
ついに話に聞いていた⽇本へ

2012.08.29

 初めて⾶⾏機に乗って、初めての⽇本へ。⾶⾏機から⾒下ろすと、⽇本は真っ⻘な海の上にひろがる緑のじゅうたんみたい。成⽥空港で、宿泊地までのバスに乗ると、⾼速道
も摩天楼にうもれているみたい。夜の東京は、灯りがきらめき⾞も⼈もたくさんいきかっていた。でも私たちのいるところは⽥舎のように静かで、カラスやセミの声が聞こえて
くるだけ。もしかしたら東京ってこんな⾵に、にぎやかでそして静かな街なのかも。

夏婧芯さんの⽇記



千葉

2012.09.02

    四⽇間の東京研修はとても充実して楽しかったです。東京でたくさんのことも体験できました。親切で素敵な先⽣⽅ともたくさん知り合えましたし、３１⼈の仲間たちと
も、もっと親密になれました。9⽉1⽇、私たちは名残惜しみながら、それぞれの留学先へと旅⽴っていきました。

  私のホストファザーとマザーはとてもやさしくて親切な⽅々です。あと、２０歳のアメリカからの留学⽣も⼀緒です。ぽっちゃりしたとても優しいお兄さんですよ。それに
かわいい⽩い⼦⽝も。家に帰ってくると⾶びついてきてくれます。家は古いけれど落ち着いた⽇本家屋です。今⽇は⽇曜⽇なので、お⺟さんがアメリカ⼈のお兄さんと⼀緒に写
経の会と、それから河川の⽔質検査、そして初めての回転寿司に連れて⾏ってくれました。初めて刺⾝を⾷べました。最後にお⺟さんの先⽣の家に⾏って、素敵な着物ももらっ
てきました。こんなにいろいろなことを体験できて、しかも何もかもがおもしろく、本当に充実しています。

  明⽇から学校です。ドキドキして不安な気持ちです。全校⽣徒の前で⾃⼰紹介をしなくてはいけません。クラスメートはどんな⼈たちなのかなって、興味もあります。とに
かく、がんばるぞ︕

夏婧芯さんの⽇記



登校⼀⽇⽬

2012.09.03

    今⽇は登校⼀⽇⽬。朝、ホストファザーがおいしいお弁当を作ってくれて、⼀緒に学校へ。担任の先⽣もクラスメートもみんな親切で、すぐに友達もできて、本当によかっ
たです。午前中に、全校⽣徒の前で、アメリカ⼈の留学⽣と⼀緒に⾃⼰紹介をしました。ちょっと緊張しちゃったけれど、けっこうちゃんと話せたかな。そのあと先⽣たちか
ら、こんなことを⾔われてしまいました。︓“Good job”。背が⾼い（多分クラスの⼥⼦で⼀番かな）から、⼤掃除の時はカーテンをかけるのを⼿伝ってねって。今⽇は登校初
⽇なので、試験がありました。午前は英語で、思っていたより難しかったけれど、まずまずの出来。テスト内容は単語とヒヤリングと⽂章読解。⽂章読解の内容はすごくグロー
バルな内容でした。⽇本語がわからないときは、試験監督の先⽣が英語で説明してくれたので、問題なく試験に参加できましたよ。お昼休みはみんなと教室でお弁当を⾷べまし
た。⾃由に机を動かして友達同⼠でお弁当を⾷べるのって、なんだかおもしろいです。ご飯のときは、たくさんのクラスメートが持ってきたお菓⼦をみんなで分けて、⼀緒に⾷
べました。こんなことがあるって、初めて知りました。私も持ってきたクッキーをみんなにあげたら、とても喜んでもらえました。あるクラスメートが、私がこんなことするな
んて意外だったよって⾔ってくれました。ご飯の後は、数学のテスト。午前と同じように、思ったより難しかったです。内容は幾何学。もともと幾何学は苦⼿で、しかも中学の
時に習った内容だったので、ほぼ忘れちゃって。数学は英語よりダメだろうな。それから国語のテスト。古典があるので、私は受けませんでした。その間に、先⽣と⼀緒に制服
の予約に⾏ってきました。たぶん、この先⽣は副校⻑か主任の先⽣だったみたいです。すごく親切で優しい先⽣でしたよ。息⼦さんは東⼤の薬学部なんですって。すごいなあ。
学校に戻って、担任の先⽣から諸注意を聞いた後、駅まで⼀緒に⾏ってくれて、電⾞とバスの通学定期の⼿続きもしてもらいました。でも今⽇⼀番のトラブルはこの後に。まだ
電⾞の名前をよく覚えていなかったので、電⾞に乗り間違えてしまったのです。⼆つの駅を過ぎたあたりで、間違えたことに気づき、すぐに折り返しまた。何⼈もの⼈に聞い
て、やっと正しい電⾞に乗れたんです。そして家の近くで、また道に迷っちゃいました。お⽗さんに電話をして、ちょうどお⽗さんも近くまで帰ってきているとのこと、ピック
アップしてもらって⼀緒に家に帰りました。いつもより４５分も多く時間がかかってしまって。まあ、でも無事家に帰れたからいいかな。夜、交流センターの後井先⽣からメー
ルをもらいました。もう嬉しくて、元気が出ましたよ。先⽣、ありがとうございます︕東京ではずっとセンターの先⽣⽅にお世話になって、本当に感謝しています。東京を離れ
てから、いつも先⽣⽅のことを思い出していますよ。みなさん、お体は⼤事にしてくださいね。また会える⽇を楽しみにしています。まだ作⽂も書かなくてはいけないので、こ
の⽇記はまずここまで。それと、⽇本の蚊はヒドイ︕!三か所も真っ⾚に⼤きく腫れちゃって、もうイヤ。痕が残らないといいな。

夏婧芯さんの⽇記



千葉での⼀週間

2012.09.09

千葉に来て⼀週間。ここでまとめを。

まずは学校の授業について。国語では今、古⽂を勉強しているよ。教科書には漢語の原⽂が載っていて、ユニークで優しい国語の先⽣に、中国語を朗読させられちゃった。意味
は分かるけど、⽇本語の古⽂は難しすぎる。体育はいくつかのグループに分かれるのだけど、私のグループはダンスとバレーボール。どうやら先⽣は私が運動⾳痴だと分かって
いるみたいで、陸上組には⼊れられなかった。よかった︕世界史で勉強しているのは中国の古代史の部分。先⽣は謙遜して、私の⽅が先⽣よりも専⾨家だって⾔っていた。英語
は、インターナショナルクラスなだけあって、周りのレベルが想像していたよりずっと⾼い︕先⽣の英語はほとんどネイティブだし、すごすぎる。芸術の授業には、美術、⾳
楽、⼯芸と書道があって、好きな授業を選べるんだよ。書道を選んだ⼦達が熱⼼に私を誘ってくれて、すごく感動したのだけど、私は本当に書道に⾃信がないから、とりあえず
は⾳楽を選ぶことにした。書道の⼦達には本当に申し訳ない︕9⽉の⾳楽では⽇本の琴を習うんだって。楽しみだ〜。

⽔曜⽇は地域研究の先⽣がお休みだったので、担任の先⽣が、私のためにその時間をクラス全員の⾃⼰紹介の時間にしてくれた。先⽣がこんなにも私のことを考えてくれている
なんて思わなかった。本当にありがとうございます︕クラスの皆の名前と趣味をノートに書き留めたけど、まだ覚えきれてないな。でも頑張る︕夜はホストファザーとアメリカ
のお兄さんと⼀緒に市役所に⾏って住所登録をしてきたよ。⼀回⽬だからか、ものすごく時間がかかったけど、その間皆でお喋りをして、とっても楽しかった。

⽊曜⽇に夏服が届いた。優しいクラスの皆が、制服が似合うと褒めてくれて嬉しかった。放課後は茶道部の活動。同じクラスの茶道部の⼦は熱⼼な美⼈さん。私に根気強く茶道
を教えてくれたよ。茶道は難しいと私が⾔ったら、「初めは皆そうだよ」って⾔ってくれたんだ。優しいよね。すごく励まされたよ。

⼟曜⽇はお休み。午前はホストマザーと⼀緒に、ライオンの⼿⼈形を作る地区の活動に参加したよ。裁縫が好きで普段から家でやっているので、このくらいは朝飯前︕とっても
可愛くできたよ。完成後は皆で記念撮影。活動が終わった後は、お⺟さんの誘いを受けて、お⺟さんとお⺟さんのお友達とお⺟さんのお友達の娘さん（⻑い〜〜）の4⼈で、⾞
で横浜の中華街へ⾏ったんだ。お⺟さんのお友達の娘さんは⾼校⼀年⽣で、体育会系。彼⼥の学校の⽂化祭（来週の⼟曜⽇）にも招待してくれた。途中、東京を通って、東京タ
ワーとスカイツリーも⾒えたよ。横浜の中華街には華僑の⼈たちがたくさん住んでいて、その⼈達に中国語で挨拶をしたら、とても優しくしてくれた。私はガイドさん役で、歩
きながら中国の⾊々なことをお⺟さん達に紹介したんだ。中国のジャスミン茶と点⼼を買って、夜は中華料理を⾷べた。その後は⾞で海辺へ。海の匂い。海の夜景はとても綺麗
で、たくさんの灯りがきらきらと耀いていた。本当に充実した楽しい⼀⽇だったな。

今週はこんな感じ。来週が楽しみだな〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです

夏婧芯さんの⽇記



千葉での⼀週間

2012.09.09

千葉に来て⼀週間。ここでまとめを。

まずは学校の授業について。国語では今、古⽂を勉強しているよ。教科書には漢語の原⽂が載っていて、ユニークで優しい国語の先⽣に、中国語を朗読させられちゃった。意味
は分かるけど、⽇本語の古⽂は難しすぎる。体育はいくつかのグループに分かれるのだけど、私のグループはダンスとバレーボール。どうやら先⽣は私が運動⾳痴だと分かって
いるみたいで、陸上組には⼊れられなかった。よかった︕世界史で勉強しているのは中国の古代史の部分。先⽣は謙遜して、私の⽅が先⽣よりも専⾨家だって⾔っていた。英語
は、インターナショナルクラスなだけあって、周りのレベルが想像していたよりずっと⾼い︕先⽣の英語はほとんどネイティブだし、すごすぎる。芸術の授業には、美術、⾳
楽、⼯芸と書道があって、好きな授業を選べるんだよ。書道を選んだ⼦達が熱⼼に私を誘ってくれて、すごく感動したのだけど、私は本当に書道に⾃信がないから、とりあえず
は⾳楽を選ぶことにした。書道の⼦達には本当に申し訳ない︕9⽉の⾳楽では⽇本の琴を習うんだって。楽しみだ〜。

⽔曜⽇は地域研究の先⽣がお休みだったので、担任の先⽣が、私のためにその時間をクラス全員の⾃⼰紹介の時間にしてくれた。先⽣がこんなにも私のことを考えてくれている
なんて思わなかった。本当にありがとうございます︕クラスの皆の名前と趣味をノートに書き留めたけど、まだ覚えきれてないな。でも頑張る︕夜はホストファザーとアメリカ
のお兄さんと⼀緒に市役所に⾏って住所登録をしてきたよ。⼀回⽬だからか、ものすごく時間がかかったけど、その間皆でお喋りをして、とっても楽しかった。

⽊曜⽇に夏服が届いた。優しいクラスの皆が、制服が似合うと褒めてくれて嬉しかった。放課後は茶道部の活動。同じクラスの茶道部の⼦は熱⼼な美⼈さん。私に根気強く茶道
を教えてくれたよ。茶道は難しいと私が⾔ったら、「初めは皆そうだよ」って⾔ってくれたんだ。優しいよね。すごく励まされたよ。

⼟曜⽇はお休み。午前はホストマザーと⼀緒に、ライオンの⼿⼈形を作る地区の活動に参加したよ。裁縫が好きで普段から家でやっているので、このくらいは朝飯前︕とっても
可愛くできたよ。完成後は皆で記念撮影。活動が終わった後は、お⺟さんの誘いを受けて、お⺟さんとお⺟さんのお友達とお⺟さんのお友達の娘さん（⻑い〜〜）の4⼈で、⾞
で横浜の中華街へ⾏ったんだ。お⺟さんのお友達の娘さんは⾼校⼀年⽣で、体育会系。彼⼥の学校の⽂化祭（来週の⼟曜⽇）にも招待してくれた。途中、東京を通って、東京タ
ワーとスカイツリーも⾒えたよ。横浜の中華街には華僑の⼈たちがたくさん住んでいて、その⼈達に中国語で挨拶をしたら、とても優しくしてくれた。私はガイドさん役で、歩
きながら中国の⾊々なことをお⺟さん達に紹介したんだ。中国のジャスミン茶と点⼼を買って、夜は中華料理を⾷べた。その後は⾞で海辺へ。海の匂い。海の夜景はとても綺麗
で、たくさんの灯りがきらきらと耀いていた。本当に充実した楽しい⼀⽇だったな。

今週はこんな感じ。来週が楽しみだな〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです

夏婧芯さんの⽇記



第2週⽬~

2012.09.14

まず最初に、操作ミスにより同じ⽇記を2つアップしてしまい申し訳ありませんでした。ちょっと変な感じもするけど、消さずにこのままでいこうと思います。

第2週⽬は1週⽬の時よりも時間の流れがものすごく早くなったような気がする。あっという間に⾦曜⽇だし。でも今週も先週同様⾯⽩いことがたくさんあったんだよ。

⽉曜⽇の家庭基礎の授業では、クラスのみんなで専⽤の教室に移動して⽩⽟団⼦を作ったの。⽩⽟団⼦と⾔っても実際は餡の⼊っていない元宵なんだけどね。わたしとあと2⼈
のクラスメイトの3⼈⼀組で、⽣地作りから始まって、全部⾃分たちの⼿作り。先⽣には丸い団⼦を作るように⾔われてたんだけど、わたしたちおちゃめな⼥の⼦3⼈組はやっ
ぱり我慢できずにお団⼦をいろんな形にしちゃった。正⽅形やら、ハート型やら、うさぎさんの形やら。そのせいで先⽣がわたしたちの前を通るときにはノーコメントで、ただ
笑うしかできなかったみたい。作ったお団⼦⼩⾖餡と⼀緒に⾷べたんだけど、すっごいおいしかった。

⽕曜⽇の⾳楽の授業では⽇本のお琴について勉強した。⽇本のお琴って中国の徒すごい似てるんだねぇ。わたしは琵琶を弾いたことがあったから、お琴もすぐにできるようにな
ったよ。この授業では練習曲しか弾けなかったんだけど、次回は正式な曲を弾けると思うから、今から楽しみだなぁ~午後は、ホストファミリーのお⽗さんと⼀緒に銀⾏に⾏っ
て⼝座を作ってきたの。担当してくださった窓⼝のお姉さんがすごい綺麗で優しかったんだぁ。

⽊曜⽇は茶道部の活動⽇。おいしいお菓⼦が⾷べられるんだぁ。へへ。なんでも11⽉に⼤きなお茶会があるとかで、先⽣がわざわざ先輩に⾔ってわたしに茶道の礼儀作法を教
えてくれたの。この礼儀作法がまたいっぱいあって、覚えるのが⼤変で。でもやっぱり⼀番つらいのは⻑時間の正座かなぁ。脚は痺れるし、歩こうとすると脚が上⼿く⾏かなく
て変な歩き⽅になるし。仕⽅ないことなんだけどねぇ。ゆっくり慣れていきます。

⾦曜⽇の今⽇。最後の国語の授業は古典のテストだったから、担任の先⽣に⾔われてほかのクラスの物理の授業にお試しで出てみたの。というのも、わたしには古典は難しすぎ
るし、それに⽇本で⼤学受験するときにわたしは物理が必要になるから、それで担任がわざわざわたしのために物理の授業を調べてくれたの。ほんと、先⽣にはいろいろ迷惑か
けっぱなしだなぁ。これからは⾦曜⽇の国語の授業のときにはわたしは物理の授業に出ることができるというわけなんです。夜家に帰ってからは、友達と連絡が取りやすいよう
に、Facebookに登録してみたんだ。がんばってがんばって探してようやく友達をフレンドリストに加えられたよ。友達がわたしをクラスのグループに⼊れてくれたのを⾒て、
しかも歓迎のコメントまでもらっちゃって、本当すごい嬉しかった。このクラスという⼤家族の⼀員になれたっていう実感がますます沸いてきたよ。ああ神よ、こんなに優しく
て素敵なクラスメイトたちに出会わせてくれて本当にありがとうございます。

明⽇は別の学校の⽂化祭に⾏く予定なんだ。楽しみ~うちの学校の⽂化祭は来年の7⽉なんだよねぇ。

夏婧芯さんの⽇記



⽂化祭〜

2012.09.15

     今⽇はホストマザーのお友達の娘さんの学校の⽂化祭に参加した。

     初めて⽇本の⾼校の⽂化祭に参加したけど、想像していたよりもずっと賑やかだった。学校全体が⼀つの市場のようで、⽣徒全員が何かの仕事をしていて、皆忙しそうだっ
た。それに、クラスや部活にはそれぞれ⾃分達のTシャツがあるみたい。友達のクラスは⾃分達で作った物を売っていたのだけど、どれも上⼿で可愛いかった。彼⼥と⼀緒に、
輪投げや占い、茶道部など、たくさんの出し物を⾒て回ったよ。お化け屋敷もあったのだけど、私は怖がりだから⾏かなかった。驚いたのは、教室で遊ぶボーリングまでが発明
されていたこと。⼤きいペットボトルをボールの代わりにして、レールも⾃分達で作って、本当にすごい。⾷べ物や飲み物を売っているクラスがたくさんあったので、⽇本で初
めてのアイスクリームを⾷べた。美味しかったあ。お昼ご飯もクラスの出し物のお店で⾷べたよ。書道部の展⽰では「蘭亭集序」もあった。⽂化祭では体育館が⼩劇場に。そこ
では、チアダンスとミュージカルを⾒たよ。すごく本格的で、チアダンスにはピラミッドやボールキャッチのような⾼難度の動作まであった。ミュージカルのライト、⾳楽、⼩
道具もすごくこだわっていたよ。⼥⼦校なので、男の役も⼥⼦がやるしかないのだけど、メイクをすると本当に男の⼦のように⾒えて、声すらも男っぽかった。

     私の学校の⽂化祭はどうなるかな︖

夏婧芯さんの⽇記



3週間⽬だ~

2012.09.24

あっという間に三週間が過ぎちゃった。

⽊曜⽇の家庭科で、クラスメートたちとマーボー⾖腐とほうれん草のおひたしをつくったよ。みんなにおいしいって⾔われちゃった。エッヘン︕みんなで⾃分たちが作った料理
と、家から持ってきたご飯を⾷べたんだ。すごく楽しかったな。

⼟曜⽇、ホストファザーのお姉さんが家に遊びに来ました。⼀晩泊って、⽇曜⽇にホストファザーとマザーが⾞で送っていったの。その⽅の家は⼭梨県で、富⼠⼭のすぐ近くな
んだ。天気が良かったら、⾞から富⼠⼭がくっきりと⾒えたんだけどね。でも昨⽇は⾬だったので、雲に覆われた⼭のシルエットがぼんやりとみえるだけだったよ。お宅は典型
的な⽇本家屋ですごく趣があったよ。こぢんまりとしたお庭にはきれいな花や⽊が植えられて、これもまさに⽇本庭園っていうかんじ。お宅は⼭の中で、⾬も降って寒かったの
で、⽇本式の暖炉、囲炉裏を使ったの。すごく雰囲気あるよね。この⽅はお茶の先⽣でもあって、家の中にはたくさんのきれいですばらしい茶具が。茶道のことをいろいろ教え
てもらったよ。お昼ご飯はお⽶とおもちを混ぜて作ったおはぎ。今は中国の清明節に似た⽇本のお彼岸なので、みんなこういったものをたべるのだとか。これを作るのは⼿間が
かかるんだよ。やわらかいお⽶を⼿で形作って、ゴマ、あずき、きなこをつけてたべるとすごくおいしい。中国の年糕に似ているかな。⼣⽅はみんなで相撲中継を⾒たよ。ホス
トファザーが相撲のルール―を教えてくれたんだ。新しい横綱の誕⽣の瞬間を⾒ちゃった。今回の全勝優勝も果たしたので、⾸相から賞を受け取っていた。相撲って⽇本ではこ
んなに注⽬されているんだね。茶道の先⽣からお別れ前に2体の可愛い⽇本⼈形をもらったよ。嬉しいな︕今度は富⼠⼭を⾒に来てねってさそってもらっちゃった。

だんだん涼しくなってきたね。秋ももうすぐそこ。まだ秋の制服がない... 今週にはもらえるかな。楽しみ~ どうしてここでは画像がアップできないのかな︖⼼連⼼の先⽣⽅?

夏婧芯さんの⽇記



⼀⽇

2012.09.25

今⽇、お琴の最後の2時限の授業だったので、みんなそれぞれの練習の成果を発表しました。演奏の順番は、先週の⾳楽の授業の時にくじ引きできめたんだけれど、私は2番⽬
になっちゃった。すごく前だよね。曲⽬は⽇本の「桜」。みんな、曲の途中にアレンジを加えたりして、独⾃の「桜」を演奏したんだよ。私は前に中国で習った中国琴の技法も
ちょっと加えてみたりして。緊張したけれど、演奏はまあまあだったよ。先⽣も友達も良い演奏だったよって褒めてくれたしね。うれしいな︕

午前中に制服を担当している先⽣と⼀緒に、お店に冬服の試着に⾏ってきました。サイズがぴったりで、お直しの必要もなかったので、そのまま家にお持ち帰りに。ちょうどい
いタイミングだったよね。もう季節はすっかり秋。半袖じゃちょっと肌寒いから。そういえば、画像のアップってどうすればできるのでしょうか、⼼連⼼の先⽣⽅︖

国語は、今、現代⽂を勉強しているところ。先⽣にさされて教科書の⽂章を読みあげたら、なんと、みんなから拍⼿が。もう感動︕先⽣が、⽇本⼈でもここまで読めない⼈もい
るよ、だって。そんなこと⾔われちゃったら照れちゃうな。(∩_∩)

 

夏婧芯さんの⽇記



オーストラリア⼈が来たよ~

2012.09.28

     こないだ、オーストラリア⼈の中学⽣が千葉にやってきて、うちのクラスからは5⼈のクラスメイトがホストファミリーをやることになったんだ。で、今⽇、そのオースト
ラリアの学⽣たちが学校に来て、⽇本の学校⽣活を体験することになったの。わたしも彼らとおしゃべりしたんだけど、わたしが中国⼈だってことを伝えると、⾃分たちの名前
を中国語でどう読むか教えてほしいって⾔われたんだ。頼まれるまま教えたら、今度は中国語でありがとうってお礼を⾔ってくれて、ほんとに陽気な学⽣たちだったよ。午前中
の地域研究の授業には彼らの引率の先⽣もうちのクラスに様⼦を⾒に来てね。この機会に、わたしは⾃分が⼤好きな宋詞《⽔调歌头·明⽉⼏时有（⽔調歌頭·明⽉はいつから空に
いるのか）》を彼らに紹介して、中国の⼩さなお⼟産もプレゼントしたんだ。本当は中秋の名⽉のときにクラスメイトのみんなにこの詞を紹介するつもりだったから、⽇本語に
しか翻訳してなくてさ。今朝学校に着いてからオーストラリアの学⽣が来てることを知って、それで慌ててまた英語にも翻訳したってわけ。でもみんなの反応が良かったから安
⼼したよ。慌てて訳した割には⼤きなミスはなかったみたい。あと、中秋節の前にクラスメイトに配ろうと思っていたプレゼントも、オーストラリア⼈の学⽣たちの来訪によっ
て数が⾜りないという事態を引き起こしてしまって。しょうがないからクラスメイトたちの分は来週までお預けということになっちゃったよ。まぁ、オーストラリア⼈学⽣によ
ってわたしの計画は全部めちゃくちゃになっちゃったけど、結果良ければ全てよしってところかな。

     放課後、茶道部でも今回のオーストラリアの留学⽣をお迎えすることになり、そこでわたしは初めて正式に⾃分の茶道の腕をお披露⽬することになったの。いやお披露⽬っ
ていうとちょっと⼤げさかな。実際はただお茶を振る舞ったり、トレーや茶筅あと茶碗を取りに⾏ったりしただけ。それから外国⼈のためにお湯を⽤意する仕事も担当したん
だ。というのも⽇本茶道の抹茶って普通の緑茶よりも何倍も苦くて、外国の⼈がそれに耐えられないかもしれないから、それでわざわざお湯を⽤意してあげたってわけ。もしど
うしても飲めないってときには、お湯を混ぜれば、少しは苦さも中和されるからね。茶道はどの動作にもたくさんの礼法があるから、最初はずっと、もしどこかで失敗したらど
うしようとかすごい緊張してて、同じ茶道部のクラスメイトのあとについてやったりしてたんだけど、結果として、すごくいい感じに終わったから良かったな。

夏婧芯さんの⽇記



東京&中秋

2012.10.01

     ⼟曜⽇は、壊れた琵琶を修理するため、ホストマザーと⼀緒に東京新宿の中国⺠族楽器店に⾏ってきました。そこでは楽器教室もあって、びっくりしたのは習いに来ている
⼈がみんな⽇本⼈だったこと。中国の楽器が⽇本でこんなに⼈気があるなんて驚いちゃったけど嬉しかったな。でもそこでも私の楽器は修理できなくて。お店を出た後は東京⾒
物に。正直⾔うと、この重い琵琶を背負ったまま東京を歩き回るなんて、このツラさはきっと想像できないと思う。でも知識を得るって果てしない努⼒が必要だ、ともいわれる
し、楽器を学ぶのだってもちろんその対価は必要だよね。お⺟さんとコリアン街で昼⾷を。それから原宿に⾏きました。もうそこは若者の買い物天国。⾼いビルがたち並んで、
たくさんの⼈でにぎわっていて。街中に流⾏最先端のファッションのイケメンや美⼥がいて、世界中から集まってきたブランドショップもずらっと並んでいたよ。そこでお⺟さ
んが⽇本の伝統⾷器のお店に連れて⾏ってくれたんだ。ほっこりした雰囲気の店内にはかわいい⾷器たちがたくさん。嬉しいサプライズがあって、なんとお⺟さんがアメリカ⼈
のお兄さんと私のそれぞれの名前が⼊ったお茶碗を注⽂してくれていたの。それから今度は⼦供の本とおもちゃの専⾨ショップへ。⽇本で初めて花嫁さんも⾒ちゃった。夜は中
国茶館でお茶を。お茶を飲みながらおしゃべりなんて、すごくいいカンジ。喧騒に包まれた⼤都会で、⼦供たちの集まる場所や古⾵な雰囲気のある茶館なんて、まさに都会のオ
アシスだね。

    ⽇曜⽇は中国の中秋節。ホストマザーと⼀緒に彼⼥の先⽣のお宅へ⾏きました。琵琶の修理をまたここでもお願いするために。修理をお願いしたのはその先⽣のご主⼈。博
学でとても親切な⽅でした。お仕事を引退後、ご⾃宅でいろいろなものの制作を⾏っていらっしゃるのだとか。たとえば釣り道具なんかもね。ご主⼈はひとつひとつ琵琶のこわ
れた部品を取り外して、新しい部品の取り付けをしてくれました。接着剤が完全に乾くのに時間がかかるので、まだ完全に直せたかはこの場ではわからないとのこと。でもここ
まで直してもらえただけでもすごいことだと思う。本当にありがとうございました。先⽣は新鮮なフルーツと、⽇本茶、そして中国の⽉餅で私たちをもてなしてくれました。先
⽣のお宅で過ごした時間は本当に楽しかったな。夜は台⾵が上陸。そしてこれが⾃分にとっても初台⾵。⾵が吹き荒れて、窓をガタガタと鳴らしていく。もう怖くって。ホスト
ファミリーたちと菊花茶を飲んで、私が中国から持ってきたのと、横浜の中華街で買った⽉餅を⾷べて。みんなすごくおいしいって⾔ってくれたのでとってもうれしかったな︕
お⽗さんとアメリカ⼈のお兄さんは⼀緒に“ロバ殺し”って⾔われるモンゴルのお酒を飲んでいたの。⼆⼈とも体を揺らして⼤笑いしていたよ。中秋は、お⽉様が⾒られなかった
ことを除いて、他はすべてが最⾼に素晴らしかった。でも今⽇は台⾵⼀過で雲⼀つない最⾼のお天気。⼗五夜より翌⽇の⼗六夜の⽉のほうがキレイだって昔から⾔われるし、今
晩の⽉を眺めるのもいいよね。

夏婧芯さんの⽇記



球技⼤会

2012.10.04

     今⽇は⾼校の球技⼤会でした。⾼校では⼀度きりなので、参加できたのは本当にラッキーでした。競技はバレー、バスケ、ドッジボールとサッカーです。私はドッジボール
とバスケに参加を。うまくできない私をやさしい学校のみんなはずっとがんばって、って応援をしてくれました。クラスの成績は⼥⼦がバレーで優勝しました。もうみんなワッ
と集まって、歓声が学校中に響き渡るぐらい⼤盛り上がりでしたよ。つかれたけれど、とてもうれしかったです。

夏婧芯さんの⽇記



地震・環境イベント・花⽕

2012.10.14

     ⾦曜⽇、⽣まれて初めての地震を体験。英語の授業の真っ最中で、クラスメートが突然︓“先⽣、地震だ”って⾔いだして。すると地⾯が揺れて、グラグラしているのが感じ
られた。なんだかヘンなカンジ。先⽣がこれは震度３ぐらいだなって。地震は２,３分続いた。完全に揺れが収まると、先⽣は⿊板に向き直って︓“えーと、どこまで話したか
な。。。”，って、授業を続⾏。

     ⼟曜⽇、招待されていた千葉県⺠環境再⽣シンポジウムに参加。まずはパネルの展⽰を⼿伝って、それから講演を聞いた。⽇本⼈のキチンとしたところを実感できたよ。パ
ネルを展⽰するときは、位置を細かく設定したりね。講演は⼤体の意味は分かったよ。でもあるおじいさんのときは、話し⽅がはっきりしていなくて、しかも早⼝だったのでな
かなか聞き取れなくて。もっと⽇本語の勉強頑張らなくちゃ。引率の先⽣が、おじいさんが書いた本を買ってくれた。英語に訳したもので、帰国後、友⼈たちも読めるように
ね。おじいさんが本にサインもしてくれたよ。きれいな装丁で、⾔葉も優美でとてもいい本だよ。会場は⼿賀沼の近く。さざ波のような雲が空にひろがって、⽇暮れ時はうっと
りするほどきれいな⾵景だったよ。

     帰宅してから、ホストファザーが花⽕⼤会に連れて⾏ってくれた。⽇本の花⽕⼤会はほとんど８⽉にあるって聞いて、みてみたいけれど、８⽉にはもう⽇本にいない。すご
く残念に思っていたけれど、１０⽉の花⽕⼤会が⾒られて、願いがかなった気分。本当によかったな。パッと開く花⽕は感動的だね。

これは⽇本語で投稿されたものです

夏婧芯さんの⽇記



⻑い間⽇記を書かなくてすみません o(>﹏<)o

2012.10.30

  最近は試験がありましたので、⻑い間⽇記を書きませんでした。すみません。

  先週の⽔曜⽇から⾦曜⽇までは中間考査でした。試験の⼀週間前は部活がなくてみんな頑張って勉強しました。私も⼀⽣懸命頑張りました。特に国語と世界史です。国語は
現代⽂と古⽂両⽅ありました。全部難しかったです。国語の授業はみなさんと⼀緒に受けましたが、みんな私が来る前に古⽂の⽂法を勉強しておきましたから、私はそれがあま
りわかりません。先⽣も「古⽂の⽂法を勉強したら、現代の⽇本語と迷っちゃうよ。たぶん勉強しないほうがいいよ」といいましたから、私は古典の⽂法を置いといて、ほかの
内容について勉強しました。世界史は今中国の歴史をやっていますけど、私はもともと歴史があまり上⼿じゃなくて、また⽇本はもっと細かく勉強しますから、私はいっぱい勉
強しなければなりません。また、⼩学校での琵琶を演奏を練習しなければなりませんでしたから、本当に忙しかったです。

  試験の⼀⽇⽬の⽔曜⽇は試験が終わった後、午後、学校の近くにある⼩学校に⾏きました。もう⼀⼈のアメリカの留学⽣も⾏きました。⼩学⽣といっしょに⾳楽の授業を受
けました。⼩学⽣の合唱とリコーダー合奏を聞いて、チャイナドレスを着て、琵琶を演奏しました。昼ごはんは⼩学⽣と給⾷を⾷べました。いろいろしゃべりました。楽しかっ
たです。その⼦供たちはかわいくて、今⽇学校の近くに私と会ったときも挨拶をして、感動しました〜

  今試験の点数はほとんどうでましたけど、まだ出ていないのもあります。世界史と英語表現です。ほかの成績は出ました。国語はずっと⾚点以上でうれしいです。 ほか
のは予想より悪かったですけど、よく先⽣に「⽴派にできた」と⾔われます。 今後はもっともっと頑張ります。

  試験が終わった後、⼟曜⽇、買い物に⾏きました。かわいい靴とアクセサリーをかって、おいしいお菓⼦を⾷べました。疲れましたけど、楽しかったです。⽇曜⽇は午前
中、ホストファミリーのママとガールスカウトの活動をお⼿伝いに⾏きました。キャンプ場は森の中にありましたから寒かったです。⼦供にキャンプの知識を教えて、遊びまし
た。⼦供はかわいかったです。⼣⽅はクラスメートのお⺟さんのハロウィンパーティーに⾏きました。クラスメートのお⺟さんは英語の先⽣で、英語がすごく上⼿です。パーテ
ィーも⼦供に英語を教えるためにしましたから、わたしたちの⾼校⽣を誘って、「先⽣のお⼿伝いをやってくれて」と⾔いました。わたしたちは彼⼥の服装を借りて、仮装しま
した。いっしょにいろいろ遊んで、とても楽しかったです。パーティーが終わった後、私たちの⾼校⽣ははそこにまたいっしょに⾷事をしました。⾷べ物がおいしくて、みんな
いっしょにしゃべったり、笑ったりして、とてもうれしかったです。

  ⽉曜⽇の茶道部の部活もハロウィンのお菓⼦を⾷べました。私はかわいいお化けの形のお菓⼦を⾷べました。おいしかったです。

  明⽇はクラスにまたハロウィンの仮装があります。私はただ魔⼥の帽⼦をかぶって、真っ⿊の洋服を着るつもりですが、楽しみです︕

これは⽇本語で投稿されたものです

夏婧芯さんの⽇記



11⽉〜

2012.11.05

先週の⾦曜⽇は千葉市⾼校⽣のディベート⼤会が⾏われました。わたしたちの1年I組は2年I組のディベートを⾒学に⾏きました。みんな本当にすごかったです。うちの学校は全
国⼤会を⼊れるようになって、うれしいです。でも⼀⽇間座って、ディベートを聞いて、聞き取った内容を記録して（リスニングの能⼒を⾼めるために）、本当に疲れました。
帰ってきた後、先輩たちとFacebookの友達になりました。とても優しい⼈たちです。留学⽣に興味がある⼈もいて、いろんな話をしました。

⽇曜⽇はホストファミリーのママがアルバイトしているお花屋さんにお⼿伝いに⾏きました。ただ閉店の前のお⽚づけをしましたけど…わたしはお花が⼤好きですから、たくさ
んのきれいな花が⾒られて、うれしかったです。多くのお花を最後に⼩っちゃいお店にはいれて、すごいと思いました。

だんだん冬になってきました。みなさん気をつけてくださいね。⾵邪を引かないように〜

これは⽇本語で投稿されたものです

夏婧芯さんの⽇記



疲れましたが、楽しかったです〜

2012.11.11

 ⼟曜⽇、ホストファミリーのママと⼀緒に公⺠館で⾏ったガールスカウトのバザーのお⼿伝いに⾏きました。朝から、みんなのお昼の焼きそばを作りました。野菜とそばを洗
ったり、⼈参を炒めたり、焼きそばを箱に⼊ったり、焼きをそばを売ったり、いろいろしました。忙しかったです。みんなで200⼈前以上の焼きそばを作って、本当に疲れまし
たが、達成感があります〜

 夜は、普段ご飯を作ってくれるパパが家にいませんでしたから、私はママとママの友達と⾷べ放題のレストランに⾏きました。⼈がたくさん並んでいましたから、⻑い時間待
ちました。待っていたとき、みんなで業務スーパーとリサイクルのお店に⾏きました。おもしろかったです。レストランの⾷べ物もおいしかったです。閉店の時間までいまし
た。疲れましたが、楽しかったです。

これは⽇本語で投稿されたものです

夏婧芯さんの⽇記



やっと学校に⾏けるようになりました

2012.11.27

 病気になって、⼀週間以上休みました。⼤変でした。とても学校に⾏きたかったですけど、いけませんでした。昨⽇から学校に⾏きました。みんな「⼤丈夫︖」と聞いてくれ
ました。優しい⼈たちです。

 今⽇は⾳楽の発表でした。イタリヤのオペラを歌いました。わたしは歌があまり上⼿じゃないですけど、特別な経験です。

これは⽇本語で投稿されたものです

夏婧芯さんの⽇記



⼆回⽬の試験

2012.12.06

 明⽇からは⼆回⽬の試験です。家庭科とか地域研究とか全然⾃信がありませんけど、頑張ります。

 もう冬になって、空気がきれいで、晴れる⽇は学校の近くと電⾞から富⼠⼭を⾒えるようになってきました。学校から東京のスカイツリーも⾒えます。素晴らしいと思いま
す。

 今⽇は家庭科の調理⾃習をしました。焼き豚⾁を作りました。とてもおいしかったです。

これは⽇本語で投稿されたものです

夏婧芯さんの⽇記



地震

2012.12.07

 さっき地震がありました。最初はあまり強くなっかたですけど、だんだん強くなってきて、ちょっと怖かったです。でも⼤丈夫でした〜

これは⽇本語で投稿されたものです

夏婧芯さんの⽇記



津波︕︕︕

2012.12.07

さっきテレビを⾒て東北は津波の恐れがあるだって︕︕︕東北のみんな⼤丈夫︖︖︖

これは⽇本語で投稿されたものです

夏婧芯さんの⽇記



あけまして、おめでとうございます

2013.01.01

 あけまして、おめでとうございます。

 優しい先⽣たち、同期⽣たち、去年いろいろお世話になりました。今年もよろしくお願いします︕

 私は今⽇の朝⼀時ごろ初詣に⾏ってきました。⽉が明るくて、星がすごくきれいでした。鈴を揺れて、祈って、⽢酒を飲みました。（ノーアルコウルですよ〜）⽢くて、温か
くて、おいしかったです。

 今年も楽しく過ごすように〜

これは⽇本語で投稿されたものです

夏婧芯さんの⽇記



修学旅⾏

2013.01.01

 12⽉25⽇から27⽇は⾼校の修学旅⾏でした。みんなと⼀緒に福島のBritish Hillsに⾏きました。すごくきれいなところです。イギリスのスタイルで、英語を勉強するために
⾏ったんです。

ダイニングルーム

 ちょうどクリスマスで、クリスマスツリーもありました。

夏婧芯さんの⽇記



 いろいろなおもしろい授業がありました。Fun in the Snowの授業でグループでかわいい雪だるまを作ってスライドしました。料理の授業でおいしいsconeを作りました。キ

ャンドルメーキングの授業でかわいいキャンドルを作りました。海のイメージです。

 みんなと⼀緒に英語のskitをしました。私の班はその前にいろいろ練習して、準備しました。みんな頑張って、おもしろいskitを演じて、みんなを笑わせて、すごくいい感じ
です〜⼤成功でした。

 修学旅⾏楽しかったです〜

 

これは⽇本語で投稿されたものです



科学館

2013.01.01

12⽉23⽇友達と⼀緒に千葉科学館に⾏きました。

いろいろな遊びがあって、おもしろかったです。workshopで印鑑を作りました。私の印鑑は「夏」と書きました。

⽉の重⼒（地球の六分の⼀）を体験しました。

⿃の⽻を観察する実験もしました。顕微鏡の映像の写真を撮れました。

プラネタリウムもみました。星座の話でした。おもしろくて、きれいで、⾳楽がよかったです。

 

これは⽇本語で投稿されたものです

夏婧芯さんの⽇記



東京⼤学

2013.01.01

12⽉、⾼校の今東⼤を通っている先輩が私を連れて東⼤に⾏きました。（先輩ありがとうございました(*^__^*) ）Change it という⾼校⽣と⼤学⽣が未来の時計を設計す
るイベントを参加ました。

ちょうど12⽉で、銀杏がきれいでした。

イベントで、グループで未来の時計を設計しました。みんな意⾒を書いて、意⾒をまとめて、設計したんです。意識によって⾏動する時計で、イメージはお化けです。私は紙粘
⼟を使って、お化けを作りました。名前を考えた時、グループが2⼈の中国⼈がいて、中国語のお化けはどう⾔うのと聞かれて、「グイ」と⾔って、私たちの時計の名前は「グ
イグイ」にしました。かわいいでしょう。

これは⽇本語で投稿されたものです

夏婧芯さんの⽇記



試験

2013.01.01

試験の結果は。。。

理系がよかったです。

⽂系は。。。

家庭科は⼀番できましたけど、平均点は越えませんでした。意外に国語はほかの科⽬、たとえば地域研究と世界史よりできました。地域研究と世界史はあまりわかりませんでし
た。先⽣申し訳ありませんo(>﹏<)o

次の試験頑張ります︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

夏婧芯さんの⽇記



⽔餃⼦

2013.01.14

お正⽉に、⽔餃⼦を作りました。

ホストファミリーのお⽗さんとスーパーに⾏って、材料を買いました。引き豚⾁と⽩菜と⽪です。

具は全部私⼀⼈で作ったんです。予想より疲れました。両親が作った時も⼤変だったでしょうと思いました。

包むのはみんな⼀緒にしました。その⽇には、ホストファミリーのパパのお姉さんもきました。ホストファミリーの皆さんは⽇本の餃⼦のつくりが上⼿ですけど、中国の包み⽅
は難しいといいました。みんないっしょに作って、楽しかったです。

最後の煮ることも私がしたんです。調味料を混ぜて、いよいよみんなが⾷べ始めました。みんな「おいしい」「本当においしい」「すごくおいしい」と⾔って、わたしはとても
うれしかったです。

きれいでおいしそうでしょう（笑）

これからもほかの中華料理をホストファミリーに作ってあげたいと思います。

これは⽇本語で投稿されたものです

夏婧芯さんの⽇記



お茶会

2013.01.14

⾦曜⽇は初めてお茶会に出ました。学校の近くの茶道会館で⾏われたお茶会は、各⾼校の茶道部の学⽣と先⽣が出ました。今回うちの学校はお客さん⽴場でしたから、ほかの学
校がお茶を作って、お菓⼦を出してくれました。すごくかわいくて、おいしいお菓⼦でした。

お茶会は⼆回ありました。⼀回⽬は緊張して、ちょっと間違いました。お茶を飲む前に、茶碗を回すのを忘れて、茶碗が唇についた瞬間に「あっ、回してない」と思い出して、
回して、また飲みました。お茶会が終わったあと、友達に⾔って、「⼤丈夫だよ、今回の茶碗は正⾯がないから」と⾔われました。「優しい友達ですね。次のお茶会頑張りま
す」と思いました。

⼆回⽬は順調で、間違いませんでした。でも、⼀回のお茶会は30分間ぐらいで、⼆回⽬の最後にはもう⼀時間くらい正坐して、⾜が感覚を失いました。やっと終わって、みん
な「⾜やばい、ああ、やばい」「⾜いてー」「あっ、⽴てない」と⾔っていました。でも、すぐ治りました。

お茶会楽しかったです。これからもがんばります。

これは⽇本語で投稿されたものです

夏婧芯さんの⽇記



仙台 中間研修

2013.02.06

５か⽉も離れ離れだった仲間たちとやっと会えた感激の中、仙台の中間研修は始まった。

初⽇、まずは震災の被災地へ。テレビでは津波の被災地の様⼦をみたことがあったけれど、実際に⽬の前に広がる⾃然とくっきり境界線を引くように、むき出しの鉄筋やがれき
の⼭を⾃分の⽬で⾒るとやっぱり衝撃だ。⾃然は多⼤な恩恵をもたらしてくれるけれど、津波は⼀瞬にしてすべてをうばってしまい、悲しみと苦しみを残してゆく。パスカルの
⾔葉を思い起こした。「⼈間は葦にしかすぎない。⾃然界で⼀番脆弱なものだが、考える葦である。」。災害は⼈間の脆弱な⾝体を打ちのめしはするけれど、強靭な⼼までは壊
すことはできない。くじけなければ、夢は失われない。夜は春節の交流会へ。みんなで真っ⾚な中国式の飾りを室内に飾った。餃⼦を作って、京劇や中国の歌を歌って、踊っ
て。私は佳傑さんと「彩雲追⽉」の合奏をした。この中国の⾳楽がみんなの⼼に響くといいな。

⼆⽇⽬の午前中は、ボランティア活動に。みんなで並んで、ブロックとレンガ運び。体は疲れたけれど、みんな気⼒はまだまだ⼗⼆分。助けを求める⼈たちの⼒に、少しでもな
れたらいいな。午後はみんなでブレーンストーミング。⽊材を使って⽇⽤品作り。材料は紙のような薄い⽊⽚。年輪の模様に、光が当たるときれいな⾦⾊の光沢がでてくる。私
はこれで結婚式の招待状作り。エコだし、“それにこの年輪に書き込めば、ずっとあなたと⼀緒”という意味にもなるしね。最後にみんなでどの作品が良いか投票をして、私のも
結構票が⼊ったので、うれしかったな。

三⽇⽬は仙台観光。⼀番印象に残ったのは松島。船の甲板からエビをふりあげるとカモメの群れがやってきて、私の⼿からエビを取っていく。こんなに近くまでカモメがきたの
は始めてなので、ワクワクしちゃった。可愛いカモメのおかげで、船酔いもふっとんじゃった。⽇本三景の松島は、さすがにすばらしい。午後は⾼校⽣との交流会へ。グループ
に分かれて⽇本の⾼校⽣たちと交流を。私もカワイイ⼥の⼦と知り合いになれた。また逢えたらいいな。夜は、これがみんなとの最後の晩餐。先⽣⽅が中華料理店に連れて⾏っ
てくれた。懐かしい味を堪能して、懐かしい⼈たちと⼀緒に過ごせる研修最終⽇。⼣⾷後の先⽣のお話が、私の別れの悲しさを減らしてくれて、これからの半年に向けての勇気
と希望を与えてくれた。先⽣、ありがとうございます~

中間研修は本当に短い時間だったけれど、たくさんの笑いと素晴らしい思い出を残してくれた。先⽣⽅、いろいろありがとうございました︕⽇本で⼀緒に留学しているみんな、
⼀緒に残されたあと６か⽉、頑張ろうね︕今度、集まる時を楽しみにしているよ︕

夏婧芯さんの⽇記



東京の⽔族館

2013.03.26

中間研修から、⽇記を書きませんでしたから、これからいろいろ書きます。

昨⽇は友達と東京の⽔族館に⾏きました。

海の⿂だけじゃなくて、淡⽔の動物もいました。桜も咲いてました。

すごいでかいマグロもいました。⿂の健康のために⼩松菜を与えて、おもしろかったです。

これは⽇本語で投稿されたものです

夏婧芯さんの⽇記



花の美術館

2013.03.26

学校の近くは花の美術館があって、ずっと⾏きたかったです。終業式は半⽇でしたから、その時、クラスメートといきました。

花がきれいでした。⽔仙展もあって、初めてそんなに多い種類の⽔仙を⾒ました。

これは⽇本語で投稿されたものです

夏婧芯さんの⽇記



美術館の漫画展＆植物園

2013.03.26

美術館には友達が好きな漫画の漫画展があって、あたしは誘われて、⼀緒にいきました。

その漫画は⾒たことがないですけど、漫画がどんなふうに書かれたかを知りました。

そのあとは近くの植物園に⾏きました。花はまだ時期じゃないのがたくさんありましたけど、咲いていたのもありました。椿の展があって、とてもかわいかったです。まだ早か
ったですけど、桜も咲きました。

これは⽇本語で投稿されたものです

夏婧芯さんの⽇記



茶道部の先輩送別会

2013.03.26

三年⽣の先輩が卒業しますから、茶道部は送別会を⾏いました。

みんなで畳に座って、かってきた和菓⼦、お菓⼦、ケーキ、お弁当を⾷べて、しべって、遊んで、楽しかったです。⼀年⽣たちは出し物を準備しました。ダンスと劇で、私は琵
琶を弾きました。三年⽣が発⾔したときは泣いた⼈が多かったです。こんなに貴重な友情があって、本当にいいことだと思います。先輩たちが楽しい⼤学⽣活を送れるように願
います。

これは⽇本語で投稿されたものです

夏婧芯さんの⽇記



元宵節

2013.03.26

元宵節に元宵を作ってみました。「おいしい」、「うまくできた」と⾔われて、うれしかったです。

中に⼊れたのはあんこです。

これは⽇本語で投稿されたものです

夏婧芯さんの⽇記



家庭科実習

2013.03.26

家庭科実習で幼児が⾷べるクッキーを作りました。みんなはかわいく作るために頑張りました。味は薄かったですけど、おいしかったです。

これは⽇本語で投稿されたものです

夏婧芯さんの⽇記
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