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９月１７日（土） 

サグラダモヤモヤ 

うさくんです。 

ある番組でサグラダファミリアの事やってました 

少し見てました。 

なんかね。サグラダファミリア関連の仕事してる

みなさんって 

きっとゲームの発売日が１年２年遅れても全

然、へっちゃら 

なんだろうなって思う。ドラクエの続編とかも 

かなり広い心で待てると思う。 

孫がやれればいいや。とかそんなレベルで。 

 

 

最近、クッピーラムネを良く食べています。 

 



うまいです。 

 

 

昨日、昼ドラを見るの辞める理由を 

「ラブ」についていけない、と書きましたが 

あれはやっぱり違った。 

あれはウソの言い訳だったと思います。 

だって「じゃあ、さくら心中の登場人物のラブに

は 

ついていけるのかよ。理解できるのかよ。 

ケーキの中にコンドームいれるのかよてめええ

え」ってなるし。 

 

たぶんモヤモヤの一番の理由は 

物語の舞台が編集部、担当編集、小説家と

か。 

自分の仕事に近いので変なところが気になり

すぎる。 

印刷所をストップさせる時の連絡の遅さがあり

えないと思いました。 

のんきすぎる。ていうかもっとちゃんと読めよ。 

読んでから判断しろよ。 

また新たな書き直しがあるかもしれんじゃん。 

ああもう。考えすぎだ。 

また明日。 

 

＜モンハン日記３ｒｄ＞ 

爆弾持ってったら 

ハプルボッカはすごく楽になりますね。 

そうなんですね。 

ミラボレアスとかに当てる爆弾よりは 

かなり楽だからいいです。 

閃光玉をちゃんと使えるように 

なったらもう少し効率よくやれるのに。 

PSヴィータですぐモンハンがでちゃうと思って

たんですけど 



そうでもなさそうなので 

勲章がそろってからもまだまだ遊べそうでよか

った。 

 

 

 

９月２０日（火） 

娘が PSPを買いました 

うさくんです。 

水戸黄門で敬老の日にふさわしい話やってま

した。 

姥捨て山っぽいやつ。 

でもそれ。 

年寄りが見る番組の中でやっても意味ないな

ーて思って。 

若者に見せないと。 

 

 

ラムネ。 

クッピーラムネがなくなりました。 

５ｇ×６０袋。 

 

 

知恵。 

携帯でやふー知恵袋をみたりしています。 

トイレとかでよく見ます。 

PSPの項目で見てたら 

「娘が３年間おこづかいを貯めて PSPを買いま

した。 

みなさんも若いころお金を貯めて高価なものを 



買った思い出はありますか？」みたいな内容の

相談がありました。 

 

それを読んで反省したことを書きます。 

PS-vitaの値段が発表された時、 

「あ、思ってたよりは安いな」って思いました。 

でも働いてない子供にとっては 

ゲーム機なんて全部高いんだなって思って。 

もう、「万の位」は無理なんじゃないのか。 

いやでも最近の子はカネ持ってるのか。恵まれ

てるのか。 

でもでもゲームに厳しい親の元に生まれた子も

いるだろうし。 

ていうか 

こないだマコちゃんでそういう話描いただろ！ 

なんか自分が残念です。 

 

こういう、新しいゲーム機への切り替わりの時

期って 

デリケートだなーというか。 

まだこれから PSPを遊ぶ子もいるよねそれ

は。 

３DSの時は自分、買うつもりなかったんで 

考えてなかったし全然気にしてなかったけど 

DSのゲームももちろん出続けてるだろうし。 

ゴッドイーター２は PSPで発売予定でした。 

そういうでかいゲームの発売時期とか機種とか 



ちゃんと考えられてるのですねきっと。 

でも難しいですね。バランスが。 

 

PS-vitaが徐々に浸透して 

そろそろだな、と思ったころに 

PS-vitaでモンハンを出してくれたらいいなと思

います。 

ただの希望だけど。 

知恵袋の「PSP買った娘」は PSPで何がやり

たかったんだろう。 

モンハンかな。 

片思いの男子がモンハンにはまっててそれで、 

とかだったらいいな。 

３年前のゲームだったらそれはそれですごいで

すけども。 

そんな知恵袋を見てた話でしたーぁ。 

また明日。 

 

＜モンハン日記３ｒｄ＞ 

ティガ亜種の大金冠がでて。 

そのすぐあとまた金冠を更新しました。 

無駄に。 

 

 

 

９月２３日（金・祝） 

屈辱を感じる。 

うさくんでごわす。 

 

ひるおびの芸能ニュース。 

あの有名な子役 



芦田愛菜さんが新しい踊りを披露していまし

た。 

曲の良し悪し、踊りの良し悪しよりも 

「芦田愛菜さんの後ろで踊ってた大人の女性バ

ックダンサーの屈辱」 

をひしひしと感じます。 

あんなの見せられてもそれしか感じないです。 

屈辱を計測するスカウターで計りたい。 

耳元でボンッってなりたい。 

 

ネームがなんとかなったぽいです。 

いつも悩みながらです。当たり前だけど。 

担当さんにみせてＯＫをいただくと 

やっぱし安心と自信をもって描けます。 

 

ふーぃ 

また明日。 

 

＜モンハン日記３ｒｄ＞ 

やっと。 

ハプルボッカの金冠がそろいました。 

でかいのはイベントクエストでもらえるけど小さ

いのが。 

これもう「出ないモード」じゃん！ 

って思いました。 

下位を試してみたりハプル単品でやってみたり

しましたが 



ディアブロスもまだそろってなかったので 

やっぱり「戦慄の進軍」で。１２８匹目。 

ハプル嫌いなのに。一番いいタイムは１３分３０

秒でした。 

これからは 

ディアの原種と亜種のクエスト。 

と思ったらすぐにディアブロスの小金冠がでま

した。 

これだからもー。んもーーぁ。 

 

 

 

９月２７日（火） 

愚痴等。 

うさー。 

 

あ～。 

人数多い！ 

１コマあたりの人数多い！ 

ネームの段階でわかってたけど。 

そんな愚痴でした。 

 

ＤＩＧ聴いてました。 

難しいわー物理学。 

ニュースのとこで 

「東京ドーム２３杯分」って言ってたけど 

東京ドームって入れ物じゃないのに 

何杯とか言っていいもんなの。どうなのかな。 

ちゃんとした人が言ってるんだからいいんだろ

うな。 

 



お知らせ。 

今日発売でした電撃大王１１月号に 

「うさくんの脳みそやわらかい」の新作が掲載さ

れています。 

にゃん天堂です。 

 

今回ついに！「狩りゲーム」です。ついに。 

また明日。 

モンハンやりたい。 

やりたい。 

 

  



２０１１年 

１０月 
 

１０月４日（火） 

めちゃ早クッピー 

うさくんです。 

おもしろいです。 

めちゃモテ委員長。 

 

すごくいい！ 

ずっとＤＶＤ観てると時間がわかんなくなる。 

ＣＧは気になる。 

でもそれでも面白いです。 

全部観てしまうのはやめとこ。 

とっとこ。 

合間に挟む感じでみる。 

 

 

クッピーラムネの消費ペースが 



かなり早いです。 

どうしようね。 

うまなつかしい。 

 

 

仕事が少しずつ終わって 

少しずつ目処がたって 

落ち着いてくる感じで。 

また明日。 

 

＜モンハン日記３ｒｄ＞ 

全然やれてなかったですが 

今日やり、ディアブロスの小金冠と 

ベリオロス亜種の小金冠が。 

ディアは１００頭越えてたけど 

ベリオロス亜種は 

たったの１０頭で両方そろってる。 

これは今のところ最短です。 

１０頭ぅぅうう！ 

 

 

 

１０月６日（木） 

まみぱん。 

ほうほうぅ。 

今日もバットが欲しかったです。 

なんであんな普通の小さい１コマで 

あんなに時間かかるんだい！ 

なんべん描き直してるんだい！ 

んでクリィミーマミもみました。ぱんっつ。 



 

赤色は怒りの色。 

オームと同じだよ。 

また明日。  

 

 

 

１０月７日（金） 

返却願います。 

今日も少しクリマミ。 

クリィミーマミの声優さんのブログを 

みてみたりしました。ほー。 

なんか、 

途中から優のぱんつがめっきり減った気がす

るんですけど 

気のせいだろうか。 



 

あと「ガンバの冒険」借りてる人へ 

早く返してください。早く！ 

待ってる。 

そんなかんじで 

また明日。 

 

＜モンハン日記３ｒｄ＞ 

昨日６００時間を越えたところです。 

んー。 

んー。 

 

 

 

１０月８日（土） 

お前が検索したんだろ。 

うさくんです。 

女子の方のブログ等を見た時 

フリフリのランジェリーなどの広告がでたりする

と 

管理人の女子がこの下着を愛用してるのかと 

思ってしまいます。 



あれは管理人さんの下着に関係なく 

表示される広告なのですよねきっと。 

でも自分好みの下着だった場合は 

愛用している！と思うようにしています。 

いいじゃん別に。そんなの勝手じゃん。 

 

 

「よみがえる空」ていうアニメを観ました。 

自衛隊で救助する人たちのがんばりストーリー

です。 

説明が適当すぎるだろ。 

でもそんなに間違ってないしいいや。 

 

主人公の方の話ももちろん 

楽しめましたが 

主人公の彼女が出版社で仕事をしていて 

そっちの頑張りもちょいちょい挟まれます。 

返本された本が断裁処分される工場を 

見せてもらうシーンがあります。 

それをバネに頑張るのです主人公の彼女が。 

そのシーンが一番堪えました。 

 

あとマミの正体がとしおにバレました。 

また明日。 

 

＜モンハン日記３ｒｄ＞ 

やっとでた。 

ディアブロス亜種の小金冠。９５頭目。 

次はギギネブラの金冠をとりに。 

ギギネブラの小金冠がすぐにでました。 

もう声でわかった。すぐわかった。 

ただ金冠っていうのは 

片方出ただけではまだそんなに 

喜んでちゃダメなんだって学んだし。 

 

ギギネブラと亜種の２頭なので 



初めて「高級耳栓」のスキルをつけてみました 

時間かかるのでなんとか短縮したいのです。 

 

どれくらい変わるんだろう。 

まだ試してないのでわかんないです。 

耳栓つけたとたんにバインドボイスしなくなる予

感。 

 

 

 

１０月１４日（金） 

ガンバ感想。 

みました。 

「ガンバの冒険」はすばらしかったです。 

もう１話目だけですごくキャラと目的が 

ばしっとわかりやすくていい。 

敵になる生き物の描き方が凶悪すぎていい。 

ウミネコとか怪魚とか。猫も。 

敵になる生き物とは言葉が通じないっていうの

もいい。 

そんなもんだと思う。 



ノロイはラスボスだしあれくらいしゃべってもい

いです。いいよ。 

 

ノロイの怖さもいいよ。 

メスのねずみがすごくかわいい。 

 

あと、「人間の出し方」が丁度いい！です。 

人間の表情とかは出さないけど 

いい怖さが出てるのです。 

人間は絶対に存在するのですから。 

すごく当たり前のことですが。 

あたりまえです。人間はいるのです。 

だから何が言いたいのかっていうと 

「カーズ」作ってるみなさんは 

ガンバの冒険をみて「人間の出し方」を学べば

いいのに！ 

っていうことです。 

 

いいや。もう。 

カーズ観た時に結構言ったし。 

ガンバの冒険すばらしいので 

観てないみなさん良かったらどうぞ。 

実はうさくんもなんとなくは知ってるつもりだっ

たけど 

全然知らなかったです。 

 

いや。まって。 



別にリメイクして欲しいとか 

そういうことを言ってるんじゃないです。 

「あのまま」でいいんです。 

絶対にしないで欲しいです。 

きっと声優に芸能人が混じることになるから辞

めて欲しい 

あと！これも言っとくけど 

「実写」も辞めて欲しいです。 

ガンバは７匹のねずみのお話だから実写は無

理だろ、って 

思うかもしれませんが、 

妖怪人間まで実写でドラマ化の時代ですから 

やりかねないので一応言ってみました。 

ジャニーズの男子グループにねずみのコスプ

レをさせるとか 

もう、ねずみじゃなくて「７人の人間の少年」って

いう 

設定に作り変えるくらい平気でやりそうだからも

う。ほんとに。 

 

ふぁみ。 

ファミ通をめくっていたら 

ロックマンのアレンジＣＤが出てることを知りま

した。 

これっぽい。 

買います。絶対に買う。アマゾンで買う。 

これを機に買おうと思ってて買ってなかったも

のを 

いろいろ買うつもりです。 

今日注文する！ 

また明日。 

 

＜モンハン日記３ｒｄ＞ 

金レイア。時間かかる～ぅ。 

もう耳栓に頼ってしまいました。 

しかもまだまだガードが多いので 



アルレボにさらに研師をつけるという贅沢。 

力尽きた回数が合計３００回だそうです。 

そうですか。 

 

 

 

１０月１６日（日） 

マルコのネタバレがあるよ。 

うさくんです。 

こんばんは。 

今日はＤＶＤを返してまた借りてきました。 

いつもそうしてるけど。 

あでも、漫画を描き終わり、明日からネームだ

ー。 

の時は借りてこないっす。 

 

「母をたずねて三千里」を見ました。 

全部みたよ。ネタバレがあります。ご注意。 

 

すごくかわいい。かわいいマルコ。 

アメデオもムカつくけどかわいいです。 

ムカつく。いや、やっぱムカつく。 



うさくんだったらかなり序盤で手放してる。 

上手くやっていける自信がないです。 

 

いろいろ感動しました。 

すばらしかったです。 

もちろんお母さんに会えた時もですが 

コルドバ行きの汽車賃をみんなに分けてもらう

ところ好きです。 

これは世界名作劇場オフィシャルガイドで 

紹介されてたので知ってた。 

フェデリコさんの 

「いつかお前さんもどこかできっと 

今夜の恩返しをすることになる」がもうたまら

ん。 

親切が世界をめぐるよ。 

 

ただ地理にあまり詳しくないので 

「今この辺だよ！」みたいな地図が毎回出たら

よかった。 

せっかく「三千里」って言ってるんだし。 

もしこの作品を見てからドラクエⅡをやってたら 

サマルトリアの王子とのすれ違いなんて 

死ぬほどささいなことだと思えただろうに。 

 

オープニング曲も好きです。 

あれはいい。すごくいい。 

ただこれはほんとに 

この日記読んでる人の中で一人、 

わかる人がいるかどうかっていうレベルのこと

ですが 

「さあ、出発だ」の直前でいつも 

スパイ＆スパイ南国指令のバトルシーンの曲

が 

頭をよぎって困りました。 

好きなんだけど。 

今ってオンラインでスパイ＆スパイみたいな 



対戦ゲームないんでしょうか。 

ファミコンだと画面２分割だから相手に見えちゃ

ってたし。 

また明日 

 

＜モンハン日記３ｒｄ＞ 

金レイア出ましたたしか３９頭め。 

大金冠が出るまでに、小金冠を２回更新しまし

た。 

つまり小金冠を３回獲ってた。贅沢だ。 

レウスの小金冠も出ました。 

あと５個です。 

少しさびしい気がしてきましたが 

別に勲章が終わってもやめるわけじゃないんで 

さびしくないやい。 

 

 

 

１０月１７日（月） 

サ～フィン♪ 

うさくんです。 

単行本作業で「サーフィンの絵」を 

ちゃんと描かなきゃいけない部分があるんです

けども 

ちゃんと資料みてみたら 

今まで描いてたサーフィンの絵は 

「人の向きが逆」だったことに気付きました。 

 

でももしかしたらいろんな乗り方があるのかもし

れない。 

マコちゃんはサーフィン漫画じゃないので 



別にいいけど。そんなにちゃんと描かなくても

いいのか。 

 

４巻を読んでくださる予定のみなさんは 

そのサーフィンの絵を見つけた瞬間 

「どうでもいい！」って思うと思うし。 

でも、どうでもいいものを 

真剣に描くことが大切な時もあるし。 

 

 

アマゾンさんに注文してあった 

ものがいくつか届きました。 

ロックマンのＣＤ聴きました。 

うひょぉう。１～５までしかプレイはしてないけど 

いいんじゃないでしょうか。いい。いい。 

てれってー。 

あとダンガンロンパのサントラ 

ダンガンサントラも買いました。 

のぶ代万歳！ 

 

そんな感じです。 

あと昨日の日記の！ 

「スパイ＆スパイ」は間違ってました。 

正しくは「スパイＶＳスパイ」です。 

でも読み方は「すぱいあんどすぱい」なんで

す。紛らわしいよね。 

「すぱいあんどすぱい」ってひらがなで書くと 

ものすごく酸っぱいみたいだ。カタカナだとかっ

こいいのに。 



 

また明日。 

 

＜モンハン日記３ｒｄ＞ 

今日はーとくにないっす。 

リオレウスはレイアより 

大小の幅がひろいんだなーて。思いました。 

 

 

 

１０月２２日（土） 

昨日何書いたの？ 

あっ。 

なんか昨日と一昨日の日記続けて読むと、 

受け止め方によっては 

うさくんがめちゃモテ委員長でおなにーをして

る！みたいな 

感じになってませんか。考えすぎでしょうか。 

それはしてないですよ。さすがに。 



 

してないです。まだそんな高いレベルまでいっ

てない。 

でもこれってあんまり必死に否定すると 

「じゃあ鬼束先生の漫画ではしたんだね？」っ

ていう 

結論にたどり着いてしまうのでしょうか。 

じゃあこの話はこの辺で。 

 

ようやく 

単行本作業のほとんどが 

終わりました。マコちゃん４巻の。 

よかったですぅうう。 

わたわたのぬいぐるみの方もよろしくお願いし

ます。 

 

通。 

ファミ通をちゃんとかってるんだけど 

なかなかしっかり読めてないのでもったいな

い。 

モンハントライ Gはモンスターいっぱいでるん

ですね。 

いっぱいじゃないですかぁあああ！ 

やっぱ Gだしアレくらいはでるか。 

買う予定の皆さんはわくわくしていいと思う。 

あー。 

ラージャン。 



ラージャンと戦いたい。 

また明日。 

 

＜モンハン日記３ｒｄ＞ 

もうじきリオレウスが１００頭目になってしまう。 

今月中に金冠を全部って思ってたけど 

無理そうな感じがするのです。 

 

 

 

１０月２３日（日） 

新ビジネス案 

うさくんです。 

今日は暑い。 

ゲームセンターCXを見てます。 

高橋名人の冒険島すごい。 

やりたくなってくる。いろいろ。 

見れるとこまで見たいと思います。 

あんまりちゃんとみたことなかったんだけど 

面白いものですね。 

ADのみなさんがかっこいい。 

ゲーム関係ないけど。 

 

 

こないだ 

海苔のビンがかなり固くて 

なかなか開きませんでした。 

あれはお年寄りの一人暮らしでは無理だ！っ

て 

自信を持って言える固さでした 

電話一本でお宅までビンを開けにいきます！ 



っていう商売はどうだろうか。 

 

ビンを開ける以外のことは絶対にしない感じ

で。 

一瞬で廃業しそうに見えますが 

上手くいくと、マッチョなみなさんの間に広まり、 

空っぽのビンの開け閉めで力比べをするだけ

の 

ちょっとしたブームになって 

１年くらいはなんとか経営してられるかも知れ

ないー 

 

すぐビンが割れると思うけど。 

 

それ以外のパターンとしては 

本当に困ってるお年寄りの依頼よりも 

力比べの依頼の方を優先してしまい、 

お年寄りがそのことをネットに書き込み、 

クレームが殺到して廃業。 

お年寄りもパソコン使う時代だし。 

とかそんなことを考えて 

今日それを日記に書いてみました。 

 

ネームがまだで。 

困ってます。フぅーゎ。 

また明日。 

 



＜モンハン日記３ｒｄ＞ 

リオレウスが１００頭こえました。 

まだ出んのか金冠ー。 

こないだの日記に 

「金冠あと５つでちょっとさびしい」とか書いたの

を 

モンハンの神様に閲覧されたのだろうか。 

ならば願いをかなえてやろう、 

とか思われたんだろうか。くそう。 

有野課長も頑張ってるんで頑張る。 

 

 

 

１０月２７日（木） 

大魔界村 CD 

うさくんですーぁ。 

ハッピーターン食べてると 

誰しも一度は頭をよぎると思うのですが 

「幸せ」が「ターン」して・・・ 

こっちにくるのか、 

あっちにいくのか、どっちなのか？ 

っていうことなんですけども 

すごくどうでもいいことですけど。 

 

お菓子の名前なんだから「こっちに来る」と 

前向きに受け止めなければいけないんですが 

ただ「こっちに来る」、の場合でも 

一度は「幸せが向こうに行っちゃってる状態」な

ので 

どっちにしてもアレな名前だあー。とか 

思ってしまいますね。うさくんなんかはね。 



ネガティブでね。味的には大好きです！ 

デリシャスデリシャス。 

みんな！食おうぜハッピーターン。 

「ターン」に別の意味があるんだろうか。 

調べない。 

 

 

ゲームセンターCXまた借りてきました。 

マイティボンジャックのあれは結構ぐっときまし

た。 

あと ADの井上さんがお母さんからのメールを 

読むところがグッときました。 

１機やらしてもらって・・・の 

「１機」がいいです。機が。 

戦闘機じゃなくても「機」です。それがいいで

す。 

これもグッときます。 

まだ途中までしか観てないけど 

あれはやっぱりやったことないゲームの方が 

観てて面白いかなって思いました。 

 

クリアできたゲームはロックマン２と 

大魔界村・・・・ 

大魔界村はゲーセンで１周しただけなので 

クリアではないです。ベルゼバブまで。 

ゲーセンに通って少しずつすすめるように 

なっていきました。練習中はコンテニューつか

って 

ボスと何度も戦ったりしたりしましたけども 

最終的には１コインで１周できました。懐かしい

ス。 

オームがすごく大変でした。 

ルシファーは足で踏んでくるのですね。 

知らなかった。指レーザーだけかと思ってまし

た。 

写真しか見たこと無いからー。 



 

そいえばうさくんが初めて買った CDは 

「大魔界村」の CDです。 

ロストワールドとか１９４３改も入ってる。 

５面の曲はすごくいい。お城の曲。 

久しぶりに聴いてしまいました。 

ロックマン２のアレンジ曲もはいってる。 

もうなかなか手に入らなさそうですけど。 

 

今、訳あって釣りバカ日誌みてます。少し。 

これはこれで面白いです。おもしろい。 

また明日。 

 

＜モンハン日記３ｒｄ＞ 

無駄な殺生をしないでおいてあげよう、と思っ

てるのに 

ガーグァが尻で俺の前をふさいでると許せない 

邪魔にならないように 

逃げ惑って欲しい。 

 

前にも言った気がする。 

  



２０１１年 

１１月 
 

１１月１日（火） 

サイボーグ好きだな。 

うさくんです。 

サイボーグ００９観ています。 

いいぜ。 

ＰＳ３買ったときから 

絶対借りて観よう！って思ってたのです。 

 

 

かっこいい。 

００３（フランソワーズ）もかわいい。かわいい！ 

００８（ピュンマ）の出番が少なめなのもいい！ 

サイボーグの体になってしまったことを 

隠しながら昔の友達に会うのが切なくていい！ 

でも敵に襲われてばれて 

結局友達を守って戦うところもいい！たまらな

い。 

ネオブラックゴーストの 

敵首領の３兄弟の顔面サイボーグっぷりがい

い。 

脳みそ見えてるのがいい！ 

あと、前も言ったけど 

主題歌の「誰がために」がいい！ 

マフラーの長さがいい！ 

私服がすごくいろいろあるところがすごい！お

しゃれ！ 



いつもあの服着てるわけじゃないところがすご

い！ 

ドラえもんとかはいつも同じ服だったからすご

い！ 

やっぱしサイボーグはいい！ 

 

ときめく。 

 

そいえばエスパー魔美も私服が毎回違ってて 

すごかったです。 

 

００９（ジョー）の能力の「加速装置」っていうの

が 

最初、ピンと来てなかったのですが 

ちゃんと強いし、主役っぽい能力でした。 

早く動くっていうのは 

「時間を止める能力」に匹敵すると思います。 

でもいきなり００９が時間止めれる能力持って

たら 

ちょっとそれは強すぎるし。 

「時間を止める」っていうのは 

ラスボスが使うイメージなので。ディオ様とか。 

だから「加速装置」はほど良くマイルドで 

イイ感じの能力なのです。きっと。 

リスクも結構あるみたい。 

いい能力には絶対あるよねリスク。 

 



フランソワーズのエロ同人誌も 

出てるみたいで安心です。 

００９が加速装置でピストンするのは目に見え

ているけど 

断面図のコマは機械の部分まで描かれてるの

かな。 

そこは結構わくわくします。 

いや想像するだけでいいの。 

また明日。 

 

＜モンハン日記３ｒｄ＞ 

なんとか１日２クエくらいはやってる！ 

銀レウスを続けてやっていますが 

なんと。 

６回連続で「火竜の逆鱗」が手に入っていま

す。 

６回も！１枚づつ！ 

こんなこともあるんね。 

 

 

 

１１月６日（日） 

「アミィ」＝「友達」らしいス 

うさくんです。 

昨日みましたハッチの感想でも書きます。 

敵はスズメバチ軍団。 

ハッチと他の昆虫達がみんなで力をあわせて 

戦うのですが今回のは「人間の少女」が参戦し

ています。 

 

なんか人間が参戦すると妙な怖さが出てきま



す。 

ミツバチがスズメバチに襲われる、っていうの

より 

人間がスズメバチに襲われる、の方がリアルに

怖くないですか。 

昆虫同士の戦いなら 

ファンタジーな感じで受け止められるけど。 

 

でも少女がスズメバチに備えて 

もこもこに厚着してる絵はかわいい。 

目が小さめで離れ気味な絵柄は好きなんで

す。 

自分の絵に近いからです。 

でも一つだけず～～～～っと 

モヤモヤしたところがあったので 

それを言います。 

 

その昆虫としゃべれる少女の名前が 

「アミィ」って言うんです。 

なぜ数ある女の子の名前の中から 

その名前を選んだのか。アミィ。 

どうしても「虫取り網」を連想してしまう。アミィ。 

「人間 対 昆虫」っていうお話ならその名前で

もいいけど。 

この名前はハッチ側の昆虫にとって 

かなり嫌な名前であるはずなのに。アミィ。 

うさくんがハッチだったら 

「一緒に戦ってくれる気持ちはうれしいけど 

名前がムカつくから帰れ。」って言ってしまいそ

うです。アミィ。 

漫画の仕事に例えるとこんな感じです。 



 

絶対に帰れ。 

一人で頑張って描く。 

また明日。 

 

＜モンハン日記３ｒｄ＞ 

銀レウスの大金冠が出ました。 

 

 

 

１１月８日（火） 

マゲ天の秘訣。 

セーラームーンを結構みました。 

Rまで観ました。 



 

いいものですね。 

大流行してたころは全然興味を示してなかった

のですが 

いや、むしろ避けていました。 

照れていたのかもしれません。 

やはりいいものですね。 

かわいいし面白いです。 

 

マゲ天の回を描くときに 

少し、２，３本レンタルして観たことはありました

が 

こうしてちゃんとみておけば 

マゲ天の回のネームの時に慌てて観なくて済

みますし。 

でもマコちゃん描くときにセーラームーンをみた

り 

ちゃおを買ったりするのは 

「なんとなくテンションを上げるため」っていう役

割も大きいので 

結局またみるのかも知れない。 

じゃあセーラームーン Sはまだ観ずに 

温存しておいたほうがいいのかもしれない。 

 

ジュピターとヴィーナスがいつも暇そうで 

かわいい。 

どのセーラー戦士が好きか、っていうのは 



答えられないです。みんないい。 

プリキュアとかも１０年後くらいに観て 

「やはりいいものですね！」って思うのだろう

か。 

 

今日からまた改めて 

頑張る感じです。ネームです。 

また明日。 

 

 

 

１１月１８日（金） 

プレイ時間とか。 

うわ。うさくんです。 

切腹は免れました。あぶない。 

ぎりぎりで本当に恐ろしかったです。 

すごくつらかった。 

原稿が間に合ってなかったら言えないけど 

間に合ったので言います。 

実は１１日に MHP３ｒｄの勲章が全部集まりまし

た。 

 



集まってたんだね！うん、集まってた！ 

約１年かかってしまいました。 

プレイ時間は６７４時間です。 

 

ジンオウガの金冠はすごくすんなり出たので

す。 

ほんとに、そんなにやってないんですって。 

ジンオウガの金冠集め初めて１２，３頭目で両

方でたんですって。 

（今の３行は担当さんに読んでもらうための３行

です。） 

 

やっぱり一番大変だったのは金冠集めで 

「金冠集め中は絶対にリタイヤしない」っていう 

無駄な自分ルールも課したりしました。 

金冠かどうか迷いながら戦うより 

「倒す」って決めてたほうがいいかなって思った

りして。 

 

ジンオウガの大金冠はでっかかったです。もう

別物でした。 

あれはいい。マガティガみたいにいつでも戦え

るクエストがほしい。 

頭に届きにくいけど。でもいい。かっこいい。 

やっと勲章集まったのでこれから他のゲームも 

いろいろ楽しんでいきたいです。 

 

PS3買ったのに DVD観てるばっかりで 

まだ一度もゲームやってないからそれをやりま

す。 

エルシャダイやる。 

あとデモンズソウルをとりあえず買ったのでそ

れもやる。 

ダークソウルはそのあと考えます。 

あと FF零式が「アクション RPG」って 

最近知ってなんかそわそわする。 



また明日。 

 

 

 

１１月２３日（水・祝） 

マ～～～～ヤ。 

うさくんです。 

こんばんは。 

 

赤毛のアンみました。 

もうなんか、日記の書き出しが唐突だなって 

思ったりしますけど、いつも読んでくれてる人た

ちなら 

だいじょうぶだよ。とか勝手に思っています。 

 

いいですね。すごくよかった。 

一つ、新鮮だったのは 

ナレーションの声が男性だったことです。 

「世界名作劇場のナレーションはやさしいおば

さんの声」 

で統一されてるのかと思ってたのです。 

 



 

ファミ通を読んでて最近気になる人物。 

ゲームズマーヤ店長の秋谷久子さん。 

レベルファイブの特集記事でもコメントを寄せて

ました。 

うさくんが思ってる以上にビッグな人物なんだろ

うか。 

 

エスプレイドのガラ婦人とか 

プロギアの４面のボスとかの時に日記に書い

たけど 

「ラスボスがおばさま」ということに対する 

うさくんの気持ちの高まりは結構なもので、そ

れはもう 

「倒したはずの敵がサイボーグで復活」に匹敵

します。 

ゲームズマーヤ店長としてファミ通によくコメン

トを 

求められてるのはやっぱりすごいです。 

 

エルシャダイは 

少し進みました。ガーレはとりました。 

難しくなってきたなー 

また明日 

 

＜モンハン日記３ｒｄ＞ 

訓練所で S ランクをとる努力をはじめました。 

まだ努力のみです。 

あと、完全に、見た目のお気に入り装備を作り

ました。 

スキルは抜刀のみです。 

スリムな感じがいいなって思ってつくったんです

が 

ハプル装備を使いすぎると 

「早食い」がついちゃうのでやだ。 



あれは欲しくないので。 

 

 

 

１１月２５日（金） 

近距離メーテル。 

うさくんです 

銀河鉄道９９９の DVDみました。 

全部みました。 

 

いいです。 

やはりいい！ 

昔テレビで、再放送とかもあったりで 

そこそこ観たような気はしてたけど 

そんなにちゃんと理解できてなかったなって思

う。 

 

主題歌もおわりの歌もいい。重厚すぎる。 

おわりの歌はエンディングテーマのことです。 

しぶい。人はだれでも～のところの 

宇宙の駅から電車が出入りする絵はすごくい

い。 

車掌の予告がすごくいい。 

あの予告だけ延々と聞いていたい。 

心が強くなる。 

予告の曲も短いくせになぜかすごく泣きそうに

なるし。 

メーテルもいいし。 

良く裸になるし。美しいし。 

 

ただうさくんはメーテルと向かい合わせで 



あの長い旅は無理だ。間が持たないから無

理。 

メーテルかわいいけど無理。距離が近すぎる。 

あとあの銀河鉄道の法律が厳しいよね。 

すぐ死刑とかいうし。 

だいたいパスを盗まれすぎだよメーテル。 

いいけど。 

テーマが重いのでちびっ子の時には 

なかなか理解できてないと思うんで 

今改めて観てよかったです。 

機械の体を手に入れるかどうかの葛藤ね。 

うさくんも限りある命をがんばって生きるよ 

 

メーテル。 

そういえばこのサイトの中に 

メーテルの変な絵があるけどごめんね。 

メーテルごめんね。そのうち消しとくよ。 

 

そんな適当な感想でした。 

また明日。 

 

 

 

１１月２９日（火） 



おび報告 

うさくんです。 

 

実は１１月３０日発売の 

「たべるダケ」っていう本のオビを描かせて 

いただきました。うさくんがオビを！ 

 

おび！ 

この作品です。みてみて。 

記念すべきうさくんの初オビ体験です。 

いや自分の漫画のオビは描いたことあるよ。 

みなさんよろしくお願いします。 

たべるダケ。 

かわいいんだよこの娘が。 

名前わかんないけど。 

名前なんてどうでもいいじゃないか。 

 

あとマコちゃん４巻の表紙を 

トップ絵に添えてみました。 

３巻は冬発売だったので表紙は冬っぽかった

けど。 

４巻もまた冬発売なので。 

今回は秋っぽくしました。マゲ天でやりたかった

し。 

和風な感じで２２日発売ですよろしく。 



 

ハチミツとクローバーに続いて 

「君に届け」を見ました。 

いいわー。すごく好きだわー。この作品。 

たまらないです。 

爽子ちゃんさわさわしたい・・・と見せかけて 

風早くんに申し訳ないから触らない！ 

また明日。 

  



２０１１年 

１２月 
 

 

１２月６日（火） 

我慢してたのか日記 

うさくんです。 

もう今日は普通に日記かいちゃえ！ 

いいじゃないか！と思いました。 

ええじゃないか！ 

 

新ワード。 

「ロンチ」という言葉を検索しました。 

そういう意味だったのか。 

ゲームの話題の時とかに 

「ロンチタイトル」とか言いますでしょ。 

意味わかってなかったです実は。 

 

アマゾンプロダクツを聴く。 

面白かった。 

ジュエルペットに興味が沸きまくり勃起。 

あと、ネイルアートの所を聴きながら 

「サメ！サメ！米軍機のサメ！」って思ってた直

後に 

鮫島さんが「シャーク柄」を言ってくれたので胸

キュン。 



 

やっぱりアマゾンプロダクツは聴き続けていか

なければ 

ならないと再確認しました。 

戦闘機のプラモを買ってた頃、 

（あえて「プラモ」と言いますけど。） 

あのシャーク柄が好きでした。 

でも金髪のボイン美女が寝そべってる感じの 

ヤツは恥ずかしかったので買わなかったです。 

あれって今で言う「痛車」みたいな感じだろう

か。 

どうなんでしょうね。 

 

エルシャダイ。 

盤にうっすらとホコリが積もっています。 

神々が収録されてる盤に！ホコリが！ 

 

ファミ通。 

付録の「タッチパネル対応手袋」付けてみたけ

ど 

特にタッチするものがないのですぐ脱ぎまし

た。 

モンハンもやってない。 

また明日。 

 

 

 



１２月８日（木） 

レンタル中だったようです 

うさくんです。 

ジュエルペットだめだった畜生！ 

 

ＤＶＤ。 

ＡＩＫa ZERO っていうのをみました。あいかゼ

ロ。 

いやらしいなコレ。尻ぷりんぷりんすぎる。 

すごくぱんつ魅せすぎな作品でした。 

こういう感じのはあまりみたことなかったんです

が 

ぱんつが見れるっていうのは 

やっぱりいいものだなってしみじみ思いました。 

どんなに見えても嫌じゃないな、というか。 

 

昔、英語の授業で 

「どんなに～しても～し過ぎということはない」 

みたいな熟語がありました。 

「どんなに注意しても注意しすぎることはない」 

みたいな例文で。 

その熟語を使うと 

「どんなにぱんつを見せても見せ過ぎということ

はない」 



っていう感じです。 

どんなに見せられても困りませんしね。 

アニメですし。 

 

いやわかんない。 

こういうの久しぶりだからそう思うだけかも。 

全部で３話だけだし。 

ほどよい長さだから喜んでいられるのかも。 

もし仮に「銀河鉄道９９９」の 

全１１３話で毎回メーテルがハイペースで 

ぱんつ見せまくりだったらさすがに途中で 

「もうよいわ！！！」と怒鳴りそうです。 

殿ぉ。 

 

 

ファミ通をパラ見る。 

１２００号記念ということですが・・・ 

そんなことより町内会にあの三峰徹氏が降臨し

とる！ 

衝撃的すぎる！あぶねーっ。 

買っといてよかった。 

そんな１２００号とかどうでもよくなる出来事でし

た。 

 

 

モンハン記事。 

イビルジョーのなんかすごいやつがいるみた

い。とらいＧ。 

激昂ラージャンみたいな感じかな。ああいうの

好きなんです 

亜種より好きです。 

ただイビルジョーはまだ１３頭しか狩ってないん

です。 

金冠がすぐそろったので。 

ていうかそもそもトライＧを買う予定はないのだ

けども。 



でもきっとおもしろいに違いないので 

みんな頑張ってください。 

 

あいかゼロは 

すぐ見終わってしまったので 

キスシスっていうのを観てます。 

これまたいやらしい。いや、 

いやらしいとかより、かわいいです。 

すっごい絵がかわいい。 

キスはどきどきしますね。 

いやかわいい。やだもう。かわいい。 

頭痛い。 

また明日。 

 

 

 

１２月９日（金） 

DVDたくさんみてるな。 

みなさんごきげんよう。 

うさ・キネンシスです。 

そういうわけでですね 

「マリア様がみてる」をみました。 

これが話題のマリみてかー。 

よかったです。 

 

スールっていうのを初めてしって 

ああ、そういうシステムなのか。 

なるほどなるほど。 

女子同士のキスはドキドキしますね。 

お姉さま。 

 



あと「銀河伝説ウィード」も同時借りしてて 

全部みました。犬たちの熱い話です。 

こういうのは好きです。 

銀河の息子のウィードのお話。 

ＯＰ曲がいい。熱い。 

あと、文字がいいです。 

書き文字が激しい。 

かっこよすぎて読みにくいところが 

もう突き抜けてていいです。熱い。 

中途半端はよくない。 

 

ただ、犬のセリフもかっこいいのですが 

「自業自得だぜ！」とか「言語道断！」とか 

人間の自分ですらあまり使わない言葉をしゃべ

ってるのを見ると 

「この犬、知能高えな」とかいらんことを 

考えてしまうのが困るところです。 

すごくシリアスなシーンで仲間が死んだりした

時に 

「これじゃ犬死にじゃねーかあああ！」とかいう

のも困るし 

「○○の犬め！」とかも困りました。だって犬な

んだもん。 

 

あと学園ヘブンっていうのも見ました。 

ＢＬ。美男子たちのラブいやつでした。 

あと学園といえば！ 



だいぶ前だけど学園アリスもみました。 

面白かったです。 

ワンピースとは違って 

少女漫画らしくやさしい能力者多めで。 

 

君に届けとかマリみてとか 

学園ヘブンとか。ラブいやつをみるたびに 

小次郎君親衛隊の構想がガッと広がる。 

正直もうマコちゃん絵日記は半年分くらい 

小次郎君親衛隊のシリーズだけでやりたい気

分ですが 

やらないやらない。 

 

ううーす。 

背景ばっかりでつらいけど 

みんながんばろうぜ。ひとりだけど。 

また明日。 

 

 

 

１２月１０日（土） 

本当にどうでもいい。 

うさくんです。 

ちょっとこないだ文章の仕事で 

「めちゃモテ委員長」について書きました。 

「文章の仕事」っていうとめちゃ大げさですが 

電撃萌王の巻末のコメントのことです。 

大げさすぎるだろ。 

 

うさくんは「めちゃモテ委員長」が好きです。 

一気に観るともったいないのでＤＶＤは１本づ



つ、 

ちびちびと楽しんでいます。 

初めて知ったんだけど 

ＤＶＤは２６巻が最終巻らしいです。残念すぎ

る。 

残りわずかじゃないか。 

もうアニメやってないなんて知らなかった。 

 

それでみなさんがめちゃモテ委員長のことを 

どう思ってるのか気になったりもしていて 

こんな記事を見つけました。 

コチラです。「イン殺」xx様 

勝手にリンク貼ってしまいました。 

いろいろ的確です。 

 

 

うんうん。うんうんうん。 

頷きながら読めます。 

好きです。めちゃモテ。 

でもリンクはるだけじゃアレなので 

自分でも少し考えてみました。 

リンク先にある 

「めちゃモテ委員長がＤＩＳられているのを見る

と心が和む 

特殊な性癖」ですが、これはうさくんもちょっと 

そういうところあるので自分なりに分析してみま

した。 

（※リンク先の xx様がそうかどうかは知りませ

ん。たぶん違うと思います） 

 

たぶん「ハーレム感」かなと思います 

あまり詳しくないですが 

大人の男子もいっぱい観てるらしいのは知って

るので 

とりあえず「プリキュア」を例にあげます。 

プリキュアをみているみなさん、と 



めちゃモテ委員長をみているみなさんを 

簡単な絵で表すとこんな感じです。 

図で描くとすごくわかりやすいです。 

 

どちらのうさくんが幸せそうに見えますか。 

 

どっちにしても家で一人で観てるんですけども 

そういう物理的な理由じゃなくて 

メンタル的なね、なんかそんな感じ。 

純粋に、少女の割合が多い集団に所属してい

たいという本能。 

 

「めちゃモテ委員長がＤＩＳられるのを見る」 

という行為はハーレムの濃さを確認することな

のです。 

だから性的に興奮するんだきっと！ 

でもそんなのはささやかな理由です 

好きのうちのほんの３０％くらいです。 

残りの７０％は普通に好きです。 

でもアニメ終わっちゃうのかー 

そうかー。ずっと続いてて欲しかった。 

 

あと、 

やっぱりラピュタは金曜ロードショーに限るぜ。 



また明日。 

 

 

 

１２月１１日（日） 

しょんぼり帰宅。 

うさくんです。 

今日はちょっと携帯で資料写真を 

撮らせてもらおうと思って 

お願いしたら断られてしょんぼり帰宅しました。 

店内での撮影だし断られるのも仕方ないです。 

なにしろこっちは得体の知れないおっさんだし。 

逆の立場だったらうさくんでも断りますし。 

 

仕方ないです。 

 

まだ今回レンタルした 

めちゃモテ委員長のＤＶＤが残ってるので 

悲しみを埋めたいと思います。 

 

今日もがんばる 

あ今日。モンハン３Ｇの発売日だ！ 



みなさん頑張ってください。 

また明日。  

 

 

 

１２月１２日（月） 

めちゃ好き若草 

うさくんです。 

 

愛の若草物語をみています。 

だいすっきです。 

昔たまに観てたくらいだけど好きです。 

PS3買って頻繁に DVDみるようになってから 

世界名作劇場はいくつかみましたが 

「愛の若草物語」はボス的存在として 

とっておいたようなところがあります。 

なんとなくガマンしてました。 

あの四姉妹は本当にいいです。 

めちゃモテ委員長だって蹴れる。 

 

世界名作劇場全般に言えることかと思います

が 



いじわる（だと思ってた）おばさんとか 

すごく頑固で怖そうなおじさんが 

主人公たちのやさしさに触れて 

心を開くシーンなんかたまらなくいいです。 

エロ漫画とかでよくある 

清楚なお姉さんががんばって 

清楚を保っていたけど快楽の世界に堕ちちゃ

う！ 

・・・の瞬間みたいなアレ。 

 

あーーあ。 

ああーー。 

いろいろ時間ぎりぎりです。 

そろそろ怒られるのではないか心配です。 

日記更新してる場合じゃない 

また明日。 

 

 

 

１２月１３日（火） 

信頼のエイミ～ 

うさくんです。 

いろいろと絵の仕事が無事に終わりました。 

担当さんにも怒られてないです。 

 

若草物語を全部観終わりました。 

四姉妹のうちで誰が好きかの話。 

エイミーでした。完っっ全にエイミー。 

昔はわがままな感じがあまり好きじゃなかった

ような 

気がしてたんですけどもすごく好きです今は。 



子供らしさがすごくいい。マコちゃんも見習いた

い。 

やっぱり食い意地は大切だと思います。 

声がいい。めちゃめちゃかわいい。 

 

エイミーは子供っぽいのでわんぱくだし 

死にそうになったりするけど大丈夫。 

わがままだけど安定してる。 

最終回まで絶対死んだりしない、 

という信頼がありますので安心してみれます。 

 

だってエイミーがナレーションを担当してるから

です 

ナレーションやってるキャラが途中で死んだりし

ないし 

ジョジョのフーゴみたいに仲間から離脱するこ

ともないし 

ダークサイドに堕ちることもないし 

もちろん快楽の世界に堕ちちゃう！こともない

ですし。 

安心です。快楽のやつは別に堕ちてもいいけ

ど。 

エイミーのナレーションが 

途中からあえぎ声まじりになったとしてね！ 

それが面白いか面白くないかっていったら 

めちゃめちゃ面白いと思いますけども 

ハウス食品がスポンサーから降りるよ。 

 



スイミー。 

 

そろそろエルシャダイを再開したいです。 

また明日。 

 

 

 

１２月１４日（水） 

エルシャダイやったよ。 

うさくんですどうも。 

愛の若草物語の３周目をぐっと我慢。 

もう買えばいいだろう！ＤＶＤを！ 

買っちゃいなよ！エイミーを。 

でも所有してしまうと 

そんなにみない気もするし迷います。 

大切に思っていられる方を選びたいので。 

 

久しぶりにエルシャダイを進めました。 

バイクが終わったみたい。 

 

鎧の豚２頭がすごく良かった。 

ああいう敵のデザインすごいかっこいい。 



あいかわらず死にまくりですが 

なんとか進んでいます。 

武器はベイルが好きかと思います。 

 

 

これから今年最後の 

マコちゃんのネームです。 

昨日、今描いてるのが５巻分なのか６巻の分な

のか 

ページ数とか計算してみたら大変なことに気付

きました。 

こないだのＬＯのハンハンベアのヤツは 

もう６巻に収録になるのでした。 

まだ５巻だと思ってたのに！ 

 

なんとなく 

ハンハンベアとマゲ天と小次郎君親衛隊の話

は 

単行本１冊に１話ずつ収録したい、って思って

たのに 

ずれてた。マコちゃんはページ数が 

８～１６ページの間でよく変動したりしてるので 

こんなことになってしまうんだと思います。 

（これすごくありがたいことなんだけど） 

ちゃんと計算しておかないからダメなんだ。 

でももう手遅れだしそんな上手いこといかない

や。 

もうあきらめた。 

また明日。 

 

 

 

１２月１５日（木） 



うさくんを探せ！のやつ 

うさくんです。 

今日は「これだ！」と思うメモ用紙を買えまし

た。 

１０ｃｍくらいの正方形の 

６色くらいのシックな色で無地で接着のノリも弱

くて 

ぺりりって心地よくはがれてすごくいい。 

 

たぶんこれ６００枚だ。１色１００枚で。 

以前にも似たようなの買ったけど 

色がきつかったんです。原色原色で 

本屋の文具売り場のすみーーーっこに 

１個だけ埃かぶっててビニールもちょっと破れ

てました。 

でも俺はまさにこれが欲しかったので電撃購入

しました。 

分厚いので２年は持つと思います。 

 

うさくんのメモライフは安泰だよ。 

 

 

おしらせ。 

こんどの冬コミでもうさくんＴシャツが販売され

ます 



ここで電撃屋さんの品物がいろいろ 

チェックできます。 

いかにうさくんのＴシャツが場違いか 

よく見ておけばいいじゃないですか！ 

今回はこういうやつです。 

うさくんを探せＴシャツ。 

ぎりぎりで遊べない大きさに画像を縮小しまし

た。 

右下に６つ探すものがありますのでそれを 

探してみてねっていうシャツです。 

６つ探しても別にたいして偉くはないと思うよ。 

 

エルシャダイ。 

連打復活の時って 

もしかして親指でボタン４つとも押したほうが 

はやいのかしら。だとしたら結構損してたかもし

れない。 

今はイーノックじゃない人を操作してる感じで

す。 

また明日。 

 

 

 

１２月１６日（金） 

波紋ヒップ 

うさくんです。 

今日は親知らずを抜きましてつらいです。 

昨日からどきどきしてたんです。 

今は痛み止めが効いてる。 

仕事をしないと。 

 



しゃつ。 

昨日言ってたうさＴシャツです。 

あえてぎりぎり遊べない大きさに 

画像を縮小しました。 

スキー場にうさくんがわんさかいますので 

右下の６つを探してみてねっていうシャツです 

３０００円。 

 

コロコロＧ。 

考えてみますと 

まだ発売からたいして日が経ってないです。 

発売日あたりは忙しくてちゃんと宣伝できてな

かった気もするし。 

みなさんよろしくお願いします。 

モンハン３Ｇのでっかい新聞がついてるよ。 

あたりまえだけどもう全部ためし読みができる

ように 

なってるのでどうぞ。ページ数おおい漫画は結

構読めます。 

 

悶本狩猟団の２人の名前は 

いつもうさくんが愛聴してるアマゾンプロダクツ

の 

鮫島さんと筆川さんのお２人から。レイジとフト

シです。 

でもラジオではあまり下の名前がでてこないけ

ど。 

あってるのかな。 

 

「愛聴」なんて人生で初めて使った。 

キャラを考えてる時に「仮名」のつもりで 

付けた名前がだんだん自分の脳内で定着して

きて 

そのまま使ってしまうなんていうことはよくある

ことなので 

仮名も慎重に考えなければならないよ。 



 

 

エルシャダイ。 

まだクリアしてませんが 

このゲームで一番心ときめくのは 

べイルのラッシュブロウで 

大ブタの尻をボコボコなぐってる瞬間です。 

 

あの波紋みたいなエフェクトのせいか 

尻の肉がぶるんぶるん震えてるみたいで 

すごくいい。んでたまにブタが 

「ビクンっ」ってなるからすごくいい。 

どんなエンディングが待っていようとも 

これ以上の感動はないんじゃないかな。 

 

 

ネームができておらず、やばいのに 

痛み止めが効いてる貴重な時間をつかって 

ブタの尻を殴る絵を描く。 

また明日。 

 

 

 

１２月２１日（水） 



Ｖｉｔａにモンハンを望み過ぎている。 

うさくんです。 

アレを再開してみました。 

アレって。 

「どうぶつの森」です。何年ぶりだろう。 

すべてのデータを消し去ってやめたわけではな

いので 

メインの部屋の家具とかは残っていました。 

そのへんのことはまたでいいけど。 

どうぶつの森のことをよく考えるように 

なっていました。 

 

昨日、どうぶつの森の映画のＤＶＤ借りちゃった

し。 

「うさくんモンハン３Ｇ買わないの？」「うん買わ

ない」 

っていうやりとりのたびに 

どうぶつの森のことを考えています。 

モンハンがでても３ＤＳを買わないなら 

じゃあ何が出たら自分は３ＤＳを買うんだろう。

って思って 

それで「どうぶつの森」です。 

３年もやってたっぽいし好きですよ。 

 

でもモンハン３Ｇがいっぱい売れてモンハン人

口が増えて 

またいつかＰＳ－Ｖｉｔａで（きっと）続編がでたり

する時に 

もっとどんどん売れてくれればいいなと思いま

す。 

カプコン全体の利益になればいいんだ。 

 

それでどうぶつの森の話ですが 

やよいちゃんが引っ越していました。 



村人も結構入れ替わっていましたが 

奇跡的に全員メスでした。 

ゴキブリも結構いました。 

草もぼーぼーです。 

でもラフレシアは咲いてないです。 

ゴミは置いてないからかな。 

 

今まさにどう森ＤＶＤみながらこれ書いていま

す。 

サリーかわいいです。 

ももりんご村にも来た事あるけど。 

アイがＵＦＯの部品を手に入れた直後に 

氷の上をてれ～っとすべってくるサリーがかわ

いい。 

 

こんな感じ。 

 

 

コロコロＧでモンハン３Ｇをがっつり特集してる

のに 

買わない買わない言うのはアレですけども 

言ってしまいました。モンハンは大好きですけ

ど 

好きすぎていろいろ難しく考えすぎちゃうんです

ね。 

きっとね。 

また明日。 



 

＜モンハン日記３ｒｄ＞ 

まだロアルドロス亜種の集団演習で 

Ｓランクを目指してるんですけども。 

これかなり無理そうな雰囲気なんだけど 

まだ一応頑張っています。 

ギリッギリ６分台なのでここからあと２分も縮め

るの。 

無理そうじゃん。でももう少し頑張ってみます。 

もうちょっと楽なことから始めればよかったよ

ね。 

 

 

 

１２月２３日（金・祝） 

心変わり。 

うさくんです。 

去年の冬も言ったかもしれないけど。 

ヒビケアのＣＭって 

グロすぎませんか。すごく見たくないです。 

「イヤなら見るな」はいいんですけど 

ＣＭの場合は間に合わないこともあるじゃない

ですか 

来年も言うかもしれません。 

 

 

天皇陛下。 

お誕生日おめでとうございます。 

これほど絶対伝わってないメッセージも珍しい

よ。 

 



 

あの。 

３ＤＳでどうぶつの森が出るのが確定してるっ

て 

今日知りました。もう普通に発表されてたんで

すね。 

検索すれば一瞬でわかることなのに。アンテナ

が弱すぎるよ。 

ファミ通も適当に読みすぎだし。 

 

反省して３ＤＳのことを少し調べたら気が変わり

ました。 

気が変わった！ 

３ＤＳだんだん欲しくなってきました。 

どうぶつの森で久しぶりにＤＳライト触ってたら 

「ああ～かわいいなこいつ」みたいな感じもして

きたし。 

 

あの水色はよかったです。かわいかった。 

お店で現物を見てもう少し考えてから買おう。 

新しいカラーが出る予定はないんだろうか。 

１５０００円っていうのはやっぱりすごいことだ。 

また明日。 

 

＜モンハン日記３ｒｄ＞ 

今日はやれてなかったので 



今からちょっと取り組んでから寝るんです。 

 

 

 

１２月２５日（日） 

心配しすぎ。 

うさくん零。 

みんな～っ。 

明日発売の電撃萌王の「ＬＯＶＥＲＳ ＴＥＮ」の

コーナーに 

謎の作家「うさくん零」が電撃参加しとるよ！ 

なんだろうねこの。なんかね。隠す気ゼロだよ

ね。 

もうね線の太さからして違うよね。 

他の絵師さんの１０倍くらい線が太いんだよ

ね。 

あのサイズの本でまるっと１ページ描かせても

らうなんて 

初めてでしたよろしくお願いします。 

いつものカットも描いています。 

それはもう普通に描いています。 

そんな 

いつもと違う萌王の宣伝でした。 

 

 

昨日ね。 

歯医者の会計待ちの時に 

また例の 

「ヤフー知恵袋のＰＳＰの項目」を見ていまし

た。 

別にモンハンの情報が欲しいとかそういうアレ



ではないんです。 

質問に答えるわけでもないし。 

前のあの、「娘が３年間おこづかいを溜めてＰＳ

Ｐを買いました。」 

みたいな「温かい何か」を求めているんです。 

 

昨日見つけたのは 

「今度のお正月のお年玉でＰＳＰのモンハンを

買おうと思っています。 

なにかオススメのウラ技を教えてください」とい

った内容の質問でした。 

そうか。 

この、「３Ｇ」真っ盛りの今、ＰＳＰの３ｒｄを。 

ちょっと心配になりますよね。 

 

うさくんのように家でひとりでプレイしてる分に

は 

どのモンハンをやってても平気だけど、 

この子たぶん学生だよね。 

中学生くらいかな。 

学校で大丈夫なのかな。 

お友達のモンハン具合はどうなのかなとか。 

お年玉で３ＤＳが買えないにしても 

３ｒｄならもう１年経ってるし誰かに借りれるんじ

ゃないかなとか。 

お年玉が１万５千円に達しないのかな。とか。 

あ、２万必要か。とか 

いまどきにしては少なめかな。とか 

もらってもあんまり使っちゃダメっていう教育方

針なのかな。とか 

お金に厳しく育てるのは大切だよねとか。 

いろいろ考えてて。 

 

でも、なんか 

「素材売ってお金を増やす」みたいな感じの 

ウラ技を教えてもらったその返事で 



「ありがとうございます！ 

友達もすごく喜んでいました！」と書かれてい

たので安心した。 

一緒にプレイする友達がいてよかった。 

神様ありがとうございます。 

彼に友を与えてくれてありがとうございます。 

とか感謝したり 

もういいやこの話。長い。 

 

３ＤＳ買うんなら早めに買わないと 

お年玉キッズに先を越されちゃうだろうか。 

ゲームズマーヤで買いたいです。遠いから無

理だけど。 

店長の秋谷さん風邪は大丈夫だろうか。 

また明日。 

 

＜モンハン日記３ｒｄ＞ 

訓練所ロアル亜種。 

 

ダメージ計算してみましたら 

タテガミへの溜め３と爆弾１個はほぼ同じダメ

ージでした。 

へー。じゃあ２個もあるんだし当てたほうがいい

んやね。 

今５分５０秒。 

やっぱりＳは無理なのかも知れませんがもう少

し頑張る。 

 



 

 

 

 

１２月２６日（月） 

Hおまたしゃしんまんが 

うさくんです。 

腰をやってしまいました。 

腰を。まっすぐ立てません畜生。困る。 

仕事とかモンハンはなんとかやれるので 

とりあえずいいです。安静にします。 

 

 

感謝してる人。 

２ヶ月に１度必ず感謝する人がいます。 

すがわらくにゆき先生です。 

まったく面識はないんです。 

昨日の日記でも言った電撃萌王で 

カットを描かせてもらってるんですが 

「萌コロ」っていうコーナーで 

作家さんの自画像とそれぞれの担当編集の絵

をつかって 

カットを描く仕事なのです。 

作家さんは毎回違うのでアレだけど 

担当編集さんたちの似顔絵というか 

キャラデザインをしてるのがすがわらくにゆき

先生です。 

すごくシンプルで描きやすい絵なので 

いつも感謝しています。 

ああ、助かるよ～。すごく描きやすくて助かるよ

～。 

感謝してるよ～。と心の中で 

すがわら先生に語りかけています。隔月で。 



キャラデザが原哲夫先生とかだったらもう・・・ 

すごく困るしそもそもうさくんにその仕事来ない

と思う。 

 

 

お股の写真。 

昨日久しぶりにアクセス解析を見てみたら 

また素敵な検索ワードでここを訪れてる 

少年を発見しました。きっと少年です。 

以前の「まんがぽけもんのえっちばん」みたい

なやつです。 

今回のは 

「Ｈおまたしゃしんまんが」。でした。 

写真なのか漫画なのか。「おまた」もなんかい

いです。 

やっぱりひらがなっていうところがすごくいいで

す。 

お笑いマンガ道場の 

「ひらめきスピードマンガ」とか思い出しちゃい

ます。 

富永先生めちゃめちゃ得意そう。寿司をどんど

んゲット。 

えっちなサイトにたどり着けただろうか。 

頑張ってください。 

 

 

ＤＶＤ。 

ナンとジョー先生みました。 

初めてみました。少しも観たことなかったので

す。 

小次郎くん親衛隊ではナンとジョーを最初に 

登場させてたくせに。 

メグ出てきました。やっぱりああいう風に 

続編で歳をとったキャラが再登場するのはぐっ

と来ます。 

エイミーは出なかった。べスはもう死んでた。 



 

あと気になってた映画 

「告白」と「悪人」を観ました。 

悪人のセックスシーンは大変よかったです。 

昼ドラとかでよくある 

「布団しっかり被って首筋をはぐはぐするだけ

のセックス」とは違い、 

ちゃんとピストン運動をしてるところが偉いと思

いました。 

サマーウォーズの２回目も観ました。 

やっぱりドイツの少年がたまらないです。 

また明日。 

 

＜モンハン日記３ｒｄ＞ 

あきらめた！ 

もうロアルドロス亜種の集団演習のＳランクは 

あきらめた！そもそも動画も出てこないし。 

自分には無理そうな感じはしてたし。もういい。 

それより 

とりあえずまだイベントクエストを 

全部クリアしてないので下位のやつから 

全部やっていくことにします。 

下位のクエストも上位装備でやっちゃうよ。 

卵運びからですので 

運搬スキルとかの装備をつくって登録したりし

ました。 

今日はそんだけです。 

闘技場で２頭同時クエストもいろいろ 

あるので早食いスキルつけた装備も 

作っといたほうがいいだろうか。欲しくなってか

らでいいか。 



 

 

 

１２月２８日（水） 

おにぎり希少種 

うさくんです。 

今日も腰が痛いです。 

３ＤＳがいっぱい売れてることを知って 

わーすげえんだなーと思う。 

ネームを頑張り中です。 

とりあえず希少種だけ。 

 

今日はおにぎり！ 

 



生き物じゃなくなってきたよ。 

また明日。 

 

＜モンハン日記３ｒｄ＞ 

また装備にこだわり始めてしまいました。 

さまざまな葛藤があります。 

お守りは手持ちの分でなんとかしたい。 

でも持ってるお守りで強い装備は 

あまりかっこよくない。 

だからといってスキルを減らしたら 

今後のプレイで上手くいかなかった時に 

それを言い訳にしない自信がない。 

でもやっぱりまだ長くやっていくなら 

少しでも気に入った服を着ていたい。 

とかそんな。 

頑シミュさんお世話になります 

ありがとうございます。感謝してるーっ。 

 

 

 

１２月２９日（木） 

３DS買ったのですね。 

うさっ。 

コミケおつかれさまです。 

あと二日あります。 

みなさん頑張ってうさくんの Tシャツを。 

 

報告。 

ついに３DSを買いました。 

色は白。「アイスホワイト」です。 

でも気持ち的には「ぱんつホワイト」です。 



 

その方が持ってて幸せだと思いますし。 

 

保護フィルムと３０００円分のプリペイドカードも

買いました。 

ソフトはまだなんも買ってないです。 

バーチャルコンソールには結構わくわくしてい

ますし。 

しかしまだ箱は開けてない。 

PS３の時のように 

この箱の状態でしばらく遊べるかもしれないの

で 

枕元において明日の朝またこんな演技とか。 

 

ソフトなくても 

とりあえずなんかやることありそうな感じじゃな

いですか。 

実はまだよくわからんけど。 



wi-fiの準備はできてるんです。 

それできっとなんか遊べるんでしょう？ 

そうなんでしょう？ 

いつかの Vitaのためにそれは準備しておいた

の。 

ポケット Wi-fi っていうやつ。 

３DSで先に使うことになりそうです。 

まだモンハンの DL クエストを受け取ることにし

か使ってなかったよ。 

 

いままでドコモのデータ通信なんとかっていう

のを 

ネットつながらなくなった時の保険に契約してた

のですが 

それをやめて Wi-fiに切り替えました。 

使わない月の使用料がだいぶ安くなるし。 

１月になったらちょうど２年目なので 

違約金なしで解約です。 

アレは払いたくないし。 

自動更新なんてさせるものか。 

アレを契約した時にちいさいノートパソコンみた

いなのを 

１００円で買ったけどあれも全然使ってない。 

けどいつかあのパソコンに救われることもある

かもしんない。 

しまっておく。 

また明日。 

 

＜モンハン日記３ｒｄ＞ 

今日はやれてないので 

今から２クエくらいやって寝ます。 

あ～あ。 

あと１スロットほしい。 

ハイジークムントを担いで行きたい。 

 



 

 

１２月３０日（金） 

残念なお知らせ 

うさくんです。 

みなさん。 

残念なお知らせがあります。 

もしかしたら薄々感づいてる方もいるかも知れ

ませんが 

うさくん Tシャツがあまり売れていないらしいで

す。 

担当さんによると 

「冬なので Tシャツはちょっと厳しい！」らしい

です。 

 

！！！！！ 

いや。わかります。かなり真っ当な意見です。 

でもみなさん。 

夏なんてまたすぐ来るよ？ 

きっと猛暑だよ？ 

でも夏だと「スキー場の絵」っていうのが 

どうしてもおかしくなってくるよね。 



あんまり細かいこと気にしなくていいから 

よろしくお願いします。 

お昼過ぎたら結構空いてくるらしいって聞いた

よ。 

明日、たくさん Tシャツが売れ残ったことを報

告された時の 

うさくんの表情とか想像してみてくださいよ。 

こういうの言うと余計買ってくれなくなる気がす

るから 

もう言わないでおきます。 

 

 

おしごと。 

今日もしたがきを頑張り中でした。 

今やっておかないと来年またひどいことになる

し。 

 

３DS 

任天堂の HPでバーチャルコンソールというも

のを 

見てみました。wiiのやつすごいいっぱいありま

すね。 

いままで全然興味もってなかった。 

３DSはまだそんなになかった。ゼビウスがある

じゃん。 

今後にも期待したいです。そんなやんないくせ

に。 

 

腰。 

腰はだいぶよくなってきたけど 

油断しないように。 

 

愚痴。 

もう年末年始とかどうでもいい。 

いい事なんか何にもないよ。 

平日がいいよ。平日大好きっ子だよ。 



じゃあまた明日。 

 

＜モンハン日記３ｒｄ＞ 

昨日２クエやって 

下位のイベントクエストが終わりました。 

これから上位だけど 

改めて見たらかなりクエスト数あるよ。 

ちょこっとはクリアしたヤツもあるけど 

だいぶかかりそうです。 

５頭狩るやつとかは 

かなり時間に追われるのでしょうねきっと。 

亜種たちの楽園は結構楽しみです。 

 

 

 

１２月３１日（土） 

慣れていくものだよ。 

うさくんです。 

みなさんコミケお疲れ様でした。 

今日は朝１０時にトイレの中でささやかに 

拍手しました。ささやかだ。 

 

大晦日です。 

たしか去年の大晦日もぺん入れをしていまし

た。 

去年の大晦日に初めて 

デジタルでのペンいれした気がします。 

今日からペン入れをコミスタでやるんだ！とか

なんとか。 

丁度１年たってだいぶ慣れてきました。よかっ

たです。 



慣れるものですね。 

半年くらい前にしたがきもデジタルにしたし。 

慣れるものですね。 

マコちゃんの５巻が出たら 

「あ、ココからデジタルに切り替わったな！」 

っていうのはすぐわかると思います。 

 

DVD 

今日は「働きマン」観てました。 

モーニングでも読みましたが 

観てよかったです。 

営業の千葉くんの話がよかったです。 

みんな仕事大変だなほんとに。 

頑張って働こう。 

でももう観終わったから今はめちゃモテ委員長

みてるけど。 

 

では来年もよろしくおねがいします。 

また明日。 

 

 

これで 

ほむぺ日記２０１１はおわりです。 


