
⽇本にきました!

2018.09.05

昨⽇はじめて⽇本に着きました。ドキドキして、ちょっと緊張しました。これからの⼀年を楽しみにしています!

これは⽇本語で投稿されたものです

林 煜菲さんの⽇記



ギョーザを作る

2018.09.09

 今⽇の晩ご飯はギョーザです。お⺟さん、妹といっしょにギョーザを作りました。中国⼈ですが、あまり⾃分でギョーザを作りません。今⽇ギョーザを作ったり、⾷べたり
して、楽しかったです。ギョーザはとても美味しかったです。

 ⽇本で⼤体お酢をつけてギョーザを⾷べます。でも中国でケチャップをつけて⾷べるのもあります。(中国でこの⾷べ⽅で⾷べる⼈も少ないかもしれません。でもうちはこの⾷
べ⽅が好きです。)そして、この⾷べ⽅をみんなに教えて、みんなはちょっとびっくりしました。そして、この⾷べ⽅で⾷べてみて、「おいしい」と妹が⾔いました。嬉しかっ
たです︕

これは⽇本語で投稿されたものです

林 煜菲さんの⽇記



⽂化祭︕

2018.09.15

 今⽇は⽂化祭です。先⽇、美術部に⼊って、⽂化祭の準備に作品をできました。(写真)クラスは⽂化祭の⽇に休憩室をやりたいで、昨⽇は午後中クラスと美術部の⽂化祭の準
備をしました。クラスでポスターを作ったり、教室を飾ったりして、みんなと⼀緒に準備しました。本当に嬉しかったです。昨⽇は忙しかったですが、⾃分は本当にクラスの⼀
員だと感じられました。特に、⿊板に書いてある「1-4friends」の皆さんの名前の中に、「ゆうひ」も書いてあります。⾃分の名前を⾒た時から、本当に感⼼しました。

 美術部の準備も忙しかったです。友達といっしょに重い物を運んで、本当に⼤変でした。でも、皆さんと笑いながら、物を運んで、とても⾯⽩かったです。実は、中国で⽂化
祭のような活動もあります。でも、皆さんいっしょに考えたり、準備したりするのような感じはありません。皆さんと⼀緒に準備して、疲れましたけど、楽しかったと思いま
す。

 今⽇の⽂化祭、本当に⾯⽩かったです。体育館で、太⿎部などのクラブのみんなが⼀⽣懸命練習した番組を⾒ました。太⿎部の皆さんとてもかっこいくて、桃太郎の劇も本に
書いてあるのと違って、⾯⽩かったです。明⽇も⽂化祭です、今私はワクワクして、明⽇を楽しみにしています。\(//∇//)\

これは⽇本語で投稿されたものです

林 煜菲さんの⽇記



綿アメを作った︕

2018.09.16

今⽇みんなでワタアメを作りました。ワタアメはふわふわで、雲のような感じです。今⽇やっと⾃分で作ってみました。とても⾯⽩かったです。お店の⼈がワタアメを作る
のを⾒たことがありますけど、⾃分で作ると、結構難しかったと思います。砂糖を⼊れて、⼆分間ぐらい過ごして、箸で回ると、ワタアメは少しずつ多くなりました。回りすぎ
て、⼿がちょっと疲れました。(笑)

これは⽇本語で投稿されたものです

林 煜菲さんの⽇記



天草の旅

2018.09.27

 ⽉曜⽇に皆さんと⼀緒に天草に⾏きました。途中で、妹といろいろなゲームをして、⾯⽩かったです。⼀緒に遊んだり話したりしました。楽しかったです。

 海を⾒ました。海は広くて、⻘かったです。向こうの島も⾒えます。⾬が降りましたけど、海の美しさも感じました。そして、⼤⼈気のパンも⾷べました。ふわふわで、美味
しかったです。

 帰り、途中でお⽗さんが醤油アイスクリームを買ってくれました。最初はびっくりしました。アイスクリームも醤油の味ですか。でもとても美味しかったです。

本当に楽しい⼀⽇です︕景⾊を⾒たり、おいしい⾷べ物を⾷べたりしました。充実して、嬉しかったです。ホストファミリーの皆さんありがとうございます︕（＾∇＾）

 

林 煜菲さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



熊本城に⾏った︕

2018.10.08

昨⽇熊本城に⾏きました。

台⾵の後、天気が良くなりました。空も⻘くて、綺麗いでした。そして、みんな⼀緒に熊本城に⾏きました。

熊本城が地震で崩れたので、⼊れません。残念ですが、⾒るだけでも嬉しかったです。

そして、周りの店で抹茶のアイスクリームを⾷べました。苦いなら、たぶん苦⼿かもと思いましたけど、ジャムと⼀緒に⾷べて、すごく似合っていました︕めっちゃ美味しかっ
たです︕⾺⾁も試⾷しました。思うより美味しかったです。(⾒た⽬はあひると似ていますけど、味は全然違います。)

舞妓さんも⾒ました、たくさん写真を撮りました。着物を着て、本当にきれいでした。

昨⽇、みんなと⼀緒に遊んだり⾷べたりして、楽しかったです。

林 煜菲さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです





祭り︕

2018.10.16

 先週の⼟曜⽇はお⺟さんの勤めている病院の祭りです。みんな⼀緒に⾏きました︕

 最初はくまモンの演出です。くまモンが踊ったり、⼦供達と遊んだりして、可愛かったです︕

 昼はカレーとうどんを⾷べました。お腹いっぱいでした。(満⾜しました(*'▽'*)

 そして、祭りのゲームもしました。かぼちゃ釣りとか、スーパーボールとかしました。⾯⽩かったです。(スーパーボールは難しかったです。(*´-`)最後は4個しか取れません
でした。)

 茶道も体験しました︕お菓⼦は美味しかったです。マナーも学びました。⻑い時間跪座して、⾜が痺れました。(笑)

これは⽇本語で投稿されたものです

林 煜菲さんの⽇記





友達とのお出かけ︕

2018.10.16

 ⽇曜⽇は友達と遊びに⾏きました︕

 初めて熊本の電⾞にのりまして。いろいろ分からないことがありますけど、みんなが教えてくれました(●´ω｀●)

 怖い映画を⾒たり(マジで怖かったです 笑)、プリクラを撮ったりしました。また、アニメイトに⾏きました。好きな漫画も⾒つけました︕

 とても充実の⼀⽇です︕今度も皆さんとどこかへ遊びに⾏きたいです︕٩( 'ω' )و

 

林 煜菲さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



お気に⼊り場所ーー三⾓⻄港

2018.10.29

 熊本に来てもう⼆ヶ⽉過ごしました。この⼆ヶ⽉、ホストファミリーといろいろなところに⾏きました。

 前はみんなで天草に⾏きました。天草の⿂はとても新鮮で、美味しかったです。私が刺⾝が⼤好きで、天草の⿂を⾷べて、⼤満⾜でした。

t 天草の三⾓⻄港はとても有名なんです。三⾓⻄港の景⾊がとても印象に残りました。写真のように、天気が良かったです。きれいな⻘空が広がっていて、太陽の光が海に当た
って、キラキラしています。とても美しい場所だと思います。い

 熊本に来て、もう⼆ヶ⽉過ごしました。最初は慣れるかどうかと⼼配でした。でも、ホストファミリーのおかげて、だんだん慣れてきました。ホストファミリーの皆さんがい
ろいろ教えてくれて、週末に私をつれて、さまざまな場所に⾏きました。本当にありがとうございました︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです

林 煜菲さんの⽇記



遅れた⽇記----週末の部活

2018.11.22

  前の週末、部活として、みんな⼀緒に熊本市内の美術館に⾏きました。

  絵とか⾏為芸術の記録とかみました。最も印象に残るのは熊本県の⾼校⽣の油絵です。とてもきれいな作品だと思います。美術部の先輩と友達も作品を出しました。みんなは
何週間もかかって、素晴らしい作品を描いて出しました。来年の5⽉わたしも作品を出す予定ですから、これからもっと頑張って、こんな美しい絵を描きたいと思います。

  友達としゃべったり、作品を⾒たりしてしました。ちょっと疲れましたけど、本当に楽しかったです。充実した1⽇です。(´∀｀=)

  (遅れてすみません( ´∀｀)

林 煜菲さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



銀杏でいっぱい︕

2018.11.27

 ⽇曜⽇、⺟さんと妹と⼀緒に銀杏を⾒に⾏きました。

 銀杏の⻩⾊い葉でいっぱいでした。地⾯にも落ち葉がいっぱい積んでいます。

 ⻩⾊い銀杏と⻘空がすごく似合っていると思います。まるで油絵みたいな感じです。

 銀杏でいっぱいの世界を⾒て、⼼も落ち着いて、気持ちよかったです。♪( ´▽｀)

これは⽇本語で投稿されたものです

林 煜菲さんの⽇記





関東研修︕

2018.12.09

⽊曜⽇から、⼟曜⽇まで、関東研修に⾏きました。筑波⼤学、筑波宇宙センター、またいろいろなところへ⾒学に⾏きました。とても充実してきました。(๑･ ◡･ ๑)

たくさん難しい名詞がありますが、研究者の⽅々の紹介を聞いて、できるだけ原理を理解しました。とても勉強になりました。

⼆回の発表を作りました。グループのみんなで⼀緒にメモを合わせてpptを作って、毎⽇の夜発表をしました。⼆回⽬の発表では、わたしも原稿を⾒ないで発表しました。内容
は少ないですけど、頑張って覚えて、みんなの前で発表するのは嬉しかったです。(最後の写真は発表の最後のページです。)

最後の1⽇は科学未来館に⾏きました。すごい技術を⾒て、未来館の外に書いてある「科学をわかる、世界をかわる」という⾔葉の意味がわかりました。

関東研修でいろいろ学びました。とても充実して、楽しい学習の旅です。(^-^)

林 煜菲さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



⼭学校︕

2018.12.17

⽇曜⽇は妹と⼀緒に⼭学校に⾏きました。⼿作りの⾨松とクリスマスリースを作りました。

⾨松というのは、⽇本のお正⽉の飾りで、松、⽵、梅の３つの植物で作ったと⺟さんから聞きました。実は、前、⾨松を聞いたことがありますけど、⾒たことはないので、⾨松
は松の⽊だと思いました。(笑)このチャンスで⾨松を作ってよかったと思います。

クリスマスリースは⾃分で、葉っぱとか、飾りとか選んだり、かけたりしました。⾃分でリースのデザインをして、おもしろかったです。

いきなり団⼦も作って、⾷べました。熊本の名物と先⽣から聞きました。初めて⾷べました。いもも⼊っていて、もちもちで、美味しかったです。

楽しい1⽇でした︕いい体験だと思います。

林 煜菲さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



メリークリスマス

2018.12.24

メリークリスマス︕

初めてのクリスマスです︕中国ではクリスマスのイベントはあまりないので、ワクワクして楽しんできました。

ホストファミリーとの⼣⾷はとても美味しかったです。焼き⾁とケーキを⾷べて、お腹いっぱいになりました。(デサートは別腹という⾔葉がありますから、焼き⾁いっぱい⾷
べました。)（＾ν＾）

みんなで焼き⾁を⾷べながら、喋りました。楽しかったです︕ホストファミリーの皆さん、ありがとうございました。(*^▽^*)

 

これは⽇本語で投稿されたものです

林 煜菲さんの⽇記





⿅児島︕

2018.12.30

昨⽇は⿅児島に⾏きました︕

1枚⽬の写真はフェリーで撮った桜島の写真です。すごく良い景⾊を⾒ました。初めて⽕⼭を⾒ました。

午後は⿅児島の名物、かき氷を⾷べました。私が⾷べたのは⽩熊というかき氷で、バニラの味めっちゃ美味しかったです。sサイズですけど、以外に多かったです。妹と半分ず
つ分けて⾷べました。

2枚⽬の写真は、⼣⽅に城⼭で撮った桜島の写真です。⼣焼けと桜島合わせて、桜島に薄いピンク⾊を塗ったように、すごく美しかったです。

温泉に⾏く途中で弟と妹と⼀緒にしりとりをしました。負けましたけど、おもしろかったです。

夜は温泉に⼊りました。⽇本に来て初めての温泉で、気持ちよかったです。露天⾵呂も⼊りました、夜は寒かったですが、⾵呂に⼊って、体がすぐ暖まってきました。

楽しい1⽇でした、 いい思い出を作りました。

林 煜菲さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



餅つき︕

2018.12.30

今朝はおばあさんの家に⾏って、みんな⼀緒に餅つきをしました。

餅をこねて、丸めました。餅がもちもちして、柔らかかったです。

でも、滑らかに作るのは意外に難しかったです。(笑笑)

餅をつくと、もうお正⽉の気分だと気付きました。あと⼆⽇間はお正⽉です︕今はワクワクして⽇本のお正⽉を楽しみにしています。( ´∀｀)

これは⽇本語で投稿されたものです

林 煜菲さんの⽇記



お正⽉︕

2019.01.03

⼤晦⽇の写真です。飾りを⾒て、お正⽉の雰囲気がいっぱいでした。

三枚⽬の写真はご飯の前妹と作ったトランプタワーです(о´∀`о)⾯⽩かったです。

夜は年越しそばを⾷べました。美味しくて、暖かかったです。ご飯の後は紅⽩戦とお笑いの番組を⾒て、めっちゃ笑いました。

笑い声で年を越しました。(*^ω^*)楽しかったです。

林 煜菲さんの⽇記





明けましておめでとう

2019.01.03

⼀⽉⼀⽇、みんなで天草に⾏きました。

ほとんど天草の⼀周を回ったそうです。

天草の⾊々な観光スポットに⾏きました。景⾊は綺麗でした。特に海は美しかったです。⽬の前に⻘い海と⻘い空が広がって、美しかったです。

夜はお節料理を⾷べました。美味しかったです。様々の種類のおかずがきれいに並んで、⾷欲が出ました。熊本の名物の⾟⼦蓮根も⼊っています。わさびの⾟さがして、美味し
かったです。(=´∀｀)

 

林 煜菲さんの⽇記





持久⾛︕

2019.01.26

第三学期から、週に⼆回持久⾛があります。⼥⼦は4キロです。

この前は2キロ以上は⾛ったことがないので、⾛る前はずっとドキドキして、最後まで⾛れるか⼼配でした。

今週は⼆回⾛りました。きつかったですが、友達と⼀緒に⾛りぬきました。ゴールにたどり着いた時は達成感でいっぱいでした。

そして、⼆回⽬の時間は⼀回⽬より26秒も早くなりました。次回はもっと早く着く事に⽬指して、⼀⽣懸命⾛りたいです。

最初は⾃分が⾛りぬくか⼼配でしたが、今はもう持久⾛を楽しむようになりました。来週の持久⾛も頑張ります︕

これは⽇本語で投稿されたものです

林 煜菲さんの⽇記



新聞に載せた

2019.01.31

この前、⺟さんから新聞に絵とか載せることが分かりました。そして、通学途中の好きな⾵景を描いてみました。⺟さんが絵を送ってくれました。

今⽇は、⽗さんと⺟さんが今⽇の新聞に載っているのを私に⾔いました。新聞に載っている絵を⾒て、びっくりして、嬉しかったです。

私は絵で好きな⾵景を描くのが⼤好きです。絵でいい思い出を作ることができると思います。

今⽇はとても嬉しかったです。そして、⺟さんに感謝したいです。ありがとうございました(｡･ω･｡)

これは⽇本語で投稿されたものです

林 煜菲さんの⽇記



雛⼈形︕

2019.01.31

先週の⽇曜⽇に⺟さん、妹と⼀緒に雛⼈形を並べました。

7段階の雛⼈形なので、⼀時間くらいもかかりました。

私は前からずっと雛祭りに興味を持っています。やっと雛⼈形を⾒て、並べて、楽しかったです。

⼈形がとてもきれいです。細かいところまで⾒えます。

三⽉の雛祭りを楽しみにしています︕(｡･ω･｡)

これは⽇本語で投稿されたものです

林 煜菲さんの⽇記



節分︕

2019.02.03

今⽇は節分です。(｡･ω･｡)

晩ご飯は⼿巻き寿司です。⾃分が好きな材料を選んでのりに載せて巻いて⾷べます。私は4本も⾷べました。美味しくて、お腹いっぱいでした。

ご飯の後、みんなは「⻤は外、福は内」と⾔いながら、⼤⾖を外に投げました。また、⾃分の年齢と同じ数の⼤⾖を⾷べる習慣もあるそうです。

前は節分について、ただアニメで⾒たことありますが、今⽇は初めて節分を体験しました。とても楽しかったです︕

林 煜菲さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



着物初体験

2019.02.24

 今⽇は初めて着物を着ました。とてもきれいで、着る⼿順も想像より複雑でした。⽂様はとても美しくて、体験してよかったです。袴も着ました。⼤学卒業式に着るそうで
す。(о´∀`о)めっちゃ可愛かったです。

 そして、⽔前寺公園と熊本城にも⾏きました。4枚⽬の写真は⽔前寺公園の中にある⿃居で撮った写真です。京都から運んで来たそうです。たくさん並んでいます。とてもきれ
いでした。

 今⽇の体験は楽しかったです。やっと着物を着て、よかったです。いい思い出になりました。そして、今⽇はみんなのいろいろお世話になりました。とても感謝したいです。
ありがとうございます(*¯︶¯*)

林 煜菲さんの⽇記





これは⽇本語で投稿されたものです



雛祭りだ︕

2019.03.03

今⽇は雛祭りです︕

2枚⽬の写真は前みんな⼀緒に並べた雛⼈形です。雛⼈形にとても興味を持っていますから、前からずっと雛祭りを楽しみにしています。

3枚⽬の写真はおばあさんからもらった雛⼈形で、とても可愛くて、⼤好きです︕おばあさんに感謝したいです(｡･ω･｡)。

1枚⽬の写真は昨⽇の夜ご飯です。雛祭りに散らし寿司を⾷べるそうです。⾊がとても明るくて、美味しそうに⾒えます。左上は茶碗蒸しです。とても美味しかったです。茶碗
蒸しが⼤好きです(￣∀￣)。

この週末、とてもいい思い出になりました。(*ﾟ▽ﾟ*)

これは⽇本語で投稿されたものです

林 煜菲さんの⽇記





太⿎祭︕

2019.03.17

今⽇は宇⼟太⿎祭に⾏きました︕

前の⽂化祭の時、和太⿎部の演出を⾒て、とても感動して、かっこいいと思いました。また、友達が和太⿎部に⼊っているので、ぜひ⾏ってみたいと思って⾏きました。

演出を⾒て、とても感動しました。太⿎の魅⼒がわかるようになりました。時々、観衆も⼀緒に太⿎のリズムと合わせて、拍⼿しました。

演出は三時間ぐらいで、３つの部分を分かれました。最後の部分は太⿎とピアノ、バイオリンで演奏した曲です。太⿎をピアノとかと合わせて、また新しい感じがしました。

2枚⽬の写真は舞台の写真です。

今⽇はとても楽しかったです。宇⼟⾬乞い⼤太⿎の伝統⽂化に興味をもつようになりました。(*'▽'*)

これは⽇本語で投稿されたものです

林 煜菲さんの⽇記



誕⽣⽇だ︕

2019.03.28

 今⽇はわたしの誕⽣⽇で、昨⽇の研修の夜に、みんなに誕⽣⽇をお祝いしてもらいました。先⽣がケーキを出したとき、とても感動しました。みんなからお祝いの⾔葉をもら
って、とても嬉しかったです。そして、センターからもらった写真と先⽣たちが書いたのメッセージを⾒て、すごく感動し、本当にありがとうございました。

 今⽇、ホストファミリーのみんなが誕⽣⽇のお祝いをしてくれました。プレゼントももらいました。また、妹から⼿紙とカードをもらいました。年上の妹から今まで撮った写
真で作った動画をもらいました。(動画を⾒たとき、めっちゃ感動して、泣きました。)ありがとうございました。いい思い出になりました。これからも⼀緒に思い出を作りまし
ょう︕

 とても楽しかった誕⽣⽇です︕みんな、ありがとうございました︕

林 煜菲さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです





阿蘇に⾏った︕

2019.04.02

 ⽇曜⽇にみんなで⼀緒に阿蘇に⾏きました。

 阿蘇⼭は意外と寒くて、⾵が強かったです。とても広くて、⻘い空が広がって、⾵景はとても綺麗でした。⼭で、時々⽜も⾒えます。あか⽜だそうです。そして、⽩川⽔源も
⾏きました。三枚⽬の写真です。⽔はすごく澄んでいて、下まではっきり⾒えます。その⽔は直接飲めるそうです。ちょっと触ってみると、そんなに冷たくなかったです。

 阿蘇の旅ですごくきれいな景⾊を⾒て、とても楽しかったです。

これは⽇本語で投稿されたものです

林 煜菲さんの⽇記





お花⾒︕

2019.04.02

 先週の⼟曜⽇に、ホストファミリーのみんなと⼀緒にお花⾒に⾏きました。桜はもうだいたい咲きました。とてもきれいで、かわいい薄ピンクは⻘い空にすごく似合っていま
す。お⺟さんと妹がサンドイッチとかも作って持って⾏きました。お⺟さん、お⽗さんの友達も来ました。みんな喋ったり、⾷べたりして、時々涼しい⾵が吹いて、とても楽し
かったです。

 今⽇は部活で、学校の近くにある公園に⾏きました。みんなと笑いながら弁当やお菓⼦を⾷べました。お弁当を⾷べてから、懐かしい⻤ごっこもしました。疲れましたけど、
楽しかったです。最後はみんな⼀緒に桜の花びらを捕まえました。桜の花びらが地⾯に落ちる前、捕まえたら、幸せが来るそうです。みんなは頑張って「幸せ」を捕まえまし
た。(笑笑)最後やっと取ったとき、とても嬉しかったです。

 お花⾒はとても楽しかったです。たぶんこれは春の魅⼒だろうと思います。٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

林 煜菲さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



ウェルカムボード完成︕

2019.05.01

写真は体育祭のウェルカムボードです。来週の⼟曜⽇は体育祭で、美術部は体育祭のウェルカムボードを作りました。

春休みから⼀ヶ⽉間ぐらいかかって、やっと今⽇は完成して、校⾨前に飾りました。みんなで⼀緒にウェルカムボードを描くのは本当に楽しかったです。

途中で、困難も疲れた時もありましたが、今思い出すと、それらもとてもいい思い出で、私のお宝物になりました。

ウェルカムボードを⾒る時、とても感動しました。

美術部のみんな、お疲れ様でした。(*´∀`)♪

これは⽇本語で投稿されたものです

林 煜菲さんの⽇記



運動会︕

2019.05.26

今⽇は弟と妹の⼩学校の運動会を⾒に⾏きました。

みんなの元気な声と頑張って⾛る姿を⾒て、とても盛り上がりました。⼤⽟などの競技は今⽇初めて⾒ました。とても⾯⽩かったです。

2枚⽬の写真は昼ごはんです。お⺟さんとおばあさんは⾊々準備して持って来ました。めっちゃ美味しかったです\(//∇//)\

午後は妹と弟が参加するリレーがありました。みんなはめっちゃ速くて、私もワクワクして、弟と妹の順番が来る時たくさん写真撮りました。

今⽇は楽しかったです。みんなお疲れ様でした〜(๑･ ◡･ ๑)

これは⽇本語で投稿されたものです

林 煜菲さんの⽇記



湯島に⾏った︕

2019.06.09

今⽇は湯島に⾏きました。とてもきれいで、猫がめっちゃいる島です。

妹と海岸に遊びに⾏きました。たくさんきれいな⽯やヒトデを⾒つけました。初めてヒトデを⾒ました。

島に猫がたくさんいました。猫の家もありました。猫の家の隣の看板に「猫がいっぱい。でも野良猫がいない」と書いてあります。みんなが猫に餌をやるそうです。感動しまし
た。猫がめっちゃかわいいです。写真をいっぱい撮りました。

⿂釣りにも⾏きました。湯島で鯛も釣れるそうです。

昼ご飯は⾊々な新鮮な⿂料理や海鮮を⾷べました。とても美味しくて、お腹いっぱいでした。⼤満⾜でした。(о´∀`о)

今⽇は楽しかったです。充実しました。（≧∇≦）

林 煜菲さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



送別会︕

2019.06.30

今⽇ホストファミリーのみんなが送別会を⾏ってくれました。みんなで美味しい料理を⾷べたり、喋ったり、笑ったりして楽しかったです。

みんなからプレゼントをいっぱいもらいました。熊本⽅⾔のトランプ、熊本のラーメン、妹からもらったアルバム、⼿作りの指輪やおばあさんが作ったバックなどもらいまし
た。とても感動しました。特にアルバムを⾒た時涙も出ました。

この⼀年間たくさんいい思い出を作りました。みんな、いつもありがとうございました。この⼀年間のことはずっと私の⼼の中に残ります。

林 煜菲さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです
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