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2021/03/05 訪問ありがとうございます ヤンキーに絡まれたけどその場を動けず…⁉前回のお話はこちらから1話からでは続きどうぞ なぜかポイント女がたくの携帯に出るという… 続きはこちら高校時代、友達といてナンパされたこの時もヤバかった…↓ たくさんのご登録ありがとうございます！気づいたら1万人超えていました！ありがたや〜 近々お知らせしたい事もあります タグ ：酪農家牧
場胸キュンラブコメ恋愛漫画 花嫁の条件 コメント数 : 17 コメント by mayai260 訪問ありがとうございます 節約したいから雨の日でも着物えを貸せと言ってくるママ友麗華に…⁉前回のお話はこちらから ♀ 1話からでは続きをどうぞ ギャ・ク・ギ・レ
着物を貸してくれなかった事に対して逆ギレし、周りに言いふらした麗華。果たして、周 ... 2021/03/11 訪問ありがとうございます た
くにSOSしたらポイント女が出た 前回にお話はこちらから ♀1話からでは続きをどうぞ いや、楽しくねーーしー！！！ 因みに翔太とポイント女の会話は後から翔太に聞いたものです。あとポイント女は多分翔太を狙ってました笑そしていよいよヤンキーにブチ切れ…！ たくはそろそろ出てくるかな…⁉続きはこちら昨日久々に更新した創作漫画読んで頂けたら嬉しいです タグ ：酪農家牧場ラブ
コメ恋愛漫画胸キュン 花嫁の条件 コメント数 : 10 コメント by mayai260 訪問ありがとうございます ひっっっっっっさびさの更新です ♀続きを楽しみに待っていてくださった方、ありがとうございます そしてすみませんでした 今年の目標はこの話を最終回まで描くことにします そのためにはもっとテンポ良く描かねば…！今回から急展開が… ... 2021/03/15 訪問ありがとうございます 今回は
日常編というか、以前webメディアで連載していたお話をコンパクトにして再掲したものです。今、ニュースで小学生の体操服の下の肌着を禁止している学校が話題になっていますよね。実は一昨年私もこの問題に直面したので改めて書こうと思いました。合間に文字で補足が必要だし10枚に収まらないのでブログ限定です。一回でまとめたいのはやまやまだったのですがさすがに長いので3回に分けま
す。 それは娘が小三の時。運動会の朝です。家から体操服を着ていくのですが、娘はおもむろに中に着ていた肌着を脱いだのです。理由を聞くと…実は私はこの時初めて体操服の下の肌着を着ちゃダメだと知りました。疑問に思った私は連絡帳で聞いてみるか迷ったのですが、ひとまずママ友に聞いてみることに…すると …なんて話をして、実際今も禁止なのかわからなかったのでしばらく連絡せず
にいました。そんなある日、ちょっと気になって再び娘に聞いたところ…あ、やっぱり今も体操服の下の肌着禁止なんじゃん！！！そう思い、私はいよいよ連絡帳に書いたのでした。果たして先生からの返事は…⁉続きはこちら明日はこの話の続きを投稿します↓ タグ ：体操服肌着禁止 日常 コメント数 : 43 コメント by mayai260 訪問ありがとうございます 姉妹の言う「一番気持ち悪かった事」と
は…⁉ ⚠投稿者さん本人への侮辱、傷つくようなコメントはお控え下さい ♀ 義父へは好きなだけ言っていいそうです
身バレ防止の為多少フィクション入っています。前回のお話はこちらから ... 2021/03/03 訪問ありがとうございます 節約したいから雨の日でも着物えを貸せと言ってくるママ友麗華に…⁉前回のお話はこちらから ♀ 1話からでは続きをどうぞ ギャ・ク・ギ・レ
着物を貸
してくれなかった事に対して逆ギレし、周りに言いふらした麗華。果たして、周りの反応は…？続きはこちら非常識な奴シリーズこの人がママ友だったら嫌だ ↓ タグ ：ママ友ママ友トラブル七五三 ママ友トラブル コメント数 : 38 コメント by mayai260 2021/03/10 訪問ありがとうございます ひっっっっっっさびさの更新です ♀続きを楽しみに待っていてくださった方、ありがとうございます
そしてすみませんでした 今年の目標はこの話を最終回まで描くことにします そのためにはもっとテンポ良く描かねば…！今回から急展開が…⁉前回のお話はこちらから ♀1話からでは続きをどうぞ なんと、希に妊娠が発覚…！しかも出産予定日が希の死ぬ日…⁉続きます…！(なる早で )ところでお気づきでしょうか…莉子の生き返った日がさりげなく変わっていることを…！ 妊娠、出産、莉子
の年や幼稚園入園を考えたらちょっと辻褄が合わない事に気づき、急遽一週間遅らせましたブログは変更できるけどインスタは出来ないのでそのままになってます わかりにくくなるので、今回から出産予定日兼死亡日と、その日の日付、残りの日にちを書いていきます。(遅い)今回はこれ↓本日 7月30日出産予定日 兼 死亡予定日 (翌年)4月5日残された時間 あと 249日因みに「あの時」とは
この時↓続きはこちら タグ ：創作漫画死神寿命 残された時間 コメント数 : 4 コメント by mayai260 訪問ありがとうございます 着物を貸してもらえなかった事を麗華がママ友達に言いふらしていた…‼果たして、周りの反応は…⁉前回のお話はこちらから ♀ 1話から では続きをどうぞ 周りの人達がまともな意見で良かった… そして、LINEを見たママ友達が怒って ... 2021/03/23 訪問ありが
とうございます ママ友も味方になってくれず、外食やめてレンタルをしろと言われた麗華は…⁉前回のお話はこちらから ♀ 1話からでは続きをどうぞ
お詣りも終わり、これで終わったかと思いきや、何故か被布を貸せと言ってくる麗華…！その理由はあり得ないものだった… 続きはこちら非常識な人シリーズ タグ ：七五三ママ友着物 ママ友トラブル コメント数 : 30 コメント by mayai260
訪問ありがとうございます 子供達に義父のセクハラを言えるのか…⁉⚠投稿者さん本人への侮辱、傷つくようなコメントはお控え下さい ♀ 義父へは好きなだけ言っていいそうです
身バレ防止の為多少フィクション入っています。前回のお話はこちらから ♀ 1 ... 2021/03/06 訪問ありがとうございます 桜子姉さんの娘達がすぐにセクハラ義父を疑った理由は…？⚠投稿者さん本人への侮辱、
傷つくようなコメントはお控え下さい ♀ 義父へは好きなだけ言っていいそうです
身バレ防止の為多少フィクション入っています。前回のお話はこちらから ♀ 1話から では続きをどうぞ
小5、6年で祖父からそんな事言われるの嫌過ぎる… さらに、二人が一番気持ち悪かった事とは…⁉続きはこちら先日、出澤賞を頂きました！是非読んで頂けたら嬉しいです ↑連載中 タグ ：義父嫁セクハラ
フォロワーさんのスカッとした話嫁VSセクハラ義父 コメント数 : 110 コメント by mayai260 訪問ありがとうございます なんとこの度、出澤賞なるものをLINEコーポレーションから頂きました！因みにこれ、「でざわ」ではなく「いでざわ」と読むそうです。いや、何の賞やねん！と思われると思いますが、出澤とはLINEの社長のお名前。つまり社長賞的なものを頂きまし ... 2021/03/06 訪問
ありがとうございます なんとこの度、出澤賞なるものをLINEコーポレーションから頂きました！因みにこれ、「でざわ」ではなく「いでざわ」と読むそうです。いや、何の賞やねん！と思われると思いますが、出澤とはLINEの社長のお名前。つまり社長賞的なものを頂きました ライブドアブログを始めて一年足らずでこのような賞を頂き、大変光栄です！ これもいつも応援してくださる皆様のお
かげです。いつも本当にありがとうございます ♀
これからもよろしくお願いします
あ、因みに 昨日の投稿のあとがき で、お知らせがあるって言ったのはこの事ではないです 月末にもう一つお知らせがあります 現在連載中のお話 日常 コメント数 : 14 コメント by mayai260 訪問ありがとうございます ヤンキーに絡まれたけどその場を動けず…⁉前回のお話はこちらから 1話からでは続
きどうぞ なぜかポイント女がたくの携帯に出るという… 続きはこちら 高校時代、友達といてナンパされたこの時もヤバかった…↓ たくさんのご登録ありがとう ... 訪問ありがとうございます 孫から絶縁宣言をされた義父母…⚠投稿者さん本人への侮辱、傷つくようなコメントはお控え下さい ♀ 義父へは好きなだけ言っていいそうです
身バレ防止の為多少フィクション入っています。 前回
のお話はこちらから ♀ 1話から ... 2021/03/30 訪問ありがとうございます 本当に嬉しいです 【花嫁の条件】の新章です！今まで読んで下さっている方はもちろん、初見からでも楽しめる内容になっていますのでどうぞご覧下さい これは私の短大生時代のお話です 前回のお話はこちら ♀1話からでは本編をどうぞ マジでいきなりドア開けるのやめて… 出ました！ブタさんパンツ…！！！実は、
なんとたくの部屋に落ちていた物だったのです…先に言うときますが、もちろんお母さんのパンツなんて可愛いオチじゃありません そう思いたかったけど…続きはこちらAiの公式LINEです！ブログ更新通知や、イラストが届きます！友達追加してくれたら嬉しいですこちらでもブログ更新通知届きます こちらは高校時代教科書盗まれた話
タグ ：牧場酪農家浮気疑惑彼氏 花嫁の条件彼氏の部屋
に女物のパンツが落ちてた話 コメント数 : 16 コメント by mayai260 訪問ありがとうございます お詣りが終わったのに被布を貸せという麗華の目的は…？前回のお話はこちらから ♀ 1話からでは続きをどうぞ
ちなみにLINE内容はご提供頂いた原文ほぼそのままです この ←スタンプも これはドッカンくるわw続きはこちら 非常識な ... 2021/03/28 訪問ありがとうございます お詣りが終わっ
たのに被布を貸せという麗華の目的は…？では続きをどうぞ
ちなみにLINE内容はご提供頂いた原文ほぼそのままです この←スタンプもこれはドッカンくるわw続きはこちら非常識な奴といえばこの話 公式LINE始めました ブログ通知やイラストが届きます！追加してもらえるとやる気が出ますこちらでもブログ通知あります 非常織な話シリーズ タグ ：ママ友ママ友トラブル七五三 ママ友ト
ラブル コメント数 : 37 コメント by mayai260 訪問ありがとうございます 桜子姉さんに責められ、ショックを受ける義母…/前回のお話はこちらから ♀ 1話からでは続きをどうぞ
孫二人から絶縁宣言された義父と義母。ショックで途方に暮れる義母の起こした行動は…⁉続きはこちら スカッとした話シリーズは ... 2021/03/09 訪問ありがとうございます 着物を貸してもらえなかった事を麗華
がママ友達に言いふらしていた…‼果たして、周りの反応は…⁉前回のお話はこちらから ♀1話からでは続きをどうぞ 周りの人達がまともな意見で良かった… そして、LINEを見たママ友達が怒って麗華の元へ…！！！続きはこちら非常識な人の話と言えばこれLINEに更新通知が届きます♪ タグ ：ママ友ママ友トラブル七五三 ママ友トラブル コメント数 : 15 コメント by mayai260 Page 2 訪問
ありがとうございます 桜子姉さんの娘達がすぐにセクハラ義父を疑った理由は…？⚠投稿者さん本人への侮辱、傷つくようなコメントはお控え下さい ♀ 義父へは好きなだけ言っていいそうです
身バレ防止の為多少フィクション入っています。前回のお話はこちら ... 2021/03/18 訪問ありがとうございます アホヤンキーにブラホック外されそうになり、いよいよブチ切れ…前回のお話はこち
らから ♀1話からでは続きをどうぞ もう無限モードの存在忘れてる ↑ この時ばかりはさすがのたくもブチ切れ…⁉続きはこちら最近ニュースになってる肌着問題↓全3話、是非ご覧下さい ♀ タグ ：酪農家牧場ラブコメ恋愛漫画胸キュン 花嫁の条件 コメント数 : 14 コメント by mayai260 訪問ありがとうございます 先生からの連絡帳の返事からです…前回はたくさんのコメントありがとうござい
ました ♀やっぱり皆さん疑問に思いますよね… 前回のお話はこちらから ♀ では続きをどうぞ 恐る恐る連絡帳を開いてみると…驚きの言葉が…！！！へ？ ... Google bruker informasjonskapsler og data for ålevere og opprettholde tjenester, slik som sporing av tjenesteavbrudd og beskyttelse mot nettsøppel, svindel og uriktig brukmåle brukerengasjement og statistikk
om nettstedet for å forstå hvordan tjenestene våre brukesHvis du samtykker, bruker vi også informasjonskapsler og data for åforbedre kvaliteten på tjenestene våre og utvikle nye tjenesterlevere og måle effektiviteten av annonservise personlig tilpasset innhold, avhengig av innstillingene dinevise personlig tilpassede eller generiske annonser, avhengig
av innstillingene dine, på Google og på nettetFor innhold og annonser som ikke er personlig tilpasset, kan det du ser, være påvirket av blant annet innholdet du ser på, og posisjonen din (annonselevering er basert på den generelle posisjonen). 2021/03/13 訪問ありがとうございます 姉妹の言う「一番気持ち悪かった事」とは…⁉ ⚠投稿者さん本人への侮辱、傷つくよ
うなコメントはお控え下さい ♀ 義父へは好きなだけ言っていいそうです
身バレ防止の為多少フィクション入っています。前回のお話はこちらから ♀1話からでは続きをどうぞ 同性の子供(しかも年子)なんて下着はおろか服も間違えますよね 親でも。なんなら私、10才と4才の娘のパンツを入れ間違える事もあります 次回、桜子姉さんは娘達に話すのか…⁉続きはこちら今話題の体操服の下の
肌着禁止問題について↓久々に投稿した創作漫画もよろしくお願いしますLINEに更新通知が届きます タグ ：セクハラ義父嫁 フォロワーさんのスカッとした話嫁VSセクハラ義父 コメント数 : 128 コメント by mayai260 訪問ありがとうございます たくにSOSしたらポイント女が出た 前回にお話はこちらから ♀ 1話からでは続きをどうぞ いや、楽しくねーーしー！！！ 因みに翔太とポイン
ト女の会話は後から翔太に聞いたものです。あとポイント女は多分翔太を狙ってました笑そしていよ ... 2021/03/17 訪問ありがとうございます 先生からの連絡帳の返事からです…前回はたくさんのコメントありがとうございました ♀やっぱり皆さん疑問に思いますよね… 前回のお話はこちらから ♀ では続きをどうぞ 恐る恐る連絡帳を開いてみると…驚きの言葉が…！！！へ？ 禁止していな
い…？なんと、黒板にシャツを脱ぐよう書いたのは、当日脊柱検査があったためとの事でした！き、聞いてない…さらに…ん？あれ？怒ってらっしゃる？いや、確かにそうなんだけど、脊柱検査を知らなかった私が悪いのかもしれないけど…なんかトゲのある言い方… それに、禁止してないって言われても、現に娘は肌着を着ちゃダメだと思ってるし、ママ友達も迷っていて着せられずにいる状況…3
年生からは着て良くなったのか…？疑問に思った私は再び連絡帳に書く事にしました。そして翌日… 昨日の連絡帳からは先生が怒っているように感じた私はドキドキしながら中を開けましたしかしそこには謝罪の言葉が…！「学校では3年生になると体操服の下の肌着はOKになり、その事は3年生になった4月の時点で児童にのみ伝えています。しかし、保護者には何も連絡しておらず、子供任せにして
混乱を招き、申し訳なかった…」と言う内容でした。 また、近々保護者に対してプリントを配るとのことでした。そして後日… 約束してくれた通り、プリントが配られたのです！これにはママ友も…とりあえず、この件は一件落着しました！ただ…個人面談の予定があったため、そこで先生にお礼を言おうと思いました。それともう一つ、疑問に思う事がありました。それは…なぜ2年生まではダメな
のか？ってこと。私はどうしても、肌着がダメな理由がわからないのです。実はうちの学校は体育で使った後も週の途中で持ち帰ることはなく、ずっと置きっぱなし…例えば、月曜に素肌の上に直接着て汗をいっぱい吸い取った体操服。それをそのまま放置し、金曜にまた着るのです。これって清潔ではないですよね？ 持ち帰っちゃいけない事になってるのもまた疑問で…数年後、次女もこの学校に
入るし。次回、最終回は明後日投稿。個人面談でその疑問をぶつけます。先生からは驚きの答えが…続きはこちら明日はこちらの続きを投稿します しょーもないヤンキーにブラホック外されそうになった後の続きです〜 タグ ：肌着体操服 日常 コメント数 : 24 コメント by mayai260 訪問ありがとうございます LINEのやり取りを見て怒ったママ友が麗華の元へ走る！ ♂ 前回のお話はこちらから
1話からでは続きをどうぞ 頼りになるママ友…実際、豪華ランチをやめれば十分レンタル出来る贅沢をしていた麗華。そのことを突きつけると…？続きはこ ... 2021/03/16 訪問ありがとうございます LINEのやり取りを見て怒ったママ友が麗華の元へ走る！ ♂ 前回のお話はこちらから1話からでは続きをどうぞ 頼りになるママ友… 実際、豪華ランチをやめれば十分レンタル出来る贅沢をしていた
麗華。そのことを突きつけると…？続きはこちら続きます！最近TVで話題の体操服の下の肌着禁止問題についての過去投稿をコンパクトにまとめました。全3話予定です。是非ご覧下さい ♀ タグ ：七五三着物ママ友トラブル ママ友トラブル コメント数 : 14 コメント by mayai260 訪問ありがとうございます 今回は日常編というか、以前webメディアで連載していたお話をコンパクトにして再掲し
たものです。今、ニュースで小学生の体操服の下の肌着を禁止している学校が話題になっていますよね。実は一昨年私もこの問題に直面したので改めて書こうと思いま ... 2021/03/19 訪問ありがとうございます最終回です！個人面談で担任の先生に疑問をぶつけました…前回のお話はこちらから1話からでは続きをどうぞ 満面の笑みで先生登場！一通り娘の話をした後、先生の方から切り出してくれ
ました。そして私は例の質問を… なるほどね〜…じゃあ…と、質問してみたら… 私が言いたいのは一週間洗わないのは不衛生じゃないのか？て事。給食をこぼして服が汚れた時の着替えならもう一枚体操服なり着替えなり持っていっていればいいだけの話。実は入学する時、体操服を上下2枚ずつ買おうと思っていたら1枚ずつで十分だよ！と先輩ママ友に聞いていました。え？そうなの？と、言われ
た通りにしましたが、確かに一週間変えないならそうなりますよね…そして先生…それ以上言う気力を失ってしまいました…さらに「あ、もう次の方見られてますね」と言われ、半ば強制終了みたいになったのですが、廊下に出たら誰もいませんでした先生には誰か見えてたのかな？ …で、結局の所どうなったかと言うと、1、2年生に関しては何も変わりませんでしたあの時私がもっと食い下がって
いても…多分変わらなかったと思います 因みに現在4年生(次5年)の長女は体操服の下に肌着を普通に着ています。変えの肌着は持っていったり持っていかなかったり← ちょっとモヤる終わり方ですみません でもこれがほぼ100%ノンフィクションの私の実体験です ♀このお話を描き始めて、たくさんのコメント、DMを頂き、私自身も色々参考になりました。うちのように結構3年生からOKな所が多い
ようですね。やはり、学校のいう事は全て正しく、右にならえをするのではなく、おかしいと思った事、子供の為にはならないと思ったことは意見してもいいんじゃないかなと思いました。それが(私の場合)一部でも改善する事があるので…！最後までご覧頂きありがとうございました ♀明日はこちらの話の続きを投稿します！ 桜子姉さんは娘に話すのか…！ タグ ：体操服肌着禁止個人面談 日常 コメ
ント数 : 45 コメント by mayai260 訪問ありがとうございます アホヤンキーにブラホック外されそうになり、いよいよブチ切れ… 前回のお話はこちらから ♀ 1話からでは続きをどうぞ もう無限モードの存在忘れてる ↑ この時ばかりはさすがのたくもブチ切れ…⁉続きはこちら 最近ニュースになってる ... Du kan også gå til g.co/privacytools når som helst. 2021/03/24 訪問ありがとうござ
います たくがブチ切れ…⁉前回のお話はこちらから1話からでは続きをどうぞ 最後ちょっと駆け足になってしまいました 正直に言うと、あんまりよく覚えてないからです笑たくが来て胸ぐら掴まれたんだけど身長差すごくて迫力ないなーまでは記憶にあるんですけどね でも乱闘にはなってなかった てか、なってたら覚えてる 私たくを細身に描いてるけど実際は結構ガッシリしてます 背も高い
からなんつーか、デカイです。翔太はたくと同じくらい背があって細マッチョ系。という事で、次回から展開が変わります！いよいよ「ブタさんパンツ女」の登場です！覚えてる人いるかな？ヤンキー彼氏終わった時に予告したあれですまだ刺客2を倒してないのに3が来ちゃったって言う…この話のあとがきで描いてたやつ↓「花嫁の条件」というタイトルは変わりませんが、次から表紙も変えてサブ
タイトルもつけます！あと、今回あまりイチャイチャがなかったので次はもう少し入れようかな〜と思ってます 続きはこちらです タグ ：酪農家牧場恋愛漫画胸キュンラブコメ 花嫁の条件 コメント数 : 15 コメント by mayai260 訪問ありがとうございます ママ友も味方になってくれず、外食やめてレンタルをしろと言われた麗華は…⁉前回のお話はこちらから ♀ 1話からでは続きをどうぞ
お
詣りも終わり、これで終わったかと思いきや、何故か被布を貸せと言ってくる麗華…！その理由 ... 2021/03/31 訪問ありがとうございます 孫から絶縁宣言をされた義父母…⚠投稿者さん本人への侮辱、傷つくようなコメントはお控え下さい ♀ 義父へは好きなだけ言っていいそうです
身バレ防止の為多少フィクション入っています。 前回のお話はこちらから ♀ 1話からでは続きをどうぞ
と
うとう義母からも見放された義父はなつみさんに助けを求め…⁉続きはこちらこちらの記事も読んで頂けたら嬉しいです 新章スタートしてますので是非 Aiの公式LINEです！ブログ更新通知や、イラストが届きます！友達追加してくれたら嬉しいです こちらも更新通知届きます！ タグ ：セクハラ義父嫁 フォロワーさんのスカッとした話嫁VSセクハラ義父 コメント数 : 176 コメント by mayai260 訪問
ありがとうございます 本当に嬉しいです 【花嫁の条件】の新章です！今まで読んで下さっている方はもちろん、初見からでも楽しめる内容になっていますのでどうぞご覧下さい これは私の短大生時代のお話です 前回のお話はこちら ♀ 1話からでは本編をどう ... 2021/03/25 訪問ありがとうございます 桜子姉さんに責められ、ショックを受ける義母…/前回のお話はこちらから ♀1話からでは続き
をどうぞ
孫二人から絶縁宣言された義父と義母。ショックで途方に暮れる義母の起こした行動は…⁉続きはこちらスカッとした話シリーズはこちら【ちょっとお知らせ】あるお祝いで、ライブドアさんより公式LINEを頂きました！ 応答機能も作ったのですが、案外会話が成り立つ時もあるので色々話しかけてみて下さい 因みに「あい」は違うイラストバージョンもあるので是非チェックしてみ
てね！ブログの更新通知も届きます！あとはイベント毎に何かやれたらなぁーと思っています☺是非友達追加お願いします こちらから追加出来ます↓ タグ ：セクハラ義父嫁 フォロワーさんのスカッとした話嫁VSセクハラ義父 コメント数 : 90 コメント by mayai260 訪問ありがとうございます たくがブチ切れ…⁉前回のお話はこちらから 1話からでは続きをどうぞ 最後ちょっと駆け足になってし
まいました 正直に言うと、あんまりよく覚えてないからです笑たくが来て胸ぐら掴まれたんだけど身長差すごくて迫力ないなーまでは記憶にある ... 2021/03/20 訪問ありがとうございます 子供達に義父のセクハラを言えるのか…⁉⚠投稿者さん本人への侮辱、傷つくようなコメントはお控え下さい ♀ 義父へは好きなだけ言っていいそうです
身バレ防止の為多少フィクション入っています。
前回のお話はこちらから ♀1話からでは続きをどうぞ
次回、ずっと義父を庇っていた義母が崩れ落ちる…！続きはこちら今話題の肌着禁止問題についてですたくさん反響頂きました。全3話完結してます 是非ご覧下さい♪ タグ ：義父セクハラ嫁 フォロワーさんのスカッとした話嫁VSセクハラ義父 コメント数 : 69 コメント by mayai260 訪問ありがとうございます最終回です！個人面談で担任の
先生に疑問をぶつけました…前回のお話はこちらから1話から では続きをどうぞ 満面の笑みで先生登場！一通り娘の話をした後、先生の方から切り出してくれました。そして私は例の質問を… なるほどね〜…じゃあ…と、 ... Innhold og annonser som er personlig tilpasset, kan også være basert på disse tingene samt aktiviteten din, for eksempel Google-søk og videoer du ser på
YouTube. Innhold og annonser som er personlig tilpasset, inkluderer blant annet mer relevante søk og anbefalinger, en tilpasset YouTube-startside og annonser som er skreddersydd til interessene dine.Klikk på «Tilpass» for å gjennomgå alternativer, inkludert kontroller for å avvise bruken av informasjonskapsler for personlig tilpasning og informasjon
om kontroller på nettlesernivå for å avvise noen eller alle informasjonskapsler for andre bruksområder.
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