
その 1 

名前（注：ハンドルネーム）と生年月日、出身地を教えてください 

タクちゃん 19×× 2 23 皇太子さまと一緒 東京都 

その 2 

血液型、星座は？ 

ぎょうざ（星座と間違った） 

その 3 

身長・体重・靴のサイズは？  

朝は長い 59 キロ 25cm 

その 4 

家族構成は？  

大家族 

その 5 

自分の長所と短所を述べよ！ 

優しくて思いやり  喜怒哀楽が激しい 

その 6 

座右の銘は？ 

初心忘れべからず  

その 7 

好きな単語は？ 

ど根性ガエル  

その 8 

自分を動物に例えると？ 

ペンギン  

その 9 

趣味はなんですか？ 

映画鑑賞・読書・将棋 

その 10 

特技・資格があったら教えてください  

空手・テニス  たくさんの資格を取得すること 

  



その

11 

パソコンの使用機種を教えてください。 

富士通・ＮＥＣ                   

その

12 

よく使うパソコンソフトは？ 

ワード・エクセル・パワーポイント 

その

13 

インターネットを始めたきっかけは？  

新しいもの好き 

その

14 

インターネット遊びが楽しい点を教えてください。 

普通に生活をしていたら出会えない世界  

その

15 

逆にインターネット遊びがウザいと思う点があったら教えてください。 

いかれた方からの中傷・苦情 

その

16 

最近よく聞く音楽はなんですか（アーティスト名・曲名など）？ 

モーニング息子 じゃなくてモーニング娘   

その

17 

好きなテレビ番組はなんですか？ 

K-1  PRIDE （書込みのスレッド立ち上げてます☆） 金髪先生  

その

18 

好きなゲームはなんですか？ 

ファイナルファンタジー  キングダムハーツ 

その

19 

口癖はなんですか?  

こんちわッス（オウムかよ） 

その

20 

自分でも変だと思うけど習慣づいちゃってるんだよなーってコトはあります

か？ 

どんなことですか？ 

飲酒 



  

その 21 

やめられない♪ 止まらない♪ ことを教えて下さい。 

カッパエビセン 

その 22 

これから一生一つのモノしか食べちゃだめだとしたら何を選ぶ ？ 

まめ 

その 23 

とんねるずの食わず嫌い王選手権に出るとしたら好きなものは何を選ぶ？ 

嫌いなものは？ 

蟹・おくら  

その 24 

目玉焼きには何かける？  

ケチャップ・ソース 

その 25 

彼女(妻)に花を贈ったことがある？ 

もらった事はある 

その 26 

洋服はどこで買うことが多い？ 

高島屋 

その 27 

.買ったけど、失敗したなーという、服どうしますか？ 

文句を言って取り替えさせる 

その 28 

指輪をもらったこと、ありますか？ 

ある 

その 29 

携帯はどこのですか？（Docomo、セルラー、ツーカー等） 

Docono 

その 30 子どもの頃あこがれたヒーローは？  



大山倍達・ラオウ 

  

その

31 

1 度はなりたい憧れの職業は？ 

風呂屋の番頭 

その

32 

ウインナーには塩コショウする？ 

痛い  

その

33 

指輪はしている？ 

たまにする 

その

34 

愛用香水をこっそり教えてください。 

タクティクス 

その

35 

年取ったなぁ と思わず思ってしまう瞬間は？ 

2002 年 1 月 21 日始めての白髪発見 

その

36 

男の化粧について一言ドウゾ。 

好き 

その

37 

理想の女性（恋人）像を思う存分語ってください。 

やらしくて思いつきがある 

その

38 

ASAYAN 男子ボーカリストオーディション！ 参加するとしたら何を歌う？ 

change ｔｈe ｗｏｒｌｄ  

その

39 

どうしてもこだわってしまうことはありますか？  

規則正しく いやらしく 



その

40 

思わずドキッとしてしまう女性の仕草は?  

パンチラ（風邪が吹いてスカートがフワッ おおっ！肌色のパンツに真ん中が

黒 

ナニィ！？ はいてねーじゃねーか！！風邪ひくぞ） 

  

その 41 

「この女、むかつく！」と思う女って、どんなやつ？  

パンツはいてない生意気なヤツ 

その 42 

あなたにとっての「いい男」とは?. 

パンツはいてる男（とことんパンツにこだわっちまうな） 

その 43 

だっせーなーこいつ、と思うようなファッションってどんなの？（男女共） 

パンツをかぶってる男（そりゃだせーだろ） 

その 44 

今注目の女性（タレント、モデル、友達、誰でも可）は？理由は？ 

松嶋奈々子  性楚 

その 45 

どんなタイプの男が嫌い？身近にいる？ 

自分に似た奴 いる  

その 46 

タバコは吸う？ 

吸わない 

その 47 

ネット上正体隠してでナンパしたことある？成功した？  

そーユー事しようと思わない 

その 48 

生まれ変わっても男でいたいですか？  

女の子がいいわ爆(((●~*  



その 49 

１日女に変身できるとします。誰に変身して（有名人とか）どう過ごす？ 

モーニング娘の一員となる 

その 50 

男に生まれてよかったと思うときは？  

立ちションができる 

  

その 51 

逆に男生まれてヤだなーって思うときは？ 

立ちションしちゃう 

その 52 

自分ってかわいいなぁ～ ってしみじみ 思うところは？  

寝顔 

その 53 

自分がバカだなぁ～って思うときは？  

これを自分で書きながら笑ってる時 

その 54 

人生やり直すとしたら何歳ぐらいから？ その理由は？ 

赤ちゃん この頭脳のままで  理由は聞くな 

その 55 

遠距離恋愛したことありますか？  

フィリピーナと遠恋  嘘爆☆ 

その 56 

結婚と恋愛は別ですか？  

字が違うでしょ 

その 57 

１日だけ猫になったら何をする？  

猫じゃらしで遊ぶ 

その 58 好きな映画は？  



ヒート・ディープインパクト・アルマゲドン 

その 59 

好きなスポーツは？  

格闘技・テニス 

その 60 

セクシーダイナマイトな美人で、世界は自分を中心に回ってるわな女王様、 

ちょっと小太り、家事大好きな未来の肝っ玉母さん。 

お嫁さんにするならどっち？  

合体ロボ 

 

タバコに怒っています（怖っ！） 

そ

の

61 

織田信長、豊臣秀吉、徳川家康．あなたはどのタイプ？  

織田秀吉 

そ

の

62 

最近注目していることを何でもよいので語ってください 

喫煙者が及ぼす影響 

世界保健機関（ＷＨＯ）の推定によると、世界の子供の５０％はタバコの煙にさらされて健

康が損なわれる危険な状態にあると発表がありました。 

間接喫煙と関連のある病気には、ぜん息をはじめとする呼吸器障害や、乳児突然死症候

群、中耳の疾患、癌などが含まれています。 

調査の結果、たばこを吸う親の子供は、学業の面で伸び悩み、行動上の問題が多い事も

わかっています。 

両親が二人とも喫煙者なら、子供が健康上の問題を経験する可能性は可也高くなる。 

また、妊娠中の喫煙は奇形が生まれる可能性が高いです。 



喫煙は母親と胎児両方を害する。 

女性が妊娠中喫煙すればするほど、胎児の体重が増えない。 

この影響は体重が少なく、そしてより背の低い胎児を持つ可能性がより高い、年配の喫煙

者の間でより大きいようである。 

妊娠している喫煙者はまた胎盤合併症、羊膜の早期破裂、早産と子宮の感染症を持つ可

能性がより高い。 

タバコを吸わない妊娠している女性は、胎児を害するであろうから、間接喫煙にならないよ

う気をつけるべきである。 

心臓、脳そして体の出生時欠損は、喫煙者の子供に多いのである。 

母親がタバコを吸うことは乳児突然死症候群のリスクを増す。 

加えて、喫煙する母親の子供は身体発育、知能発達と行動において、遅れます。 

これらの影響は、身体の組織への酸素供給を減少させる一酸化炭素、そして胎盤と子宮

に血液を供給している血管を収縮するホルモンの放出を刺激する、ニコチンによって引き

起こされると考えられる。 

ＷＨＯは、喫煙の習慣が家族に及ぼす危険を親に理解させる保健の教育と、学校や子供

がよく行く他の場所での喫煙の禁止の両方を実施するよう勧めている。 

喫煙率の増加と共に、世界各国では肺癌の患者が増えています。 

最近は若年層の女性の喫煙や、副流煙の影響が問題となっています。 

肺癌のほとんどは肺の細胞から発生します。 

癌が身体の他の部分から肺に広がり転移することもあります。 

肺癌は、最も死亡の高い癌であり、治癒が難しいのである。 

原因は喫煙で、肺癌患者の 90％の主要な原因である。 

タバコを吸う女性が増えているため、女性の肺癌の頻度は高まりつつある。 

タバコを吸えば吸うほど、それだけ肺癌のリスクは高くなります。 

通常、主な症状は持続性の咳である。 

慢性気管支炎の患者に肺癌が生じた場合には、しばしば、咳が悪化したことに気づくこと

がある。 

癌がその下にある血管内に増殖すると、大量出血が起こることがある。 

咳や発熱、胸痛、息切れを伴う肺炎が起こることも考えられる。 

癌が肺の内部に広がると、高度の息切れや、血中酸素濃度の低下、心不全が起こる可能

性がある。 

肺癌は発見された時は既に手遅れの場合が多い。 

ニュースの話ですが国立がんセンターによると、受動喫煙（喫煙者の煙を、タバコを吸わな

い人が吸い込むこと）は受動喫煙者の方が、喫煙者本人よりも発癌物質を多く吸い込んで

いそうです。 

喫煙者は非喫煙者を肺がんで殺しているという事です。 

そ

の

63 

ピアスはいくつしてますか？ 

してません  



そ

の

64 

今まで生きてきた中で一番の自慢を大自慢してください 

東京社会保険事務局長感謝状をいただいた事  

そ

の

65 

今まで生きてきた中で一番の懺悔行為を話せる範囲でこっそりお話ください 

やばいから話せない 

そ

の

66 

行ってみたいところは？ (国内外問わず)  

ラブホ 

そ

の

67 

今、自分で買えそうな範囲で欲しいモノをひとつ挙げよ  

買えそうな範囲はみんな買ってるよ 

そ

の

68 

当たるといいね、３億円。  

宝くじで３億円当たったとしたらその使い道を教えてください 

寄付（嘘爆(((●~* ）豪遊 

そ

の

69 

愛読している雑誌は？ 

エロエロ 嘘爆 （笑） JCBGOLD 

そ

の

70 

最近読んだご本は？  

  

最近俺が読んだ本。 

 

「知られざる刑務所のオキテ」安土茂 日本文芸社 

「日本の歴代総理大臣がわかる本」岩見隆夫 三笠書房 

「経済のニュースがよくわかる本」細野真宏 小学館 

「太平洋戦争の if」編集 秦 郁彦 序 半藤一利 グラフ社 

「日本村 100人の仲間たち」吉田 浩 日本文芸者 

「世界がもし 100人の村だったら」池田香代子 再話 C.ダグラス・スミス対訳 

「種まく子供たち・佐藤律子・ポプラ社」 



「ビンラディン・鈴木主税 訳・毎日新聞社」 

「経済のことが面白いほどわかる本・岩本秀雄・中経出版」 

「日本の歴代総理大臣がわかる本・岩見隆夫・三笠書房」 

「病気の秘密は血液にあった・日本医科大学教授・法研」 

「世界の紛争地図の読み方・ロム・インターナショナル・河出書房新社」 

「経済のニュースがよくわかる本・細野真宏・小学館」 

「2015世界の紛争予想・江畑謙介・太平印刷社」 

「世界の紛争地図の読み方・ロムインターナショナル・河出書房新社」 

「労働衛生のハンドブック・東京産業保険推進センター」 

「アラブとイスラエル パレスチナ問題・高橋和夫・講談社」 

「すこやか健保・健康保険連合会」 

「社会保険 9・全国社会保険協会連合会」 

「日本を救う９人の政治家とバカ１人・浜田幸一・双葉社」 

「ハリーポッターとアズカバンの因人・松岡祐子・静山社」 

「ハリーポッターと秘密の部屋・松岡祐子・東京研文社」 

「ハリーポッターと賢者の石・ＪＫローリング・静山社」 

「日本の戦争・田原総一朗・小学館」 

「贈答のルールとお金の事典・法研」 

「バターはどこへ溶けた？・ディーンリップルウッド・道出版」 

「チーズはどこに消えた、バターはどこへ溶けた、どちらがよい本か・ダニオ」 

「政治のニュース・瀧澤中・中経出版」 

「ケンカに勝つ 60の方法・中谷彰宏・ダイヤモンド社」 

「図解・心理トリック・樺旦純・三笠書房」 

「日本史の真髄 2・渡部昇一・ＰＨＰ」読むの２度目 

「これからの健康保険と医療費・全国社会保険連合会」 

「健康ウォーキング・㈱現代社会保険」 

「健康保険の早わかり・社会保険協会」 

「社会保険委員必携・ＮＴＴシステムサービス」 

「繆斌工作、成らず・横山&#37714;三・展転社」 

「医者しか知らない危険な話・中原秀臣・文春文庫」 

「チーズはどこへ消えた？・スベンサージョンソン・扶桑社」 

「金持ち父さん貧乏父さん・ロバートキヨサキ・筑摩書房」 

「孫子の兵法・安藤亮・日本文芸社」読むの３回目 

「日本人は死んだ・Ｍトケイヤー・仕方がないの哲学では蘇生できない」 

「国際粗密力・ジョージＬウエスト」 

「聖書の誤り・今西正治郎・カッパブック」 

「社会保険手続便利帳・東京社会保険協会」 

「中坊公平・私の事件簿・集英社」 

「プラトニックセックス・飯島愛」 

「採用と人権明るい職場をめざして・東京都」 

「公正な採用選考をめざして・労働省」 



「空手バカ一代・１巻から１２巻まで・梶原一騎・講談社」読むの５回目 

「徳川義親自伝・最後の殿様」 

「おもしろ雑学ハンドブック・ＰＨＰ研究所」 

「社会保険・全国社会保険連合会」 

「日本国憲法・自由国民社」 

「仕事のできる人できない人・堀場雅夫」 

「バトルロワイヤル・高見広春」 

やることが沢山ありまして購入してもまだ、読んでない本が山積みになって

います。 

 

 

  

  

  

その 71 

彼女(妻)に浮気がばれた！ その時あなたはどうする？  

突然蛇口を舐めはじめて（なんだコイツバカか）と勘弁してもらう 

その 72 

反対に、彼女（妻）の浮気が発覚！ その時あなたはどうする？ 

蛇口を舐めさせる 

その 73 

週に何回くらい、Ｈしますか？ 

してないよ～ん  

その 74 

今の彼女（奥さん）のこと、愛してますか？. 

してないよ～ん  

その 75 

自分は二重人格だと思いますか？  

多重人格です爆(((●~*  

その 76 実は｢新婚さんいらっしゃい」に出てみたい？  



司会で出てみたい 

その 77 

結婚はゴールですか、スタートですか？  

スタートでしょう 

その 78 

夢はありますか？ 

毎日、観ています 

その 79 

初恋はいつですか？  

中学校 3 年生 

その 80 

思い出の１曲を思い出に乗せて教えてください。 

思い出せない@￣▽￣@  

  

その 81 

カバンの中身を教えてください  

皮 

その 82 

あなたにとっての宝物はなんですか？  

いつまでも変わらぬ精神年齢の低い頭 

その 83 

尊敬する人は誰ですか？  

父親 

その 84 

ある日通帳に身に覚えのない大金が！ その時あなたはどうする？  

迷わず引き出す 

その 85 
「あ～最近いいことないなぁ」と思うとき、  

気を晴らすためにする行動を教えてください。 



万引きする 嘘 酒を飲む 

その 86 

世の中で嫌いな（相性の悪い）血液型は？その理由は？  

B 型   ムカツク奴が多い  大好きな奴もＢ型ですけど 

その 87 

ある日、突然、自分とうりふたつの人に出会ったらどうしますか？  

ぶん殴る でも相手もぶん殴ってくるだろうな 

その 88 

得意な料理はありますか？  

鍋 

その 89 

自分って天才？と 思うときは？  

まわりにバカしかいない時 

その 90 

最近ムカついたことは？  

思い出せなくてムカついてきた 

  

その 91 

最近うれしかったことは？ 

思い出せなくて嬉しくなってきた 

その 92 

最近のマイブームは？  

ハリポッター 

その 93 

つい最近まで勘違いしていたおバカで楽しいエピソードがあったら教えてく

ださい 

みみしい   美味しい 

その 94 親友はいますか？ 



いる 

その 95 

男女の友情は成立すると思いますか？ 

性立すると思います。  

その 96 

「今まで生きてきて痛かったことベスト３」を発表して下さい。  

首の骨が折れた事。ほっぺたに穴が空いたこと。指の骨が折れた。 

その 97 

ドラえもんに「ポケットの中身をひとつだけあげる～  

（ここでドラえもんの声マネをして読むように）」と言われたら何をもらう？ 

どこでもドアー 

その 98 

一週間後に世界が終わるとしたら、何をする？ 

回避するよう努力する 

その 99 

一句詠みなさい（ｂｙかき蔵）  

そりゃ難しい質問だねェ～  

その

100 

１００問目でーす。最後に一言  

最後まで読んでくれたあなた  あなたもヒマ人ですね 

あなたみたいな人好きよ（プ） 

 


