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Grisaia no kajitsu vn

シェアグリサニアのカジツビュー ソース: ル フルーツ デ ラ グリサヤ (アイル‧フルーツ‧デ‧ラ‧グリサヤ-ル‧フルーツ‧デ‧ラ‧グリサヤ,点灯.「グリサヤの果実」は、渡辺秋と⽂美のキャラクターデザインを持つ、フロントウイングの⼀連のビジュアル⼩説の最初の⽇本のビジュアル⼩説です。このゲームは、後にプレイステーションポータブル
とプレイステーションヴィータに転送されました。初の漫画『グリサイアのカジツ:サンクチュアリ‧フェロー』(グリサイオン‧サン‧チュリー‧グリサイア‧ノー‧ピツ:三国中⾥)が秋⽥商店のチャンピオン‧レッド‧イチゴ誌で連載を開始。もう⼀つの漫画の脚⾊、グリサニアのカジツ:ロワゾーブルー(アイルナゲミウスピレ‧ブルー〜ロゾー‧ブ
ルー〜)は、マンガガーデンの⽉刊コミックブレード雑誌で連載を開始し、その後、⽉刊漫画本を分割した後、マグガーデンのコミックガーデンで連載を続けました。スタジオ8ビットがプロデュースし、テンシャ監督が監督したアニメ化は、2014年10⽉に⽇本で放映を開始しました。この Wiki の編集ページを⽀援できます。編集前の注意: 破壊⾏為はあ
りません。ページの編集に問題が発⽣する場合があるため、編集する前に最初に元のモードに切り替えてください。書式の書式のみを.pngできます。((管理者以外によって追加された))::誰かがスポイラータグを作る⽅法を理解できますか?嘘をつくネタバレが⼤量にあります。あらすじ ⽚⾒祐治は、⼥⼦⽣徒5⼈と刑務所の特徴を持つ美浜学院---学校に転
向した。彼は、この学校のすべての⽣徒が⾃分の「状況」(⾃分を含む)を持っており、彼は「普通の」学⽣⽣活を探していたので、彼らの状況について何も尋ねられなかったと⾔われました。ユウジは美浜アカデミーで彼の解決策を⾒つけるのだろうか?}} 写真やビデオは、あなたのウィキにビジュアルを追加する優れた⽅法です。Wiki のビデオ ストア
を調べたら、トピックに関するビデオを⾒つけることができます。ファイルリンクが壊れている298pxページコミュニティコンテンツブラウジングは、特に明記されていない限り、CC-BY-SAの下で利⽤できます。6つの果物が世界から⽬を奪った。アカデミーは彼らの果樹園でした。外の世界からの⾼い壁に守られたこの学びの場で、⼈⽣の⽬的を失っ
た若者がやって来ました。彼は⾃分が守りたいものを⾒失った。罪悪感と後悔のもやもやの中で⽇々が過ぎました。彼が残っていたのは⾸の周りの鎖だった。そして、野良⽝の⼈⽣よりも価値のない⼈⽣。しかし、そのアカデミーでは、5⼈の若い⼥性に会うでしょう。そして、時間が経つと、彼は希望の新しい⽷を発⾒するだろう。あの⼥の⼦の誕⽣は
間違いだった。不従順な-- --⽣命の罪は死とそれほど変わりません。誰も-- --を守るつもりはありませんが、⽣存⾃体は罰することができます。その場所は彼らの果樹園でした。これらの若い⼥性は、悲しみの⽊の中で育てられた⾃責の念の果実でした。私は彼らのために何ができますか.この考えでは、⼀⼈の若者が⾒つけることを夢⾒たテストされて
いない希望があります - 開発者はこのようなコンテンツを説明します:このゲームには誰にとっても適さないコンテンツが含まれている可能性があります職場での視聴に適していない場合があります: ヌードや性的なコンテンツ, ⼀般的な成熟したコンテンツ最⼩:OS:ビスタプロセッサ:1Ghzメモリ:1 GB RAMGraphics:1024x576DirectX:バージョン
9.0cStorage:7 GBの利⽤可能なスペース推奨OS:Windows 7/8プロセッサ:1Ghz + メモリ:2 GB RAMGraphics:1024x576DirectX:バージョン9.0cストレージ:7 GB利⽤可能 ©スペース とプロトタイプすべての権利が予約されています。グリザイアの果実(グリザイアのカジツ)は、2011年にFrontwingが出版したビジュアル⼩説です。それはいくつかの感情的な
問題とトラウマ的な背景を持っているので、達成することができた最も達成することができたのは、彼らの周りの世界と対⽴している学⽣を育めるために設⽴された閉鎖的な学習環境であるミハマアカデミーに⼊学することでした。他の5⼈の学⽣しかおらず、その全員が同様に暗い過去を持つまともな裕福な家庭の⼥の⼦です。⼥の⼦がこのような専⾨
の⼈⾥離れた学校にいる理由について⼩さなヒントを落とし始めると、彼はすぐにクラスに統合します。物語はロマンスの⼤部分にありますが、多くの道は実際にユウジ⾃⾝のボロボロの物語と推定死んだ妹に基づいてさらなるイベントを設定しました。⼥の⼦と交流しながら、彼は通知の瞬間にのみ彼の特別なパートタイムの「クリーニング」の仕事
に招待される責任を常に負っています。彼の軍事政権はまた、彼が本当に通常のライフスタイルに統合できるかは不明です。2012年にグリサーのラビリンス、2013年にグリサヤのエデンの2つの続編がリリースされました。スピンオフゲーム「魔少⼥千留道」のアイドルは、ヒロインのミチラを魔法の少⼥として、もともと初めてのジョークと考えられ
ていた1⽉1⽇にリリースされたが、最終的にその年の後半にリリースされた。最初のゲームは英語の翻訳パッチを受けました。2014年、フロントウイングとセカイプロジェクトは、Kickstarterを通じて⽶国に三部作全体をもたらすために必要なお⾦を集めるために提携しました。24時間以内に全額出資。カジツは2015年5⽉にSteamでリリースされ、
2016年10⽉27⽇、Frontwingはシリーズ「グリサアイ:ファントムトリガー」シリーズの第4弾を発表しました。●8ビットプロデュースの『グリサイアのカジツ』のアニメ化は2014年秋から放映を開始。ビジュアル⼩説の声が彼らの役割を繰り返した。例:⼤⼈は役に⽴たない:三浜アカデミーの6⼈の主⼈公は、すべてのスポーツ痛みを伴う過去であり、そ
のほとんどは、適切に仕事をしない最も可能性の⾼い両親によって、⼤⼈によって引き起こされ、彼らのほとんどが⼩説を通してどのように振る舞うかを考えると、彼らは現在あまり良いことをしません。イソップストーリーは、基本的なメッセージを伝えますたとえ彼らが間違っているように⾒えても、あなたが物事を乗り越えるのを助けることはお
そらく⼤丈夫です。彼は⻑い⽬で⾒れば間違いを犯すかもしれませんが、あなたがしなければならないときにできることをしてください。道ルは、そうでなければ、彼は完全に無価値を感じているので、ピエロを果たしています。それはもはや彼⼥のために本当に健康ではありませんが、彼⼥がそれを始めた時点で、それは絶対に重要でした。サチは⾃
分を利⼰的でひどいと感じているので、すべての戒めに執拗に従いますが、これは彼⼥が⼀時的にPTSDを克服するのを助けましたが、彼⼥は彼⼥の試験を⽌めるように求められたときに彼⼥の学校を焼き払おうとしました。この場合、明⽰した。マキナは、彼⼥の写真の記憶によって⽬撃されたトラウマに対処するために精神的に後退し、意図的に密
集または座っていない感じは、彼⼥が再び世界で何か良いことを⾒るのを助けたようです。それは彼⼥が再び⽣きている⼈として機能することを可能にしたが、彼⼥の感情的な成⻑をひどく妨げた。あまねは、ユウジの妹⼀⽉を守れなかったような気持ちに、みんなの守護者と姉、特にユウジの妹になろうとします。これは、彼⼥がはるかにオープンに
なり、他の⼈に思いやりを持つようになったが、⾮常に低い価値で彼⼥を残しました。ユミコは、彼⼥の家族が効果的に彼⼥を財産として効果的に扱ってきた⽅法に耐えるために⽪⾁と無⼝になります。それは彼⼥に⾮常に強い正し悪い感覚を与えたが、それは他の⼈に開く彼⼥の能⼒を損なった。ユウジが伝えた確固たるメッセージもあります。⼈々
はお互いを救わない。⼈々は⾃分⾃⾝を救っています。少しの助けは良いですが、最終的には問題を抱えている⼈が本当に⾃分の問題に対処するのを助けるのです。このすべてを⼀⼈で⾏うことは、まだ成功することなく、あなたの⼈⽣全体を過ごすことができるものです。アイリスマキナは、他の⼥の⼦とは異なるイソップを持っています.代わりに、
彼⼥はあなたがそれを解決するためにあなた⾃⾝で状況を処理できない場合は、喜んで助けるために他の⼈に頼るものです。さもなければ、それはあなたのために台無しにつながるだけです。ユミコと牧野さんの話は、あなたの⾎の家族があなたを気にしなくても、希望を捨てないという全体的なメッセージを持っています。遅かれ早かれ、あなたはあ
なたを愛し、あなたが誰であるかを受け⼊れる⼈々に出くわすでしょう。すべての⼥性は官能的です:ユウジは明らかにかなり官能的な⼥性に囲まれています。彼の上司でさえ彼といちゃつく。ミティルだけが免除されているようです。彼は多くのことを謝る:由美⼦と天江はそうする傾向がある。実際には、主⼈公ユウジが⾃分のこの習慣を修正しよう
とする両⽅のルートのプロットポイントになります。⾒合い結婚:ゆmikaの⺟親は、彼の家族の要請で⼊ってくる鉄道男爵と結婚した⼩さな⼟地所有者でした。芸術的なライセンス - ⽣物学:ミティルと同じような細胞記憶が存在し、⼼は確かにそれを実現するために寄付できる最も信頼性の⾼い器官ですが、それは本当に思い出とすべてを持つ⽣きてい
る意識として全体の⼈格を伝えるものではありません。たとえそうしたとしても、彼は絶対にここに⽰す別のが同じ状態でミティルと共存しないだろう。それはまだ与えたパスかもしれませんが、唯⼀の細胞記憶の症例はまだ最も強く知られており、精神疾患の完全に別の症例がある場合、統合失調症である可能性が最も⾼い。アーツライセンス - 地理:
エピソード5の⾼速道路の標識は、州間⾼速道路12がカリフォルニア州であることを⽰しています。リアル州間⾼速道路12号線はルイジアナ州内に位置し、バトンルージュとスライレルを結んでいます。芸術的なライセンス – 武道: ジグザグ.ユウジの⼿と⼿の戦いの技術は上に向かっていますが、彼の本当のテクニックと戦略は⾮常に現実的です。実
際、マキナに基本的な⾃衛技術を教えるとき、彼は彼⼥の武道ではなく、実際の⾃⼰防衛技術を学び、⼀般的に攻撃者から逃げ出し、彼らから隠れる安全な場所を⾒つけることに焦点を当てています。結局のところ、マキネのような90ポンドの⼥の⼦が彼⼥の訓練に関係なく、成⻑した男と戦うために⽴ち上がる⽅法はありません。アートシフト:すべて
の⼈のユウジを含め、誰もが⾃分⾃⾝のチビジバージョンとして描いた特別なCG画像がいくつかあります。それは主に漫画効果や奇妙な瞬間に使⽤されます。ユウジが彼を打ち負かした後、道明の世界は崩壊し、彼が妻と娘に与えた苦しみを理解しようとします。驚いたことに、彼はそれを⾏うことはできません。彼の共感はすべて彼⾃⾝の⽗親のおか
げで燃やされました。良い最後に、坂⽊は彼が良くなるのを助けることに決め、彼の悪い終わりでさえ、彼が少し柔らかくするために管理することは⾔うまでもありません。彼⾃⾝の葬儀に出席する:そう何かを作るために、ユウジはミティルの死を偽装し、彼⼥を埋葬します。彼⼥は、⼈々が彼⼥を気にしていると聞いてかなり驚いていますし、彼らが
彼⼥に残した⼿紙は、ただ逃げるのではなく、正しい決断をするために彼⼥をプッシュします。だから、彼⼥は作る選択肢があります:死んだまま、または箱から出る?名前のみの権威:明らかにマキンの祖⽗は⼊関家の⻑です。実際、⼊関は結婚しているので、彼⼥を助ける本当の⼒はありません。⾚ちゃんの後に:いくつかのエンディングは、妻と⼦供、
⼀般的に娘とユウジを⾒るのに⼗分な将来的に⼗分に終了します。アマネのルートでは、このトロープは何年も後に⾃分の娘を持っていた娘にも適⽤されていることがわかります。餌とスイッチ:アマネがユウジといちゃつき始め、後者が彼⼥の動機について考え始めると、彼は以前に彼⼥に会ったことがあるかどうか疑問に思い、⼦供の頃に⼀緒に遊ん
だ⼥の⼦を思い出します。彼は少⼥がアマネであることを暗⽰していると⾔ったが、それは彼⼥が実際にサチだったことが判明した。裸⾜⾃殺:アニメでは、ミティルの友⼈はフラッシュバックで校舎の屋根から⾶び降りる前に靴を脱ぎます。バットマンギャンビット:ユミックのルートでは、ユウジは⼩さな株主から⼗分な株式を得ることによって、
イーストビーチ鉄道グループの会⻑から道明を追放する予定です。しかし、それは注⽬を集め、代わりに政府のスポンサーに遭遇する実際の計画から彼をそらすために単なる策略でした。バットマンは銃をつかんだ:ユウジは通常、外で⼈々を殺すことについての予約を持っています仕事のライン。ユウジがアイリス‧キユカとマキナの扱いにうんざりす
ると、その予約は窓から投げ出されます。あるいは、アマネが悪い近所で殺されると、ユウジが⼆度と考えずに散弾銃でサカシティの頭を吹き⾶ばす。ビーチエピソード:ルート分岐の直前に、キャストはビーチに⾏きます。ミティルは宇宙が彼⼥を嫌っているので、悲惨な時間を過ごします。あなたが彼⼥を追求する場合は、⼥の⼦のためにより快適で
あるビーチで別のシーンを取得します。サチルートには別のビーチシーンも含まれています。美しさは決して汚染されていません:2週間⾷べ物なしでジャングルで⽴ち往⽣しているにもかかわらず、アマネの物語の⼥の⼦のグループは、彼らが体重のオンスを失い、完全にきれいであることを⽰していません。そのうちの⼀⼈は彼⼥の頭の中にシュマッ
グに感染したワームを持っていましたが、私たちはそれを⾒ることはありません。それなのに、誰が欲しいの?あなたが望むものに注意してください:あなたが何かを考えたり、注意深いテキストを求めれば、あなたは本当にそれを後悔するかもしれません。ミチルは、彼⼥が本当に全く意味をなさなかった要求である「道平様」と呼ぶのをやめるため
に、サチを⾒つけることができません。ベルセルクバトン:道丸のルートの冒頭で、慈悲深いアマネが常に⼸道の振る舞いについてユウジを押すと、彼⼥は絶対に意図せずに爆発し、状況を救うために「別の」ミティルを要求するアマネに悲鳴を上げます。ユウジが守りたい⼈を⾒つけたら、あなたが崇拝するすべてのものが、あなたが誰かに危害を加え
ようとするならば、彼にあなたを⾒つけさせない恵みを持つことができますか?佐々⽊道明は、ユウジとユミコがユミコを⾜の下に置こうとして彼に⽴ち向かうことを決めた後、イーストビーチグループの会⻑から追放された。友⼈としてより良い:ほとんどの結末では、ユウジは、彼が本当に彼のマスターやJBよりも彼と対話する誰よりも彼にとって重
要であることを⾃分⾃⾝に認めるでしょうが、彼は実際にロマンスを混ぜたくありません。彼は本当に姉の姿の何かとして彼⼥を⾒ています.休憩ではなく誕⽣⽇:サシャの両親は彼⼥の誕⽣⽇と彼⼥の⽬の前でひかれました。それは⼀⽇中この⽇だったことは、特にそれがどのように⾏動しているかについて、本当にあなたの⼼にその⽅法をワーム。ブ
ランド名製品: Yohoo!, Eデイ漂⽩パンツ: スチームで利⽤可能なセカイプロジェクトローカライズ版は、セックスシーンを削除しました.セックスが実際に起こったことは認められていますが、ゲームは単に黒に消えます。ユウジは⼥の⼦とロマンチックに結びついていないので、セックスはアニメで完全に離れています。ボケとツッコミ‧ルーチン:グ
ループがルートの初めに榊をストーカーするとき、牧間と佐吉はこれを演奏して緊張の⼀部を⼿放します。防爆器具:牧間のルートでは、彼⼥とユウジの両⽅が⼤きく隠れる建物を襲撃した⼀ゲイのエージェントからだけでなく、ほこり爆発トラップユウジセットからも。ブートストラップレイトモチーフ:主⼈公のどれも彼らの極端なテーマを超えて実
際のレイトモーティブを持っていません。しかし、ゲームの⾳楽のいくつかは、彼らが通常、彼らの個性や特性を賞賛し、彼らは通常、彼らがステージ上で再⽣されるように、キャラクター⾃体と同義となっています。ブリックジョーク:物語のサチの部分の冒頭で、彼⼥は校⻑が彼らが不健康に⾒える場合は花に⽔をやるように彼⼥に頼んだ⽅法に⾔及
しています。ユウジは、次にそのような要求をすると、彼⼥は攻撃的な反応をする必要があり、その後、彼らはサチの極端なドアマットシュティック全体を進める必要があると⾔います。約半ダースのシーンをスキップし、サチは彼⼥の混乱に⼤いに、プロンプトとして千浦を中断し、出発します。道ルのルートでは、坂⽊はついに最後に6つのお⼟産を
ミチルに⼿に⼊れに⾏きます。私の茶⾊のズボンを持って来る:ミティルは、彼が捕獲されたときに、エピソード5でそれを⾏います。エピソード7では、ユウジは恐ろしいサチに、爆弾がゼロになったら凍結するようにプログラムされていることを伝えます。⽔たまりを書く。兄弟 – 姉妹近親相姦: 和⽊がゆうじにどれだけ近いかを知った後、天の栄は⾮
常に速かった。特に問題の⼈々の年齢を考えると。和⽊は明らかに変ではないという印象を受けました。もつれた⾃殺:彼⼥の報われない愛、放棄、アイデンティティの問題の中で、ミティルアの猫は死に、彼⼥はキャンディーのふりをする多くの丸薬を飲み込みます。ユウジは⼝の周りに泡で彼⼥に近づき、完全に無意識。彼⼥が裁判にかけられたのは
初めてではない。彼⼥の悪い終わりに、彼⼥はまた、⼤規模な薬物過剰摂取の結果として脳損傷につながる低酸素症で、病院で⾃殺を試みる。バニー‧イヤーズ弁護⼠:JBによると、9029⼈のエージェント全員が上司に⼝答えし、直接命令に背きますが、⼀ヶ⾕はユウジを含めて彼らを慰めます。マキナは、彼⼥が彼⼥のルート上の次の9029になると
き、これらの特性を継承します。⽣き埋め:彼⼥が残酷に直接的な⽅法で⽣きるべきかを強調するために、ユウジは死を主張するときにミチラを⽣き埋めします。しかし、彼は簡単に彼⼥⾃⾝で脱出するのに⼗分な表⾯に近いままにし、蓋を弱くし、気道があることを確認し、彼を呼び出すために彼⼥の携帯電話を残します。あなたはアマネのルートでフ
ラッシュバックを読んで、彼が彼⼥を拒否したシーンを読み直した場合、あなたは彼が真剣に彼らの弟にキスしようとする姉がいないように⾔って⾒るでしょう。私たちはカズキがちょうどそれをやったことを知っていることを除いて、アマネはそれをよく知っています。カルビンボール:エクストリームスポーツは明らかにボールとしてバレーボールを
使⽤する以外に野球のようなゲームです。ひよこ磁⽯:ゆうじはおそらく⼥の⼦に⾮常に⼈気があったという扇動がありましたが、キャスティングの⼩さなサイズを考えると⾔うのは難しいです。しかし、はっきりしているのは、USTだけでなく、いくつかのUSTがあることです。また、校⻑とJBと。マキナとシャチのルートは痛いほど明⽩です。昏睡状
態カナリー:避けた:移植の⼥の⼦は栄養状態で起きていたが、すべての努⼒にもかかわらず、彼⼥は彼⼥の両親にそれについての信号を送ることができませんでした。圧縮された適応:アニメは、いくつかのシーンを短くし、他のものをスキップし、後の開発と対⽴する可能性があるときにサブプロットをさらに削除するなど、物語の多くを⾮常に迅速に
加速します。これは、続編がより設定されたプロットラインを⽀持して最終的に無視したルートシステムを考え出す試みであったかもしれません。会話のトロープ:物語はツンダーレ、クッデレ、ムック騎⼠道、頭のタップ、幼なじみロマンスと致命的なシェフのようなトロープの多くを通過します。⼀般的に、彼らは愚かで不正確なクレイジーで働くの
に⼗分であることを指摘するために主にそうしているようです:ユウジは彼の計画のばかげたことを強調していますが、盗まれたスポーツカーと冷凍七⾯⿃を使って誘拐されるのを防ぐために最後の溝の試みとしてとにかくそれを試み続けています。かすかな賞賛に悩まされた:サチとマキナが気づくわけではないが、ユウジはマグロ⼈を「確かに退屈で
はない」「本当に..経験を誘発する思考。暗くて困った過去:美浜アカデミーのすべての学⽣。デートピーパーズ:サチとのデートで彼に従うつもりのアマネに引っ掛かって、ユウジは⾃分のデートを⾝体運動に保つことによって、不愉快で退屈であると決めました。イライラし、すぐに隠れて出てくる。ロージー‧パームスとのデート:⼥の⼦が⾃慰⾏為を
するという事実でゲームはほとんど繊細さを持っていないだけでなく、牧名の道には、ユウジをオナニー飼料として使⽤するというテーマで、アマネとサチが楽にミチルとチズルワ、そしておそらくユミオワを打つ間、彼らのお気に⼊りの空想を公然と快適に認める瞬間さえあります。そして、彼⼥は5⼈全員がマゾヒストだったと結論づけた。ちズルが
気まぐれな屈辱の⽔たまりに減らされ、ミチルはショックを受けた。そして、それはあまねがユウジのTシャツを嗅ぎ、その間に⾃分の部屋に⼊り、何気なく⾒ていることに気づかずにベッドの上で遊び始める共有ルートでの事件さえ含んでいません。致命的な遠く離れたフィナーレ:アマネのエピローグは⾶躍し、最終的には50年後に未来に移り、両者
がどのように死んだかを含む。脚⾊による死:アニメでは、ユウジは喜岡を殺し、そこから⽣きて現れる。敗北とは友情を意味する:話され、冷やかされる。誰が彼らを打つ⼈と友達になるだろうか?⾷事、お⾵呂、セックスを提供する:あかねはユウジにこの選挙を申し出ようとしますが、それが終わる前に、彼はぶっきらぼうに⾔います:私はシャワーを
浴びて通り過ぎて歩きます。裁量ショット:⼥の⼦が化粧をしようとするのを⾒ると、⼥の⼦が佐地を⾒る前にユミコ、ミチラ、牧間と⼀緒に最⾼から最悪に⾏き、ユウジが持っていたものを⾒たら彼⼥も哀れむと宣⾔します⾃分。遠いフィナーレ:ユミックの通常の結末は物語の4年後に⾏われ、5年後に良い結末を迎えます。マキナの悪い結末は、その
6ヶ⽉後に⾏われ、翌年に良い結末を迎えます。ドアプラグ:ビジュアル⼩説のすべてのエンディングを取得するのに約100時間かかります。楽しんでください！スーサイド‧スクワッドに追い込まれた:バスケットボールクラブの⼥の⼦の⼀⼈は、彼⼥の⼦⽝が死んで、グループの残りの部分がそれを⾷べることを決めた後、⾃分⾃⾝をハングアップしま
す。酔っ払い運転⼿:サチの問題の⼀部は、酔っ払ったトラックの運転⼿が⾚信号を通り過ぎて両親の上を彼⼥の前で運転することによって引き起こされた事故に起因します。ダストビンスクール:美浜アカデミーは、⾃分の感情的/精神的な問題のために、または通常の学校で⾃分⾃⾝や他の⼈に悪影響を及ぼす元の故郷からの世論の反発のために、社会
で⼀貫して⻑期的に機能することができない学⽣のためにこの役割を果たしています。機能不全ジャンクション:美浜は、彼らの⽣活に特別な状況を持つ個⼈を集めるために設⽴されました。学⽣たちは最終的にこのダイナミックなグループを⾃然に形成します。⽝を⾷べる:アマネのルート上のバス事故の間に、⼥の⼦の⼀⼈が⼩型⽝を連れて来まし
た。やがて彼は死んで、和⽊はそれを⾷べるように提案した。彼⼥のむしろ直接的な⽅法は、彼らが同じことを提案したいと知っていても、誰もが狂わせます。オーナーのコモロでさえ、最後に参加しました。しかし、それは彼⼥を壊し、数⽇後、彼⼥は⾃殺しました。後ろに⽴ち上がる敵:ユミックのルートでユウジは彼のボディーガードに彼の名前を
取得し、彼は彼が彼の忍耐の終わりに来て、何も起こらないと本当の脅威がないことを彼にスナップし、かなりゆみこを悩ませる、どこでも彼⼥に従います。ユウジはちょうど彼⼥の背後に醸造トラブルを⾒る必要があることに気づくように、完璧なタイミング。黒い服を着た男たちに囲まれている。エンテンドルの失敗:サチは、彼の妻はかなり喜ぶだ
ろうと⾔う⽼⼈に股関節脂肪を提供します。サチは混乱の中でまばたきをして買い物を続ける。エピックフェイル:ユミックのルート上のドラマのために再⽣されます。ユウジと⼀⼈で脱出した後、ユウジャの保証にもかかわらず、どうしようのない重荷のように感じ始め、外出中に家事を学ぼうとします。シチューを燃やし、⾬が降った後にテーブルに
紅茶をこぼし、洗濯物を焼き、⽫の半分を壊し、⼀般的に場所を破壊します。ユウジが家に帰ると、すぐに⽗親の部下が襲われたと仮定し、うつ病を全く助けになれない。エピローグの⼿紙:ミティルの終わりは彼⼥と彼⼥の新しい友⼈が⼿紙を書いています。コンテンツは、関係者全員が新しい取り決めに同意する⽅法の話ほど重要ではありません。株
式会社イービル:イリス株式会社は根本的に腐敗し、残酷です。マキンの⽗正孝は唯⼀のまともなメンバーだったので、彼は⼩さな事故を起こしました。正確な⾔葉:サチはあなたが彼⼥に求め、それ以上のことを正確に⾏うので、あなたが⾔うことに注意してください。道ルがユウジをやろうとすると結果として⽣じる捏造は彼の期待を超えたと⾔いま
す。それによって、彼はそれがサンドイッチと呼ばれるに値しない⾷べ物の醜態であることを意味しました。しかし、それは⾒た⽬ほどひどい味がしませんでした。⽬の⾊の変化:アニメの適応でミチラのためにほとんど、どの⼈格が制御されていたかを⽰すために。道平には⻘、もう⼀⼈は道iraに緑。⽬は常に閉じている:桜井、アマネのフラッシュ
バック中に⽴ち往⽣したバスケットボールクラブの⼥の⼦の⼀⼈。狂った男を銃で無⼒化するために、ユウジは右⽬のソケットに指を突っ込み、彼を押しつぶすことなく⽬を引く。道りの道で死んだ⾏動をとり、ミチラを指摘するために、ユウジはミチラを⿇薬で⿇痺させ、彼⼥の⼈⽣の現実に直⾯することを余儀なくされる。あまねのルートでは、ユ
ウジは⼀⽉が彼⼥の死を偽装したかもしれないと推測するが、それは良い結末で確認されていない。あなたが悪い近所に⾏くなら、あなたは彼⼥が⽣き残ったことを学びます。アニメでは、ユウジとJBは、その時点で5番⽬の実現を持っていた⽗親から離れて移動するために由美⼦に好意としてそれを⾏います。ファンの不快感:アマネのルート上のフ
ラッシュバック中に、彼⼥とカズキは、教師とセックスをしているキャプテンを⽬撃します。彼らの下に⼈間の⼿⾜で、彼らは他の⼥の⼦を養いたいと思った。ファンサービス:メディアの種類を考えると、コースには匹がっていますが、アマネがユウジャで彼⼥の裸のラックを厚かましく誇⽰しているのを⾒て、10分以内に、それはかなり⼼がしびれま
す。結局のところ、最初の⼥の⼦:サチ。彼⼥のルートでは、彼⼥とユウジは幼なじみであったことが明らかになります。最初の⼥の⼦が勝つ:あなたが彼らのルートのために⾏く場合、このトロープのケースは、アマネ、マキナやサチのために作ることができます。天ねと牧名は、ゲームによって導⼊され、三浜での最初の⽇にユウジによって⾒られた
メイン5の最初の⼥の⼦であり、サチはまた、適切に彼に⾃⼰紹介する最初の⼥の⼦であり、また、彼⼥はユウジの幼なじみだった間ずっとファーストガールとして倍増しています。ファーストネーム ベーシックユウジは、彼⼥のねえ、あなたとは対照的に、由美⼦の名前を使⽤し始めます!妥協を余儀なくされ、⼆⼈とも姓を使う姿勢をとっている。ユ
ウジはまた、常に名前でヘッドミストレスを指します。だから、いや、彼は多くのオープンな敬意を持ってそれを扱いません。予⾒された結論:各ルートのフラッシュバックは、プレイヤーに事前に終了する⽅法を伝えます。アマネが通り過ぎるのをほのめかして、彼⼥は彼⼥の体が飢餓の状態に適応し、常に余分な脂肪を詰めようとしているので、彼⼥
は体重を流すのに苦労していると⾔います。明らかに、それはどこか恥ずかしいことにつながります。ユウジは、無駄な軍事トリビアに向かって会話を操縦する傾向があります, 彼の軍事訓練や陰惨な戦争の物語についての逸話, 彼の聴衆の驚きに.(マキナのルートで)彼はマキニが学ぶ必要があるスキルについてアマネに話すとき、彼は彼の最⼤の驚きに
アマネが実際にそれについて彼に同意する、少しの機器で何週間もジャングルを⽣き残ることに⾔及します。あなたが以前にアマネのルートを読んだことがあるなら、なぜ彼⼥がそれを⾒つけるのか正確に知っています。有⽤。グループがあなたの頭の中で友⼈について話し始めると、ミティルの興味はすぐに⽕花を散らします。彼らが想像上の友⼈に
ついてしか話さないと⾔うと、彼⼥はがっかりします。同じシーンで、ミチルの気性が爆発し、彼⼥がこの建物の空を⾼く吹くと宣⾔すると、サチはすぐにこれがいくつかの深刻な爆発物の助けを借りてのみ可能であると指摘します。彼⼥のルートに沿って彼⼥の精神的な問題に対処するために、Yuujiは、彼⼥が今後のテストを排除するミチルの要求に
対するサチの極端な解決策の結果として、彼⼥がアカデミーを爆破するのを助けるためにまさにそのような爆発物を使⽤しています。由美⼦ルートに頼って、少なくとも最後ではないにしても2番⽬にプレーしますが、他のすべてのルートでは、ユミコはキャンパスの決定に関していくつかの原因不明の権限を持っているだけでなく、ユウジよりも他の学
⽣の知識を持っていることを⽰しています。これは、彼⼥が美浜の所有者の娘であり、現実的に他のすべての⼈に関するすべての情報にアクセスできるだけでなく、彼⼥のために特別に建てられた建物の⼤きな決定要因であることを明らかにされているのは、彼⼥のルート上だけです。冷蔵庫のロジック:トロープカズキの概念は、脳がメモリを処理する
ときに新しい接続を作成した後、いくつかの時間が経過すると情報分析が容易になるフラッシュバック中の回想効果として、アマネアに宇宙で説明します。⼀般的な失敗:⼤塚は部下を無視し、軽蔑を得て、軽薄で適⽤されない戦略に⼈々を費やします。他の部⾨はすぐに彼が彼らの特別なフィールド⼯作員を使⽤することを許可することを拒否し、⺠間
の情報⼯作員と彼を残します。ユウジは彼と彼の無能な部下を扱っているが、彼は深刻なBGMの尊厳さえ得ていない。解体ジャンル:シリーズは簡単に⾼校ハーレムシリーズの通常のトロープの多くを損なうために、この1として⾒ることができます。例えば、主⼈公が⼥の⼦と正しく話す事ができない、混乱しやすいバカである代わりに、Yuujiは超有能
で事実上の悪しで、⼥の⼦の陰謀や進歩を恥じない。熱帯地⽅が現れた場合、彼らは通常すぐに嘲笑されます。これは、⼦供が殺⼈者として豊富な経験を持つ兵⼠であることを助けます, アメリカ海兵隊で軍事訓練やサービス, そして、すでに彼の若い頃に成⼈⼥性とセックスをしました.牧間と由美⼦は追い出される前に⼀つに住んでいました。由美⼦は
美浜を考えるが、彼はそこにいるのが幸せだ。喜びに⽣きているセックス:倒され、アマネのルートで演奏。坂島ケイジとの出会いを⽣き延びた浅根は、ユウジがキスできる顔の3番⽬のオプションであり、キスできない特別なケースフェイスとしてよく表現する顔を作ります。ユウジは、彼がかなり鉄で作られているが、ユウジでさえ、繰り返し彼を
撃った直後にセックスをすることに耐えられないので、彼らが家に戻るまで待るように彼⼥に⾔います。アマナの良い両親の両親は、彼らが本当に彼⼥の世話をし、彼⼥のすべての幸せを願っていることを暗⽰しています。彼らは主に転送されているにもかかわらず、アマネはちょうど彼らについて良いことを⾔います。そして、サシャの両親。1年以上
仕事に集中していたにもかかわらず、彼らは決して悪意を持っていなかったし、ちょうどサチャにすべてのベストを願っていました。無料英語:牧名とミティルは、しばしば&lt;&gt;括弧と記された無料の英語の⽂に滑り込むので、彼⼥の実際のスピーチを聞かずに分かります。牧間は若い頃少し海外に住んでいたが、ミティルはなんだかスペイシーだ。彼
らは両⽅とも明らかにそれでひどいです。ユウジ:何か教えてください。なぜあなたは奇妙な英語の少しバーストであなたの⽂章を仕上げ続けるのですか?緑⽬のモンスター:ルートの⼀部で笑いのために再⽣されます。彼らはユウジャと問題の少⼥について話し合うような評議会さえ持っています。主なペット:ユウジの影響のおかげで、キティミューはミ
ティルの頭が良い⽌まり⽊を作ることを決めます。しばらくすると、彼⼥はいつも彼の存在に気づくわけではありません。男性のための相続⼈クラブ:ユミックの家族の誰もが彼⼥が男の⼦ではなかったので、彼⼥を嫌っていました。地獄はその騒⾳です:ユミックのボックスカッターのクリック⾳は、あなたが王室に彼⼥を怒らせることができたことを
意味します。希望スポット:ユミックのバックグラウンドで物事が良くなるように⾒えるたびに、残酷な誰かが物事を破壊するでしょう。彼⼥は彼⼥の健康が向上している間、彼⼥は彼⼥の⺟親と仲良くし始めていますか?彼⼥の⽗親には息⼦がいて、⺟親との離婚の準備を始めています。あなたは彼⼥を取り戻し、穏やかで⽗性を⾏動しますか?息⼦は死
んで、突然相続⼈がいません。ただ、より多くの操作。それについてあなたの新しい友⼈に話してみてください?彼は彼⼥の後ろに来て、彼⼥を笑った。アマネの悪い地域では、ユウジはライフルを数丁取り、バレルで⽬を合せた後、不利な⽴場にある。アマネは私たちの茂みを追いかけ、加害者を刺す.男がついに降りてきた前に撃たれて殴られて死ぬ
だけです。病気の⼩さな⼥の⼦:彼⼥は由美⼦を出産した後、彼⼥の⺟親の体調不良はしばらくの間、彼⼥のベッドピン留めを維持し、彼⼥は別の⼦供を出産することができませんでした。私は⼈道主義者バスケットボールクラブの事故の⼥の⼦は、彼⼥の死んだ友⼈の死体を⾷べることについて簡単に考えましたが、彼らがいた状況でも、彼らは壊れる
準備ができていなかったのは道徳的なタブーでした。その後、船⻑と先⽣はまだ⼩森の死体を拾い上げ、他の⼥の⼦たちは彼らが知らないふりをしました。あまねは⼿に⼊らなかったが、カズキはとにかく⾷べ続けた。結局のところ、残酷なクラスメートは、アマネが結局それをやったと判断し、彼⼥をゴキブリと呼び始めました。そして、サチルート
の間に笑いのために演奏しました。牧間は、あまねがユウジアを⾷べると率直にコメントし、サチはすぐにどの部分がおいしいかについて役に⽴つアドバイスをし始めます。信じられないほど⼥性キャスト:ユウジの⼈⽣のすべての重要な⼈は、仲間の兵⼠とのいくつかの過去のオフスクリーンの友情を除いて、関連するキャストの95%と同様に、⼥性で
す。これのニュアンスはエロゲではそれほど珍しいことではありませんが、これは1つです。遠く離れて、それはほとんど愚かです。他のほとんどすべての男性キャラクターが無能、妨害的、意地悪または死んでいるとして描かれていることは助けにはなりません。情報に基づいた属性:アマネのフラッシュバックの間、バスケットボールクラブの誰もが
重度の栄養失調の異なる段階にあったと⾔われていますが、cgsを含むシーケンスから最後まで異なるスプライトを持つ⼈はいません。おそらく信頼できないナレーターのケース - アマネは、彼らが最後に⾒て惨めで威圧的だったことを忘れて、チームメイトが衝突前にあったことを覚えておくことにしました。⽐較的、教師が学んだ後に⾮⼈道的な⾒⽅
を⾒ることができます。彼の肌は暗く、⾻ははっきりと⽬⽴ち、⼥の⼦を追いかけると⾚い⽬が輝いています。和⽊が男性⾷い和⽊と呼ぶのは不思議ですか?ユミックの⽗親は、ゆうじがゆみこさんを適切に擁護すると、偽の拉致の試みで娘を操作しようとする⽀配的で腐敗した実業家です。彼⼥の⺟親の家族は少し良いです。ただ、次の戒め:彼⼥がア
イリスの主要な家族の⼀員だったとき、マキナの召使いが彼⼥を助けないようにするための⾔い訳。⼦供たちは残酷です:いくつかの物語は、最⼤2つのまともな⼦供のキャラクターで満たされています:すなわち、⼥の⼦はそれを数え直し、彼らの友⼈だった別の⼥の⼦。ラップピロー:ユウジが最初に興味を持つことができることの⼀つは、同じことをし
ている若い恋⼈を通り過ぎた後、彼の膝の上の枕です。最後の⼥の⼦が勝つ:ユミコ、プレイヤーが彼のルートに⾏く場合。最後の 1 秒の完了の選択: ルートに含まれる分岐は 1 つだけです。⼀⽅は、⼀⽅の⼀般的に悪い終わりから良い終わりにつながります。⼀般的に、この選挙は物語のおよそ最後の5%以内に起こり、せいぜい彼らは正しい選択が何
であるか、最悪の場合、物語の⽬的が何であるかを考える必要があるかもしれません。第4のワラマネに寄りかかっている:しかし、これまでのところ、私は⼤きなおっぱいのふしだらな⼥のキャラクターとしてかなりタイプキャストされています。私はゲームの後半に私のニスを残すすることはできません。ユウジがミチラを連れて⼼臓ドナーの両親に
会うとき、彼はそれほど遠くないとコメントする。私たちはちょうど3秒前に去ったように感じるつもりです.画⾯を切り替える時間について。致命的なシェフ:特に1つはありませんが、由美⼦は彼⼥のルートの間に彼⼥の名前に素晴らしい失敗を持っています。しかし、アマネはこの問題について彼の考えを共有しています:彼らは即興の誘惑を避け、
ちょうどレシピに適切に従うならば、誰でも料理することができます。誰かが何かを調理しなかった場合、彼らはおそらくスタンまたは発明しようとしました。ライトニングライト:レーザー光のように、ゆみことミティルの間(背景の動物と⼀緒に)。限定ワードローブ:学校の制服のための服と⼀般的にカジュアルな服の1セットがあります。⼥⼦ルート
では、道ルが少し着ている、またはサチが普通に着ているのが⾒えるかもしれませんしかし、それはそれです。サチにとって、それは⼩さなプロットポイントです:彼⼥はメイドのための服を着るように頼まれたので、彼⼥はいつもそれらを⾝に着けています。ライブ感情的な松葉杖:マキナのルートでそれについての⻑い根本的なテーマがあります。ユ
ウジはアサコが⼈間のようなものを残していることに依存し、牧間の世話をし始めたとき、それはおそらく彼⼥にとって同じだと気づいた。現在、彼は愛よりも必要性に基づいているマキンと共⽣関係に⼊ります。法律の乱⽤:サチはいつも⾔われたことをするが、ユウジがJBが校⾨に植えた頬のキスについてアマネに⾔うなと⾔うと。アマヌウは、私は
何も⾔えないテーマとメッセージと私は何も⾒ていないというテーマで電⼦メールを送信します。事は、彼⼥もノートの瞬間の写真を添付しました。サチの旅の間、ユウジは内なる独り⾔の中で、サチは時々他の⼈の⽂章を真ん中に切り、彼⼥に問題があると感じたときに話題を変えることがあると⾔います。マジックスカート:ここで反転の種類。道ル
のルートの間、彼⼥のスカートは何も隠すのではなく、空の寮の部屋で彼らのシーンの間にユウジを点滅させる唯⼀の⽬的のために前例のない⼒によって不⾃然に保持されているように⾒えます。マクガフィンの記憶:アマネのルートの終わりに、彼⼥の孫娘は彼⼥に現在のユウジが彼⼥に与えた彼⼥を⽰しています。ユウジはもともと、彼⼥が彼⼥の盗
聴を⼊れて以来、彼⼥は彼を⾒たときに中で笑うアマネからそれを得た。マーチ:ナツナフィッシュマンと呼ばれるショーを⾒ながら、彼らはコマーシャル中に変換ベルトアイテムを販売しようとします。マグロフィッシュマンを除いて、⿂は⾜の上にあるので、変換されず、ベルトを着⽤することができません。ユウジはこれらのトリックに異常に敏感
です。慈悲キル:考慮されたが、避けた。⼼臓ドナーの⼥の⼦の⽗親は彼⼥の⽣命維持を与えることを考えましたが、彼はそれをする気になれませんでした。ゲイの代⽤品:ユウジの完全に簡単な説明のおかげで、榊は牧名と道平が奴隷のゲームに従事しているという結論に達します。それは特に誤解を招くはずではありませんでした。ムック騎⼠団:それ
はユウジのような⼈には意味がないので、ランプシェード。3⼈の武道家と5⼈のフルタイムの男が⽗親の命令で由美⼦を誘拐しようとしているが、それは彼⼥を威圧するだけなので、武道家は⼀⼈ずつ来た。それで彼は疑わしい。死体のうんちなし:新たに再キリスト教されたキティミューが⾞の熱に襲われ、以前の怪我が死後すぐに腸の故障を引き起こ
し、シーンを⾮常に醜くするだけです。名前は与えられていない:ミティルの新しい⼼を供給した⼥の⼦のためのジグザグ。早く尋ねられると、彼⼥は明らかに彼⼥がここにいるべきではないと感じているので、答えることを拒否します。彼⼥の苗名はガーディナーであることを知り、ミティルのルートの漫画の適応は彼⼥の名前がリサであることを明ら
かにします。答えなし:アマネがカズミ‧カズキに怖いかどうか尋ねたとき、彼⼥の答えは基本的に「私は⼀種のそれはあなたの時間の前に起こる可能性があります。はいまたはいいえではありません。彼⼥の⽗親が彼⼥を彼の後継者にすることを強制することを決めたので、⾮セキトゥール因果関係ユミコを⼊れてください。特に、Yumiko には実際の



ルート フラグはありませんが、これまで他のルート フラグにフラグが設定されていない場合はデフォルトです。ミティルのルートでは、彼らはすべて夏に突然引っ越し、彼⼥とユウジャに2週間だけで偽の関係を持たせます。同様に、彼⼥は本当にこのルートでキティミューを採⽤しています。麺事件:千鶴への脅威として使⽤されます。彼は、チズラが
慈悲を請い、⼀度JBを泣き残すためだけに、彼が何をするかについて詳しく述べることを拒否します。ドナーパーティーのようなパーティーはありません:アマネのルートでバス事故の間、2週間の飢餓の後、船⻑とオチ⽒は彼らが回復するのを助けるために死んだ⼥の⼦の⼀⼈に他の⼥の⼦を養い始めることを余儀なくされました。和⽊は知っていて
断った。あまねは知らなかったが、和⽊が⾷べなかったので通り過ぎた。他の誰もが知っていて、喜んで従いました。リアリズムにうなずく中で、これは彼らの弱体化した免疫システムに基づいて腸疾患のためにそれらすべてを殺しました。道丸のルートでは、ゆうじは難しい愛の戦略を少し緩め、ミティルが午後に乗って来ることを可能にし、それを
デートとははっきりと考えません。彼の運動ルーチンを知っていて、確かにそれを考えているにもかかわらず、彼⼥は⾃分⾃⾝を整理し、3時間早く到着し、彼⼥の頭の上に猫を持っています。奇妙に⽬に⾒える眉⽑:すべての⽂字がそれらを持っています。メディア画像:クラスの残りの部分は、彼⼥が美浜に⼊ってから1つの要求を拒否しなかったサチ
を賞賛するとき、あなたは実質的に彼⼥の頭の周りに浮かぶ疑問符を⾒ることができると指摘します。このシーンの間にどのようなアニメーションがあるでしょうか?親近親相姦:牧⽥⽒の⽗親としてのユウジの考えは、ボーイフレンドのように聞こえるので、ユウジは混乱しています。彼⾃⾝の⽗親は恒星以下だったので、彼はそれのために彼⼥を呼び
出す経験を⽋いています。親の結婚拒否権:アマネのお⽗さんが試してみました。ユウジは彼を打ち負かし、⾃分が結婚のアマネの⼿の勝者であると考えました。⼈としての親:他のほとんどのキャストとは異なり、サシャの物語はひどい⼈々で満たされていません。確かに、サチはおそらく物語の中で最⾼の両親を持っていますが、彼らがより成功する
につれて、彼らは彼⼥のために少ない時間を持っていました。彼らはまだ努⼒していたが、彼らは疲れ果てていた。彼らは本当に物質的な欲望の躁病ではないので、彼らは彼⼥のためにそれをやっているとさえ思った。実⽤的な適応:アニメは、物語の1つの弧にそれらを織り込むために、ルートの終わり、特にユミキとマカのを変更します。ランダムな
イベントの⼟地:共通のルート。現実が⽣じる感情的、精神的なトラウマは決して消え去らない。今まで。あなたは彼らにより良い対処を学ぶことができますが、彼らは魔法のように消えるだけでなく、彼らがあなたの⼈⽣に与える結果もなくなります。私⽴探偵であることは本当に退屈です。真のアクションスタイルでは、主⼈公ユウジは縮む傾向があ
ります彼は偉⼤な戦いの間にどのようなダメージを受けます。通常、回復の数週間を費やしてから腕全体にコストをかけたり、最後に彼の⼈⽣を費やしたりすることから、通常はセリフの結果をもたらす⾏動は、銃弾による傷は冗談ではありません。脱出しようとするのではなく、⾃⼰防衛と無数の経験(あなたが驚きの要素を持っていても)の限られた
知識を持つ2⼈の卑劣な訓練を受けたエージェントとの戦いを選ぶことは、おそらくうまく終わることはありません。マキナはちょうどそれをしようとしている、後ろに彼の2つのショットを作る。アクション映画とは対照的に、彼らのスクールバスが崖を運転し、渓⾕に衝突したときに、カズキがアマネアに指摘したように、⾞両が衝突したときに巨⼤
な⽕の⽟で爆発する傾向はないと確信しています。私のすぐ後ろ:⼥の⼦たちは、彼らが即座に愚かな競争に変わるユミコとより快適になることを決めます。彼らは彼⼥が誤って彼⼥の⼿から本をノックアウトするまで、彼⼥と混乱し、彼⼥の上に終わる。教室を出た後、彼らは勝者を発表します:ミティル。誰が優しく彼⼥の勝利を誇⽰し、ランダムな
本のトリックは実際には彼⼥の狡猾な計画だったと主張しています。誰が彼⼥の後ろにいて、⾎まみれの復讐の準備をしていると思いますか?ギャグを実⾏する:早い段階で、ユウジは彼⼥に異常細胞腫症を発するように頼んで、彼⼥の貧しい英語についてマキナをあざ笑います。ゲームの残りの部分では、マキナが(英語または⽇本語で)結ばれた⾔語を取
得するたびに、彼⼥は⾃発的にいくつかの誤発⾳の異常を叫びます。それが最後に起こると、彼⼥は実際に明らかに偶然に正確な⾔い訳を得る。レズビアンの⼥⼦⾼⽣:バス事故の間、やや疑わしい⼥性カップルが何⼈かいたので、アマネはカザミ‧カズキをいちゃついてからかうという考えを与えました。⾃⼰型:レバーは確かにクローバー⾵です。牧
⽇:古い謎がようやく解けた。ボディシェアリング:ミシールのルートに対処するために、契約はミチラとアメリカの⼼臓ドナーが⾃分の体を共有することです。⽝を撃つ:ユウジは、それが彼が愛する⼥の⼦の幸せを意味するならば、彼がしなければならないことを喜んで⾏います。アイリス‧キヨケがマカの悩みを引き起こし、マキナ‧マキニを⾃分の
個⼈的な⽬的のために邪魔するために何も前に⽴たないことに気づいたとき、ユウジは⾏かなければならないと決めました。シャウトアウト:ガンダムにはほとんどありません。アマネは、ある作家がフェルティオをMS-05ザクII(⽂脈で同じくらい意味を持つ)と⽐較する⼥性誌を読み、数⽇後にユウジと⼀緒にアカデミーを離れ、牧名はソロモンを引⽤し
始めます!私は戻ってきました!、ユミコ(すべての⼈々の)が中断し、彼⼥に核兵器を独り⽴てするように⾔います。彼らの作品は⽰されています:彼らはそれを記述する前に何かについて学ぶことに仕事を⼊れなかった回数を数える⽅が簡単です。ショーの中でショー:マグロの男とデイブ教授シャットアップキス:ユウジは、それが騒がしい⼥性を抑える唯
⼀の⽅法であることをミューズが、残念ながら彼⼥は彼⼥のセットを着⽤病気の⽢い⼼:浅間と遊⼆は、主にあまねの⾔っていることに同意するかもしれないと思うので、評判を得る。ヌードで眠る:アニメの最初のエピソードでは、カザミはバフで寝ていて、服を着ずに朝のルーチンを通り抜け、カメラはほとんどの時間腰の上にとどまっています。⽢
やかされた兄弟:マキナは、彼⼥がobnotetricになることができる場合でも、⼼の中でかなり美しい⼦供です。しかし、彼⼥の妹サリナは、探して権利を持っています。マキナは、結局のところ、彼⼥はそのようなことを覚えていて、それがサラのせいではないことを知っているので、彼⼥のために哀れみしかありません。偽装者を⾒つける:共通のルート
で、ユウジは倒れそうになった後に道寺を⾒つける必要があります。⼀⾒彼⼥を⾒つけた後、彼は彼⼥を全く認識せず、そんなに話します。いいえ！ミティルはこれを認め、誰かが彼⼥を呼び出しているのを⾒て驚いています。ボディランゲージを通じて独占的に⾏われたため、これはおそらく特に驚くべきことです。「テイク‧ザ」:ゆうじは⽇本⼈が
保守的すぎると何度か述べており、これは必ずしも良いことではなく、⽇本は平和な国であり、公園のベンチで⻑い間邪魔されずに眠る無⼒な⼥の⼦のように、世界の他の地域では想像もできないような平和な国です。あなたの頭に触れる:牧間は、いくつかのよく配置されたチョップでミチラをノックアウトしようとしますが、それはちょうど痛いで
す。ユウジ武道家/キラー/何でも親切にそれが動作しないだけでなく、このような深刻な取り返しのつかない損傷を引き起こす可能性があることを彼⼥に知らせます。セラピストなし:⼥の⼦の中には、治療で解決するのが本当に難しい問題を抱えている⼈もいますが、試みはなかったようです。特にサチとミチルはかなり明確で明⽩な診断を受けていま
すが、問題がなくなったとき、彼らは皆「まあ、それは私のために⼗分に治ったようです!オプション3の適応:アニメの適応は、ゆうじがみんなの問題を解決したがロマンチックな約束をしていないように⾒えるVNカジツア⾃体では探求されていない道をたどって、グリサイアの明柔が海事の⾏動をどのように解決するかを前提とし、その道は現実のもの
になると述べた。しかし、アニメのユミコフとマキンのアーチも追加の変更を受けました。何千フィートも古い:それは由美⼦と幸が幸が彼⼥とセックスをするのを助けるために⾒た後に起こります。三⼈組のサブテキスト:奇妙な意味で。ミティルの終わりのために、彼⼥はアメリカのドナーの⼥の⼦と体を共有し、彼らは両⽅を制御しています。それ
は彼らの関係について正確に何を⾔いますか?彼⼥によると:「あなたのボーイフレンドも私のボーイフレンドです!おそらく損なわれる:元のミティルは、ドナーが彼⼥が眠ることを答える「ユウジは私の唯⼀のものです!」に反撃し、ナレーションは彼らがこのような新しいトリックを学んだことを説明します。だから、ユウジとミティルは親密な時間を
過ごすことができるようで、ドナーはそれを許可するために退陣する意思があるようです。あまりにも多くの情報アマネがユミコの前でオーラルセックスに関するスパイルに⽴ち上がると、後者の⽬は、アマネにもう話すのをやめて欲しいとはっきりさせるまで、ガラス張りになり始めます。由美⼦がサチにセックスの仕⽅を教えようとすると起こる。
それは私たち⼆⼈にとって恐ろしく終わります。翻訳⼤会:ミティルが⼼を得た⼥の⼦は⽇本⼈ではなくアメリカ⼈でしたが、聞いた会話はすべて⽇本⼈でした。彼⼥は、当時と現在の状況の根本的な違いのために、再び両親と話す意味は無いと⾔います。ユウジは彼⼥の不満を無視し、まだ再びそれらを⾒るために彼⼥を連れて⾏きます.問題の⺟親が
⽇本語を話せるので、それは重要ではありません。控えめな⾔葉:ユウジは、彼を少し悪役で、柔らかい⼈々の搾取から利益を得た⼈物として彼を連れて⾏った⽗親の「友⼈」を説明します。国際テロリスト、殺⼈者、⼩児性愛者は、より正確な記述であろう。宇津合:この設定は、通常の社会への統合の成功とそれに対する不安/後悔を妨げる少なくとも1
つの⼤きな突然変異の問題を抱えている問題のある学⽣のための学校を中⼼に展開しています。ワムエピソード:アニメのエピソード4で、キティミュー/メオムウェルは⾞にはねられて死ぬ。エピソード6では、ユミコは⾃分の死を偽装します。⼦供のためってどういう意味?宇宙では、安っぽい⼦供たちが牧野と幸と⼀緒に⾒ているショーを⾒ている間、
ユウジは驚きます。主⼈公と悪役は⽜⾁と⿂をテーマにしており、⾁を引き裂いて互いに攻撃し合って戦います。宇宙に戻ると、デイブ教授のアメージング‧アニマルズというショーがあります。後半は通常、深刻で感情的な動物の物語ですが、前半は極端で安価なスリルと⾔われています。⽰されているエピソードは、彼が⽜の⾎まみれの部分を運
び、彼が最も少ない怪我で逃げる⽅法を⽰すことができるようにサメに腕を噛まれるということです。ユウジは、⾃宅で試さないという通知があるべきだと述べていますが、そもそも試してみる⼈は誰でも病院のベッドに鎖でつながるべきだと考えています。はい、これは⼦供を対象としています。ウィザードはそれをやった:ミティルのスプリットパー
ソナリティは、解離性同⼀性障害を持ち、実際に病気に⾮常によく合っていると⾮常に簡単に説明することができます。フラッシュバックは、⾮現実的に強い細胞記憶とは対照的に、彼⼥が別の個性を持っている理由の説明として作成されたものとして説明することができます。しかし、いいえ、そのルートの最後のゲームはそれを作るので、理にか
なっている唯⼀のものは魔法です。間違ったジャンルに精通している:ユウジがマキナと⼀緒に最初に寝た後、朝起きたとき、彼⼥が部屋を出たのを発⾒したとき、彼は彼⼥が彼⼥の⺟親と向き合うことを完全に期待しています。しばらくすると、彼は彼⼥が寮のロビーで騒いでいるのを聞き、それについて考えることさえしません。あなたはブロンドの
髪を持っている必要があります:アマネはマゼンタ、サチはピンク、由美⼦はしかし、それは黒と⾒なすことができます。それでも、どういうわけかミチルの(染めた)ブロンドの髪は⾒知らぬ⼈だけのものでなければなりません。こと。
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