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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

修学旅⾏︕
5030 選択 U.H.Z 2011-01-07 00:02:26 返信 報告

皆さん、こんばんは。
 strayさん、質問へのご回答＆画像ありがとうございました。

>どの曲にも出てこないので（笑）、ロケ地マップには載っていません。 
 >2004LIVEツアパンのショットです。

・・・考えてみれば、ライヴのときの服装と同じですね（笑）。

何故このような質問をさせていただいたかと⾔うと・・・
 実は、1⽉9⽇から14⽇まで、東京に修学旅⾏に⾏くんです（︕）。
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13⽇に東京都内⾃主研修というのがあって、無理やり銀座あたりをルートに⼊れました（笑）。

#5022の画像も、東京国際フォーラムじゃないかなと9割がた思っていたんですが（すみません）、
 ⾃信が無かったので確認させていただきました（笑）。

班員の他の友達からは
 「アーティストが来てる訳でもないのに、なんで⾏きたいの︖」

 と疑問の声が上がっているのですが、まあ、そこは気にしない（笑）。

・・・話題がそれましたが、写真が撮られた場所（泉⽔さんが⽴っている場所）は、
だいたいどの位置なのでしょうか︖

 どうせ⾏くなら⽴ち位置まで⾒ときたいので（笑）。
 かなり突き詰めた質問で、研究の対象では無いのかもしれませんが（笑）、

 ご存知の⽅がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします(´Д｀)
 

Re:修学旅⾏︕
5035 選択 stray 2011-01-07 12:55:53 返信 報告

U.H.Zさん、こんにちは。

こんな真冬に修学旅⾏ですか︕ 変わった学校ですね（笑）。

>  班員の他の友達からは 
 > 「アーティストが来てる訳でもないのに、なんで⾏きたいの︖」 

 >  と疑問の声が上がっているのですが、

お友達の意⾒が正しいと思います（笑）。

>  写真が撮られた場所（泉⽔さんが⽴っている場所）は、だいたいどの位置なのでしょうか︖

東京国際フォーラムで撮った写真は、数多くあります。
[5024]は、この画像（出典︓WHAT's In 2004年12⽉号）の撮影場所で、

 画像右側（建物の⻄側）はガラス張りになっていて、最上階から下まで
 スロープで降りることができます。私は⾼所恐怖症なので無理でしたが（笑）。

https://bbsee.info/newbbs/id/5030.html?edt=on&rid=5035
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=5035
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/aac933717a429f57c6ca58f32975c597.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id5024.html


Re:修学旅⾏︕
5036 選択 stray 2011-01-07 12:57:17 返信 報告

[5022]は、この写真奥の⾚丸地点からガラス張り⽅向を撮ったものと思われます。

Re:修学旅⾏︕
5037 選択 stray 2011-01-07 12:58:34 返信 報告

たぶん、こんな感じ。

東京国際フォーラムで泉⽔さんに成りきってきてちょ︕（笑）

Re:修学旅⾏︕
5053 選択 U.H.Z 2011-01-07 22:14:09 返信 報告

strayさん、こんばんは。
 お教え頂き、ありがとうございます︕︕

>こんな真冬に修学旅⾏ですか︕ 変わった学校ですね（笑）。 
 そうなんですよ、変わってるんです（笑）。

 因みに、旅⾏が終わった次の週から模試が雪崩のようにやって来ます（笑）。

この、⾚⽮印のところですね︕分かりました︕
 明⽇こっそりプリントして、持っていきたいと思います（笑）。
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ありがとうございました︕︕

Re:修学旅⾏︕
5054 選択 PAN 2011-01-07 22:23:38 返信 報告

U.H.Zさん、所⻑、こんばんは︕

U.H.Zさんは修学旅⾏で東京ですか︕楽しみですね〜︕
 東京国際フォーラムはＪＲ有楽町駅からスグですのでアクセスは抜群です︕＾＾

 地下1階ロビーにはインフォメーションコーナーがあり、無料の⼩冊⼦もあったかと思いますの
で記念に貰うといいと思いますよ︕

 銀座⽅⾯に少し⾜を伸ばす（徒歩10分くらい）と銀座⼭野楽器もありますので、もし時間に余
裕があれば是⾮⾏ってみてください。

 ⾳楽に関するいろいろな商品があって⾒ているだけでも楽しめると思いますよ。かつて泉⽔さんも⽴ち寄ったことがある
そうです（笑）

 ともあれ東京の修学旅⾏、たっぷり満喫してきてくださいね。お⼟産レポート楽しみにしています︕＾＾

ご参考に。
5060 選択 げんしじん 2011-01-07 23:21:41 返信 報告

U.H.Zさん、こんばんは。 

ご参考に。 
http://www.youtube.com/watch?v=mLYcguNvKhI

素敵な修学旅⾏になりますように。 

strayさん、皆さん、はじめまして。 普段から、閲覧で楽しませていただいています。 

お邪魔しました。。。

ありがとうございます︕
5063 選択 U.H.Z 2011-01-08 10:29:48 返信 報告
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PANさん、げんしじんさん、こんばんは。

PANさん
 昨⽇はかにさんの⽅でお世話になりました（笑）。

>地下1階ロビーにはインフォメーションコーナーがあり、無料の⼩冊⼦もあったかと思いますので記念に貰うといいと思
いますよ︕

東京国際フォーラムのパンフレットでしょうか︕︖分かりました、取って参ります︕︕（笑）

⼭野楽器は、去年⼀度⾏ったことがあります。もちろん、今度も⾏く予定です（笑）。
 楽譜や楽器も充実してるから、すごいですよね︕︕

 泉⽔さんが⽴ち寄ったことがある、というのは初⽿です。その時の⽴ち位置は・・・︖

冗談です（笑）。

げんしじんさん
 ご⾃⾝で撮影なさったんですね︕とても助かりました︕

 僕はビデオカメラを持っていないので、羨ましいです（笑）。撮影⼿段がiPodしか無いので（泣）。

他の動画も⾒させて頂きました。六本⽊⻄公園、とても懐かしかった（︖）です。
 ⼭野楽器のイベントの様⼦も、実際に参加したような気分になりました（笑）。

これからも、動画の投稿頑張ってください︕

では、⾏って参ります〜︕

Re:ご参考に。
5064 選択 stray 2011-01-08 14:33:07 返信 報告

げんしじんさん、はじめまして︕

東京国際フォーラムの映像、どうもありがとうございます。
U.H.Zさんは現場に⾏かなくてもいいくらい（笑）、撮影ポイントを抑えてられますね︕

 隠れロケ地ファンとお⾒受けしました。未解明のロケ地情報等がありましたら、
どうぞよろしくお願い致します。
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レポート完成しました。・・・ゴメンナサイ︕︕
6222 選択 UHZ 2011-03-25 23:30:03 返信 報告

Z研の皆さん、こんばんは︕超お久しぶりです︕

1⽉14⽇に終わった修学旅⾏、今⽇やっとレポートが完成いたしました（笑）。

⻑い＆グダグダで、読みにくい事と存じますが、何卒ご了承くださいm(_ _ )m

そして、謝らなければならないことがあります・・・。
 とりあえず、レポートを読んでください・・・（泣）。

http://ameblo.jp/birdmanwest787/theme-10032683734.html

↑Yahoo!ブログを電⾞ブログ（笑）に、アメブロをメインに使っていくことに決めました︕
 どちらも（笑）よろしくお願いします︕︕

Re:レポート完成しました。・・・ゴメンナサイ︕︕
6227 選択 stray 2011-03-26 08:58:31 返信 報告

UHZさん、お久しぶりです︕

遠い記憶になりつつありますが、ありましたね〜、なぜか真冬の修学旅⾏（笑）。

ブログ拝⾒しました。
 スキー教室がメインの修学旅⾏だったのですね、ようやく納得できました（笑）。

 39℃を超える熱を出しながらたった⼀晩で復活とは、たいした根性です。
 その根性が報われないところが笑えるレポートですが（笑）、

 謝ることはないですよ、時間がないのに東京フォーラムに⾏ってくれてありがとう︕

東京の⼤学（東⼤︖）を⽬指してられるようなので、泉⽔さんの⾜跡を
 じっくり噛みしめる機会はいずれ来るでしょう。もしかしてそのための東京の⼤学︖（笑）

またの機会に︕
6233 選択 UHZ 2011-03-26 23:53:33 返信 報告
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strayさん、こんばんは。レポート読んで下さり、ありがとうございます︕

> 謝ることはないですよ、時間がないのに東京フォーラムに⾏ってくれてありがとう︕

いえいえ、折⾓教えて頂いたのに・・・申し訳ない気持ちでいっぱいです。
 今度東京に⾏った時は、絶対隅々まで⾒てやります︕︕

 > 東京の⼤学（東⼤︖）を⽬指してられるようなので

⽬指す⼤学については・・・この際ノーコメントで（笑）。

>もしかしてそのための東京の⼤学︖（笑）

その考えを必死に押しつぶそうとしている今⽇この頃です。
 ⾯談では⾔えませんから（爆）。

Re:修学旅⾏︕
6234 選択 板垣死すともＺＡＲＤは死なず︕︕ちょおまｗ 2011-03-27 01:32:13 返信 報告

修学旅⾏で思い出した
 http://uproda11.2ch-library.com/290747iIR/11290747.jpg

Re:修学旅⾏︕
6242 選択 UHZ 2011-03-29 00:34:45 返信 報告

こんばんは。

https://bbsee.info/newbbs/id/5030.html?edt=on&rid=6234
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=6234
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/91576cbf171986154e523305a69c79d3.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/5030.html?edt=on&rid=6242
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=6242


この⽂章・・・ブログ⾃体は⾒たこと無いのですが、yahoo!知恵袋で回答者の⼀⼈が引⽤して使っていたのを覚えていま
す。

真偽のほどは定かではありませんが、⾒やすいようにリンクまで貼って頂き、ありがとうございました。
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