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 重要なお知らせ  
MSN コミュニティ サービスは、2009 年 2 月をもちまして終了させていただきます。MSN のオンライン コミュニティ パートナーである Multiply にコミュニティを
移行できます。詳細については、こちらをご覧ください。  
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前の話題  次の話題   返信を受信トレイに送信  

返信 おすすめ  メッセージ 1 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome  (元のメッセージ) 投稿日時 : 2005/05/11 13:29

日本物理学会2005年秋季大会で 

「文法レベルでの自然」を提唱する予定。 

最初の返信  前へ  152-166 通を表示 : 総返信数 227 通  次へ   最新の返信   

返信 おすすめ  メッセージ 152 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/07/18 8:52

本日は 126ページ＠古典物理学 を設置しました。 
  

返信 おすすめ  メッセージ 153 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/07/19 8:11

本日は 127ページ＠古典物理学 を設置しました。 
  

返信 おすすめ  メッセージ 154 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/07/20 6:24

本日は 128ページ＠古典物理学 を設置しました。 
  

返信 おすすめ  メッセージ 155 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/07/20 7:42

今日はこれから田舎の電車に乗ります。 
青春 18 切符を使います。 
ちなみに私はもう 18 ではありません。 
目的地無し。乗るだけです。 
乗っている間に携帯からアクセスして 
このコミュニティに投稿する予定です。 

返信 おすすめ  メッセージ 156 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/07/20 8:39

ただいま福塩線の車両の中です。 
神辺駅から塩町まで福塩線で行きます。 
神辺を 7:32 分に出発しました。 
塩町には 9:47 分に到着する予定です。 
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結構揺れますね。 

返信 おすすめ  メッセージ 157 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/07/20 9:10

ただいま府中駅です。 
府中駅は神辺と塩町の間にあります。 
ここで乗り継ぎです。 
列車は府中駅を 8:17 分に出ます。 
列車と言っても一両だけですが。 

返信 おすすめ  メッセージ 158 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/07/20 10:59

ただいま塩町駅に居ます。 
到着したのは 9:47 です。 
次は芸備線で備中神代まで行きます。 
Google の乗り換え検索で容易に場所を見れます。 
発車時刻は 12:52 です。 
待ち時間が 3 時間もある。 
投稿文を作成すれば 3 時間ぐらいすぐ潰れるでしょう。 
それにしても椅子が無い。 

返信 おすすめ  メッセージ 159 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/07/20 12:15

もう塩町を出ました。 
予定よりも早い列車が来たからです。 
たぶん、これに乗ると、 
ここより後での待ち合わせ時間が予定よりも増えるのでしょう。 

返信 おすすめ  メッセージ 160 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/07/20 13:09

備後落合に到着しました。 
ここで 14:03 分まで待ち合わせです。 

返信 おすすめ  メッセージ 161 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/07/20 21:08

今自宅です。 

今日は備後落合の駅で携帯の電池残量が足りなくなったので、 

書き込みを止めました。 

備後落合の駅で気の良い若者と出会い、 

その後道中おしゃべりを楽しみました。 
  

返信 おすすめ  メッセージ 162 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/07/21 8:12

本日は 129ページ＠古典物理学 を設置しました。 
  

返信 おすすめ  メッセージ 163 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/07/22 7:55

本日は 130ページ＠古典物理学 を設置しました。 
  

返信 おすすめ  メッセージ 164 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/07/23 8:01
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本日は 131ページ＠古典物理学 を設置しました。 
  

返信 おすすめ  メッセージ 165 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/07/24 7:27

本日は 132ページ＠古典物理学 を設置しました。 
  

返信 おすすめ  メッセージ 166 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/07/25 10:03

本日は 133ページ＠古典物理学 を設置しました。 
  

最初の返信  前へ  152-166 通を表示 : 総返信数 227 通  次へ   最新の返信   

標準の掲示板 に戻る  前の話題  次の話題   返信を受信トレイに送信  
注意 : Microsoft は、このコミュニティの内容について、一切の責任を負いません。ここをクリックすると、詳細情報が表示されます。
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