('v`)アゲイン

(2006/5/31)

('v`)なんかさにーさんに気に入られたっぽいので再度登場v口

('v`)益子です

('v`)えーと

('v`)最近マビで狩りもそこそこにしてるのですが

('v`)おおまかな益子の狩りの方法でも書きますかね



('v`)１　マビを起動する

('v`)２　以下URLより曲を落とす

('v`)http://www.yonosuke.net/dtm/data/7212.mp3

('v`)３　十分に鬱になる

('v`)４　マスＤあたりに行ってＡＲ乱射し、鬱解消

('v`)５　一時的な鬱を克服して俺カッコイイする

('v`)６　ちょっと間を置いてむなしくなる


('v`)注意点→マジで鬱にならない
('v`)　　　→間違ってもペッカＤとか行かない
('v`)　　　→ヘッドフォンで大音量で聞かない
('v`)　　　→長時間聞き続けない
('v`)　　　→ｺﾞﾉﾚｺﾞ思い出さない
('v`)　　　→tanasinn



('v`)かなり効率落ちますが気にしちゃだめです

('v`)あ、なんか前の益子日記の空気戻ってきたな

('v`)よしよし一気にブチ壊してみよう




('v`)でだ

('v`)どこのサイト行っても長門長門書いてあるんですよ

('v`)で

('v`)とりあえずYouTubeいってハルヒで検索

('v`)え？今更とか言わないでね？


('v`)で、とりあえずOPとEDを鑑賞



('v`)…（鑑賞中）

('v`)…（鑑賞中）

('v`)…（鑑賞中）

('v`)…（鑑賞中）


('v`)すげーなこんな動くのか


('v`)よし、とりあえず本編みてみるか

('v`)えーと９話しかないな、９話見てみよう



('v`)…（鑑賞中）

('v`)…（鑑賞中）

('v`)…（鑑賞中）

('v`)…（鑑賞中）

('v`)…（鑑賞中）

('v`)………！！

('v`)！




('v`)ツ…


('v`)ツンデレｷﾀ━━━━('v`)━━━━!!!!


('v`)うん、ごめんね、ツンデレに弱いのごめんね

('v`)世の男は長門萌えらしいがごめんねハルヒ萌えしちゃって


('v`)いやだって

('v`)９話ってば長門セリフないんだもん


('v`)…よし、４話ゲット




('v`)…（鑑賞中）

('v`)…（鑑賞中）

('v`)…（鑑賞中）

('v`)…（鑑賞中）

('v`)…（鑑賞中）

('v`)…（鑑賞中）

('v`)…（鑑賞中）

('v`)………？


('v`)？？



('v`)え、ハルヒって電波系？

('v`)とりあえず長門さんはすばらしいね、うん




('v`)え？朝比奈？誰それ？




('v`)あ、益子日記の空気ぶっ壊せてねぇや

('v`)まいっか
















('⊇`)oh

(2006/5/30)

('⊇`)過去日記の鬱っぽいの削除してみました

('⊇`)文章にのこってると逆効果な気がしましてね

('⊇`)益子です

('⊇`)元々益子日記ってゲームネタばっかだったはずなのに

('⊇`)mixiのほうはぜんぜんゲームネタ書いてないなぁ

('⊇`)書いてもいいのかね、こういう所

('⊇`)周りがフツーの日記ばかりなので

('⊇`)あまり気乗りがしないんだけれども

('⊇`)うーん









('⊇`)とりあえず叫んでおくか

('⊇`)チンコー



















('⊇`)σ

(2006/5/29)

('⊇`)注意事項を申し上げておきます

('⊇`)以下に掲載するURLには

('⊇`)非常に純濃度の洗脳音楽が流れております

('⊇`)尚、以下URLにアクセスした際に生じる

('⊇`)吐き気、めまい、混乱、麻痺、火傷、下衆化、萌子化、ベートーベン化、鬱症状、毒男、凍傷、社長化、変形、ラゴデッサ、塩肉化、デッドリー、気絶、猥褻物陳列罪、ムスカ、あんぱんげとー、混沌、突然変異、寸借詐欺等、いかなる障害にも責任を負いかねますのでご了承下さい。

('⊇`)それでは、お楽しみ下さい。

http://www.midori-de.com/picup/midori-uta.htm

('⊇`)益子でした。
















 ('⊇`)

(2006/5/28)

('⊇`)MicMacオンラインのｃβに応募してみた

('⊇`)益子です


('⊇`)益子日記復活に向けてのリハビリだったはずなんですが

('⊇`)どうも見る限り万人受けしないですよねコレ

('⊇`)今までもそうだったしまあいいか



('⊇`)さて、マイミクを巡回してたところ

('⊇`)さくらこさんよりバトンをキラーパスされてました

('⊇`)畜生謀ったな



('⊇`)えーとどれどれ


('⊇`)【益子→『岩』】

('⊇`)おいこら岩ってなんだ岩って

('⊇`)打ち返しにくい球放りおって

('⊇`)元々打ち返す回答したことないからまあいいか



('⊇`)ではコピペ開始







◆今回のテーマは『('⊇`)岩』 （私の指定テーマです）

('⊇`)っていうかなんで岩なんだ

◆最近思う『('⊇`)岩』

('⊇`)銅鉱出すぎ大失敗当社比１３０％

◆この『('⊇`)岩』には感動!!!!

('⊇`)岩に感動してどうすんだよ

◆直感的『('⊇`)岩』

('⊇`)日本語でおｋ

◆好きな『('⊇`)岩』

('⊇`)銅鉱が出ない岩

◆こんな『('⊇`)岩』は嫌だ!

('⊇`)鉄鉱が出ない岩

◆この世に『('⊇`)岩』がなかったら…

('⊇`)そんな世界あるとでも思ってんのか

◆次に回す人5人(『指定』つきで)

('⊇`)ﾊｧｰ?




('⊇`)相変わらずやる気がありません

('⊇`)昔の日記と比べるとものすごい差ですね

('⊇`)２年以上書き続けてた日記はなんだったんだアレ















(∴'∵`∴)

(2006/5/27)

(∴'∵`∴)tanasinn

(∴'∵`∴)益tanasinn子です

(∴'∵`∴)古いとかtanasinn言わなtanasinnいように

(∴'∵`∴)tanasinntanasinntanasinntanasinn






(∴'∵`∴)























('v`)あー

(2006/5/26)

('v`)あー

('v`)あー

('v`)あー

('v`)益子です



('v`)なんか暇だったんですよ

('v`)んでmixi開いて自分のプロフィール欄みてみたら

('v`)趣味：読書とか書いてるじゃないスか

('v`)何だコレと思いましてね



('v`)趣 味

('v`)映画鑑賞, スポーツ, スポーツ観戦, 音楽鑑賞, カラオケ・バンド, 料理, グルメ, お酒, ショッピング, ファッション, アウトドア, ドライブ, 旅行, アート, 習いごと, 語学, 読書, マンガ, テレビ, ゲーム, インターネット, ギャンブル, ペット, 美容・ダイエット



('v`)全部チェック入れてみた

('v`)なぜ反省しなければいけないのかわからない

('v`)それでは























 ('v`)…

(2005/5/25)

('v`)新髪型来てねェー

('v`)益子です



('v`)なにやら流行ってんだか流行ってないんだかわかりませんが

('v`)動画検索？のサイト？あるじゃないですか

('v`)そこでSealonlineって入力してみたんですよ




('v`)http://www.youtube.com/watch?v=IbiUPrGvRDo&search=Sealonline

('v`)http://www.youtube.com/watch?v=TE8L__OIUNM&search=Sealonline



('v`)ちょｗｗｗｗｗｗｗｗ

('v`)ｼｰﾙｵﾝﾗｲﾝｸﾛﾘﾃｨﾀｶｽｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ


















('v`)！

(2006/5/24)

('v`)ねーさんのとこからネタゲット

('v`)まだ自分でネタ作るのは大変だしね



('v`)うんごめん言い訳



■リアクションバトン■

◆１.もし道端に宇宙人が倒れていたら？

('v`)そんなもん信じてると思ってんのか

◆２.恋人の浮気現場に遭遇したら？

('v`)岩が何と浮気すんだよ
　
◆３.今もし突然『オレオレ詐欺(振り込め詐欺)』の電話が来たら？

('v`)俺俺「オレオレ、オレだよ」

('v`)益子「('v`)ﾊｧ?」

('v`)俺俺「実は１００万円借金しちゃってさ、金貸してくれよ」

('v`)益子「('v`)アイフルがダメならレイクに行けばいいじゃない（ﾏﾘｰ」

◆４.大好きな芸能人が目の前にいたら？

('v`)芸能人って何だ美味しいのか

◆５.変なおじさんの格好をした変なおじさんに急に声をかけられたら？

('v`)俺のほうが変だから大丈夫

◆６.年下に『あんたって子供よね』と言われたら？

('v`)１０歳ですけどー

◆７.猪が自分の方に猛スピードで突っ込んできたら？

('v`)カウンター

◆８.バイト中に包丁を持った強盗に『金を出せ』と脅されたら？

('v`)ＡＲ連打でフィニッシュ

◆９.朝目覚めて背中に翼が生えていたら？

('v`)気付かず二度寝

◆10.リアクションおもしろそうな５人にバトンタッチ

('v`)嫌味か？






('v`)うーん

('v`)あんま面白くならんかったな















('v`)

(2006/5/23)

('v`)しもんきん！しもんきんじゃないか！？

('v`)益子です


('v`)復帰したということで
('v`)かむのさん・先生・Ｈさんをマイミク登録しようと

('v`)お歴々のページにお邪魔したんですが

('v`)Ｈさんのところで凄いことが



('v`)こんなかんじ







('v`)あ…ありのまま 今　起こった事を話すぜ！

('v`)『コミュニティ一覧
('v`)競泳水着・レオタード等 (154)』

('v`)な…　何を言ってるのか　わからねーと思うが
('v`)おれも何をされたのかわからなかった…

('v`)頭がどうにかなりそうだった…

('v`)萌えだとかエロスだとか
('v`)そんなチャチなもんじゃあ　断じてねえ

('v`)もっと恐ろしいものの片鱗を味わったぜ…



('v`)ということでマイミク登録要請メッセージを送っておきました

('v`)「競泳水着・レオタード等 (154)」
('v`)「('A`)ｴｰﾄ」


(ﾉ'v`)ﾉおいといて


('v`)さらに久しぶりにふたばちゃんに行ってみたんですよ

('v`)虹寝を見に

('v`)ほんで横のスクロールバーをコロコロと下ろしたんですがね



('v`)

悩み相談
のりもの
二輪
鉄道
軍
二次元
二次元裏　　　　　←
二次元裏　　　　　←
スピグラ
二次元実況
二次元実況裏
二次元ネタ
ネトゲ

('v`)


('v`)


('v`)あ…ありのまま 今　起こっ
（省略されました・・全てを読むにはここを押してください）


















('A`)？

(2006/5/22)

('A`)最近ヌル～いよね

('A`)益子です



('A`)前の前の前の回にねーさんの地雷を踏んだわけですが

('A`)質問の本意を完全に無視するのが

('A`)案外と面白くてですね


('A`)また踏んでみた

('A`)今度はみれんさんの地雷




('A`)いいわけじゃないからな！






→ルール
見た人は全員やる。
嘘つきは足跡（mixi）に証拠が残っちゃうからダメ。 ←みくしーじゃないのでやらなくて済むよう足跡の残らないこちらであえてチャレンジ。
もって帰りたい人はどうぞっちゅーこって。　　　....□←バトン

( ﾟ∀ﾟ)o彡ﾟ　しかもゲームキャラでお茶を濁します。




('A`)と、みれんさんのブログからルール説明

('A`)まあ茶濁しで済めばいいんですが



Q01
　フルネーム:('A`)既出にも程がある
　生年月日:('A`)じゃあ今日
　血液型:('B`)
　住んでいる所：('A`)バンホールとマハ

Q02 名前の由来は？

('A`)既出にも程がある

Q03 家族構成は？

('A`)岩→愛人
('A`)金槌→愛人
('A`)炉→愛人
('A`)鍛冶台→愛人
('A`)ツルハシ→愛人
　
Q04
　身長：('A`)毎週変わるしなぁ
　靴：('A`)エラストラップブーツ

Q05 幼稚園（保育園）～大学の出身学校は？

('A`)ソウルストリームから無一文からスタートだしさ
　
Q06 現在の職業となりたい職業

('A`)鍛冶師裁縫師

Q07 習い事はしてる？

('A`)そんな金あったら革と図面につぎ込むわ

008 自分を動物に例えると？

('A`)例えてどうすんだよ
　　
Q09 好きな女性

('A`)修理成功したときのエイレン

Q10 嫌いな女性

('A`)修理失敗したときのエイレン

Q11 好きな男性

('A`)金曜日のギルモア

Q12 嫌いな男性

('A`)金曜日以外のギルモア

Q13 好きになる人は何型が多い？

('A`)岩に血が流れてたらえらいことになるぞ

Q14 初キスは？

('A`)ﾊｧ?

Q15 カット　

('A`)えーとなんだこれユニコーンなんとか

Q16 ＳorＭ？　何フェチ？

('A`)既出にも程がある

Q17 恋愛経験豊富？

('A`)ざっと１０００岩は軽いね

Q18 結婚と恋愛は別？

('A`)５個鉱石出ると崩れ落ちるからな

Q19 結婚はいつする？

('A`)結婚指輪売り飛ばせるようになったら

Q20 子供は何人欲しい？

('A`)２０００インゴットは軽いね

Q21 子供にさせたい習い事は？

('A`)できたら即売るからしらねぇ

Q22 将来どこに住みたい？

('A`)軽いイメンマハ
('A`)軽いバンホール

Q23 理想の家族は？

('A`)修理成功率１００％の鍛冶師と常時商品半額な雑貨屋と同居

Q24 理想の家は？

('A`)ハウジング未実装だしさ





('A`)…何をやっているんだ俺は


























 ('A`)シャウト

(2006/5/21)

('A`)１つだ

('A`)１つだけでいいんだ


('A`)ちょっと叫ばせてくれないか


('A`)魂の入ったシャウトだ




('A`)できれば聞かないでくれ




































('A`)あンの…
　アマーーーーーーーーーーーー！！！！！！！！！！！！！



('A`)あーすっきり


('A`)御清聴ありがとうございました


('A`)ゞ






















('A`)ﾉ

(2006/5/20)

('A`)復帰してからとりあえず色々とまわったわけですが

('A`)とりあえずかむのさんの所のあしあと帳踏んでみたんですよ


('A`)そん時のメッセージがこちら


<ここから>
益子 | 削除
自宅から愛を込めて♪
とってもヒマしてるんでつ。。。。。
拝見しました！
仲良くしてくださいな♪
イエーイ(∇≦d)(b≧∇) イエーイ


('A`)なんだこれ…
</ここまで>



('A`)前半部分は業者からのコピペ

('A`)ネカフェを自宅になおしてありますが


('A`)後半は途中で冷静になってきてしまった益子


('A`)とりあえず初カキコからこの暴走ぶりはどうなのよ

('A`)まだまだ現役でいけそうだな





























('A`)

(2006/5/19)

('A`)益子ですが

('A`)あしあとみてみたらお前ら更新してないのに毎日毎日毎日毎日きやがって


(*'A`)結婚するか


('A`)ということでリハビリ兼ねてとりあえずmixi

('A`)パスワードとか忘れてたけど再取得して開始します

('A`)さらにトップのほうに出てる日記とかマイミクの日記めぐってたら地雷踏んだのでそれの処理も今しちゃいますね。



【１、最近ときめいてますか？】

('A`)スパイカーのランダム仕上げになら

【２、自分は惚れやすい方だと思いますか？】

('A`)掘れ易いツルハシの実装はまだですか？

【３、そして移り気な方だと思いますか？】

('A`)掘りおわったら次の岩に移らねばなるまい

【４、今までの恋愛にピリオドを打った理由は？】

('A`)ランクＦ～Ｃは修練おわったからピリオド打ったよ

【５、もう恋なんかしないと思ったことありますか？】

('A`)もう狩りなんかしないとはしょっちゅう思う

【６、ヤキモチはけっこう妬いてしまう方ですか？】

('A`)餅嫌い

【７、ジェラシーは愛ゆえ？所有欲ゆえ？】

('A`)日本語でおｋ

【８、恋している自分に恋している事がありますか？】

('A`)帰れこのナルシストめ

【９、自分の行為の正当化のために付き合っていた事はありますか？】

('A`)？

【１０、運命は待つ方？自分から手に入れようとする方？】

('A`)ＣＤ屋にでも行って来い

【１１、恋人ができても「もっと自分にふさわしい人がいるのでは？」と思ってしまう？】

('A`)スパイカーの耐久17/17だと思ってしまうね

【１２、恋人と喧嘩してしまう原因は何にある？】

('A`)岩相手に喧嘩だなんてそんな　

【１３、なぜ自分は冷めてしまうんだろうと悩む事がある？】

('A`)←冷めてるように見えるか？

【１４、今の好きな気持ちを本当に「好きなんだ」と断言できる？】

('A`)金槌とツルハシは相棒だぜ。使い捨てだけど

【１５、あなたのすべての恋愛の延長線上に結婚という通過点はありますか？】

('A`)結婚指輪はインベの邪魔

【１６、もし恋人との子供ができて(妊娠)しまったらどうする？】

('A`)出来たものは売るしかあるめぇ

【１７、どこからが浮気だと思いますか？】

('A`)イリアやらあの世に１週間以上引き篭もったら

【１８、自分の改善点を恋人に指摘されたらそれを感謝できますか？】

('A`)岩が喋ると思ってか

【１９、プライドが邪魔してそれが障害になる事が多い人ですか？】

('A`)金銀銅仕上げはできないね

【２０、あなたの理想の恋人像を教えて下さい。】

('A`)銅鉱が出ない岩

【２１、リードするのが好きですか？されるのが好きですか？】

('A`)リードされすぎて仕上げのマウスポインタ暴走とか…

【２２、恋愛の主導権は常に自分にないと不安ですか？】

('A`)戦闘の主導権は常に回線側です

【２３、つい駆け引きやテクニックを意識してしまった事がありますか？】

('A`)仕上げ以外は運だしなぁ

【２４、恋人との思い出の曲はありますか？】

('A`)バリダンジョンＢＧＭ

【２５、自分の時間がほしいですか？】

('A`)他人の時間とかあんの？

【２６、束縛されるのは苦痛ですか？】

('A`)なんのためのマゾだと？

【２７、恋人のためにならなんでもできますか？】

('A`)中華からでも普通に革買ってますが

【２８、あんな事なんでいったんだろうという台詞はありますか？】

('A`)岩堀やら鍛冶中に喋ると危険な気が

【２９、今までいろんな恋愛をしてきて、得たものと失ったものを挙げてください。】

('A`)得たもの→ツルハシ・短剣・ラウンドシールド・ジャガイモ鍬・ウルナプロテクターグローブ・イビルダイングクラウン・ドラゴンクレスト・スパイカーシルバープレートブーツ

('A`)失ったもの→図面代・革代・つるはし代・金槌代・炉代

【３０、相手の家柄や学歴などの付加価値は恋愛の
行方を左右する要因になりますか？】

('A`)岩に何を求めても銅鉱が出るときは出る

【３１、恋愛相談のできる誰かがいますか？】

('A`)Wiki

【３２、恋愛アドバイスは自分の行動をどのくらい左右しますか？】

('A`)「ドラクレはやめとけ」→Ｄ突破まで全部ドラクレ

【３３、浮気されたら？】

('A`)こっちも紡織してやる

【３４、相手に欠点を見つけた時あなたの心理に何か影響はありますか？】

('A`)銅鉱を拾わない

【３５、恋人にはなんの隠し事もしない自信がありますか？】

('A`)お客様は神様ですから。

【３６、恋愛においてルックスや内面のつりあいを気にしますか？】

('A`)ランダム仕上げの色なら凄く気にする

【３７、見せる見せない自分がありますか？】

('A`)ダメ色なのは見せないね

【３８、恋人に言われて悲しかった言葉は？】

('A`)「一般的なスパイカーシルバープレートブーツより一段階高いレベルの物が出来た！」→「最大耐久２増加、耐久力２増加」

【３９、恋人に言われてぎゅっとしたくなった言葉は？

('A`)「一般的なスパイカーシルバープレートブーツより一段階高いレベルの物が出来た！」→「最大耐久３増加、耐久力３増加」



('A`)あー疲れた






おしまい

