
ゆっくり読みたいと、ご要望がありましたので

過去の記事をＰＤＦ化しました ε=(ノ≧∇≦）ノ

ブラウザの左上の

「ファイル」　⇒　「名前を付けて保存」

で　ダウンロードできますヽ(´ `∀ ｡)ﾉﾟ

02/21 13:59
日本で開発！地上と宇宙つなぐエレベーター＼(^ω^＼)
http://t.co/y2gWLaMK

02/20 13:53
(*´∀｀*)握力が強いほど長生きする！発表！≪厚生労働省研究班調査≫
http://t.co/ST4JfqVK

02/20 12:46
政治家が怖がる"日本の危険性" (ﾟﾛﾟ*)ﾉ
http://t.co/LeBinCgQ

02/20 12:38
北朝鮮「全面戦争の用意できた」
http://t.co/KXvDwW69

02/20 12:30
年商 5億♪紙の面白さを知り印刷屋として起業、ネット通販で急成長中(･∀･)
http://t.co/ifKf5iYZ

02/20 12:24
「優柔不断」は現代病？治し方は
http://t.co/ATAyK1jF

02/20 08:15
自己暗示で自分の癖、習慣が激的に変わる♪まるで魔法！ヾ(￣∇￣= 
http://t.co/AFuaIfIJ

02/20 06:27
PICKUP！3最近の話題ランキングヽ（●´3｀）ノ゛
http://t.co/N2GTNVfc

02/20 02:53
なぜ地球に生命が生まれたか、その謎に迫る
http://t.co/jzwIR6BW

02/19 09:59
(；´艸｀)時速 300km！助手席に乗った美人妻の反応
http://t.co/lzLe0T7E

02/19 09:50
(´Д｀；)現代っ子が過去の遺物レコードやテープを見た時の反応
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http://t.co/cAOmsYyC

02/19 09:32
（｡･Д･｡）恐怖、トイレの落書きに返答すると... 　動画映像
http://t.co/E3vmOmrD

02/19 07:06
日本政策投資銀行が、女性に最大１０００万円の奨励金♪急げっヾ(´▽｀*;)
http://t.co/3uJV5ICV

02/18 10:19
（　´∀｀）ふふっと笑える写真
http://t.co/ZAuv9Dnf

02/18 10:08
(´Д｀。)心に響く有名な泣ける詩
http://t.co/06cmdpds

02/18 10:03
アレルギー、花粉症…子どもの発症増加≪東京都福祉保健局調査≫
http://t.co/RDknx6kp

02/18 09:52
(●´∀｀)ノ"実に鋭い"14 歳の指摘 国会中継　日曜討論ほか
http://t.co/RMFmxBYp

02/18 09:43
憂鬱になる曜日、第一位は?
http://t.co/m6JrpNg6

02/18 09:35
世界銀行の発表を基に、世界の国々の起業しやすさを大発表
http://t.co/rh6W10WO

02/18 09:24
カリスマ投資家になる方法とは？
http://t.co/0ixyKXeu

02/18 09:12
なぜ？日本に IT 企業が育たない・・そのワケとは
http://t.co/I3gFQEHx

02/18 09:01
d(´▽｀)b ユーロ圏国債に保証付与
http://t.co/OoD9Rpgo

02/17 11:54
真面目な人間は何故損をするの？
http://t.co/0jb0kAvi

02/15 04:41
癒されるヾ(o′ｴ`o)ﾉねこ好きにはたまらない！クスっと笑える画像♪
http://t.co/YVGmg25T
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02/15 02:56
(*^-^)体重 7040グラムの巨大赤ちゃんが誕生！
http://t.co/IQePhPh7

02/15 02:16
(ヽ>ω<)本当は体にいいのに「ダメ」と誤解されていること
http://t.co/6nFy2z6f

02/14 00:59
(･∀･)今日のあなたの運気、占い、バイオリズムは？
http://t.co/oOpZRGRd

02/14 00:43
(*´∀｀)ﾉキンモクセイやねむの木が地震予知の救世主にっ！
http://t.co/h9MtAOya

02/14 00:26
巨額赤字で大手家電メーカー存亡の危機
http://t.co/ziWOumeR

02/13 03:21
(*ﾟ 0 ﾟ)ド肝を抜かれる深海魚の画像！
http://t.co/urGwP2sW

02/13 03:14
(*´Д｀)今の若者が年長者に嫌われる理由
http://t.co/6E3tAQol

02/13 03:06
【号外】天皇陛下の手術決定
http://t.co/ZwJS8cab

02/13 02:54
イイ感じ(ｏ´∀｀ｏ)東京円、７７円台後半
http://t.co/MEXzGOv9

02/12 16:31
ボクシングアニメ「はじめの一歩」無料配信
http://t.co/zwl4yb9E

02/12 15:19
PICKUP！2最近の話題ランキングヽ（●´3｀）ノ゛
http://t.co/BEXmZ5yx

02/11 17:49
ミスドを越える？『マック』 ブルーベリーチーズパイ終了して、新発売はコレっ！
http://t.co/hYTkn5Yt

02/11 17:35
ヾ(ﾟД ﾟ)ﾉ火星に海があった！欧州宇宙機関（ESA）　生命は・・
http://t.co/J0B5WOZP

02/10 18:07
あなたも必ず癒される d(･ω･｡)くるねこ大和の”ステキなパン”とは？
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http://t.co/jbxrBR67

02/10 17:42
毎日の献立をもう迷わないヽ(｡ゝ ω・｡)ﾉヘルシーお料理献立メニュー♪
http://t.co/IweGX22p

02/10 17:19
立派な精神を養う！こどもへの教育に伝えたい言葉
http://t.co/P9ZzpPSs

02/10 16:14
ワンちゃんのしつけ d(^^*)これから飼おうと思っている人も必見♪
http://t.co/eveaqL58

02/09 21:53
( ﾟД ﾟ)金太郎の末裔？不思議な人の話
http://t.co/N9k9ZdvP

02/09 21:29
知らないと危険！何気ない食べ物が意外な高カロリー
http://t.co/DT9zNv3m

02/09 21:21
脳科学者が解く　自分に自信がありそうな人の特徴
http://t.co/7RxOlc7z

02/09 21:14
皆や国に迷惑？アルコール飲酒は、社会的損失が年間４兆≪厚生労働省研究班≫
http://t.co/FHvHTdEj

02/09 21:07
厚生労働省調査 『タバコを吸う人間は、低所得』と判明
http://t.co/1jAvfVVl

02/09 20:52
(`A´)20代のタメ口にイラつく人続出
http://t.co/a77JxSFH

02/09 11:19
国内での性別適合手術に予約殺到(゜ロ゜)最短でも２年待ち？
http://t.co/6OsF6VqT

02/07 22:07
ヽ(▽｀)ノなぜか癒される？４コマ漫画　＋　笑える漫画　集
http://t.co/XIhXAJ7Y

02/05 15:28
ヾ(*´ `)∀ ﾉ生命の可能性の惑星をとうとう発見！！
http://t.co/Rr20aNxG

02/05 12:25
ねこちゃん・ワンちゃん？(´･ω･`;)　オッサンみたいな動物たち画像
http://t.co/onOVdav1
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02/05 12:16
ρ(`O´*)無理やり SNSを勧める友人に憤慨
http://t.co/eiA5iul9

02/05 09:19
恐怖...Facebookや Twitterは・・・　研究者の発表で実態が明らかに！
http://t.co/6qZSF2Mu

02/04 09:43
PICKUP！最近の話題ランキングヽ（●´3｀）ノ゛
http://t.co/v8uVLWEl

02/03 19:54
PICKUP！(o ﾟ▽ﾟ)o 野鳥写真＆簡単料理レシピ＾＾　ナイス！なブログを紹介♪
http://t.co/5K6V6QOc

02/03 10:49
(o )oNASA ≧∇≦ 火星植民地プロジェクト 移住する人募集
http://t.co/qInsmn38

02/03 10:23
ヽ(ヽ>ω<)「霊が乗り移った！」 男性を親族 9人で押さえつけ「除霊」、死亡させる…
http://t.co/aigvl7Bk

02/03 03:51
沖縄移住や、田舎暮らしのあこがれと、リアルな話。
http://t.co/zcNBIdd1

02/03 03:26
2012年　(｡･ω･｡)今年の恵方やレシピ etc、節分
http://t.co/nuzcKwxv

02/03 03:16
ヾ(*・ω・)ノ゜脳内金属でとうとう病気の謎が解ける！
http://t.co/jNmHqbch

02/03 03:05
( ;ﾟД ﾟ)シイタケに規制値 4 倍セシウム。食品への放射性物質の影響
http://t.co/FFsQyQOW

02/03 02:26
上場企業 1 兆 2100億円の赤字って？日本大丈夫？w(ﾟﾛﾟ;
http://t.co/f4tZOsMp

02/02 23:54
ﾟヽ(*´ `)∀ ﾉﾟ東大史上ナンバーワンの秀才と言われて、糞の役にも立たなかった
http://t.co/Li3aRjB2

02/02 23:28
(ｖ｀▽´)ｖ裁判官を相手に訴訟？
http://t.co/KmL1XuqN

02/02 22:36
（+´∀｀+）インフルエンザ対策は湿度は 50～60%で安心！
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http://t.co/G4vKoEPB

02/02 22:18
(σ^ ^)σ ▽ ビンチョウマグロの旨ウマ料理レシピ　漬けマグロのサラダ
http://t.co/V2GMlzCQ

02/02 21:32
(o≧▽ﾟ)oハッピー気分になれる創作お菓子「チョコ編」　是非参考に♪
http://t.co/DUA0LuJ9

02/02 11:51
(o ﾟ▽ﾟ)o米軍は、既に戦争ではロボットなどで無人！人は戦地に送り込む必要のない時代
http://t.co/bUNoD0mO

02/02 11:08
(*ﾟ∀ﾟ)表現の自由を規制する、インターネット規制
http://t.co/n11rbL31

02/02 00:54
ヾ(ﾟД ﾟ)ﾉ２０１２年予言で有名な紀元前のマヤ文明のマヤ人は、日本人と血縁関係だった？！
http://t.co/QSM7eaBa

02/02 00:05
( ∠ ﾟ д ﾟ)/ NASA　太陽系、実は宇宙に山ほど存在していた！

http://t.co/UdGu9vJ1

02/01 23:43
( ﾟД ﾟ)直下型地震「４年以内に７０％」
http://t.co/P9ZI07zb

02/01 23:36
(。ﾟ ω ﾟ)低所得ほど女性の肥満割合は高く喫煙率が高い＜国民健康・栄養調査＞
http://t.co/gmkH4IlO

02/01 22:36
(o；TωT)o米諜報機関：今後 10年で飲料水の不足が起きる
http://t.co/Rnt2qX9H

02/01 22:27
福島原発のカラクリ(動画です)！！
http://t.co/h5eL3zBX

02/01 22:20
(*ﾟO ﾟ)ﾉ鹿児島でとれたそら豆（ソラ豆）なぜ放射能汚染 している？
http://t.co/dbIBJKtp

02/01 08:43
(o・∀・)」 やっぱユーロ／円は売りだよね♪
http://t.co/JMx8Z6Cr

02/01 08:20
(*ﾟﾛﾟ)福島第一４号機、原子炉から漏水
http://t.co/KMIHOIVc
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02/01 08:09
ご飯・パンを抜くのが人類本来の食事
http://t.co/uhS4mrWe

02/01 07:40
(/´Д｀)/糖質を摂らないと脳の働きが鈍る
http://t.co/9W1IIlTE

01/30 10:22
「嘘をつく生活に疲れた」自分の死亡届を提出
http://t.co/U7b8IFxz

01/30 09:52
答弁書が来ました。日本人全員を侮辱
http://t.co/xZU3i4Zt

01/30 09:01
(o ﾟ▽ﾟ)o米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）が発表！隕石からＤＮＡの成分発見！生命の源は宇宙だった！？
http://t.co/sDRFcm69

01/30 08:46
(*ﾟ▽ﾟ*)ＮＡＳＡが生命の可能性のある地球とほぼ同じ惑星を２つ新たに発見
http://t.co/CAmGlc2k

01/30 08:36
(ll ﾟ д ﾟ ll)ﾟ「人類滅亡の日」マヤの長期暦は２０１２年１２月２１日で終わりを迎えるとされる
http://t.co/TUno2Y84

01/30 07:43
（o´ω｀o）欧州では日本のアニメと漫画、「ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ」（ワンピース）や「ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－」が急

激に伸びている
http://t.co/PoE1QbQG

01/30 07:25
どこに行ったの？( ゜C_゜；)復興関連費のうち、約１５００億円の使途不明金が発覚
http://t.co/XVbjZav1

01/30 07:09
（；￣Д￣）大学へ行くための時間ややる気や学費がなくても 4600円の資金があれば、約 2時間で卒業

証書が手に入る。
http://t.co/huqUoOvj

01/30 06:50
バルト海の海底でナゾの巨大物体を発見(￣ロ￣;)
http://t.co/76PRyCwp

01/29 15:17
東大など、数十年来の脳の謎を解明
http://t.co/uHIwJwGm

01/29 15:06
氷河期が明日にでも来てもおかしくないらしい　っか 1万年ぶり
http://t.co/fhmbeQ1r
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01/29 14:50
テレビが若者叩き！しかも不思議な円グラフを作って(　ﾟ д ﾟ)ﾝ
http://t.co/KvPji7yM

01/29 13:56
政府が国民保護法に基づき、長崎空港で爆弾テロ想定した訓練を実施
http://t.co/wb4HSyEF

01/29 13:45
麻薬取締局、『エクスタシー』（MDMA）を PTSD治療に使う臨床試験を許可
http://t.co/6QWEMC4y

01/29 13:35
戦争したっていい！　と言っている石原都知事
http://t.co/hYEnHiA6

01/29 12:51
土器や倉庫の話から始まる？日本の小中学校の歴史教科書のナゾ
http://t.co/uMrYITao

01/29 12:29輪廻転生って実際どーよ？科学的には？
http://t.co/XjYJse0I

01/29 12:04
日本人と宗教！！みんなが毛嫌いする理由は？
http://t.co/zfmtjnQR

01/29 09:21
バレンタインデー間近にありがちな“男性の言動”
http://t.co/fZ1gMUSz

01/29 09:14
お年玉が子供たちをダメにする「2万円じゃイヤ！12万円欲しい！」
http://t.co/KfM0bOSe

01/29 09:07
事故が原因？障害のような奇病（動画）
http://t.co/2xx14OX9

01/29 09:01
就職活動というのはそれだけでしょうけど、人生で考えると、実はその先のほうが長い
http://t.co/w9B2JHmz

01/29 08:52
世界史に残る大事件で、政府をあげて証拠隠滅をしている
http://t.co/nTV1CDsY

01/29 08:44
最近のトレンドは尾崎豊の歌詞に？
http://t.co/lYEPJbsw

01/27 13:25
凄い円高！外為市場は円　ロング（買）に決まってるだろ！
http://t.co/S1WFA4ul
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01/27 10:49
とってもジューシーに焼ける「伊東家の食卓」　意外なもので？！肉汁たっぷりハンバーグ♪
http://t.co/EpQ213Ft

01/27 10:44
自己啓発本読まなきゃ
http://t.co/cpbStcmH

01/26 08:08
女の子の本音 本心ではめんどくさいなーって思う男の特徴
http://t.co/dy1dvGuQ

01/26 07:52
ノロウイルス感染するとどのくらいやばい？
http://t.co/BxEpgUuk

01/26 07:21
自己啓発書を読んで
http://t.co/is60qUvo

01/26 07:03
福島産米、最大 85 トンを偽装販売
http://t.co/LUBZI9DX

01/26 06:22
消費税率 8%になったら、1万円配る
http://t.co/hpOaNq7v

01/26 06:10
世界の危険な都市トップ１０
http://t.co/h3tBTMds

01/26 05:57
生活保護　働けないってのはその時点で生き物として生きる資格がない
http://t.co/byrBQuFV

01/26 05:45
死んだ魚の目をしてるからな パーツの問題ではない
http://t.co/jznoVKJ8

01/26 05:38
昔、ロシアで５％ほどの大金持ちが生まれました。それはお金を海外に逃がしていたんですね。
http://t.co/VCaHyqNL

01/26 05:27
自分の生活が第一
http://t.co/0dNPVcZs

01/26 05:17
派遣村の実態
http://t.co/k5iNzXfF

01/26 05:02
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アメリカからメールにログインされてる
http://t.co/rVzmS72X

01/26 04:58
携帯にもメールを受信できるサービスなんて利用していない
http://t.co/H7o3YxLu

01/26 04:55
何カ月もログインしてなかったのに数日前に 5回ほどログインされてたんだぞ
http://t.co/HYnPtBNG

01/26 04:51
あんな言い訳で納得すると思った？
http://t.co/fs3vxBRV

01/26 04:49
ＰＣを起動すらさせてない日にも履歴があるのはなんで？
http://t.co/5rVia4Rp

01/26 04:45
素直に
http://t.co/rnSwHJPV

01/26 04:43
個人情報流れてる
http://t.co/JKnGaGRK

01/26 04:40
知らない IPからのログイン履歴が
http://t.co/getPYo8c

01/26 04:36
勝手に拘束して「公務執行妨害」って。何もしてなかったのに！
http://t.co/Oi6ng1YF

01/26 04:29
靖国神社
http://t.co/kEsEZCUp

01/26 04:26
報道なんだから
http://t.co/mdZbmewm

01/26 04:21
前例のこと
http://t.co/hhxhkyQj

01/26 04:19
命に関わる問題
http://t.co/A2Rrun14

01/26 04:16
日本を任せられる器量のある奴
http://t.co/2OCOrdS7
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01/26 04:14
アレ出すと被曝量がわかるとは聞いていたけど
http://t.co/9PkyZoNv

01/26 04:10
本当にヤバイ
http://t.co/JLYvY7Ka

01/26 04:07
TPPが施行
http://t.co/e0cHqpwp

01/26 03:55
ここまでくると後は自分の選択
http://t.co/bkQqzD9m

01/26 03:46
年間 1 ミリシーベルト超えるとヤバイ
http://t.co/ps2J57iN

01/26 03:41
福島浪江ダッシュ村　ただ今最大４５ μ ｓｖ/ｈ　千葉の柏市では
http://t.co/Vaxvq54K

01/26 03:31
年 20 ミリ大丈夫
http://t.co/cEDSz3Ln

01/26 03:27
日本のエネルギー戦略
http://t.co/2wyvU430

01/26 03:24
安全なんだったらなんで
http://t.co/vOqm0tFo

01/26 03:16
義援金募っておいて結局三割も住まないような無駄な仮設住宅建てて
http://t.co/B3XXy1v7

01/26 03:07
ここまで大規模に被爆ってのは人類史上初めてではないのか？
http://t.co/cmKoMBcg

01/24 03:42
大槻教授がＴＶ番組の超常現象のやらせを暴露してしまった!(ﾟД ﾟ||) たけしの「超常現象 SP」心霊写真

もオカルトもホメオパシーも犬と話せるもヽ(ﾟД ﾟ;)ﾉﾞ
http://t.co/jg5bh1e7

01/23 08:52
「メンヘラ」とは 「メンタルヘルス」（心の 健康）「精神疾患・精神障害を持つ人」
http://t.co/fuBsG3vK
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01/23 08:40
レイザーラモン RG“ワケあり物件”でDr.コパが嘔吐！風水とか占いとかスピリチュアルとか心霊
http://t.co/gt4QnT5F

01/23 08:26
欲深いから部屋が汚い やっぱ部屋がきたない人って人間性に問題ある(・´ω`・)？
http://t.co/ZmJ5o7lp
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