










　　　クラブを
さぼってコンサ
ートにいっても
のすごく怒られた。
　　　  　　(Y･T)

　 私も若かったな～。（たまママ）
コンサートは欠かさず行った。ある時、「べストテン」
の中継が舞鶴公園であり、見に行ったらTVに写った。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ぴっちー）
　 当時はカッコよく見えた。　　　（道明寺LOVE
）
　 元祖ジャニーズ。たのきん世代でした。グッズを

　 友達の家でテープをききながら一緒に宿題をし
ました。　　　　　　　　　　　　　　　　　（マサ）
　　　当時まだ自宅にビデオデッキがなく、テレビ
の前にカセットデッキを置いて歌番組を直接録音。
録音中は一切物音を立てたり、声を出してはいけない、
通称「シー録」に真剣でした。 　　　　　　　(rinrin)
　 服や歌は参考にしていた。　　　　　　　（Ｆ・Ｙ）

　 あの髪型に憧
れて髪を伸ばし
ていました。白
いハイソックス
も必需品です。
　　　　　（H・Y）

　 OLの時夢中にな
った。今もカッコイ
イです♥　　　（M・Y）
　　　あまりに好き
になり夢に出てきて
「ハグ」をした。
　　　　　　（みな子）

　 友人から「ルイルイ」
と何故かバカにされた。
　　　(くいしんぼう)

　 かっこよか
ったから。母
と一緒になっ
てキャーキャ
ー言ってた。
　　　  （かの）

　 TVのトーク
が面白かった。
（道明寺LOVE

この前、押入れの掃除をしていた
らブロマイドが出てきました。ブ
ロマイド、というか、白黒の生写真
ですが（爆）天地真理の白黒写真ブ
ロマイドもありました（笑）昔、か
わいかったんですね～。　（きむち）

　 欽ちゃんに出てた彼が好きだった
らしい。宣伝で「あなたのところにや
ってくる!!」と言うのをうのみにして、
（多分コンサートの宣伝でしょう。）「来
ないー」と泣いてたらしい。しかし、渋
い子どもだったものです。今でもこの
手のタイプが好きだし。　　　（T・M）

　 髪型、化粧、全て真似してた。 
　　　　　　　　　（イチゴプリン）
　 「青い珊瑚礁」が大好きで、ベス
トテンを見ながら、歌詞をヒアリン
グして、メモしていた。聞き取れな
かった所は、次回の木曜のベストテ
ンでまたヒアリング。（ガッタマン）

　　　女性のような
美しい顔だちにみと
れていた。　　（みつる）

バーモンドカレーのの
りゆきに一目ぼれ。　
　　　　　　　（N・Ｍ）

　 全てビデオに撮った！
　　　　　　　（Ｓ・Ｔ）

　 どんどん奇抜に
（そして汚く）なっ
ていって悲しかった。
　　　　（オルホロ）
　 クラスで剛派と
光一派に分かれて
ました。　(みんとも)

　 雑誌を切りぬ
いて集めていた。
下敷きにはさん
だり。（みゆぽっち）
　 服や歌は参考
にしていた。（F・Y）

　 雑誌を切りぬ
いて集めていた。
下敷きにはさん
だり。
　　（みゆぽっち）

　　　チューリップの歌・ワールドにハマる。姫野さ
んの甘い声も良いけど、やっぱ財津さんの歌・声に惹
かれました。短大の頃、当時の彼と「Wake　upコンサ
ート」に行きました♪確か、セイコーのCMソングにな
ってて、懸賞でチケット当たったと記憶しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（にこ13）

　　　可愛くて
タイプだった。
（それっ！それっ！）

　 慟哭（どうこ
く）を聞いた歌
詞が自分に当て
はまり、涙でし
た。　　　（N・Ｍ）

　 とにかくか
わいい。周りは
みんなキョン
キョンカット。
　　　　（F・Y）

　 アピロス香椎店(スーパー)
にキャンペーンでやってきた
哲平。ジャニーズ並に熱狂的
なファンがつめかけ、ガラス
の壁とファンにはさまれて苦
しかった観覧。そうまでして
見えたのは哲平の尻だけでした(涙)(べる子)

　 20才の頃に東京の野
口五郎ファンクラブ（？）
の近くに住み、「夜のヒッ
トスタジオ」生放送に出演
の時は終わると外へ走り、
世田谷の自宅に帰る五郎
ちゃんの車に手をふっていた。（ミータ）

　　　当時まだ自宅にビデオデ
ッキがなく、テレビの前にカセ
ットデッキを置いて歌番組を直
接録音。録音中は一切物音を立
てたり、声を出してはいけない、
通称「シー録」に真剣でした。
　　　　　　　　　　　(rinrin)

　 簡保主催の森口さんのコンサートにどう
しても行きたくてコネを駆使しましたが、完
全なる抽選だった為に自力で当てて行きま
した。森口さんは東芝祭りで歌われる事があ
るので来られる際は必ず行きます。本当に歌
がお好きな様でとても楽しそうに歌われる
ので聞いているこちらもテンションが上がります。（ひかりん）



　 中性的な美し
さが好きでした。
　　　　（ハム辰）

　 初めてコンサートに行ったの
がレベッカでした。　　　（くま）

　 お茶の間の
ファンでした。
　　　 （みに～）

　 初めて夢中になったスターです。小学
生でしたが姉の影響で、持ち物タータン
チェックで揃えてました。ど田舎にもＢ
ＣＲ旋風は吹いていたんです。未だに仲
違いでオリジナルメンバーで再結成しな
いのが悲しい。　　　　　　　　　（ku-la）
　 姉の影響でタータンチェックをみにつ
けた。　　　　　　　　　　　　（セサミ）

　　　 ずっと
今でも好き。
　  （ふっちぃ）

　 ドリカムが大好きだった。とにか
く歌が上手くて、衣裳がおしゃれだ
ったからカナ…。　　　　　　　（ララ）
　 高校生の頃夢中になって初めてラ
イブに行くことになりTELでチケッ
ト予約すると…1分で1回目でTELが
つながりサンパレスで前から2番目
の席で大興奮しました。　　　 (K･N)

　　　当時まだ自宅にビデオデッキがなく、
テレビの前にカセットデッキを置いて歌番組
を直接録音。録音中は一切物音を立てたり、声
を出してはいけない、通称「シー録」に真剣で
した。　　　　　　　　　　　　　　  (rinrin)
　　　小学校～高校にかけてジャニーズは一
通り網羅しました。なかでも少年隊の克っち
ゃんと本気で結婚を夢見ていた。（むーみん2号）

今でも大好きです。
カリスマ性がある!!
かっこいい♥(K･M) 

　　　姪っ子が大ファンで中学・
高校生の時に保護者代わりで何
度もコンサートついて行ったの
で、今でもDVDで見ることが多
いです。　　　　（NAKAちゃん）

　　　コンサート毎回行ってま
した。　　　　　　　（りくたん）

　 やっぱりあ
の頃はカー君
一色でしたね。
　　　　（のり）

　 小学校でグッズを見せあ
ってた。　　　　　（ラーラ）
あっくんがすきでBDが一緒
で嬉しかった。　（ふっちぃ）

　　　出待ちし
たり、迷惑にな
らない程度に追
いかけました
（笑）（匿名希望）

　　　出待ちしたり、迷惑にな
らない程度に追いかけました（笑）
　　　　　　　　　　（匿名希望）

　 女の子のバンドで
詞に共感できるとこ
ろも多くて好きでした。(あびすぱ)

　　　切り抜き、ポ
スター集めてました。
「本気で結婚したい」
と思ってました。（笑）年の差13才。
今も素敵ですね♥　　（プカミン）

　 ラジオで大
阪に来日して
ライブがある
とき、往復新幹
線代と入場券
が当たるクイズがあり、何通も
応募し、たった1名の枠を当てま
した!!後にも先にも当てたのは
これが最高だと思います。（S・A）�

　 芸能人にあまり
興味がなかったけ
ど唯一ハマった。コ
ンサートにいって
実物をみて泣いた
りもした。今は全く…。（ミッキー）
　 大好きでした。(今もテレビ
とかに出てるのでしょうか…？)
　　　　　　　　　　(みうみう) 

　 元祖ジャ
ニーズ。たの
きん世代でし
た。グッズを
たくさん買っ
ていました。
　　　 （U・Y）

　 たのきんの映
画のスクリーン
を写真に取って
た。　　　（K・I）

　　　今年のライブ行きます!!　（りくたん） �
　　　姪っ子が大ファンで中学・高校生の
時に保護者代わりで何度もコンサートつい
て行ったので、今でもDVDで見ることが多いです。　（NAKAちゃん）�
　 友人にコンサート（福岡ドーム）につれていってもらってから、は
まってしまった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ゆず）�
　 まだ私が小学生の頃は、今のようにドームではなくて、地元（長崎）
の小さな公会堂まで、きてくれていたので、行っていました。後ろか
らでも顔がよく見えたのに…。今じゃ考えられないですね!!　　（kiki）

　 子供の時は追っかけしたくてもできなかった。
その反動で今は他県まで追っかけて行って楽屋
入り待ち、出待ちを楽しんでいる。　　（ニッシー）
　　　もうとにかくタイガースとジュリーには
のぼせました。禁止されたコンサートにももち
ろん行ったら、（明治チョコレートの包み紙送っ
て）朝礼で立たされて解散コンサートではわん
わん泣いて…。青春の想い出です。なのに今のジ
ュリーは…別人です。　　　　　（ムーミンママ）

　　　コンサートは2日間日替わりだったので2
日間とも行っていた。社会人になり自由にお金が
使えるようになり、日本全国のコンサートツアー
に旅行がてら飛び回ったおかげで、「石井貧乏」に
なった。　　　　　　　　　　　　　　（のみこ。）
　 いとこが米米クラブが好きで、「いいよ!!」と力説してきて、コン
サートのパンフレットを見せてくれたのがキッカケ。親友もハマり、
2人でシュークリームのふりなどを覚え歌って踊ってました♪シュ
ールダンス!!ファンクラブにも入りました。　　　（にゃんころべー）

　 小5、6頃に大ブーム。だがし屋で売ってるブロ
マイドを集めてみんなで見せ合いっこしたりした。
ローラースケート教室にも通った（笑）（コタロ→）
なんだーこの子らは…。と思いながらもかわいい
なぁと思っていた。　　　　　　　　　（ひろりん）
　  毎日ローラースケートにのった。　　　（nao）
　 4～6年生�ローラースケートで一緒にすべり
たいと本気で思っていました(笑)　　　　　　　　　　　 (みうみう)
　 ローラースケートも流行ってた。　　　　　　　　　　(さんこだ)
　 クラスで誰が好きかで盛り上がっていました。　　　　　　 (K･K)
ブームの終わりくらいにハマり、周りから写真等をもらえたのが良い
思い出・・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(こざる)
　　　の時には光GENJIのコンサートに行った。　　　　　(タンタン)
　 みんなかっこよくて今日は○○のファン。明日は○○のファンと
コロコロ変わってました。　　　　　　　　　　　　　　　（はるはる）

　　　小学校
～中学、高校
にかけてジャ
ニーズは一通
り網羅しました。なかでも少年
隊の克っちゃんと本気で結婚を
夢見ていた。　　（むーみん2号）

　 子供の時は
追っかけした
くてもできな
かった。その反
動で今は他県まで追っかけて行
って楽屋入り待ち、出待ちを楽
しんでいる。　　　　　（ニッシー）

　 その頃、めち
ゃくちゃ売れ
ていて、相田翔
子のものまねしてなりきり、将
来の夢はWinkと卒業アルバム
にまで書いていた（笑）　（ぴっぴ）

　 ガロに会
いたくて、ガ
ロに歌って
もらう歌をNHKの「あなたのメ
ロディー」に投稿。採用されて、
ガロに会えましたよ。　　（ユミ）

　 クラスメートも同じような髪型が多
かった。　　　　　　　　　　（ふっちぃ）
　　　私は北海道出身なのですが、今の
ダンナと東京で知り合って福岡出身と聞
き「福岡市と久留米は近いのか」という質
問をしたのが初めての会話です。（笑）　　　　　　　　　（つなっち）
　 初めてコンサートに行ったのはチェッカーズで、ファンクラブに
も入っていた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(タンタン)

　 こたつの上で
振り付けありで
歌ってた。（SHOW）
　 よく歌ってました。　　（くま）

　　福岡でのライ
ブは全て行った。
サイン入りギター
を気合いでGETした。　(なおじ)

　　　出待ち
したり、迷惑に
ならない程度
に追いかけました（笑）（匿名希望）

　 追っかけ
していた。社
会人になっ
たら自由に応援できると思って
高卒で就職したが、卒業式の日
解散を知った（涙）　　　（みに～）



　 昔の彼（そんなにかっこよくない
けど）の姿をおもいうかべて「ラグビー」
が好きで好きでたまんなくなってま
した。　　　　　　　　　　（京ちゃん）

　　　ビーバップハイスクールで選ばれ、
一目ぼれ♡♡　　　　　　　　　 （R・Ｎ）
　 プロマイドを買ってコレクションし
てました。50枚くらい今でもあります。
　　　　　　　　　　　　　　(ヨーコ)
　　　29歳のクリスマスというドラマ
のときの役柄が大好きでした。もちろん
今でも大好き。　　　　　　　　　（かの）

　　　小学校6年生の
ころ、飛び梅国体に来日
したジャッキーを見に
行った。サインをもらえ
た。2年程前、CDも買っ
てみた…。数回しか聞い
てませんが。（あやっち）

　 あぶない刑事。映画もすべて見に行っ
た。小説もあったよね～。　　　（ももペン）
　　　とにかく大好きでした。あぶない
刑事を観て、将来は絶対刑事になるんだ、
と思っていました。　　　　　　　（マサ）

　　 兄の影響で
好きになり、透明
感があって魅力的
でした。CDや映画
に行ったりしてま
した。　(あびすぱ）

　　　当時まだ自宅にビデオデッキが
なく、テレビの前にカセットデッキを置
いて歌番組を直接録音。録音中は一切物
音を立てたり、声を出してはいけない、
通称「シー録」に真剣でした。　　(rinrin)
　 雑誌を切りぬいて集めていた。下敷
きにはさんだり。　　　　　（みゆぽっち）

　 当時CUTIEやOliveの表紙を総なめに
していたひなのは神的存在でしたね…｡
ビー玉の瞳にサラッサラの長く艶のあ
る髪に8.5等身。マジ、初めて表紙のひな
の見たときセンセーショナルで新しい
風みたく衝撃が走りましたね。　  (Y･N)

好きで映画をよ
く見に行った。　
　　　　　（トコ）

今は…絶対違う。
　　　 （ときは）

　 暴れん坊将
軍にハマって
た。舞台も見に
行ったよ～。
　　（ももペン）

　　　一時期少し
だけ追っかけやカ
メラ小僧の真似事
に夢中になってい
ました（笑）
（それっ！それっ！）

　　　なんか
のドラマの役
柄がかっこよ
く、今でも大フ
ァンです。
　　　　(かの)

　 オレンジデイ
ズがかっこよくて。
　　　　（ちよぞる）

　　　あまりの
かっこよさに生
写真のアルバム
を作って毎日な
がめていた。
　　　　（みつる）

「シザーハンズ」以
降からの大ファン
で映画も見に行き
ますしDVDも購入
したりしています。
　　　（NAKAちゃん）

亡くなった時はす
っごくショックで
した。　　（ときは）

　 冷静と情熱のあ
いだを見て好きにな
った。　　（tomopu）
　　　何かのドラマ
を見てすごくかっこ
よくて夢中になって
いた。　　（ジムニー）

　 ドラマでかっこ
よかったので。
　　　　　　（S・T）

　 東京ラブストーリーを見て。夢にまで
出てきた。　　　　　　　　　（tomopu)
　 今も好きは好きです。色黒がタイプな
のか、母娘でハマってました。福岡のコ
ンサートには必ず行ってましたよ♥
　　　　　　　　　　　　（まかりとーる）

　 ダルビッシュ
選手を真似して、
同じロン毛ヘア
ーにしたけど、大
仁田厚みたいと
周りにバカにさ
れた（笑）
　　（ゲットくん）

　　　どんなア
イドルやジャニ
ーズよりも好き
になってしまい
（今思うと不思議）
周りに好きな男
の子ができなか
ったぐらい。（K・A）

　　　「太陽にほえろ」
のゴリさんこと竜雷
太が好きで、ゴリさ
んの歩き方で歩いた
り、掃除の時間、ほう
きでライフル射撃をするゴリさんのマ
ネばかりしていた。（アラビアのロレンス）



殺された男を、あなたの知り合い、�
または芸能人にたとえると誰?Q1

凶器はナイフです。
男の体のどこに刺さっているでしょう？Q2

密室殺人と思われたのは、この時点では
犯人がまだ室内に隠れていたからです。
どこに隠れていたのでしょう?

Q3

自分を捜し出せない刑事に、
隠れている犯人は不敵な笑みを浮かべて
ひと言罵倒の言葉を吐きました。その言葉とは？

Q4

犯人の男はあなたの
知り合いの誰に似てる？

Q5

Q 左下の図は、密室殺人の現場です。刑事が現場に到着。�
さっそく捜査を始めました。

A

A

A

A

A

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

回　答

あなたの男性不信度は?
このテストではあなたの男性に抱く疑問や不信感を診断する事が出来ます。テレビの殺人事件をあなた自身の生活に

関連させる事で、あなたの心の奥に潜む、男性に対する憎しみが浮かび上がってくるのです。

嫌いな上司や先輩などあなたが「相性が悪い」と思っている

男性のタイプです。好きな人を想像した人は、彼との関係が

うまくいっていない事を示しています。

胸 = 心をなかなか開いてくれない。

背中 = いつもあなたに背を向けている。

首から上 = 顔が嫌い。

腰から下 = 男性として尊敬できない。

カーテンの裏 = 価値観や考え方の違い。

トイレの中 = 体の構造やSEX。

ベッドの下 = 恋愛や人間関係における態度。

男性に言われたくないひと言です。

あなたが知りたい男性の謎です。

あなたが相性が悪いと思う原因を象徴しています。

あなたが心惹かれてしまう男性です。
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