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【推奨環境】  

このレポート上に書かれている URL はクリックできます。  

できない場合は最新の AdobeReader をダウンロードしてください。 

(無料) https://get.adobe.com/jp/reader/ 

◆著作権について 

当レポートは、著作権法で保護されている著作物です。 使用に関しましては、以下の点にご注

意ください。 

◇レポートの著作権は、作者にあります。作者の書面による事前許可なく、本レポートの一部、ま

たは全部をインターネット上に公開すること、およびオークションサイトなどで転売することを禁じま

す。 

◇本レポートの一部、または全部をあらゆるデータ蓄積手段(印刷物、電子ファイル、ビデオ、 

DVD、およびその他電子メディアなど)により複製、流用および転載することを禁じます。 

◆使用許諾契約書 

本契約は、レポートダウンロードした法人・個人(以下、甲とする)と作者(以下、乙とする)との間 

で合意した契約です。本レポートを甲が受けとることで、甲はこの契約は成立します。  

第 1条(目的)本契約は、本レポートに含まれる情報を、本契約に基づき、甲が非独占的に使

用する権利を承諾するものです。  

第 2条(第三者への公開の禁止)本レポートに含まれる情報は、著作権法によって保護されてい

ます。また、本レポートの内容は、秘匿性の高い内容であり、甲はその情報を乙との書面による事

前許可を得ずにいかなる第三者にも公開することを禁じます。 

第 3条(損害賠償)甲が本契約の第 2条の規定に違反した場合、本契約の解除に関わらず、

甲は乙に対し、違約金として、違反件数と金壱萬円を乗じた価格の 10倍の金額を支払うもの

とします。 

第 4条(その他) 当レポートに沿って実行、期待通りの効果を得ることができず、万一如何なる

損益が生じた場合でも、乙は甲に対して責任を負わないものとする。 
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ネタを選ぶときに、アクセスの大爆発を優先的に狙っ

ていくのは大前提ですが、プチ・中爆発も拾っていくの

も重要になってきます。 

 

 

このプチ～中爆発をしっかり起こして行けば、 

立ち上げ初期のブログでも最短で月収 3万円～5

万円へとブログを成長することができます。 

 

 

ここではなかなか公開されないプチ・中爆発の具体例

を練習問題としてプレゼントしていきます。 

 

この問題を解くことで、ネタ選定のバリエーションを広

げることができるので、ぜひ参考にしてくださいね！ 
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【問 1】 

 
  

ネットで“簡単”“お得”な東京へのおでかけを提案す

る「オオサカブックマーク」は、新幹線とホテル・特典等

がセットになった旅行商品や、最新の東京情報を提

供しています。 

 この度、「オオサカブックマーク」では、夏の期間限定

特別プランの発売にあわせ、人気お笑い芸人を起用

した新 TVCM と連動した「カズレーサーが描いた場

所が一体どこなのか当てれるモーナンミコミコ！キャン

ペーン」を 6月 17日（土）より展開します。 

 TVCM内のクイズでカズレーサー画伯がフリップでオ

ススメする“東京のある場所”の絵がどこなのかを当て

て応募すると、カズレーサー監修による 12本入りカラ

ーマーカーセットが抽選で 1,000名様に当たる内容

となっております。 



6                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

 カズレーサーさん曰くヒントは「隅田川の近く」とのこ

と。 

 ぜひ皆さんも東京の観光スポットをイメージしなが

ら、カズレーザー画伯が描いた場所を当てて、オリジナ

ルマーカーをゲットしよう！ 
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【問 2】 

 

 

3月 21日放送のテレビ番組、「今夜食らってみまし

た」に松本俊が登場。 

テレビでは彼のプライベートから今ははまっているもの

などを語り、スタジオは大きく盛り上がった。 

番組後半では松本俊が普段使っている香水を紹

介。 

司会の新垣このみは「収録終わったら買い占めてきま

す！」とコメントし、笑いを誘った。 
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【問 3】 

 

人気俳優、船追二郎の不倫のニュースが話題になっ

ている。 

船追二郎と言えば「2時間ドラマ」。「2時間ドラマ」

と言えば片岡さつきである。 

そしてここに実は面白い話がある。 

 

もともと船追二郎と片岡さつきはドラマの共演や、バ

ラエティでの軽妙なやり取りがきっかけで、当時交際の

噂が流れていた。 

しかし現在の嫁である松坂和代と結婚してから、「船

追二郎と片岡さつきは共演ＮＧ」という話が出回っ

たのである。 

そして、ちょうどそのころ頃から、船追二郎はドラマや

雑誌のインタビューで自分の出世作である「二時間ド
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ラマ」の話を全くしなくなったのは業界では有名な話

だ。 

 

そんな船追がこの前出演したテレビ番組でいきなり

「二時間ドラマ」の話をし始めたのである。 

私を含め業界では、この「二時間ドラマ解禁」＝「片

岡さつき解禁」ととらえている。 

 船追さんは、いわゆる“卒婚”状態のまま、夫婦を

続けていくようにも見えていたが、私は、「片岡さつき

解禁」となったこの不倫騒動後、あぁ、もう船追さんは

何も松坂さんに遠慮をしていないんだな、と見た。 

 

今回の不倫のニュースは彼にとって痛手だが、プライ

ベート面ではまさに「障害がなくなった」という感じだ。 
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不倫騒動について他人事ながら、なるべく早く解決す

ればいいと思う。そして船追には、また「2時間ドラマ

の帝王」として輝いてもらえたら私は嬉しい。 

 

 

（次のページへ） 
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【問 4】 

 

人気 YouTuber ラミエルの動画が炎上している。 

動画は、彼が道路わきで女性をナンパし、相手にし

なかった女性に対して、 

後から高級車ランボルギーニに乗り込む様子をわざと

見せ、女性がどう反応するか伺うもの。 

▼動画 

https://www.youtube.com/watch?v=rPcsZgD5WxE 

ネットでは「女性の気持ちをもて遊んでいる」という声

がある一方、 

「人間の本性が出た」、「これはヤバすぎる・・・」という

意見も出ていた。 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rPcsZgD5WxE
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【問 5】 

 

（刑事・推理もの人気ドラマ dics について） 

ドラマを見ている時に次のシーンのセリフが気になっ

た。 

上司刑事：「A くん、ご苦労、どうだったかね、あの事

件の犯人は何か吐いたかね？」 

A:「刑事、あまり多くは語りませんでしたが、“ホリック”

というものを手に入れようとしていました。刑事、ホリッ

クとは何のことなんですか？」 

上司刑事：「ホリック・・はて？（目をそらす）」 

A:「刑事は何か知っているんですよね？（鬼気迫る

感じで）」 

・・・ 

▼関連動画 

https://www.youtube.com/watch?v=TXskEkx3tro 

https://www.youtube.com/watch?v=TXskEkx3tro
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【問 6】 

 

東田アナウンサーが、テレビ番組「サンデージャパン」の

MC で突如呂律が回らなくなり、途中退席するという

事件が起こった。 

突然の出来事にスタジオはざわめき、女医の東川が

容態を見る状況に。 

そして、注目が集まったのはそれだけではない。 

この出来事の直前に起こった「ある出来事」に「怪現

象か」などと騒ぎになっている。 

ネット民によると東田アナがアナウンスをする前に『子ど

もが誰かを呼ぶような声』が聞こえたということ。 

実際に動画を確認してみると、確かに音声が確認で

きる。 

まさかの「幽霊騒ぎ」にネットも興味津々だ。 
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【問 7】 

 

週刊誌文春から不倫報道が出たばかりの山中志桜

里衆院議員。 

本人は一貫した否定をしているが、そんな彼女をよそ

目に文春は疑惑第二弾を投下。 

何やら今週の本誌で山中氏と別の政治家とのスクー

プが出るようなのである。 

品川のホテルを男性と出るところをスクープされたよう

で、スキャンダルが複数回表ざたにされたのであれば、

さすがの彼女もだんまりとはいかなそうだ。 
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【問 8】 

 

宮崎あおいが出演する午後の紅茶の新ＣＭが後悔

された。 

ネットではショートカットにした彼女の髪型が話題にな

り、「誰だかわからなかった！」などの驚きの声が多数

上がった。 

▼ＣＭ動画 

https://www.youtube.com/watch?v=R9m0WqrJxJk 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R9m0WqrJxJk
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【問 9】 

 

ベテラン俳優ヒエール北が逮捕された。 

ネットでは「ヒエールさんが・・・信じられない」「演技最

高だったのに」という声が聞かれる一方で、「あのテン

ションは薬だったのか・・・」という厳しい声もある。 

彼は現在「いたてん」「アナ行きの女王」など人気作

品に出演しており、影響が懸念される。 
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【問 10】 

 

女性ファッション誌『ＤiＤi』の人気企画「国宝級イケ

メンランキング」が、来週発表される。そしてランキング

1位に選ばれた“国宝級イケメン”のシルエットが、今

日先行公開された。 

今回の 1位は、精悍な顔立ちと天然発言のギャップ

でバラエティにもひっぱりだこの人物が選ばれた。 

編集者は「撮影時に見せる、力強く大人な表情にス

タッフ一同魅了され、その存在感には圧倒されっぱな

しでした。インタビューのためロケバスに戻ると、好物だ

という高菜わさびのおにぎりをむしゃむしゃと頬張るあど

けなさのギャップもさすがでした」とこぼした。 

 


