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今日は広報の人に Twitter のアカウントを見てもらいました。ア
イコンが何かよくわからないと言われたので、ここに来る前に
南極から流れてきた氷をアイコンにしたいなと思ったんですけ
ど、その時のその時の風景を得て書けないので、通関業写真し
ました。と言ったら、自分の写真にしてと言われました。

僕は写真が撮れない量と言ったら、②頼めと言われました。②
お願いしたら、ここに入る時に写真を撮ったから、それでいい
だろうと言われたので、人事の船にお願いして写真をもらおう
と思います。広報の人は Twitter ってあるのですかと聞いたら、
すごく前の広報の人に教えてもらった以外はわからない

8350.11.06

広報の人は名前載せていいですかと言ったら、恥ずかしいから
やめてって言われました。。は、どうして船は見ないから勝手に
しろって言ってました。なんで船は見ないんだろうと思ったけ
ど、この端末は、ここにいっこしかないし、船のみんなはもっ
とすごいやつを持ってるからいらないんだなって思ったけど

Twitterって全然文字が入らないし、顔が見えないし、びっくりマー
クでないし、あった違うこれ ! 出ないのはアプリだこれアプリっ
て書いてある、アプリがぐちゃぐちゃなのでちゃんと治します。
アイコンも僕の写真にします。今日は仕事があったので早く寝
ます明日も早いので、何日か後にします。

おひるごはんです。

8350.11.08

8350.11.09

さいきんは、ちょっと暖かくなってきたので、夜でも 5℃あります。
もうすぐ夏だから。

そういえば、Twitter のアイコンに使いたいから証明写真を送っ
てくださいって人事の船にお願いしたら、なんで自分の顔を使
うの？旗でよくない？そもそも Twitter ってなに？っていわれま
した。Twitter って、なんなんだろう・・・・・

“vessel resource” って日本語で “人事” っていうんですか？翻訳
アプリがどうやって訳してるかはよくわかんないけど、“人” っ
て人間のことですよね？ぼく、マルから日本語と漢字教えて貰っ
たけど、日本語だと “vessel” が “human” になっちゃう言葉が
あるのは不思議だとおもいました。
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2018 年の、11 月 27 日に、ぼくの所属している会社が入会説明会？
をやるので、宣伝してくださいって言われて、それで 2018 年は
Twitter が一番効果があるからって言われて Twitter はじめたんで
すけど、ぼくも疑問なんですけど、2018 年ってここの会社でき
てないはずなんですけど、技術的には大丈夫らしいです。

ぼくとマルはいろんな仕事をしてるから、説明会も行ったほう
がいいですかって聞いたら、ぼくとマルが 2018 年と通信できる
ようにするシステムが当日までに間に合わないから、代理で現
地の人間がやってくれるらしいです。2018 年はまだ人間が地上
にいるっていうのは本当なんだなって、びっくりしました。

8350.11.11

今は 8350 年なので、6300 年ぐらい前ってどれぐらいすごいのか
わからないです。2018 年から 6300 年ぐらい遡ったら、メソポタ
ミアで人間が街を作り始めたぐらいってでてにました。ぼくか
らしたら 1 万年以上前のことなので、想像つかなし、そのとき
には船はまだ二本足じゃなかったのも、想像つかない。

ぼくは 2018 年の代理の人間を直接みたわけじゃないけど、人間
の形って全然変わってないし、ぼくたちの使ってるものもそん
なに当時と変わらないって聞いたので、多分ぼくの想像とあん
まり変わらないんだろうなと思います。ぼくは、人間を見たこ
とがないけど、船と姿が変わらないというのは勉強しました。

広報の人に、自己紹介したらどうかなって言われました。ぼく
は南極うまれです。ママはストレガのヘリで、ぼくの小さいと
きに墜落しちゃったので、船のマルがぼくのこと引き取ってく
れました。船に似てるって言われるけど、リグは持てないので、
船じゃないし、羽もないのでペンギンでもないです。たぶん

いまはブルーリボン貿易連合というすごく大きい会社の中で、
アフターマンシップスっていう小さい会社をマルとやっていて、
このアカウントはぼくとマルの会社のアカウントです。ブルー
リボンの人たちは Twitter を使ったことがない？らしいのでぼく
が代わりに広報の依頼を、受けてます。

ぼくの名前はフィンといいます。Fionnancier Spangle がフルネー
ムです。日本語だとなんて読むんだろう。女の子みたいって言
われるからぼくはフィンって名乗ることにしてます。マルはマ
ルです。マルは船だけど、船の名前はぼくには教えてくれません。
他の船もマルとか、違う名前で呼んでます。

マルはぼくより小さくて、ペンギンより小さいけど、すごく昔
からいる船みたいで、すごく友達がたくさんいます。戦闘艦も
非戦闘艦も、タグボートもマルのことを知ってます。2018 年に
はたぶんマルの記録があると思うけど、ぼくたちの時代では読
む方法がないので、マルはマルなんだなあとおもってます。

8350.11.12
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今日はすごく冷えこみました。でもマルをだっこしてるとあた
たかいです。マルはぬいぐるみ扱いすんなって嫌がるけどぼく
はマルのことが好きなのでだっこしてたいです。

そういえば昨日は、Twitter をお休みしてました。マルの友達の
エムさんが会いにきたので、今度別エリアに誘導する予定の戦
車の群れを見ながらお弁当を食べました。ぼくが寒いからマル
をだっこしてたら、エムさんが真似してぼくのことだっこして
きたので、暑かったです。戦車は大きかったです。

8350.11.16

エムさんは、ぼくに一緒に南極から出ようって言ってくれた船
です。ぼくが行きたいって言ったらマルがすごく嫌がってたの
を覚えてます。でもなんだかんだいってついてきてくれました。
エムさんは一緒に出ようって言ったのに、先に出てぼくらのこ
と置いていったので、よくわからない船だなと思ってます。

クリスマスの準備で、輸送部門と発注部門がばたばたしてます。
ぼくたちのところにもクリスマスの仕事がきます。南極ではク
リスマスをやってなかったので最近知ったけど、クリスマスっ
ていうのは人間が昔やってたお祭りで、天狼局の管轄地区にい
くと木が光っているので、木が光るお祭りらしいです。

クリスマスの時期に輸送や配達にいくときは、サンタクルーズっ
ていう船の服を着てくださいっていうのがあるみたいなんです。
サンタクルーズはもともと人間だったけど、輸送効率を求めて
船になって、フィンランドっていう国からこの時期に東回りで
世界一周旅行をする客船になったって聞きました。
人間って船になれるんですか？

8350.11.17

ほかの部署の船から、そろそろ夏だけどフィンくんは夏の水着
は買わないの？って言われました。ぼくはマルからマル以外の
前で絶対に服を脱いじゃダメって言われてるし、ぼく自身も一
回脱いだら自分で着れないし、転がる以外なにもできなくなっ
ちゃうので、水着が必要かどうかはマルに聞くことにします。

あと、ずっと前の広報の人から、これは広報アカウントなのに
日記になってるって言われたけど、ぼくもそう思います・・・

8350.11.21

昔、ペンギンから教えてもらったおはなしをします。昔、まだ
人と船が海を臨んでいた頃に、氷の竜が現れました。氷の竜は
世界の北に城を作り、海と国の北半分を凍らせてしまいました。
人の勇者は船を率いて竜を倒しに行きましたが、竜は手強く、
勇者と竜は互いに刺し違えたまま息を引き取りました。

竜の死骸はさらに国と海を凍らせ、残された人々は山の上に逃
げました。山に登れない船は、南の海に逃げました。船の戦士
がどうなったかはわかりません。勇者もいなかったかもしれま
せん。でもペンギンは今も昔と変わらぬ姿で、人の言葉を使い
この話を語り継いでいます。おしまい。

本当はもっと長い話だけど、Twitter は日本語だと 140 字しか書
けないので、短い話にしました。

8350.11.19
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こんにちは！フィンです。みなさんも身体に気をつけて、お仕
事頑張ってくださいね！ぼくは今から、ヒドラシャークのフカ
ヒレを獲りにいくお手伝いをします。ヒドラシャークは頭が 999
個あって、切っても切っても生えてきます。水産課の船は、500
年ぐらい前は頭が 4 個だったって言ってました。怖いなあ。

ヒドラシャークは頭が多くなりすぎたのでヘカトンケイル
シャークに改名するそうです。獲ったフカヒレの一部をスープ
にしてもらいましたが、ぼくはマルから食べちゃダメって言わ
れました。海は、水銀にすごく汚染されてるし、サメは不老不
死なので身体の中に水銀がいっぱい濃縮されてるらしいからです。

8350.11.22

頭がいっぱいあるサメは、元々頭が一つしかなかったけど、戦
争と水質汚染を生き延びるために複数のサメが合体したそうで
す。今日獲ったフカヒレの組織からは、専門の船たちが昔の出
来事がわからないか調査するそうです。人間や嵌合種がサメを
食べると森羅万象の知を得られるっていう伝説もあります。

ぼくもサメを食べたら森羅万象を知れるようになるんですか？
でも、森羅万象が何かわからないので、わからないがわかるよ
うになるだけで、やっぱりわからないような気もします。スー
プは、いい匂いでした。湯気が暖かかったです。

マルの友達の、ハイカワさんに会いにいってました。ハイカワ
さんに、この前のコミティアのことを伝えたら、ハイカワさん
が昔住んでた場所の近くでも似たようなイベントをやっていた
ことを教えてもらいました。人間は本を作るのが好きらしくて、
ハイカワさんも人間の本を沢山持ってるって行ってました。

8350.11.28

宗谷って船は、日本で色々なことをやってた船で、すごく小さ
いけど戦争にも行ったし、灯台に荷物を運んだりもしたし、南
極にも行ったそうです。マルみたいですごいなあ。マルもすご
く昔に戦争に行ったみたいで、南極にも 3 隻ぐらい「先輩」っ
てマルのことをよんでる日本の船がいました。

あっ、マルは戦争に行ったことを話してくれないんですけど、
マルの友達がたくさんいて、その人たちがみんな戦争のことを
話してたり、マルの話をするので、多分そうかなって思ってる
だけです。マルは南極にいつからいたのかも教えてくれないで
す。でもぼくはマルのこと好きです。大切な家族だから。

8350.11.23

ハイカワさんが人間のイベントで買ったことのある本見せてく
ださいってお願いしたら、君はまだ 17 歳だからだめだよってた
しなめられました・・・・マルもぼくにそんないやらしい本を
見せるなって怒ってました・・・・

いやらしい本ってどんなのだろう・・・きっと、冷蔵庫の中に
ある誰かのとっておきのプリンを、夜中にこっそり食べて、朝
起きてくるまでに同じものをコンビニで買って戻しておくとか、
そういうのだと思います。そういうのをマルはいやらしいって
言ってました、エムさんに前にやられたからって・・・・
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いま、一号さんっていう、マルの友達がすごく久しぶりに地上
に降りてきてて、うちに遊びにきてたんですけど、ちょっと目
を離した隙にぼくの端末いじっちゃったみたいで、変なツイー
トがでてました・・・ごめんなさい。一号さんが消したらぼく
とマルのおしり触るって言うから消しません・・・・

8350.11.30
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ぼくも 2018 年になにか、お礼がしたいです。早くなにかできる
ようになってほしいけど、今の技術では物を送ったりすること
ができません。歯がゆいです。。。

代理の人に、ぼくにできることがありますかって言ったら、フィ
ンくん自撮りしてっていわれたけど、端末のカメラまだ壊れて
て、今新しい備品の申請を通してもらってるところなんです。
端末はすごく高度な技術を使ってるので、アヴァロンっていう
潜水艦の研究機関から貰うしかなくて、時間がかかります。

8350.12.03

そろそろ、端末の申請結果がわかってもいいと思うけど、アヴァ
ロンからの問い合わせが帰ってきません。潜水艦はどこにいる
かわからないし、ぼくは船じゃないからソナーもなくて、他の
船みたいに仕事中に探知できたら釣り上げるっていうのができ
ないです。マルも昔はソナーは持ってたけど今はないって。

8350.12.04

端末の申請通ってたみたいです！ 58 さんっていう潜水艦にいつ
もお願いしてて、お返事きてたんですけど、「2018 年化石か？笑
笑つよタブあげるわ」だそうです。月末までには新しい端末で、
写真とか投稿できるようになるとおもいます！

8350.12.05

58 さんから「端末とペン、デコっとく？」って言われたので、
会社の名前を入れてもらおうと思ったら、もう発注出しちゃっ
たって言われました。勝手に入れられたらどうしよう。58 さん
は、ぼくが連絡入れると「おフィンフィンランド開園」って言っ
てくることがあるので、それが入ってたら嫌だな・・・・

今日は猫と仕事をしています。猫は人間がいた頃からずっと猫
で、変わらないんだそうです。マルも昔、猫と同棲していたけ
ど、昔の猫は転生サイクルが短くて、あんまり長く一緒にいれ
なくて、最初ぼくにその猫の名前をつけるつもりだったそうで
す。だとしたらぼくはフィンじゃなくてタケシだったのかな。

猫とのお仕事、大変です・・・猫は、人間でも船でもないし、
嵌合種でもないので、考えてることがぼくたちと全然違います。
お仕事っていっても、猫とお仕事するんじゃなくって、ぼくた
ちが猫に雇われてるし、猫はとても立場の偉い種なので、難し
いです。きつねみたいに扱うとシャーッてされました・・・

きつねはぼくの友達で、仕事で上海にいくとよく遊んでくれま
す。香港にいったときもいます。大体どこにでもいるし、ごは
んおいしいところ教えてくれるし、お腹わしゃわしゃってする
とンケケって鳴いてうるさいです。きつねは喋るからそういう
のが普通だと思ってて、猫は喋らないからびっくりしました。

8350.12.06
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おはようございます。昨日は、端末の引き継ぎ設定とか、契約
書とか、色々大変でした。なんか、思ったより早く端末がくる
みたいです！嬉しいな。はやく色んな写真を見てもらいたいです。

結局クリスマス前後の日には、サンタの衣装を着ることになっ
てしまったんですけど、やっぱり試着のときにデザイン部や広
報部のみんなにビックリされてしまいました・・・。そのこと
でマルがすごく怒ってました。怒ってくれたので、帽子を被る
だけでよくなったんですけど、すごく申し訳ないです。

8350.12.08

ブルーリボンはすごく長く続いてる会社なんですけど、ぼくみ
たいなタイプは今までいなかったらしいので、本当に嵌合種な
の？って言われることが多いです。ぼくは一応そういう嵌合種
で通してるけど、自分のことはヘリコプターだと思ってます。
ママはヘリコプターで、ぼくは二本足だから、たぶんパパ似。

端末、南極に届いたって、マルの後輩さんたちから連絡があり
ました・・・・会社名義じゃなくてぼくの名前で配送手配した
ので、本所在地に行ってしまったみたいです。速達で送り返し
てもらってます。配達のストレガも人工知能だし、ぼくのこと
知らないだろうし、こればっかりは仕方ないです。

ストレガっていうのは、ヘリコプターとか、輸送機のことです。
ぼくはいつもヘリコプターのことをヘリコプターって言ってる
けど、本当はストレガ・ロトーレっていう種類になります。ヘ
リコプターは操縦士がいないと飛ばない、喋らないヘリコプター
のことです。でもそういうヘリコプターは今いないです。

8350.12.11

端末が届いたんですけど、ぼくのこと生体認証してくれないの
で、困ってます・・・

8350.12.13

今日は南極の日なのでおうちでケーキ食べてます

8350.12.14

2018 年はエーテル接続をしてないのかなって思ったけど、まず
粒素エーテルが発見されてなくて、抽出もできてなくて、通信
は線とかサーバーがないとできないって教えてもらったので、
不便で大変そうです。

8350.12.15

昔、船と人間がまだ一緒に生きてた頃、船は船らしくしていな
いと非難されたそうです。自分が船だったときのことを思い返
したりとか、それに基づいた好き嫌いがないと「船らしくない」っ
てすごくいっぱい言われたって、マルがいってました。今はそ
んなことないので、よかったです。マルはマルだから。

8350.12.17

おはようございます。昨日はクリスマス前なので、色々ありま
した。イルミネーションをつけないといけないんですけど、木
や岩やメディアテトラに電飾を巻きすぎて、バチバチ！って音
がしてコードが焼き切れちゃったりとか・・・

8350.12.20
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おはようございます！今日の仕事はサンタをやります。こっち
は夏なので、水着でパフォーマンスをしたり、サンタもすごく
薄着です。南極はこの時期も寒かったので、寒そうだなって思っ
てしまいます。ぼくは水着になれないので、できるだけ薄着で
サンタをやっています。でも暑そうって言われます・・・・

なんで全身タイツなんですか？ってお客さんから聞かれてしま
いました・・・・これ脱いだら、ぼく誰の前にも出れなくなっちゃ
うんですって説明したんですけど、よくわかんないって顔され
ました・・・・・

8350.12.24

メリークリスマス！今日は、仕事が終わったらハイカワさんの
おうちでケーキを食べます。

おはようございます。今日は仕事休みです。まだおうち帰れて
ません。マルが起きないです・・・昨日マルが飲んだお酒の量
を縦に並べたら、マルの全長の 3 倍ぐらいあると思います。南
極にいた頃も、家にいるときも飲まないのに、珍しいです。楽
しかったのかな。ぼくは未成年なので飲んでません。

8350.12.25

8350.12.26

おはようございます！ 2018 年は、そろそろ終わりますね。ぼく
たちのお正月は天狼局に合わせて 2 月なんですけど、ブルーリ
ボンは元々イギリスにいた船が多いので、慣習的にお休みにな
ります。船によっては、2 月お正月に合わせて働いてたりするの
で、うまくルーティンが組まれてるのかなと思います。
ぼくはお休みです。掃除とかします。5 メートルぐらいある蛾が、
リビングに入ってきちゃって・・・・・

8350.12.27

こんにちは。今日から、コミケっていうのがあると聞きました。
8350 年にもアニメや小説、漫画はありますよ！たぶん、皆さん
の知ってる作品も、飛び飛びで残ってます。みなさんの年代で
例えると、ギルガメッシュ叙事詩みたいな感じです。本当に飛
び飛びにしか残ってないし、口伝での再現だったりします。

本とか絵とか、文化物と呼ばれるものは、昔すごく大きな戦争
があったときに、データ保存されてたのはなくなっちゃったら
しくて、誰かが読んでたり、たまたま残してたりするものが奇
跡的に今もある状態だと聞きました。昔のマンガや本は、博物
館にいくと復元されたレプリカが読めます。

好きなマンガとか、本とか、よくよく考えるとどれなんだろうっ
て迷っちゃいます。最近読んだのは、あなたの人生の物語って
いう本でした。ぼくは感想文を書くのが得意じゃないんですけ
ど、おもしろかったです。

今ぼくたちの時代の本だとっていう「道端の石」っていう本が
面白いです。すごく遠くの宇宙から、ローマっていう国のネロっ
て王様に地球が滅ぶぞって通信が入って、歴史がどんどん変わっ
ていくのを王様が止めていくんですけど、その行動が国民に理
解されないけど、王様は役目を果たしていくっていう話。

8350.12.29

ローマっていうのは、すごく遠い昔にあった国らしくて、そう
いうすごく昔の話を書けるのは一部の船だけです。だからさっ
き紹介した本を書いたのは、船です。イタリアの船だそうです。
名前は忘れちゃったので、また思い出したら書きます。
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こんにちは。昨日かいた、本の作者の名前なんですけど、調べ
たらダヴィンチって船でした。でもダヴィンチって名前の船は
けっこういるので、どのダヴィンチなのかはわかりませんでし
た。もしかしたら、たくさんの船が、共同でダヴィンチの名前
を使ってるのかもしれませんね。

Twitter は自分が経験した死にそうな話を漫画にしたら view が
稼げるよってダニエルさんに教えてもらったんですけど、ぼく
も真冬の南極で海に落ちた話を漫画にしてもらったらいいんで
しょうか。

8350.12.30

マルから、「そういえばクリスマスプレゼントのこと忘れてた」
と言われました。あんまり欲しいものがないので、ぼくも忘れ
てたけど、一人で南極から出ようと無茶したぼくについてきて
くれたし、それにクリスマスに一緒にケーキ食べたので、それ
でいいよっていったら、ぎゅってしてくれました。

あっ、でも Twitter に海に落ちた話を漫画にして載せたいっていっ
たら、「辛い話を辛いって吐き出すのはいいけど、辛かった話で
ウケをとっていくと、そのうち辛かった話が自分の大半を占め
て辛い生活しか送れなくなるからやめろ」と怒られました。マ
ルがいつもより真剣で怖かったです。

花火が上がってます！どーんどーんって音がします！

8350.12.31

花火じゃなくて近海で交戦になってるらしく避難勧告でまし
た・・・・・・

交戦終わったので戻ってこれました。びっくりしたー。戦闘詳
細見てるんですけど、ナヴカスールが数体、湾岸部に接近して
きたので追い返したみたいです。ナヴカスールっていうのは、
船だけを攻撃する機械で、いろんなとこにいます。海とか、陸
とか。
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8351.01.02

いきなり 8351 年はじめての誤字をしてしまいました・・・

8351.01.01

こんにちは。今日は、マルの友達がおせちとおつまみとお酒を
いっぱい持ってきて、みんな飲んでます。今日は、というより、
昨日の夕方ぐらいから集まって、みんなずーっと飲んでて、ぼ
くは夜明け前に寝て、今起きたらみんなお酒入れすぎて静かに
なってて、なんだか時間が止まったみたいになってました。

マルの友達は、マルより小さいタグボートもいるし、マルの何
倍も大きい輸送船や軍艦もいます。20 隻ぐらいきたので、家が
ぎゅうぎゅうなので、ぼくは今台所の隅っこにいます。このツ
イートをして、お皿を洗ったら、みんな起こそうと思います。
知らない船ばっかりだから、ちょっと不安だけどがんばります

おしりさわられました・・・・・

みんななんとか帰りました。さっきおしり触ってきたのはミカ
サさんでした。マルはまだ寝てるので、そっとしてあげてます。
そういえばさっき、知らない眼鏡のお姉さんがきて、お年玉を
くれました。知らない誰かからの物を貰うなってマルに言われ
てるけど、これ不審物で届けたほうがいいんですか・・・？
 

こんばんは。昨日知らないメガネのお姉さんから貰ったお年玉
ですが、マルに見せたら「誰に貰った！」ってすごく大きい
声で怒鳴られて、びっくりして、朝はずっとしょんぼりして、
Twitter を見れませんでした。でもマルはちゃんとごめんなさいっ
てしてくれたから、もう大丈夫です。

貰ったのは、なんかの棒？みたいな・・・誘導とかに使う光る棒・・・
サイリウム？みたいなやつです。でも今仕事で使ってるオレン
ジや赤のとは形が全然違ってて、光も青白いです。ぼくの部屋
だと部屋の明かりが入ってうまく写真撮れないからマルに撮っ
てもらおうと思います。ちょっとまっててください

8351.01.03
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貰った棒は、不審物届けを出さなくてもよくなりました。マルが、
それはぼくのだからぼくが持ってた方がいいって。でもあんま
り外とか船の前で振り回さない方がいいそうです。確かに、今
法律で決められてる誘導灯とか、船灯と規格が違うから、虚船
と思われて撃たれたりしたら大変ですね。

虚船というのは、識別システムに表示されるけど、意思疎通が
できなくて攻撃行動をしかけてくる船のことです。最近、太平
洋側に増えてきてて、安全保障部がぴりぴりしてます。ナヴカ
スールと違って、元々顔見知りだったり、すごく昔に行方不明
になってる船が多いので、撃沈か拿捕かが難しいそうです。

8351.01.04

船は死なないし、怪我しても平気で、ナヴカスールに細切れに
されても何日かしたら戻ってくるっていうのは、ぼくたちにとっ
ては常識なんですけど、すごく昔の戦争では、船がたくさん沈
んで、まだ戻ってきてないそうです。戦争で使われた爆弾がよ
くなかったそうですけど、記録がないのでわからないです。

こんにちは。今住んでるシドニーは夏で、今日は 17 度もあって、
いつもより暑いです。この 2000 年ぐらいで地球温暖化が進んだ
から、これからもっと暑くなるかもって予報が出てました。ぼ
くは今着てる下の服を脱げないので、半袖を着てもあんまり涼
しくないから、あんまり暑くなってほしくないです。

ぼくとしては、身体は暑くないんだけど、首のつなぎ目のとこ
ろが汗でじめっとするのと、汗が服の中に落ちてくとき変な感
じがするので、ちょっときもちわるいなと思っています。でも
他のみんなみたいな身体があったら、汗で全身じめっとするか
ら、どっちがいいのかって言われたら、難しいです。

8351.01.05

エムさんが、アイス買ってきてくれたので食べました。エムさ
んはいつもふかふかのコート着てるので、暑くないの？って聞
いたら、暑いっていってました。ぼくみたいに脱げない理由が
あるんだろうなと思うので、それ以上聞いてません。アイスは
おいしかったです。ベリー系の味がついてました。

8351.01.06

おはようございます！ブルーリボンでのお正月休みが終わった
ので、次は天狼局のお正月の準備です。お休みが多いと仕事が
どんどん溜まっていくの、ちょっと大変ですね・・・・・この
時期は危険物の運搬が多くなるので、航路安全が本当に大事に
なります。ぼくもマルも、今日は搬入のお手伝いにいきます！

8351.01.07

こんばんは今日はぼくが更新できないので代わりにマルにツ
イッターを入力してもらっています昨日仕事してたら暑くて倒
れちゃったいました服の素材が南極のときのままだっだので熱
がこもりすぎて熱中症というのになったそうです最初ベロで入
力を頑張ったけど画面がよだれまみれになるのでやめました

8351.01.08

手が使えないのは不便だから首から下の身体がはやく生えてき
たらいいのにって思いますでも首だけだとマルに抱っこしても
らえるのでそれは嬉しいですマルが今これ本当にツイッターに
書くのかって聞いてきたけど書きます写真も載せたいけど首だ
けの写真はセンシティブすぎて規制されるらしいからやめます
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おはようございます。ペンを口で持ったら自分で打てることに
気づきました。今日は、マルがぼくの夏服を探してくれています。
マルが昨日、服のこと気づかなくてごめんって謝ってきたけど、
マルは船だから暑さ寒さわからなくても仕方ないし、ぼくもこ
んなに夏が暑いと思ってなかったからお互いさまです。

このやりかたはあごがつかれます。うごけないから荷物きたら
どうしよう。ぼくは今頭だけしかなくて、カゴの中にりんごみ
たいに入ってて、それがリビングのソファにおいてあるので、
他からみたらすごく事件性があります。だれも勝手に入ってき
ませんように

8351.01.09

おなかすいたな。マルはやくかえってこないかな。天井に 3 メー
トルぐらいの蜘蛛と壁に 5 メートルぐらいの蛾がいるから不安
です。

ダニエルさんとアネットさんがきてくれました � 
アネットさんは、ぼくの前の広報の人で、お菓子くれる人です。
ダニエルさんは昨日片腕を海に落としたらしいので、アネット
さんが代わりに Twitter をしてくれてます
ぼくは今ダニエルさんの猫にぺしぺしされています

蜘蛛と蛾を追い出してもらって、アネットさんの作ったくるみ
パンを食べています。ダニエルさんに「ゆっくりじゃん」って
いわれたけど、ゆっくりってなんですか？って聞いたら、ゆっ
くりっていう、ぼくみたいに頭しかないキャラクターがいたら
しいです。もしかしてぼくは、ゆっくりだった・・・� 

マル、天狼局の方までぼくの服を探しに行っちゃったみたいで
す。今日は帰ってこれないって連絡がありました。ぼく一人は
あぶないからって、ハイカワさんがうちにきてくれています。
寂しくない？って、聞かれたけど、仕事やセキュリティクリア
ランスの都合で 1 日マルと離れることはあるので、平気です。

きつねに、マルを見かけたら、いつもいく刀削麺のお店に連れ
ていってあげてくださいと連絡しました。美味しいお店があっ
て、きつねとはいくけど、マルとはいったことがなかったです。
オッケーしてくれたから、大丈夫だといいな。あっ、でもきつ
ねはマルのことわかるかな・・・・

ぼくは、ハイカワさんがごはんを作ってくれたし、頭も洗って
くれたので、寝ようとおもいます。ハイカワさんが、マルとの
昔の話をちょっとだけしてくれました。戦争が起こるずっと前、
マルがハイカワさんと一緒に散歩してたら、親子と思われたら
しくて、しばらくは他者と距離をとって歩いてたそうです

戦争が起こる前はマルも日本にいて、マルは東京の静かなとこ
ろで暮らしてたらしいけど、ハイカワさんのいた横浜は人と船
がたくさんいたそうです。S.H.I.Pじゃない船が港にたくさんいて、
人間がたくさん暮らしてる街って、おとぎ話みたいです。でも
2019 年の皆さんがいるので、現実なんですよね。
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おはようございます。マルはまだ帰ってこないです。今日もお
留守番です。蛾が入ってきませんように。

8351.01.10

わーっゴキブリ

ゴキブリ、宅配の人でした・・・びっくりした・・・・・ぼく
がドアを開けられないからって不在確認のために換気扇から
入ってこないでほしいです・・・・

マル！

今、服のセットアップをしてもらってます。仙人の人が、マル
にぼくが着れる服のお店を紹介してくれて、お昼もおごってく
れたらしいです。きつねに会った？って聞いたら、狐は見てな
いって言われました。仙人の人、きつねの友達なのかな。仙人
は偉いので、ほとんど街には出てこないって聞いてます。

いま、きつねから「マルは帰ってきた？」って連絡がありました。
今度天狼局にいったら、きつねにお土産を渡そうとおもいます。
今は一旦、お礼を言おうとおもいます。

おはようございます！久しぶりに、自分の手が使えるようにな
りました。マルはまだ寝てます。お疲れだから、今日はゆっく
り休んでもらおうとおもいます。ぼくは身体慣らしで、家の周
りを走ってます。夏服、生地がさらさらしてて、風通しがよく
て気持ちがいいです。

8351.01.11

こんにちは。マルを描いてみました！
マルにマルの絵を見せたら「はみ出さないようにちゃんと色を
塗ろう」って言われました。でも褒めてくれました！

8351.01.12
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こんにちは。連合で管理してる人間の集落に、種屋さんがきた
そうです。種屋さんは世界中を回って、古い植物の種を探して
くるのが仕事の人間です。人間にも種類があって、すごく高い
山のシェルターに普通はいるんですけど、それだと人間文化が
発展しないのでいくつか集落を地上に作ってるそうです。

集落は会社が管理してて、機械や動物に荒らされたり、粒素結
合物に汚染されないように保全されてます。種屋さんは、ずっ
と前に集落から出て行ったとかで管理下にないので、本当は集
落に入っちゃいけないそうです。ぼくみたいな嵌合種も入れま
せん。種屋さんは条件付で特別に何日か滞在できるそうです。

8351.01.13

今日きた種屋さんは、ぼくぐらいの年の子だったそうです。世
界中を自分の足で回るのが種屋さんだから、すごいなって思い
ました。でも報告の内容は、種屋さんが昔行方不明になってた
船を載せてて、その船が全身崩壊して損傷が酷くて身元がわか
らないので心当たりのある方は連絡くださいってものでした。

管理の船が引き止めようとしたんですけど、荷物取引だけ済ま
してすぐに出て行ってしまったそうです。アメリカでの話です。
なんだか最近、行方不明の船が攻撃してきたりとか、ちょっと
不安になる話が多いです。嵌合種のぼくでも不安だから、船の
みんなはもっと不安だと思います。

全然関係ないですけど、ぼくは昔、自分のことを人間だと思っ
てた時期があって、ペンギンと全然見た目が違うし、図書館に
あった本にあった人間とすごくぼくが似てたので、もしかして
ぼく人間なのかな？って思ってたんです。でも人間は首から下
の胴体があるので、違いました。

8351.01.16

8351.01.18

おはようございます！仕事をしてると、あっという間に 1 日が
終わります。マルが、「気づいたら 6000 年経ってて、4000 年ぐ
らいのことを思い出そうとしてもわりとぼんやりしてる」って
言う気持ちがわかる気がしました。Twitter に何を書いて、何を
書いてないかを忘れて、同じことを書いちゃいそうです。

8351.01.15

こんにちは。髪の毛がもしゃもしゃして暑いです。切りたいなー
とは思うけど、マルが言うには、「3 歳ぐらいのときに毛がもしゃ
もしゃしてたから切ってあげたけど、切った 3 分後には元の位
置まで伸びてきた」って・・・・船みたいに、自由に髪の長さ
が変えられたらいいのになって思います。

ぼくの髪の毛、色が 2 つに分かれてて、よくみんなに金髪だねっ
て言われるけど、中の方は黒いので、本当に金髪なのかなと思
うときがあります。昔、1 号さんに髪の毛ピカッチューっていわ
れました。ピカッチューって白じゃないの？と思ったけど、知っ
てる機械に貼ってあるデカールが薄れてるだけでした・・・

おはようございます！今日は、バベルを使わない Twitter です。
バベルは便利な翻訳機構、しかし全ての地域で対応されていな
いです。以前の本に誤字と誤訳がありましだ、だからぼくも日
本語をうまく読みたいです。できるなら、とてもいい商品で、
よくなります！自分で書いた、意味は通じますか？

日本語うまくなったって、マルに褒められました！喋るのも難
しいですけど、読み書きが難しいです。字が沢山あるので、頑張っ
て覚えます！ 2019 年の人と、おしゃべりできるぐらいにはなり
たいです。まず、企画を通さないといけないけど・・・・
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こんばんは。狐って人間に変身できるんですか？ 2019 年でそう
いう話が流行ってるというのを代理の人に教えてもらいました。
ぼくの知ってるきつねは、いつでもきつねなのでよくわかりま
せん。きつねのままお箸でラーメンを食べるし、ぼくよりお箸
を使うのがうまいです。あとで変身できるか聞いてみます。

いま、きつねに LL で聞いたんですけど、「なれるよ」ってかえっ
てきました！でも「仕事着みたいなもんだから小芬と会うとき
は人間はナシね」って言われました。ぼくも会社のウインドブ
レーカーを着て、友達に会うのはちょっと恥ずかしいです。

8351.01.19

こんばんは。今日は服を洗っていたので、家でおとなしくして
いました。頭だけで動けたら便利なのになって、いつも思います。

こんにちは！ 2019 年は、海の色が青かったと聞いています。黒
だったり、緑だったり、天気や場所によっていろんな色だったっ
てマルやハイカワさんやエムさんは言います。今、シャークベ
イや他の場所へ行っても、海は真っ赤なので、海が青いって想
像がつきません。入っても大丈夫だったんですか？

今、海は真っ赤だけど、とりあえず入っても大丈夫です！ぼく
も小さい頃に海に落ちたけど生きてます。粒素となにかの元素
が反応して、真っ赤になってるそうです。前に海が映ってる写
真をヘッダーに設定してたけど、端末変えたときに写真どっか
いっちゃいました・・・

8351.01.20

8351.01.21

こんにちは。そろそろ 2 回目のお正月ですね！羊の置物がいっ
ぱい出てます。2019 年はイノシシの年らしいけど、8351 年は羊
年です！干支っていうのは、みんな動物だときつねから聞きま
した。羊は昔、戦車じゃなくて、小さくてフワフワの生き物だっ
たそうですね。イノシシはフォークリフトっぽいです。

嵌合種で、昔いた動物にそっくりらしい人はたくさんいます。
ぼくの先輩のアネットさんは、兎っていう動物に似てるらしい
ですけど、本物の兎は見たことないです。干支の動物で本物を
知ってるの、ネズミと鳥と犬と蛇と龍かなあ。龍は、仙人の偉
い人がそれらしいです！

8351.01.24

こんにちは。たまに、自分の本名の綴りを忘れそうになります。
ぼくがフィンって呼んでくださいって自己紹介するから、みん
なぼくのことフィンって呼ぶし、マルもぼくのことフィンって
呼ぶから、自分の名前を署名しないといけないとき、ぼくの本
当の名前はなんていうんだっけ？ってなっちゃいます

8351.01.25

こんにちは。仕事で天狼局にいくと、向こうは北半球だから冬
で寒いので、顔がキーンってします。寒いのは平気なんだけど、
シドニーは夏だから、変な感じになります。向こうにいるとき
はあったかいお茶が美味しいのに、家に帰ってくるとアイスが
食べたくて仕方ないので、気持ちが忙しいです。

8351.01.27

そういえば！！今日教えてもらったんですけど、海が真っ赤な
地球儀が 2019 年にあるらしいですね。もしかしたら、他の誰か
がもう 2019 年とコンタクトをとっていて、6000 年以上先の地球
はこうなっちゃうから、船と人間は戦争しちゃダメって教えに
いったのかもしれないですね。法律的に大丈夫なのかなあ。
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おはようございます！昨日言ってた赤い地球儀は、野球チーム
のグッズだったんですね。びっくりしちゃいました。8351 年に
もタフィー・スリーっていう、有名な空母と駆逐艦の総合スポー
ツチームがあって、よく試合の生中継をしています！見に行き
たいけど、人気なのでチケットがすぐ売り切れになります。

おはようございます！明け方に、戦車が家のガレージに突っ込
んだらしくて、すごい音がしてびっくりしました。家と放牧場
は遠く離れてるんですけど、寝ぼけてこっちまで来ちゃったみ
たいです。大人のエイブラムスだったら、ガレージがぺちゃん
こになってたので、子供のセンチネルでよかったです！

8351.01.28

おはようございます！ガレージが凹んだところは、すぐ直して
もらいました。ぼくは今、漢字の勉強をしているのですが、凹むっ
て漢字はパンを挟むへたの記号みたいで面白いです！凸って漢
字もあるんですね。凸は、船を正面から見たように見えます凸
凸凸艦隊や船団が作れますね！

こんにちは。粒崩壊症の予防接種を受けたんですけど、ぼくは
手に打つのができないので、首に注射をちくーってやられまし
た。毎年やられるから平気だけど、会社の注射は南極のよりも
痛かったです！！！！逃げないようにマルに押さえられてたし、
ちょっと泣いちゃった・・・

8351.01.29

8351.01.30

8351.01.31

ぼくの手は、服を着てるとあるんですけど、それは服の手なので、
ぼくの身体じゃないから、身体になにかしたいときは全部頭に
やらないとダメなので、お医者さんがびっくりしてました。病
院船のお医者さん、優しかったけど、注射痛かったです
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