしは

・2007/02/23

2007-02-23 03:45:10

テーマ：ブログ

また入院するわけにはいかない
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・2007/02/23

2007-02-23 03:49:11

テーマ：ブログ

やっぱり

何もかも投票

・2007/02/23

2007-02-23 03:54:09

テーマ：ブログ

だから

ステイなのだろうか

・2007/02/23

2007-02-23 04:04:09

テーマ：ブログ

よくないものはこわすべき

それとも

どちら

・2007/02/23

2007-02-23 04:06:09

テーマ：ブログ

だから

ありとあらゆるばしょ見回り
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・2007/02/23

2007-02-23 04:09:10

テーマ：ブログ

ほんとかうそか

・2007/02/23

2007-02-23 04:11:14

テーマ：ブログ

だって毎年

懲戒免職いるでしょ

何見てるの

・2007/02/23

2007-02-23 04:19:06

テーマ：ブログ

本当の神は

・2007/02/23

2007-02-23 04:23:09

テーマ：ブログ

男性女性

・2007/02/23

2007-02-23 04:28:11

テーマ：ブログ

だれもしることのない
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・2007/02/23

2007-02-23 04:32:10

テーマ：ブログ

またあえるの

やくそくしなくても

・2007/02/23

2007-02-23 04:48:09

テーマ：ブログ

とうひょうすると

わかるんだ

さまざまだって

なぜなら

みんな

せかいにひとつだけの

だから

・2007/02/23

2007-02-23 04:51:11

テーマ：ブログ

ぼくのあげたもので

たくさんの存在が

・2007/02/23

2007-02-23 05:23:09

テーマ：ブログ

わるいものまねはしたくないよ
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・2007/02/23

2007-02-23 05:24:09

テーマ：ブログ

きみはどっちでマスターするの

・2007/02/23

2007-02-23 05:25:11

テーマ：ブログ

大丈夫かな

心配してるよ

・2007/02/23

2007-02-23 05:27:08

テーマ：ブログ

なにがわるいの

・2007/02/23

2007-02-23 05:36:09

テーマ：ブログ

ねがいごとはなんだ

どんなねがいでも

・2007/02/23

2007-02-23 05:42:10

テーマ：ブログ

わからないよ

どんなねがいも
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・2007/02/23

2007-02-23 05:49:09

テーマ：ブログ

みんなもしちゃだめだよ

ふりーざ

・2007/02/23

2007-02-23 05:50:10

テーマ：ブログ

ぼくにはわからないよ

・2007/02/23

2007-02-23 05:53:11

テーマ：ブログ

なんでそうなったの？

ふりーざ

・2007/02/23

2007-02-23 05:56:09

テーマ：ブログ

せんそうきらいだよ

・2007/02/23

2007-02-23 06:02:07

テーマ：ブログ

さつじんもいるせかいで
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・2007/02/23

2007-02-23 08:16:09

テーマ：ブログ

むちがたりない

・現在入院中

2007-03-21 11:15:33

テーマ：ブログ

皆の罪を背負うとか

色々考えて

自虐した結果

病院に入院になりました

ご迷惑をおかけしました

これからも

頑張ります 

・皆のために考えた言葉のメモ

2007-03-21 11:21:30

テーマ：ブログ

病院に置き忘れました

皆のことを考えない日はありませんでした

・今日は外出許可

2007-03-21 11:22:37

テーマ：ブログ

外出許可が出たので

少しホームページも更新します
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・大事なサイクル

2007-03-21 11:25:03

テーマ：ブログ

現時点で逃れられないサイクルは

食べ物を食べる

飲み物を飲む

眠れる時に眠る

これらのことです

私は人間を超えて

人間以外の味方にもなろうとしたから

病院に入院となりました

・一時期

2007-03-21 11:28:44

テーマ：ブログ

一時期は夢の島へ行こうとも思いました

機械音声が怒っているようにも聞こえたり

救急車の中から見掛けた工事現場で働いている人に

暗い闇が見えて

永くは無いと感じたりもしました

患っていたのです
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・しばらく

2007-03-21 11:30:28

テーマ：ブログ

人間に対しての愛情を特別にしつつ生きていきます

そうしなければ

人間として

この世界では生き続けられないからです

・今日は外泊

2007-03-24 12:02:36

テーマ：ブログ

外泊として病院から出ています

一ヶ月前と違い

今の私は

とてつもなく弱いです

しかし

前向きにならなければならない

人を信じなければならない

優し過ぎては

生きては行けぬ
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・道

2007-03-24 13:23:37

テーマ：ブログ

この世に生まれ

そして

歩んで来た

自分の道

自分で選んだ道

環境教育

これも運命

受け入れ

そして

生きていく

・鬱

2007-03-25 07:26:42

テーマ：ブログ

牛乳や薬を飲んで

静かな所で横になるのが一番

焦らないのが一番良いよ
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・活動再開予定

2007-09-18 19:34:48

テーマ：ブログ

活動を再開へ向けて準備を始めました

今後は本名を公開して活動する予定です

・ホームページ更新

2007-09-23 22:13:56

テーマ：ブログ

９月１８日から毎日ホームページの更新作業をしています。

自分で書いた文章を久しぶりに

客観的に見ることも出来て良かったです。

このホームページには鬱の方がよく来るようなので

今は鬱病に関するページを作成しています。

ある程度ページを作り終えたら掲示板の返事作業に入りたいと思います。

・自殺サイト公開

2007-10-12 15:36:23

テーマ：ブログ

とうとう自殺サイトのページを公開することになりました

当初よりかなり短いものになりました

色々なことを調べましたが

公開すべきではない内容は全て削ぎ落としました

自殺の方法を書くということには迷いがありました

自殺の方法を知り

そして自殺してしまう方がいるかもしれないからです

しかし安易に自殺の方法を知り

実行してしまう方も事実います
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そこで自殺のマイナス面を中心に記述することにしました

・私の誕生日が過ぎました

2007-11-06 08:55:43

テーマ：ブログ

１１月５日を過ぎて２５歳になりました

もっともっと自分を成長していきたいと思います

昨日は以前から相談を受けていた女性が自殺しそうでした

何とかメールをして死なないでいてくれました

本当昨日は冷静ではいられませんでした

・告白　前向き・自由掲示板　かつて全生命の破滅を願った理由

自分の生死を投票選択すると発言した理由

2007-11-24 19:55:01

テーマ：ブログ

・かつて一時期全ての生命の破滅を願ったことについて

私はかつてホームページのＴＯＰページをいきなり

全ての生命は幸せに破滅すべきだ

生命の終わりを決めて

それまで皆

意図的に生命ある存在を

不幸にしようとせずに幸せに生きるべきだ

そういうことを書いたことがありました
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その数日後

私は強制入院することになりましたが．．．

その思想の理由を書きたいと思います

まず

そこに至ったのはどういうことがあったか話します

私はその頃人間を卒業したいと考えていました

人間という限界を超えたいと考えたのです

つまり常識を逸脱してしまったのですね

その結果

神学について学んだり

食事が出来なくなったりしました

サッカーボールでさえ蹴れない程

殺気や暴力性を失いました

もしも天国/地獄があるのであれば

地獄で苦しむ存在のために地獄に堕ちたい

私は上から眺めるのではなく下から支えたい

そう考えました

私は元々人間だけのために活動していません

全ての存在のために生きています
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そして私はふと思ったのです

時期は冬です

魚はストレスを感じたりしないのだろうかと

魚は冷たいと感じたりしないのだろうかと

冷たい中苦しんでいたりしないかと

答えは・・・実は魚もストレスを感じます

そして病気にもなります

魚だけでなく冬眠を経験する亀もです

極当たり前のことですが私にはショックなことでした

全世界の魚類の苦しみを共感してしまったからです

そしてふと魚釣りの光景が目に映りました

魚の目線で表現するならば

食べ物がある

食べたい

食べよう

針が喉に突き刺さる

吊り上げられ

血が流れる

もがく
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生き絶える

終わり

こんな悲しい最後はありません

そう考えました

そして人間/動物/両生類/爬虫類/昆虫/植物

ストレスを感じる全ての存在の苦しみ/悲しみ/不幸に共感し

どうすべきか考えた結果

全ての生命は破滅すべきでした

皆死んでしまえという投げ遣りな考えではありません

私の現在の答えは

全ての生命は可能な限り

長く幸せに生きて死ぬべき

こうなっています

だから

この記事を見ている貴方も

必ず幸せに末永く生きてください

私はそれを願っています
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・2008 年　明けまして　おめでとうございます

2008-01-01 17:24:11

テーマ：ブログ

明けまして

おめでとうございます

今年もよろしく御願いします

去年は色々なことがあった一年でした

去年の始まりを私は思い出せません

それ程毎日何かが詰まっている日々でした

今年は様々なことにチャレンジする一年になります

皆さんにとって

この一年が素敵なものになりますように

・コメントに対して

2008-01-14 14:47:56

テーマ：ブログ

コメントは書かれれば全て

私のメールアドレスに転送されます

全てのコメントに目を通します

そして必ず返事を書きたいと思います

待っている方は

もうしばらく御待ちください
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・今年　数年　数十年後の夢

2008-02-01 02:19:28

テーマ：ブログ

いま新たなる夢のためにも勉強を続けています

私に出来ることは何か

私が追究していくべきことは何か

その途中経過の答えです

まだまだ死ぬわけにはいかない

・無料相談・カウンセリング掲示板　返事再開

2008-02-14 23:39:18

テーマ：ブログ

振り返ってみると酷いカウンセリングです

過去の自分の至らない部分は反省し

これからに繋げようと思います

クライエントのため

想いを込め

言葉を大事にし

これからも伝えていきたいと思います

・ありがとう

2008-04-07 21:42:40

テーマ：ブログ

今月はいのちの電話講座第一回

第二回に参加してきます 
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・今日も・・・

2008-04-12 23:12:05

テーマ：ブログ

助けてくださいとメールが届く

助けられないかもしれない

でも

必ず助ける

その気持ちで今日も想いを綴る

愛する貴方達のために

・反省

2008-04-23 01:17:11

テーマ：ブログ

欲張りすぎてしまったな

話を聞く

それだけに終始すべきだったのに

相手を理解し

その上で共感し

心を救いたいと思ってしまった

もっと相手の心の状態を感じて

分析して

クールに最適な接し方をしなくてはいけない

まだまだ修行が必要だな

やはりメールカウンセリングには

相手の声色も表情も無いから難しいな
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反省し

勉強し

頑張らなければ

・（新）自由お絵かき掲示板　完成

2008-06-05 03:04:24

テーマ：ブログ

今日

新たに自由お絵かき掲示板を開設しました

・人生をかけて

2008-08-01 17:26:18

テーマ：ブログ

人生をかけて君達を救う

・こういう活動は

2008-08-02 23:02:00

テーマ：ブログ

こういう活動は

いつ恨まれて

いつ殺されるか分からない

だから

後悔しないよう

生きる

精一杯生きる

可能な限り生きる
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出来る限り

多くの存在を

救う

・米国ＮＬＰ TM協会　ＮＬＰ創始者リチャードバンドラー認定ＮＬＰプラクティショナー

2008-09-30 22:36:18

テーマ：ブログ

本日私は研修を修了し

米国ＮＬＰ TM協会

ＮＬＰ創始者リチャードバンドラー

認定ＮＬＰプラクティショナーになりました

ＮＬＰとは

数学者のリチャードバンドラーと

言語学者のジョングリンダーが創始した

神経プログラミングであり

ゲシュタルト療法創始者フィリッツパールズ

家族療法のバージニアサティア

催眠療法のミルトンエリクソン

この三名の天才的セラピストのカウンセリング技法を

まとめたもののことです

・行方不明

2008-10-10 02:36:01

テーマ：ブログ

現在

行方不明の方がいます

その方は

今まで何度も行方不明になりました
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しかし

何とか持ちこたえました

何とか無事に保護される

あるいは関係者に連絡が行くという形になっていました

しかし

今回は中々連絡が来ません

毎回

行方不明になり

私に

その方から連絡が入る

そして関係者に居場所を伝えるよう指示する

しかし

今回は中々連絡が来ません

今の所

最後のメールは

１０月６日２０：３０

今までとは違い

中々説得の効果が現われませんでした

でも今までは

何とか持ちこたえてくれました

今回の一件で私は何度涙を流したでしょうか

何度ネガティブな視点を取り入れとくべきだったかと

後悔したでしょうか

なぜ

いつ彼女が死んでもおかしくない状況だったことに

気付いてやれなかったのかと後悔したでしょうか
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彼女の携帯電話は現在も電池があります

それは

つまり充電されている可能性があるということ

警察にも通報され

現在も捜索されています

・行方不明２

2008-10-10 02:46:59

テーマ：ブログ

行方不明の方へ

必ず生きて戻ってきてください

私はまだ諦めません

貴方の帰りを信じて

私は生きます

・行方不明３　解決

2008-10-11 16:20:48

テーマ：ブログ

行方不明になっていた方

昨日発見されました

危険な状態でしたが

一命は取り留めました

以上です
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・本気で死のうと思った

2008-10-25 20:11:19

テーマ：ブログ

本気で死のうと思った

断食

拒食症

つまり

ゆっくり自殺だ

私は天使の事典とホームページデータを持って

逃げ隠れようと思った

でも

昨日今日深く考えて

自分の遺産というものを考えてきて

このまま死んで

この世界はＯＫなのかと考えた

これからも全ての存在のために生きて

何かを残した方が良いのではないかと考えた

今の自分はボロボロだ

しばらく充電した後に

相談活動の再開
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そして研究を続ける

例えば

犯罪捜査方法

こういうものを今後公開しよう

公開すれば

二度と犯罪をしよう等と思わないだろう

悪魔達

私は徹底的に闘う

今の私は何者かは分からないが

今死ぬわけには行かない

今のままでは

今のままで死ぬわけには行かない
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・なぜ殺人をしてはいけないのか

2008-11-02 05:28:02

テーマ：ブログ

今回

ある方から

どうして殺人をしてはならないのかと問われたので

アドリブになりますが

少し殺人をしてはならないことについて書きます

では殺人をしてはならない理由

１．法律で決っているから

２．殺人をすると

　　懲役５年

　　無期懲役

　　死刑になるから

３．社会的不安を引き起こすから

４．警察を始めとして多くの近隣の方に迷惑をかけるから

５．被害者が生きたいから

６．被害者にも家族や友人や恋人がいるから

７．被害者には将来があるから

８．被害者に子どもがいたら

　　片親になるから

９．被害者が生きていたとしたら

　　今後子どもが生まれることもあるから

　　（殺されたら　その子どもは生まれない）

１０．刺し殺しなら痛いから

１１．首を締めて殺すなら

　　　苦しいから

１２．殺人者は生涯

　　　元殺人者になるから

１３．履歴書に賞罰の欄があるから

１４．殺人は償いきれないから
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頭に浮かんだ答えだけでも

これだけ直ぐに出ました

どうでしょうか

誰かを殺したいと思っている方のカウンセリングも私は引き受けます

・ABH米国催眠療法協会認定ヒプノセラピスト

2008-11-20 21:35:19

テーマ：ブログ

本日研修修了し

アメリカ西海岸では有数の催眠団体である

ＡＢＨ米国催眠療法協会

認定ヒプノセラピストになりました

・メリークリスマス！！！

2008-12-25 06:23:56

テーマ：ブログ

皆さん

メリークリスマス

今年も皆さんとクリスマスを過ごせて

私は凄く幸せです

今年も今日まで生きることが出来て

とても幸せです

来年も

このホームページで祝いましょう
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・２００９年　元旦

2009-01-01 22:37:02

テーマ：ブログ

２００９年

今年も宜しくお願い致します

今年は数年後の目標達成のため

着実に積み重ねる年にしたいと考えています

その他

想像以上の素晴らしい年になれたら良い

そう考えています

全てのことに

そして日々に

感謝の気持ちを持ちつつ

今年も充実させていきたいと思います

・新年の挨拶ありがとうございます

2009-01-03 05:07:30

テーマ：ブログ

新年の挨拶をしてくれた皆様

本当にありがとうございます

私はとても幸せ者だと感じました

今年も今まで以上に

一生懸命頑張りたいと思います

皆様の幸せを

これからも願い続けます

今年も素敵な一年になりますように
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・パソコン故障のお知らせ

2009-01-04 22:31:09

テーマ：ブログ

昨日から自宅のパソコンで

ネットが使えない状態になってしまいました

よって今日はネットカフェに行き

ノートパソコンを見て

注文しました

２週間ほどかかるそうです

このことから

しばらくは

ネットカフェを利用したいと思います

PCメールの返事

掲示板の返事も

それぞれ二日以内には返事を行いたいと思います

掲示板の書き込みでは

IPアドレスが違いますが

ネットカフェ利用のためです

皆様は気にせず御利用ください

気にせず利用してもらうことが

僕の幸せです

これからも宜しくお願いします
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・新型ノートパソコン到着

2009-01-15 22:37:57

テーマ：ブログ

新型ノートパソコンが到着しました

白いノートパソコンです

これで今後も

通常通り

メールと掲示板の相談が出来ます

・心理療法トレーニング

2009-01-17 00:16:28

テーマ：ブログ

明日からセンター試験ですね

一部のセンター試験受験の皆さんからも

メールが届いていました

センター試験を受ける皆さんは

早めに寝てください

準備は事前にしてください

早めに起きて

早めに到着してください

試験会場に着いたら勉強です

リラックスと深呼吸をしてください

飲み物を買うことも忘れずに

腕時計も忘れずに

大事なことは最善を尽くすことです

この日によって

人生が変わる人もいます
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早めに時間を使って

残りの時間は見直すくらいの気持ちで

試験を受けるといいです

そして私は皆さんが試験を受けている間

心理療法トレーニングを受けてきます

・心理療法トレーニング終了

2009-02-01 22:06:56

テーマ：ブログ

米国催眠学園のプログラムディレクターである

ニーヴス博士からの来日心理療法トレーニング

本日終了しました

セラピストの倫理

様々なセラピー技法

３０年の臨床経験ノウハウ

様々な事例検討等

様々なことを学びました

英文試験も無事終了し

私は国際催眠療法連盟

国際セラピートレーニング協会

双方の臨床心理セラピストとして認定されました
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・メールが返ってこないと思う方へ

2009-02-22 07:00:27

テーマ：ブログ

２月１９日にメールをした女性の方

２月２０日にメールをした女性の方

二人とも返事を書きましたが

届かずにメールがこちらに戻ってきてしまいます

どちらも緊急性のある方だと思います

もしメール送ったのに

返事が返ってこないと心当たりのある方は

私からのメールが受信出来るように

設定を変更し再度メールください

あるいは掲示板にて相談を行いください

心配です

お願いします

・父親への感謝状作成

2009-04-15 12:10:47

テーマ：ブログ

今日は父親への感謝状を作成しました

私の父は今年の四月

会社を定年退職します

完全に仕事から引退するわけではありませんが

正社員としては此処までです

私の父は一つの会社一筋で働いてきました
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真面目で誠実で

新しいものを取り入れられ無い部分もありますが

家族のことを大切にし

私達の生活の基盤を常に支えてくれました

大きなトラブルも父の中に見当たりません

私の幸せの基礎部分の大きな柱の一つは

家族のおかげだと思っているし

ある意味モデルと言える家族を持っているからこそ

色々な方の家族問題に対して

憎しみや不満を分け合うことなく

クライアントを大事に相談することが出来ます

父への感謝をこめて

感謝状と額縁のプレゼントです

今週の土曜にプレゼントします
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・メリークリスマスと更新情報

2010-12-24 18:32:12

テーマ：ブログ

江川です

みなさん

メリークリスマス

今年もみなさんと

メリークリスマスを祝えて嬉しいです

それではみなさん

素敵な夜を

・あけましておめでとうございます

2011-01-01 15:37:41

テーマ：ブログ

あけまして

おめでとうございます

とうとう２０１０年が終わり

２０１１年が始まりました

２０１０年は飛躍の年でした

２０１１年

今年は飛躍の年になりそうです
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それでは

良いお年を

・５８の外国語版サイト完成

2011-03-22 20:00:56

テーマ：ブログ

２．５８の外国版サイトの完成

グーグル翻訳の機能を使い

世界５８の言語で記述された

５８のWCT カウンセリングルームが

完成しました

これで

アメリカ人も中国人も

ロシア人も韓国人も

フランス人もドイツ人も…

母国語で私のサイトを閲覧できます

翻訳表示は完璧とは言えませんが

それでも充分

多くの国々にサイトを広めることが出来ます

グローバルなサイトとなった

WCT カウンセリングルーム
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今後も宜しくお願いします

それでは

今日はここまです

I wish your happiness forever.

・今日は誕生日。

2012-11-05 18:11:46

テーマ：ブログ

こんばんは。

江川剛史です。

今日は私の誕生日。

今日で私は 30歳になりました。

とうとう 30 代です。

今日は母と日展を見てきました。

日展とは、

日本最大級の美術展示会です。

毎年、

国立新美術館で、

開かれています。

二科展ほどのクオリティではありませんが、

色々な作品が、

大量にあります。
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こういう美術作品を見ると、

美的感覚が、

磨かれて良いですね。

ぜひ、

貴方も機会があったら、

美術館へ行ってみてください。

私のお勧めは、

二科展、日展、国展です。

今日は、

この後、

やよい軒で食べて、

家でバースデーケーキを、

食べます。

楽しみです。

では、

今日も読んでいただき、

ありがとうございました。 

・ザ・メタ・シークレット 見ました。感想。レビュー。

2013-01-03 15:43:43

テーマ：ブログ

こんばんは。

江川剛史です。

前作シークレット DVDは、

800万枚を超える売り上げを記録し、
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最高の自己啓発 DVDと言える、

最高の作品でした。

そして今回、続編と言われている、

ザ・メタ・シークレットを見ました。

感想としては様々な自己啓発ノウハウが、

盛りだくさんで話されている感じです。

作りはシークレットと同じです。

見た目も同じで、色んな人が色んなことを言っていく。

同じ形式です。

しかし、

見ていて頭に入ってきません。

話されるノウハウも、

よく聞く自己啓発ノウハウです。

だから見る意味は無いのか。

いいえ。

見る意味は大いにあります。

私は自己開発マニアで、

様々な自己啓発は学んできましたが、
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このザ・メタ・シークレットも、

全て見終わって、

見る前の自分と世界が多少変わります。

世界に感謝。

自分に感謝。

生きていて良かった。

そう思えます。

ザ・メタ・シークレットは、

前作ザ・シークレット程の作品ではありません。

しかし、

見る価値は大いにあります。

見ていない方、

ぜひ見てみてください。

値段分の価値はありますよ。

そして、前作のザ・シークレット、

これ見ていない方は絶対に見てください。

これは最高の自己啓発 DVDです。

引き寄せの法則というものを、

マスターできますよ。
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・国展 2013 見て来ました。

2013-05-01 15:15:46

テーマ：ブログ

今日から、

東京都の乃木坂にある、

国立新美術館で、

国展が開催されてます。

私は二科展、日展、国展は、

毎年見ています。

見ると美的感覚が、

磨かれるのですね。

ぜひ、大量の作品を、

1000円で見れるので、

千代田線で行ってみてください。

地下のカフェテリアも、

美味しいですよ。 

・母の日のプレゼント

2013-05-12 15:16:46

テーマ：ブログ

今日は、母の日。

皆さんは、

プレゼント買いましたか。

私は父が、

ケーキを買うので、

ハーゲンダッツの、アイスクリームと、

花束をプレゼントしました。
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日頃の感謝を、

伝えることは大事です。

ぜひ、母の日には、

プレゼントしましょう。

・葉加瀬太郎のライブへ行ってきました。

2013-10-26 21:38:44

テーマ：ブログ

今日は、

家族で、

大宮ソニックシティへ行き、

葉加瀬太郎のライブを、

見に行きました。

やはり生ライブは、

良いですね。

綺麗なバイオリンの音でした。

一番盛り上がったのは、

情熱大陸のテーマ曲。

みんな総立ちでしたね。

他にも、

良い曲ばかりで、

行って良かったと思える、

三時間でした。
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・新年の挨拶と、ネットビジネスと、私の元旦の一日を紹介します。

2014-01-02 09:58:23

テーマ：ブログ

新年明けまして、

おめでとうございます。

江川剛史です。

昨年は、

ネットビジネスで 30万円稼ぐことが出来ました。

やっと 30万円の大台です。

さて、タイトルにも書きましたが、

31歳、男である私の元旦の一日を、

紹介したいと思います。

まず、大晦日は、

年明けを祝うために、

夜中まで起きていたので、

ゆっくり目に起床。

午前 10 時頃ですね。

まず、家族三人で御節を食べました。

家族は両親二人です。

そして、テレビでは漫才を見ながら、
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12 時 30 分頃、

初詣へ家族で行きました。

バスで浅草寺へ行きました。

まずは、浅草神社で新年祈願です。

その後、池袋で評判の良い、

永遠の 0 という映画を見に行こうということで、

池袋へバスで向かおうとしたのですが、

どうも母の首の調子が悪い。

とりあえず池袋に着きましたが、

まだ痛い。

とりあえずお腹すいたので、

カフェドクリエというカフェに入店。

その後、映画館へ向かうのですが、

母の首が調子悪く、

歩くだけでも首に響く。

実は、母は首の骨が潰れていて、

頚椎症というもので、

大きな病院に通っていたのです。
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これは、もう限界だ、ということで、

映画は諦めて、

救急車を呼びました。

東急ハンズの前で呼びましたね。

そして救急車に乗って、

近くの病院へ。

結果、入院はしないで済んだのですが、

今すぐ何かをするというものではないようで、

検査されただけで何もしませんでした。

首のコルセットをすれば、

少しは良いかもしれないとのことだったので、

帰ったらアマゾンで注文してみようとのことで、

介護タクシーで帰りました。

介護タクシーはストレッチャー付きで、

ワゴン車で、私も同乗しました。

料金は 15000円でしたね。

家へ着いたら、

とりあえず、首のコルセットを注文しようとのことで、

アマゾンをみたのですが、
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L、Mサイズばかりなので、

Yahooショッピングで買うことにしました。

首の頚椎症は、

酷くなったら手術とのことですが、

首の手術は生死に関わる危険もあることですよね。

痛みは今後も取れないとのことなので、

今後は今までより安静にしたほうが良いですね。

因みに、母の首が悪化したのは、

大晦日に美容院で頭を洗ってもらう時に、

変な頭を洗う機械を頭に装着してからだそうです。

そういうことなので、

皆さんも気をつけてみてください。

元旦から暗い話になってしまいましたが、

貴方も、将来老いるわけだし、

貴方の両親も、どんどん老いていくわけです。

ぜひ、参考になったら良いなと思います。

今年も宜しくお願いします。

貴方も私も良い年になりますように。
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・永遠の 0 映画を見ました。ネタバレ無しレビュー

2014-01-03 15:07:48

テーマ：ブログ

江川剛史です。

こんにちは。

今日は、

父と二人で、

池袋で永遠の 0 の映画を見ました。

かなり評判が良いので、

期待して見ましたが、

結構良かったですよ。

僕も泣きましたし、

父も泣いてました。

最後の場面なんかは、

胸が痛くなりました。

映画を見終わった後、

池袋の街を、

色々な人が、

楽しそうに、

歩いてるのを見て、

今、日本が平和であることは、

かけがえのない幸せで、

大事なことだと思いました。
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今まで、

自衛隊は、

自ら志願してるわけだし、

戦争になったら、

国を守ってもらおうとか、

考えていましたが、

ダメですね。

絶対に戦争は、してはならないです。

自分の父が、

戦争に行くのも嫌だし、

自分が行くのも嫌です。

絶対に日本は、

過去と同じ過ちをしてはならないと思います。

池袋の街中で、

若い女子が、

永遠の 0、見てみたいよねー、

なんて言ってるのを、

雑踏の中で、聞こえました。

多くの日本人に、

戦争について、考えさせる、

永遠の 0 を、世に出したことは、

とても意義深いことだと、思います。
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日本人として、

ぜひ、見てください。

主役の岡田准一さんも、

良かったですよ。

・LUNASEAのライブ、THE LUNATICへ行ってきました。

2014-12-21 19:10:35

テーマ：ブログ

江川剛史です。

こんばんは。

今日は、

LUNASEAの 25周年ライブ、

THE LUNATICへ、

さいたまスーパーアリーナまで行ってきました。

ライブでは、

LUNASEAの人気曲だけでなく、

最新アルバムの銀の月など、

様々な曲を演奏しました。

SUGIZOのヴァイオリンは、凄かったです。

ドラムソロでの真矢コールは、

会場全体が、みんな叫んでました。

ROSIERなんかは、

私は中学生だった頃、

カラオケで、歌ってたわけです。
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友達と、

いつか LUNASEAの、

ライブへ見に行ってやると、

カラオケボックスで、いつか言ったことを、

今日思い出しました。

私は、河村隆一も好きで、

アルバムの LOVEなんかは、

本当に、何度も聴きました。

そんなアーティストのライブへ行き、

同じ空間を、

過ごすなんて、

思いもしませんでした。

LUNASEAのライブ、

最高でした。

あなたも、

LUNASEAのライブ、

ぜひ、

行ってみてください。 
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・新年の抱負。ネットビジネスで 100万円稼ぐ、江川剛史の場合。

2015-01-02 19:34:33

テーマ：ブログ

明けまして、おめでとうございます。

今年もネットビジネスも頑張りますが、

それと同じくらい、

今年は、人生を楽しみます。

ライブへ行ったり、

劇を見に行ったり、

美術館へ行ったり、

博物館へ行ったり、

パソコンゲームや PSPでも遊びます。

そして様々な体験をしながら、

自分を進化させて、

さらに情報ビジネスで稼ぎます。

貴方は、

今年は、どんな一年にしたいですか。

貴方が望む、

素晴らしい人生になることを、

私も、

祈らせていただきます。
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・ザ　シムズ 2 というパソコンゲームで遊んでみました。

2015-01-02 19:39:35

テーマ：ブログ

今年は、ビジネスだけでなく、

ゲームをしたりして楽しもうということで、

ザ　シムズ 2 というパソコンゲームを買ってみた。

ザ　シムズ 2 は、

最新作のザ　シムズ 3 の前作で、

人生シミュレーションゲームのようなものだ。

貴方は家を作り、

そこにアバターを作って、

住まわせて人生を過ごさせるのだ。

私も、自分の家族のアバターを作り、

家も自宅と同じような感じにした。

そうして、

仕事としては、

働いたことはないが、

興味のある救急員になり、

家族と交流したり、

恋愛を楽しんだりしている。

こういう人生を第三者的に、

見てみるのも非常に興味深い。
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ザ　シムズ 2 は、

ノートパソコンでも遊べる動作環境条件なので、

ぜひ、ノートパソコンの人も、

興味があれば、

ザ　シムズ 2、

楽しんでみてください。

・60 代が人混みへ行くのは危険。転んで骨折することがあります。

2015-01-02 19:40:28

テーマ：ブログ

60 代の母が、転んで骨折をした。

60 代になると、

人混みも危険だし、

ちょっとした段差の無いところでも、

転んだりする。

そうして骨折したりするのだ。

ぜひ、貴方も、

60 代以上のご両親を持っている場合、

あまり人が混んでいる場所には、

行かせないほうがい。
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今回、母は、

東京都内の某有名神社で転んで骨折をした。

60 代以上は、

あまり無理をさせずに、

労わったり配慮した方が良いと思ったので、

皆さんにシェアします。

・ディズニー映画ベイマックス　ネタバレ無しレビュー

2015-01-28 19:35:54

テーマ：ブログ

江川剛史です。

こんばんは。

ディズニーアニメ最新作のベイマックス。

見て来ました。

Yahoo映画のレビューを見ると、

ヒーロー物で、

アクション映画であり、

感動はしないというレビューがありましたが、

私は感動しましたよ。

勿論、

確かにヒーロー物ではあります。
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悪と戦う部分もあります。

でも、

その根底には、

ベイマックスとの心通う、

愛があるわけです。

とにかく、

最初から最後まで、

様々な展開があり、

非常に力の入った映画です。

アナと雪の女王は、

歌も良く、

それはそれで良い、

女性的ストーリーでしたが、

今回は、

男性的なストーリーです。

でも、

女性も子どもも楽しめるし、

映画館で見て良かったと思える、

力作ですよ。
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感動したい方も、

最後、感動するのではないでしょうか。

私は、泣きましたよ。

この作品を、

ディズニーアニメ史上、最高と、

評価している人もいるくらい、

名作なので、

ぜひ、映画館で見てみてください。

・東京五美術大学連合卒業・修了制作展へ行って来ました。

2015-02-25 17:48:34

テーマ：ブログ

江川剛史です。

こんばんは。

東京都の乃木坂駅近くにある、

国立新美術館で、

東京五美術大学連合卒業・修了制作展が開催されていたので、

見に行ってきました。

私は、東京五美術大学連合卒業・修了制作展には、

毎年行っています。
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何故なら、

学生ならではの感情の篭った作品に出会えたり、

中々思いつかないような発想の作品に、

出会えたりするからです。

東京五美術大学連合卒業・修了制作展では、

絵画、彫刻などの作品が、

500 作品以上見ることが出来ます。

私は様々な絵画、彫刻を見るだけでなく、

ファイルに閉じられた作品も、

ほぼ全て見たりしました。

気になった作品は、

『大人になること』というような絵本作品。

最後のページには、

大人になること。

それは命を託すこと。

そんなようなメッセージが書かれていました。

そして一番、

興味深かった作品は、

『Cell sound』という作品です。
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画面に様々な色をした鉱物のような脳があり、

それをクリックすると、

様々な場面での脳の音が聴けるのです。

この発想は素晴らしいと思いました。

私達も、

常に脳で脳波が発信されているのです。

面白いなぁと思いました。

東京五美術大学連合卒業・修了制作展は、

毎年 2 月頃、

国立新美術館で開催されています。

今年は 3 月 1 日までやっているようです。

入場は無料です。

様々な学生ならではの作品に出会えたい方や、

美大を受けたいと考えている人には、

良い刺激になると思いますよ。

因みに、

今年なら、ルーブル美術館展と、

新構造展も同時に開催されているので、

両方見てみると良いですよ。
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ただし、全てあわせると、

大量の作品になりますので、

時間には余裕を持って、

美術館へ来ると良いですよ。

・国立新美術館のルーブル美術館展へ行って来ました。

2015-02-25 17:58:27

テーマ：ブログ

江川剛史です。

こんばんは。

東京都の乃木坂駅近くにある、

国立新美術館で、

ルーブル美術館展が開催されていたので、

見に行ってきました。

思った以上に作品が多く飾られていましたが、

特に良かったものをあげると、

まず、

イエス・キリストが、

エルサレムへ来た時を描いた作品。

様々な民衆がいる中で、

イエスの姿からは、

特別なオーラを感じます。
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そして、

さらに、

イエスが赤ん坊の頃、

母マリアが、授乳する場面の絵画。

この絵を見て、

あの偉大なイエスも、

言葉を話せないような赤ん坊であった頃もあるんだな。

人間というのは、

どんな可能性を秘めているか分からないなと感じました。

そして有名な作品。

フェルメールの作品、

『天文学者』。

これは、

光の加減が絶妙で素晴らしく、

何より知的な絵画で、

とても良い刺激になりました。

私も様々な絵画を見て、

そうしてポストカードでもいいから、

部屋に飾ろうかなと感じました。

ルーブル美術館展、

とても素晴らしいものでした。
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商人などの風俗画が多く飾られていましたが、

その時代の人々を感じることが出来て、

面白かったです。

3 月 1 日までなら、

東京五美術大学連合卒業・修了制作展も同時開催しています。

こちらは、

学生ならではの感情の篭った作品が多く見れます。

ルーブル美術館展が開催されている、

国立新美術館は、

千代田線の乃木坂駅、

直通で行くことができます。

バリアフリーにもなっているので、

ぜひ、ルーブル美術館が所蔵している作品を見たい方、

フェルメールの『天文学者』を見たい方は、

ぜひ、6 月 1 日までに行ってみて下さい。
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・ドラえもん映画 STAND BY ME ネタバレ無しレビュー

2015-03-07 15:56:44

テーマ：ブログ

江川剛史です。

こんにちは。

ドラえもん映画、

STAND BY MEが、

TSUTAYAでレンタル開始されたので、

見てみました。

結果、

様々な場面で感動し、

涙を流しました。

実は、

この映画、

映画レビューでは評価が伸び悩んだんですね。

そうなる突っ込みどころは、

何となくあります。

でも、

感動できる場面も多く、

私も同じ眼鏡人間として、

のび太と自分を重ねて見たりして、

非常に面白く見ることが出来ました。
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貴方も、

過去の自分から見て、

今の自分は、

期待を超える存在になっているでしょうか。

私は昔の自分が描いた人間ではありません。

でも、

昔の自分が描いた、

様々な夢を、

私は実現して来ました。

これからも、

過去の自分のためにも、

未来へ、

より輝いて、

生きて行きたいと思います。

ドラえもん映画 STAND BY ME。

おすすすめです。

ぜひ、見てみてください。
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・ドラえもん　のび太と雲の王国　ネタバレ無しレビュー

2015-03-15 18:11:56

テーマ：ブログ

江川剛史です。

こんばんは。

実は、

先日、

子ども時代に見た、

ドラえもん映画を見てみようと思い、

ドラえもん　のび太と雲の王国を、

TSUTAYAで借りて見てみたわけです。

この作品は、

子ども時代、

母と映画館で見た覚えがあります。

内容は流石に忘れていますが、

かなりの名作だった記憶は残っています。

そうして見てみたのですが、

今見ても面白いですね。
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内容的にも、

大人だからこそ、

分かるような部分や、

少しスピリチュアルな観点な話も出てきます。

私もスピリチュアルな世界には興味あるので、

興味深いなと思いながら見ていましたが、

あの場面には、

子どもの頃、

驚いたのを思い出しました。

あの場面は凄いですよね。

そして、

最後の方のシーン。

ドラえもんが、

めちゃくちゃ格好良いです。

子どもの頃、

感動して、

感想文を書いたのを思い出しましたが、

今見ても、

感動で、

思わず涙が流れました。
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ドラえもん最高です。

ぜひ、ドラえもん　のび太と雲の王国は、

ドラえもん映画の中でも、

名作中の名作だと思うので、

ぜひ、見てみてください。

大人になってからも、

久々に子ども時代を振り返って、

映画を見てみると面白いですよ。

・ドラえもん　のび太の日本誕生　ネタバレ無しレビュー

2015-03-15 21:38:11

テーマ：ブログ

江川剛史です。

こんばんは。

子ども時代に見た、

ドラえもんの名作映画を見ようと思って、

久々に、

ドラえもん　のび太の日本誕生を見ました。

これは以前から、

名作だと思っていましたが、

本当に名作ですね。
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ドラえもんのカブの道具も面白いし、

今回のボスは、

只者じゃないと、

感じさせましたが、

最後まで見ると、

ドラえもん史上、

最強レベルの敵であることが分かります。

のび太もどうなるか、

本当に不安になりました。

私が子どもの頃、

録画したビデオで、

この映画を見ていたのですが、

少し録画が切れてる場所があるんですね。

その場所も今回見れました。

たぶん、

私の親が、

この場面を子どもに見せるのは、

酷だと感じたのかもしれません。

それだけ、

大ピンチになる場面がありますからね。

それにしても、

最後まで見て、
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これはドラえもん　のび太と雲の王国に並ぶ、

名作だなと感じました。

今後も、

ドラえもん映画の評判を見ながら、

過去の作品を見ていこうかなと思いました。

・映画ドラえもん　のび太とブリキの迷宮レビュー　評価　裏話

2015-03-19 21:55:01

テーマ：ブログ

江川剛史です。

こんばんは。

先日、

ドラえもん　のび太とブリキの迷宮の DVDを見ました。

私が子どもの頃見た、

ドラえもんの最後の映画です。

物語は、

ブリキで出来たホテルがある異世界の門に入るところから、

始まるのですが、

子どもながら、

あまりにも奇妙な展開で、

少し怖かった覚えがあります。
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そして、

ここからは、少しネタバレしますが、

この映画では、

ドラえもんが壊れます。

しかも深刻に壊れます。

映画館でも泣きましたが、

今見ても泣けます。

ドラえもんが壊れて、

ドラえもんが一言、

のび太を思い言う言葉が、

私達の死に際に考える思いと、

同じだなと思いました。

でも、

実は、

ドラえもんのこの頃の映画には、

ドラえもんが壊れる場面があります。

それは何故かというと、

私の子どもの頃の記憶ですが、

少年が読むコミックで、

ドラえもんのアンケートが行われていたのです。

私も、そのアンケートに答えて、

結果を知ったのですが、
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実は、そのドラえもんのアンケートで、

ドラえもん映画で、

どのような展開があれば良いと思うかの質問で、

残酷なことに、第一位が、

『ドラえもんが壊れる。』だった記憶があるのです。

だから、

映画製作者も、

このアンケートを元に、

ドラえもんが壊れるストーリーを、

作ったのではないかと思うのです。

でも、

ドラえもんが壊れるなんて、

私には、残酷過ぎて、

子どもの頃、このアンケート結果を知った時、

こんなにも残酷な子どもが多いのかと驚いたのを覚えています。

このように、

ドラえもんが、この映画では壊れます。

その場面は本当に悲しい場面です。

そしてストーリーの中で、

宇宙人が出てくるのですが、

その宇宙人達は、
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凄いロボットたちを開発して、

人間は何不自由が無く、

生活出来るようになり、

自分の力で自立的に、

動くことすら出来ないほど、

体力が弱まったという話があったのです。

そうしてロボットに、

その星は征服されてしまうのですが、

私達も、

地球の科学者も、

このドラえもん　のび太とブリキの迷宮の映画は、

一度は見たほうがいいのではと思います。

本当に、

ドラえもんの映画は名作が多いです。

評判を聞いた上で、

ぜひ、大人の方も、

ドラえもん映画を、

もう一度、見てみると良いと思いますよ。
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・映画　ドラえもん　のび太と鉄人兵団レビュー

2015-03-19 22:06:28

テーマ：ブログ

江川剛史です。

こんばんは。

今日は、

ドラえもん　のび太と鉄人兵団を見ました。

この鉄人兵団は、

新しいほうの映画ではなく、

古きよきオリジナルの映画を見てみました。

このドラえもん　のび太と鉄人兵団は、

評判がいいです。

ドラえもんの非公式サイトでもランキング一位を記録しています。

でも、

序盤の方は、

そこまで面白いだろうかという感じです。

でも、

後半、面白くなってきます。

リルルという少女ロボットは、

鉄人兵団の司令官の元へ行く時、

のび太は銃を構えて、それを止めようとします。
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でも、

のび太は打たずに、

リルルに打たれてしまうのです。

『いくじなし』

そうリルルにのび太は言われるのですが、

僕でも、のび太と同じ選択をしたと思います。

いくら地球を侵略されるとしても、

心のあるロボットを殺すことは肯定できないのです。

そうして、しずかちゃんは、

鉄人兵団の大元の、

ロボット達のアダムとイブを作った、

神様に会いに行くのですが、

神様は、

ロボットの元祖に、

暖かい心をプログラムしようとするのです。

人間は素晴らしい。

でも、

心があるならロボットも素晴らしいし、

ロボットが何かしてくれたなら、

ロボットにも感謝したいのです。
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ドラえもん　のび太と鉄人兵団。

とても面白かったです。

私にとって、

ドラえもん映画のナンバーワンかどうかは、

決められないほど、

ドラえもんには、

名作があるので、

引き続き、

様々なドラえもん映画を見て行こうと思います。

そうしたら、

また、このアメブロに書きますね。

では、ありがとうございます。

・日本アンデパンダン展 2015 行ってきました。

2015-03-21 14:55:07

テーマ：ブログ

江川剛史です。

こんにちは。

私は、

国立新美術館のマニアと言えるくらい、
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毎年、

国立新美術館へ、

行っていますが、

今回、

日本アンデパンダン展を、

見て来ました。

このアンデパンダンとは、

インデペンデント、

つまり、

独立を意味していて、

第二次世界大戦が終わった頃、

この日本アンデパンダン展が、

始まったそうです。

それで、

展示を見てみましたが、

想像よりずっと、

レベルが高かったです。

私も、

この絵良いなと、

思う絵がたくさんありました。

例えば、

金閣寺の絵、

桜の絵、

友が天国へ行く絵、
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綺麗な絵もあったし、

メッセージ性の強い絵も、

比較的、

多くありました。

絵画の量も結構あったし、

彫刻も、

良いものがありました。

日本アンデパンダン展は、

東京都の乃木坂駅直通で行ける、

国立新美術館で、

開催されています。

今なら、

ルーブル美術館展も、

やっているので、

合わせて、

見てみると良いですよ。

ただし、

国立新美術館で、

展示されているもの、

全て見るとなると、

大量過ぎて、

疲れるので、

一つの展示会を見たら、

休憩を挟むと良いですよ。
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私はよく、

チャイティーラテを飲みます。

では、

私は来年も、

アンデパンダン展、

見ようと思います。

国立新美術館は、

最高です。

・白日会展 2015 行ってきました。

2015-03-21 15:49:17

テーマ：ブログ

江川剛史です。

こんにちは。

今日は、

東京都の乃木坂駅にある、

国立新美術館の白日会展へ、

行って来ました。

白日会展を見るのは、

初めてでしたが、

全体的に、

品質が高い絵画が、

多かったです。

比較的、

人物画が多かったですが、
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風景画も、

たくさんありました。

絵画だけでなく、

彫刻もあり、

結構な量の作品が、

見れて良かったです。

白日会展は、

写真撮影OKが出たので、

いくつか、

気に入った絵を、

撮ってきました。

全て絵画の写真です。

素晴らしい作品ですよね。 

・日本南画院展 2015 行って来ました。

2015-03-21 16:32:45

テーマ：ブログ

江川剛史です。

こんばんは。

今日は、

東京都の乃木坂駅にある、

国立新美術館の、

日本南画院展を、見て来ました。
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昼間は、

同日に開催していた、

白日会展と、

日本アンデパンダン展も、見ました。

そちらについては、

以前の記事を見てもらいたいのですが、

日本南画院展、良かったです。

南画とは、

江戸時代に現れた画派のことなんですが、

分かりやすく言えば、

水墨画のようなものです。

白と黒を基本とした絵画が、

多数ありました。

多かったのは、

森や、山や川、

そして、仏像の絵でした。

私は特に、

千手観音のような、

手がたくさんある、仏の絵が、

とても良いなと、思いました。

今回は、

日本南画院展と、

白日会展と、

日本アンデパンダン展を、見ました。

結構良かったので、

来年も見ようと思います。
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日本は、

画家の技術が、

レベル高いですね。

日本に生まれて、

良かったと思いました。

・劇団四季 ライオンキング見てきました。

2015-04-09 21:57:16

テーマ：ブログ

江川剛史です。

こんばんは。

今日は、

劇団四季のライオンキングを、見てきました。

ライオンキングは、

ディズニーの映画で、

見たことありましたが、

それとは、

別次元で良かったです。

動物一人一人の動き、

音楽、

セリフ、

演出、

どれも超一流でした。

最初から、

最後まで、

白熱して観れましたし、
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俳優さんの、

全く手を抜かない、

プロフェッショナルには、

感動を覚えました。

文句のつけようのない、作品でした。

最後は、

何度も幕が上がりましたが、

その間も、

拍手しました。

筋肉痛になるくらい、

拍手しました。

でも、

それくらい、

素晴らしい劇でした。

実は私は、

他にも劇団四季の劇のチケット、

買っています。

これから、

見ていくのが楽しみです。

劇団四季の皆様、

ありがとう。

また見に行きたいので、

ぜひ、

末長く頑張ってください。
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・ドラゴンボール Z 復活の F ネタバレ無しレビュー

2015-04-18 16:39:59

テーマ：ブログ

江川剛史です。

こんにちは。

ドラゴンボール Z 復活の F、

見て来ました。

この映画、

私の中では、

特別な作品のひとつに、なりました。

何故ならば、

いくつものシンクロニシティを、

感じさせる、

作品だったからです。

この感覚は、

私と私の恋人ぐらいしか、

感じられないでしょう。

とりあえず、

映画 神と神以前のドラゴンボール映画とは、

次元が違います。

勿論、

ドラゴンボールの映画は、

どれも好きですが、

神と神が好きだった人は、

楽しめる映画だと、思います。
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ネタバレするわけにはいかないので、

話しませんが、

同じテーマ性を、感じました。

私はたまたま、

復活の Fに、

関連のある、F9席を、

偶然予約して、

映画を見ましたが、

人生のエールを、

頂いているような、

世界のために、

頑張ろうという、

エネルギーの満ちた、

映画でした。

あくまで、

個人的な感想なので、

他の人が見て、

同じものを感じるかは、

分かりません。

ただ言えることは、

恋人と、

この映画について、

語りたいなと、いうことです。
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色んなことが感じられる、

面白い作品なので、

世界中の人に、

愛されたらと思います。

復活の F、DVD、必ず、

買おうと思います。

ドラゴンボール、

また続編出たら嬉しいです。

また映画が新作出たら、

必ず、見ます。

・映画ドラゴンボール 復活の F 特典について

2015-04-18 18:10:17

テーマ：ブログ

江川剛史です。

こんばんは。

ドラゴンボール 復活の F、

初日に見てきました。

今回は、

劇場特典について、

お話しします。

たぶん、

数量限定だと、

思いますが、

復活の Fを、

映画館へ見に行くと、
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鳥山明描き下ろし脚本、ももいろクローバー Zコラボカード、

超戦士認定証、悟空かベジータのカード、

これだけのものを、貰えるんですが、

まず、

鳥山明の脚本、

素晴らしかったです。

これだけでも、

1000円くらい、払って良いほど、

脚本だけでなく、

キャラについてなど、

設定も書かれてました。

脚本は、

映画の最初から、最後まで、載っていて、

殆どが、

映画に再現されています。

素晴らしい、脚本です。

そして、

私が気に入ったのは、

悟空か、ベジータのカードなんですが、

私はベジータでした。

でも、嬉しかったです。

何故なら、

ビックバンアタックのカードですからね。

このカードは、部屋に飾りたいと思います。
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復活の F、かなり良い映画です。

さすが、

ドラゴンボール。

DVD発売されたら、

買いますよ。

ぜひ、

劇場で見て、

特典を手に入れ見てくださいね。

・国展 2015 行ってきました。

2015-04-29 15:15:49

テーマ：ブログ

江川剛史です。

こんにちは。

今日は、国展 2015 を見てきました。

国展は毎年行っているので、

この絵の画家は、

毎回出展しているとか、

分かるようになってきました。

今回の作品で気に入ったのは、

女性の幻想的な絵、

原爆ドームの絵、

文明でした。

261



女性の幻想的な絵は、

毎年出展している画家の人の絵で、

僕は、この幻想的な絵が好きですね。

原爆ドームの絵は、

黒い雨のせいで、

原爆ドームが黒くなっていて、

原爆の恐ろしさを、

忘れてはいけないなと思いました。

文明という作品は、

彫刻の作品で、

円錐の頂点に、

人間がいる彫刻です。

これも一つの視点だなと思いました。

私は毎年、

国立新美術館の国展には行っていますが、

来年も行きたいと思います。

国立新美術館は最高です。

ぜひ、何が開催されているか、

国立新美術館のウェブサイトを見て、

行ってみるといいと思いますよ。
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・劇団四季 クレイジー・フォー・ユー見てきました。

2015-05-04 21:58:35

テーマ：ブログ

江川剛史です。

こんばんは。

今日は、昼間は、

上野動物園へ行き、

夜は、劇団四季のクレイジー・フォー・ユーを、

見てきました。

劇団四季は、

前回は、

ライオンキングを見たのですが、

それも非常に良かったです。

今回は、

クレイジー・フォー・ユーですが、

ラブコメな演劇でした。

ダンスがたくさん織り込まれていて、

見ていて、

凄く、ハッピーな気持ちになれます。

実は、この劇は、

学生時代の演劇鑑賞会で見た演劇でした。
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あの時も、

演劇って凄く面白いんだなと、

思ったのですが、

今回も、凄く楽しめました。

一人で鑑賞している人も多かったので、

一人で見るのもいいだろうし、

友達同士や、

恋人同士で見るのも良いですね。

最後の幕が上がる拍手の時は、

実は私が前回、

ライオンキングを見た時以上に、

拍手が鳴り響いていました。

私はライオンキングも、

今回のクレイジー・フォー・ユーも好きですよ。

劇団四季の演劇は、

満足度が高いので、

今後も、

劇団四季の演劇を、

見て行きたいと思います。
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勿論、

クレイジー・フォー・ユーも、

今後も、

定期的に、

リピーターしたいです。

劇団四季の皆さん、

素敵な演劇をありがとう。

末永く、

頑張ってください。

・新国立劇場 海の夫人 見てきました。

2015-05-13 21:52:37

テーマ：ブログ

江川剛史です。

こんばんは。

劇団四季で、演劇の面白さに、

気付いた私は、

今回、新国立劇場で、

海の夫人を見ました。

国立だから、

凄い劇が見れるだろうと、

期待して見に行きました。

俳優の村田雄浩さんも、有名ですし。

結果見てみたら、あまりの迫力に、

震えを感じた時もありました。
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小劇場なため、

俳優の表情も、しっかり分かり、

感情が物凄く、伝わってきます。

娘さんの義理母に対する感情の場面は、

胸に響くほど、感動しました。

でも、

主演女優の麻実れいさんも、

村田さんも、

別格の演技でした。

学生の頃、

この劇を見た気がするのは、

気のせいかわかりませんが、

とにかく、

麻実れいさんと、

村田雄浩さんの迫力ある、

演技が凄かったです。

イプセンが作った、

ストーリーもいいですね。

最後、拍手は、

私はもっと、したかったですね。

また機会があれば、

また、この海の夫人、

見たいです。
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それくらい良かったです。

やっぱり、

劇団四季とか、

国立とか、

それくらいのものだと、

本当に、超一流ですね。

私は海の夫人、

実は結末を調べてから、

申し込みを決めました。

だって、公式サイトに書いてある、

あらすじだけでは、

どうなるか分からず、

自分が望む結末じゃないか、

気になりますからね。

だから、

自分が望む結末かどうかは、

事前に、

調べるのもありだと思います。

結末を知ってても、

ドキドキしますし、

本当に、

素晴らしい劇でした。
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私はいつか、

また見ます。

だから、

俳優の皆さんも、

今後も頑張って欲しいなと、

思いました。

・大英博物館展 見て来ました。

2015-05-16 17:55:22

テーマ：ブログ

江川剛史です。

こんにちは。

今日は、

上野の東京都美術館で、

開催されている、

大英博物館展を、

見てきました。

展示品は、

100展ということで、

少ないように感じますが、

結構見応えあります。

公式サイトでは、

大英博物館展の面白さは、

分かりませんが、

実際行くと、
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興味深い展示が多いですよ。

気になったのは、

ウルのスタンダードという美術品です。

表裏で、

平和と戦争を、

表しているんですね。

そして、

ミトラ神の彫刻も、

廃れていった宗教の彫刻ということで、興味深かったです。

さらに、

注目なのは、

ロゼッタストーンのレプリカです。

レプリカですが、

非常に興味深いものでした。

大英博物館展のチケットがあると、

東京都美術館で開催されている、

日本画院展、

公募展ベストセレクション展が、見れます。

たくさんの絵画が見れます。

ぜひ、大英博物館展、

見に行ってみてください。
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・ZARDのフィルムコンサートへ行ってきました。

2015-05-27 22:44:15

テーマ：ブログ

江川剛史です。

こんばんは。

今日は、

ZARDのフィルムコンサートに、

行ってきました。

渋谷公会堂で、

行われたのですが、

たくさんのファンが、

会場に集まっていました。

コンサートは、

映画館のような感じで、

みんな座り、

ZARDの映像を見ます。

亡くなった、

坂井泉さんのたくさんの映像と、曲が流れて、

私も結構、感動と思い出で、

涙を流しました。

恐らく、

他にも涙を流している人もいると、思います。

それくらい、

実は泣けるコンサートです。
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私も ZARDは、

アルバムやシングルを、

いくつか持ってますが、

こんなにも、

名曲が多いんだなと、驚きました。

とても良いコンサートなので、

来年も行きます。

もし興味ある方は、

ぜひ、来年も開催されるので、

行ってみてください。

・劇場版 進撃の巨人 自由の翼 後編 見てきました。

2015-06-29 20:16:16

テーマ：ブログ

江川剛史です。

こんばんは。

今日は、

進撃の巨人の劇場版、

二作目を見て来ました。

ネタバレ無しで、

レビューしますが、

正直、

めちゃくちゃ面白かったです。

一作目の方が、

色々な展開あるから、
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見る前は、

一作目の方が面白いだろうなと、

思ってましたが、

予想以上に、

白熱しました。

テレビ版の何話もあるものを、

二時間で見れるということで、

ストーリーを、

しっかり理解しながら、

見れたし、

うまく、

まとまってて、

非常に、

良い作品になってました。

ただの、

まとめ版と言えないような、

劇場での迫力と、

素晴らしい編集で、

非常に面白かったです。

劇場特典として、週毎に、

違う色紙を貰えるのですが、

私はエルビィンでした。

でも、こういう一枚目って、

当たり特典だったりします。
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進撃の巨人、2016 年に、

また新たな、テレビ版やるようですが、

待ってられないので、

コミックレンタルして、

読もうと思います。

進撃の巨人、

かなり面白いです。

ぜひ、見てみてください。

・九段下の昭和館へ行って来ました。

2015-07-11 16:28:58

テーマ：ブログ

江川剛史です。

こんにちは。

私は、

様々な博物館や資料館へ行って、

様々な経験を積みたいと思い、

今日は、

戦中、戦後の資料館である、

九段下の昭和館へ行って来ました。

入場料は、300円なのですが、

めちゃくちゃ、面白いです。

勿論、戦争のことなので、
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面白いというのは、

語弊がありますが、

興味深いし、

様々な体験も出来るので、

非常に面白いです。

一階は、無料シアターがあり、

戦中、戦後のニュースが見れます。

そして、常設展ですが、

様々な資料があるだけでなく、

映像も見れます。

飛行機がミサイル落とす瞬間も、見れます。

そして、

テレビゲーム形式の道具調べゲーム、興味深いです。

防空壕体験も、

暗闇の中、

ミサイルが落ちてきて、

リアルな感じがします。

階段のところでは、

終戦の時のラジオ音声が流れます。

常設展も興味深いですが、

5階の映像図書館も、興味深いです。

2 人席もあるし、

原爆が長崎に落とされる映像もあるし、
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アニメには、

はだしのゲン、

花咲じいさん、

ジャックと豆の木、

孫悟空、

マッチ売りの少女、

そして、

蜘蛛の糸のアニメがあります。

蜘蛛の糸とは、

地獄にカンダタという罪人がいて、

蜘蛛の命を思い、

殺さなかったことから、

お釈迦様が、

蜘蛛の糸を地獄へ垂らし、

カンダタは、

蜘蛛の糸を登り、

地獄を抜け出そうとする話です。

これは、名作でした。

さらには極め付けに、

その映像図書館では、

古き良き音楽も聴けます。

私はベートーヴェンの運命を、聴きました。

本当に素晴らしいですね。

私は昭和館の後、

科学技術館と国立近代美術館へ、

行く予定でしたが、
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昭和館で時間を使いすぎたため、

今回は、

昭和館のみにすることにしました。

昼食は、昭和館近くの交差点、

マクドナルド近くのインドカレー屋にしました。

中々、人が入っていて、

結構良かったです。

昭和館、非常におすすめです。

人が混んでない、

平日や土曜に行くことを、

私はお勧めします。

また行くと思います。

戦争はしてはならない。

戦争しない国を維持しよう。

・NHK交響楽団のブラームスを聴いてきました。

2015-07-17 21:38:05

テーマ：ブログ

江川剛史です。

今日は、

東京都渋谷にある、

NHKホールで、

NHK交響楽団の、

ブラームスの演奏会があったため、行ってきました。
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最初は、ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲。

良い曲でしたが、

後ろの席の人が、

咳ばかりして、楽しめません。

しかし、

そんな咳男の咳を、

完全に、

忘れるくらい、

二曲目の交響曲第一番第四楽章は、

めちゃくちゃ良かったです。

交響曲第一番第四楽章は、

かなりの名曲ですね。

ブラームスは、

交響曲第一番を作るのに、

21 年の月日がかかったと、

言われています。

それだけ作るのに、

時間かけるくらい、

素晴らしい名曲でした。

このように、最後、

ブラームスの交響曲第一番第四楽章で大満足の気持ちになれたので、

オールOKですね。
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貴方もぜひ、

ブラームスを聴くなら、

交響曲第一番の第四楽章を、

聴いてみてください。

素晴らしい曲ですよ。

・映画インサイドヘッド ネタバレ無しレビュー

2015-07-22 20:36:00

テーマ：ブログ

江川剛史です。

ピクサー最新映画、

インサイドヘッドを、

見てきました。

この映画は、

1 人の少女を主人公として、

頭の中にいる、

様々な感情が擬人化されて、

困難を乗り越えようとする、

物語です。

ヤフー映画のレビューでは、

まあまあでしたが、

私の感想では、

良かったですよ。

人間には、

様々な感情が、

あるんだなと思いました。
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帰り道、

自分の感情を見つめてみると、

良い映画を見れた喜び、

こうして、

生きていられる喜び、

家にこれから帰れる喜びと、

喜びだらけでした。

私にも、

怒りはあるし、

悲しみもあるし、

ムカつくこともあります。

そうして、

生きているんだなと、

思いました。

私にも恋人がいます。

恋人にも、

様々な感情がある。

その感情全て、

受け止めて、

共に生きていきたいなと、思います。

インサイドヘッド、

良い映画です。
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ぜひ、

ピクサー好きな人は、

見てみてください。

大人も女性も、

楽しめる映画です。

・過去の尾崎豊についてのアメブロ記事削除とお詫び

2015-07-26 20:22:36

テーマ：ブログ

江川剛史です。

2006 年 1 月の私のアメブロ記事に、

尾崎豊について、

書いた文章がありましたが、

それは、

全くの事実ではなく、

私の状態が悪く、

事実ではないことを、

書いた模様です。

尾崎豊さんには、

申し訳ないことをしました。

申し訳ありません。

私は高校生の頃から、

尾崎豊が好きで、

今もカラオケで、

時に歌うこともあります。
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尾崎豊を嫌いになったこともないし、

悪口も書く気はありません。

でも、

その時の自分は、

精神状態が悪く、

悪口のつもりではありませんが、

変なことを書いてしまいました。

そのアメブロ記事は、

事実ではありません。

尾崎豊は、

歌を歌い、

私達に、

メッセージを投げかけた、

偉大なシンガーの一人です。

ぜひ、

その過去のアメブロ記事を、

読んだ方は、

少ないと思いますが、

どうか気にしないでください。

尾崎豊について、

書いた文章は、

既に削除済みです。
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その記事を読んだ方、

そして、

尾崎豊に、

多大なるご迷惑をおかけ、

心より謝罪申し上げます。

ありのまま、

精神状態が乱れながら、

書いたアメブロだったので、

至らない点もあったと思います。

申し訳ありませんでした。

・人は傷つくこともある。

2015-08-17 20:48:33

テーマ：ブログ

江川剛史です。

今日は、

あることがあり、

心が傷つきました。

色々、

言われて、

傷つきました。
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でも、

その相手を許そうと思います。

その人のことは、

怒られるから、

何も書けませんが、

私は許そうと思う。

そういう大きな心、

大きな愛で向えようと思う。

人間、

生きていれば、

傷つくことはあります。

人間は様々で、

色々な人がいます。

でも、

私は、

そんな人にも、

慈しみの愛で、

向えようと思います。
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傷ついて、

悲しい時こそ、

そんな、

相手を傷つける人を、

優しく迎えましょう。

人を傷つける人こそ、

愛に飢えているのでしょう。

これは、

人を傷つける全ての人に書いたものです。

それでは、

心を癒し、

私は、

この傷を胸に、

また生きて行こうと思います。
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・『江川剛史の日記ブログ』の終わりに。

2015-08-22 15:58:45

テーマ：ブログ

江川剛史です。

実は、今、

この私のアメーバブログの記事を、

再編集して電子書籍にしようということで、

編集作業を続け、

この記事で、

完成します。

この電子書籍の編集作業と同時に、

アメーバブログの記事も、

一部、

あまりに酷い内容のものは、

削除していきました。

今後も、悪い記事を配信し続けて、

罪を作ることはしたくなかったからです。

でも、

未熟な文章も多くありましたが、
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今の自分でも、

光るものを感じる文章も、

多々ありました。

過去の自分も、

こうして書いていたアメーバブログの記事が、

電子書籍になるなんて、

思いもしなかったでしょう。

でも、

もう、この電子書籍は完成します。

私が、この電子書籍を作る際に、

休憩時間に、

様々な曲を聴きました。

AKB48 の『僕たちは戦わない』や『愛の存在』。

サザンオールスターズの『クリスマス・ラブ』。

尾崎豊の『僕が僕であるために』。

Motherの『Eight Melodies』。

そして、

GReeeeNの『every』。
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尾崎豊の『僕が僕であるために』は、

今も聴くことで、

新たな気付きに出会えます。

そして、

GreeeeNの『every』。

本当に、

やれるだけ、やっていこう。

そう思いました。

このように、

私のアメーバブログは、

赤裸々に書いてきました。

こういうブログを見れば、

品格が無いと取られることもあるでしょう。

恥を知れを思う人もいるかもしれません。

でも、

私は自分の人生を生き抜いて、

私のすべてを、

この世界のために遺しておきたいのです。
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それだけ、

私は、

この自分の人生の中で、

可能な限り、

世界に貢献したいと思っているし、

色々な日々がありましたが、

それでも、

可能な限り、

世界のために、

発信し続けたいと思っています。

私に出来る事は、

私が学んだすべてを、

伝えることしかできない。

読みたくない人は、

読まなくても良いし、

読むことを選んでくれた方には、

最高の感謝を表したいと思います。
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私のアメーバブログの記事を編集した、

電子書籍は、

江川剛史公式サイトに、

公開されますが、

ぜひ、私のすべてから学び、

より良い人生を生きて欲しいと思います。

クリシュナは、

悟りは、死ぬことではなく、

より良く生きることだと言います。

私も、

今後も、

更に、

より良く生きたいです。

貴方も、

より良く生きてください。

そして、

私も社会に最大限貢献します。

貴方も私以上に、

社会に最大限貢献してください。
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私は、

過去の自分と共に、

そして、

進化した未来の自分、

そして、

愛するパートナー、

家族、

そして、

過去、現在、未来の存在全てと共に、

世界のために生きます。

後何年、

私は生きて行けるかは分からないけれど、

この限られた命の時間の中で、

精一杯、

生きて行きたいと思います。

ありがとうございました。
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江川剛史

2004 年 11 月 18 日～2015 年 8 月 22 日

この書籍は、改変しないのであれば、

自由に配布することが出来ます。
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