
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 ⾦曜日 土曜日

1 2 3 4
休みの日で仕方ないの

で、休み
撮った写真がつまらない
ものに思えて来たので、

休み

この数週間ブログのメン
テナンスをしていないの

で、休み

ウノで一人勝ちしたの
で、休み

5 6 7 8 9 10 11
昨夜のニュースで無理を
しないようにと言われたの

で、休み

駅のホームドアが開くのが
遅かったので、休み

バス停に着いた時ちょうど
バスが来たので、休み

狭い道で道を譲っても
らったので、休み

仮名⼊⼒派は絶滅危
惧種なので、休み

朝起きた時に頭の中で
バッハの旋律が流れたの

で、休み

12 13 14 15 16 17 18
富士山の火口では机が

ないので、休み
山⼿線、京浜東北線が
線路⼯事で運休なの

で、休み

電⾞の中でくしゃみをして
いた人がいたので、休み

木曜日なので、休み バッハのゴルトベルク変奏
曲を聴いて、諸⾏無常
の響きがしたので、休み

道で滑ると受験⽣に悪
いので、休み

19 20 21 22 23 24 25
昨夜スマートフォンの充
電をし忘れたので、休み

前を歩く二人連れが人
の流れをせき⽌めていた

ので、休み

消費税が何がどうだかわ
からないので、休み

Amazonでプリンタインク
を注文したので、休み

番茶も出ばななので、休
み

目の前をバスが通り過ぎ
て⾏ったので、休み

26 27 28 29 30 31
指のささくれが痛いので、

休み
朝起きた時に頭の中で
津軽三味線の節が流れ

たので、休み

中原中也の詩集が非常
に難解なので、休み

目薬がうまく眼に⼊らな
かったので、休み

深海では明りがないの
で、休み

メモ:

2020年1⽉



日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 ⾦曜日 土曜日

1
除湿器をかけたので、休

み

2 3 4 5 6 7 8
「⻯⾶は本州の極地」な

ので、休み
会社を休む夢を⾒たの

で、休み
発泡酒の代わりに本当
のビールを飲んだので、

休み

寒冷地帯では寒冷なの
で、休み

昨日家の前の掃き掃除
をしたので、休み

パソコンモニタのホワイト
バランスがうまく調整でき

ないので、休み

9 10 11 12 13 14 15
朝起きた時に頭の中で
男はつらいよの旋律が流

れたので、休み

吹雪の地域の人達は大
変なので、休み

インフルエンザにかかって
いる人は大変なので、休

み

会社に⾏くと⼀杯チョコ
レートを貰うことになり
困っちゃうので、休み

豪雪地帯では大雪なの
で、休み

16 17 18 19 20 21 22
雪掻きをするので、休み 写真を撮っていたら観光

バスが停まって人がいっぱ
い降りてきたので、休み

天網恢恢疎にして漏らし
てしまったので、休み

iPhoneの同期に時間が
かかるので、休み

電⾞の冷房の風が直接
当たるので、休み

写真の露出補正をせず
にたまたま良い写真が取

れたので、休み

23 24 25 26 27 28 29
⾏楽地に人が多いので、

休み
血液型がO型ではないの

で、休み
駄洒落が受けたので、休

み
駅のホームの列⾞の案
内板が故障していたの

で、休み

昨日細かい文字を拡大
鏡で読んだので、休み

2020年2⽉

メモ:



日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 ⾦曜日 土曜日

1 2 3 4 5 6 7
花粉症で苦しんでいる
人は大変だと思うので、

休み

靴の紐を結び直したの
で、休み

廊下の電球が切れたの
で、休み

ゴミ箱に足の小指をぶつ
けたので、休み

朝起きたら頭の中で祇
園精舎の鐘の声が聞こ
え、諸⾏無常の響きがし

たので、休み

目薬がうまく眼に入ったの
で、休み

8 9 10 11 12 13 14
電⾞の中で⾃分と同じタ
ブレットを使っている人が

いたので、休み

風に流されて⾏く灰⾊の
雲に⾒とれていたので、

休み

ウェブで娑羅双樹の花を
⾒て、盛者必衰の理を
感得したので、休み

マリオカートでコースアウト
したので、休み

お返しのチョコレートを準
備するのが大変なので、

休み

お返しのチョコレートを上
げるのが大変なので、休

み

15 16 17 18 19 20 21
玄関のドアの蝶番が軋む

ので、休み
駅の⽴ち⾷い蕎⻨でか
き揚げを奮発したので、

休み

寺社で三門の屋根の先
端を構図から外したの

で、休み

豆腐の角に頭をぶつけた
ので、休み

昨日傘を買い替えたのに
今朝⾬降りなので、休み

22 23 24 25 26 27 28
電⾞でお年寄りに席を
譲ったので、休み

親戚の結婚式で撮った
写真を上げたので、休み

使用済インクカートリッジ
が10個溜まったので、休

み

カメラが故障しているかも
知れないと心配なので、

休み

他の誰かと連帯を示すの
で、休み

友人の発表会で撮った
写真を上げたので、休み

29 30 31
宇宙空間では宇宙線が

強いので、休み
日の出ツァーに⾏ったの

で、休み

2020年3⽉

メモ:



日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 ⾦曜日 土曜日

1 2 3 4
電⾞が揺れて倒れ掛
かった人を支えたので、

休み

マントルでは高温高圧な
ので、休み

口内炎が治ったので、休
み

萩原朔太郎の詩集が非
常に難解なので、休み

5 6 7 8 9 10 11
何もないので、休み 暑くも寒くもないので、休

み
宇宙⽅程式の⾏⽅が気
になるので、休み

バッハのフーガの技法を
聴いて、諸⾏無常の響
きがしたので、休み

近所の家が取り壊された
ので、休み

近くの公園で桜が咲いた
ので、休み

12 13 14 15 16 17 18
今はどんな光学ドライブ
でもDVDが再生できるの

で、休み

執筆活動で1日が短い
ので、休み

今週末の天気が気にな
るので、休み

来年⾞検なので、休み 電⾞の遅延がないので、
休み

カメラの予備電池が⾒つ
からないので、休み

19 20 21 22 23 24 25
昨日図書館で本を借り

たので、休み
デジカメの予備電池が⾒
つかったので、休み

半分使ったインスタント
ラーメンが残っているの

で、休み

心頭滅却すれば火もま
た涼しいので、休み

トムヤムクンラーメンが売
り場からなくなったので、

休み

因果応報なので、休み

26 27 28 29 30
鞄の手入れ用のMink
oilを2つ買ってしまったの

で、休み

年⾦支給開始時期がだ
んだん遠のいて⾏きそう

なので、休み

今夜はヴァルプルギスの
夜なので、休み

2020年4⽉

メモ:



日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 ⾦曜日 土曜日

1 2
近所の人と挨拶を交わ

したので、休み
寝室の⾬⼾が閉まってな

かったので、休み

3 4 5 6 7 8 9
週報は廃止と言われた

ので、休み
朝起きた時に頭の中でコ
レルリの旋律が流れたの

で、休み

前を歩く外国人夫婦が
抱っこしている子供と目
が合ったので、休み

10 11 12 13 14 15 16
誰かが休めと言っている

ので、休み
iPhoneをiPadの充電
器で充電すると早いよう

なので、休み

エアコンのリモコンが一つ
⾏⽅不明のため、休み

ラーメン屋が休みなの
で、休み

モノクロ写真の魅⼒に取
り憑かれたので、休み

電⾞が急ブレーキをかけ
たので、休み

17 18 19 20 21 22 23
前⻭に海苔がひっ付いて

いるので、休み
駅の発⾞のメロディが⽿
に付くので、休み

⾏⽅不明のiPadのケー
ブルが気になるので、休

み

メールを送信したが相手
先に届いていないので、

休み

奥さんに買い物を頼まれ
たので、休み

明日の写真教室のこと
が心配なので、休み

24 25 26 27 28 29 30
部屋の窓を開けて換気

したので、休み
今日の天気が気になる

ので、休み
キーボードの音が大きい

ので、休み
鼻毛が伸びているので、

休み
粗大ごみを出したので、

休み
乗った電⾞が新型⾞両

なので、休み

31

2020年5⽉

メモ:



日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 ⾦曜日 土曜日

1 2 3 4 5 6
昨日実家に電話をしそ
びれたので、休み

外国人に日本語で時間
を聞かれ、英語で答えた

ので、休み

吾輩は猫で、名前はまだ
ないので、休み

バイオリンが壊れていない
かと怖くてケースを開けら
れないので、休み

深海では高圧なので、
休み

コンビニでお釣りがないよ
うにきっちり払えたので、

休み

7 8 9 10 11 12 13
⾬乞い目的で洗⾞する

ので、休み
昨日の⾬乞いで⾬が
降ったので、休み

木乃伊取りが木乃伊に
なったので、休み

Wikipediaに300円寄
付するので、休み

狭い道で道を譲ったの
で、休み

駐⾞場の駐⾞券を店内
に持って⾏き忘れたの

で、休み

14 15 16 17 18 19 20
失敗する可能性のある
時は失敗するので、休み

ゴミを出すのに奥さんの
靴で⽖先⽴ちで歩いて
⾏ったので、休み

近くの家電量販店が閉
店セールなので、休み

使わないまま乾いてしまっ
たウェットティシューがあっ

たので、休み

ハイゼンベルクの不確定
原理が変わってしまった

ので、休み

「良い⾹り」とは⾔うが、
「良い匂い」とは⾔わない
と⾔われたので、休み

21 22 23 24 25 26 27
財布の中の割引券を不
要なレシートと一緒に捨
ててしまったので、休み

髭の剃り残しがあったの
で、休み

水中では息ができないの
で、休み

電⾞内でダイヤ改正のア
ナウンスがあったので、休

み

以前作ったフォトアルバム
が、悪くないなと思ったの

で、休み

成層圏では空気が薄い
ので、休み

28 29 30
田舎の家の雪囲いの連
絡があったので、休み

乗ったバスがオートマチッ
クトランスミッションだった

ので、休み

2020年6⽉

メモ:



日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 ⾦曜日 土曜日

1 2 3 4
一生懸命執筆した作品
が良さそうに思えて来た

ので、休み

パソコンのメインディスプレ
イが4kなので、休み

妹が初めてスマートフォン
を買ったので、休み

犬を2匹散歩させている
人がいたので、休み

5 6 7 8 9 10 11
サラダ記念⽇なので、休

み
USBメモリーのキャップが

ないので、休み
価格.comよりも楽天の
価格が高いので、休み

誰かの誕生⽇なので、
休み

写真のプリントがうまく⾏
かないので、休み

写真編集でやり過ぎの
写真ができたので、休み

12 13 14 15 16 17 18
メガネが曇っているので、

休み
カメラのレンズが狂ってい
るいるかも知れないと心

配なので、休み

スイカの種を飛ばしたの
で、休み

MS WordのOutline機
能が訳が分からないの

で、休み

「レターパックで現⾦送
れ」はすべて詐欺ですと
言われたので、休み

我ながらつまらないことを
やっていると思ったので、

休み

19 20 21 22 23 24 25
今年は異常気象で暑く
ないと思ったら暑いので、

休み

撮った写真が良さそうに
思えて来たので、休み

朝飲むヤクルトがなかった
ので、休み

オリンピック観戦に⾏かな
いので、休み

26 27 28 29 30 31
SDカードとケースの数が

合わないので、休み
⽇曜⽇の休⽇でも働い
ている人がいると思うの

で、休み

バイクの排気ガスの匂い
がしたので、休み

熱帯では暑熱なので、
休み

起きがけに飲んだ⽔が冷
たかったので、休み

2020年7⽉

メモ:



日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 ⾦曜日 土曜日

1
田舎で徴税ミスがあり、
追加納税をしたので、休

み

2 3 4 5 6 7 8
⻑年使っているミニタワー
のケースのフロントパネル
の⾊が⻩ばんでいるの

で、休み

靴下に穴が開いていたの
で、休み

烏がカーと鳴いたので、
休み

捨ててしまったものが本
当は必要なものだったの
か気になるので、休み

iOSの写真アプリが訳の
分からないことをしてくれ
ているので、休み

情けは人のためではない
ので、休み

9 10 11 12 13 14 15
ベッドで寝ていたら揺れて
地震だと思ったら自分の
貧乏ゆすりだったので、

休み

駄洒落が無視されたの
で、休み

誕生日なので、休み ナイル川流域では洪⽔
なので、休み

古本を買うのに値段と程
度の兼ね合いで悩んで
いるので、休み

16 17 18 19 20 21 22
南極では極寒なので、

休み
電⾞の中で⿐をかんでい
た人がいたので、休み

⾏くか⾏くまいか迷ってい
るので、休み

今週末どこに⾏こうが
迷っているので、休み

箸が転げるので、休み Whatsappで部下と連
絡を取ったので、休み

23 24 25 26 27 28 29
電⾞内で居眠りをしたの

で、休み
写真展で在廊の必要が

あるので、休み
ブログのページビューが少

ないので、休み
日の出ツァーに⾏こうと
思ったが寝過ごしたの

で、休み

「危険」で済むところを
「危険性」と⾔う⾔葉を
使う人がいるので、休み

「ドアが閉まります」と⾔っ
てもなかなか閉まらない

ので、休み

30 31
玄関を右足から出たの

で、休み

2020年8⽉

メモ:



日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 ⾦曜日 土曜日

1 2 3 4 5
子供からプレゼントをもら
うかもしれないので、休み

iCloudと言う訳のわから
ないものが余計なことをし
てくれているので、休み

アンプが故障したと思って
もう一台買ったが故障で
はなかったようなので、休

み

⼈のふり⾒てわがふり直
すので、休み

文章をこねくり回していた
ら日本語が分からなく
なって来たので、休み

6 7 8 9 10 11 12
月曜日なので、休み 何もないので、休み 血液型がAB型ではない

ので、休み
一生懸命執筆した作品
がつまらないものに思えて

来たので、休み

来年の正月の天気が気
になるので、休み

昨日風呂掃除をしたの
で、休み

13 14 15 16 17 18 19
台風が来たので、休み 暴風域では暴風なの

で、休み
台風は過ぎたが電⾞が
止まっているので、休み

台風は過ぎたが傘が壊
れたので、休み

タブレットを落として画⾯
にひびが入ったので、休

み

他山の石なので、休み

20 21 22 23 24 25 26
血液型がC型なので、休

み
欲しい本が絶版になって

いたので、休み
奥⻭に⾁⽚が挟まってい

るので、休み
バスの⾞内で「警察署」
を「製作所」と聞き間違

えたので、休み

27 28 29 30
今日が消費期限のバウ
ムクーヘンがあるので、休

み

かっぱえびせんが止まらな
いので、休み

itunesの使い勝手が非
常に悪いので、休み

2020年9月

メモ:



日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 ⾦曜日 土曜日

1 2 3
背広がクリーニングから上
がって来たので、休み

トイレットペーパーがダブ
ルだったので、休み

朝起きた時に頭の中で
ヘンデルの旋律が流れた

ので、休み

4 5 6 7 8 9 10
昨日図書館に本を返し

たので、休み
デジカメのSDカードの残
容量が少ないので、休み

ICカードにチャージしたの
で、休み

会社で支給されている
ノートパソコンの電池が
10時間近くもつので、休

み

自動改札で止められた
ので、休み

夢で会社を休めと言われ
たので、休み

11 12 13 14 15 16 17
壊れていたコーヒーメー
カーが放っておいたら直っ

たので、休み

広角レンズで写真を撮っ
たので、休み

Youtubeで大食いの番
組を⾒たので、休み

洗⾞した時に⾞体に錆
を発⾒したので、休み

玄関のドアの鍵が2つとも
かかっていたので、休み

人生ゲームで一回休み
になったので、休み

18 19 20 21 22 23 24
カメラの修理⾒積もりを
取ったがどうしようか迷っ
ているので、休み

カーナビがお⾺⿅な道案
内をしたので、休み

風呂場でシャンプーが切
れていたので、休み

近所で楽しそうに遊ぶ子
供たちの声が聞こえて来

たので、休み

昨日会社でコーヒーを余
分に飲んでしまったので、

休み

今年は大漁なので、休
み

25 26 27 28 29 30 31
昨日⻑距離を歩いたの

で休
虫よけスプレーをしたの

で、休み
海岸で⾜を滑らせたので

休み
悪魔が囁いたので、休み カメラが故障したので、休

み
柿が枝から落ちるので、

休み

2020年10⽉

メモ:



日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 ⾦曜日 土曜日

1 2 3 4 5 6 7
柿を烏が食べるので、休

み
メールを送信したが返事
が来ないので、休み

パソコンの電源スイッチの
調子が悪いので、休み

障子に穴をあけたので、
休み

道路上に座っている猫の
脇を無視しつつ通り過ぎ

たので、休み

8 9 10 11 12 13 14
来年のカレンダーをどうす
るか考えるので、休み

来年のカレンダーを⾃作
することにしたので、休み

来年のカレンダーの原稿
を作るので、休み

来年のカレンダーの発注
をするので、休み

箪笥に足の親指をぶつ
けたので、休み

「佐渡には何もない」の
で、休み

15 16 17 18 19 20 21
年賀状をどうするか考え

るので、休み
年賀状は⾃分で作成す
ることにしたので、休み

年賀状を作るので、休み 年賀状の宛先をどうする
か考えるので、休み

年賀状の宛先を印刷す
るので、休み

淹れたインスタントコー
ヒーがまずまずだったの

で、休み

22 23 24 25 26 27 28
本の山が崩れたので、休

み
HDDのバックアップを取っ

たので、休み
誰かの没後100周年な

ので、休み
⻭ブラシの⽑が反ってい

たので、休み
鰻を食べなかったので、

休み

29 30
昨日借りた100円を返し

たので、休み

2020年11⽉

メモ:



日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 ⾦曜日 土曜日

1 2 3 4 5
唇が荒れてリップクリーム
を塗ったので、休み

今年は豊作なので、休み 血液型がA型ではないの
で、休み

灯油売りの⾞が家の前に
停まったけど買わないの

で、休み

忘年会なので、休み

6 7 8 9 10 11 12
大掃除をどうしようか考え

るので、休み
⽞関の傘⽴てに躓いたの

で、休み
外国人に日本語で道を
聞かれ、英語で答えたの

で、休み

⽖が伸びているがまだ切
るほどでもないので、休み

風呂場でボディソープが
切れていたので、休み

中古のカメラ部品を
2000円のにするか

1980円のにするか迷う
ので、休み

13 14 15 16 17 18 19
トイレの便座が冷たかった

ので、休み
「関係」で済むところを
「関係性」と⾔う⾔葉を
使う人がいるので、休み

写真を並べて比べていた
ら⼀体どれが良いのかわ
からなくなったので、休み

もう⼀つの忘年会なの
で、休み

プリンタに膝をぶつけたの
で、休み

舌を噛んだので、休み

20 21 22 23 24 25 26
会社で「お願いします」を
「お願いしますだ」と⾔った

ので、休み

吊皮につかまって手が痺
れたので、休み

クリスマスプレゼントを入
れる靴下を作るので、休

み

クリスマスプレゼントを配
達するので、休み

クリスマスプレゼントを
チェックするので、休み

鼻の奥がむずむずするの
で、休み

27 28 29 30 31
年末の天気が気になるの

で、休み
タイタニック沈没の原因の
⼀つが石炭の火災だった

ので、休み

楽天のポイントが中途半
端に残っているので、休

み

大晦日なので、休み

2020年12⽉

メモ:


