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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  167-181 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 167 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/07/26 9:31

本日は 134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 168 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/07/27 9:25

本日は 135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 169 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/07/28 7:09

本日は 136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 170 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/07/28 8:20

本日もこれから鉄道で山陰まで往復します。 
ただいま井原線御領駅です。 
行き先は江津です。 
Google の乗り換え検索を使えば容易に場所を 
知ることが出来ます。 
今日は予備の電池も持って来ました。 
携帯からの投稿です。 

返信 おすすめ  メッセージ 171 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/07/28 8:35

ただいま福塩線の神辺駅を出ました。 
 
先日の「ならば」についての書き込みは、 
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へぼ探偵みたいに成ってしまった、と自覚しています。 
これは分かってない人の考え方だ、という風に思われたかもしれませんね。 
「ならば」を詮索すれば何か新しい事が分かるはずだ、 
という考えは的外れなのかもしれません。 
けれども、しつこさを失ってはいけないので、 
今日もまた「ならば」考を書いてみようと思います。 

返信 おすすめ  メッセージ 172 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/07/28 9:10

ただいま福塩線の府中駅です。 
これから福塩線の三次行きに乗り換えます。 
 
今日は「ならば」の幼児レベルでの使われ方でも 
考えてみようかな。 
 
神辺から府中までは通勤通学ラッシュでした。 
東京ほどは混まないけど。 

返信 おすすめ  メッセージ 173 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/07/28 9:21

幼児レベルでなくても日常語では「ならば」は普通は 
「は」とのみ言われると思う。 
しかし「は」は単に等しいという意味でも使われる。 
そのためか大人に成っても 
A ならば B と B ならば A の区別がつかない人も居る。 
この区別が習得されるのはいかなる用例を通してだろうか。 

返信 おすすめ  メッセージ 174 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/07/28 10:05

「ならば」について考えていますが、 
お手上げといった感じです。 
書けば書くほどくだらない事を書きそうな。 
物理時間の話までつなげるとなると、 
見当が付きません。 

返信 おすすめ  メッセージ 175 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/07/28 13:29

ただいま石見川本駅です。 
アイデアは出ません。 

返信 おすすめ  メッセージ 176 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/07/28 14:54

いま石見川本駅を出ました。 
することが無いので 
EMANの物理学の談話室に行って内容を読んで来ました。 
次は何をしようかなあ。 

返信 おすすめ  メッセージ 177 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/07/28 16:05

ただいま江津駅です。 
これから帰途につきます。 
書くことが無いので、 
本日はここでカキコミをやめます。 

返信 おすすめ  メッセージ 178 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/07/29 11:49

本日は 137ページ＠古典物理学 を設置しました。 
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返信 おすすめ  メッセージ 179 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/07/30 8:28

本日は 138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 180 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/07/31 19:12

本日は 139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 181 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/08/01 9:17

本日は 140ページ＠古典物理学 を設置しました。 
  

最初の返信  前へ  167-181 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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