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はがき程度の厚みのある紙が推奨です。

はい、この時点でハードルが高いですね。

作者はケント紙で作りましたが

普通の家に常備してあるわけないですよね。

ケント紙以外にもマットフォトペーパーが

使えますが、こちらは値段のハードルが。

まあ耐久性を気にしなければ普通の紙でも

いいですよ。

作り方ですが、日付のカードは線に沿って

切ってください。このページの台紙は

説明と写真を参考に作ってください。

簡単簡単。Good luck！

切り込みを

入れて互いに

嚙合わせる。

切る

のりで貼る前

貼った後



あなたが男であろうと

女であろうと私は女だから

Day 1

―ミレイ「J」

「友達100人作るんだ♪」の歌に翻弄されて

自分を付き合いやすい人に見せようとする

強迫観念にとらわれていない？

それで望んでいない相手に近寄られて

「そんな人だとは思わなかった」

って言われたら、も～うんざり！

自分は万人受けしないことを最初にはっきり言うのも処世術！

面食らわせてもゲームの開始時に言ってやれ、

Day 2
自分の気持ちを素直に伝えるって難しいよね。

でも、言われた相手はきっとうれしいから。

だから、勇気をもって、

―カシャナ「Twilight港町」

あ、あ、あああああああああああ

ああああああああああああああ

ああああああああああああああ

あああありがとう

男はそもそも

小手先に頼って

料理をしようとしない

Day 4
旦那も料理を作るべきだとスーパーの生鮮売り場で

レシピに悩んでいるあなた、いい心がけだ。

俺なんかアジみたいに包丁を使わずに

手でさばけるときにはそうしていた。

あと、卵は片手で割るのが流儀だ。そう、

―クレム「Candy Blade!」

え？くれるの？本当？

やだ、私がねだっちゃった

みたいじゃない！

Day 3
こんなストレスのたまる人生だから、

たまになら誰かに恵んでもらうのもいいじゃない。

だけど、その気持ちを露骨にしたらひんしゅくを買うから

そんなときのためのとっておきの言葉を教えちゃう！

―リリィ「Twilight港町」



何度も申し上げておりますが。

私、交友関係を含めてハタナカさんと

関わることを一切望んでおりません。

したがって、この度の件におきましても共同で

作業することを想定致しておりません。

その点、何卒ご理解の上、私から距離を

置いて頂きますよう重ね重ねお願い申し上げます。

Day 5

―ナツ「Twilight港町」

どうしても距離を取ってくれないしつこい人がいますか？

決して相手の神経を逆撫でしてはいけません。

以下の私の使った実例で、丁重に断ってみてください。

Day 6
第一印象で他人を判断する人ってたくさんいるんだよ！

だから、人前に出るときは身なりをきっちりしないとね！

ちなみに「ぶしょったい」は遠州地方の方言で

不潔とかだらしないとかを意味する結構きつい言葉だよ！

グミが使っていたからって気軽に

使わないほうがいいよ！

―グミ「Candy Blade!」

じゃ、人前に出るから

そのぶしょったい髪を

何とかしないとだよね！

きっとあなたは友達以上

恋人未満！

Day 8
なぜだか胸がときめいて、

だけど、これってきっと一時的なものだし、

今は冷静になれていないだけだし、

何よりそんな関係、相手が望んでいないし、

ああ、だけど、オブラートに包んででも

自分の気持ちを打ち明けたいだなんて、

ああ、私、

―ショーコ「Twinkle Light ―照心―」

責任を取り辞任致します

Day 7
周りからdisられまくって、友達もマジいなくなってく、

そういう状況、年取るほどアルアル、みたいな☆

でも、そんなときでも権力にはしがみつきたいって、

はは、思考変えられないってマジおわってんじゃ～ん☆

ちょっと考えてみなって、ホント。

やめちゃえば、全部の責任から逃れられるんだよ？

やめちゃえば、そのあとは「何分昔のことで

記憶にございません」って言えば無罪放免だよ？

ってナニコレ、ヒトとしておわってる～☆☆☆

―Rinth「LabyRinth☆DragonKnight」



ここで簡単に喜んだら、

この後も喜びすぎで

私、きっと死んでしまいます！

Day 9

―マロン「Candy Blade!」

きゃーーー、私がしゃべっていいんですかーーーーーー！

ええ、本当にいいんですか、でも何話そう、きゃーーー！

えーっと、えーっと、きゃーーーどーしよーーーーーー！

あー、私もうダメ、きゃーーーーーーーーーーーーーー！

Day 10
目に映るものが全てではないって、

大人のあなただったらわかるでしょ？

全てに嫌気がさしたら、そっと目を閉じてごらんなさい。

耳を澄ませて。何が聞こえる？私に教えて？

何を考えている？何を感じてる？

これがいいの？それがいいの？

これはどう？これは？はあ、はあ…

聞かせて、私の耳に…はあ、はあ…

―フクロウ「Twinkle Light ―照心―」

その叫び声、すごくいい…

私、これでも節度は

保っているつもりです

私は子供の教育によくありません

Day 12
セクハラまがいの失言が世に横行していますが、

そのほとんどは自覚症状がなく、

身の程をわきまえていないからです。

私のように自分の負の側面と向き合い、

相手に包み隠さず打ち明けることで

常に自重が効くようになります。

こんな私のこと、心の底から愛してくださいますか…？

―ウグイス「Twinkle Light ―照心―」

俺の頭の方が

おかしいんだろうか…

Day 11
俺たちが人生を送っている世界は

全体から見た一部でしかない。ってことは、

どう考えてもあり得ない現実に直面した時に

それを否定したくなるが、自分の生きていた

世界のほうがおかしいって可能性もあるわけで、

かといって自分を否定しすぎると前に進めなくなるし、

だけど自己肯定感が過ぎれば災いをなすわけで、

俺、優柔不断だな…

―ライ「J」



あの白いおねえちゃんの

言っていることが、

いまいちよくわからないんだ

Day 13

―ミキト「Twinkle Light ―照心―」

オレ、最近思うんだけど、下手に大人になると、

前日のお姉ちゃんの言葉が理解できるようになって、

世界にあるいっぱい嫌なことがわかるように

なっちゃうと思うんだ。

だから、無理せず、時が来たら大人になればいいと思う。

Day 14
時には涙を見せるのも、しく、

大切な人に心の底を、しく、見せるというのでは、

しくしく、たまにはですけど、しくしく、

効果あるかもしれませんが、しくしく、

わたし、しくしく、先代からお前は泣き過ぎだって、

しくしく、ああ、これでは、しくしく、、

想いを伝えるだなんて、しくしく、しくしく、

叶わぬ、夢。

―おかみさん「Candy Blade!」

しくしく…

あああああああああ

ああああああ、もう！！！

Day 16
ストレスがたまるのは自分を抑えつけているからでしょ？

何あなたドMなの？

がんじがらめの世の中で、腰は痛いし、肩もこるし、

一発叫んでみなさい！

私みたいに一目置かれるようになるから！

―リリィ「Twilight港町」

何これシブくないです～

Day 15
あの、年齢相応ってものがありますよね。

こんな私が言うのもアレなんですけど、

いつまでもアイドルみたいな顔の人って

テレビによく出てますけど、あれシブくないっていうか、

ファンの方のほうがきっちり年を取っているような、

あれ、でもこれ私の好みを言っているだけですか～？

あああ～、みなさま素敵なおじさまになってください～。

―ルリ「ポッピンれぼーるばー」



せんぱいの婚活に幸あれ！

Day 17

―カスガ三兄弟「Twilight港町」

婚活がんばっていますかーーー！

困ってる？大丈夫でありまーーーす！

それは妥協しない自分を貫いているからであり、

そんな自分を褒めてあげてくださーーーい！

世の中には出会いを支援してくれる人が

いっぱいいるでありまーーーす！

それがいやだったら贅沢言ってんじゃね、

兄弟全員ご縁のない俺たちを見てみろ―――！

Day 18
よくいるだろう、妄想癖の強いやつ。

すこし胸のあいた服を着るだけで、

あり得ない解釈をする、その想像力。

そんなことに頭を回している暇があるなら

仕事のイノベーションにまわしたらどうだ。

こういう輩に、事細かに説明しても無駄だから、

一言できっぱり済ませ。

何を考えているって？

―カナリア「Twinkle Light ―照心―」

…何もだ

アンタの気持ちは

少しわからんでもない

でも、大半はわからん

Day 20
ものわかりが良いっていうのは大切なことだけど、

一理ある程度で上司の言うこといちいち

アクセプトしていたら、キリがないよ。

どうせ明日には違うこと言ってるんだし。

こう言ってやんなよ。

大丈夫。立場悪くなったって、マラソンすれば

きれいさっぱりリフレッシュできるからさ！

―ナタギ「Twilight港町」

お前の結婚についてはわしに任せておけ！

何とか説得してみせる！

だから安心して戦ってこい！

Day 19
大丈夫、わしに任せておけ！

日々の生活で、お相手探しなんて全くできんだろ？

わしが探してきてやる。大丈夫、わしの見る目を信じろ！

たまには人を当てにするのも大事だ！

年の功だ。今まで町長としてたくさん人にあってきたんだ！

誰がいい人かなんて一目見ただけでわかる！

―ゲンゾウ「Twilight港町」



油虫はどこにでもいる

いちいちいきり立ってもキリがない

だけど、清純な主の館にいるのは

メイドとして許すことができない

Day 21

―コマドリ「Twinkle Light ―照心―」

え、これGに対して言ってるんですよ。

だって嫌でしょう、Gが家にいたら？

いえいえ、そんな、特定の人に対して

言っているわけではありませんから本当に！

Day 22
この言葉の意味がわからない？

軽薄に生きている証拠だな。

所詮この世は紙切れに証拠を求める、

あってないような世の中だ。

目を開けろ！真実を見ろ！

「こんな報告書書きやがって、お前何様のつもりだ」

と言われたら、こう言ってやれ！

「神はここにいる」と。

―シロー「Candy Blade!」

どちらも行き着く先は同じだ

文明開化だ

Come oooon!

Day 24
Oh yeah. Oh, yeah～.

Don't worry. No warry.

Everything is going well.

Nobady knows. Nobady can tell.

Just do it.

Only you can do it!

―Rinth「LabyRinth☆DragonKnight」

食ってやるがな～

食ってやるがな～

おめ～

Day 23
すごくおいしそうで、もう気持ちが

たまらなくなっちゃうときってありますよね。

君っておいしいんだよ～って教えてあげることで、

あら私っておいしいのかしら、もっとがんばろうって、

もっとおいしくなるかもしれません。

好きな人にも言ってみたらどうですか。

―ユナ「Twilight港町」



多少尖ったバランス感覚も

時には素敵かもしれないですね

Day 25

―クレム「Candy Blade!」

周りに流されなくていい。

君の生き方を俺は応援している。

俺なんか、夏でも全身黒い服を着て、

半袖はクールじゃないから長袖にして、

見ただけで暑いとよく言われたものさ。

「あの人ああいう人だもんね」と思われるようになったら

君の勝ちだ。

Day 26
前日のお兄様と同じことを言うようだけど、

周りに忖度して自分らしさを失うのは

人生損している。

どんなに切迫した状況でも、あなたらしさを

見失わない心の余裕をもって。

そうしたら、たとえ周りが残業していても、

きっとこう言える。

―シフォン「Candy Blade!」

こんな土ぼこり、

帰ったらお風呂に入らないと…

食べるの？

食べないの？

おいしい？

あ、そ

Day 28
判断と指示は的確、迅速に。以上。

―サキネ「Twilight港町」

マスターには

内緒にしておいてね

Day 27
すごくひいきにしているお客様がいて、

でも、その人だけにサービスするのは、

制度の壁や他のお客様のことを考えると難しくて、

そういうときは秘密でってお約束するんだけど、

これって、私、お客様も共犯にしているのかな…？

―カシャナ「Twilight港町」



賢さは私と互角か、

わずかに上ね…

Day 29

―リリィ「Twilight港町」

まさかの、このカレンダー三回目の登場！

レイは一回も出ることできなかったのに、さすが私！

これも全て私が謙虚な態度で毎日を送っているから！

きっとそう、見る人は見てくれている！

自分を過大評価せず、だけど卑下もしない！

人生を豊かにする私のバランス感覚！

あなたも見習って！

Day 30
場違いなのはわかっている。

どんなに歪みを加えても、私の人格、

それをとりまく世界は、この場の雰囲気になじまない。

それでも、無理をして私をこの場に押し込むことに、

作者が最後まで判断に迷ったことを告白しましょう。

そうして、あなたが一笑に付すことができるのならば、

私の心はいくらか満たされる。

―導きの女「祝福－天使の品格－」

ここが貴女の望んだ場所

Everyday

Day 31
　　　　　　　　　　　　　　　　　ぴょんっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　ぱんっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　ぼすっ

―主人公「Twilight港町」 はねのばカレンダー ©くじらのはねのばし


