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曲名に"桜"を含む曲
この記事を作成している3月
30日現在、東京都では桜が満
開になっています。そこで曲
のタイトルに"桜""さくら""サ
クラ""SAKURA"等を含む曲がど
れだけあるか調べてみたとこ
ろ、漏れがあるかもしれませ
んが、全部で74曲もありまし
た。ここで全曲掲載するのは
無理ですので、傾向をまとめ
ました。

・"SAKURA"を含む曲：4曲
・～1999年までに発表：7曲
・2000年発表：5曲
・2001～2005年発表：17曲
・2006～2010年発表：28曲
・2011～2015年発表：15曲
・2016年以降発表：2曲

平成31年4月（月刊）

・"桜"一文字の曲：12曲
・”桜"を含む曲：52曲
・"さくら"を含む曲：4曲
・"サクラ"を含む曲：2曲

傾向を見ますと、西暦2000
年から桜を含むタイトルの曲
が増え始め、2006年～2010年
の間には28曲も発表されてい
ます。2000年4月に福山雅治さ
んの"桜坂"が発表されたので
すが、この曲がきっかけになっ
たのではないかと個人的には
感じたりします。

いずれにしても桜は日本人
にとって心に響くものだなと
改めて思いました。
最後に、カラオケDAM発表の
タイトルに桜を含む曲のラン
キングを紹介してこの記事を
終わりたいと思います。
1位 千本桜/初音ミク
2位 桜/コブクロ
3位 桜坂/福山雅治
4位 さくら/ケツメイシ
5位 さくら(独唱)/森山直太朗
6位 千本桜/和楽器バンド
7位 夜桜お七/坂本冬美
8位 SAKURA/いきものがかり
9位 さくら/森山直太朗
10位 人生夢桜/原田悠里

世界の駅別乗降者数ランキング
昨年発表された世界の駅別
乗降者数(1日)ランキング、な
んと23位までが日本の駅でし
た。結果(ベスト10)は以下の
通りでした。
1位 新宿 340万人
2位 渋谷 324万人

3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位

24位のフランスのパリ駅が5
2万人ですので、圧倒的な数で
す。ベスト10に東京にある駅
が6駅含まれています。平日の
日中には人口が1,200万人にな
ると言われている東京。人口
密集がここでも明らかになっ
ているようです。
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びている縦線と1mm単位の縦線とがピッ
タリ合っているところを探します。
"4"がピッタリではありませんが、一
番近いので6.4mm、深読みすると6.38
～6.39mmくらいといったところでしょ
うか。
ちなみに、同じサンプルをマイク
ロメータで測定すると6.325mm、ノギ
スだと6.32mmくらいでした。製品寸
法が6.35mmのマイナス公差ですので、
厚みを測れる定規ではそこまでの精
度はありませんが、持っていて悪く
ない定規だと思いました。

シュークリームのクリーム
をこばさずに食べる方法
とある 日の夕 方、 仕事
仲 間がシ ューク リー ムを
買 って来 てくれ まし た。

対辺6.35mmの六角棒を測定してみま
した。
とい うこ と
で 、目 盛り の
見 方は ノギ ス
と ほぼ 同じ で
す ので 、ス テ
ン レス 豆知 識
も兼ねまして説明したいと思います。
大きい目盛りは1mm単位("10"と書
いてあるのが10mm)で、小さい目盛り
が0.1mm単位です。
先ずは大きい方の目盛りを見ます
と小さい目盛りの"0"が大きい目盛り
の6と7の間を指しており、それも若
干やや6mm寄りですので、目分量で6.
2～6.4mmくらいかなと推測できます。
次に小さい目盛りの数字の上に伸
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そ して、 シュー クリ ーム
を 上下逆 さまに して 食べ
る とクリ ームを こぼ さず
に 食べる ことが 出来 ると
教えてくれました。
普通に 食べて いる と噛
ん だ後に クリー ムが こぼ
れ 出て、 手がク リー ムで
ベ トベト になる こと が常
で したの で、逆 さま にす
る だけで 本当に こば れな
い のか半 信半疑 で試 して
み ますと 、確か にク リー
ム がこぼ れるこ とな く食
べ ること が出来 、驚 きと
ともに嬉しくなりました。
何故、 逆さに する とク
リ ームを こぼさ ずに 食べ
る ことが 出来る のか 調べ
て みます と、空 洞の 部分

に うまく クリー ムが 落ち
て 移動す るので 、噛 んだ

拍 子に外 にあふ れに くく
な るから だそう です が、
シ ューク リーム だけ でな
く 、ハン バーガ ーも 上下
逆 にして 食べる と中 身が
こ ぼれに くいそ うで すの
で 、是非 モスバ ーガ ーで
試してみたいと思います。

厚みを測れる定規でノギスのお勉強
とある電気量販店の文具コーナー
を目的もなく眺めていましたら、"厚
みを測れる定規"という商品に目がい
きました。
ノギスのような形状をしていて0.1
mm単位で測れるという定規に、これ
を持っていれば顧客先で急に見せら
れたサンプルも測定出来るのではな
いか、値段もそんなに高くないし(税
込み349円)、これは営業マンとして
持っておくべきアイテムだと、欲し
いものがあるとすぐ正当化させる悪
い癖が出てしまい、買ってしまいま
した(ある意味ため息)。
買ったからには早速使わないと！
ということでオフィスのデスクの引
き出しに入っていた製品呼び寸法が

池袋 262万人
梅田 240万人
横浜 224万人
北千住 155万人
名古屋 119万人
東京 114万人
品川 91万人
高田馬場 91万人

