
- -come japan

2008.09.03

ふふふふふ..... 着きました。。吸っているのは島国の空気-- テレビで⾒たアニメーはやはり感じが違う.. 昨⽇614.を⾒た. moe.. 寄宿舎のある学校に⾏かされた==ちょっと...
しかし私⽴だった...よかった..

唐 夢芸さんの⽇記



⾷べすぎだーー

2008.09.03

最近よく⾷べてるなあ。。。昨⽇はイタリアンビュッフェ、今⽇は和⾷ビュッフェ、、昼もたっぷりだったー －ほんとうはこちらでダイエットしようと思っていたのに、⾷べ
てどんどんふとってしまう。。 この先貧乏で⾷べるのに困るなんて、そんな⽇もあるかもしれない。。

唐 夢芸さんの⽇記



椅⼦と過ごした奇妙な⼀⽇

2008.09.04

これも毎⽇⽇記を頑張って書くため- -.. 今⽇は⼀⽇中椅⼦と過ごしました..午後は４時間坐ったまま= =..あ〜〜〜.. 前のクラスの同級⽣に電話をかけました..３０分も- -汗、
汗.. 明⽇は忙しそう- -今⽇は早く撤退しましょう..

唐 夢芸さんの⽇記



充実の⼀⽇....

2008.09.05

本当に疲れた... 今⽇はとても早く起きた..それから副⼤⾂みたいな⼈のところに会いに⾏き..なぜか⽇本⼈のおじさんはみんなおたくのように⾒えるけど- -滝のような汗.. それ
から暑い中、あのなんとかの国会を⾒学した= =..名前を忘れたし.. とても壮観で、すごかった... それから、それから...知らない⾷堂でお昼を⾷べて= =おいしいと思わなかっ
たけど..それからそれから基⾦会の本社に⾏った- -作家っぽい⼈と会って.. それから歓迎会- -...いつも緊張感が溢れてる雰囲気だった.. 私を迎えに来る⼈が⾒当たらなかった..
⼀⼈の公務員のおじさんだけ.. 私がこれから⾏く学校では泊まる⽣徒が少ないと聞いたので..さびしい..何さんのことがうらやましい..きれいなお姉さんと格好いい妹..あと、か
わいいワンちゃん- -..私には寮しかないわ.....私を引き受けてくれるファミリ－が⾒つかるといいな- - 南無阿弥陀仏..

唐 夢芸さんの⽇記



補⾜--

2008.09.05

今⽇は嵐がコンサートをやるのを⾒た- -看板だけだけどね- -⼈が多くて..私も超超興奮︕︕︕︕︕︕︕︕︕ NEWSのKAT-TUNを⾒る機会もあるかしら- - ＰＳ︓晩御飯の時、
不注意で⾃分の⼝を刺⾝のように噛んでしまった- -(⾎が出た...)普通の痛みじゃないよ= =...私のRPは下がったかも..

唐 夢芸さんの⽇記



1週間のまとめ…

2008.09.13

--書きたい話が⼭のようだ..どこから書けばよいかわからない.. 学校でもう1週間送っていた... 機会があれば補⾜しよう..とりあえず先に少し書いて、私がまた⽣きていること
の証なんだ--

唐 夢芸さんの⽇記



三連休

2008.09.15

もう⼀週間過ごした。。。 学校の⽣活はも慣れた。。勉強も問題ない。。 先週は敦賀祭りいった。。。 まるまる焼き。。うめえなあ。。 気⽐神社でお守りのものも買っ
た。。（ちょっと⾼いーー） きのうは中秋だった。。原⽥さんの家族と⼀緒に出かけた。。 敦賀の海いった。。すげえ。。。あたしの故郷は⼈⼯のみずみだけある。。。 その
後は⾷事。。これ略。。 後は Book.offいった。。 １－３５の⽝夜叉漫画を買った。。 なんと安い。。。１７５０円だけ。。。 中国もそんな安くないよ。。 超超超超嬉し
い。。。。 夜も普通で過ごした。。 中国の家族たぶん今げっぺいを⾷べるかなあ。。 ここまで。。つつけて。。寝る。。
これは⽇本語で投稿されたものです

唐 夢芸さんの⽇記



寿司の寿司の寿司

2008.09.27

今⽇のお昼社団の⼤家さんと⼀緒に寿司店に⾏った。^^~ 超おいしい--その⼩⽫を⼀番多く⾷べたのは私だ。-- あまり書けないので。。寿司を⾒てみて。。 右下のその⽩⾊
のは。。 ⼀番好き。。ikaという。。

唐 夢芸さんの⽇記



これは10.1の⽇記- -書き終えたとたん、ネットが切れた..

2008.10.02

中国の⾼校は７連休ですね。。 あああああ。。。 国を挙げて、みんな⼀緒にお祝いしましょう︕︕ 今⽇は本当にラッキーでした。。 昨⽇クラブ活動の時にペンダントをはず
したのですが、今⽇の朝になったら⾒つからない。。 死ぬほど焦りました= =ダイヤなんだよ。。（本物） でも体育館の地下の隙間で⾒つけました。。 本当にラッキー。。無
くしてしまったと思ったから。。 で、今⽇からホームステイです。。 クラスで⼀番優秀な⽣徒の家です- - そうそう、今⽇道でchibimaruko「ちびまる⼦」ちゃんをたくさん
⾒ました。超カワイイ。。。萌え〜。。 上の写真は東京と敦賀の対⽐- - 本当に⽥舎でしょ- - 遊びに⾏くところも無いし。。 ホームステイも⼀ヶ⽉だけだし。。どこにも遊び
にいけない= = ・・これから⾃分でお⾦を貯めて旅⾏するぞ︕︕︕

唐 夢芸さんの⽇記



＜半⽉のまとめ＞

2008.10.18

えっと．．半⽉もここに来ていないんだ．． まず写真何枚を出そう。。ここには3枚だけ出せるようになっているから..合成しっちゃった．． 1枚⽬は前回LT時間がなんかの⼤
会だった．．⽇本の⾼校って感じが強かった．．記念として．． 2枚⽬は今のお⺟さんが作ってくれたお弁当．．3合１~そのハローKTは美味しかったよ．． 3枚⽬はこの前福
井市近辺の店で買って来たもの．．本当に⾼っかたよ．．でも家の魯魯様のため．．値打ちがある．． 中間テストは終わった．．古典は1番悪かったと思っていたが．．更に悪
かった⽇本⼈の⼦がいるなんて．． 昨⽇、数学では私と同じ⾺⿅な⼥の⼦がいた・・裏側も⾒ていなかったようで．．多分不合格だと思う・・ 英語はね、もう⾔いたくない
ね．．こっちは英語⾳痴なんだ- - 明⽇⻑島スパ̶ランドへ⾏く．．帰ってから感想を書くつもり。。 PS:このまとめは本当に短いだろう．．

唐 夢芸さんの⽇記



⻑島スパ̶ランド（遊園地）

2008.10.19

- -直接的な題... 今⽇突然⽣きていて本当によかったと感じた...本当に死にそうになった..こわかった==.. 上の⼆つのような最もエキサイティングなやつを遊んだ。超⼈気だっ
た。。並ぶのに３０分かかった.. 画像1は2つの写真を合わせてできた。繋ぎ⽬は少し問題があるけど..⾒た⽬には問題ないよね.. とても巨⼤な施設..⼀周で5分間..とても⾼速の
もの.. これをやったらもう死にそう.. それから画像2のに挑戦する。撮れなかった部分があるけど、だいたい画像１と同じ感じ.. ⼀番⾼いところは97メートル--。。急降下して
まだ落ち着かないうちに、2番⽬が始まる。。 もうすこしで⾶ばされそうだった..それに私は昼ご飯を⾷べてから遊んだので--吐きそうだった..今になって、杭州楽園地のジェ
ット・コースターが幼児⽤の遊具だと感じた--.. 重要なやつの次にいくつか⾯⽩いのを紹介する.. 画像はないけど.. 海賊船..普通なので..⾔う必要がない.. 垂直落下..ちょっと狂
った感じ..急に⾼く頂点に上昇しそして落下..はじめて乗った.. 回転揺れ..１つの円の中に座ってずっと回転している..縦回転するよ、⽔平ではなく== やはり⼀番低いのは命の
危険がない== 空⾶ぶ⾞と書いてあるが--ジェット・コースターと⼤⼤低同じ。。丸い⽳があって。。前向きに⾶ぶのは怖くないが..結局後ろ向きに⾛っていた。。逆⾛で丸い
⽳をくぐるなんて..思いもよらなくて--びっくりした.. 観覧⾞は..とても⼤きい..⼀周10分ぐらいで..景⾊はとても良い.. お化け屋敷..全然怖くなかった。。みんな機械で。。中
国のお化け屋敷は⼈が隠れているので怖い.. 激流..これも中国にもある..⽔が流れ落ちるところで虹が⾒えた..とてもきれいです.. ⼤体これぐらいかな..幼児向けのようなものは
ここでは書かないことにする..私の評判が悪くなるから-- 夜岐⾩で焼き⾁を⾷べた..藤太焼⾁..有名だそう.. 写真３..⾃分で焼いて⾃分が⾷べた..そしてとても疲れて帰った.. 以
上==..本当は今⽇は書きたくなかったが..昨⽇書くと⾔ったので..何とか少し書いたけど..（独り⾔︓こんなに多く書いたのに少しって〜〜〜〜（>_<)〜〜〜〜）

唐 夢芸さんの⽇記



遠⾜するけど..やる気がない..

2008.10.21

明⽇遠⾜するけど...少しも嬉しくない... ⽬的地は⾦沢で..もともと京都へ⾏くのに.. それにビデオカメラが付いていて..ちょっと邪魔... animetoへ⾏きたいが..様々な原因で⾏
けない.. 完全にやる気がなくなちゃった..................

唐 夢芸さんの⽇記



遠⾜に⾏った．．．

2008.10.23

計画通り．． 遠⾜に⾏った．．． 朝、普段より⼀時間早⽬に起きた．． ⼆時間の電⾞で⾦沢に着いた．． 兼六園に⾏った．．中国っぽい感じ．．記者は昔、なんかの王様の
ために⽴てられたと⾔った．．．中国のスタイルに真似たって．．． 写真通り．．中国っぽくない．． 昼はマクドナルドに⾏った．．お⼦様セットを⾷べた．．．ちびまる⼦
ちゃんの玩具を狙って．．フフ.. 午後は⾃由⾏動だ．．お店をぶらぶらしたけど普通の感じ．． それからAnimeitoに⾏った．．．超嬉しいわ．．．遠くて⾏けなくなると思っ
ていた.. 最⾼︕.. そしていつの間にか終わった．．． ビデオカメラがずっとついているので、どうしても邪魔だったね．．．. 夜映画館に⾏ってBLEACHの劇場版のチケットを
買いたいけど．．．ここで上映しないなんて．．．あああああああ〜︕︕残念．．︕ 今週末部活は県のバスケットボール試合がある．．応援団に⾏かなきゃ．．その時、また
メンバーたちの英姿を描くよ．．

唐 夢芸さんの⽇記



アルバイトについて聞きたい

2008.10.24

クラスメートは冬休みに3週間のアルバイトをしに⾏く予定だが。。私も⾏きたい。。許可がとれるかどうかはわからないんだけど。。 まず冬休みの⽣活を充実させることがで
きる。。 それにもっと多くの⽂化に接触することもできる。。 何でも体験してみたい。。 三番⽬は⼩遣いも儲けられる。。帰る時たくさんの物が買いたいけど。。。クラスメ
ートと⼀緒だから。。多分問題がないと思うんだけど。。 だから聞きたいの。。アルバイトをしてもいいの。。。 もしだめだったらやめるけど。。

唐 夢芸さんの⽇記



<誕⽣⽇>

2008.10.25

誕⽣⽇がきた。。。17歳になった。。。 来年の今⽇私は⼤⼈になる。。。ワカカカカカ。。 夜、セルフサービス料理を⾷べた。。。歩けない程⾷べた。 もっと⾷べると
nikuonnaになちゃう。。。 最も仲がいい友からプレゼントをもらった。。。あれこれいろいろあった。 HOHO~~ ついでに今⽇の試合をちょっという。ずっと⼀⽇座ってい
た。。 午前のは勝った。。午後のは負けた。。。遅れを取られた後逆転したが、また逆転された。。 明⽇また続く。。。試験周がはじめてから、毎⽇午前2時前に眠ることは
ない。。 朝寝坊がない。。--もうすぐ意識がぼんやりになる。。。でも今⽇いろんな⾁を⾷べて。。半分の命を拾った。。。 ほら。。話もめちゃくちゃになった。。

唐 夢芸さんの⽇記



NEWSのコンサートを⾒に⾏った︕︕︕

2008.11.02

あハハハ..... いま私の精神は完全に崩れた... 超感動....超ハッピー...最⾼最⾼..... 今⽇完全に⼿越さんに魅了させられた... あれあれ..落ちつけ..本題を始めよう.... 新しいホス
トファミリのお⺟さんはNEWSのFanクラブの⼈で... 今⽇コンサートを⾒る切符があった... コンサートは4時から..3時半に会場に着いた.. そしてそこに着いた途端、駐⾞場で
亮ちゃんを⾒かけた〜 離れているけど。。。みんな亮ちゃんだと確信。。 携帯かパソコンかいじってるようで。。。遠すぎるので。。。携帯で⼤体の写真を取っただけ。 それ
から、正⾨へ⾏った。。。⼥ばっかり。。（巨⼤な場⾯）、しかも、みんなクールガールばっかり プラットホームなので。。。遠い。。。やはり近い。。。会場はちょっと⼩
さい。。。東京よりそんなに⼤きくなかった。。。だいたい誰かが判別できる。。。 とても⼤きいダイヤモンドの中から6⼈が上がって出てきて...超Highよ〜〜〜 ⼀曲⽬の次
はWeeek...さらにHigh それからたくさん歌った。。。省略。。。 明⽇は亮ちゃんの誕⽣⽇のため..soloの時にみんなすごくHighになった.. 挨拶のとき、亮ちゃんは「福井のや
つら..こんにちは」.. この時もHighだった.. その後、近くにいったけど..プラットホームなので..⾯と向かって⾒られなかった.. ⼿越、増⽥と加藤はみんなこちら側のプラット
ホームを通った..3〜4メートルぐらいの距離を離れた.. ⼿越は本当にかっこよくて、めちゃくちゃかわいかった.............. 最後にアンコールは2回で... Weeeekは2回歌った...
名残惜しかった...最後に亮ちゃんは皆帰りましょうと⾔った..ずっとバイバイしていた.. やっと、みんな解散した... 本当に⼀⽣忘れられない... 死んでも⼼残りはない....... 写
真は会場/⼊場券/と私が買った指輪〜NEWSがデザインしたの..ファンはみんなつけている.. それから⼩さい帽⼦も買ったがアップできなくなった︕︕

唐 夢芸さんの⽇記



ここでも雪が降りましたよ。写真を⾒せます。

2008.11.20

1枚⽬は都市の写真です.. 2枚⽬は朝⽞関の前で撮った写真です..こんなに寒い⽇にはまたスカートと靴下を⾝につけるなんて..本当に⽇本⼈は寒さに強いですね.. 第3枚は学校
の中庭です..まだ学校に着いた⼈がいないため..雪はとても完全な形を保っています.. でも今朝はびっくりしたのです..まだ11⽉..秋なのに.. ⼀晩でもうそんなに深く積もりまし
た..⾜⾸まで降りましたよ..歩くことも⼗分できなく、⾜は絶えず雪の中にもぐりました..もっと⼤雪が降るそうです..ひざまで降ることもよくあるそうです.. 朝学校へ⾏くのは
本当につらいですね.. でもやっぱり楽ししいです..杭州にも雪が降ることがありますが、このような⼤雪はないんです..

唐 夢芸さんの⽇記



雪だるま

2009.01.18

おとといから学校が休みだったため紫野ちゃんとやることがないです.. 雪だるまを作り上げました..はは..昔中国でも⼀回作ったことがあります..とても⼩さかったです..今度は
⼤きいのを作りました..側を⾜で固く踏みましたokaeri〜3枚⽬はドアの所です..雪で階段が埋まりました… 晩ご飯を⾷べてから雪だるまを⾒に⾏きました..頭がなくなっていま
した..朝起きたら体さえなくなったのです...学校を休んだ後、ある⾞のタイヤの後に偶然⾒つけました--.. とてもくちゃくちゃでした..私のるまちゃん︕︕︕︕︕︕︕︕ 年齢は
たった2時間です...

唐 夢芸さんの⽇記



今⽇の別れは明⽇の出会い

2009.02.21

⾔いたいのはみなさんはもう⾔いましたから、記念に写真を⾒てくださいね．． 戴蒙さんの⾔ったとおりです．．7⽉は最後に会う⽇ではないから．．

唐 夢芸さんの⽇記



来⽉に⾏くホストファミリーに訪問した!

2009.02.21

今⽇本当にとても朝寝坊をしたいです.. やはり無理に起きて制服を着て学校に⾏きました.. それからクラス担任と教務主任と⼀緒に次に⾏くホストファミリーに訪問しました..
その家族のおじいさんに会ったことがあります..海外貿易振興会の社⻑であるようです.. この事務所は⼈材を発⾒する事務所のようです.. 会うとき時に私にディズニーに⾏きた
いかを聞きました.. どうしてディズニーに対して愛していないのか分かりません..ただ秋葉原だけに⾏きたいです.. その時にまた私はcosplayが好きだということを話しました..
そのおじいさんは私の家でcosしてもいいと⾔いました~その時このおじいさんはあの封建型のではないと感じました.. 今⽇また顔を合わせました..また私の思った"おばあさ
ん"に会いました..実はそんなに年取ったではありません..おばさんのようです..それからまた彼らの家を⾒学しました..確かにとても広いです..3階..また和室があります..コンピ
ュータは3,4台あります--..彼らの娘は東京で勉強しています..息⼦は⽶国に⾏きました..もし彼の娘を迎えに⾏くならついでに秋葉原にいくチャンスがあります~~~~~あ~楽
しみにしています.. 今あまりに⼤きい⼼配は何もありません..何⼈かの学友達の不満対話を聞くと..私の⽣活はとても良いと感じました..lalala..~

唐 夢芸さんの⽇記



どうして縄跳びのようなものがありますか!

2009.02.24

この学期の体育の授業といえばは縄跳びです..(あなた達がありますか︖) もとは⽇本の縄跳びが中国のと同じではありません.. 中国は規定の時間で跳んだ個数によります.. ⽇本
は跳ぶ技術によるのです.. 中国の縄跳びは私ずっととてももうだめです.. 普通な跳びかただけができます..とぎれとぎれな2,3個の花をつけ加えられます--..本当に恥ずかしいで
す.. ここの縄跳びは10級分けます..1級は最もすごいです..それからまたとてもきまりが悪いのは私が１つの学期でまだ9級を跳んでいます--(私だけのようです--..明⽇合格でき
るべきです!)..6級になったら合格できます.. 最近学期がそろそろ終わります..だから学校が引けてから全員残って補習しなければなりません.. ⽇本⼈はこれを跳ぶのがとても優
れています..彼らが双⾶後花を連続して跳びます--..それはつまり超⼈です--.. でも私は進歩したと⾔えます--..始じめて後跳も駄⽬です..今後跳を2、3個できます..しかし8級は
双⾶があります--..7級は連続双⾶です--..私のこの⽣涯に双⾶がまだできないです..おや..気がふさぎます..補習したのも間違いなく⾚点です..おや..要するに8級を頑張ります..
来学期の体育の授業がマラソンだと聞いています..毎⽇⾛ります..--ショック!! あなた達の体育の授業のといえばどんなことしますか--..私はむしろ前学期のダンスがよいと思い
ます..

唐 夢芸さんの⽇記



〜卒業式〜

2009.02.28

そうそう．．今⽇、学校の⾏事は卒業式なんだ．． 以前よく⽇本のドラマで⾒たけど．．今回、⾃分も参加した．．． 昨⽇も何度もリハーサルしたので、うまく⾏なわれ
た．． 体育館がとても寒い．．挨拶してた時、とても眠かった．． でも、最後まで頑張った．． そして、三年⽣が退場した時．．⼀緒に拍⼿した．． それから、ピアノの⾳
が聞こえた．．先輩たちの笑顔や、悲しい顔を⾒ると．．突然「ごくせん」を思い出した．．⼼を驚かした．． （PS:ピアノを弾く学⽣に感⼼する．．．） そして、このまま
終わった．．．来週から⾼⼆が⼀番年⻑な先輩になるんだ．． 来週また期末試験なんだ．．勉強しなきゃ．．

唐 夢芸さんの⽇記



今⽇はひな祭りそうです

2009.03.03

テーマのようです--.. さっき学友から聞いたのです..今⽇はひな祭りだと⾔いました..私の中国の⾼校の外国⼈教師はまた和服を着ました..どうしてクラスで今⽇が祝⽇であると
いう話題をぜんぜん⽿にしていませんか--..⼦供の⽇に鯉のぼりに掛かることだけを知っています..ひな祭りは何をするのですか..

唐 夢芸さんの⽇記



新しいホームステイ

2009.03.05

前⽂にも⾔及したことがある．．昨⽇はこの家での初めての⽇だった．． 昨夜、とっても⾼級な店で料理を⾷べた．． この家の⻑男の誕⽣⽇だそうだ．．そして、私の歓迎会
も．． 贅沢だね．．でも蟹がとっても美味しかったよ．． そして⽣きているイカを⾷べた．．頭が動いてた．．イカ最⾼︕ そしてここのパソコンは電波をとらえる．．弱いけ
ど．． これからの⼀ヶ⽉はいい⽇々だと思う．． 時間があれば、写真を撮って、アップロードする．．．．

唐 夢芸さんの⽇記



幽霊に会った︕︕︕

2009.03.10

本当だよ．．今⽇幽霊に会った︕︕︕︕︕︕︕ 今晩、お⾵呂に⼊ろうとする時．．まずシャワーして．．そうしたら、浴室には⽔蒸気ばかり．．それから、お⾵呂に⼊っ
た．． ⼗分後、またシャワーしたかった．．それで、鏡には指紋があることに気づいた．． 鏡は⾵呂の真上にある．． 最初は⾃分の指紋だと思ったけど．．⼊った時、鏡に触
れた記憶がない．． で、わざわざ鏡に押してみた．． 結局、その指紋の⼤きさとは違う．． その指紋がもっと⼩さい．．最初は⽔蒸気だと思ったけど．．でもよく考えると、
やっぱり違う．． ⽔蒸気が消えていくなら、その指紋が⼤きくなるんだ。⼩さくなるのではない．． 友達に聞いた．．もともとその指紋があるって．． でも、お⾵呂に⼊る前
には⾒えないはずがないよ︕︕︕ そして、今⽇、誰かが私の名前と写真を盗⽤して、校内ブログに登録した︕︕ああ、何だよ︕︕

唐 夢芸さんの⽇記



どうしても⾔わなければならない。今⽇この⾵は本当につよいです!

2009.03.13

ええど..テーマのようです..今⽇少しも歩けない感じを体験しました.. 朝、出かけて⾃転⾞に乗る時、⾵はすこしつよいと感じました..⾵に向かっている所では上り坂に上るよう
です.. 上り坂に上るとき、⾞をおすしかできません... 学校で⼀⽇ずっと⾵が吹く⾳を聞いていました..何が北⾵のぐうぐうと吹く⾳であるかを体験しました.. うん..学校が引け
る時もっとまずくなりました..学校が引ける時は⾬が降っていませんでした..⾃転⾞で帰りたいと思っていました..学校から出て⼆つの坂があります..ずっと向かい⾵です....⽬
はまったく開くことができません..でも坂を下るからまばたきして下りました..それからもっと頑張ります.. 両側には畑があります..⾵に吹かれて畑に⼊るように感じました..事
実はすでに畑に吹かれていました....それからここから少しも歩けなくなりました..ネクタイはもうすぐ吹いて⾶ばられます....スカートはむやみに⾶んでいます..1歩でも乗れま
せん..それから下⾞して⾞をおしながら歩きます..2歩ぐらいおして⾵が少し⼩さくなって急いでまた乗ります..このように⾵に向かっているところを通りました.. それから⽅向
を転換した道ではずっと順⾵に乗っています..⾵があなたを連れて⾶んいたそうで、乗る必要はありません.. それから更に⾓を曲がります..また歩きがたくなりました..2⼈の⼩
学⽣も帽⼦をつかんで歩いているのを⾒ました.. その後ようやくすぐに家の⼩道につきました..道の両側には⼩さい砂⽯があります..それから⾵に吹かれますと..何が砲煙弾⾬で
あるか⾝をもって経験しました... 最後についに家に着きました...髪の⽑はすべてこま結ばれました..梳かしがたいです。 本当に初めてこんなに強い⾵にぶつかるのです..

唐 夢芸さんの⽇記



⽇帰りUSJ~東⽅神起Liveに偶然に出会う〜

2009.03.14

ハッハッとハッハッハ!!!本当に興奮してたまらない!!! むだ話を⾔わず..先に3枚の図を.. 第1枚は⼤⾨.. 第2枚は私と地球.. 第3枚は神起だよね!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! すごい..たい
へんすごい..近距離ではないけど.. 無理してもこの程度しかできない..本当にすごい..現場liveでも⾳が正しく..たまらない!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ほほほ..今⽇はね..友達と
USJに遊びに⾏った..それから中を遊んだ..それから今⽇⾬も降った..でもまだ⼈がいっぱいで...値打ちになるのは神起にぶつかるだけだった!!!!!!!!!!!!!gya!!!!!!!!!! 晩に⼤阪の
タコを⾷べた..タコはやはり⼤阪のが⼀番おいしい〜〜 それで..ここで終る..今⽇疲れて、困る..でも興奮して寝つけられない..

唐 夢芸さんの⽇記



三ヶ国の集まりーー...

2009.03.21

今⽇、家でパーティーをした.. 中国⼈三⼈、フィリピン⼈⼆⼈、そして⽇本⼈がいた... そして、たくさんのご馳⾛を⾷べた。今⽇初めて⽇本でビールを飲んだ... 前に⽇本の未
成年がビールを飲んだら投獄されると聞いたから、飲むのは怖かったーー... 今⽇、こっそり飲んでしまった...ラララ〜〜〜 今⽇はフィリピンの⾔葉を習った。⼀つは愛してい
る Maharukitaという。Ruの発⾳はとても軽い... そして、さよならはPaaramuという... 今⽇は国際パーティーみたいだった..三ヶ国のパーティ... ラララ...⾷べ過ぎてしまっ
た...いけない︕ダイエットするわ︕︕︕

唐 夢芸さんの⽇記



新学期新しい気分.lalala..

2009.04.08

今⽇から⾼三です..そして始業式.. 今年の１年⽣は特に多いです..急に学校がにぎやかになりました.. クラス分け..男⼦が今度20⼈に..⼥⼦はたった14⼈.. まだなれません..前は
男⼦が10⼈、⼥⼦は22⼈だったのに.... 教室は同じです..でも隣のクラスは移動してしまいました..ウーン.. クラス替えの結果はあんまり歓迎できないな.. でも仲のいい⼦達何
⼈かとは⼀緒になれたけど.. もう最後の学期だしね..どうなる事やら....

唐 夢芸さんの⽇記



コナンの劇場版13弾を⾒た~

2009.04.18

今⽇は友達とコナンを⾒に⾏く約束をした... 前にBLEACHを⾒れなかったのは残念すぎる.. そして、⾒に⾏った。今回はちょっと引っ張りすぎてたな。 最後の10分のクライマ
ックスは⾯⽩かった。それ以前はずっと⾒ていて腰が痛かったけど。 この作品は全体的には、前作の紺碧の棺ほど⾯⽩くなかったな。 次回作を期待しよう．． ラララ．． 写
真は買ったやつ。この鏡は私のお気に⼊り。 帰りには道に迷っちゃった― ―．．最後まで迷って家にたどり着いた．． このとき、地球はどこへにも通じているもんだなとしみ
じみ感じた．．．

唐 夢芸さんの⽇記



とてもとても、久しぶりに..

2010.09.01

なんだかここに来るのもすごく久しぶりみたい.. メールに⼼連⼼からのウェブサイトのお知らせが届きました.. なので、ちょっとこちらにもご挨拶に.. 何を書いたらいいのか
な、うーん.. とりあえずオーソドックスに。みんな、どうしているかな.. 私は9⽉から浪⼈⽣活..家で1年お休み.. 平凡な毎⽇...........

唐 夢芸さんの⽇記
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