
皆さん、こんにちは〜

2011.08.31

今⽇から⽇記を書くのです、これからはどうぞよろしくおねがいします〜
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ANIMATE

2011.09.08

今⽇は、うわさのANIMATEへ⾏ってきました

まるで天国QAQ。

GATE7を買って、

グッズもたくさん、漫画もたくさん、値段も⾼い

やっぱり漫画は古本屋で買うのが良いな

お弁当箱を買ったよ。なかもこんな⾊だけど、ふたは透明なんだ。でも模様は⼀緒

もう萌え〜特にウサギが

萌えグッズいろいろ
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部活の⾒学❤~

2011.09.09

うふふ今⽇はTOMAKAと⼀緒に花道部と茶道部に⾏ったの

⼀つの和室を使っているけれど、実際は2つの部活なんだ- -

今⽇は花道，

そこで薔薇をどうやって（……）差し込もうか悩んでいるときに，

バラをバラバラにしちゃったって⾔ったら、なんだかバラバラ殺⼈みたいだねって突っ込まれちゃった= =

窓は紙で表⾯に花の模様がついてるの~そこを開け放つとグラウンドには⾊んな⻘春の汗を流してるクラスメイトたちがいて……そういえば、サッカーに似てるんだけど、⾜を
使わず逆に⼿を使ったスポーツってなんていうんだっけ。

じ-----

すると⾚い服を来た休憩中の⽣徒がこっちを向いた= =

ここは4階だよ、どうして気付いたのもしかして妖怪アンテナでもついてるの︕︕

最後は美術部

⼊⼝のところにショートケーキの絵が飾ってあってすごい美味しそうだった……

期待通り美術部で同志を⾒つけられたよ、いやあ⼤変だったQAQみんな⼆次元に⽣きてる⼈ばかりだったから、波⻑もすごくあってたよ。

⼀緒に映画館でけいおん︕を⾒るつもり

どこに⾏くか悩んでるところです。

 

劉 丹茘さんの⽇記



お祭り

2011.09.18

「確かに御神燈と⾔う。。」ごい先⽣の返事いつもありがとうございました。

では、⼆番⽬の⽇本語⽇記に拍⼿〜

この前島⽥のお祭りに参加しました。

すごくたのしかった。

焼きそばとか・⾦⿂とか・花⽕とかはいつもアニメの中だけ⾒られました。やっぱりこの⽬で⾒るほうが感じいい︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです
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期末試験- -

2011.09.29

⽇本に来てまだひと⽉。

まだひと⽉なのにもう期末試験。

= =プレッシャーがないと⾔えばウソになるし、あるともいえない

どうせ今回のテストはどんなに頑張って合格点は取れないんだからって開き直っちゃえ︕

だって事実、世界史は⼈名、地名の外来語がどっさり。これでどうやったら点が取れるっていうの。。。TV もうこのシ
ョックで、買ってきちゃったJUMP。。⾔い訳になんないよね。だって別に落ち込んでなくたってハンターハンターが載ってるJUMPは買っちゃうもん
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すごく渋⾕に⾏きたいよ

2011.09.30

【⽇本カラス参上︕】Sephirothのために毎⽇⽇記を書くことに決めたよ︕予
想通りFF7をやった後にACを⾒るとまた違った感じがするね︕渋⾕に⾏って蝋⼈形⾒に⾏かなきゃー︕⼄⼥よ頑張
れ︕︕

TO後井先⽣̶̶そうなんです、休刊してもう2年なんです。。確かにハンター×ハンターは8⽉3⽇に連載が始まった
んですが、これまでと変わらずアナログで原稿を描いてる富樫⼤先⽣は何故か分からず急に始めたので多分10話かそ
れくらい描いたらまた休刊するんじゃないかと思うんです。リニューアルしたTV版は10⽉2⽇の午前中にOAだそう
です。。わたしはやっぱり昔の声優さんの⽅が好きだったなぁ= =

……いやぁ、⾃分の好きなことになるとうっかり語りすぎちゃうなぁ。

TO有賀先⽣̶̶中国では⽂系の⽅が理系よりも良かった⾃分としてはなんとも斬新な感覚なんですが、どうやらわた
しはこういう誰が⾒ても分かるようなアラビア数字が好きみたいなんです︕

TO諸⽥先⽣̶̶ジャンプが好きとは⾔っていますが、実際はナルトとハンター×ハンターと銀魂とバクマンだけが好
きなんです~❤

TOLIN⽼师̶̶中国語だぁ︕TVT嬉しいなぁ。学校に申請したら国慶節のお休みくれますかねぇWW

ちょっと今⽇のことについて話そうかな︕数学と理科総合のテストが終わってどっと疲
れが出てきちゃってさぁ……今にも死にそうでライフは0- -，今⽇⾦曜⽇だからマンガ
とアニメが⼀⻫に流れるね︕︕……あれ、なんでまたアニメとかの話になっちゃったん
だ。

今⽇は鮭のおにぎりと団⼦スープ【あっためて⾷べるレトルトのスープ】を⾷べたよ︖
鮭のおにぎり好きだなぁ>w<スープの中の油揚げもすごい美味しかった︕︕︕油揚げ⼤
好き~でもおにぎりの包み紙を剥がすときにミスって海苔がバラバラになっちゃったん
だよね。。2重になった海苔が間に挟まってるなんて知らなかったんだもん。。

帰り道⾃転⾞をこいでたら、⽬の前の林の中からカラスが集団で⾶び出してきてまるで
魔⼥の宅急便みたいだった。藍⾊の空に⿊いカラスが⾶び交う。その姿からは不吉な感
じはしなくてむしろすごく綺麗だった。ただ⼤きいのがなぁ。。すんごくでかいんだ
よ︕
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⾃転⾞を降りてちょっと眺めた後また家路を急ぐ。家に着いた頃にはカラスも⾶ぶのを
やめてて。。なんと家のまわりの電信柱に⽌まって結界みたいに動かなくなったの。。
これは⼀体どういうことなの︕

ホストファミリーの妹さんが⾔うには冬になると更に何百⽻ものカラスが来るらし
い。。うちはイタチくんキミの分⾝は全員ここに来てしまったのかい。

最後にお聞きしたいのですが。。中国語から⽇本語に翻訳してるのは林先⽣ですか︖お
疲れ様です︕きっと機械翻訳じゃないでしょ。じゃなきゃわたしの⽇記読めるわけない
もん。。。

交流センターのみんなはいつもはなにをしてるんだろう。気になるな。

 



旅⾏の計画︕︕︕

2011.09.30

ホストファミリーのみんなで⼀緒に旅⾏に⾏くことになったよ。10⽉は休みが多いからね~京都に⾏くんだわははは湯⾖腐に北野天満宮。。この2つは全く別のものだけ
ど。。。

わたしは幸せ者だ-W-
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今⽇はCOSで写真を撮ったよ

2011.10.01

今⽇の午後は楽しかった~

まずTOMOKAと⼀緒にゲームセンターの下にあるCOSにコスプレ写真を撮りに⾏ったんだ︕こういう、コスプレは
無料で、写真だけお⾦を取るっていう場所があるなんて初めて知ったよ。。中国と違うのは、写真を撮った後に、画
⾯上で写真に絵や⽂字をかけること。⾯⽩かった-V-

鏡⾳の服を着たよ。

それからアイスを⾷べて、ショッピングに。

午後ずっと歩き続けて疲れちゃった……
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写真。>w<。添付

2011.10.03

なんだかこれ、10歳ぐらい幼く⾒える= =

時間は待ってくれない。

髪をほどいてメガネを取ると̶̶何も⾒えない AKB……cos。。TOMOKAの熱烈なお願いで= =

鏡⾳

……なんだか⼦供っぽいね
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学校の写真

2011.10.04

今年の4⽉に新しくなった制服と学校~❤

すっごくキレイな学校だよ

２階の写真

１階は剣道と柔道部、２階は６台の空調が設置してある室内競技場

茶道部で⾒学

お菓⼦を⾷べるのに使うの

劉 丹茘さんの⽇記



部⻑先輩って⼤⼈っぽーい= =

売店に、カップめんはなくて、お湯をそそいで１分で⾷べられるやつだけ。。。スープパン︖

すごく⾼級そうな⾷堂だよね。清潔で、ヨシ、今度⾷べに⾏こうっと

⾷堂を出るとグラウンド



校⾨を出たところの道。

TVT今⽇は歩いて駅に⾏こうとしたら【今まではバス】。。。危険︕お財布がね︕だって繁華街を抜けていくと、お好み焼き屋にパン屋さん*2⾖⼤福お菓⼦焼きそばおでんた
こ焼ラーメンチャーハン⽜丼【松屋と7SUKIYA】などなどQAQすごく⾷べたい。。

最近ひとまわりも太っちゃって= =よく⾷べるから

会員カード。学校から近いので。。店員さんはこのコ、⽇本⼈じゃないってわかってるかな。

駅。電⾞に乗って、駅から家までは⾃転⾞。

静岡が⼤好き~

 



写真の再アップ。

2011.10.08

どうやらお菓⼦を⾷べるんじゃないみたい。。。袜⼦ゴメン間違えちゃったm（̶。̶）m

今⽇の午後ついにカメラを買いに⾏ったよQAQ

天朝にいた頃に他の⼈からもらったお菓⼦を⾒つけたの~塩味せんべい

午後の間に⼀袋開けちゃった。おいしいんだよ。

丸⻲のうどんを⾷べに⾏った、。。。多分この名前で合ってるはず。記憶が間違っていなければ。

醤油しかなかったけどすごくおいしかったぁ。うどんもその場で作ってるの。ただ注⽂するとき恥ずかしくて⼤盛りに出来なかったのがちょっと⼼残り。。。

写真はお祭りのときの、

神社⼊⼝

結構早めに⾏ったんだけどもう既に⼈がいっぱいだった
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⾵船。。もっと普通の⾊のがよかったな。アニメの中に出てくるようなやつ

砂糖かなにかを塗りたくったせんべいの上に⾊んな⾊のチョコレートをまぶしたもの。外にかけてある絵がまた悟空だった。⼤きくなった後の。。

チョコバナナ

なんとも幻想的。。な⽔あめ。。フラッシュをたいたらこうなったの



誰か⼩さいときに飴のお餅を⾷べたことある⼈いるかな。。チューイングキャンディーみたいな感じ【この響きがいいなと思っただけで実際どう⾔うかは分からない】固まらな
いんだよね

ただちょっと⽢すぎる

この写真すごい普通でしょ。。。変なやつはもう消しちゃった

この3⽂字は⼊⼝のと同じ。御神灯̶̶こないだも話したよね

。。。あれ、なんか先⽉の⽇記が全部なくなっちゃってる

⼿洗い場̶̶。。。。まぁ実際漢字を⾒れば意味もわかるよね。わたしの訳はあまりに。。簡略すぎるから︕

葡萄味のカキゴオリ



島⽥のお祭り。家の前にも灯りがつるされてる

 



……急に思ったんだけど

2011.10.08

私のプロフ写真⼤丈夫かな︖アニメの輪るピングドラムのペンギンなんだけど（このアニメ好きすぎる。⾒れば⾒るほど神展開になっていくよ）。。。ペットみたいな存在。ダ
メだったら、変えます。

10.9は京都にいくよ。１⽇。

うーん。。。他には何もないなあ。。。

あ︕外国⼈登録証のコピーは来週中に送ればいいんでしょうか。
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物事には必ず⼆⾯性があると思うんだ

2011.10.08

どんなことにも⼆⾯性がある。⼀つの⾓度だけから物事を⾒てはいけない。

私はそう思う。

例えば̶̶

最近、歩いている時に靴下がずり落ちてくる。最初の⼀週間はそんなことはなかったのに。（学校で）

もし悪い⾯から考えれば、⾷べ過ぎて太ったからという結論に⾄る。⼤多数の⼈はそういう⾓度で考える。

でも、私が⾔うように、別の⾓度からそれを⾒れば。

靴下がずり落ちるのは、ダイエットに成功して痩せたからに決まってる。絶対そうだ。間違いない。

だからね。

結論としては̶̶

私は絶対に絶対に太ってなんかいないんだから︕=o=
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最近の事

2011.10.19

もうヤダ。。。

全然写真がアップできない

途中までアップしちゃうとそこで画⾯がフリーズ。。。。。

ハァ。。。

⽉例テストが終わった。。

期末テストよりずっといい= v =

私の撮った写真はプロフ写真で使えない。何度もやってみたけどTVT

今のプロフ写真は他の⼈が描いた同⼈イラスト。。。

ダメならかえます。。。

まあこんなところ

写真がアップできるようになったら、⼀気に載せます。

覚悟してね︕
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決めた︕

2011.11.24

ヤッホー、灰⾊オオカミがもどってきたよ……

卵を落さないように気を付けて……

ムチャしなければダイジョウブ

ここって画像が全然アップできなくて、もうイヤ……

ワカママＰＣなんてサイッテ~

ここで宣⾔しておくね

もう画像なんてアップしない= =

⽇記だけ書くから

画像……試してみて

毎回書くことが少なくて、画像がないとつまらないよね…………

それでは︕︕

……

今⽇からここは毎⽇動態新浪ブログってことで

写真が⾒たくて、中国語のわかる⼈は、QQｘｘｘｘｘｘを⾒てね~お気に⼊りに⼊れておいて

……本当に画像がアップできないよ

でも毎⽇来るからね~

劉 丹茘さんの⽇記



……たべもの

2011.11.25

駅の前にハーゲンダッツのお店があるんだけど、
毎週⾦曜⽇は割引デーで、アイスクリーム7種類が全て⼈⺠元に換算して35元くらいで買えるの。
でね、すごくすごく⾷べたかったんだけどね。
その近くにマックもあって、
ここ1ヶ⽉間ずっとチキンナゲット7元って宣伝しててさ。
いつもの3分の1の値段なんだよねぇ……
重要なのは。
だからマックに⾏ってポテトとオレンジジュースとチキンナゲットを⾷べたんだけど……
7個も⾷べ切れなかったわ……
さすがのあたしも、7個は無理だった……
5⽇、15⽇、25⽇は5個で42元くらいなんだよね
……霓虹家の割引すごいありがたいんだよね~
最近ハッピーセットのおまけがハッピーフィートなんだよね……
なんかすごい⾳が似てる
……観たいなぁ︕︕
誰かDVD買って︕︕
ハッピーフィート……
確か2だったかな︖
……そういえば⾷堂でお昼を⾷べてたら突然残酷な天使のテーゼが流れ始めてさ……
しかも男性の低⾳ボイスで…………
最後にこの⾔葉で締めよう……少年よ神話になれ︕
……なんだかかっこよく締められたな……
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だらだらと……

2011.11.27

もうすぐ引越し~

……昨⽇箱を買ってきたんだ。=V=

それでさくっと⽚付けて、引き出しの中のものを全部つめたら、もうまんぱんになっちゃった。

⽑布を何枚も買ったんだ

もう季節も冬だからね︕︕冬に⾃転⾞とかめっちゃ寒そうだな……久々の通学⽣活だぁ。
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今⽇

2011.11.30

ここ⼆⽇、ヘンな夢を⾒た。

具体的な内容は……教えない。

さっき【AMV︖】の歌の翻訳をした

達成感~~
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タイトルっていつもなににしたらいいか分からないんだよね……

2011.12.02

次の家は，

なんでもお⺟さんが中国⼈らしい。

⾟いものが⾷べたいなぁ~

失って初めて気付く⼤切さ。うわあん
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富⼠の⼭頂に雪が

2011.12.07

学校から

真っ⽩な⼭頂がくっきりときれいに⾒えたんだ。

帽⼦をかぶっているみたいだね。
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図書館に⾏きました

2011.12.09

⼤きくて綺麗な公園の中。

天気が良いから、気分も良い。⾃転⾞に乗ってぶらぶら⾛っていく~

公園の中は落ち葉でいっぱい。

サッカーしてる⼩学⽣もいたよ。

図書館で⽥中芳樹先⽣の本を発⾒したんだ~

銀英伝は⾒付からなかったけど代わりに薬師寺涼⼦とか創⻯伝とかがあったよ。

今現在、̶̶薬師寺涼⼦の怪奇事件簿-⽔【妖】⽇にご⽤⼼。を読んでるところ。

中国で翻訳されたものは読んだんだけど

やっぱり原⽂のがいいね~

外国語の本はやっぱり原⽂に限る︕

今度はどこに銀河英雄伝説があるか本気で探してみるつもり。=v=
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C81

2011.12.12

今⽇、C81の本を買ってきた

すごく重くて、重くて

よろよろ、よろけながら道の端を歩いていたら

……あやうくアロエにつっこみそうに

⽴派な葉のアロエには……棘がある︕

あー、おどろいた。チラッと⾒たときはただの雑草だと思っていたから、⼤丈夫だと思ったのに……
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ガンプラ

2011.12.13

PARUCHEの５階にanimefriendsがあって

そのとなりに……神の店が

今度⾒せてあげるね
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写真︕︕︕︕︕

2011.12.14

なんとかできたっぽい

新しいデジカメ画素が⼤きくて……

アップできなかった

C81，Comiketは⽇本最⼤級のコミケ。正式名称はComic Market（コミックマーケット）。これはComic Marketがおこなう⽇本、世界最⼤級の同⼈誌即売会。略してComiket
（コミケ）もしくは CM。おもにアニメ、漫画、ゲーム、⼩説関係の⾃費出版物の販売と展⽰があるんだよ。会の主催者と読者、⼀般関係者のみっつの⼈々により構成されてい
るんだ。Comiketは1975年、漫画評論家⽶泽嘉博（2006年10⽉死去）によって同⼈誌展⽰即売会として第１回⽬が⾏われたの。回を追うごとに規模がどんどん⼤きくなっ
て、毎年、夏と冬に2〜3⽇間、開かれるようになったんだ。現在は毎年８⽉の第2⾦曜⽇から⽇曜⽇にかけてと、１２⽉の29〜30⽇にかけて開催されるんだ。東京都台場の東
京国際展⽰場で開催されて、⼊場は無料。東館の６つの展⽰ホールと⻄館の４つの展⽰ホールを借り切って⾏われるの。2008年夏でもう74回も開催されているんだ。8⽉の
Comic Marketは「夏コミ」って⾔って、12⽉のは「冬コミ」って⾔われるの。

今度は写真だよ~

ガンプラ~真ん中は海賊のフィギア

PARUCHEの５階、新しくできた⽂教堂にあったよ。

それと粘⼟とか、完成品を⾒ると欲しくなっちゃうけどQAQ作る腕があったらなあ……

おすわり︕
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もう眼が

１回だけのアップなら容量の規定があって画素が⾼いのはアップできないんじゃないかってお⺟さんが。アハハハ。じゃあちょっとずつアップしよう

 

 

 



写真2

2011.12.14

続き~

魔法少⼥まどかの⿊魔法少⼥SAYAKAちゃん

夏休みの頃に流⾏った……

念のため解説。後ろの⽻……

よくわからない【有賀先⽣、教えてください︕】VIRTUEのじゃない……

EXIAの剣はかっこよすぎ。でもGN粒⼦は緑だよね……

Trans-Amになると全部⾚くなるはず……の……

以前くみこまれたのは……EXIAとNADLEEHだけ

もう⼀枚ワンピースの~
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最近１０番⽬のメンバーがきた……とか

次のは⾼能注意̶̶

 

 

戦艦ヤマト︕

戦艦ヤマト︕

まちがいない︕

戦艦ヤマト︕︕︕︕

でもこのカメラ画素が⾜りない……

またすごい︕

みて︕

これなんどもいいなとおもったけどANIMETOで本を買いまくっちゃったからもう財布にお札が⼀枚も残っていなかった……



新しいデジカメのが画素が。。

電伝⾍……はいはいこれはカタツムリ……

⼩物⼊れ

 

 

 



写真の爆撃機

2011.12.14

１回ならアップできる

……

ポイントはどの写真も同じぐらい……

なら１回でおわらせよう︕

まぶしい

遠⽬~

私の⻑い旅路……星の海︕
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⼀緒にクレープを⾷べる萌妹纸……もうだめ……これってかわいすぎ……

 

作るところ……

普通だけどすごく好い

やっぱり⼀番のお気に⼊りはGOODSMILEのQ版プラモ︕

ケース展⽰

⼤型

 



……すごくあのもう壊された巨⼤なのをみてみたい……

いいな

 



冬休みにどっか旅⾏に⾏きたいなぁ

2011.12.23

場所はまだ決まってないんだけど…………

そう思ってるってことだけ……

でもきっと思うだけで終わっちゃうんだろうなぁ………………………………………………

╮(╯▽╰)╭
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⼀緒に⾒た――太平洋

2012.01.06

キーワードは̶̶午後，晴れ，太平洋

その⽇は⾵がすごく強かった

ちょうど１ヶ⽉

空港から帰る途中で

私たちは太平洋に⾏った

………………

アイスクリームを⾷べながら

激しい⾵に吹かれる，

太平洋の⾙殻が⼊った⼩瓶も買ったんだよ

。

やっぱり、海を⾒に⾏ったって⾔うのと太平洋を⾒に⾏ったって⾔うのとでは、全然意味が違ってくるね︕
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最近の報告および質問

2012.01.26

新年は忙しくてもうタイヘン

図書館に⾏って

神社でお守りを買っておみくじをひいたら

̶̶⼤吉

でもね、よく考えたら凶の⽅がラッキーなんじゃないかな

ゼッタイ少ないはずだし【もしかしたら⼊ってないのかも

桜餅をつくったんだ

⽣のアンコっておいしいな

妹の誕⽣⽇にみんなでケーキを作ったんだよ

⽣クリームをきれいに塗るのが難しくて

そういえば、ケーキ屋さんではくるくる回るのを使っていたなって思い出して、⽚⼿でお⽫をささえながら回して、もう⽚⽅の⼿でナイフでケーキのまわりにクリームを塗って

先⽣への質問は̶̶

2⽉4⽇の中間研修で、往復の交通⼿段は⾃分で決めるとのことですが、切符も⾃分で買う、ということでしょうか︖

以上

みんな、あけましておめでとう~
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5分前、テレビに劉謙サンが-⽫-

2012.03.13

=⽫=

5分前

ホームステイしている家のテレビで、世界各地から、マジシャンたちのマジックを中継する番組を観ていたら

劉謙が突然あらわれた

彼ははっきりと̶̶さあ、奇跡をその⽬でみる時がやってきました

と⾔いはなって
さっそうと⾃動販売機に⼿を伸ばし、中からつかみだしたのはなんとルフィー。

……

いやいや、⼤事なのはそこじゃない。

神の⼿が⾒えない空間から物質を取り出してくるところだ【偽】

もう⼗分に驚いて、……衝撃はオナカイッパイ

でも⼀番気になったのは̶̶

この神的な彼の⽇本語のすばらしいこと。顔は劉謙本⼈なのに、名前のクレジットが出てくるまでゼッタイに本⼈だって、確信できなかったほど︕

これまでは劉謙のイメージって、年末特別番組に出てるとか、珍視明⽬薬のコマーシャルって感じだったのに。……ORZ
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2年7組

2012.04.11

今週から、⾼校2年⽣の新学期がついに始まった。

教科書もみんな新しくなると、ペンケースとか他の⽂房具もまとめてみんな新しくしたい衝動が抑えられなくて、放課後、三倍ダッシュで⽂房具屋さんへGO。

新学期からは選択教科が⼆つ。物理/⽣物と地理/⽇本史。

⽣物オンチの⾃分はもちろん物理を選択。

⽇本の戦国史に⾝も⼼も捧げている⾃分はこれももちろん⽇本史を選択。

德川の⽼⻲、信⻑公、猿（ハゲ︖）秀吉、光秀……みんな愛してるよ︕⼼からね……

新学期になってクラスも新しくなった。もちろん新しい友達もたくさんできたよ。

今は学校にいる時間が毎⽇楽しくて。

残り三カ⽉、これからもがんばるぞ︕

それじゃあ̶̶みんな⼀緒に⼣⽇に向かって⻘春の熱い⾎と涙をぶつけるんだ︕【笑
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Fate/Zero第２シーズンスタート

2012.04.11

Fate/Zeroの第2シーズンの配信が始まった︕

配信当⽇は、今か今かとネットにはりついて興奮して眠れなかった。……きっと⾃分と同じようだったマニアは少なくても何万⼈はいたはず。……

Fate/Zeroは 7⼈の魔術師の英霊を召喚（英雄の魂ってこと。詳しく話すと複雑になるけど）し、聖杯戦争（⼿に⼊れたものは万能の⼒を⼿に⼊れるっていう、聖杯をめぐる戦
争）の物語。

話としてはgalgame Fate stay nightのプレ伝承

虚渊⽞の⼩説版。

そう、読んだことのある⼈はもう絶望的な終極を知ってるよね。……

7⼈の英霊ってsaber（剣の骑⼠）、lancer（槍の骑⼠）、archer（⼸の骑⼠）、rader（騎兵）、caster（魔術師） ，assassin（暗殺者），berserker（狂戦⼠）にわけられる
の

その中で私が好きなのは、例えば槍の兵lancer、亚瑟王saber、征服王rider……みんな今熱くなってるからね（きっともうすぐ⼀⼈⼀⼈死んでいっちゃうんだろうケド）

でもこのアニメは本当におすすめ。第2シーズンは毎週⼟曜⽇に配信されるんだ。今は１４話の未遠川⾎戦、映像もすごくすばらしいよ。……

PS̶̶李さん、あなたも推薦⽂を書いてくれないかな。絶対にあなたの⽅がいい⽂章をかけるから。

PPS̶̶lancerあの男⼥なんてすてちゃって、私と結婚して︕saberあんな男捨てちゃって私と結婚して︕ギルガメッシュお願い……どうぞご勝⼿に…【殴

以上
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