
２０２２年 

１１月・１２月分 
 

 

１１月５日（土） 

♪少し・・・描き始めました♪（３人分） 

応募者様のお名前部分はマッキーの「細」を使

います。 

サインの部分だけ「太」にします。 

バランスがアレだから。 

 

 

 

１１月６日（日） 

キャラの名前は基本的にはナシにしよう。と思

いました。 

依頼した本人がわかっていればそれでいいか

な、と思いますので。 

サインの絵は下絵は描くしホワイトで修正もし

ます♪ 

 

 

１１月７日（月） 

本当～に申し訳ないのですが・・・ 

サインに書くお名前や日付をミスってしまう場

合があります。 

ミスった箇所にはずっと昔に買った 

「シルバニアファミリー森のともだちシールブッ

ク」のシールを貼って隠すことにしました。 

（傷口にかわいい絆創膏を貼るイメージです） 



希少な「しあわせももりんご」でやらかしてしま

ったのです。 

でも人は皆やらかすから。 

よろしくお願いします。 

 

 

１１月８日（火） 

２日連続で謝罪なのですが。 

・・・画材を変更することにしました！！！ 

「色紙の絵」は筆ペンで描いていたのですが。 

これまでに仕事などで依頼されてた分もだいた

い筆ペンで描いてたのですが。 

 

昨日ホームセンターで 

「水性マッキー」というものを見つけたのです。 

マッキーと言えば油性だと思っていました。 

これならコピック塗ってもにじまないかもしれな

いと思い試したところ大丈夫でした。 

「水性マッキー」と「コピック」だとにじまないっぽ

い。 

 

じゃあ・・・筆ペンじゃなくてこっちでもいいか・・・ 

ということに・・・しました。 

 

葛藤はあった。 

だってもう１７人分は筆ペンで描いちゃってる。 

もうスマートレターの封がしてある。 

（ミスを防ぐために１個１個終わらせていった方

がいいし。） 

筆ペンは筆ペンで味わい深いし 

これはこれでちゃんと描けている。 

 

できるだけ統一感を持ってこの企画に臨みた

かった。 

途中で画材をかえるなんて。 



筆ペンも水性マッキーもクオリティやミスのしや

すさはそんなに変わらないけど 

 

水性マッキーの方が 

「サインの絵っぽい」といえば「ぽい」 

「サインっぽさ」では完全に水性マッキーが勝っ

てる。 

・・・描きやすさでも水性マッキーが勝ってる。 

 

やはり色紙は紙質がデリケート過ぎるので 

少しでも描きやすい方にした方がいい。 

 

水性は劣化する、というのもあるけど 

それも調べたところ顔料インクらしいし 

色も黒だしそんなに心配するようなことはない

と思う。 

もっと早く気づきたかった水性マッキー。 

 

「サインと言えばマッキー（油性）」と 

「コピックとマッキー（油性）はにじむ」という 

二つの情報に凝り固まりすぎて 

「水性のマッキー」の存在に気付かなかった。 

ガンダム見てたらもっと早く気付けたのかもし

れない。 

彗星の魔女だから。 

 

 

逆にその。 

筆ペンで描いた１７名のみなさんは 

「早期応募者の証」としてですね。 

「筆ペン１７人衆」としてですね、 

「我は筆ペンセブンティーンの１人、 

山田犬郎！」 

・・・みたいな感じでですね、 

レア物として受け止めていただければ、と思い

ます逆に。 



 

言い訳が長えんだよ。 

新しくここに来た人が下の説明にたどり着けね

えだろ。 

あとこの日記も将来的にほむぺ日記に収録し

ますね。 

おわり。 

 

 

１１月９日（水） 

とりあえず１回目の発送をしてみました。 

＜うさぎグループ＞の一部のみなさんです。 

具体的な数字は言わない。 

 

発送完了メールにも添えますが。 

なにか問題があった場合以外は届いた報告の

メールなどは必要ないです。 

事務的によろしくです。 

どうか適当～にもらっておいてください。 

 

あとルールの追加をしました。 

「公開しても OKです」のやつ。 

＜注意事項＞のところに赤字で書いておきまし

たのでよかったら読んでおいてください。 

このルールはもともと追加する予定でしたが 

まだ描き始めてもいないのにそんなん言うのも

アレだな、と思って今追加しました。 

 

それと「敬称についての説明」を簡略化しまし

た。 

ややこしかったから。 

敬称込みペンネームの人なんてそんなにおら

んって。 

 

ではまた少～しずつ進めていきます。 



おわり。 

 

 

 

１１月１１日（ポッキ～） 

水性マッキーはコピックがにじまないという特性

があるけど欠点もあります。 

「太」があんまり太く書けない。 

 

「油性マッキーの太」のようなどっしりとした、い

かにもサインらしい、荒々しい線、にならないで

す。 

（水性マッキー１本しか持ってないので 

この１本が不良品の可能性もある。） 

 

サイン本の「サイン」は油性マッキーの太、 

サイン本の「名前、日付、モノクロイラスト」は油

性マッキーの細。 

 

色紙の「サイン」は油性マッキーの太、 

色紙の「名前、日付」は油性マッキーの細、 

色紙の「カラーイラスト」は水性マッキーの細と

コピック。 

で今のところやっています。 

☆おわり☆ 

 

 

 

１１月１２日（土） 

メールが届いてない場合の話ですが。 

応募メールが届いてないパターンも１件あった

し 

こちらからの受付完了メールが届いてないパタ

ーンも１件あったので 



やっぱり今の時代でも届かない事ってあるんか

～。と感じました。 

応募メールがこちらに届いてないパターンだと

諦めてしまう人もいるかもしれないですが本は

まだあるので適当にどうぞです。 

 

需要と供給のバランスはまあまあいい感じだと

思います。 

とりあえずこのホームページだけでやって 

またそのうち Twitter などでささやか～に呼び

込む予定です。 

それで無くなっていったらいいな・・・くらいの気

持ちです。 

 

 

 

１１月１３日（日） 

サイン中の最大の敵は「ゲシュタルト崩壊」だ

から気をつけたほうがいいです。 

（改めて「ゲシュタルト崩壊」の意味を調べたら 

ちょっと使い方間違ってるかもしれない。） 

 

 

 

１１月１４日（月） 

＜うさぎグループ＞の発送が完了しました。 

次が＜いぬグループ＞、その次が＜さかなグ

ループ＞で 

次が＜みかんグループ＞です。 

人数や区切り方は適当です。 

グループ分けをする、という案を思い付いたの

が遅くてですね。 

 

しかし昨日の〇〇・・・ 



久しぶりに描いた〇〇・・・ 

めちゃいい感じに描けてたけど 

最後の最後で口元をミスってしまいホワイトで

修正しました。 

そういうこともあります。しゃ～ないです。 

やっぱりアナログはナマモノだからしゃ～ない

です。 

〇〇・・・。 

 

（※「ナマモノ」という言葉の使い方が間違って

いると思います） 

 

 

１１月１５日（火） 

「色紙に描いて欲しいキャラ」、 

「第１～３希望の本に描いて欲しいキャラ」、で 

１人４票の人気投票として集計しようかな。と思

っています。 

１０位くらいまで発表するのもいいかもしれない。 

組織票とかそういうのないからなかなか純粋な

結果がでるかもしれません。 

「サイン本に描くキャラは作品をまたいでいい」

というルールは 

一番最初の応募者の方がそれをしてたので 

「あっ！これもアリって書いておかなきゃ」と慌

ててルール変更しました。 

 

今、ものすごく狭い界隈での総選挙が行われ

ている感じです。 

＜うさぎグループ＞の分だけは集計しました。 

１位がダントツすぎてもう決まりだと思う。 

またいつか適当に発表しますね。 

 

 

 



１１月１６日（水） 

少し在庫管理をミスったかもしれない。 

アレが１，２冊余ってしまうかもしれない。 

でもまだ超デカいミスをするかもしれないんだ

からいいか。 

シルバニアファミリーのシールでは隠しきれな

いくらいのデカいミスを。 

海外のやつ自分用に１冊くらい持っててもよい

けど基本的にはいらない。 

日本のやつが１冊ずつあればよい。 

写真を少し撮っておけばよい。 

 

 

 

１１月１８日（金） 

「水性マッキー」は水性の「紙用マッキー」なの

ですが、 

取り扱ってる店少ないかもしれないです。 

Amazonはさすがにあると思います。 

色紙にサインっぽいイラスト描いてコピックで色

を塗りたい人には絶対いいペンだと思います。 

「サインっぽいイラスト」っていうのがポイントな

わけですし。 

uni の水性ペン「PROCKY」もなかなかいいと

思います。 

でももうマッキー買っちゃったので。 

最近色紙の下絵を優しく消すために「ねりけし」

も導入しました。 

☆おわり☆ 

 

 

 

１１月１９日（土） 



いぬぅうううううん！！！ 

＜いぬグループ＞の発送が完了しました。 

事務的に適当によろしくです。 

 

じゃあ＜いぬグループ＞の票の集計でもします

ね。 

どうせアレがダントツだからわくわくしない。 

 

 

 

１１月２０日（日） 

うさくんのサインが 

もう一段階洗練されてきた気がする。 

気のせいかもしれん。 

 

描き終わった色紙を専用スリーブに入れる時

いつも「釣った魚をクーラーボックスに入れる時」

をイメージしてしまいます。 

釣りの経験は全然ですがなんとなく。 

油断すると魚が逃げそうですし 

色紙を汚す可能性があるし。 

 

 

 

１１月２１日（月） 

＜さかなグループ＞の発送が完了しました。 

（一部の方は除きます♪） 

では＜さかなグループ＞の票を集計しますね。 

ノーわくわくで集計です。 

ノーマネーでフィニッシュ的に。 

 

 

 



１１月２２日（火） 

本の在庫を整頓しました。 

やはり在庫管理をミスっており、 

アレのフランス語版が少しだけ復活しました。 

もう変更はできないです。 

申～～～し訳ないです！！！ 

もう手遅れなのです。 

 

あと。 

スマートレターの送り主の「様」を消さずに送っ

ています。 

マナー的に消すのは知ってたけど 

なんかもう・・・そういうの・・・ 

・・・・・最初から印刷するなよ、と。 

反発しちゃうから。 

シルバニアファミリーのシール貼ろかな。 

 

 

 

１１月２３日（水・祝） 

みかんグループの発送が完了しました。 

これでとりあえず落ち着いたので第１期が・・・ 

シーズン１が終わった感じです。 

ここからは第２期という意識でやっていきます。 

 

これを機にこのページの微調整をし、 

セキュリティ強度をあげました。 

このページの秘密を守るため、冒頭で「法的措

置」をチラつかせておいたのです！ 

エゴサをしてないのでネット上でこのページの

ことを言ってる人を探すようなことはできないし

全くする気はないのですが。 

あと「事務的感」を強めました。 

これはこの企画を進めていくうえで絶対に大切



なことだから。 

「そういうのいいから」の絵をまた使ってしまい

ました。 

便利な絵だな。 

 

引き続き適当～に企画を進めていきます。 

本・・・全部なくなるといいですね♪ 

 

ちなみに 

みかんグループの集計もアレが一位でした。 

全グループで一位。 

おわり。 

 

 

（※ここで Twitterの方から人を呼び込んだ。 

サイン企画の第２期。） 

 

 

１１月２５日（水） 

サイン本よかったらどうぞです！ 

「そういえばトミとチエリまだ買ってなかった

な・・・もらっとこ！」くらいで応募してもいいぞ

ぃ！ 

 

 

 

１１月２４日（木） 

困ったな。 

二日目でもう冒頭の法的措置の文言が恥ずか

しくなってきたな。 

限界を迎えたらまたどうにかしますね。 

 

あと昨日の。 

応募メールに文章を添えてくれた方も少々いま



したのに 

そのあとで「そういうのいいから」の画像を追加

するのはなかなかひどい行為ですが・・・ 

それについて弁解しようと思ったけど 

まあ適当でいいか。 

 

第２期はこれまでよりもさらに 

とにかく誰でも気軽に応募できるようにしておく

べきだから。 

応募してくれる行為自体が十分なありがたみだ

からそれ以外はなにも書かなくていい。 

そんな感じです。 

 

このホームページだってそうじゃん。 

見に来てくれる行為自体が十分なありがたみ

だから 

黙って見に来て黙って帰ってね、という態度じ

ゃん。 

☆おわり☆ 

 

 

 

１１月２６日（土） 

＜こたつグループ＞のあとが＜ヨーグルトグル

ープ＞でそのあとが＜ふとんグループ＞なん

だけど 

「こたつ」と「ふとん」がまぎらわしいな・・・。 

慌てて決めたから・・・。 

ヨーグルトも「グル」が被ってるからアレだし。 

ご応募ありがとうございます♪ 

のんびり進めていくので適当にお待ちください。 

おわり。 

 

 

 



１１月２７日（日） 

くまグループも 

＜くまグループ＞って書くと「く」と「＜」がややこ

しい。 

次は＜すしグループ＞にしました。 

 

＜ハイチュウグループ＞も一瞬考えたけど 

なんか「ハイチュウグレープ」に似てるからやめ

ました。 

製造中止に追い込まれたハイチュウグリーンア

ップルが好きすぎて 

人気ナンバーワンのハイチュウグレープに似た

グループ名はやめておこう・・・ 

そんな複雑な思いがあるから。 

グレープもたまには食うけど。 

 

 

 

１１月２８日（月） 

少しずつ進めております♪ 

やっぱホワイトの修正はありますよね。 

あるある。 

なんか逆に・・・生原稿っぽくていいじゃん？ 

 

 

 

１１月３０日（水） 

＜こたつグループ＞の発送を完了しました。 

適当に事務的によろしくです♪ 

 

単行本が入ってるダンボールが減ってきました。 

最初は〇箱あったダンボールが 

今では〇箱に・・・！ 



箱から新品の本を取り出す時はなんとなく白い

手袋をしますが 

箱から出す時だけなのであまり意味はないで

す。なんか特別な儀式感が欲しくて。 

 

 

 

１２月２日（金） 

お名前が漢字でぎっしりしている方は 

「～様へ」を「～さまへ」にしようと思います。 

今日から切り替えました。 

 

あと「色紙だけでいいです」みたいな感じで 

サイン本の希望を書かずに応募メールしてきた

者にもできるだけサイン本送りつけるからな。 

遠慮すんなや。もらえや。 

これは 

「俺んちの資源ゴミに落書きをしてみんなに送

りつけて処分する企画」なんだぞ。 

じゃあミスに気を付けてサインを進めたいと思

います☆ 

 

 

 

１２月３日（土） 

昨日のサイン日記が効いたのか 

サイン本が残り１冊になりました。 

いや別の理由かもしれんけど。 

 

そして 

「本が無くなった後、 

サイン色紙だけでも欲してくれる方は 

応募メールしてください。 

適当にどうぞです☆」 



と添えておきました。 

 

実は！ 

サイン本が無くなっても！ 

色紙だけは続けるつもりだったから！ 

それに伴ってルールもまた適当に変更していき

ます。 

 

そして＜ヨーグルトグループ＞の半分だけ発送

完了しました。 

半分だけです。 

ヨーグルトちょっと多いから分けました。 

事務的に受け取りよろしくです♪ 

 

 

 

１２月３日（２回目） 

サイン本が終了しました。 

よかったよかった。 

 

 

 

１２月４日（日） 

サイン本の応募が終わったということは 

「総選挙」の投票が終わったということ！！！ 

たぶん基本的にはみなさん、 

応募した時点では総選挙のことは知らずに「描

いてほしいキャラ」を選んでいたと思います。 

私自身も総選挙は途中で思いついたし。 

サイン本を全部発送し終わったら集計＆発表し

ますね。 

 

 

 



１２月５日（月） 

サイン本の方はモノクロだけど・・・ 

濃いめの肌の色をどうにか塗りたいと思い・・・ 

コピックのグレーでやったらうまく塗れず汚くな

ってしまったので 

付箋で謝罪しておくなどしました。 

しかし色紙はいい感じに描けたので良しとして

ください☆ 

 

色紙のみになったらもうグループ分けしなくて

いいかなと思ったけど 

一応・・・＜マグログループ＞で受付です。 

 

 

 

１２月６日（火） 

めちゃどうでもいい考えすぎ案件だけど。 

送り主の「様」を隠すためにシルバニアファミリ

ーシールブックの「スケジュールシール」を貼っ

ています。大きさがちょうどいいから。 

女子の応募者に送る時に「デート」とか「おとま

り」のシールを貼ると 

なんかセクハラっぽくなるのでは・・・？と思い、 

そういうのは男子に貼るようにしてたけど 

それはそれで逆に誤解を招くのでは・・・？とか 

そういうどうでもいい悩みもあるよね。 

貼ってあるスケジュールシールに深い意味は

ないのでよろしくお願いします。 

 

 

 

１２月７日（水） 

＜ヨーグルトグループ＞の発送が完了しました。 



事務的に適当に受け取りよろしくです♪ 

次はふとんグループだぜ。 

 

 

 

１２月９日（金） 

年末ですので。 

レコード大賞、M－１グランプリ、格闘技・・・ 

いろいろ楽しみはあると思いますが 

ここをご覧のみなさんは「総選挙」を楽しみにし

ていてください。 

今月中にはきっと発表すると思います。 

これは今年だけなので。 

 

 

 

１２月１０日（土） 

サイン本が第２希望、第３希望になってしまっ

た応募者様には 

付箋で「本、第２希望でごめんなさいね」とか軽

く謝罪してるんだけど 

たまに付箋を貼り忘れます。 

たぶん今のところ２人は貼り忘れています。 

描き終わったらすぐスマートレターの封をしちゃ

うからもう開けない。 

すまんス。 

 

 

 

１２月１１日（日） 

今日も適当に進めております♪ 

 

 



 

１２月１２日（月） 

＜ふとんグループ＞発送完了しました。 

適当に事務的に受け取りよろしくです♪ 

 

ホワイトによる修正は多いですが 

気にしないでください☆ 

 

しかし＜ふとんグループ＞っていうグループ名

もアレだな・・・ 

「爺、布団を敷け！」の布団だから 

考えようによってはセクハラっぽい感じに・・・ 

・・・・・・・・・ 

ならんか・・・。 

いや・・・ 

・・・・ならんか・・・。 

シルバニアファミリーのセクハラシールはもうな

くなったし 

スケジュールシール自体もう残り少ないです。 

引き続き＜くまグループ＞を進めます。 

くくま。 

 

 

 

１２月１３日（火） 

総選挙の結果にわくわくしながら師走の日々を

過ごしているみなさんを少し・・・ 

ざわざわさせてあげます。 

昨日＜ふとんグループ＞の集計をしたから。 

 

「ふとんグループ 第２位・・・・ 

・・・ワッティー」（沙貴ちゃんの声で） 

（アニメ化してないけど） 

 



「なん・・・だと・・・」 

ざわざわ。マジかよ。 

たまたまだと思います。 

でもワッティーは＜うさぎグループ＞の時点で

も結構票取ってたと思う。 

 

 

 

１２月１４日（水） 

昨日は二人分しかサインしてない残念。 

でもゆっくりでいいってみんな思ってるから大丈

夫。 

 

キャラクター以外のものを描く場合もあります。 

「なぜそれを・・・」みたいなものを。 

そういうのも総選挙の時にやるから。 

 

 

 

１２月１６（金） 

マッキー（太）の切り替えによって 

サインの「カリグラフィー感」が変わります。 

「おろしたてマッキー」と 

「角が丸まってきたマッキー」では少し違ってし

まいますが 

こんなのは運だからしゃ～ないです。 

タイミングだから。 

マクドナルドの「揚げたてのポテト」みたいなも

のだから。 

インクがまだ残っていても角の丸まりが気にな

ってきたら新しくします。 

 

 

 



１２月１７日（土） 

執筆環境を変えました。 

サイン色紙の執筆環境を。 

 

「あれっ・・・こっちで・・・ 

机こっちに持ってきてここで・・・ 

こうやって描いたほうがいいんじゃないの・・・？ 

そうじゃん。ここのが何かと便利じゃん。 

ここで描いたらいいやん。」って気付いたから。 

もう終盤だというのに。 

 

 

 

１２月１８日（日） 

スケジュールシールが残り１枚になってしまっ

た。 

これがなくなったら時間割のシールにします。 

こくご。りか。さんすう。など。 

 

このスケジュールシール・・・ 

「りょこう」の枚数が多いな・・・ 

何回旅行するつもりなのかな・・・ 

とか思って使ってたけどよく考えたら 

二泊三日の旅行だったらそれでシール３枚使う

わけだから 

これくらいはあってもいいか・・・。 

ごめんねシルバニア・・・ 

私 全然旅行しない奴だから・・・。 

と反省しました。 

あと 

セクハラシールとか言ってごめんね・・・。 

も反省しました。 

 

マコちゃん絵日記の５巻のおまけでスケジュー



ルシールが付いてるけど 

「人類滅亡」が３枚もあるから 

他所様のスケジュールシールになにも言う資

格がなかった。 

１枚で十分だろ。 

 

でも人類はしぶといから 

生き残りとかいるから３枚くらいいるじゃん。 

 

 

 

１２月１９日（月） 

＜くまグループ＞の発送を完了しました☆ 

くく＜＜く＜くまグループ。 

適当に事務的に受け取りよろしくです♪ 

 

もう少しで終わってしまう。 

＜すしグループ＞を進めていきたいと思います。 

残り・・・〇冊！！！ 

（ゼロじゃないです。伏せただけです） 

 

 

 

１２月２０日（火） 

この企画のやりとりが事務的すぎてアレだ

な・・・ 

すまんな・・・ 

とかこれでも一応感じていますが～。 

今更だけど注意事項の中の 

「メールのやりとりは事務的にやります。」の項

目に少し文章を足しておきました。 

 

「個人情報を取り扱う企画なので 

必要以上のやり取りはすべきではない」 



と！！！！ 

 

でも元々 

読者のみなさんとの交流は控えめなので 

これはよい口実かもしれません。 

 

ちなみに 

赤字になってる＜注意事項＞は特に大切な注

意です。 

でもどれも大切です。 

みんな大切な＜注意事項＞だから。 

＜注意事項＞のみんな・・・大好きだよ。 

 

 

 

１２月２１日（水） 

＜すしグループ＞の発送が完了しました！！ 

発送した帰りに寿司を食べました。 

 

これでサイン本の発送は終了ですが 

あと数冊・・・ 

「さすがにこれはイヤだろ」という状態の本があ

る。 

ゴミとして処分予定でしたが 

やっぱりこれも一応送りつけておくことにしまし

た。 

マグログループの最初の数名には 

この資源ゴミに落書きをして送りつける。 

下級資源ゴミをな！ 

 

どういう状態の本なのかはまた発送する時ここ

に書きます。 

＜マグログループ＞の発送は来年になります。 

今年はもうやめておきます。 

マグロ色紙を描きつつ・・・ 



めりこみ総選挙の準備をしますね。 

急に命名しました「めりこみ総選挙」。 

 

 

 

１２月２２日（木） 

「めりこみ総選挙」はこのページの 

ずっとずっと下の方にスクロールしたところで開

催しようと思っています。 

地下に潜ったところで発表するのです。 

まだ全然準備してないです。 

 

 

 

１２月２４日（土） 

「めりこみ総選挙」は 

本日、２４日の２１：００頃に発表を予定していま

す。 

いつやろうか迷ってたのですが 

「めりー」クリスマスなので今日にします。 

 

２１時ごろに更新しますのでよかったらどうぞ♪ 

選挙の結果もずっと残しておく予定なので 

いつ見に来ても大丈夫です。 

 

そわそわしますね。 

 

～～～～～～～～～～ 

おわり。 

２０２２年分は以上です。 

続くかどうかはわかりません。 

 

 

 



 

１２月２６日（月） 

今年はもうこっち書かなくていいかなと思ったけ

ど 

やっぱり書こうと思います☆ 

 

 

 

１２月２７日（火） 

色紙だけになると全然かさばらないのでいいで

す。 

しかしここへきてこんなに 

アナログで絵を描く機会が来るとは・・・ 

などと思います。 

機会が来た、というか自分で作ったのですが。 

 

 

 

１２月２９日（木） 

～気付いたこと～ 

私は勢いよくひらがなの「え」を書くと 

上の点が右に寄りがち。 

筆跡鑑定とかでそういうところに目を付けられ

るんだろうか。 

筆跡よりも絵の方で鑑定されたいものです。 

 

 

 

１２月３０日（金） 

来年もサイン色紙描こう～♪ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


