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条件指定 質問・相談

知恵袋トップ ＞ カテゴリ一覧 ＞ エンターテインメントと趣味 ＞ 音楽 ＞ 邦楽

gug********さん
2015/12/25 21:06

2回答

邦楽・24,903閲覧

2人が共感しています

共感した

ベストアンサー

hya********さん
2015/12/26 18:50

よくわかりましたね︕ 
１、人生は紙飛行機 
２、もっともっと 
３、365日ですね少し混ざっていましたね。  
ネタ切れ︖ｗ３個ありました。

ナイス︕

質問者からのお礼コメント

ありがとございます

スッキリしました
お礼日時︓2016/1/1 9:07

AKB48 手話の検索結果

 Yahoo! JAPAN  ヘルプ ウェブ検索

トップ カテゴリ 公式・専門家 Q&A一覧 My知恵袋

このカテゴリで探す 検索

akb48の365日の紙飛行機なんですが 振り付けの中に手話が入ってますか︖ 

手話の通信教育ならユーキャン | 映像とテキストで理解がすすむ
広告 www.u-can.co.jp/ユーキャン/手話入門 広告

女性アイドル
AKB48 チーム８の中野郁海ちゃんは手話をしているのですか。

ベストアンサー︓手話の中で言う指文字を使ってます

4 2017/9/14 12:33

女性アイドル
AKB48のメンバーの中で手話が出来る人がいると聞いていますが本当ですか︖

カテゴリQ&Aランキング
邦楽

1
島津亜矢と丘みどりが紅白落選しまし
たが正直どうおもいますか・・・︖

2
エレカシの宮本浩次さんは、いつから
あんなにフレンドリーで素敵な人に…

3
BABYMETALって何故人気なのです
か︖    今年の紅白に出場するといいw…

4 米津玄師さんのカナリヤなんですが…

5 King Gnuの三文小説という曲のサビ…

6 紅白歌合戦にYOASOBIはなぜ選ばれ…

7 米津玄師のstray sheepについて。本…

8 Mr.Childrenはなんで今年紅白歌合戦…

9 宮本浩次の歌、いい感じのカバー曲…

10 エレファントカシマシの宮本浩次と…

総合Q&Aランキング

1
付き合って2ヶ月。彼女から家に呼ばれ
泊まりに行きました4日泊まって、光…

2
トイレへ行く際に、冗談で「お花を摘
みに行ってきます。」と言ったとこ…

3
３ヶ月付き合った彼氏を振りました。
最後のデートまで彼とはラブラブで…

4 水溜りボンドのトミーさんが今日の…

5 「陽葵」でどうして「ひまり」と読…

なぜ日本は漢字を廃止しないのです…

 wakan_jp
106ポイント
1日限りのお得な目玉商品をご案内
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検索結果をもっと見る（39件）

その他の回答（1件）

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13153986303?__ysp=QUtCNDgg5omL6Kmx

ベストアンサー︓それはおそらく大島優子のことです。 テレビで紹介されていました。 補足
http://www23.atpages.jp/akb49/?%e5%a4%a7%e5%b3%

3 2011/8/6 21:36

女性アイドル
AKB48のso longの手話の部分の意味を知りたいのですが、解る方いますか︖ 知りたい…

ベストアンサー︓今、歌に手話っぽい振り付けをつけるのが流行っているようです。 手話っぽく見えま
すが、ただの振り付けでたいした意味はありません。 本当に意味を持たせているのなら、手話

2 2013/3/6 20:41 25

新しい順

わかんさん
2015/12/27 10:22

手話を使う聴覚障害者です。 
365日の紙飛行機」に手話が入ってると、よく言われるので調べてみました。  

手話じゃないね、あれは。 
手話の動作を振り付けに取り入れただけで、手話になっていない。 
手話として読み取れるのは一個所だけ、「人生 紙飛行機」。  

□ 追記
いや、他の回答者が他の手話をあげてるけど、
何度も言うが、あれは手話になってない。
手話っぽい動きを入れてるだけだ。

手話のできない健聴者が、手話をとりいれた「つもり」の 
自分勝手な手話歌に、こういうのが多い。 

手話を使っているろう者から見ると「手話じゃない」と断言されるよ。 
内心では「こんなデタラメを手話とか言うな」と怒っているんだ。 
耳の聞こえない人の気持ちを自分勝手に無視するんじゃない︕

11人がナイス︕しています

ナイス︕

6 なぜ日本は漢字を廃止しないのです

7 仕事が忙しい彼氏と昨日ご飯に行く…

8 9月のペイペイ花王の40%還元が11…

9 モンストの書庫で今激究極に鳥が出…

10 辛ラーメンって、不味いですか︖ネ…

カテゴリ一覧

エンターテインメントと趣味

音楽

邦楽

洋楽

K-POP、アジア

クラシック

ジャズ

楽器全般

ギター、ベース

ピアノ、キーボード

ドラム、打楽器

バンド

合唱、声楽

吹奏楽

管弦楽、オーケストラ

ライブ、コンサート

作詞、作曲

DTM

カラオケ

カテゴリ一覧を見る

答えが見つからない方は…

質問する

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信
ぴょう性、正確性を保証しておりません。
お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。
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質問・相談

 Yahoo! JAPAN  ヘルプ ウェブ検索

キーワードで探す 検索検索 条件指定

hya********さんのMy知恵袋

hya********さん

4,260,576位/49,320,450人
中

次のグレードまで

プロフィール

hya********さんとは

参加日 ： 2015/12/12

登録番号 ： 1222854874

名前 ： hya********

年齢 ： 非公開

性別 ：

職業 ：

自己紹介 ：

サイト ：

ブログ ：

これまでのナイス！

回答にナイス！をされた回数 0回

質問の成績

解決済み 0件

解決率 0％

総数 0件

削除 0件

回答の成績

ベストアンサー 2件

ベストアンサー以外 0件

ベストアンサー率 100％

総数 2件

削除 0件

質問・回答の成績

※解決率＝解決済みの質問÷（解決済みの質問数＋削除された質問数）
※ベストアンサー率＝ベストアンサー数÷（ベストアンサー数＋ベストアンサー以外の回答数＋削除された回答数）

次のグレードまで 回答数 ベストアンサー数 ベストアンサー率

100%

ベストアンサー率

削除率

その他

ブラックリストに登録

Q&Aグレード 2

回答数

ベストアンサー数

ベストアンサー率

成績

質問総数 0件

質問解決率 0％

ベストアンサー数 2件

ベストアンサー率 100％

成績詳細を見る

知恵コイン

2,225枚

IDでもっと便利に新規取得
ログイン お買い物がお得になるクーポンがたくさん

トップ カテゴリ 公式・専門家 Q&A一覧 今すぐ利用登録
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