
	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/10 14:14
元留学生 	こんにちわ。よろしく！
元留学生 	月見櫓ブログを見て、日本が昔南韓国を支配していたという事が分かり、
元留学生 	色んな意味で、日韓の歴史が納得できました。
元留学生 	あれ？誰もいないんですかね？じゃあ、また時間をずらしてチャットにきますね。＾＾ｖ

	元留学生さんの消失。2011/10/10 14:26

	

	（その夜・・・）

	

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/10 20:30
Zion 	こんばんわー
Zion 	私はただの愉快なチョッパリ極右です(´・ω・)
元留学生 	日本人を罵倒する韓国アイドルのライブ
桃太郎 	ようこそ、こんばんわー
Zion 	クリミナルマインド視聴中
落ち太郎/msdf 	こんばんわ
桃太郎 	月見櫓のコメ読みました。是非おいで頂きたいと思っていたところｗ
Zion 	にょ？
桃太郎 	（読んでごらん。素敵なコメだよ）
元留学生 	日本人を罵倒する韓国アイドルのライブ http://www.youtube.com/watch?v=VbWXMe8EWQs&feature=relatedこれって、自分達韓国人の事を言ってるんじゃないの？「いつまで嘘をつくんだ」て、それは韓国人の事でしょう？だいたい、謝罪して謝るのは、韓国人じゃないの？超ムカつく！！「日本人を殺してしまうぞ」？ 韓国の非礼な対応に満腔の怒りhttp://www.youtube.com/watch?v=899TArTK1GY&feature=related
落ち太郎/msdf 	中古車と旧車は同じ流通経路なのですが、店によって扱いがぜんぜん違うという・・・値段の付け方とか。

	junchanさんの消失。2011/10/10 20:38
Zion 	おやすみなさー
多聞櫓 	まあなんというか　、よく他の国のことでこんな歌うたえるもんだと思ったけど
なんと行くか日本もやってるからなw
http://www.youtube.com/watch?v=8ccHB1diqtA&list=PL9E18B6103A23EBAB&index=1
多聞櫓 	なんというか
桃太郎 	まあ、自己紹介ソングだそうでｗ
桃太郎 	鏡みながら歌うよろし。
落ち太郎/msdf 	うん、自己紹介すぎると思いましたw
Zion 	ウリナラマンセー曲はどっかで聞いたことあるなぁ
落ち太郎/msdf 	日本語にして、是非韓流ブーム? にのって歌って欲しいです。
落ち太郎/msdf 	こっち側から言い出すと「ウヨクウヨク」とか言われるしorz
Zion 	右翼って、どこからどこまで右翼なんだろう
落ち太郎/msdf 	さあ撃ってこい今畜生！！(ここで言ってどーするw)
多聞櫓 	どッからどこまでってw
Zion 	いえ、多分なんですけど、今征韓論をぶちあげたら「右翼」と呼ばれるんでしょうかねぇ　と
Zion 	もはや右翼と呼ばれない気がするｗ
多聞櫓 	征韓論？
落ち太郎/msdf 	日本を肯定するとウヨクです。
多聞櫓 	それはどっちかというと　左翼だw
loaded 	ちょっと前に、東アジア共同体ってのがあったでしょ？「これって大東亜共栄圏と何が違うんだ？」と言ったら右翼認定された。w
落ち太郎/msdf 	がんばれニッポン(←ウヨク)
多聞櫓 	右翼は韓国要らないってのが基本
Zion 	大東亜共栄圏ですよね
loaded 	ウリは世界革命を信奉するトロツキストなのに！w
Zion 	要らないんだー
桃太郎 	ロデはぬこマンセスト
loaded 	確かにw
Zion 	ぬこ写真どうぞ(・ω・)っ『http://www.facebook.com/media/set/?set=a.101862263258555.4583.100003043440896&type=1』
元留学生 	■直視すべき韓国自らの歴史http://www.youtube.com/watch?v=nNA-9liASqI、韓国の歴史捏造を暴く動画http://www.youtube.com/watch?v=y73SBjiZtBA&feature=related。本当に、鬱陶しい朝鮮ですね。
落ち太郎/msdf 	そらもう。
loaded 	綺麗なぬこですね。
桃太郎 	このコンテンツはご覧いただけません。と出たぞｗフェースブック
Zion 	ｗｗｗ
loaded 	南北揃って建国からしてインチキだからね。＞ｿﾞｾﾝ
Zion 	因みに三年前の画像がプロフィール写真です
Guicho 	ゴンニチと
桃太郎 	おかゐりなさんし
落ち太郎/msdf 	/)･ω･´)
Zion 	おかえりなさいー
多聞櫓 	おかえりなまし
元留学生 	韓国語のほとんどは、実は日本語が語源！？
カラヤ３ 	言語の系統がちがうと仄聞
Zion 	それはありません
落ち太郎/msdf 	? ご質問ですか?
loaded 	言語自体は別ですよ。
多聞櫓 	あーと
カラヤ３ 	ただし、現在の韓国語の学術・法律・経済用語は日本語からきてるもの多し
loaded 	ただ、近代以降に朝鮮に入ってきた新しい概念は、日本語をそのまま朝鮮語の発音に変えただけなので。

	水呑みーさんが入室しました。ようこそ。2011/10/10 20:56
Zion 	近代の語彙だけに限って言えば、西洋の訳語を日本が作ったものが多いです
多聞櫓 	和製漢字を使ってるとか
水呑みー 	こんばんはー
落ち太郎/msdf 	/)･ω･´)
Zion 	こんばんわー
loaded 	そういう意味で、「日本語が語源」なんですよ。
桃太郎 	こんばんわんこ
多聞櫓 	そういう意味では多いかな？
カラヤ３ 	しなもね。
多聞櫓 	中華人民共和国だっけw
loaded 	多いね。朝鮮語から日本語語源の言葉を一切省いたら、あいつらは幼稚園児並の会話しかできなくなる。
Zion 	日本語も、明治訳語によって一気に抽象語彙が広がったのは良いのですが
Zion 	同音異義語が大量に発生してしまいました
多聞櫓 	韓国では建設用語が日本起源の言葉が多くていまさら削除できない状態だとか
水呑みー 	金融用語も恐らく日本語起源ばっかりなんだろうなあ
桃太郎 	しかも最近はハングル中心で元の漢字の意味が分からないというカオス状態ｗ
loaded 	「朝鮮固有語に置き換えよう！」というキャンペーンを見かけたりするんだけどね、それをやってるそばから次から次へと日本語をパクリまくってるので意味なし。w
Zion 	ヘブン状態(・`ω・)
落ち太郎/msdf 	w
loaded 	底の抜けたバケツで水を汲んでるようなもんですよ。
カラヤ３ 	朴大統領も罪なことをしたもんだ
水呑みー 	「売掛債権」さあ朝鮮固有語に直してみろーｗ
落ち太郎/msdf 	政治は民衆の鏡 (-人-)
loaded 	朝鮮では「防火」と「放火」が同じだからな。w
カラヤ３ 	防水と放水も
多聞櫓 	それをいわれるとつらいw＞政治は民衆の鏡 (-人-)
Zion 	防火犯
水呑みー 	国技の邪魔したから犯人かｗ
落ち太郎/msdf 	w
Zion 	丁度今放火犯の話をやってます＜クリミナルマインド
桃太郎 	どちらに留学を？＞元留学生さん
多聞櫓 	なんだったけ？　防水ってのが　ハングルで表記が浸水と同じとかで
多聞櫓 	この前なんか事件あった気がするが
桃太郎 	米国か英国？
多聞櫓 	うろ覚えですまね
Zion 	戦国？
桃太郎 	鉄道の枕木の作り方を間違えたやつ？
落ち太郎/msdf 	・・・と、このようなレベルのメンツが揃っているチャットなのです。>元留学生さん
Zion 	ただの愉快なチョッパリです(・`ω・)
多聞櫓 	うん
カラヤ３ 	韓国高速鉄道の枕木事件＞多聞さん
多聞櫓 	そうそう　それだ
桃太郎 	コンクリの枕木を作るのに、防水と放水が同じ表現なため、作り間違えｗ
桃太郎 	だったかしら？？
loaded 	防水と透水じゃなかった？
桃太郎 	そそ
桃太郎 	全然反対の意味
Zion 	日本語も、やまとことばの語彙を研究したら同音異義語などの西洋訳語に頼らずとも抽象語彙を広げられるのになぁ…と野望を抱いてやまとことば研究中です
loaded 	透水処理しちゃったもんだから、冬に凍結して枕木が全部割れてしまったという。w
桃太郎 	あわや大事故。。。って日常茶飯事ｗ
多聞櫓 	考えろよってやつw
水呑みー 	むしろ割れたから事故にならなかったんだよなあ。下手に外見保ってたら…
カラヤ３ 	ゴクリ・・・
多聞櫓 	http://sankei.jp.msn.com/politics/news/111010/plc11101017040005-n1.htm
....まじへこむわ

	二階級特進さんが入室しました。ようこそ。2011/10/10 21:07
二階級特進 	banwa-
Zion 	(・`ω・)こんばんわー
カラヤ３ 	こんばんわんこ
桃太郎 	おいでなさんし
水呑みー 	ばわー
NE~さん 	ただいまーこんばんは
水呑みー 	前原、口約束だけで終わる気がする
桃太郎 	おかへりー
NE~さん 	二階級さん、昨日の読んでます。全部かいてありますね
多聞櫓 	朝日新聞って　そろそろ自分がついた嘘を公表したほうがいい著思うぞ
カラヤ３ 	口だけ番長で終わればいいけど。朝鮮にはいい顔しそう。
Zion 	そういえば
Zion 	KYの縮刷版コピー取ってるんだった。今度blogにでもデータ保存しとこう
水呑みー 	というか今までのミンスのやってきたことって、財源を最初に考えてない
二階級特進 	です。ネットは便利ですな
元留学生 	コレって有りえないよ、この糞韓国↓■　韓国人1000人を前に土下座させられる日本人妻
http://www.youtube.com/watch?v=J7SUHJ3LUOk&feature=related

■　韓国で謝罪を強要させられる修学旅行生
http://www.youtube.com/watch?v=H0SQHHWJqZc&feature=related
水呑みー 	全部ただの「よわいものいじめ」だよね
二階級特進 	ありえないことが起こるのが朝鮮クゥオリティ
多聞櫓 	民主党ってさ韓国とよく似ているところが、結果を先にイメージしてそっから都合のよい現実を模索するところ
桃太郎 	いつも右から左斜め上に行く野蛮人国ｗ
NE~さん 	高校生が慰安婦に土下座修学旅行って！
多聞櫓 	そしてそんな現実がないと、ほったらかしにして次にいく
落ち太郎/msdf 	元留学生さん、せっかくのチャットですからリンクだけでなく、もう少し話し言葉を使うことをオススメ致します<(_ _)>
Zion 	民主党に対して、政権取る前に思ってたのは「あー。抜本的に組み替える予算編成の準備出来てるんだろうなぁ…」
水呑みー 	できるできないより「したい」を考える。発情期まっさかりの中学生かっつーの
多聞櫓 	一度ちゃんと財源見つけてから政策考えろｗ
桃太郎 	どちらに留学を？＞元留学生さん 　再度、ご質問させて頂きまするｗ
Zion 	取り敢えず農林水産省は解体しても大丈夫と思います
カラヤ３ 	自民がしきりに「財源ないだろ。」といってたけどねえ。それに耳をかたむけず騙された民主党への投票者orz
水呑みー 	んでまあ、結局震災の復興もろくにできていない現状、どの金に手を付けても総叩きモードに入るわけですよ、普通に考えて
カラヤ３ 	ここでも言われてたよね。どんな手をうってもたたかれる。しかし、それを押し切ってじっしするのが政治家っていうようなこと。
Zion 	過去最大の借金をした途端に史上最大の地震ですからね…
水呑みー 	ましてや各国から頂いて赤十字が一括預かりしてた義捐金、なかんずく「差配はうちでします」と馬鹿クダが横槍入れて手付かず状態のアレに手なんか出したりしたら…
元留学生 	ああ、そうですね、あまりにもムカつき過ぎて冷静さを欠いていました。www.
元留学生 	桃太郎さんの質問って何でしょうか？
桃太郎 	お気持ちはよく分かります。
落ち太郎/msdf 	(^e^)
loaded 	どこに留学していたの？と。
桃太郎 	どこの国に留学されていたか、ちょっと
元留学生 	カナダに留学しておりました。
桃太郎 	英語を学ぶとかだから、英国か米国
loaded 	トロント？ヴァンクーバー？
桃太郎 	あ、カナダですか。なるほど
元留学生 	バンクーバーとキングストンです。
水呑みー 	留学先…中濃は未来の首都なのでもしかしたら外国扱いかもしれづ。ｗ
落ち太郎/msdf 	カナダw ちょん多かったでしょう?
loaded 	バンクーバーはいいよなぁ。懐かしいなぁ。
Zion 	オカナガン湖？
桃太郎 	そういうところにも朝鮮人がいっぱい？ｗ
水呑みー 	それ以上に支那人が多いとも聞きますね
元留学生 	私が留学した時は香港人が多かったんですけど、次言った時には台湾人、大陸中国人、そしてチョンでした。とほほ
カラヤ３ 	行ったことねえ。チョンとチュんが増えてると聞くが。
loaded 	バンクーバーは朝鮮人多いね。
元留学生 	そうです、バンクーバーは本当にチョンが多いですよ
loaded 	まあ、あそこは移民が多くて、他にもインド系やらフィリピン系やら、色々いるんだけどね。
Zion 	オゴポゴ見たいですー(ノ・ω・)ノ
元留学生 	チョンがいなかった時はそうでも無かったけど、本当にクラスでも喧嘩売って来ますからね。
桃太郎 	なるほど、そういう海外情報をお持ちなのは貴重なので、是非教えてくださいな。
元留学生 	日本軍がいかに酷かったかとか、残虐だったとか、言いたい放題ですよ
カラヤ３ 	朝鮮人があなたにですか？＞元留学生さん
元留学生 	そうですよ、私はクラスでたった一人の日本人だったので、チョンやチャンコロにすれば、言い標的だったようです。昔はちょっと、歴史にも疎かったし。
落ち太郎/msdf 	遠航でバンクーバーに入港したときに、なんでか「日本のシャバの知り合いが居た」という・・・それって在日じゃないかと、今では邪推していますorz
水呑みー 	うわあ。もう、聞いてて噴き出しそうな…ｗ
Zion 	確かに日本軍でも残虐行為や非道な行為をしてる奴も居たでしょうね…本当に…朝鮮系日本人は残虐ですからねぇ…
落ち太郎/msdf 	(私の知り合いではないのですが)
元留学生 	でもやっぱり、おじいちゃん達の事を言いたい放題されるってのは、子孫としての誇りが許せなかったので、とうとう、喧嘩を買って、奴らの悪事をカナダ人らの前で暴いてやりました。
loaded 	Gunzkoku! w
loaded 	Gunzoku! w
二階級特進 	わくわく

	fetiaさんが入室しました。ようこそ。2011/10/10 21:22
落ち太郎/msdf 	天晴でございます(｀・ω・´)ｼｬｷｰﾝ
fetia 	ｺﾝﾊﾞﾜｰ
落ち太郎/msdf 	/)･ω･´)
Zion 	満を持してのご登場(・`ω・)こんばんわー
二階級特進 	ばんわ
元留学生 	それに調べれば調べるほど、朝鮮人や中国人の方が遥かに残虐です。
水呑みー 	おかえりなせえますだ、ごすじんさま
桃太郎 	そういう悪事ってのは、何がきっかけで分かったんですか？
カラヤ３ 	自虐歴史に毒されてきましたからね日本人は。今もまだ影響力あるけど。
カラヤ３ 	こんばんわんこ
loaded 	まいど。
元留学生 	図書館に、小林よしのりの「戦争論」が置いてありましたので、読みまくりましたね。目から鱗状態でした。
桃太郎 	こんばんわー、牢名主様ｗ
Zion 	戦争論は…(；・`ω・)
桃太郎 	なるほど、よしりんがきっかけ。
多聞櫓 	戦争論かw
カラヤ３ 	こば大王は台湾論と戦争論と天皇論を読んだ。他は読んでない。
元留学生 	まあ、日本が悪いって教えられた事もありますが、世界史が好きで、世界史も結構知っていたので、どうもおかしいとは思っていたんです。
多聞櫓 	まあきっかけはいいかも
Zion 	あの漫画は、ものすごいうろ覚えるのには丁度良いですね
二階級特進 	demisoda (demisoda.gojapan) :
右翼は嫌いだ
우익은 싫다

demisoda (demisoda.gojapan) :
出なさい
나가라

obser (obser.gokorea) :
右翼とは何ですか？
우익이란 무엇입니까?

demisoda (demisoda.gojapan) :
日本右翼
일본우익
水呑みー 	ただまあ、反撃の第一歩の武器程度にはなる。「日本軍は残虐で…」言う奴は、まったく自分では調べてないからｗ
カラヤ３ 	それが自分で調べだすきっかけになるといいんですよ。
二階級特進 	obser (obser.gokorea) :
質問の答えになっていませんよ
질문의 대답이 되어 있지 않아요

demisoda (demisoda.gojapan) :
面倒だ
귀찮다

demisoda (demisoda.gojapan) :
私は醜男は相対しない
나는 추남은 상대하지 않는다

obser (obser.gokorea) :
まあ、答えられないでしょうしね
뭐, 대답할 수 없을 것입니다 죽어라
loaded 	残虐だぞ！
桃太郎 	ほい、ゴコレいくぞーｗ
fetia 	ｗ
多聞櫓 	ｗｗｗｗ
元留学生 	だって、インドネシアなんかオランダに３５０年間も奴隷状態で植民地にされていたり、インドもイギリスに２００年間も奴隷状態だったでしょう？それなのになんで日本が？？？て、おかし過ぎますよね？
多聞櫓 	まあそれはな
loaded 	朝鮮兵に掃除用バケツと給仕用バケツの違いを教えたんだぞ。残酷だろ！
Zion 	そういえば前に定量的に南京事件を考えたら、数トンの物資を必要とするんですよね。被害を与えるために。とてもじゃないけどそんな無駄遣いできないですよ。
多聞櫓 	植民地と同化政策の違いで
落ち太郎/msdf 	w >バケツ
Zion 	唐辛子を所望したら存分に振舞うように指令も出しましたよ！非道です
loaded 	日本軍が残虐だなんて騒いでるのは、特亜だけだからそんなに興奮しなさんな。
多聞櫓 	日本が間違った選択の決定的なこと
元留学生 	それに聞けば聞くほど、日本って、当時フィリピンよりも貧しかった朝鮮を、あれほどの近代国家にしてあげたんだから、何を文句言われる筋合いがあるのか？感謝しろよ！って感じでしたね。
fetia 	30万人射殺するのに、30万発の銃弾で足りると思ってる情弱多過ぎ。
多聞櫓 	心底植民地にしとくんだった
loaded 	ひりぴん人もインドネシア人もそんなこと思っとらんから。
カラヤ３ 	カプサイシン大量摂取させて知能劣化促進を図った大陰謀w
fetia 	って言ったら、「日本刀で斬り殺したんだ」そうな。
loaded 	日本刀一本で100人殺したとかな。w
Zion 	30万発でも数トンの消費ｗ　日本刀で計算したら150トンをゆうに超えますｗ
桃太郎 	（音楽カテに殴りこみ中ｗ＞２階さんがんばれ）
fetia 	日本人最強伝説
Zion 	もはや目からビーム出しましょう
loaded 	日本刀って超合金でできてるんだね！w
元留学生 	それに調べれば調べるほど、朝鮮人も中国人も嘘・嘘・嘘のオンパレードじゃん。
fetia 	銃殺刑でも、1発の弾丸では処刑出来ないのにねえ。
Zion 	ねー(´・ω・)＞fetiaさん
水呑みー 	そもそもそんな金あったらアメリカとなんざ戦争やっとらんわいｗ
loaded 	支那も朝鮮も建国からしてインチキだからね。嘘を重ねないと国家としての正統性を維持できない。
多聞櫓 	http://htrick.exblog.jp/4049742/
これなｗ
カラヤ３ 	単純に「あの当時は朝鮮は日本でした。」で矛盾がいっぱい噴出す。
元留学生 	だいたい、朝鮮なんて古代から、中国に侵略されては、日本に頼り、日本を裏切って、結局、シナの奴隷国家へ真しぐらじゃん。
loaded 	まあ、当の東南アジア諸国の連中は支那チョンの嘘など分かっとるよ。そう心配しなさんな。
水呑みー 	舩坂弘軍曹伝説あたりを吹き込めば、カナダ人も納得するかも知れんが…ｗ
loaded 	問題なのは日本人だよ。w
元留学生 	でも腹立つのは、東南アジア人の振りして、反日叫ぶ糞華僑どもかな。
loaded 	もう一回戦争しようぜ！ただし、イタ公とチョン抜きで！w
カラヤ３ 	野田のあんぽんたんがTPP推進しそうだな。よく考えもせず雨の機嫌取りに走りそうだ。
水呑みー 	ＴＰＰは今やただのチキンレース
元留学生 	水呑みさん、でもね、白人にも日本人に嫉妬している白人らがいて、チョンコやシナの言い分をそのまま鵜呑みにして、日本人を攻撃してくるような腐った輩もいますね。
fetia 	彼はTPPのデメリットを理解してるのだろうか。
loaded 	このあいだ、バンコクの飲み屋でドイツ人と仲良くなって、大声で言っちまったよw
loaded 	「イタ公抜きで！」w
水呑みー 	日本も無事じゃすまないが、アメリカがそれ以上にひどい目に遭う
fetia 	アメリカ、タダでも財政不安なのに。
カラヤ３ 	金融や法曹関係が危険性を認識してない。
カラヤ３ 	農業だけじゃないんだぞっと！
fetia 	法曹は、何もしなくても危機なのにのんきだなｗ
loaded 	うん、そもそも殆どの人はTPPとFTAの違い分かってないでしょ。
loaded 	農業だけで済まないから怖いんだよね。
Zion 	戦争おかわりイタ抜き
水呑みー 	まあ、チョンチャンの言うことを鵜呑みにする奴も大抵歴史を知らないから、少し調べれば大丈夫ｗ＞元留学生さん
カラヤ３ 	格差反対デモが起こるほど雨の富裕層に対する不満が雨国民にたまってきてるのかな？
水呑みー 	放課後ティーパーティーパート２！けいおんのみんなが帰って来るよ！＜一般人のＴＰＰへの認識
多聞櫓 	イタリア抜きでというのな、　まあアフリカ戦線はすべてイタリアのせいだがなw
Zion 	FTAもぐもぐ
loaded 	アメリカは失業率を改善しないとヤバいですから、そのためのバイアメリカン条項であり、そのためのTPPですよ。
fetia 	って言うかさ。支那・朝鮮人のいうことを鵜呑みにする連中って、「自分は関係ない」とか「自分は反省してるから大丈夫」って思ってるので・・・
元留学生 	まあね、クラス中でチャンチョンと喧嘩するのは、無恥な白人達に、少しは調べる機会を作ってやる事にもつながるので、決して黙らないようにしています。売られたケンカは買いますでー。ｗwww.
loaded 	アフリカだけじゃないぞー。ギリシャの一件も。＞イタ公
fetia 	「お前も加害者にされてんだぞ」「反省してるなら身銭切って賠償すれば？」って言うと、ほぼ100％
水呑みー 	心臓強化しすぎて脳溢血寸前なんですよ。世界の金融事情。
fetia 	ほぼ100％、顔色変わる。
Zion 	「閣下！イタリアが参戦しました！」
「何？一個師団で潰してこい！」
「い、いえ…味方としてです！」
「そうか！二個師団で守備してこい！」
多聞櫓 	ギリシャの件がこじれてアフリカ戦線だったきが
多聞櫓 	あれ？
loaded 	北アフリカのほうが先。
多聞櫓 	まあおかげで　ロシア用の軍備が南にという
Zion 	というジョークが(´・ω・)
カラヤ３ 	自分は反省するいい子ちゃん　　　て感じです。自分のご先祖様や今の自分たちが馬鹿にされだまされ利用されてることに気付いてない。
fetia 	自分は責められないと確信してるんだろうね。
loaded 	あのね、そういうこと言う奴って所詮偽善者なんだよ。だから、「お前も身銭切れ」と言われると真っ青になる。
fetia 	だから、責め倒すと狼狽える。
loaded 	「リベラルな俺、かっこいい！」とかさ、「弱者に配慮する俺、かっこいい！」とかね。
カラヤ３ 	そうそう。自分はちがうって感じ。
Zion 	リベラルってなんなんだろう
水呑みー 	責任から自由、って意味さ
多聞櫓 	そうだった　えせ左翼の特徴は人物すぐ他人にあげるだ
Zion 	責任からの自由ｗ
loaded 	そういう奴らには、「我が闘争」と「君主論」を読めと言いたい。w
多聞櫓 	人のもの
元留学生 	最近思うけど、「リベラル」って、貧乏人や劣等感満載の輩の言い訳って感じ・・・。
Zion 	そういえばこないだ「よいこの君主論」読みましたが、入門としては結構良かったです
loaded 	当事者意識が無いんだよね。どこか上から目線なのよ。そういう偽善者って。
loaded 	ああいう奴らが一番朝鮮人のことを見下してるんじゃないかと思う。
fetia 	「日本は反省すべきだと思いますか？」って聞いてブンブン頷くような奴は、「じゃあ、あなたの全財産をまずなげうってみては？」と言うと、今度はブンブン首を横に振る不思議。
カラヤ３ 	今度図書館で入門的な「君主論」さがしてみよう。
水呑みー 	あ、言質の情勢に疎い観光客なんか、割とリベラルに立ち位置が似てる
Zion 	(・`ω・)っ【よいこの君主論】
水呑みー 	現地の情勢
多聞櫓 	http://www.youtube.com/watch?v=JmawnFIQEGo
マイナスターズ 自由
loaded 	「よいこの資本論」って無いのかな？
元留学生 	リベラルっぽく振舞うと、一応、非難されないし、良い人って言う偽印象が強いからだと思うね。
カラヤ３ 	らジャー＞じーーくじおん
水呑みー 	「わるいこの資本論」ならお隣さんが絶賛実践中
カラヤ３ 	じゃなくてZIONさんへです。w
Zion 	資本論は、マンガ資本論がありますが…ぶっちゃけキモかったですｗ
loaded 	「よいこの共産党宣言」は閣下に書いてもらおう。w
桃太郎 	（猫とロデが「上から目線」と書いた。偶然の一致にしてわ。。。ｗ）
多聞櫓 	あれ　資本主義かな？
fetia 	「日本は中国に酷いことしたよね、恨まれてもしかたないよね」とか言う我がバカ親父に・・・
元留学生 	リベラルって本当は、頭の悪い劣等感の強い人なんじゃないかな？
fetia 	「ところで、お父さんのお父さん（私から見て祖父）は何で死んだんだっけ？」
loaded 	ん？猫？誰？
loaded 	劣等感は無いよ。むしろ上から目線。
元留学生 	feitaさん、おもしろい、ＧｏｏｄＪｏｂ
カラヤ３ 	nono!
fetia 	「戦争で狙撃されて」
「誰に？」
「中国・・・」
「じゃあ、お父さんは中国人見かけたら、「おやじのカタキ！」つって、とりあえず殴れ」
fetia 	って言ったら、きょとんとしてた。
カラヤ３ 	feitaじゃなくfetia
桃太郎 	（ゴコレの猫さんと、月見のロデさんｗ）両方見てますｗ
Zion 	そしたら「親父にもぶたれたことないのに！」て小皇帝が。
水呑みー 	あの人フェチや！と覚えると割と覚えやすいですｗ
fetia 	私から見たらじいちゃんのカタキだが、とりあえず実子がガンガレと。
fetia 	したら、「俺はもう中国人別に恨んでない」とかいうので・・・
loaded 	ああ、猫さんとウリが偶然同じこと言ってた？＞桃さん
カラヤ３ 	シンクロにシティーだったっけ、共時性っていったっけ＞桃さん
fetia 	「ああそう？親不孝だね＾＾」←これでオヤジ、火病ったｗ
落ち太郎/msdf 	w
水呑みー 	じゃあ恨まれる筋もないわなとｗ
多聞櫓 	ｗｗ
元留学生 	「ヒトラーの日本観」●『ヒトラーの遺言』（原書房）

日本がただちに、我々とともに対ソビエト戦に介入してくれなかったのは、確かに残念なことである。
それが実現していたならば、スターリンの軍隊は、
今この瞬間に、ブレスラウを包囲してはいなかったであろうし、
ソビエト軍はブダペストには来ていなかったであろう。

我々両国は共同して、１９４１年の冬がくる前にボルシェビズムを殲滅していたであろうから、ルーズベルトとしては、これらの敵国（ドイツと日本）と、「事を構えないよう」に、気をつけることは容易ではなかったであろう。

我々は一緒に勝つか、それとも、ともどもに亡ぶかである。
運命がまず我々（ドイツ）を殲滅してしまうとすれば、
ロシア人が“アジア人の連帯”という神話を日本に対して、
今後も長く堅持するであろうとは、私にはまず考えられない。」　
（１９４５年２月１８日）
桃太郎 	（はい、不思議に内容が似通っているｗ＞ロデさん）
loaded 	まあ、支那と日本は戦争してるからしょーがないんだよ、そういうのは。
loaded 	だがしかし！朝鮮とは戦争しとらんのだ！
Zion 	ですねー(っ・ω・)っ　日中戦争
fetia 	「自分が悪い」と規定されると火病る。いっぺん死ねば良い。二度も三度も死ねとは言わん。とりあえずいっぺん死んどけ。
loaded 	長い間一緒にいるから、影響受けてたり、考えがすりあわせされてたり、ってのはありますよ。＞桃さん
水呑みー 	一緒に支那に襲い掛かってる連中が南京事件で難癖付ける不思議ｗ
元留学生 	まあ、日本があまりにも律義に国際法を守らずに、ドイツと一緒にソ連を叩いてくれてたらと思いますね。
loaded 	日韓チャットの常連の朝鮮人観って、そんなにバラツキ無いと思いますよ。
カラヤ３ 	駄菓子菓子朝鮮は日本だったのだ。なんで戦勝国面するニカ？
fetia 	日中は戦争してたんだから、日本人が中国人に酷い目に遭わされたのは仕方ない。でも中国人が日本人に酷い目に遭わされたのは未来永劫許されない。←死んでも認めん。
Zion 	それを守るからこそ日本なのですよ(っ・ω・)っ＞元留学生さん
多聞櫓 	いやｗ　ソ連せめても意味内からw
元留学生 	そしたら、世界に共産主義化は拡散される事も無く、無辜の民が一億人以上も殺されるような悲劇は無かったように思います。
loaded 	べつに国際法を守ってソ連を叩かなかったわけじゃないよ。
loaded 	北進論も協議されたけど、最終的に却下されただけ。
元留学生 	じゃあ、何で責めなかったわけ？
loaded 	責めても日本が欲しいものはシベリアには無い。
カラヤ３ 	戦力不足。
多聞櫓 	あー何というか　万里の長城的な意味合いがある　ソ連侵攻
水呑みー 	おそらくスターリン自身が日ソ不可侵条約を日本が遵守するとは信じてなかったと思われ
カラヤ３ 	二正面作戦の不利。
Zion 	北進は無意味ですね
loaded 	それから、三国同盟はそもそも同床異夢で、連合国のような連携はまるでなかった。
カラヤ３ 	北に資源なし。
元留学生 	ドイツと一緒にソ連を攻撃していたら、モスクワ陥落で、スターリンなんか、歴史の檜舞台に姿を現すチャンスなどなかったよね？
loaded 	無理。兵站と補給が維持できない。
元留学生 	私はヒトラーって、良い事言ってると思いますね。
loaded 	北に資源無いし。
落ち太郎/msdf 	それは都合がよすぎるw
カラヤ３ 	ロシアは広すぎる。
多聞櫓 	北進しなかったのは　機械力不足　あの辺に資源が無い、　という出費の割りいメリットが無いため
元留学生 	資源が無くとも、共産主義化（赤化）を防ぐ事が出来たよね？
loaded 	そもそも、松岡がドイツを訪問して、帰った直後にモトロフ=リッベントロップ協定を結んでるんだぞ。w
Zion 	そもそも日中戦争、太平洋戦争、全てに於いて兵站も戦力も何も無い
カラヤ３ 	どこの？
多聞櫓 	それはシベリア出兵でみんなあきらめたw
loaded 	資源が必要で戦争してるのに、北に行ったところでジリ貧になるだけ。
fetia 	あの当時、日本の戦争目的に、防共なんてなかったろ？
loaded 	何も知らされずにノコノコ帰国した松岡は笑い者だよな。所詮、日本はその程度の扱いだった。
元留学生 	ロシアには、広大な穀倉地帯があるけど？それに、共産主義化を防ぐ事は、人類の為だよね？
カラヤ３ 	限られた戦力の有効な活用を図るべきなのに・・・orz
落ち太郎/msdf 	防ぐための最大限の努力が、不可侵条約でしょ。
loaded 	三国で防共協定は結んでる。＞教授
多聞櫓 	一応あったよ　一応なw
水呑みー 	穀倉地帯ははるか西ですぜ
Zion 	赤化を防ぐなんて無かったですね。ただの防衛戦争ですし。
元留学生 	ソ連が負ければ、分割されるのが、当時の常識では？
カラヤ３ 	ウクライナ地方が穀倉地帯。
fetia 	協定は結んでても、日本側にその意識なかったんじゃね？それよりメシだろ、メシ。
多聞櫓 	ロシアのおいしいと請ってウラル山脈の西側にすべてある
loaded 	日本軍は満州で対ソ戦を想定した大規模演習やってるんだよ。攻める気が無かったわけではない。
元留学生 	何故、責めなかったの？
水呑みー 	ノモンハンで完全に腰ひけたけど
カラヤ３ 	日本が攻めるとしてシベリア地方になるが、ソ連に攻め入る兵力はせいぜい数個師団。
元留学生 	あ、間違った、「攻め無かったの？」
loaded 	むしろ、ソ連がドイツ相手に身動き取れない隙に支那と南方を攻略しようとしたわけでね。
Zion 	だから、無意味なんですよ＜攻めない理由＞元留学生さん
多聞櫓 	対ソ戦を想定した大規模演習って　一応攻勢守備のためです
fetia 	攻めなかったのではなく、攻める余力がなかったのでは？
元留学生 	無意味なわけはないと思うけど
loaded 	シベリアやカザフステップなんか取ったところで何の意味も無い。
落ち太郎/msdf 	先立つものもないし、手持ちも続かない。
Zion 	戦争を投資と考えれば、利益が回収できないならやらないのです
loaded 	あの辺りで油田やら何やらが見つかるのはもっと後の話だからね。
カラヤ３ 	拠点を守るほうは３分の一でいいという法則から言うとソ連は東方方面へは大した兵力をまわす必要なし。
元留学生 	欧米・中韓に支払った賠償金を考えれば、日本にお金が無かったとは言えませんね。
多聞櫓 	あー　ロシアを攻めたら　牟田口以上の馬鹿ができる
fetia 	将棋で考えればわかるじゃん。香車や桂馬詰めに行くバカはおるまい？
loaded 	牟田口以上の馬鹿www
Zion 	どれ程の戦力を必要とするのか。ってことです。
loaded 	シベリア出兵時に苦労してるからね。
落ち太郎/msdf 	時系列を混ぜると危険ですよ。
Zion 	それに、そんな歴史を遡行する論法を展開するなら、満州をしっかり押さえていれば資源も確保できてるんですから日中、太平洋なんてする必要無いです
loaded 	最低でもノボシビルスクとかがある西シベリアまで行かないと、美味しいものは何もないんだよね。役立たずのタイガとステップがあるだけで。w
loaded 	ノボシビルスクまで何千kmあるのやら。w
多聞櫓 	牛で物資を運ぶのだ
落ち太郎/msdf 	昔は今より寒かったでしょうしね。
fetia 	結果や全貌を俯瞰出来る立場からなら、「俺ならこうするのに」「あたしだったらそんなことしないなー」とは言えても、リアルタイムでその場にいて、そのとおり出来るとは限らないのは、月見でチャットログをご参照した後に、実際に日韓チャットにご参加いただければおわかりいただけるかとｗ
水呑みー 	せめてシベリア鉄道かトナカイにしてｗ
元留学生 	loadedさん、「牟田口以上の馬鹿www」って、私の事ですか？
カラヤ３ 	距離の暴虐
loaded 	連合国がカサブランカやカイロやヤルタで首脳が集まって戦略の調整をしてるでしょ？日独伊にもそういう調整があれば、日本がソ連を攻めるという話もあったかもしれないけどね。
loaded 	いや、牟田口以上の馬鹿といったらすごいな、と思っただけ。
水呑みー 	牛でシベリア進撃とか、ＳＡＮチェックやってからにしてｗｗｗ
Zion 	戦闘機の輸送を牛車でやってた国がソ連侵攻を完遂出来ると思えない
元留学生 	あなたに馬鹿にされる覚えはありませんけど！
多聞櫓 	いやいや
多聞櫓 	そういう意味じゃないよ
桃太郎 	あ、読み違いだよ。
fetia 	元留学生さん、チャットはあまりやったことない？
二階級特進 	よく見て落ち着けｗ
カラヤ３ 	兵站を考えない軍事行動は兵隊さんを無駄遣いすることになります。愛国心を使いつぶしてしまいます。
loaded 	バカにしてないよ。牟田口といえば陸軍最強のバカだからさ、それ以上だとどんだけ凄い存在になったのかな？と思っただけ。
元留学生 	チャットは初めてです。
桃太郎 	元留学生さんに言ったのではないから。
loaded 	それに表現が面白かったからね。
落ち太郎/msdf 	「もしそんな奴が居たのなら」ということ。
fetia 	チャットは、掲示板と同じに考えてたらトンチンカンになるよ。
水呑みー 	…まあ、シベリア侵攻作戦やったら牟田口以上の馬鹿になるんだろうけど、結局そういう無謀作戦はあの人がやるはめになると思うｗそれも嬉々として
元留学生 	表現が面白い？
loaded 	そもそも、三国同盟は守勢同盟だからさ。
Guicho 	ﾀﾀﾞﾋﾏ
loaded 	「牟田口以上の馬鹿」という表現が面白かった。
多聞櫓 	おいらの発言だよ
Zion 	おかひま
水呑みー 	おかえりー
fetia 	おかえり
多聞櫓 	おかえりー
落ち太郎/msdf 	/)･ω･´)
二階級特進 	おかりー
カラヤ３ 	おっかあ　　じゃなくおかえりんご
水呑みー 	盧溝橋だって「あの」牟田口先生の部隊の舞台だしねえ…
loaded 	元留学生氏の言ってることは「もしもの話」としては・・・多分ここにいる皆が一度は考えことがあると思うよ。決してそんなに突飛な発想ではない。
fetia 	どの発言がどの発言に対する応答なのかを、瞬時に見極めることが出来ないなら、しばらく流れを見るってこともチャットでは必要だからね。脊髄反射してたらやってられんよ。
元留学生 	どちらにしても、ソ連を叩いておかなかったのがかえすがえすも残念。日ソ不可侵条約を破って、日本人抑留者を６０万人以上殺される事も無かった。
loaded 	でも、残念ながら「無理、意味が無い」という結論に行き着く。
桃太郎 	ロシアを攻めたらどうなるか→牟田口以上の馬鹿になる。というのが趣旨で元流が帰省さんへの意味はないの。
Zion 	成功していたら、という発想は無かったですね。＜ソ連侵攻
多聞櫓 	牟田口と辻の科学反応はすごいからなw
水呑みー 	←（だいたい脊髄反射どす）
fetia 	ｗ
loaded 	それはね、日本が悪いんじゃなくて、チョビヒゲが悪い。w
Zion 	基本は脊髄反射ですよね
元留学生 	やりたいようにやらせてもらいます。
loaded 	もっと言うと、チョビヒゲの足を引っ張ったイタ公が悪い。w
fetia 	脊髄反射でやってたら、風向き次第で火達磨になるのだがｗ
Zion 	一年間でどれ程の兵站を消費するか計算したことありますか？＞元留学生さん
fetia 	まあ、それも体験かｗ
元留学生 	計算した結果を教えて下さい。
水呑みー 	一瞬でもムッソリーニ閣下の「ローマ式敬礼」と斧（ファッシ）にあこがれちまったチョビ髭もよくないとおもうけどｗ
Zion 	度量衡を使えば簡単ですので、検索でも何でもして下さい。＞元留学生さん
fetia 	やりたいという方には好きにやらせるが、「チャット初心者だから」は言い訳にならないことを、先にお断りしておきます。
多聞櫓 	牟田口と辻の二人は精神力をニューットン換算できる偉大な科学者
元留学生 	別に言い訳してないから良いですよ。
多聞櫓 	偉大すぎて誰もついていけない
loaded 	ﾜﾛﾀw ＞多聞櫓さん
Zion 	ヒントは　米の年間消費量　で。
元留学生 	度量衡を知らないので、計算の結果を教えて下さい。
fetia 	口開けて上向いてたら、無条件で美味しい餌入れてもらえると思ったら大間違いだぜｗ
loaded 	投入できるとしたらどれくらいの戦力かな？
元留学生 	じゃあ、聞かなければ良いのでは？
loaded 	つか、そもそも北進するとしたら時期はいつになるかな？
落ち太郎/msdf 	そもそも、冷戦の二大国としてのソ連、という認識が、当時の日本人に予想でき且つ、対応可能だったのかという点を考えたほうがいいと思います。
Zion 	実は、結果を知ることは無意味なんです。計算をすることが必要です。度量衡が駄目なら自分の消費量で計算してください。＞元留学生さん
カラヤ３ 	直属部下は大変だっただろう。大変個性的で聞く耳持たない上司をもった苦労は勤め人なら想像できる。
多聞櫓 	まあ、インパール作戦ってのを知ってるかい？＞元留学生さん
元留学生 	知ってますよ
loaded 	兵站を無視して作戦立てるとああなるんですよ。
カラヤ３ 	しかも、その上司がへたすりゃこうめいざいで自分を殺す権力持ってるとなったらどうしようもないよな。
Zion 	WindowsならWindows+Rで開いた窓でcalcと打てば計算できます。
元留学生 	教えられないなら、もう良いですよ。
多聞櫓 	じゃあそれ以上にきつい戦場になるってことだ
水呑みー 	辻先生には、ノモンハンの時、退却してきた隊長に「部下の死骸を放置してくるとは何事だ！」と怒鳴りつけて兵隊には人気があったというエピソードが
落ち太郎/msdf 	国を取りに行った戦争はやってないという日本、防衛戦争だった日本。
Zion 	「られない」んではないのが分からないなら、意図を説明します。＞元留学生さん
多聞櫓 	それを理解して欲しい
元留学生 	お願いします
fetia 	「教えてもらえないからわからなくても当然。俺がわからないのは、教えない方に責任がある」←こういう態度だったら、何も学べないだろうね。
多聞櫓 	インパールのときに無かった体を温める資源が必要になる
二階級特進 	ゴコレのほう、また小学生クイズしてるんですかい？
loaded 	鉄道が使えるのはインパールよりは有利だが・・・作戦域がべらぼうに広いから帳消しかな？
多聞櫓 	また、　当時機械化が少なかったので　家畜による輸送も考えると
二階級特進 	なんかで戻りが愚痴李ながら着たんですがｗ
Zion 	「当時」を推し量るための手がかり、足がかりとして「物量」が重要になります。第二次大戦だけではなく、平安時代でも、古墳時代でも同様です。そして同じ人間である以上、どれくらいの食料が必要か、徒歩での移動ではどれくらい一日に移動できるか、といった基本的な情報は共通して使用できますよね。＞元留学生さん
loaded 	朝鮮人除けのおまじない。＞二階級特進氏
水呑みー 	今でもシベリアでは合成皮革は役に立たず、天然物の皮革が必要だそうですね
多聞櫓 	水を溶かす燃料も必要になる
Guicho 	三角形面積はようやく解けたモヨウｗ＞gokorea
元留学生 	ええそうですね。
fetia 	次は台形の面積にステップアップｗ＞閣下
カラヤ３ 	水を１日２L必要とし～　　　これを計算してみると兵站ということがいかに緻密な計算と計画を必要とするかがわかってきます。
Guicho 	今は平方根。これはそうは突破できないｗ
多聞櫓 	仮に　トラックとしても　オイル凍結とか
落ち太郎/msdf 	地図見ながら、ソ連を攻める算段をしてみてください。太平洋の米軍ももちろん考慮してくださいね。
fetia 	一気に平方根かいｗ
Guicho 	ああ、統帥権は猫さんなんですわ
カラヤ３ 	人を動かす企画運営したことあったらこの苦労の幾分かはわかると思う。
fetia 	なるほどｗ
多聞櫓 	次に　兵器の作動の保全　凍結防止
Zion 	その手がかりとして、日本の耕地面積でどれくらいの米の生産量があるかで、「養える人数」は分かりますし、その重量で、輸送に必要なコストが計算できます。＞元留学生さん
桃太郎 	ルート２がPWだもねー＞ゴコレｗ
元留学生 	「人を動かす企画運営したことあったらこの苦労の幾分かはわかると思う」だから何なんでしょうか？
多聞櫓 	冬が終わってのぬかるみ対策
loaded 	そう考えたら、南方であれだけの電撃戦やっただけでも凄いよね。＞日本軍
水呑みー 	中国戦線でもトラックの手配が間に合わず、南方戦線転戦の辞令を交付されながら徒歩で大陸横断する羽目になり、歩いているうちに戦争が終わったと言うアホな話があります
loaded 	がはははは、そんな話があるんですかwww
Zion 	当時の日本軍は車の運転が特殊技能でしたからね
水呑みー 	…歩いているうちにソ連が攻め込んできたので、北に転進しておしまい、なんですがｗ＞正確には
多聞櫓 	あと、　負傷者の後方輸送手段とか
カラヤ３ 	ちゃうちゃう。兵站ってことがいかに苦労するかってことを言いたかったの＞元留さん
多聞櫓 	置いてきぼりならまだしもね
loaded 	どこの国でも苦しむ問題ですからね。＞兵站
loaded 	ドイツ軍の兵站システムなんか凄いけど、そのドイツですら東部戦線では補給に苦しんだ。
多聞櫓 	あと、ウラルの西に行かないとロシアを叩けないので
多聞櫓 	何回冬越すことやら
fetia 	縮地法使うんだよｗ
loaded 	基本的に歩いて進軍するしかないからねw
Zion 	まあ、そうなると兵站を確保するだけでもまずは占領地の経営を行い、中継基地としての機能を持たせるだけの技術力を投入しなければならず、これは戦争に於ける戦闘行為とはまた別の能力が必要になる…と。距離が伸びれば伸びる程これらは困難になります＞元留学生さん
Zion 	つまり
元留学生 	満州にいたのに、攻めれなかったって、おかし過ぎでしょう。
カラヤ３ 	馬や牛に運ばせる。その牛や馬の餌も運ばなきゃならん。どこまでもその計算がつきまとう。＞兵站
loaded 	シベリアの国境周辺を荒らす程度ならできたと思うよ。w
fetia 	どうおかしいのか、説明を。
Zion 	ソ連を本気で侵攻して成功させるためには、途中の都市を全て略奪して前進する作戦が最も有効でしょう。
落ち太郎/msdf 	日本の敵がソ連だけなら、出来たかもねぇ。
多聞櫓 	満州にいたのは　ある意味　万里の長城の意味合い
loaded 	でも、日本軍の兵站能力では西シベリアまでも行けなかっただろうね。
水呑みー 	ウラジオストックに嫌がらせ程度ならできただろうね
落ち太郎/msdf 	そう、防衛ですよ。
loaded 	沿海州とバイカル湖あたりまで行っておしまい、だろうね。
Zion 	占領をする必要が無いうえ、占領都市を放棄した後に敵に渡さないために焦土にしていけばより効率的です
多聞櫓 	あくまでも　ロシアの南下を邪魔するため
loaded 	そんなところ、ソ連は失ってもべつにそれほど痛くない。
カラヤ３ 	ノモンハンもいやがらせに叩いてひっこむつもりだったのがソ連が大軍出して仕返しに来たんで思惑がはずれたってことだったと思う。
loaded 	ソ連の中枢は西シベリアとボルガ川沿岸だからね。
Guicho 	うむ。
fetia 	もしかして、相手から王手飛車取り食らっても、自分が飛車を逃してる間は、相手が玉を詰めるの待ってくれると思ってる？
多聞櫓 	ロシアにとっては満州から南はお宝だけど　日本にとっては満州より北はゴミ箱
落ち太郎/msdf 	一時期は「百万人の兵隊さん」と謳われた関東軍も、ジリジリと貧すれば窮していた事実。
loaded 	1941年に実際に政府で検討されてるんだよ。で、結論として「無理」となってる。もうアメリカから石油を止められてるのに、役立たずの森林しかない土地を攻めてどうする？
元留学生 	満州は広大で肥沃な土地です。日本から食料を送らなくても、満州からでも遅れたはです。
fetia 	ｗ
多聞櫓 	どうやって？
loaded 	あのね・・・小麦粉をそのまま送れば済むとか、そういう話じゃないから。w
水呑みー 	大陸攻めたのも南方攻めたのも、石油がないからですよ
カラヤ３ 	いや、満州人から土地奪うことになり恨まれていた。＞日本の入植者
fetia 	「広大で肥沃な土地」から、勝手に作物が湧いて出て、それが勝手に荷造りされて、気がついたら必要なところに配送されるのかｗｗｗｗ
fetia 	素晴らしいｗ
落ち太郎/msdf 	農業は、厳しいですよ。あそこら寒いし乾いてるし。
Guicho 	「生産」ボタンで補給線が構築されるわけでなくｗ
元留学生 	ソ連を叩くだけの力は当時あったのに、先を見越せずに、叩かなかったのは、大きな損失だと思う。
多聞櫓 	ああ
多聞櫓 	わかった
Zion 	まあ、そういったソ連侵攻作戦を考えるわけなのですが、どうお考えで。＞元留学生さん
水呑みー 	「開拓団」がいるということは、基本的に未開だからです
元留学生 	荷造りくらい出来ないのか？
fetia 	プランターででも、実際に野菜作ったことあれば、そういう発想はできまいにｗ
多聞櫓 	基本が間違ってる
loaded 	支那と戦争して、石油が無いから南方攻めて、さらにソ連なんて無理ですよ。
元留学生 	未開なのに、何で多くの中国人が満州の地を求めて、移住してくるわけ・
多聞櫓 	日本には一度たりともロシアを叩けるだけの戦力は存在していない
Zion 	？
元留学生 	日露戦争で勝ちましたが・・・
Zion 	今の話ですか？＜満州
水呑みー 	南方で既に無駄に広大な地域を占拠しすぎて、防衛が間に合ってないんですから
カラヤ３ 	引き分けです。
多聞櫓 	日露戦争は詐欺だがら
fetia 	日露は、実際には勝ったとは言い難いぞ。
Zion 	日露戦争は勝ってませんね。勝ったと言ったのは政府と新聞くらいですね
落ち太郎/msdf 	防 衛 戦 争
水呑みー 	詐欺と言うか、運良く負けなかったというに尽きる
Zion 	手痛い一撃を食らわせたのは間違いないですが。
多聞櫓 	そして　日露戦争の部隊は中国だよ
多聞櫓 	舞台
カラヤ３ 	いいところでやめようと努力しそれが実ったんです。
loaded 	後に南方で兵が足りなくなって満州から引き抜くのに、ソ連を攻める余裕は無いよね。
Zion 	「ロシアが猿にやられた」という評判で。
二階級特進 	gksrlals (gksrlals.gojapan) :
just wait, I'll show you about GuichoZurdo"s information
just wait, I'll show you about GuichoZurdo"s information

ワクテカｗ
水呑みー 	個々の戦闘では勝っていても、戦争では負けたといういい例です
元留学生 	ほとんどのロシアの艦隊は撃沈喰らわせてますが・・・。むしろアメリカさえ介入して来なければ、ロシアの領土を分割する事が出来た戦争です。
多聞櫓 	ちなみに　日露戦争は本当に稀な勝利
カラヤ３ 	ま、たたいているうちにやめられてよかったね　　　です。
loaded 	え？日露戦争で？
多聞櫓 	短期決戦で片がついた
落ち太郎/msdf 	wwww
多聞櫓 	あのね
多聞櫓 	ロシアにとっては艦隊は　必要でもないから
fetia 	アホなｗ
fetia 	アメリカの介入がなければ、日本は露領になってただろうよｗ
カラヤ３ 	まだまだロシア陸軍はヨーロッパに大兵力持ってましたが日本は予備まで使い切ってる状況だったんじゃないかな。
多聞櫓 	日本の補給線を邪魔するために艦隊を必要としただけ
二階級特進 	ロシア領になったかはともかく、総力戦だった日本と比べ、ロシアにはまだ余力があったのは事実ぽい。
水呑みー 	バルチック艦隊をのぞけば、ロシアの艦隊は旅順港内で半分以上解体されてたというオチが
loaded 	テスト
カラヤ３ 	だから、必死で休戦交渉し国民には不満な条件であってもやめたんです。
落ち太郎/msdf 	ホームで勝利できたにすぎないのにw >露助艦隊超アウェー戦
fetia 	日本が得点したところで、アメリカが無理やり試合終了を言い渡しただけだ。もしそれをロシアが飲まずに、試合継続してたら、日本死んでるわ。
桃太郎 	（すいません、見込み違いだったですｗ）
fetia 	ｗｗｗ
Zion 	コサック騎兵もありましたがね
元留学生 	それこそアホな・・・。日本が負けると分かってて、白人国家が介入してくるはず無いでしょう？白人国家が負けて威信がこれ以上地に落ちないように、必死で介入してきたというのが、真相です。
カラヤ３ 	日本を存続させるため政府も軍部も必死に考え努力したんだ。
水呑みー 	超アウェーな上に、朝鮮人でもやらない嫌がらせを散々イギリスからやられてましたからｗ＞バルチック艦隊
二階級特進 	ただ、革命の影響と厭戦感、バルチック艦隊撃破のために・・・ってことくらい。だから賠償金もらえなかった
fetia 	日本を抑えるよりも、日本を手中にしたロシアを抑える方がマンドクセだろ。JKｗ
Zion 	白人が常に日本の敵とは限らないんですが…
多聞櫓 	ちなみに　日本の当時の総力戦大体　1－2年で国家が破綻します
loaded 	違うよ。ロシアが太平洋に出てくるほうが嫌だから日本に味方しただけ。
Zion 	敵の敵は味方
loaded 	アメリカなんか欧州列強に比べたら、まだ物分りがいいほうだ。w
元留学生 	日本がロシアにもう少しで負けそうなら、それを放っておく事の方が、白人国家にとっては、利益になる事であって、不利益になぞならない。
多聞櫓 	白人国家って存在シナよ
loaded 	白人かどうかは二の次だろう？そんなことにこだわったら日英同盟も無い。
多聞櫓 	しないよ
落ち太郎/msdf 	貿易とは、お互い様で成り立つのではないかと・・・。
水呑みー 	満州の権益のおこぼれがほしい・ロシアが確実な橋頭堡を持つのは防ぎたいイギリスあたりが主にロシアを牽制してくれたからね
Zion 	日本が負けるって…ただで露に不凍港をくれてやると同義語なんですが。しかも世界でも有数の海洋大国を
fetia 	小林よしのりで学習しただけで終了してたら、全然話にならん。
カラヤ３ 	ロシアのアジア南下がいやだったので英国は日本と同盟結んだと思う。
元留学生 	英国の利益と日本の利益が合致しただけ
多聞櫓 	白人が治める国家群が正解、けして単一じゃない
loaded 	ロシア革命直後ならともかく、日露戦争の時点で日本がロシア領を分捕るなんてありえんだろ。ロシアはそこまでカツカツだったわけじゃないんだから。
カラヤ３ 	やっぱ、ロシアはおそロシアで雨も英も警戒してるんです。
loaded 	むしろ、カツカツだったのは日本で。
水呑みー 	アメリカがその後日本と険悪になるのは、あてにしていた満州権益を日本がなかなかくれなかったからですよ
カラヤ３ 	日本をあてうまにロシア封じ込めねらったと思う。
二階級特進 	かつかつだったから暴動おきましたね
fetia 	日露の勝者と戦わねばならないなら、どっちと戦う方が楽か。それを考えれば簡単な話なんだが、それは理解できませんか？ｗ
二階級特進 	ｗｗｗ、そっちにkimonoが行きましたよーｗ
元留学生 	ロシアが日本と戦って、カツカツになったからこそ、アメリカが介入してきたというのが真相でしょう。
fetia 	実際、第二次世界大戦後、アメリカはロシアと敵対したじゃないか。

	misozinさんが入室しました。ようこそ。2011/10/10 22:27
多聞櫓 	うーんそれはどうかなｗ
misozin 	こんばんは
水呑みー 	こんばんはー
fetia 	白人国家同士で、何故米ソ対立が起きたの？そこんとこ説明してよ。
多聞櫓 	こばわー
fetia 	いらっしゃい。
カラヤ３ 	こんばんわんこ
Zion 	それに赤化がどうと言うなら、アメリカが中共支援してたのは
fetia 	白人国家同士なら仲良しなんじゃねえの？ｗ
元留学生 	大戦後の話であって、大戦中はソ連とロシアは仲間でしょう？
水呑みー 	ついでに言うと白人国家同士で世界大戦が二度ほどおきてますね
カラヤ３ 	今日はコメがのびましたね。
Guicho 	obserさんが私たちの部屋でお姉さんのブログ知らせてくれました. w　←　メッセージでこのようなことを言っているｗ
元留学生 	実際、アメリカの共産主義に対する考えが甘かったから腰、
fetia 	白人国家というくくりなら、前も後も関係無いだろ。
カラヤ３ 	これも元留学生さんがきちんと自分の意見を述べてくださったからですね。
loaded 	仲間って言えるのかなぁ・・・。英米の足元見てレンドリースを強奪しただけのような・・・。w
Guicho 	obserさんにはかんしゃくが起きますね！ｗ
Zion 	でぬわ(ノ・ω・)ノ
二階級特進 	かんしゃく起きますねｗｗｗ
fetia 	人種だけでまとまれるなら、大東亜共栄圏楽々成立だなこりゃｗ
カラヤ３ 	きつかったかしれませんがお互いが自分の考えを述べるところなのでこれからもご自分の考えをよろしくお願いします。
元留学生 	満州を軸に、ロシアと中国の共産化を抑えていた日本を、アメリカが叩く事によって、世界に赤化＝共産主義化が拡散したといっても過言ではありません。
fetia 	そもそも「白人」なんて一括りにするもんかね？ｗ
loaded 	しょーがねぇな、ちょっと当時の資料を引っ張り出してくるわ。
misozin 	ありゃ、日韓チャットに入れないや。
カラヤ３ 	では明日早いので退室します。
fetia 	エライなロデさんｗ
カラヤ３ 	おやすみなさい。
fetia 	おつかれー
水呑みー 	おやすみなさいー
misozin 	おつかれさまでした

	カラヤ３さんが退室しました。さようなら。2011/10/10 22:30
水呑みー 	私もそろそろお風呂入って寝よう。
二階級特進 	おやすー
水呑みー 	ﾉｼ
fetia 	おつかれー
桃太郎 	お休み

	水呑みーさんが退室しました。さようなら。2011/10/10 22:31
元留学生 	日本によって、共産主義化を抑えられていたのに、日本を叩き過ぎて、今度はアメリカが、共産主義防衛の前線に立たなければならない羽目になったのは、歴史に仕返しされているようなモノです。
misozin 	むう。駄目だ。一度ルーターの電源を切りまする。再入室しますね。
元留学生 	彼らは共産主義化を防ぐために、朝鮮戦争を経て、泥沼のベトナム戦争へと狩り出されて、終いにはベトナムに敗北という屈辱さえも味わったのです。
fetia 	白人国家同士だし、問題ないんじゃね？ｗ

	misozinさんが退室しました。さようなら。2011/10/10 22:32
二階級特進 	kimono (kimono.gojapan) :
お姉さんの私生活をどうして公開をしているのか?
누님의 사생활을 왜 공개를 하고 있는지?

kimono (kimono.gojapan) :
今すぐお姉さんにお詫びが必要ですね.
당장 누님에게 사죄가 필요하군요
fetia 	朝鮮戦争やベトナム戦争は、白人相手じゃなかったからしかたないよねｗｗｗｗ
元留学生 	お姉さんって誰やねん？
二階級特進 	kimono (kimono.gojapan) :
個人のサシングファルブログをどうして公開していますか?
개인의 사싱활 블로그를 왜 공개하고 있습니까?

kimono (kimono.gojapan) :
私のお姉さんはブログ公開を承諾しなかったんですが
나의 누님은 블로그 공개를 허락하지 않았습니다만
二階級特進 	お姉さん＝guicho氏
元留学生 	白人相手じゃなきゃだめなんですかね？
fetia 	あなたの持論ではそうなんでしょう？
元留学生 	戦争は白人じゃなきゃダメといつ言ったんでしょうか？
fetia 	戦争は白人相手じゃなきゃダメなんて、私一言でも言いましたかｗ
元留学生 	じゃあ何なんですか？
fetia 	書いてあることを書いてあるとおりに読んでごらん？ｗ
fetia 	それとも読めない？ｗ
元留学生 	分かりませんが・・・
fetia 	ああ、読めないのか。そりゃしかたない。
元留学生 	言ってる意味が分かりませんね。
fetia 	わからないのは、あなた自身の問題ですよ。わかるように頑張りましょうｗ
元留学生 	朝鮮人のような回答ですね。ｗｗｗｗ
fetia 	多分、あなた以外の人はみんなわかってる。
元留学生 	そうでしょうか？
fetia 	口開けて上向いてたら、美味しい餌入れてもらえると思ってる朝鮮人並の人にはちょうど良いでしょう？ｗ＞朝鮮人のような回答
元留学生 	分からない質問しておいて、訳の分からない文句を言われても困りますね。ｗｗｗ
fetia 	書いてある字が読めない人に、何をどうやって教えろというのかｗ
fetia 	字が読めるようになってから出直せ。
元留学生 	あなたも地が読めないのでは？
fetia 	くすくすｗ
Guicho 	落ち着けｗ
二階級特進 	kimonoがエキサイティングしているのでそっちいくかも＜guichoブログのため
二階級特進 	私たちお姉さん今非常に頭に来た状態
우리 누님 지금 매우 화가난 상태

kimono (kimono.gojapan) :
お姉さんを制御することができない
누님을 제어할 수 없다

kimono (kimono.gojapan) :
とても頭に来ていたし
굉장히 화가 나 있었고
二階級特進 	よくいうわｗ
Guicho 	来るなら小学生クイズ突破しないとなｗ
loaded 	たいした資料はなかったが、少しだけ記述を見つけたので記載しるよ。
元留学生 	もう一度生まれ変わって、性格改めてから、チャットすれば？ｗｗｗｗ
fetia 	それも芝居だと思うよｗ＞二階級さん
Guicho 	慌てるなｗ
fetia 	くすくすｗｗ
桃太郎 	それは鏡を見てから言うべきことだ＞元留学生
fetia 	ロデさん、いつも思うが日本人（と思しき人）には優しいなあｗ
元留学生 	鏡を見てからとはどういう事？
loaded 	ドイツがバルバロッサ作戦を発動させたのを見た松岡は、天皇と陸軍に対して「ソ連討つべし」と強硬に主張したそうな。

	misozinさんが入室しました。ようこそ。2011/10/10 22:41
misozin 	ただいま
Guicho 	ｵｶｲﾘ
fetia 	おかえり
桃太郎 	おかゑりー
loaded 	で、陸軍は最初は反対していたが、結局同意して動員を掛けた。
二階級特進 	ｵｶｲﾘ
元留学生 	やっぱり、日本人の振りした朝鮮人か。
loaded 	で、開戦の条件としては30個師団の極東ソ連軍が15個師団まで減ったらGOだ」と。
loaded 	多分、極東から東部戦線に部隊を引き抜くという読みがあったんだろうね。
loaded 	だけど、大部隊をこっそり満州に送り込むのは無理なので、「演習やります」と口実を作った。
loaded 	兵力50万人、馬15万頭だってさ。この動員のせいで、内地の物流網にまで影響が出てる。
loaded 	で、こうして北進の準備をする一方、陸軍は南部仏印に進駐した。
loaded 	満州へ動員をかけたのが1941年6月で、南部仏印進駐が1941年7月だね。
元留学生 	マスカキご苦労さんｗｗｗ＜loaded
loaded 	これでアメリカがぶち切れて石油を止めた。
loaded 	あら、いらないの？
fetia 	人が親切に説明してやってるのに、良い態度だな。＞元留学生
Guicho 	失礼な人であるね。
loaded 	うん、失礼だねぇ。
桃太郎 	馬鹿丸出しｗ
落ち太郎/msdf 	失望した。
loaded 	何をファビョってるんだ？朝鮮人みたいな言動は止めなされ。
Guicho 	みっともない。
loaded 	まあ、途中まで書いたから、残りも書くわ。
Guicho 	マスカキご苦労さんｗｗｗ＜loaded　←　何だこれは？
fetia 	その程度で朝鮮人批判とは、身の程知らずにも程がある。自分の姿を鏡で見てからもう一度出直せ。＞元留学生
loaded 	石油止められちゃったら、もうソ連叩くどころじゃないわな。
桃太郎 	そういうことなんだわ。わからんだろうけどね。
落ち太郎/msdf 	丁寧に説明させといて、なんというorz
fetia 	ここのログは、後から入室した者にも読めるってことを、一応お知らせしておくｗ
loaded 	おまけに、日本軍が減ると読んでいた極東ソ連軍の師団数は減らなかった。
loaded 	参謀本部は8月に作戦の断念を決定している。
loaded 	だけど、50万人も兵士を満州に送りこんじゃって、対外的にも国内に対しても説明がつかないので、関東軍特殊演習を実施した。
loaded 	資料を要約するとこんな感じだな。
桃太郎 	ご苦労様です。
fetia 	ここでの応答さえまともに出来ないバカに、リアルの戦争での判断が出来るはずもないのだが、それさえ理解出来ないバカだからどうしようもないな。
fetia 	しかも、それを親切に説明してくれてる人に対して「マスカキご苦労さんww」だってさ。
Guicho 	せっかく資料引っ張り出して懇切丁寧に説明しているというのに、台無しにしやがって。
fetia 	朝鮮人でもこんな失礼な奴はkimonoぐらいしかみたことないぞ。
loaded 	石油を止められた時点で北進は無理だよねー。大慶油田が見つかったのは1959年だしねー。
loaded 	確かに、朝鮮人もそんなことは言わんな。w
Guicho 	台無し具合は朝鮮人に負けんな。
Guicho 	ああ、恥ずかしい。
fetia 	カナダで日本人の恥を晒しまくってきたのは想像に難くない。
桃太郎 	私も恥ずかしいｗ
fetia 	これで「世界史には詳しい」だってさ。
Guicho 	マスカキご苦労さんｗｗｗ＜loaded　←　何度読んでも恥ずかしい。
桃太郎 	いい勉強になったと思うことにしますわｗ
fetia 	凄いよね。
loaded 	あとは、なんでそんなタイミングで南部仏印進駐をやったのか？というところだが、アメリカがあそこまで強硬に反発するとは思ってなかったみたいだね。読み違えたようだ。
fetia 	チャットって、ホント人間性が露骨に出るねえ。
misozin 	真摯に人の話を聞くってスキルが無いとチャットはできんです。
Guicho 	マスカキご苦労さんｗｗｗ　←　にわか火病の勢いか？改めて自分で見るにどうだい？
Zion 	脊椎反射でおｋ(・`ω・)b<チャット
fetia 	The 朝鮮侮り
桃太郎 	聞いても無駄っす。意味もわからんだろうからｗ
misozin 	日本人同士の討論は、朝鮮人より楽ですよ。間違ってたらゴメンナサイすればいいんですから。
Guicho 	侮りですのう。
loaded 	「あのとき北進していたらどうなっただろう？」と、皆一度は考えたことあると思うんだよね。だからそんなに変なこと言ってるわけじゃないんだが・・・。
fetia 	思うのは自由だし、遊びとしては構わないと思うが、それを前提に批判されちゃあ、先人もたまったもんじゃないよなｗ
loaded 	だが、北には石油が無いし、日本にはナチのようなイデオロギーとしての反共思想は無いわけで。

	kiw1972さんが入室しました。ようこそ。2011/10/10 22:58
loaded 	損得抜きでソ連を叩きに行ったドイツとは違う。
fetia 	いらっしゃい。
kiw1972 	こんばんは
桃太郎 	こんばんわー
loaded 	あら、ひさしぶりね。お犬様は元気？
元留学生 	本当人間性が露骨に出るよね、朝鮮人ばかりで驚いたわ。ｗｗｗｗ日韓チャットブログじゃなくって、「チョンコ同士のマスカキチャット」だってよーく分かったね。ｗｗｗｗ。
kiw1972 	元気だよ
fetia 	www
loaded 	kiwやんも元気？
kiw1972 	うぃ
misozin 	なるほど。当時の日本に明確な反共思想があったらと過程するとおもろいな。
loaded 	それはなにより。
Guicho 	日韓チャットブログじゃなくって　←　そうだね。これはその通りだ。
fetia 	ねえねえ、このログ晒されても平気？ｗ＞元留学生
loaded 	なんでそんなファビョってるの？
Zion 	これ面白い
fetia 	誰に見せても、自分に同意してもらえると思う？ｗ＞元留学生
loaded 	「あなたはそんなにおかしなこと言ったわけじゃないよ」ってフォローしてんのに。
Guicho 	わざわざ太字で恥かくこともなかろうにｗ
fetia 	だから、ロデさん。ガワだけ日本人でも中身が朝鮮人の相手には、親切にしたって無駄なんだってばｗ
fetia 	何度言ってもロデさんは、ガワだけでも日本人なら、優しいなあｗ
misozin 	ロデさん、朝鮮人相手だと鬼のようなのにｗ
kiw1972 	中身がアレだとアレかなぁ...
Zion 	ただ粛々と「侵攻可能だった理由」を書いて欲しかっただけなんだけど＞元留学生さん
loaded 	うん。
fetia 	もし、このログを誰が見ても、あなたに同意すると思ってるなら、ブログ月見櫓で晒すけど？ｗ
Guicho 	「ｗｗｗ」　←　まあ、無理に笑った振りしなくてもよろしいｗ
Zion 	でぬわ継続中(・ω・)
桃太郎 	何言っても聞いても無駄っす。意味もわからんだろうからｗ
loaded 	日本側は14個師団程度の投入を予定していたようだね。
fetia 	ドヤ顔で朝鮮人批判してた本人の中身が朝鮮人でした、という、まあ、よくあるパターンではあるんだけどねえｗ
桃太郎 	てか、最初から確信犯で来たんだろうな。
Guicho 	「チョンコ同士のマスカキチャット」だってよーく分かったね。ｗｗｗｗ。　←　これは、本気でそう思っているのかな？
fetia 	こういうのがいるから、朝鮮人批判のハードルが高くなっちゃうんだよな。
loaded 	定数を満たしていたとしたら、当時の日本軍で14個師団って何人くらいかな？
fetia 	迷惑な話だ。
fetia 	「ウリのこと　悪く言う奴　皆ウヨク」てのがあったけどさｗ　「ウリのこと　悪く言う奴　朝鮮人」てのも入れとくか？ｗ
loaded 	兵士だけで35万人ってところか。これに軍属やら何やらが加わるからなぁ。
kiw1972 	ｗ
loaded 	バルバロッサ作戦に匹敵する大作戦じゃねぇか。w
fetia 	ロデさん優しいｗ
NE~さん 	ロデさん聞いてるよ？気を取り直して答えれば？
kiw1972 	ロデさんが優しいのは東欧美女だけだと思ってたのに...
misozin 	朝鮮人を殴りまくるロデさんとは別人のようだｗ
loaded 	満州国境からイルクーツクまで約1000km、そこからノヴォシビルスクまでさらに1000km。
loaded 	2000km彼方まで兵士を送り込むのに、兵站に使える鉄道は1本。
loaded 	こりゃ無理だよ。
fetia 	http://imgur.com/gallery/0gf5s←優しいロデさんにプレゼント
Guicho 	「どーすんのこれ」状態ｗ
fetia 	多分「あーあー、聞こえないニダ」状態だと思うよｗ
misozin 	こりゃかわええ。
loaded 	胸キュンw ＞教授
元留学生 	「チョンコ同士のマスカキチャット」だってよーく分かったね。ｗｗｗｗ。　←　これは、本気でそう思っているのかな？ 本気で思ってるから書いてんじゃん。何か間違った事言ったのか？ｗｗｗｗ
loaded 	あらら、朝鮮人じゃないのに、壊れちゃったのか？
fetia 	くすくすｗ
Guicho 	「チョンコ同士のマスカキチャット」だってよーく分かったね。ｗｗｗｗ。　←　何を見てこう思うのだろうか？
fetia 	朝鮮人じゃないとは限らんｗ＞ロデさん
元留学生 	分からないから朝鮮人なんじゃん？
misozin 	日韓チャットでよく見る光景だなあ。
落ち太郎/msdf 	反論もせず、明らかな罵倒に走ってるのは誰なのかと。
Guicho 	「チョンコ同士のマスカキチャット」だってよーく分かったね。ｗｗｗｗ。　←　何を読んで、こう思うのだろうか？
fetia 	前から言ってんじゃん。ガワが日本人でも、中身が朝鮮人ってやつは多いって。
loaded 	バルバロッサ作戦は320万だった。桁ひとつ違った。ごめん。w
元留学生 	全ぶ朝鮮人なのはお前だろ。ｗｗｗｗ
Guicho 	慌てるなｗ
fetia 	火病ってますねえｗ
落ち太郎/msdf 	ドイツ万歳/)･ω･´)
loaded 	おいおい、変換までおかしくなってるぞ。w
元留学生 	ファビョってるのは、朝鮮のおまえだろ
fetia 	ほら、ただの「侮り」と、「朝鮮侮り」の違いがよくわかるでしょう？ｗ
Guicho 	「チョンコ同士のマスカキチャット」だってよーく分かったね。ｗｗｗｗ。　←　今までの経緯で、何を読んだらこういう解釈になるのだろうか？
落ち太郎/msdf 	(ﾟДﾟ；≡；ﾟдﾟ)?
loaded 	日本人でここまで盛大にファビョるのも珍しいな。
fetia 	ただの「侮り」は、それが「侮り」と気づいた時点でしまったと思うものだけど、「朝鮮侮り」は、そこから更に侮り始める。ｗ
loaded 	【日本への元留学生】なのかな？
fetia 	良いサンプルだ。もっとやれｗ
元留学生 	一応、「朝鮮人マスカキチャット」って事で、報告しておくわ。ｗｗｗｗ
Guicho 	「チョンコ同士のマスカキチャット」だってよーく分かったね。ｗｗｗｗ。　←　どこでこう思ったのだろうか？
桃太郎 	うーむ、実物を拝めるとはありがたやｗ
fetia 	報告ｗｗｗ
fetia 	どこに？ｗ　総連？民団？ｗ
落ち太郎/msdf 	誰によww
loaded 	どこに報告するのだろう？
Guicho 	不思議ですｗ
桃太郎 	よかったね。お祝い。ネタ
misozin 	これ、本当に朝鮮人なんじゃないかなあ？かなり日本語達者だけど、発火しておかしくなってきてる。
元留学生 	良かったね、分からなくって。ｗｗｗｗ
fetia 	じゃあ、、ブログ月見櫓でもUPするよ。
Guicho 	「チョンコ同士のマスカキチャット」だってよーく分かったね。ｗｗｗｗ。　←　こういう結論に至った理由は何だろうか？
元留学生 	ずーっと疑問に思ってれば。
fetia 	くすくすｗ
Guicho 	自信たっぷりの自分がここでは認められないからか？ｗ
落ち太郎/msdf 	お前がなw
loaded 	ほんとに日本人ですか？w
元留学生 	自信たっぷりの振りした朝鮮人に言われたか無いね。
fetia 	蹴っても良いんだけど、オモロイからしばらく観察ｗ
fetia 	もう少し見栄えのするログが残ると良いなあｗ
落ち太郎/msdf 	なるほど。
桃太郎 	うん、久しぶりのおもちゃになりそうｗ
Guicho 	笑いはどうした？だんだん息苦しくなってきたか？ｗ
misozin 	元留学生さん、在室のメンツで誰が朝鮮人に見えますか？
Guicho 	「チョンコ同士のマスカキチャット」だってよーく分かったね。ｗｗｗｗ。　←　改めて、この発言はどうだろうか？
fetia 	掲示板やコメント欄で、一回や二回書いてもわからんが、チャットでならすぐわかるねえｗ
桃太郎 	自分以外の全員が朝鮮人なんだってよ。＞みそさん
元留学生 	朝鮮人のくせに、日本人の振りしても分かるよ。ｗｗｗｗｗ
fetia 	くすくすｗ
Guicho 	慌てて草増やさなくてもいいぞｗ
Guicho 	牧場ではなさ。
misozin 	ありゃ、ウリも朝鮮人ですか。見られない自信は有ったのになあ。
元留学生 	ふーん。ｗｗｗ
落ち太郎/msdf 	壁張りの前科は消えないぞw
元留学生 	ふーん。
fetia 	日韓チャットだと、kimonoの得意技じゃん？ｗ＞朝鮮人認定ｗ
二階級特進 	kimonoいるんだけどｗｗ
元留学生 	朝鮮人ってしつこいって言うけど、本当だね。
Guicho 	「チョンコ同士のマスカキチャット」だってよーく分かったね。ｗｗｗｗ。　←　で、どこを見てこういう結論になったのか、まだ聞いてないのだけど。
loaded 	うん、kimonoみたいな芸風だなと丁度思っていた。w
二階級特進 	朝鮮人的なしつこさとは別物だと思うけどねぇ
fetia 	本当だ。これだけけちょんけちょんにされてるのに、まだ出て行かない。ホントに朝鮮人はしつこいｗ
Guicho 	とても良く似ているｗ
fetia 	朝鮮人ってだいたいどっちかだよね。すぐ逃亡するか、粘着するか。
Zion 	まあチャット初めてなら仕方ないよね(´・ω・)
元留学生 	ふーん。やっぱり朝鮮人なんだ。ｗｗｗ
Guicho 	丁寧にわかりやすく経緯を説明していたloadedさんにも、ずいぶんなひどい事言ったよな？あれはどうだろうか。
fetia 	粘着する場合は、自分の妄想をもとに相手を誹謗中傷てのは、もうお約束だなｗ
fetia 	太字はどうした？ｗ
loaded 	つーか、なんでファビョる？
fetia 	続けろよ、わかりやすいからｗ
Guicho 	説明の途中の異論ならまだしも、ああいう言葉は正当か？
misozin 	仕方なくないですよｗ
loaded 	ファビョるようなやり取り、あったか？
fetia 	日本人なら、ない。
Guicho 	なぜああいう事を言うのだろうか？
元留学生 	朝鮮人って、よく「日本人」って単語使うよね。ｗｗｗｗ
loaded 	なんかさ、前にjunchanが人格障害の特徴について説明していたら、自分のことだと思ってファビョりだした朝鮮人を思い出したよ。
fetia 	朝鮮人の火病る基準はよくわからんがｗ
fetia 	太字はやめたのか？ｗ　続けろよ、わかりやすいからｗ＞元留学生
元留学生 	お前に言われる筋合いないし・・・
Guicho 	つくづく、
Guicho 	みっともねえ野郎だｗ
loaded 	ほんとだねぇ、みっともないわ。
fetia 	ああ、「わかりやすい」と困るのか。まあ困るだろうなあ、朝鮮人並みの神経でもｗ
元留学生 	ふーん。ｗｗｗ
fetia 	くすくすｗ
落ち太郎/msdf 	主張があるのなら、粛々と提示すればいいものを。途中で投げるとは情けない。
元留学生 	ワラワラｗｗｗｗ
loaded 	さっき、「結果としてアメリカは自分が助けたアカどもと戦後に対峙することになるとは、歴史の皮肉だ」とか良いこと言ってたのにさ。
fetia 	どっかからの受け売りだろ。自分で考えたことじゃないと思うよ＞ロデさん
Zion 	あ、そうそう。こないだ京都の地ビール祭り行ったときの写真を確認してたんですが
loaded 	北進可能だと思うなら、その根拠を粛々と提示してくれりゃよかったのにね。
misozin 	ここはログが残るし、第三者に「客観的に見られる」のが怖くないのかな？いつもの「勝利宣言して逃亡」ってのが通用しないと思うんですけど。
落ち太郎/msdf 	今の視点すぎるんだよね、彼の言うソ連討伐論。
loaded 	普段しょーもない朝鮮人ばっかり相手にしてるからさ、充実した話ができるかと思って期待したのに。
Zion 	ホワイトナイルが結構良かったです(・`ω・)
元留学生 	朝鮮人は勝利宣言が好きだね。ｗｗｗｗ
fetia 	自分で考えたことじゃないから、「無理」っていう根拠提示されて、反論できず火病ったんじゃね？
Guicho 	自分の考えというものは、一切ないのではなかろうか。
fetia 	薄くて浅くて上っ面だからねえ。
元留学生 	自分の考えがない朝鮮人に言われてもね。。。
Guicho 	他人の考えを盲目に信奉しているだけではなかろうか。
fetia 	くすくすｗ
元留学生 	ワラワラｗｗｗｗ
fetia 	ほら、こういうトコも朝鮮人と同じｗ
Guicho 	だから、何も説明できない。
fetia 	日韓チャットでさ、こっちが煽ると、絶対コピーして返すよねｗ
misozin 	最近、ここまで粘着する朝鮮人を見ないから実に貴重だなあ。数年まではこういう元気が良い朝鮮人がワラワラ居たもんだ。
fetia 	しかも劣化ｗ
Zion 	ホワイトナイル
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news_data/h/h1/news7/2009/090420_1.htm
元留学生 	朝鮮人が朝鮮人の分析をしてるのが、このチャットってことか？朝鮮に帰国すれば良いのに。
fetia 	ホワイトナイルって、小麦ビール？＞Zionさん
loaded 	でたらめに言い張ってもダメだぞ。w
misozin 	私は絶対に朝鮮人に見られない容姿ですよーｗ
Guicho 	チャットだから流れるだろうと大いに侮ったのもあるだろうｗ
fetia 	もうkimonoにしか見えないｗ
Guicho 	だから勢い任せにああいう恥ずかしい発言もするｗ
loaded 	顔をキムチ色にして泣き叫びながらキーボードを叩いてる朝鮮人にしか見えんのぉ。
元留学生 	ふーんそういう言い訳するのか、朝鮮人は・・・。
Zion 	そうなんですよ。エンマー小麦(・`ω・)＞fetiaさん
桃太郎 	着物が化けるとこうなるといういい見本だなｗ
Guicho 	どういう意味かと問われても、答えようもなかろう。何も考えてないからなｗ
fetia 	くすくすｗ
落ち太郎/msdf 	対ソ連戦は難しいという根拠は、理解したんかいな? >元留学生
Guicho 	朝鮮人の勢いみっともない発言と、とても良く似ている。
fetia 	小麦ビールは良いよね、軽いけどちゃんとコクがある。＞Zionさん
loaded 	で、着地点をどこに見いだすつもりなのだろうか？延々と悪態つき続けるのかい？
fetia 	どうせ途中で放り出して逃げると思うよーｗ
Guicho 	引くのもかっこ悪いし、大いに葛藤中でしょう。
二階級特進 	皆優しすぎるなぁ
fetia 	着地点なんて見えてるわけがない。もうこうなったら、ゴメンナサイも言えなかろうｗ
Guicho 	心のなかではとっくに敗北宣言出てるんだろうけどね。言えまいｗ
loaded 	確かに優しいね。朝鮮人ならシバキ倒してるなぁ。w
fetia 	私はいつでも蹴り飛ばせるんで良いんだけどねｗ
Zion 	私ビール苦手なんですが結構飲めました(＾ー＾)＞fetiaさん
misozin 	日韓チャットで揉まれてる面々は謝っても絶対に許さないからなあｗ
落ち太郎/msdf 	ソ連侵攻プランくらい提示して欲しい >元留学生
桃太郎 	ここまで言って委員会ｗ＞元留
fetia 	満州の広大で肥沃な土地から、食料と武器と燃料と兵隊が湧いて出てくるんですよ、きっとｗ＞落ちさん

	元留学生さんが退室しました。さようなら。2011/10/10 23:30
落ち太郎/msdf 	たじ・・・言うまい(｀・ω・´)
fetia 	ほら逃げたｗ
二階級特進 	あららｗ

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/10 23:30
元留学生 	「日韓チャットで揉まれてる面々は謝っても絶対に許さないからなあ」ふーんそんな変な自慢するところが、朝鮮人だね。良く勉強になるよ。ｗｗｗｗ
fetia 	あ、戻ってきたｗ
fetia 	くすくすｗ
二階級特進 	それ自慢じゃないでしょｗ
loaded 	なんでそうやって侮るかなぁ・・・。
fetia 	朝鮮侮りだし、しかたないｗ
misozin 	自慢に聞こえちゃいましたか。すいませんね。
落ち太郎/msdf 	ソ連侵攻プランくらい提示して欲しい >元留学生
元留学生 	朝鮮人だしね。
fetia 	ｗｗｗｗｗ
fetia 	ああ、やっぱり朝鮮人だったの？ｗ＞元留学生
二階級特進 	そうくるかｗ
元留学生 	ええ、あなたが朝鮮人だから自慢している事も分からないんだろうって意味だけど、やっぱり分からないよね。朝鮮人には・・・。ｗｗｗ
桃太郎 	いえいえ、日本語の意味が全然分かってないんだよ。自分の言ってることもわかってないんだよ。ｗ
fetia 	自己紹介乙ｗ＞元留学生
落ち太郎/msdf 	ソ連侵攻プランくらい提示して欲しい >元留学生
fetia 	小さくしてどうするｗ＞落ちさん
misozin 	優しい対応をしてる私に食いついてきましたかｗ
落ち太郎/msdf 	注視してくれるかなと思いましてw
fetia 	最後の大鉈は、要請があればいつでも振るうので、皆様ご存分にいじってくださってかまいませんよーｗ
kiw1972 	どこに留学してたんだろう...
fetia 	カナダだってさ。
落ち太郎/msdf 	バンクーバーらしいですよ。
misozin 	朝鮮人の聖地だなｗ
fetia 	そこで朝鮮人論破したウリすごいって自慢したんだけど、みんなが期待したほど尊敬してくれないから、もっとすごいこと言おうとして失敗した模様ｗ
kiw1972 	へー
落ち太郎/msdf 	あーw
桃太郎 	だから、聞いても答えなかったんだｗ
kiw1972 	留学先選びは慎重に、か....
元留学生 	自慢だって思うくらい、劣等感持ってたの？爆笑もんだよ、チョンコ。ｗｗｗｗ
落ち太郎/msdf 	天晴を撤回します/)･ω･´)
fetia 	くすくすｗ
Guicho 	駄目印。
落ち太郎/msdf 	ソ連侵攻プランくらい提示して欲しい >元留学生
loaded 	満州で物資を調達すればいいなんて、簡単に考えすぎ。1940年時点で満州国の人口は420万人程度だぞ。
元留学生 	図星だと直ぐクスクスですか？情けない・・・。
fetia 	もはや朝鮮人と同列で良いかとｗ
misozin 	劣等感に言及するあたり、研究はしてるかもね。朝鮮人と劣等感は切り離せない。
Zion 	おにぎりせんべいって関西以外には無いのか
二階級特進 	つか、「日韓チャットで揉まれてる面々は謝っても絶対に許さないからなあ」ふーんそんな変な自慢するところが、朝鮮人だね。良く勉強になるよ。ｗｗｗｗ 　今の発言とこれの整合性について求む
落ち太郎/msdf 	ソ連侵攻プランくらい提示して欲しい >元留学生
fetia 	くすくすｗ←これって、朝鮮人にはホント効くなあｗ
二階級特進 	ワラワラとの整合性について求む
loaded 	そのうち、少なくとも都市人口72万、関東軍35万は農業に従事していない。
Guicho 	人口とか物資とか流通とか、考えたことは一切ないのだと思うよ。
fetia 	全部湧いて出てくると思ってるんですよｗ＞人口も物資も流通もｗ
Guicho 	漠然と、駒を動かしただけだろう。
fetia 	駒も、決められた動き以外のことが出来ると思ってるんですよｗ
loaded 	残り300万人ちょっとのうち、農業や流通に従事している人は一体何パーセントだ？
元留学生 	本当に朝鮮人特有のクスクスで直ぐ分ったよ。ｗｗｗｗｗ
Guicho 	ゲームと違って短時間では涌かなくてｗ
fetia 	くすくすｗ
二階級特進 	くすくすｗ
misozin 	朝鮮人って「鼻で笑う」ってできないよねｗ
loaded 	そこから考えれば、いくら大規模農業をやっていたとはいえ、調達できる食料も運送キャパシティも知れてるだろう。
元留学生 	やっぱりね。クスクスｗｗｗｗ
fetia 	くすくすｗ
落ち太郎/msdf 	なんなんだorz
loaded 	思い込みとか先入観で話をするのは止めようぜ。
fetia 	ほら、日韓チャットで火病って追い詰められた韓国人が、相手の発言オウム返しにして、余裕見せようとするじゃん？
fetia 	あれと全く同じだよねｗ
Guicho 	具体的な数字関係には一切見ないでしょ。すべて、「漠然とした戦略」。
loaded 	人口調べただけで無理っぽいのは分かるじゃん。
元留学生 	本当だよね、チョンコってやってる事、みんなおんなじじゃん。ｗｗｗ
fetia 	そういう行動に出る時点で、「余裕ない」てのがモロわかりなんだけど、本人だけはそれで通用してると思ってる。ｗ
二階級特進 	やっぱりね。クスクスｗｗｗｗ 　コレとの整合性もとむ
桃太郎 	ここは本当に月見チャットかｗ（ハングルはどこだ？）
fetia 	ｗ
Guicho 	だから、突破口を「クスクス」とかに絞って、そこを勝利への活路と見なして無駄に頑張っておられるｗ
二階級特進 	とりあえず、具体的な侵攻プラン出したらいいと思う。そうすれば問題ない
元留学生 	朝鮮人は「余裕ない」から、執拗にコメントしてるんだ。よーく分かったよ。ｗｗｗｗ
fetia 	なるほどｗ
Zion 	나는 바보입니다
misozin 	至言ですな。
二階級特進 	理解が間違っているよ。余裕がないから執拗にコメントするのではなく、余裕がないからおかしなコメントをするんじゃないの？
fetia 	止せｗ＞Zionさん
落ち太郎/msdf 	ソ連侵攻のプランを構築してくれれば、話に付き合うというのに。同じことばかり言ってorz
Zion 	(ノ・Д・)すみません＞fetiaさん
loaded 	そうだね。さっきから誘導してるんだが、悪態ばかりで。
Guicho 	具体的な数値や当時の状況への反論は、一切出てこない。
fetia 	ソ連侵攻のプランなんて、どこにも書いてなかったから書けないのだろう。
Guicho 	だって考えたこともないのだものｗ
misozin 	逃げ道塞いだら悪態つくしか無いわなあ。
桃太郎 	確信犯だからなあｗ
fetia 	彼らの学習方法＝丸暗記←これ重要ｗ
loaded 	「共産主義は悪だから、あのとき叩いておくべきだったのだ！」という観念論だけなのだろうね。
元留学生 	結局、朝鮮人だってことを誤魔化す為に、コメントしてるんだね。よーく分かったよ。ｗｗｗｗ
fetia 	なるほどｗ
loaded 	イデオロギーは戦争の口実にはなるが、イデオロギーだけで戦争はできねぇんだよ。
fetia 	でもさ。別に、わざわざ名乗り出てまで誤魔化しに来なくても良いのにｗ
fetia 	何でわざわざ月見のコメント欄だけじゃなくて、チャットにまでやってきて、自分が朝鮮人だってことを披露した上で、それを誤魔化そうとするのか。朝鮮人のやることはホントわからんｗ
二階級特進 	　･･････　∧＿∧ .|//∧＿∧ .||＿∧（はい、鏡で見てごらん・・・その姿）
　　　　　　　　< 　　　　>|/<｀Д´＃>||ω-` )。ｏO
　　　　　　　　（ 　　　 ） |　（ 無知 ）.|⊂　)
　　　　　　　　　ｕ―ｕ'　￣￣￣￣(￣(＿⊃　日本
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
元留学生 	そうだよね、こんなに大勢が朝鮮人とは思いもよらなかったけど、このチャット残るらしいから、皆に報せておくよ。
loaded 	だから、どこに報告すんだよw
Guicho 	まあ、しばらく「お前ら朝鮮人」に的を絞ってそこを執拗に攻めるだろうね。
fetia 	うむ。ブログにも転載しとくよｗ
Guicho 	ほかに主張できるものがないのだからｗ
misozin 	何処の誰に報せるのだろうか
fetia 	さぁ？ｗ
元留学生 	そうだね、ブログに転載って言う手もあったね。
二階級特進 	　（　´∀｀ ）＜涙拭きなよ
　　/ ,　　　ヽ 　　　
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Guicho 	知らせる先もないでしょう。
loaded 	こんなもの載せたらお前が笑い者になるだけだろうがw
Guicho 	ネットに撒くとかのプチ脅迫くらいだろうｗ
loaded 	一体、何をしたいんだ？w
fetia 	ログ長いから、また疑問翁形式で転載するか。
NE~さん 	寝ますーおやすみなさい
桃太郎 	すでにおまえは笑いものになっている。
fetia 	おやすみー
落ち太郎/msdf 	/)･ω･´)

	NE~さんさんが退室しました。さようなら。2011/10/10 23:46
Guicho 	ｵﾔｽﾐｰ
元留学生 	そうだね、お互い笑い者かもね~。でも良いじゃん、転載させてもらうよ。
misozin 	ウリ、チャットログを韓国で公開するニダ！って言われた事あるわ。「どうぞどうぞ」って言ったけど。
Guicho 	「お互い」では、ないね。
fetia 	このログ、動画でUPするニダってのも、何度も聞いたが、一度もそういう動画を見たことない件。
元留学生 	韓国で公開？それも良いんじゃん、やれば。
二階級特進 	ウリ、さっき、Guichoお姉さんのブログを公開するなって言われた。
fetia 	韓国じゃないよ。ブログ月見櫓。
Guicho 	どうぞどうぞｗ
misozin 	いや、朝鮮人にそう言われたって話ね。
元留学生 	ふーん、どうぞどうぞ
fetia 	OK、本人了解出ました。
二階級特進 	転載先教えておいてほしい
Guicho 	ないだろうｗ
fetia 	2ch？
元留学生 	心配なわけ？ｗｗｗｗ
fetia 	2chだと、月見のアクセス激増するから、ちょっと嬉しいｗ
桃太郎 	だからー、全然、文章を理解する能力がないんだってばｗ
fetia 	ただ、継続しないのが難だがｗ
元留学生 	じゃあ、あんたが２ちゃんに転載すれば？
二階級特進 	マッチポンプｗｗｗ
Guicho 	壁にぶつかって方向転換する車のおもちゃ状態ｗ
fetia 	宣伝面倒くさいんでやってないんだよｗ
落ち太郎/msdf 	何しにきたのさ? ソ連侵攻プランも出さずに。 >元留学生
Guicho 	その時々に、言い張るだけ。実態は、何も無いｗ
桃太郎 	人工無脳ｗ
fetia 	優しい落ちさんも、ちょっとメーターあがってきましたｗ
元留学生 	こっちも転載するので、もっと言えよ。
loaded 	ひたすら泣きっ面で悪態つき続けて、どーしたいわけ？
misozin 	ちょっと試しに自己紹介してみなよ＞元留学生さん
fetia 	もう既に自己紹介しまくってる気はするがｗ
misozin 	カナダに留学してた以外に晒せる情報ある？
Guicho 	「知らせる」「載せる」のプチ攻撃で相手を少しでも後退させたいのだろうｗ
元留学生 	何でそんなに自己紹介して欲しいわけ？朝鮮人は良くそんな事聞くけどね。
loaded 	月見櫓はもう散々2chで取り上げられてるわ。w
Guicho 	音も湿気った【空砲】ｗ
misozin 	うん。私は朝鮮人でいいよ。だから自己紹介してね
Zion 	まあ、チャット始めてだったら仕方ないですよ。

まともに会話にならないのも、相手の発言が理解できないのも、自分が思っている通りにならないからといって会話放棄するのも、理想論をぶち上げたら「現実にどうすんだよ」って言われた途端相手を罵るのも、オンラインのチャットがリアルと同じって事にまだ気づいてなかったりしても、罵るだけ罵って持論が全く無くても

チャット初めてなら仕方ないですよ(´・ω・)<皆さん優しくしてあげましょうよ。チャット初めてなんだし。
元留学生 	結局、転載も出来ない癖に・・・
Guicho 	それは自分のことか？ｗ
fetia 	自己紹介中ですか？ｗ
二階級特進 	ちょｗｗ
元留学生 	私は絶対に転載しますが、何か？
fetia 	するなって言ってないからｗ
二階級特進 	だから、転載先をｗｗ
二階級特進 	見に行くから。
fetia 	っていうかね。
元留学生 	するなって言われる筋合いいも無いし・・・ｗｗｗｗ
Zion 	是非見に行きたいから教えて欲しい＜甜菜先
Guicho 	http://fetia.oboroduki.com/about/gimnlog.html　←　ここの仲間になるわけだ。良かったな。
元留学生 	何それ？
loaded 	おお、疑問君に続く大物認定www
misozin 	懐かしなー
二階級特進 	著作権思い出したｗ
Guicho 	何それ言う前に、見ろ。怠け者め。
元留学生 	見たくないんじゃ、ボケナス！
二階級特進 	ｗｗｗ
Guicho 	恐ろしいですか？W
fetia 	http://fetia.blog34.fc2.com/blog-entry-1000.html←この記事に、やたらコメントついてるなと思ったら、どうやら他所さんが引用したらしくｗ
fetia 	元留学生も、そこからお越しになったのではとｗ
元留学生 	恐ろしいのは、お前のエラ張り顔だろ
落ち太郎/msdf 	(ﾉ∀`)ｱﾁｬｰ
Guicho 	http://fetia.oboroduki.com/about/gimnlog.html　←　自分もココに並ぶのだから、読んでおけ。

	banbooさんが入室しました。ようこそ。2011/10/10 23:54
元留学生 	お前が読め！
misozin 	こんばんは
fetia 	いらっしゃい。
banboo 	はじめて入室しました
Guicho 	掲載される予定のお前が読めばよろしい。
fetia 	いいタイミングでお越しですな。
Guicho 	こんばんは
misozin 	そうですか。実にタイムリーですよ。
落ち太郎/msdf 	/)･ω･´)
桃太郎 	こんばんわ
二階級特進 	ばんわー
Zion 	こにばんわー
banboo 	お晩です
元留学生 	あほらし・・・
Guicho 	何が載っているのか、恐ろしいですか？ｗ
loaded 	これか？＞教授

http://tsunami311.seesaa.net/
元留学生 	恐ろしいのは、お前のエラ張り顔と釣り目。ｗｗｗ
fetia 	そうそう。＞ロデさん
落ち太郎/msdf 	そればっかりorz
Guicho 	「ほかに主張できるものがないんです」
banboo 	エラの話題ですか
misozin 	元留学生氏の発言に注目して過去ログを読むと面白いと思います＞bannbooさん
元留学生 	聞かれたから言っただけですが、何か？
fetia 	いや、今、ヒトモドキがリアルダンシング中なのですｗ＞banbooさん
Guicho 	読んだのか？
Guicho 	お前の前任者がそこに居るのだぞ。読め。

	はえさんが入室しました。ようこそ。2011/10/10 23:57
loaded 	ゴンニチと
fetia 	いらっしゃい。
Guicho 	ゴンニチと
Zion 	こぬばんわー
二階級特進 	ばんは。
fetia 	前任者ていうのか、これｗ
misozin 	こんばんは。
はえ 	こんばんは
Guicho 	お仲間が適切かｗ
元留学生 	読むの面倒くさいし、何が悲しくってそんな詰まらんモノを読まなければいけないのか？馬鹿馬鹿しい。ｗｗｗｗ
二階級特進 	皆優しいなを撤回します。遊びまわって皆ひどいなｗ
fetia 	ｗ
Guicho 	http://fetia.oboroduki.com/about/gimnlog.html　←　朝鮮人みたいなことを言っていないで、早く読みなさい。
loaded 	はえさん、チョッパリの仮面をかぶった朝鮮人が病身舞炸裂中なのよ。
fetia 	いや、ホラ、管理者権限で強権振るっても良いんだけどさｗ　面白いしょ？ｗ
banboo 	ｗｗｗｗ
元留学生 	朝鮮人みたい病的にシツコイのは、お前だろうが。
Guicho 	読んだのか？
はえ 	それはまた…珍しいｗ
Zion 	ただの愉快なチョッパリエロおじさんですよ(´・ω・)＞二階級特進さん
fetia 	エロは仕様ですね、わかりますｗ＞Zionさん
loaded 	日本人（もどき）でここまで盛大にファビョる奴も珍しい。
banboo 	元留学生と名乗る方は朝鮮人という理解でいいですね？
Zion 	エロは仕様です(・`ω・)b
Guicho 	反応がそのままですね。とても良く似ている。
loaded 	疑問君は残念キャラだったけど、火病は無かったからねぇ。
元留学生 	ふーん。
Guicho 	読んだか？
元留学生 	はいはい、読んであげましたけど、それが何か？
misozin 	読むわけないの知っててギチョさんも意地が悪いｗ
Guicho 	何が載っていましたか？ｗ
元留学生 	変な朝鮮人ばっかり載っていました。ｗ
Guicho 	ばっかりというのは、違うね。読みなおしてこい。
Zion 	こないだ読んだ論理学の本を思い出しました
元留学生 	いやいや、変な朝鮮人ばっかりだね。お前が読み返して、感想言え。
misozin 	ログを晒された朝鮮人ってどんな気分なんだろうね？
桃太郎 	では、これで。

	桃太郎さんが退室しました。さようなら。2011/10/11 00:02
fetia 	おやすみー
二階級特進 	おやすみ
misozin 	おつかれさまでした
はえ 	おやすみなさいませ
Guicho 	ｵﾔｽﾐｰ
fetia 	ログを晒された日本人からは、苦情をもらったことがｗ
misozin 	へえ。そんな事あったんですか。
loaded 	途中でファビョりだしてから、ずっとこの調子なんですよ。＞banbooさん、はえさん
fetia 	「別に発言内容は良いけどさ。何で俺がK表示になってるわけ？」by　kiwどん
misozin 	げらｗ
loaded 	がはははは
二階級特進 	それはひどい。謝罪と賠償をｒｙ
元留学生 	大量のチョンコが退室か？？？詰まんないの。
loaded 	kiwやん、月見でも朝鮮人認定されちまったのか。可哀想に。www
banboo 	相変わらずの朝鮮人ですなｗ
fetia 	いやいや、単に誤植でｗ
Guicho 	ｗｗ
misozin 	いや、それは最大の侮辱でしょうｗ
loaded 	それはkiwやんに謝罪と賠償（以下略）
fetia 	迅速に訂正の上丁重にお詫びを申し上げましたｗ
misozin 	当然ﾆﾀﾞｗ
misozin 	ログを晒された朝鮮人が後日になって文句つけてきたことあります？
fetia 	ないねえ。
fetia 	結構、韓国からのアクセスはあるんだけどね。
Zion 	もてなせｗ
Zion 	気に入りましたｗ
fetia 	多分読みにくいんだろう。字ばっかだしｗ
fetia 	ほら、そこの御仁も、字読めないじゃん？ｗ
misozin 	この元留学生がコメント欄で踊ってくれないかな？ｗ
Guicho 	恐ろしいのでしょう。
元留学生 	ふーん。ｗｗｗｗ
fetia 	踊るならチャットでｗ
fetia 	そのためにわざわざチャット作ったんだしｗ
misozin 	ログ晒された後でコメントで踊ったら尊敬するわ
はえ 	コメント欄の元留学生の人とは違う人なのんでしょうか
fetia 	お、尊敬されるチャンスだぞｗ
Guicho 	自分が何を言われるのか気になってしょうがない。疑問ログも手が付けられなくてｗ
fetia 	コメント欄の「元留学生」と同一人物でしょう。少なくともリモートホストは同じｗ
二階級特進 	再度撤回。まだ相手にするなんてみんななん優しいんだ(棒
はえ 	ありがとうございますｗ　了解です
fetia 	朝鮮侮り全開中過ぎて、面白いし、良いサンプルになると思う。
misozin 	沈黙が長くなってきたけど生きてるのかな？
fetia 	発言しても、考えてるとは思えないようなことしか言ってないけどねｗ
二階級特進 	寝ないといけないのに寝られない・・・謝罪と賠償を要求ｒｙ
Guicho 	自身の考えは、一切ない。だが、否定されるとプライドが許さない。
loaded 	途中からは完全にオウム返しと延髄反射の屁理屈だけになっちゃってるもんな。
Guicho 	めんどくせえ野郎だｗ
fetia 	日韓チャットだったら既に病身舞の刑だがw
fetia 	ま、踊ってることには変わりないし良いかとｗ
Guicho 	唯一残された武器が「お前ら朝鮮人ｗｗｗ」だもの。惨めでｗ
落ち太郎/msdf 	自分以外は全員朝鮮人である、という前提において、元留学生氏は一体ここで何をしていたのか。
misozin 	孤軍奮闘する愛国戦士かもｗ
fetia 	朝鮮人にタコ殴りにされる恥ずかしい日本人を演出？色々捻れてるなあｗ
Guicho 	ようやく疑問ログに目を通し始めたのでないかな？ｗ
fetia 	どうかなあｗ
misozin 	朝鮮人が主観でしか考えないのは有名ですけど、ああやってログを晒されると客観視できるのかな？
fetia 	ほら、韓国人ってさ。退路を示してやったら、逆にそこからは意地でも逃げないってことあるじゃん？
Zion 	今翻訳中なんだからログ流したら可愛そうですよ(´・ω・)
misozin 	教えた相手が日本人なら、特にそういう傾向はありますね。
misozin 	同国人相手なら、そこは退路じゃないと思ってるはず。
Guicho 	「まさか晒すわけがなくて」　←　こう侮ってるのではなかろうかｗ
fetia 	晒すよー。ていうか、ローカルでもログは保存しておるのでｗ
fetia 	うちのPCを物理的に壊しにこないと、ログは消せないぜｗ
二階級特進 	住所教えるにだ
fetia 	東京都千代田区千代田一の一
Guicho 	motoryugakusei.htmlになりますか？ｗ
loaded 	総連から工作員が派遣されるのか？w
misozin 	ウリの生霊がお前の家のPCを壊しに行くﾆﾀﾞとか言ってくれないかなあｗ
misozin 	土人全開でおもろいのにｗ
はえ 	なんともやんごとない
fetia 	【首のない幽霊がお前を睨んでいるニダ！！】（ドヤ！
二階級特進 	いやいや、首のない幽霊が目をむきながら
二階級特進 	サキに・・・・
fetia 	うふふｗ
misozin 	ああ、ロデさん脅してたログがありましたねえｗ
loaded 	「お前はアフリカ人か」って言ってたら、ペチアさんはアフリカ人に謝れって言うんだよー。
fetia 	言うだろ普通ｗ
misozin 	ウリもそう思うﾆﾀﾞ
banboo 	みなさま、先に休みます
fetia 	おやすみー
misozin 	おやすみなさいませ
loaded 	あいつらも呪術師使うじゃん。
banboo 	あまり会話に加われずに済みません
fetia 	ドンマイ
二階級特進 	おやすみ
はえ 	おやすみなさいませ
loaded 	おつかれさんです
banboo 	おやすみなさい

	banbooさんが退室しました。さようなら。2011/10/11 00:19
Guicho 	ｵﾔｽﾐｰ
fetia 	アフリカの呪術師でも、もっとちゃんとしたこと言うでしょ。少なくとも、首のない幽霊に睨ませることはするまいｗ
loaded 	そうか、確かに。w
二階級特進 	足のない幽霊が追ってくることもあるまい
fetia 	足なし医者が駆けつけて、手なしの看護婦手当する、みたいなｗ
二階級特進 	あ、走ってを追加
fetia 	まあしかし、あれだね。
fetia 	話を戻すけどさ。なんつーか、「朝鮮人を馬鹿にするだけ」てのは、全方位でみっともないね。
misozin 	チャットログ公開でそういう誤解は受けているとは思いますよ。
fetia 	多分、月見の一記事か、せいぜい今表示されてるページの記事しか読んでないんだろうけど。
はえ 	【ネット】「韓国人は不細工な顔の特徴を全部持つ。だから世界一の整形大国になった」…２ｃｈのスレをめぐり日韓で物議★４［10/10］
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1318257174/
fetia 	ちゃんと読んでる人は、だいたいわかってくれてるんだが、中途半端にしか読んでない人とか、自分が読みたいとこしか読めない人は、「そうか、朝鮮人はただ一方的にバカにすればいいんだ」って理解になる傾向があるみたいで、何度か「そりゃあかんよ？」って言ってるんだが、それも読んでもらえてない。
はえ 	整形の率はともかく…ご面相言ってもねぇ…って気はしないでもないですね
fetia 	一言二言では伝わらないのは重々承知でブログ書いてるのだが・・・
fetia 	どんだけ書いても、読まない人には伝わらんわな。
二階級特進 	そうそう、今日ｇｋ何たらっていう韓国IDの人がguicho氏に対し憤慨していました
misozin 	私はきちんと日本人としてのスタンスで読んでない人が気になりますね。朝鮮人分析で終了している読者はもったいないと思いますよ。
二階級特進 	一方的にバカにされたと感じていたよーでした、まる
misozin 	「じゃあ日本人としてどうするか」これが大事。常にfetiaさんはこういう命題を読者に投げかけてるんだが、どうも伝わっていない読者が多い。
元留学生 	シャワーから帰ってきたら、まだこのあり様・・・。で、fetiaってこのブログの管理人かい？ビックリ、タダの訪問者かと思っていたら、管理人自身がこんなに次元が低いとは、こりゃ絶対に、このブログとチャット、転載させてもらうよ。
fetia 	それぞれの進む段階てのがあると思うから、急かす気はないけどさ。「嫌韓」は最終到達地点じゃないと言ってるのに、それが伝わってないのは、時々感じるなあ。
fetia 	っていうか、私がブログとチャットの管理人て知らずに侮ってたのかｗｗ
fetia 	なんかもう、何重にもトホホだな。どこまで朝鮮人を晒すのかｗ
Guicho 	ｗｗｗ
loaded 	ブログにコメントまでしておいて何言ってんだよ。「私は間抜けです」と宣言してるのか？w
misozin 	どういう経緯でこのチャットに来たんだよｗ
二階級特進 	転載すればって何度か言われてないか？　言外にでもｗ
Guicho 	転載するぞ　←　精一杯のプチ脅しｗ
fetia 	ｗｗｗ
misozin 	喋れば喋るほど阿呆を晒すんだから、とっとと逃亡しなよ。見慣れてるから気にしないよ。
fetia 	あれだな。自分が転載されると怖いもんだから、相手もそうだと思ってるんだろうなｗ
fetia 	良いよ、好きなトコに転載したまえ。転載先は教えてね＾＾
二階級特進 	転載先のurlまだー？見に行くよー
Guicho 	お前の場合は本当に掲載されるのだけどなｗ
misozin 	ウリのコメントも掲載してね（はぁと）
fetia 	トリミングはするが、編集はしませんよｗ
元留学生 	「転載」が脅し？笑えるな。転載の何が怖いの？それって、朝鮮人思考なわけ？
fetia 	だから、多分長くなる。ｗ
Guicho 	で、読んだのか？ｗ

	junchanさんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 00:30
fetia 	脅しじゃなかったら、何故何度も念を押すように繰り返し繰り返し「転載するぞ」って言うのかなあ？ｗ
misozin 	月見に掲載されたら、コメント欄に来ればいいんじゃない？ｗ
Guicho 	ゴンニチと
fetia 	こっちも何度も、「どうぞどうぞ」って言ってんじゃんｗ
はえ 	こんばんは
fetia 	いらっしゃい。
misozin 	こんばんは
二階級特進 	ばんわ
元留学生 	転載するって言いだしたのは、そちらでは？何言ってるんですか？今になって怖がってるわけ？でも何が怖いわけ？
fetia 	ｗ
misozin 	晒された後にコメントしなよ。読者が構ってくれると思うよｗ
loaded 	がはははは
Guicho 	読んだのか？ｗ
junchan 	usu
落ち太郎/msdf 	こっちに来ない人も多いですからね。
落ち太郎/msdf 	/)･ω･´)
Guicho 	太字の場合は感情の高まりを現しているのだろうか？ｗ
Zion 	かもすぞ～(「・ω・)「
元留学生 	かまって欲しいのは、朝鮮人のお前では？ｗｗｗｗｗ
misozin 	もやしもん大好き
fetia 	2011/10/10 23:11元留学生 : 一応、「朝鮮人マスカキチャット」って事で、報告しておくわ。ｗｗｗｗ←これが初出ｗ
fetia 	言い出したのは元留学生の方なんだよねｗ
元留学生 	別に、読みやすいようにしてやってるだけですが・・・。何か？
fetia 	読みやすくて助かるわｗ
misozin 	どこに報告するのか未だに教えてくれん(・´з`・)
fetia 	そのまま続けろｗ
Guicho 	読んだのか？ｗ
Zion 	実は
Zion 	飽きた(ーωー)
fetia 	ｗ
二階級特進 	ここって個人メールおくれます？
fetia 	秋田というご意見多数になれば、管理者権限発動しますｗ
fetia 	どこに？＞二階級さん
Zion 	話したいのに罵るだけだと面白くない
元留学生 	秋田ってなに？ｗｗｗｗ
二階級特進 	参加者の人、個人に。
Zion 	退屈ニダ(ノ`∀´)ノ
fetia 	岩手の隣。知らない？ｗ＞秋田
元留学生 	管理者権限は約発動したら。ｗｗｗｗ

	閲覧座さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 00:35

	あら座さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 00:35
Guicho 	ゴンニチと
fetia 	いらっしゃい。
misozin 	こんばんは
はえ 	こんばんは
Zion 	満を持してあら座さん登場(・`ω・)期待のエース　こんばんわ
二階級特進 	ばんわ
あら座 	どうもこんばんは。今眠たいです・・・。多分まもなく落ちるかも。
落ち太郎/msdf 	/)･ω･´)
元留学生 	知ってるよ、ボケ
fetia 	「ウリに敵わないから蹴ったニダ」って言い訳使わせたくないんだよねｗ
Guicho 	妙なところに突っかかる割には「ゴンニチと」は何も言わないのなｗ
元留学生 	ふーん、じゃあ、続けてよ。
あら座 	なして期待のエース何ぞ？＞シオンさん
misozin 	リアルダンシング中＞あら座さん
Zion 	大丈夫です。ただのチョッパリエロおじさんの戯言です(・`ω・)ゝ　＞あら座さん
fetia 	やはり蹴らせておいて「ウリに敵わないから蹴ったニダ」って言うつもりだったようだｗ
Guicho 	後から入室した人々も、朝鮮人なのか？
あら座 	元留学生って今回の新たなコメントの？＞みそじん
misozin 	ああ、そういう解釈もあるんだ。
Zion 	では撤回(`・ω・)てか仕事あるのでそろそろ寝ます＞fetiaさん
fetia 	おやすみーｗ
misozin 	ほい。一緒の方らしいですよ。
元留学生 	そうそう、だから続けようぜ。ｗｗｗ
はえ 	おやすみなさいませ
二階級特進 	おやすみ
Guicho 	ｵﾔｽﾐｰ
fetia 	OK、続けようｗ
misozin 	おやすみなさい。
落ち太郎/msdf 	過去ログ、乞うご期待w >あら座さん
落ち太郎/msdf 	/)･ω･´)
あら座 	よう判らんので過去ログ行ってきまっさ。
fetia 	いてらさい。
Zion 	fetiaさんもお仕事あるなら無理なさらないよう～(っ・ω・)っ
Zion 	ではおやすみなさい
Zion 	ノスシ
Guicho 	junchanやあら座も、朝鮮人かな？

	Zionさんが退室しました。さようなら。2011/10/11 00:39
misozin 	これ、ブログ主がどう纏めるのか興味あるな。大長編になりそうだｗ
Guicho 	閲覧座もｗ
fetia 	まとめないよ。トリミングするだけ。＞味噌さん
あら座 	ぶえっくしょん！
二階級特進 	季節の変わり目は気をつけてネ
はえ 	ｵｲﾗは「朝鮮人みたいなもん」と言われたら否定できないかもしれんけどもｗ
fetia 	そのままUPします。ブログでは、「ここで見れるよー」ってご案内にしようかと。
Guicho 	junchanやあら座も、朝鮮人ですか？＞元留学生
fetia 	ブログの記事にするには、長過ぎる。
misozin 	それがいいですね。えらく長い時間暴れていますし。
misozin 	読者の反響も大きそうだ。
fetia 	あと、例によってローカルでも保存できるように、テキストファイルでもUPしようかと。
fetia 	ま、疑問翁と同じパターンで。
fetia 	コメント欄で暴れられるよりは、読みやすかろうｗ
Guicho 	前中後編三部作くらいにんるんでない？ｗ
misozin 	んじゃ、ウリも安心して寝ようかな。皆様おやすみなさいませ。公開楽しみにしています。
fetia 	連載にするとアクセスが減るんだよｗ
fetia 	おやすみー
落ち太郎/msdf 	/)･ω･´)
Guicho 	ｵﾔｽﾐｰ
fetia 	「連載が完結してから読もう」って人が多いと見たｗ

	misozinさんが退室しました。さようなら。2011/10/11 00:42
Guicho 	連載はそういう罠があるのかｗ
fetia 	そうなのですｗ

	kiw1972さんの消失。2011/10/11 00:42
はえ 	おやすみなさいませ
fetia 	同じテーマで3度連続して書くと、アクセスががくっと落ちるｗ
Guicho 	なるほどｗ
fetia 	宣伝行脚に出ればいいんだろうけど、マンドクセなのでｗ
fetia 	宣伝行脚ドーピングは、やり始めたらずっとやらにゃならんし。
fetia 	だから転載もリンクも引用もオールフリー。他者依存型宣伝ｗ
fetia 	ただし、チョサッケンは放棄してないよ、というスタンスｗ　たまに引用元を書かずに引用されてるがｗ
Guicho 	まあ自然療法にはつきものｗ
はえ 	宣伝にならないですねぇｗ
fetia 	月見は、朝鮮人を闇雲に罵るってことはあまりないので、それにカタストロフを感じてる人には物足りなかろうしなあｗ
落ち太郎/msdf 	・・・そうか。
落ち太郎/msdf 	コメで罵るにしても、読まないと要点がつかめないので、罵りようがないのかも。
fetia 	ｗ
Guicho 	まともに読んでねえだろお前、と言いたくなるようなのが毎回のようにコメント挿してはおるがｗ
fetia 	朝鮮人を闇雲に罵りたい人にとっては、「それじゃあかんよ？」てのは読みたくないだろうねｗ　読んで納得しちゃったら悔しいだろうし。ちょうど今の元留学生が疑問ログを読むのをかたくなに拒否してるようにｗ
fetia 	ああ、あれねえｗ　まあ本人は真っ当なこと言ってるつもりらしいし、火病らないから良いかとｗ＞閣下
落ち太郎/msdf 	まぁ、自己の先入観に贖うのは難しいですからね(-人-)
fetia 	落ちさん落ちさん
×「贖う」
○「抗う」
落ち太郎/msdf 	あぁorz またやってもーた(＞＜)
fetia 	ドンマイｗ
二階級特進 	落ちさん海外育ちかね？
fetia 	海上育ち・・・ｗ
二階級特進 	ああ、なるほど
二階級特進 	多国籍？
fetia 	いやいやいやｗ
二階級特進 	いや、船員の中身が・・・
fetia 	だからｗ
二階級特進 	普通にかー
fetia 	MSDFだからｗ
落ち太郎/msdf 	(ﾟДﾟ；≡；ﾟдﾟ)
二階級特進 	そーいうことか・・・
二階級特進 	任務ご苦労様です
fetia 	嫁はんは多国籍かもだがｗ
落ち太郎/msdf 	民間は内航船しか知りません/)･ω･´)
落ち太郎/msdf 	民間のフネは/)･ω･´)
二階級特進 	育ちが海上かと。普通にmsdfって、書いてあるｗ
fetia 	さて、踊り子さんが静かになったので、ちょいとネタでも投下するか。
fetia 	http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1318212452/
【食文化】 日本トップクラスのすし職人「鮮魚や活魚のすしの歴史はわずか50年ほど。7世紀頃のすしは韓国料理の食醢とよく似ている」
落ち太郎/msdf 	落ち太郎の半分は、海上自衛隊(艦船)でできています。
fetia 	この記事、日本語版だと「記事入力 : 2011/10/09 05:49」ってあるんだけど・・・
↓
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2011/10/09/2011100900021.html
fetia 	奇妙なことに、元記事は「2011.08.31 03:25」の入力。
fetia 	普通、朝鮮日報って日本語版にする場合のタイムラグって2～3日なんだけど、この記事だけ、異常にタイムラグが長い。
fetia 	内容的には、例によって「寿司」が何か、江戸前寿司における「仕事」が何か、全く理解してないようだが。
はえ 	うーむ、シッケねぇ…麹をどう考えているのかが良くわかるようなｗ
fetia 	ちなみに・・・
fetia 	日本語版にはないが、朝鮮語版の記事には、続きがあるｗ
二階級特進 	これ、つまり、すしの起源はウリナラニダを否定したいと？
はえ 	ほうｗ
二階級特進 	ほう
fetia 	http://translate.ocn.ne.jp/LUCOCN/c3/location.cgi?URL=/LUCOCN/c3/hf.cgi%3fSURL%3dhttp%253A%252F%252Fnews.chosun.com%252Fsite%252Fdata%252Fhtml_dir%252F2011%252F08%252F30%252F2011083002792.html%26XTYPE%3d1%26SEARCH%3dT%26SLANG%3dko%26TLANG%3dja&CHECK2=hm
fetia 	これが元記事の機械翻訳なんだけど、下の方に、「オリジナル スシ',韓国の人食欲にはどうだろうか食べてみると 」って文があるでしょ？
fetia 	そこから、韓国人が実際に食べてみた感想が見れる。
二階級特進 	むむ、いけない
fetia 	行けない？
はえ 	私も～
fetia 	ではこちらを機械翻訳で読んでみてください。
↓
http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2011/08/30/2011083002772.html
二階級特進 	オリジナルエドマエズシｗ
二階級特進 	元祖じゃなかったのかｗ
fetia 	この記事で取り上げられた寿司職人さんは「韓国人にも江戸前寿司の味がわかると思う」って言ってるが、実食体験記事を見るかぎりでは、絶対わからないと思う。
落ち太郎/msdf 	キーズ詩w
二階級特進 	職人さんは「うまみを出すため」といっているけど、記者のほうは別のこといってますがｗ
落ち太郎/msdf 	ナタデココでもネタにすりゃいいのにw >歯ごたえ
二階級特進 	靴ゴムなら歯ごたえ抜群ですよ
はえ 	旨みだけかいな
はえ 	獣肉だと「熟成」って結構聞くんですけど
fetia 	'オリジナル スシ'食べてみると
刺身を韓国人は歯で味わって、日本人は舌で味わうとよく話す。 韓国の人々ははちきれそうな魚肉を噛む味を楽しんで、日本 人々は魚肉からにじみでるこくを楽しむという意だ。
fetia 	魚だけおいてみれば、韓国人は中沢氏のすしをそんなに好まないようだ。 10日熟成させたマグロ腹の肉は口の中で、やわらかいというより崩れるようだった。 コシが強く噛める味はあまりなかった。 傷んだように酸っぱく感じられて,愉快でないこともある。 鮮紅色マグロになじむならば、茶色に近い熟成マグロの色が食感を落とすこともできる。 だが,すしは魚だけ食べる食べ物でない。 魚とご飯の調和をすしの最も重要な要素で見るならば中沢氏の'オリジナル エドマエズシ'は非常に立派だ。 熟成を通じてやわらかくなるだけやわらかくなった魚肉は口の中でちりぢり散って,米粒らと均一に混ざって一つになった。 その上こくは極大値で増幅された。 マグロ肉特有の酸味も濃かった。
fetia 	韓国人的には、これが絶賛なんだろうねｗ
はえ 	以外に絶賛ですよねｗ
fetia 	でも、「味がわかってる」とはとても思えない。ｗ
二階級特進 	魚だけなら好まないけど、シャリなど含めればいい、と言っていると思うけど・・・
fetia 	韓国の刺身ってさ。半解凍で出てくるんだよ。
二階級特進 	10日熟成させたマグロ腹の肉は口の中で、やわらかいというより崩れるようだった。 コシが強く噛める味はあまりなかった。　＞これはどうだろうｗ
fetia 	シャリシャリ言わせながら食うものらしいｗ＞韓国で食べる刺身
二階級特進 	ぇーと、職人さんがいうには冷凍ものって・・・ｗ
fetia 	まあ、冷凍技術も進んでるから、冷凍物が必ずしも悪いとは言わないけどさｗ
はえ 	それはルイベかなんかですなぁ
fetia 	これもやっぱり「食感」を重視してるんだろうけど・・・
fetia 	刺身である必要性なくね？ｗ
落ち太郎/msdf 	マグロ特有の酸味って何だろう??
二階級特進 	解凍レンジでやってところどころあったかくなってそうだなｗ
はえ 	それは気になりました　＞マグロ特有の酸味　すっぱいか？
落ち太郎/msdf 	しかも濃いって？
fetia 	マグロは確かに、ちょっと酸味っていうか、独特の風味しなくね？
二階級特進 	やすいのだと、生くさいとは思う
fetia 	トロだと、脂身の甘味が勝つけど、赤身は結構酸味がすると思う。
はえ 	どうでしょう、あまり酸味を感じたことは無いんですが
二階級特進 	今度食べるときに注意してみる
fetia 	柑橘類みたいな「酸っぱーい」って酸味じゃないからねえｗ
二階級特進 	さて、そろそろ寝ます。数時間後の「勝手に勝利宣言」を期待。
fetia 	おやすみー
はえ 	おやすみなさいませ
落ち太郎/msdf 	あー、私は結構どっぷりワサビ醤油つけちゃうので、そのせいかも知れません。
落ち太郎/msdf 	/)･ω･´)
fetia 	ただ、この韓国人記者が「マグロの酸味」を理解して食ってるとは思わんｗ
落ち太郎/msdf 	買ってきてもすぐ漬けにしちゃうしorz
fetia 	肉類の熟成した味の中に、ほの酸っぱい味ってあるっしょ。
落ち太郎/msdf 	そういえばそうですね。(醤油のないステーキハウスとかを回想中)
fetia 	血合いとかだと、もっと濃厚に酸っぱいと思うｗ
はえ 	おー、おー？
fetia 	昔、キハダの血合いの切り落としが山盛りで350円と安かったので、買ってきて茹でてにゃんこに食わせたが・・・
fetia 	良い匂いがするので、ひとつつまみ食いしたら、結構酸味がした。
落ち太郎/msdf 	ほうほう。
はえ 	今度は良く味わってみますｗ
fetia 	猫の上前跳ねたった。
落ち太郎/msdf 	w
はえ 	それは今でもたまにするｗ　ジョリーと二人で半分こ
fetia 	ｗ

	二階級特進さんの消失。2011/10/11 01:38
fetia 	血の味なんかね、あの酸味てのは。
落ち太郎/msdf 	うーん。刺身を酸っぱうめぇと思ったことが無いので、なんとも。あ、あーーー
落ち太郎/msdf 	行きつけが回転寿司なんですけど、マグロ系は旨くないので殆ど食べないのですが
落ち太郎/msdf 	誘惑に負けて、トロ系統に手を伸ばしちゃうことがありまして、思い出しました！ 確かにちょっと酸っぱいかも。
fetia 	回転寿司のマグロ系は、確かにあんまり美味しくないよね。
落ち太郎/msdf 	ハマチが大好きなのでございます。
fetia 	あ、そうそう。カツオは割と酸味わかりやすいんじゃない？
はえ 	カツオは分かりますなー
落ち太郎/msdf 	すぐ漬けにしちゃいますorz
fetia 	ハマチ美味しいよねー。回転寿司のハマチは、ほんとにハマチかどうか怪しいけどｗ
落ち太郎/msdf 	今日も食べました/)･ω･´)
落ち太郎/msdf 	(漬けを)
fetia 	私もだいたい、ハマチと白身系（鯛とかヒラメ）ばっかで、カツオやらマグロは、寿司ネタとしてはそんなに好きじゃないな。
fetia 	あ、そうそう。爆弾納豆って知ってる？
はえ 	爆発するんですか！？
fetia 	納豆に、手当たり次第いろんな具材をさいの目に刻んで混ぜた奴なんだけどね。
落ち太郎/msdf 	鉄火巻きは好きなんですけども、もしかすると幼い頃の刷り込みなのかも知れません。
fetia 	それに刺身が入ると、酒のアテにもなるんでたまに作るんだけど・・・
fetia 	その刺身は、別にハマチでも鯛でもイカでも良いんだけど、マグロの赤身が一番合うと思う。
落ち太郎/msdf 	ほうほう
fetia 	納豆1パックで丼いっぱい出来ますｗ
はえ 	丁度、納豆１パックあまっててどうしようか考えてたんでやってみます
はえ 	鮮魚は無いんですがｗ
落ち太郎/msdf 	うーむ、それぞれ美味しい物を一体化させるとは、なんという贅沢。
fetia 	納豆、たくあん、スプラウト（豆苗でも何でも）、海苔、ネギ、キャベツetc
fetia 	料理の余りや冷蔵庫の肥やしになってるのを総動員すればよろしいかとｗ
fetia 	ネギがなければ玉ねぎのみじん切りでもいいじゃない、みたいなｗ
落ち太郎/msdf 	←余らさないことに、自信と実績ありorz
落ち太郎/msdf 	まぁ、料理の幅が狭いとも言うかも知れません。
はえ 	台湾の山岳で食わされた「糸を引く焼き鳥（の様なもの）」を思い出してつっぷし中
fetia 	ｗ
落ち太郎/msdf 	味が気になるところでございます。
fetia 	まさに「酸味」がしたことであろうｗ
はえ 	すっぱくて、唐辛子でからかったですｗ
fetia 	ｗ
はえ 	動物淡白を発酵させたものはアレが始めて…では無いな、その前にピータン食わされてるし
落ち太郎/msdf 	しかも臭いんでありましょうか?
はえ 	匂いはあまり感じませんでしたが…
はえ 	あれ以来「発酵した焼いた鶏肉料理」って見たこと無いんですわ
fetia 	鶏肉は熟成させないのが普通だからねｗ
はえ 	登山中に食べたものなんですが…あれ実は単に「悪くなったもの」じゃなかっただろうかとｗ
loaded 	おやすみ
はえ 	おやすみなさいませ
fetia 	おやすみー
fetia 	自作鶏ハム作ったら、熟成した鶏肉食えるよｗ
はえ 	家には、鶏肉を奪いに来る猛獣がいるんでちょっとｗ
fetia 	そう言えば、日本じゃ「猫には魚」だけど、欧米じゃ「猫にはチキン」らしいね。
落ち太郎/msdf 	/)･ω･´)
はえ 	水に入らない猫の好物としては、魚よりは納得かも～＞チキン
fetia 	魚より食いでがあるしなｗ
落ち太郎/msdf 	しかし、魚に対する「ねこまっしぐら感」は凄いですよね。
fetia 	昔、「猫には魚」と思って、近所のノラに鯵をまるごとやったことがあるが・・・
fetia 	実に食いづらそうであった。後で、ちゃんとおろしてからやるべきだったと思った。ｗ
はえ 	おっと、私もここいらへんで失礼します。ありがとうございました
落ち太郎/msdf 	なるほど、確かに釣った雑魚をポイッとあげても、まっしぐらじゃない・・・グルメな猫の贅沢メニュー・・・。
fetia 	ほい、おやすみー
落ち太郎/msdf 	/)･ω･´)

	はえさんが退室しました。さようなら。2011/10/11 02:09
fetia 	これ、本屋でちらっと立ち読みした。
↓
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1318259994/
【韓流】朝鮮王朝扱った本「知れば知るほど面白い　朝鮮王朝の歴史と人物」、日本で爆発的人気[10/09]
落ち太郎/msdf 	ほうほう。

	loadedさんの消失。2011/10/11 02:10
fetia 	韓流に迎合した内容なんで、韓流ファンなら読むんじゃね？と思った。はっきり言って、「知れば知るほど」ってほど内容深くないし。
fetia 	都合の悪いことは適当にボカして、アピールしたいところはウザイぐらいプッシュして、という、韓国には非常によくあるタイプのプロモーション。
落ち太郎/msdf 	駄目じゃないですかもぅorz
fetia 	まあでもさｗ
fetia 	何だって良いんだよ、ちゃんと「知ろうとする」ならｗ
fetia 	問題はさ。そんなのを読んだだけで、「知ったつもり」になっちゃうことであって。
fetia 	取っ掛かりは何でも良いんだけど、取っ掛かっただけで到達した気になって満足しちゃうと、朝鮮人と同じだよね。
落ち太郎/msdf 	朴訥でおとなしい読書好きが罠に嵌らないか心配です。
fetia 	ちゃんと読む能力があれば大丈夫。「適当にボカした」部分が気になるだろうから。
落ち太郎/msdf 	確かに。
fetia 	逆に、それに引っかかるんじゃ、その程度ってことなんだよね。
落ち太郎/msdf 	うーむ。
fetia 	あとさ。
fetia 	引っかかっても、時間が経ってから気づくってぇことはあるからね。
fetia 	月見のコメント欄見てても、そういう人多いっしょ？
落ち太郎/msdf 	なるほど。
fetia 	だから私は、「韓流にハマる奴は売国奴！」とか「非国民！！」とかは思わないんだよなｗ
fetia 	馬鹿だなとは思うけど（ﾎﾞｿ
落ち太郎/msdf 	w
fetia 	まあ、ぶっちゃけ、自分も通ってきた道だしねｗ
fetia 	一度肯定的に見てからでも、遅くはないかなと思う。失うものはあるかもしれないけどｗ
fetia 	他人がどんなに親切に、「そのままだと危ないよ、転ぶよ」て言ってやってもさ。
fetia 	「マスカキご苦労ｗｗｗｗ」とか言うバカは、後を絶たないからねえｗ
落ち太郎/msdf 	こちらの認識度を差し置いて、壁張り連投をしたのがもう痛すぎました。ここだから「そのことだけ」で敵視はせず、ある程度みなさんノって会話していたのに・・・。
fetia 	ま、所詮ヒトモドキ。
fetia 	昔さ。エンコリでチョウセンヒトモドキを狩り倒してしまったエンコリ廃人が、次なるターゲットを「ニッポンヒトモドキ」と呼んで、狩ってたなあｗ
落ち太郎/msdf 	邪魔ですからね。話ができない。
fetia 	うん。
fetia 	仮にも日本人なのに、何が悲しうて朝鮮人の真似するやらと思うんだけど、それが本人のアイデンティティらしいから、他人にはどうしようもない。
fetia 	自分でも「ダメだ、これはみっともない」と気づいてても、やめられない様子なのは、エンコリで散々見た。
落ち太郎/msdf 	大体、今回の御仁のネーミングセンス。・・・今は何なんだよw
落ち太郎/msdf 	存在価値がその分分にしか無いと言ってるも同然(-人-)
落ち太郎/msdf 	部分orz
fetia 	まあそれは、コメント欄と平仄を合わせたと理解してさしあげましょうｗ
あら座 	「歴史通」最新号、もう出ているんだ。知らなかった。
明日、早速書店で買おう。（実は全巻買っている）
fetia 	過去からｵｶｴﾘｗ
落ち太郎/msdf 	おっと、良さげな本ですね。http://www.fujisan.co.jp/product/1281690614/
fetia 	錚々たる執筆陣だなｗ
あら座 	今、また軽くフリーズしているんですよ。今やっと昨夜の１１時の所。あと一巡りです。
fetia 	がんがってくださいｗ
あら座 	あ、まだ１０時半だ。まだ元留学生が暴れていないですね。＞過去ログ。
落ち太郎/msdf 	なるほどw (やに冷静だと思ったw)
落ち太郎/msdf 	最近の私は「ログポ2ch」というところを中心に、焼き直しを見て回っていたのですが、フジデモあたりからどうも様子がおかしい事に気が付き、自分のはてなアンテナに原点回帰しています。
あら座 	（やに冷静だと思った）←いやに静かだと思った、じゃなくて？
落ち太郎/msdf 	その通りでございます >いやに が正解。
あら座 	冷静と言われるとゴルゴ１３みたいな気分になるw
落ち太郎/msdf 	恐らく、「該当部分」でテンションが上がること確実かとw
fetia 	ま、お気楽にｗ
fetia 	日韓チャットでは、あまりにも見慣れた反応過ぎて、逆にマッタリしてしまうｗ
あら座 	（ゴメン、新しい方のログを飛ばし読みしてしまった。話が合わなくて済まぬ）。
落ち太郎/msdf 	はっとw
落ち太郎/msdf 	健康には、そのほうがいいのかも知れませんw
あら座 	今、fetiaさんにやり込められている所。
あら座 	あ、過去ログ閲覧の方ね。
落ち太郎/msdf 	中日新聞「みんなでウォン介入しようじゃないか！」 http://kuyou.exblog.jp/13717182/
落ち太郎/msdf 	なんじゃこらorz
fetia 	日本円でウォン買っても、円安ウォン高に誘導なんて出来ないでしょ。
fetia 	何言ってんのこのアホ。
fetia 	中日新聞　藤嶋崇、で検索してみますた。
http://www.chunichi.co.jp/article/car/news/CK2011092602000086.html
あら座 	２週間も前の記事に反応してもなぁ。＞円安ウォン高
あら座 	ちなみにうちの新聞、東京新聞なので、その記事当時読んだわ。
fetia 	ふじしま　たかし
藤嶋　　崇　氏
(中日新聞社)
経歴等
1998年　京都大学経済学部経済学科　卒業
1998年　中日新聞社入社
プロフィール等
北陸本社報道部、富山支局、岐阜支社などを経て、名古屋本社経済部に。
現在は、製造業全般を担当。
fetia 	先生。これで京大経済学部経済学科卒です。
あら座 	　orz　
fetia 	東大出てようと京大出てようと、アホはアホ、という見本じゃな。
あら座 	です。
多聞櫓 	しまった　風呂入ってゲームしてたら　こっちのほうが面白いことになってるじゃないか
落ち太郎/msdf 	w
多聞櫓 	過去ログ見て歯軋りしたよ
多聞櫓 	またおいしいとき逃した
あら座 	それこそ「勿体ない」ことを。＞多聞櫓さん
落ち太郎/msdf 	一応まだいますけどねw
fetia 	まだいるし、突っついてみたら？ｗ
多聞櫓 	途中からおかしくなってきてたが　突き抜けちゃったか
fetia 	ピチピチ跳ねるかもよｗ
多聞櫓 	じゃあ一応
多聞櫓 	ﾌﾟﾆ(o´∀｀)σ)´Д`；)ﾌﾟﾆ
おーい　生きてる？＞元留学生？
多聞櫓 	ﾂﾝﾂﾝ? ( ^▽^)σ)~O~)ｱﾊﾊ；；
多聞櫓 	返事が無い　ただのシカバネか
多聞櫓 	つまらん
あら座 	退室して舞い戻った所。＞過去ログ読み。読むの遅いなー、自分。
多聞櫓 	憑き物が取れた抜け殻のようですね
多聞櫓 	おかえりー
あら座 	ふて寝しているんでしょ。パソコン開けたまんま＞元留学生殿
多聞櫓 	ちなみに　ロシア攻めの件
多聞櫓 	思い出したら　HOIでもアメリカ西海岸上陸侵攻以上に難しいぞw
多聞櫓 	あのゲームよくできてる（棒
fetia 	「ウリなら出来るニダ」
多聞櫓 	それはチートですw　若しくは妄想です
fetia 	まあ、朝鮮人に根拠のない自信と妄想は憑き物。
多聞櫓 	ロシア攻めなんてがんばってたら、オリンピック作戦やられるよw
落ち太郎/msdf 	視点が現代目線すぎるのが致命傷。冷戦構造や共産撲滅しか視野にない。
多聞櫓 	でもなんと言うか最近　GAME脳とういうか
多聞櫓 	兵站というか　そもそもの根底の移動のこと無視する人増えたねえ
多聞櫓 	知ってるけど想像しない病気というか
落ち太郎/msdf 	毛沢東脳とか、5カ年計画脳でもいいかもしれませんw >ゲーム脳
多聞櫓 	空母のローテーションのことでも　３隻SET の意味がわかってるのに　２隻でいいという
多聞櫓 	ドックから出てきたら其処は戦場だぜw
多聞櫓 	どんな信濃やねん
fetia 	情報が氾濫してるからさ。
fetia 	経験値が少なくても、「わかったようなつもり」になるのが、物凄く簡単なんだよね。
多聞櫓 	仮にカナダに行ってたんだったら　大地の広さ理解してると思うんだけどねえ
fetia 	私は、ネットで得る情報を、必ずしも無駄とか、価値が少ないとは思ってないけど・・・
fetia 	ただ、やはり「現実に体験すること」がないと、薄くて浅くて上っ面になりやすいのは、よくわかる。
fetia 	世界のどこに行こうと、自分の半径100ｍしか認識できない生き物はいるよ。
多聞櫓 	http://d.hatena.ne.jp/chincho/20110623/1308819763
基本　機械化されてない日本ってこの程度だと考えて
多聞櫓 	一日の移動が12Km
多聞櫓 	戦闘が起きて　部隊の再編成とか考えて、且つ、物資の補給運搬、気候、土地の条件を考えると　さて何年かかることやらw
多聞櫓 	一日12キロは多分不可能でしょうなw
fetia 	釜山からソウルの直線距離が約400ｋｍ
fetia 	この距離を、日本軍は2週間で走破するｗ
多聞櫓 	やっぱあの時代の日本軍っておかしいw
fetia 	しかも、動力は馬か人力ｗ＠朝鮮征伐
fetia 	もちろん、正確な地図など無い時代ｗ
fetia 	言葉も定かに通じぬあの地で、どうやったのかｗ
fetia 	マジ縮地法かｗ
多聞櫓 	夜戦が得意技ってどっか狂ってるよ
fetia 	ごく近代まで、一家に一人は虎に食われると言われたあの地でｗ
多聞櫓 	そういや、虎って加藤さんが絶滅さしたとどっかで言ってたなw彼らw
fetia 	しかしまあ、これも、「朝鮮半島」という、物理的に限られた地域ということはあっただろうな。
fetia 	これが地平線の見えるような大陸だったら、果たしてどうだったか。
fetia 	孫子の兵法でさ。陣を構えるなら、山を背にしてって言うじゃん。
fetia 	日本なら、山じゃないとこ探す方が大変だけど・・・
fetia 	大陸だと、場所によっては見渡すかぎりの平原ってこともあろうし、そうなったら、360度どこから襲ってくるかわからんし。
多聞櫓 	江戸から伊勢まで　ヤジキタは　一日40Kmだったらしい
fetia 	約10里ね。
junchan 	tadaima
fetia 	おかえり
多聞櫓 	おかえり
fetia 	払暁から日没まで、歩き詰めに歩いたんだろうなあ。

	fjさんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 03:49
fetia 	いらっしゃい。
多聞櫓 	そう考えると釜山からソウルの直線距離が約400ｋｍを二週間って
fj 	こんばんは。皆様お元気ですか？
多聞櫓 	戦闘無かったのかw
junchan 	ところで、侮ったまま火病ってた間抜けな元留学生は固まっちゃったのかね？
junchan 	こんばんは
fetia 	ｼﾗﾈｗ
多聞櫓 	つついてもびくともしない
junchan 	恥ずかしすぎる
fj 	流れを読んできます。
落ち太郎/msdf 	/)･ω･´)
fetia 	それ、思うよねｗ＞戦闘なかったのか？
多聞櫓 	ドンだけ敵弱いねん
fetia 	それに、あくまで「直線距離」だしｗ
fetia 	きっとKTX使ったんだよｗ
多聞櫓 	まさに電撃作戦だ、しかも徒歩でw
多聞櫓 	やっぱおかしいよ
fetia 	朝鮮半島は、国土の大半が山←お忘れなくｗ
多聞櫓 	まあいいや　そろそろ寝ます　ではまたー
fetia 	直線距離だけじゃなく、アップダウンも当然にあったはずｗ
fetia 	おやすー
多聞櫓 	おやすー

	多聞櫓さんが退室しました。さようなら。2011/10/11 03:53
junchan 	久々の恥ずかしいログだなｗ
落ち太郎/msdf 	地理に無知でも、進めば進むほど日本が遠ざかるという事実。それだけでも随分な心労だと思います。>どこまで行くねん、ここどこやねんorz
fetia 	高純度の「朝鮮人のような真似」ですなｗ
junchan 	置いておくと、腐ってくるから、焼却だね
fetia 	廃棄するべきかい？ｗ
junchan 	燃すべきでしょ
junchan 	ＣＯ2でるけど
fetia 	腐敗してメタンガス出すよりは良いかｗ
junchan 	もう充分放出してるし

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 04:04
あら座 	やっと追いついた・・・。３時間かかってしもうたわ。
fetia 	っぽい
落ち太郎/msdf 	・・・・なるほど。
あら座 	ありゃりゃ、追い出されましたか。
あら座 	何つータイミング・・・。
fetia 	置いといても意味が無いしｗ
fetia 	真性恥知らずなら、また戻ってくるでしょｗ
あら座 	そうですね。パソコン開いたまま寝ているんでせう。
fetia 	情けは十分に掛けてやったしｗ

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 04:08
fetia 	予言的中ｗ
あら座 	起きてたんかww
fetia 	病身舞するかな？ｗ

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 04:11
あら座 	一番いいのは完全無視でしょう。構ってチャンならば。
fetia 	まあ、構ってチャンではあるんでしょうなあ。

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 04:14
fetia 	病身舞するようだｗ

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 04:16

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 04:18

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 04:18

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 04:20

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 04:20
junchan 	踊る踊る
fetia 	うむｗ
fetia 	まさか月見チャットで病身舞が見れるとは思わなかったｗ

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 04:21

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 04:21
あら座 	すごい。モノホンの日韓チャットそのままの行動をここでお目にかかれるとは思っても見なかったわ。
おかはいさうに

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 04:22

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 04:22

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 04:23

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 04:23
fetia 	これ、マジで朝鮮人だねえ。

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 04:23

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 04:23

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 04:24
元留学生 	結局追い出すことしかできんのかい？まあ、最後にそうするって思ってたけどな。

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 04:24
あら座 	留学したのは本当かも知れないが、中国・朝鮮人に対し、多分、何も言い返せなかったんでしょうね、意気地なく。
で、悔しい気持ちのまま帰国し、ここで「言ってやった」と大ボラかまして憂さ晴らししているのです。
その証拠に「?してやった」と書いてますね。日本人は「何してやった」って書かないから。
fetia 	まるで朝鮮人そのままであるｗ　寸毫の違いもないｗ

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 04:24

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 04:24
fetia 	こんな高純度のは珍しいｗ

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 04:25

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 04:25
fetia 	追い出すことしか出来んも何もｗ
fetia 	何も言えなくなったバカを廃棄してるだけだしｗ

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 04:26

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 04:26
あら座 	しかし、ここまで来ると、もう完全に本物の朝鮮人になりますね。
と言うことは留学したってのも大嘘になりますね。
junchan 	何居座ってるんだ？ｗ
fetia 	まあ、面白いｗ
fetia 	自分に味方しなかったら全部朝鮮人とかｗ
あら座 	飽きたよ・・・・。その舞。
fetia 	日本人離れした考えだよなｗ
fetia 	日韓チャットだと、百万回でも蹴り飛ばしますよ、私ｗ
fetia 	あいつらね、再入室を繰り返すことが抵抗であり攻撃だと思ってるからｗ
あら座 	はい。
fetia 	ただ、日韓チャットの場合・・・

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 04:28
元留学生 	お前のような卑怯な態度こそ、まさに朝鮮人。過去ログもコピー済みだしね。

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 04:28
fetia 	100万回蹴る前に、チャットシステムが耐えられなくなるがｗ
junchan 	クスクスｗ

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 04:29
あら座 	はいはい、もう判りましたから、布団に潜っておねんねしといて。

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 04:29
fetia 	っていうか、何か言わせるかい？ｗ
fetia 	別に言わせてやっても良いんだけどさｗ

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 04:30
あら座 	つまんないからいいです。イラないです。
fetia 	ほいｗ

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 04:30
fetia 	これって、脅しのつもりでなければ、何のつもりなんだろう？ｗ
↓
元留学生お前のような卑怯な態度こそ、まさに朝鮮人。過去ログもコピー済みだしね。 2011/10/11 04:28
fetia 	別に過去ログコピーしちゃいかんとか、一言も言ってないんだがｗ

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 04:31
fetia 	よう、負け犬ｗ
元留学生 	結局、切断しか出来ないのか？ボケナス。ｗｗｗｗ
fetia 	遠吠えしたい？ｗ　させてやるよｗ
fetia 	切断なんてしてないよｗ
fetia 	ほら、鳴けよｗ
元留学生 	そうそう最初っから、そうしてれば良いんだよ。ｗｗｗｗ
fetia 	それだけか？ｗ
fetia 	遠吠えもろくにできないのか？負け犬ｗ
元留学生 	別に過去ログコピーしちゃいかんとか、一言も言ってないんだが
元留学生 	打から気にせずに、やってるけど。
fetia 	うん、いちいち断らなくて良いんだよ、負け犬ｗ
元留学生 	負け犬はどっちやねん、この似非日本人が。ｗｗｗｗ
fj 	ゼイゼイ、…戻ってきました。いやありアルタイムで見るのは初めてです。緊張します。
あら座 	ポップコーンポリポリポリ。
fetia 	負け犬ダンシングｗ
あら座 	fjさんもポップコーン如何？
fj 	あ、ありがとうございます。
元留学生 	ますます遣り甲斐があるね
あら座 	コーラでも持ってきませうかそれともお茶？
fetia 	そうか頑張れよ、負け犬ｗ
fj 	あ、できればウーロン茶を。
元留学生 	朝鮮狗のお前が言うな。
fetia 	くすくすｗ　ほら、もっと鳴けよ、負け犬ｗ
fetia 	芸がなさ過ぎるぞ、負け犬ｗ
あら座 	はいな。つ且~~>fjさん、ウーロン茶でござい
元留学生 	分かったよ、朝鮮狗の管理人。ｗｗｗｗ
fetia 	さあ、レッツショウタイムｗ
fj 	どうも、ふうーー。
fetia 	今から負け犬の遠吠えが始まりますｗ
あら座 	ぱちぱちぱちぱち
元留学生 	お前こそ、それしかないのか、朝鮮狗。ｗｗｗｗ
fetia 	何だ？それで芸のつもりか？負け犬。
元留学生 	お前こそそれでも日本人のつもりかい？
fetia 	人を笑かしてナンボやぞ。笑われるのは芸ちゃうぞｗ
fetia 	ほれ、頑張れ負け犬ｗ
元留学生 	お前の程度の低さがドンドン現れて、ますます好調！ｗｗｗｗｗ
fetia 	芸ないなあ。あんまり芸ないと、また蹴り飛ばすよ。ほら、早く、負け犬。
元留学生 	いくら偉そうに言っても、所詮お前なんかその程度ってわけ、分かった？
fetia 	その調子その調子ｗ
fetia 	どうした？ｗ
元留学生 	京大出てるなんてホラ吹いてる所が、まさにＫの国の狗だね。
fetia 	・・・ｗ
fetia 	マジでこいつ、字が読めねえｗ
元留学生 	ふーん。
fetia 	あら座さんが脱力している姿が目に浮かぶｗ
あら座 	京大？？？　　どこに載っているのー（とパンフレンドを捲る音）
fetia 	翻訳通さずリアルタイムチャットは難しいかい？負け犬。
元留学生 	さあ、ドンドンコメントしろよ、こちらもショータイム
元留学生 	ふーん。
fetia 	遠吠えするのはお前だよ、負け犬。せっかく情けを掛けてやってるんだから、どんどん遠吠えしろよ負け犬。
junchan 	何と戦ってるんだ？おまえｗ
fetia 	つまんないと蹴るぞ、負け犬ｗ
元留学生 	はいはい、ドンドンコメントしてね。
fetia 	つまんねえなｗ
元留学生 	皆見てるし・・・。ワラ

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 04:42
fetia 	っぽいｗ
fetia 	病身舞の方がまだしもだなｗ
fetia 	めんどうだがｗ

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 04:43

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 04:43

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 04:43
元留学生 	mataka?

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 04:44

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 04:44
fetia 	お前つまんないから、病身舞でも踊っとけ、負け犬。

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 04:44

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 04:45
元留学生 	それしか出来んのか？オッサン。ｗｗｗｗ

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 04:45

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 04:47
元留学生 	切断したら、みんなが見れんやろ！ボケ！ｗｗｗ

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 04:47
fetia 	見れる見れる、ダイジョブダイジョブｗ
fetia 	負け犬の病身舞ｗ
あら座 	誰が見るんですの？
fetia 	知らんｗ
fetia 	多分、同じモニター見てる同族がいるんだろｗ
fetia 	PC複数台ないのかな、可哀想にｗ
あら座 	そうか、有名になったもんですねえ、ここも。
fetia 	有名になったのだろうか？ｗ
あら座 	（皮肉です）と書いたら傷つきます？
fetia 	しくしく
あら座 	よしよし
fj 	ああ、今日はいいもの見れたな。（涙目）
fetia 	The 朝鮮人ｗ

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 04:50
fetia 	って言うかさ。一緒に見てる人がいるとして、止めてやらんのか、薄情やなｗ
元留学生 	どんなに偉そうなこと書いてても、このレベルの低さ・・・呆れるね。ｗｗｗｗ

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 04:51
fetia 	類友なのか、それともよほど嫌われてるのかｗ

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 04:52
元留学生 	所詮、この程度のハゲオヤジってことですよ。

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 04:52
fetia 	ハハハハハハゲって言うな、とか言っておくと、喜ぶかな？
あら座 	コメントでは大層なこと書いてらしゃるのに、この落差はどうなんでせう。
もしかしてどっかのコピペなんでせうかねぇ。
しょせん偽物なんでせう。ますますおかはいさうに・・・。
fetia 	The 薄くて浅くて上っ面ｗ

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 04:54
元留学生 	どんなに偉そうなこと書いてても、このレベルの低さ・・・呆れるね。ｗｗｗｗコピーしてどんどん拡散

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 04:54
fetia 	遠吠えに芸がなさ過ぎる。
fj 	しつこいんですね。
fetia 	朝鮮人の特徴ですね、これ。
fetia 	日本人はまずやらない。2度ほど放り出されたら、諦める。

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 04:55
元留学生 	結局、切断しか出来ないのか？ボケナス。ｗｗｗｗ

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 04:55
fetia 	これ（病身舞）やったら、朝鮮人で鉄板。
fetia 	切断じゃなくて、追放なのだがｗ

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 04:57
元留学生 	ホント、偉そうなこと言ってる割に、朝鮮レベル以下の管理人って始めて見たわ。ｗｗｗｗ

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 04:57
fetia 	チャット初めてのくせに何言ってやがるｗ
あら座 	【本当に頭にきたので、クラス中のみんなの前で、暴露してやりました。 】
この「暴露してやりました」に違和感感じたんですよね。
それに【中韓人】って日本人は書かないし、ここのチャットの最初の方で、「南韓人」って書いてたように覚えているし。
間違いなく朝鮮人ですね。

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 04:59
元留学生 	ホント、偉そうなこと言ってる割に、朝鮮レベル以下の管理人って始めて見たわ。ｗｗｗｗ

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 04:59
fetia 	コピペで発言てのも、朝鮮人の行動そのままだな。
fetia 	驚くべき純度の高さだ。
fetia 	今まで、痛い人結構いたけどさ。こういうタイプはいなかったと思わない？
あら座 	コメントで、「暴露してやりました」ってとこで違和感。
もっと早く気付くべきでしたね・・・自分。
fj 	チョッパリ、話があるニダ。のAAで5分ぐらい笑ってたんですが、それに近いですね。
fetia 	ｗｗ

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 05:02
元留学生 	この低レベルぶりは、「日本人の振りした似非保守朝鮮人」だね。日本の益になるような事言ってる割には、このレベルの低さ、間違いなく、朝鮮人。ｗｗｗｗ

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 05:02
fetia 	一所懸命自己紹介しなくても、もう十分わかったからｗ
fetia 	っていうか不思議だよねえ。何で朝鮮人って、朝鮮人を蔑むのかな？
あら座 	別にさ、朝鮮人朝鮮人連呼されてもさ、怒らないんだけれど・・・。
fetia 	全部【自分が言われたら悔しいこと】だと思いますよｗ
fetia 	ってことは、ハゲとんのかあの負け犬。

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 05:04
あら座 	朝鮮人が朝鮮人を朝鮮人と呼ぶといきなり怒るが、
日本人は朝鮮人言われてもいいえ違います日本人ですと訂正するだけだし。
fetia 	可哀想に。私の抜け毛でも分けちゃろか？ｗ

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 05:05

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 05:05
元留学生 	図星を指されたら、追放かい？それでよく管理人やってるな。ここまでレベル低い管理人って、見たこと無い。まさに、朝鮮人やんけ。

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 05:05
fetia 	図星も何もｗ
fetia 	何も言えてねえくせにｗ
fetia 	指してから言いやがれｗ
あら座 	くすくすwと皆で書ければよろしいので？
fetia 	その辺はご随意にｗ
fetia 	言わせてやるから何か言ってみ、って言っても何も言えないくせに、蹴られると粘着する。

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 05:08
元留学生 	偉そうなこと書いてても、管理人とは思えないくらい低いコメントのオンパレード・・・。普通管理人になるくらいなら、もっと冷静な態度を取れるんだが、朝鮮人並みに低い・・・。
あら座 	なんかそこらへんが涙と鼻水でべちゃべちゃになっている感じです。
fetia 	言わせてやるから何か言ってみ？負け犬。
元留学生 	もう言ってますが何か？
fetia 	同じ文句のコピペは、芸の内に入らねえぞ？
元留学生 	字読めんのか？
fetia 	何が言いたい？　ほら言ってみ、負け犬。
あら座 	京大？？？
junchan 	ああ、ガキなのかｗ
元留学生 	コレコレ⇒偉そうなこと書いてても、管理人とは思えないくらい低いコメントのオンパレード・・・。普通管理人になるくらいなら、もっと冷静な態度を取れるんだが、朝鮮人並みに低い・
fetia 	それで？
fetia 	それを言って何をどうしたいんだ？言ってみ、負け犬。
元留学生 	偉そうなこと書いてても、管理人とは思えないくらい低いコメントのオンパレード・・・。普通管理人になるくらいなら、もっと冷静な態度を取れるんだが、朝鮮人並みに低い・
junchan 	何が【普通】だｗ＞阿呆
fetia 	ｗ
あら座 	元留学生　「マスカキご苦労ｗｗｗｗ」
fetia 	それだけか？負け犬。
fetia 	もっと芸しないと、また蹴るよ？
元留学生 	朝鮮人総出ですか？ｗｗｗｗ
fetia 	いいから、何を言いたいか、理論だてて言ってごらん、負け犬。
junchan 	【偉そうに見える】のだねぇｗ＞ガキ
元留学生 	字読めよ。
fetia 	まず「自分が何を言いたいか」←これは、「偉そうなこと書いてても、管理人とは思えないくらい低いコメントのオンパレード・・・。普通管理人になるくらいなら、もっと冷静な態度を取れるんだが、朝鮮人並みに低い」←これで良いかい？負け犬
元留学生 	負け犬しか言えない、負け犬ってお前の事だろう。管理人のくせにボケか？ｗｗｗｗ
fetia 	「はい」か「いいえ」で答えられるだろ、負け犬。
fetia 	答えられないか？負け犬。
元留学生 	それしか言えんのか、ボケナスの管理人。ｗｗｗｗ
fetia 	答えられないようだな。
fetia 	じゃ、また少し踊れ。

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 05:13
junchan 	踊れｗ

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 05:14
元留学生 	答えられんのはお前だろう、超低レベルの管理人。

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 05:14
あら座 	私の中では史上最低最悪大駄作映画「デビルマン」よりつまんない。
fetia 	黙って踊れのか、負け犬。
fetia 	あら座さん、これはね、ログの面白さよりは、朝鮮人の行動の考察に使ってくださいｗ
junchan 	それは、酷い侮辱ニダｗ＞あら座

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 05:15
元留学生 	管理人のくせに、本当にこんなレベルの低いコメントしてる奴って見た事ねえよ。ｗｗｗｗ

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 05:16
fetia 	彼らの「発言」には、意味がない。
fetia 	彼らにとって「言葉」は意味を持たないから。
fetia 	「発言の意味」ではなく、その背景を考察しましょう。
あら座 	ええ、それはこないだの「朝鮮人は言語を理解していない」論でもう十分に。
あら座 	真面目に読むとバカになりまする。

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 05:17
元留学生 	こんなレベル低いコメントしか出来ないくせに、ブログで偉そうなこと書くな！ボケ！
fetia 	昨今の過疎化激しい日韓チャットでは、なかなか遭遇出来ないサンプルですよｗ

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 05:17
あら座 	京大？？？
fj 	なぜすぐけんか腰になるのでしょうか？自分の発言を分析するとかしないのかな？
junchan 	ガキだからのうｗ
fetia 	だって、「発言」に意味が無いんですものｗ

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 05:19
元留学生 	こんな低いチャットのやり取りしか出来ない管理人のくせに、偉そうにブログ書いてるなんて、マジ詐欺師やんけ！ｗｗｗｗｗ
あら座 	コピペの癖してえらそうに来るんじゃないですことよ、文盲坊や。
fetia 	まだ踊り足りない？負け犬。
fetia 	もっと踊りたい？負け犬。
元留学生 	こんな低いチャットのやり取りしか出来ない管理人のくせに、偉そうにブログ書いてるなんて、マジ詐欺師やんけ！ｗｗｗｗｗ
fetia 	もっと踊りたいか、そうか。しょうがないなあ。

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 05:20

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 05:22
元留学生 	ほらほら、管理人のこのコメントのレベルの低さ、マジドン引きですが・・・。そんでもって、偉そうにあのブログ書いてるとは、朝鮮詐欺師と同じレベル。

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 05:22
junchan 	皆に見られてるのは、恥ずかしい自分だということにそろそろ気がつけｗ
fetia 	朝鮮人だし無理。＞ｊｕｎｃｈａｎ
junchan 	ドン引きしてたほうが身のためなのにのうｗ
あら座 	全部さらしますの？　朝鮮人ならば全部さらされても平気でせうな。
fetia 	ああ、別に、負け犬への威圧じゃないから、それは良いんだｗ
junchan 	単に、このＣｈａｔ、誰でも見れるからなｗ

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 05:24
元留学生 	レベルの低いコメントで、煽る煽る・・・。まさに朝鮮の手口。あのブログも何処かからパクってきたんじゃねーの？
fetia 	っていうかほら、こないだの雪隠とか、昔の疑問翁と比較しても、わかりやすいでしょう？

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 05:25
junchan 	何も読んでないｗ
junchan 	あえて言おう
fetia 	「朝鮮人のような真似」と、「朝鮮人そのもの」の違いｗ
junchan 	これが【朝鮮侮り】
fetia 	うむｗ
fetia 	本家本元産地直送だなｗ
fj 	うわあ、わくわくしますね。
fetia 	こっちは月見チャットだけでも、もう半年以上、日韓チャットを入れれば10年やってるのにね。

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 05:28
元留学生 	ブログ主とか、管理人とか言うなら、もう少し、人間的にレベル上げてからやれよ。レベル低過ぎるやろ。ｗｗｗｗ管理能力全然ないやんけ！
あら座 	自分がそういう低レベルのコメント書いているのに気付きませんの？　文盲坊や。
朝鮮人だから気付きませんのね、無理もございませんわ。
fetia 	まだ踊り足りないか？負け犬。
fetia 	お返事は？
fetia 	どうでも良いことはキャンキャン吠え散らかすくせに、聞かれたことは答えない負け犬やな。
fetia 	もう少し踊っとけ。

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 05:30

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 05:31
元留学生 	それに、ええ年したジジイが、こんな時間まで、ずーっと呟きチャット？？？どんだけ暇な管理人やねん。ｗｗｗｗｗ

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 05:31
fetia 	怒れｊｕｎｃｈａｎ
junchan 	クスクスｗ
fetia 	てぇか、オコチャマやなあ・・・。
fetia 	暇やないんで、手ぇ煩わすなよ。

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 05:33
あら座 	クスクスwと連呼すればよろしいのかしら。
元留学生 	自分がそういう「低レベルのコメント」書いているのに気付きませんの？って・・・それに煽られて、こんな時間までチャットやってるオッサンのお前は、どれだけレベル低いねん？ｗｗｗｗｗアホカ。

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 05:33
あら座 	あらあら、あなたもでしょ？　クスクスw
fetia 	煽ってるつもりらしいよｗ
落ち太郎/msdf 	はっと、こっちはこっちで真っ最中orz
fetia 	呆れてはおるが、煽られてはおらんなｗ
fetia 	ん？日韓チャットの方もご盛況で？
あら座 	TVニュース見ているよ。
落ち太郎/msdf 	いいえ、お家騒動中でございましたorz
fetia 	午前4時からは、実はいろいろ忙しいのだが、負け犬のくせに手ェ煩わせやがって。
あら座 	落ち太郎さん、「はっと」って韓国語だったんですか？www
fetia 	あら、それはおつかれでした。＞落ちさん
落ち太郎/msdf 	はいw
あら座 	こっちはこっちでおしゃべりしませうよ。わんちゃんをスルーして。

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 05:36
元留学生 	マジで、ずーーーーぅとチャットしてるお前らジジイ連中って、どれだけ暇やねん。その上、中坊でも呆れるようなレベルの低いコメントのオンパレード。どれだけ偉そうなブログ書いてても、所詮、暇ジジイの戯言でしかないわ。ｗｗｗｗ
落ち太郎/msdf 	私の使い方としては「おっと」くらいの意味で使っております。
fetia 	中坊なのかｗ
あら座 	落ちさんが、何かにつけ、「はっと」「はっと」と言うから、いちいち何に「ハッと気付いてんだろう」と思っていたのですよw
元留学生 	マジで、ずーーーーぅとチャットしてるお前らジジイ連中って、どれだけ暇やねん。その上、中坊でも呆れるようなレベルの低いコメントのオンパレード。どれだけ偉そうなブログ書いてても、所詮、暇ジジイの戯言でしかないわ。ｗｗｗｗ
fj 	アメフトですか？
fetia 	じゃ、「レベルの高い」議論を始めましょうかい？負け犬。
fetia 	とりあえずお前の考える「レベルの高い議論」てのを見せてみろよ、負け犬ｗ
元留学生 	高い議論？そんなこと出来るんかい？ｗｗｗｗ
fetia 	できないのか？負け犬。
あら座 	やはり文盲坊やだったのね。こっちはニュースで忙しいちゅうねん。
fetia 	出来ないなら、また踊るか？ｗ
あら座 	あ、
fetia 	踊るのと、お前の考える「レベルの高い議論」と、どっちが良い？ｗ
fetia 	好きな方選ばせてやるよ、負け犬。
fetia 	5：40まで待つ。
fetia 	タイムアップだ。踊っとけ、負け犬。
元留学生 	これだけ、幼稚な管理人も見たこと無いわ。ええ年したジジイの態度が、小学生以下とは、呆れるね。ｗｗｗｗ

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 05:40
あら座 	もしかして正方形の計算出来なかったりして。円周率の計算も無理のようね。
fetia 	小学生なのかｗ
fetia 	困ったなあ、18禁とまでは言わんが、15禁ぐらいではあると思うぞｗ
あら座 	いい加減おねんねしないとお母様に怒られましてよ。

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 05:41
元留学生 	高い議論議論て叫ぶしか能が無い管理人って、どんだけやねん。ｗｗｗｗジジイのくせに、モウロクしてるのかい？

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 05:41
fetia 	これ、3分割ぐらいしないと、読むの大変だなｗ
あら座 	【自分でも「ダメだ、これはみっともない」と気づいてても、やめられない様子なのは、エンコリで散々見た。】
あら座 	すでにやっていますよw　６分割。閲覧座とともに。
fetia 	とりあえず最初から最後まで見たい人と、ハイライトだけ見れたら良い人がいるだろうから。
あら座 	あ、ゴメン、間違えました。忘れて下さい・・・・・。
fetia 	ジジイのくせに、モウロクしてるのかい？ ←ジジイのくせにってｗ
あら座 	画面の話かと思ってました。恥ずかし。
fetia 	ドマイｗ

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 05:44
落ち太郎/msdf 	しかし、留学生であったことを前提に、海外でやりあっていた、といっていた奴の正体がコレというのは、些か問題な気もします。
fetia 	若者は普通、耄碌してないと思うんだが、あの負け犬は耄碌しとんのかｗ
元留学生 	こんな詰らない議論に、一晩中かけてるなんて、家族に捨てられたジジイ連中としか思えんね。ｗwww.
他にやる事無いんかい？ブログの内容をパクるしか能が無いんかい？ｗｗｗｗ
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あら座 	あらら、おじいさまだったの、あなた。
fetia 	もしかすると、「やられた方」かもよ？ｗ
落ち太郎/msdf 	なんでパクったことになってるんですかね??
fetia 	そんだけ、ブログ月見櫓が凄いってことでしょｗ
fetia 	うふふｗ
落ち太郎/msdf 	なるほど >やられたほう
あら座 	罵倒になりますからでしょう。＞パクってんのかこら
fetia 	「こんな低レベルな管理人に、あんなハイレベルなブログが書けるわけがない。ピコーン（AA略）きっとパクったに違いないニダ」←こうでしょ？ｗ
落ち太郎/msdf 	ぅわぁ orz
fetia 	パクリ元持ってきてから言いやがれｗ

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 05:47
元留学生 	詰らない議論に、一晩中かけてる暇があるんだったら、家の掃除でもしとけよ、その方がはるかに有意義だろう。ｗwww.どんだけ暇なジジイ連中やねん。ｗｗｗｗｗ。本当に、精神年齢低すぎるんじゃん？
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fetia 	引用を除いて、一言一句すべて自分の頭から捻り出してるわいｗ
fetia 	いやあ、本当にチャットって、その人の人間性がくっきり浮かびますねえ。
fetia 	家で、よく言われてるんだろうなあ。そんなことしてるヒマがあるなら、掃除でもしろってｗ
あら座 	間違いなく。
落ち太郎/msdf 	なんであんなことを言い募りにやってこれるのだろう。自爆にもほどがある。
fetia 	それが朝鮮人という生き物です。＞落ちさん
fetia 	日韓チャット常連日本人がさｗ
fetia 	時々ため息混じりに、誰に言うともなく言うんだよねｗ

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 05:50
fetia 	「何で韓国人って、ああなのかなあ・・・」
元留学生 	日本の事心配する前に、こんな詰んないチャットに一晩中かけてる己の低さを気にしろよ。マジ病気じゃね？

	元留学生さんは管理者により追放されました。2011/10/11 05:50
fetia 	韓国人が「ああ」なのは、もう痛いほど身にしみてわかってるのに、思わず口をついて出てしまう嘆息ｗ
落ち太郎/msdf 	一応ちゃんとした日本語に見えるので、翻訳機とは違った味わいが
あら座 	まだ居るよ。
あら座 	消えた。
fetia 	表示にタイムラグがあるね。
fetia 	各人の画面で、同じ表示とは限らないことがある。

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 05:53
あら座 	つまんないチャットやる暇あるなら掃除しろよって、あんたもチャットに出ているじゃないの？　あなたよっぽど暇なのね。
元留学生 	「本当にチャットって、その人の人間性がくっきり浮かびますねえ」・・・本当にねぇ。管理人を含めた、ココのジジイ連中が、こんな詰んないチャットに、一晩もかけて、ギャーギャー騒いでる、人間的レベルの低さは、みんなよーく解ったんじゃん。ｗｗｗｗ
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fetia 	ギャーギャー騒いでるのは負け犬一匹だけなんだがｗ
落ち太郎/msdf 	ギャーギャーはお前だw
落ち太郎/msdf 	かぶったw
fetia 	つまんないチャットに必死で粘着してる自分の姿は見えないのだなあ。さすが犬。
あら座 	「負け犬」と「駄犬」、どっちが悔しいのでせう？
fetia 	さて、次で引導渡スカ。
fetia 	めんどくさくなってきたｗ
fetia 	「犬」が付きゃ何でも良いっしょｗ

	元留学生さんが入室しました。ようこそ。2011/10/11 05:55
元留学生 	「あんたもチャットに出てるじゃないの？」って・・・、毎日やってる頭の可笑しなジジイ連中ご一緒にするなよ。あんた達は、毎晩こんな詰んない事で、一晩中チャットできる、詰んないジジイ連中でしょうが。ｗwww.
落ち太郎/msdf 	大多数に言いがかりを付けに来る変人、という構図にしかなっていない。
元留学生 	「あんたもチャットに出てるじゃないの？」って・・・、毎日やってる頭の可笑しなジジイ連中ご一緒にするなよ。あんた達は、毎晩こんな詰んない事で、一晩中チャットできる、詰んないジジイ連中でしょうが。ｗwww.
fetia 	よう、負け犬。最後通告だ。
元留学生 	「あんたもチャットに出てるじゃないの？」って・・・、毎日やってる頭の可笑しなジジイ連中toご一緒にするなよ。あんた達は、毎晩こんな詰んない事で、一晩中チャットできる、詰んないジジイ連中でしょうが。ｗwww.
fetia 	議論するか？それとも泣きながら出禁くらうか？
fetia 	どっちが良い？
fetia 	好きな方を選ばせてやるよ。
fetia 	今度はちょっと長く時間取ってやるよ。6：00まで待ってやる。
元留学生 	はあ？詰まんないコメントしてるのはそちらでしょうが？選ぶも何も、ジジイ連中のレベルの低いコメントなんかに興味無いけど・・・。
fetia 	じゃ、出禁の方だな。わかった。
あら座 	議論したかったのに、あなたが余りにも低レベルだから議論のしようがないじゃないの？　おかはいさうな文盲坊や
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fetia 	アクセス制限終了ｗ
あら座 	疲れた・・・・・・・・・
fetia 	おつかれｗ
落ち太郎/msdf 	(-人-) 2011/10/11 5:59


