
⽇本。はじめまして。よろしくお願いします

2012.08.29

⽇本での⼆⽇⽬。もうワクワクしっぱなし。それと不安な気持ちも。これからの11か⽉。頑張るぞォォ。⽇本語を勉強して。たくさんの⼈と知り合って。もっと⽇本を理解し
て。これが今回の⽬標。⽇本、I'm coming、white.wait for me

⻩麗薇さんの⽇記



松江は本当にきれいなところ

2012.09.03

１⽇の夜、寄宿先に到着しました。すごくうれしいです。お⺟さんは年配の⽅ですが、若々しくてとても元気ですよ。⽇本は本当にいいですね。ここは⽥舎なので緑がとても多
いです。環境が良くて、静かなところです。ちっとも、⽥舎っていう感じがしません。お店もたくさんあるし、交通も便利なんですよ。嬉しいな~~~(*^__^*)

⻩麗薇さんの⽇記



ありがとう。

2012.09.09

留学⽣活が始まってもう⼀週間。私、ここの⽣活が好きだな。授業中、先⽣の話はあんまり聞き取れないし、クラスメートが話しているのもよく分からないけど、皆すごく優し
くしてくれるし、元気いっぱい。お⺟さんもとても良くしてくれる。お弁当もとっても美味しい。へへ。幸せ。。ここはすごく静かなんだ。私は静かなのが好き。来週はお⺟さ
んと旅⾏に⾏くんだ。楽しみだなあ。私は松江が好き。⽇本のお⺟さんが好き。⽇本の友達が好き。みんな、ありがとう。

⻩麗薇さんの⽇記



⼤茶会

2012.10.08

10.6今⽇の午前中、⼤茶会に⾏ってきました。場所は松江城で、お⺟さんが、昔、松江城は島根県でtopの⼈が住んでいたところなんだよっておしえてくれました。茶会の参加
者の⽅々はみんな着物を着て、お茶をたててくれました。茶道の動作ってキチンとしてゆったりとしてますよね。 - でも感動させられましたよ。皆さん、⼩さい頃から茶道を習
っている⽅々なんだとか。おかあさんとお隣さんも習っていたそうです。

お菓⼦を⾷べながらお茶をいただきました。すごくおいしかったな。今回は2か所でお茶をいただいてきました。ひとつめは⼤茶碗で、もうひとつは⼩茶碗。でもどちらもおい
しかったです。会場にはバスタオルで作ったいろいろなお花も展⽰されていました。すごくきれいでしてよ。お昼ご飯は「おでん」。今、ちょうど松江では有全国おでん⼤会が
開かれているんです。全国⼤会とはいっても、イタリヤや韓国のもありましたケド。おいしかったな。韓国のお寿司もありました。お⺟さんが、⽇本と韓国のお寿司の違いは、
韓国のはお酢をいれないって教えてくれました。午後は買い物へ。ちょうど“うまいもの会”，がやっていたので、エクレア（フランスのデザート）を買いました。ウン、⼤阪で
⾷べたのよりやわらかいや。ハハ。

とても楽しい⼀⽇でした。いい経験もできたしね。^^

⻩麗薇さんの⽇記



校外学習

2012.10.08

10.3  今⽇は⼥⼦⾼1年4組のクラスメートと⼀緒に島根県宍道湖⾃然館と古代出雲歴史博物館に⾏ってきました。午前中、出発するときはまだ⾬が降っていましたが、⾃然館に
つくころには晴れて来ました。私たち、ツイテルぞ。へへ。⾃然館には、たくさんの⽣物や⿂、海底⽣物がいて、爬⾍類もいました。どれも中国では⾒たことのないものばかり
です（なんて、中国ではこんなところ⾏ったことが、なかったケド）。⼀番びっくりした体験は、蛇に触ったこと︕蛇が⼿にニョロニョロまきついてきたけれど、解説員の⽅が
いてくれたので、ちっとも怖くはなかったです。みんなが、あれは⽩蛇だから、⾒ただけでも神様をみられたようなものなのに、さわったらもっとご利益があるよって。だから
みんなもしっかりさわってきました。蛇はヒヤッとしてぬめっとした感じでしたが、触った後の⼿には何もついていなかったし、においも残っていませんでした。お昼に先⽣が
いろいろ教えてくれたので、たくさんの海底⽣物のことや、⽇本語の名前をおぼえられました。たとえば  スズキ、ワカサギ、うなぎとか。

午後は出雲歴史博物館へ。昔の出雲⼤社の模型をみてビックリ- - すごく⾼いところまでのびた階段が。古代、参拝でこの階段を登りきるのに1時間かかったのだとか。昔の⼈
は⼤変だったんですね。館内にはいろいろな⻘銅器も展⽰されていて、それもすごく素敵︕撮影禁⽌だったのが残念。神話映画館にも⾏って、⽇本⼈の起源の伝説の映画をみま
した。映画だけではなく、本当の⼈による公演もあって、映画とリンクしていました。帰るときにはおみやげももらえました。「しまねっこ」の帽⼦です。しまねっこは島根県
のご当地キャラなんです。すごく萌え、な猫チャンですよ。

⻩麗薇さんの⽇記



嫁が島

2012.10.08

10.7  今⽇の午前中は松江市宍道湖に⾏ってきました。松江市⽴美術館から船で松江の有名な観光スポット“嫁が島”へ。嫁が島は宍道湖にうかぶ⼩さな島です。船で約5分で到
着です。毎⽇たくさんの⼈がここにやってきます。嫁が島には美しい伝説があります。昔、ある娘が松江市から出雲（海のお向かい）へお嫁に来ました。でも故郷がとても懐か
しく、船もないので、⾥帰りもできません。最後に湖をわたろうときめましたが、対岸に着く前に死んでしまいました。この島は、その彼⼥の化⾝だそうです。島の上から遥か
松江の建物や遠くの⼭を眺めるのも、なかなか⾵情がありますよ。

⻩麗薇さんの⽇記



⻑野の旅

2012.10.08

9⽉15⽇  この⼆⽇間、お⺟さんと⻑野に⾏ってきました。お⺟さんの⼩学校の同窓会に参加するためです。だからまわりはみんなおじいちゃんとおばあちゃんばかり（笑）。
お⺟さんはみんなと⼦供のころの話をして楽しそうでしたよ。私も⼀⽣懸命聞こうと思いましたが、残念ながら、よくわからなくて= =。15⽇に泊った旅館からは直接諏訪湖
にいけました。すごくきれいでした。景⾊も素晴らしく、真っ⻘な空と、湖⾯には⼩⾈が何艘か浮かび、ぼうっとうかびあがる⾵景が、まるでお星さまがキラキラと湖⾯に輝い
ているようでした。遠くには⼭々が連なり空と⽔平線の境は美しかったです。夜は本格的な⽇本料理を⾷べられて、うれしかったです。お⺟さん⽈く、本格的な⽇本料理って⾼
いんですって。どれもすごく⼿が込んでいました。でもおいしいかというと微妙- -。まだまだ⽇本料理は⾷べなれないみたい。ハハ。みんなはお刺⾝を⾷べましたが、私は⾷
べられないので、お鍋に⼊れて煮ちゃいました。ハハ。これもおいしかったですよ。16⽇はみんなと⼀緒に北澤美術館へ。たくさんの美術品や絵画をみました。それからサン
リツ服部美術館へも。館内には昔の能や狂⾔の⾐装がありました。⽇本⽂化を理解するとてもいい体験でした。午後は⻑野の善光寺に向かいました。ここのお寺の和⾵旅館に泊
まりました。畳に座って、ねるのも畳の上- -。この旅館の中は、タイムスリップしてきたような感じがしましたよ。お⾵呂の後は初めて浴⾐を着ましたが、お⺟さんの同級⽣
が左前か右前かと教えてくれました。 - -でも結局よくわからなくって恥ずかしかったな。

翌朝は、善光寺へ。善光寺は江⼾時代中期の代表的な仏教建築物です。ガイドさんと⼀緒に地藏王菩薩像を拝観。お線⾹をあげて家内安全、学業成就を祈りました。本堂では朝
のおつとめにも参加しました。全僧侶が読み上げる経を聞きました。祈りの聖地である代々伝わる善光寺の本来の姿を⽬にすることが出来ました。お戒壇めぐりの地下道にも⾏
きました。ご本尊が安置されている瑠璃檀の下の真っ暗な通路を通って、途中“ 極楽の錠前”にさわれると、これはちょうどご本尊の真下にある場所で、仏縁が結ばれるんだと
か。みんなうやうやしい態度でした。最後にみんな頭を下げてお祓いを受けました。⾼僧が数珠を私たちの頭上にかざし、こうすると賢くなれるんだとか。へへ。中国でも仏教
は盛んですが、私は中国で仏教のお寺に⾏ったことはないのでこんな経験も初めてです。仏堂ってなかなか神秘的で神聖な場所ですね。

    今回の旅⾏で更に深く⽇本⽂化を理解することが出来ました。同⾏したおじいちゃんやおばあちゃんたちもみんなとても優しい⽅々でしたし。⽇本⼈って本当にいいです
ね。皆さんにはいろいろご迷惑をおかけしてしまいました。お世話になりました。本当にありがとうございます。

⻩麗薇さんの⽇記



⽇本での誕⽣⽇

2012.10.08

9⽉10⽇   16歳の誕⽣⽇は⽇本で迎えると考えただけでもドキドキしちゃいます。お⺟さんがイタリアンのお店に予約を⼊れてくれました。他にもサプライズがあるとかで、ず
っと楽しみにしていました。誕⽣⽇当⽇は⼆⼈の新しい友達（家が近いので、毎⽇⼀緒に登下校している）とお⺟さんと⼀緒にレストランへ。おかあさんと友達からプレゼント
ももらいました。お⺟さんからは⼀輪のバラの花、新鮮な花が真空パックされていました。永遠に枯れないそうです。友達からは⽇本のお菓⼦と、お侍の⼑のデザインのお箸を
もらいました。もう嬉しくって、嬉しくって、だって、みんなに私が⽇本の武⼠の⼑が好きだなんていったことがなかったのに。= =ハハ。どうしてわかったのかな︖へへ。

 イタリアンは美味しかったです。そして最後の嬉しいサプライズが。イケメンの店員さんがアイスのケーキを運んできてくれました。そして全店員さんが⼀緒に歌って踊っ
て、私のお誕⽣⽇を祝ってくれました。歌はイタリアのバースデーソングです。最後に私たち四⼈の記念写真を撮ってくれました。カード仕⽴てにしてくれて、友達からのおい
わいのメッセージも書き込んであります。すごく良いお誕⽣⽇でした。へへ。この写真とみんなからの贈り物はきっと⼤切にします。この⼤切な思い出と⼀緒にね。みんなは私
の宝物です。

⻩麗薇さんの⽇記



コンサート

2012.10.08

9⽉29⽇  昨⽇、お⺟さんの娘さんからコンサートのチケットを2枚もらいました。お⺟さんも、このチケットを買って私を連れて来たいと思っていたそうですが、いい席がもう
なかったので買わなかったのだとか。でももらったチケットは前のほうの席だったので、ラッキーでした。へへ。今⽇お⺟さんといってきました。メンバーはたった五⼈で、ピ
アノとバイオリンだけでしたが、素晴らしい演奏でした。司会の⽅も⾯⽩かったです。話していることも少しわかって楽しかったです。へへ。これって、このひと⽉で私の⽇本
語も進歩したってことかな- -

演奏した曲も素晴らしかったです。最後のほうに⼆⼈の歌⼿がステージに上がって、演奏に合わせて歌ってくれました。素敵︕ラストはタイタニックの⾳楽でした。やっぱり⾳
楽に国境はありませんね。私は今世、⾳楽の才能はないみたい。もし⽣まれ変わったら、絶対に⾳楽を習いたいな。ハハ。

⻩麗薇さんの⽇記



バースデーケーキを⼀緒につくって

2012.10.08

9⽉18⽇  今⽇の最後の授業は家庭科総合でした。10⽇は私の誕⽣⽇なのでみんな（クラスメートと先⽣）と⼀緒に私のバースデーケーキを作りました。中国では料理の授業は
ないし、家でも料理をしたことがないので、エプロンと三⾓布を付けるのも初めてで、みんなとケーキを作りました。バターを練って、チョコをいれて、デコレーションして。
⽇本の⼥性って本当にスゴイ。中学から料理の授業があって、こんなふうにみんなでお料理をして。ハハ、私もみんなみたいにがんばらなくちゃ。ハハ。みんなと楽しく作っ
て、わからないことがあるとすぐみんなが助けてくれて。みんな、なんてガマン強いいいコたちなんでショ = ^ =

できたケーキをみんなで⾷べました。いつものより⽢かったような気が。へへ。⾃分で作ったからかな︖ハハ。

⻩麗薇さんの⽇記



mini chess

2012.10.31

 

 

10⽉12、13

今⽇は１年４組のみんなと英語mini chessに⾏ってきた。12⽇の夜は出雲で   宿泊。⼆⽇間の英語スピーチの練習を。この⼆⽇間は⽇本語を話してはいけないの。つかまった
ら先⽣と話さなくちゃいけない。ハハ︕学校には島根県の各学校から来た１０名の外国籍教師が。この⼆⽇間、私たちに付きそって勉強するんだ（この話題とは直接関係ないこ
とだけど、⽇本の学校って、⼩学校でも⾼校でも、必ず外国⼈教師がいて、語学の授業があるの。語学の勉強を重視しているってことだよね。中国の⼩学校でも、もっとこんな
機会があればいいのにな。）。12⽇に   泊って。この⼆⽇間にやることは、英語の歌をひとつえらんで、それにダンスの振付をして練習すること。13⽇の午後に発表。みんな
で電⾞に乗って出発。“    ”っていう電⾞に乗ったのはこれが初めて。島根県には⼤きな湖があるので、出雲も松江もみることができるんだ。電⾞は宍道湖のそばを通っている
ので、海を⾒ることが出来るの。きれいで壮観な眺めだよ。３⼈の先⽣が私たちの付き添いで⼀緒に。⾃分は留学⽣だし、それにずっと外国⼈と英語を話していないので、現地
に着くまでずっとみんなとおしゃべりを。でも困ったことに、外国語を話そうとすると⽇本語しか出てこなくて、英語なんてほとんど忘れちゃったみたい。でも先⽣もこの⼆⽇
間できっと英語がペラペラになるよって応援してくれているしね。

    旅館に着くと、旅館のスタッフが注意事項を話してくれて、お布団と掃除はどうしましょうかと聞いてくれた。部屋は洋室と和室があるというので、私たちは洋室にするこ
とに。

   クラスの３１⼈が４つのグループに分かれて、グループごとに⼀⼈外国⼈の先⽣がつく。私たちのグループは１２⽇は⼩道具をつくったり、ダンスの振り付けをすることに。
13⽇は歌の練習とお菓⼦作り、交流活動を。

   まずは曲選び。きまったのは we found love。それからグループ名を Ryanʼs girl に決定。だって担当の先⽣の名前がRyanだったから。。 = =カワイイアメリカ⼈の先⽣だ
よ。ハハ。ダンスで使う猫⽿とシッポを⽤意して、それと⽿にかけられるマイクも準備。これはみんな４組の⼥⼦で考えたの。私はこういうのを考えるのはダメだから。ハハ。
みんな、頭がよくて、元気だよね。⼿芸をするのも初めてだったんだ。でもすごくいいカンジ。振付もみんなが考えてくれたんだ。⽇本の⼥の⼦たちって、みんなダンス好きみ
たいだね。だからもう踊りながら⼤盛り上がり。ギターが弾ける外国⼈の先⽣がいて、休憩のとき、即興で曲を弾いてくれたんだ。

  ⾷事は外国⼈の先⽣たちも⼀緒だったので、この機会を利⽤して先⽣⽅との交流を。

  ⼀⽇練習しても、みんなまだまだ元気いっぱい。ちっとも疲れなかったよ。夜は９時までゲームを。ハハ。本当に楽しい⼀⽇だったな。

  13⽇はお菓⼦作り。バターを鍋に⼊れて溶かして、そこにグラニュー糖をいれて、それが溶けるとクリーム状に。それからポップコーンみたいなのを⼊れて。。よくかきまぜ
たら冷ましてできあがり。簡単だけど、おいしかったよ。それから交流活動を。外国⼈の先⽣が質問をして、例えば“どうしてこのグループ名前にしたのか、選んだ歌にはどん
な意味があるのか、聞いた⼈はどう思うか”などなど。もちろん答えは英語で。これらも午後発表しなくちゃいけないんだ。

   午後の発表前にみんなでゲームを。たくさん⾒つけたグループの勝ち。もちろん私たちが１位だったよ。賞品はアメリカ製のプラスチックの指輪 - -

   すべてのグループの発表が終わると、審査員が１位と２位の発表を。もちろん私たちが１位に︕︕他のグループのダンスもよかったけれど、私たちのテンションには及ばなか
ったよね。へへ。

  帰りは、ずっと外国⼈の先⽣とお話を。⾔われたとおりに⼆⽇間の練習で英語がペラペラになれたみたい。来る時よりずっと上⼿になったよ。ハハ。

   この⼆⽇間のおかげで、英語が学べただけじゃなくて、たくさんの友達もできたよ。嬉しいな。ハハ。

   家に帰る途中でお⺟さんと⼀緒にみた⼣⽇がすごくきれいだったな。松江の宍道湖は⼣⽇の絶好のポイント。⼣⽇を眺めるために整備もされているしね。

 

 

⻩麗薇さんの⽇記



太⿎祭

2012.10.31

10⽉21  今⽇午後、お⺟さんとおとなりの⿊⽥さんと⼀緒に松江太⿎祭を⾒に⾏ってきました。これは毎年⼀度⾏われる松江では⼤⼈気のお祭りです。ほとんどの⼈たちが⾒に
来ます。会場は松江城です（前に⼤茶会のときにいったところ。）

  パレードはいろいろあって、街道ごとに特⾊があります。パレードは松江城から出発して、松江城内を通って、通りには両側に椅⼦が並べられています。これは参観客⽤で
す。松江城を⼀周してコース終了。全部違う街道のです。15个组の太⿎もいろいろなものが。でも共通しているのは、パレードの前列に⼆⼈いて、この⼆⼈が⾃分たちはどこ
からきたのかを報告するんです。それから松江市役所からの贈り物を受け取ります。多分お酒かな - -。 正式な隊列の前⽅にはたくさんの⼈が並んでいて。太⿎を縄で引いてい
きます。⼦供も⼤⼈も⼀緒にひっぱるんですよ。後ろのほうは和太⿎と⿎⼿が。この太⿎は⼆つのすごく⼤きい太⿎なんです。⿎⼿も１０⼈ぐらいもいて。太⿎を叩きながら隊
列と⼀緒にパレードを。たいへんそう。太⿎をたたいてなくても、ここをぐるっとまわるだけでもすごくたいへんそうなのにね。しかも本番までにはたくさん練習もしなくちゃ
いけないし。

  太⿎の後ろには笛や銅鑼が。これが何⼗⼈かいます。最後尾には⼆⼈の精巧な⾞をひくひとたち。はじめはこれが何かわからなかったけれど、⿊⽥さんが教えてくれました。
これは絶対に必要なもので、なかに⾷べ物とお酒が⼊っていて、みんなが休む時に飲んだり⾷べたりするのよって。⿊⽥さんは熱⼼なおばあちゃまですね。ハハ。彼⼥はお隣さ
んですが、私たちが出かけるときはいつも⼀緒です。お⺟さんと⿊⽥さんは仲良しで、よく⼀緒にお出掛けします。

  隊列ごとに⾐装も、⾞も、太⿎のたたき⽅も違います。でもどれもとてもすばらしかったです。この隊列のなかに、特別なのがふたつありました。ひとつは⼩学⽣だけで組成
されたもの。⿎⼿も笛を吹くのも、⾞をひくのもすべて⼩学⽣。⾞を引くのは⼤⼈も⼿伝います。じゃなければ、重くてきっと動かないですよね。もうひとつは⾝障者たちによ
るもの（⿎⼿は⾝体が動きやすい⼈、笛などは知的障碍者のように）。すごく感動しました。みんな障害があっても、⽣き⽣きとして希望を持ってがんばっています。なんてす
ばらしい︕みんながんばって、あきらめずがんばっています。私がクヨクヨしている場合じゃないですね。がんばって勉強していかなくちゃ。

 話を戻すと、ある隊列の中に私たちの学校（松江⼥⼦⾼）の外国⼈の先⽣がいました。なんて偶然。

 そうそう、忘れていました。パレードが始まる前にはちょっとしたイベントがあるんです。浴⾐を着た⼈たちが⾼い場所から下に向かってお菓⼦を投げるんです。これがこの
お祭りの習慣だそうですよ。みんな下でお菓⼦を受け取って、このお菓⼦を⾷べるといいことがあるんだとか。ハハ。私たちとアメの取り合いをしたのはみんないい年をしたお
じさんたち。背も⾼くて体の⼤きい⼈たちが帽⼦を使ってアメをあつめちゃうなんて。。。私は⼀個もとれなかった- -。でもいいです。楽しかったから。ハハ。まるで鞠の奪
い合いみたい。もし古代だったら私はお嫁さんがもらえなかっただろうな- - 。ハハ

 

    おわったあと、やってみたけれどすごく難しかったです。かなりがんばってやっとできるかんじ。腕が痛くなっちゃう。

⻩麗薇さんの⽇記



⾃分でお味噌汁を︕

2012.10.31

10.9  今⽇の家庭科で、みんなとお味噌汁を作ったよ。私たちのグループが⽤意した⾷材はナメコ ⾖腐 昆布 サツマイモ 。先⽣が昆布と鰹節を⽤意してくれた。このふた
つはお味噌汁の汁の調味料。

1 お湯を沸かして昆布を⼊れて、柔らかくなったらとりだす。すぐに鰹節を⼊れて15秒後にとりだす。汁はこれでできあがり。

2 次にこの順番で材料をいれる（煮えにくいものから。）サツマイモ、ナメコ、お味噌、⾖腐、昆布。全部⽕が通ったら、お味噌汁の出来上がり。。

グループごとで準備した⾷材が違うので、味もいろいろ。でも⾃分でつくったものはおいしいって証明されたよ。

 

⼣⽅5時ぐらいに⼼連⼼の先⽣が来校された。この１ヶ⽉の学校⽣活の様⼦を聞きにね。先⽣は私の⽣活を⼼配してくれている。それは4⽉に別の家庭に⾏くので。だから先⽣
は学校近くでさがしてくれている。先⽣は本当に私の⽣活のことをいろいろと気にかけてくれいている。ありがとうございます。

 夜は⼼連⼼のお⼆⼈の先⽣ 塩沢先⽣と諸だ先⽣  ， ホストマザー、校⻑先⽣、担任の先⽣、そして東京に迎えに来てくれた学校の先⽣、市役所の⼈、⼆⼈の中国⼈と。みん
なで⼣⾷に宍道湖の蜆を⾷べた。先⽣は私がお刺⾝を⾷べられないと知っているので、他のものにしてくれた。先⽣⽅、本当にありがとうございます。⼣⾷の時、担任の先⽣と
もたくさんお話をした。先⽣は明るく闊達な⽅で、しかも中国にとても興味を持ってくれているみたい。

  それと中国⼈の⼆⼈の先輩⽅ともたくさんお話をした。久しぶりの中国語︕ハハ。お⼆⼈とも⽇本語がとても上⼿で、私の⽬標だ。

 今⽇は本当に楽しかったな。

⻩麗薇さんの⽇記



短⼤⾒学

2012.10.31

10⽉17⽇ 今⽇の午後は１年⽣全体で島根県⼤学松江部の⾒学に。⾬は降っていたけれど楽しかったな。短⼤の中は静かで、きれいで、設備も整っている。⾳楽室、ピアノの練
習室、調理室、託児所など。······

 短⼤にはたくさんの専⾨学科があって、特に⼤学にはないようなものが。たとえば、保育⼠や、栄養⼠のような。ここで⼤学に⼊ったらきっとおもしろいだろうな。こうゆう
職業に就きたい学⽣だったら、ここで専⾨課程が学べる。そして将来はきっと⾃分に合った仕事をみつけられると思う。                  

  それと松江⼥⼦⾼の⼆⼈の先輩が、⾃分たちの体験を話してくれた。そのうちのひとりは学校でも成績優秀で、⽣徒会の会⻑とバスケ部の部⻑もつとめていたんだとか。もう
おひとりはとりたててのことはないけれど、⼀⽣懸命勉強をしたとのこと。そして⼆⼈とも、理想の⼤学に⼊れたと話してくれた。このお⼆⼈の話には感動させられた。⾼校時
代がどうであっても、がんばりさえすれば、きっといい結果が︕

⻩麗薇さんの⽇記



先輩たちの修学旅⾏

2012.10.31

 10⽉18⽇

  ⼆年⽣の先輩たちが修学旅⾏から帰ってきた。付き添いの先⽣⽅ももどってきて、授業が始まった。修学旅⾏の⾏き先は韓国。担任の先⽣がおみやげに韓国のりをくれた。

  先⽣が授業中に、韓国であったいろいろなおもしろい事を話してくれた。みんな（同級⽣のことね）も⼆年⽣になったら⾏くので、先に紹介しておこうという事で。ホストマ
ザーも韓国に⾏ったことがあるそうだ。お⺟さん⽈く、韓国も⽇本もそうかわらないとのこと。韓国に⾏っても全然外国に来た気がしなかったと⾔っていた。先⽣も同じことを
⾔ってた。先⽣の話が全部聞き取れたわけじゃないけれど、⾯⽩そうな感じはよく伝わってきた。みんなもはやく⾏きたいみたい。私も⾏きたいな。でも無理だね。ザンネン。
中国にもこんな⾏事がたくさんあったらいいのにな。^^

 

⻩麗薇さんの⽇記



出雲⼤社

2012.10.31

10⽉20 ⽇（⼟）今⽇の午後はお⺟さんと出雲⼤社に。出雲は⽇本最古の都なのだとか。それから奈良と京都、そして東京へと。でも歴史上の記載は少ない。松江から出雲まで
⾞で１時間ほど。遠いなあ。お⺟さんが、ここはとても有名でたくさんの⼈が来るのよっておしえてくれた。なるほど、どおりで駐⾞場もいっぱいだ。⾞のナンバープレート
で、どこから来たかがわかる。やっぱり全国からきているみたい。この⽇はお天気も良くて、そよ⾵がふき、暑くも寒くもなし。出雲⼤社に続く⼩道にはたくさんの天をあおぐ
⼤⽊が。道の⼊り⼝のところには“四不像”が。これは⽝のような猫のようなネズミのようなもの。解説には、この四不像は世界万物の象徴なのだとか。

   出雲⼤社の⼊り⼝近くにまた別の像が。右は男の⼈が跪き、左は波しぶきのようなもの。これはどんな出会いも運命で、縁を⼤切にしなくてはいけない、という意味があるそ
うだ。

  境内に⼊る前に⼿を洗って、建物の前で箱に向かって100円を投げ⼊れた。それからお参り、お願い事を。出雲⼤社はとても古いので、建て替えが必要で今でもその作業は続
いている。でも⼀⾓を⾒ただけでもとても壮観だ。

 お⺟さんが学業成就のお守りをくれた。きれいだな。

 ちょうど花嫁さんと花婿さんが⼤社で写真を撮っていた。伝統的な⾐装を着て、すばらしかったな。

 本当はワイナリーも⾒学に⾏く予定だったけれど、お⺟さんの体調がよくなかったので、そのまま帰宅。お⺟さんもお年なので、体は⼤事にして欲しいな。お⺟さんが早くよ
くなりますように。

⻩麗薇さんの⽇記



ケーキ

2012.10.31

10⽉22 （⽉）今⽇は家庭科でみんなとケーキ作り。⾃分にとってもこれが初めてのケーキ作り。おいしくて⽢いね。

 ⼿順 1 卵⻩と卵⽩に分ける。

      2 それぞれに15g 、50g の砂糖を⼊れる。それから⽩っぽくなるまで、⽩い泡になるまで泡⽴てる。

        （卵⻩は⼿で。  卵⽩はハンドミキサーを使って泡⽴て）

      3さらに卵⻩にさらだ油 ⽔ バニラオイル を加える

 ４薄⼒粉の三分の⼀を⽩っぽくなった卵⻩に加え、よく混ぜた後、のこりの薄⼒粉も⼊れる。

  5 卵⽩も⼀緒によく混ぜる。

  6⽣地を流し込む⻑⽅形の鉄板（天板）に、オーブンシートを敷く。⽣地は2~3センチぐらい。

  7⽣地を鉄板に広げる。 オーブンで180度で 10~12分焼く。表⾯に⾊がつくまで。

  8焼きあがるまでに好きなフルーツの準備。クリームに砂糖を⼊れ、ミキサーで硬くなるまで混ぜる。チョコ味がいいなら、チョコを混ぜても。こうするとチョコクリーム
に。

  9 ⽣地が焼けたら、表⾯にもう⼀枚クッキングシートをかぶせて。それから上に同じ鉄板をのせて冷ます。

  10 冷めたら⽣地をひっくり返す。クッキングペーパーを外す。

  11 ⽣地の三分の⼀のところをナイフでいつつに切り込みを。他にも切り込みを⼊れて。

  12 ⽣地にクリームを塗る。巻き始めの部分には多めにクリームを。もう⼀⽅は少なめに。巻き始めるとクリームがあつまってくるので。

  13 お好みのフルーツを⼊れて巻き始める。巻けたら冷蔵庫で１０分ほど冷やす。

  14好きな分だけ切り分ける

  15 いただきます︕︕︕︕︕

あまくて冷たくてやわらかい。最⾼においしい︕

⻩麗薇さんの⽇記



みんなで丼づくり

2012.10.31

10.25 今⽇の家庭科で⽇本のどんぶりを作ったよ。⾃分たちで準備した材料は卵と鶏⾁、⽟葱。作り⽅は簡単。材料を切って準備。肝⼼の調味料は︓

だし汁（⼀番だし） 60ml

しようゆ      15ml

酒                  15ml

みりん              15ml  

砂糖                1g

調味料を計って鍋に⼊れ、中⽕で沸騰させる。それから鶏⾁と⽟ねぎを⼊れ、⾁に⽕が通ったら、溶き卵をいれ⽕を少し強めにする。はしで卵を均等にならし、卵が固まった
ら、ご飯にのせる。できあがり。（⽇本の伝統では丼物を作るとき、お鍋におおきなおたまを使うの。底が平べったくて、でも中国にはないね。平鍋で代⽤できるよ。）

四時間⽬だったから、ちょうどお昼ごはんだ。⾃分たちで作ったどんぶりだけではお腹がいっぱいにならなかったから、先⽣が作ってくれたおにぎりも⾷べたよ。どうしよう、
みんなすごいよ。私なんてもうお腹がいっぱい。ハハ。でもすごくおいしかったよ。みんなで⼀緒に作ってね。これこそみんなでいっしょにがんばった成果だね。

 

⻩麗薇さんの⽇記



初釜飯

2012.10.31

10.27 （⼟）この前テレビで“釜飯”っていう⽇本料理を⾒たんだ。テレビで⾒たのは、野菜やお⾁がご飯にのっていて、前に作った丼みたい。でもすごくおいそそう。ちょうど
家のお向かいに和⾷のお店があるので、今晩はそこに⾏くことに。お店の名前は“四季庵&rdquo。和⾷のお店で、店内は全部お座敷。私は海鮮釜飯と天婦羅定⾷、お⺟さんは刺
⾝定⾷を注⽂。運ばれてきたお料理を⾒て超ショック。いろいろなおかずや卵焼き、味噌汁に天婦羅にご飯、ゼッタイに⾷べきれないよ。釜飯って韓国の⽯焼料理にちょっと似
ているね。でもビビンバよりご飯の量が少ないし、器も⼩さい。それにご飯をよそって⾷べるんだ。⼀緒に出てきただし汁を⼊れると、雑炊みたいな感じで⾷べられるんだね。
でも私はこの⾷べ⽅は好きじゃない。天婦羅もおいしかったよ。海⽼と茄⼦とシイタケとかぼちゃ、とにかく種類が豊富でどれもおいしかった。ウン、本当に素晴らしい。⾷い
しん坊にとっては、こんなご馳⾛は最⾼のシアワセだよ。

⻩麗薇さんの⽇記



楽しい夜

2012.10.31

10.28（⽇）昨⽇の⼣⾷は和⾷のご馳⾛だったのに、今晩もフランス料理を⾷べに⾏くことに。お⺟さんが市役所の中国⼈のお兄さんとお姉さんをよんだけれど、お姉さんは⽤
事があったので、お兄さんだけが来ることに。フランス料理ってすごく⾒た⽬がきれいだけれど、量が少ないって前からきいていたんだ。今⽇⾷べてみたけれどまさにその通
り。種類は多いんだけれど、おなか⼀杯にならなかった。まずは前菜。⽣⿂やつみれっぽいもの、それからハム。でもこのつみれみたいなのがすごくおいしかったそれからパン
とパンプキンスープ。つぎにグリルしたお⿂。上はお⿂で、下にバターソースと紫キャベツ。⽢酸っぱくてすごくおいしかった。ラストは⽜⾁。 そしてデザートとコーヒー。

   どれもすごく⼿が込んでいて、おいしかったよ。今晩は中国⼈のお兄さんとたくさんお話が出来て楽しかったな。お⺟さんもお兄さんと歴史に関する事をたくさん話してい
た。お⺟さんは歴史が⼤好きで、お兄さんも歴史には詳しいので。最後に莫⾔の「⾚いコーリャン」が話題に上って、お⺟さんは莫⾔先⽣がノーベル⽂学賞をとるまえに、莫⾔
先⽣の本を買ったことがあるんだとか。お兄さんが⽇本で⼈気の漫画を何冊かくれたんだ。わかりやすいしおもしろいよね。今晩は本当に楽しかったな。

 

 今度はお姉さんも⼀緒家でお⺟さんの⼿料理を⾷べようねって約束を。へへ、すごく楽しみだな。

   それからカフェでお⺟さんと⼆⼈でまたおしゃべりを。⾯接のときのこともはなしたよ。ウン、あの時のことを思い出すとなんだか緊張しちゃう。当時は全然緊張しなかった
のにね。

⻩麗薇さんの⽇記



校外⾒学ダイヤゾーンボール

2012.10.31

10.31 今⽇は１年４組のみんなと校外学習へ。今回⾏ったのは松江体育館。体育館っていうと、みんなきっと運動をするところって思うよね。今回は球技の⼀種、 ダイヤゾー
ンボール   っていうのなんだ。今まで聞いたことがないよ。ゴルフのルールと⼀緒で、でもゴルフよりボールが⼤きいの。しかもゴルフよりずっと簡単だしね。ゴルフと似てい
るところは、スティックでボールを打つこと。他は全く違う。今回の先⽣は出雲 ダイヤゾーンボール 協会の⽅。みなさん、けっこうなお年のおじいちゃんやおばあちゃんた
ち。でもみんなすごく元気なんだ。

   このゲームのルールは、まず⾚と⽩の⼆つに分かれて、１チーム５⼈、⾚の５⼈の番号は全部偶数で、⽩のほうは奇数。１０個のボールがあって、ボールの⾊と番号はメンバ
ー⼀⼈⼀⼈のと同じ。１番からはじめて順番通りにボールを打っていく。１試合は１５分。

コートは直⾓三⾓形のような感じ。コートと外にラインが１本あって、そこがスタート。みんなライン上のボールを置いて、打つ。ラインから距離は１Ｍのところ、ひし形の布
の旗もあって、対⾓線でよっつにわけている。対⾓の三⾓形は同じ⾊で、旗の前の近くにゲートがある。ボールをそこに通す。このゲートも前⽅1Ｍに５か所にまたゲートがあ
って、これが⻑い直⾓の辺の中間点。このゲートから1Ｍぐらい（もう⼀辺の直⾓辺上）にもうひとつのスタートと同じような旗とゲートが。それから斜めの辺のおわりぐらい
にゴールが。カゴみたいなのがあって、4⾯全部斜⾯になってボールが⼊るようになっている。ゲームはこんな順番で。まずボールを⾃分と同じ⾊のエリアに⼊れて、それから
ゲートを通過。そしてゲート２、それから⼆番⽬の旗に⼊れてゲート3を通ってゴールへ

   打つ順番も。1号の⾚のメンバーからはじめて、もし直接旗の⾚のエリアに⼊れられたら２ポイント。そしてつづけて対⾓の⾚のエリアに。⼊らなかったら⼆号の⽩のメンバ
ーがスタート。ゴールしたら３ポイント。ゲートを通過すると１ポイント。最後は総合ポイントで勝敗が決定。

  簡単そうだけれど、⼀⼈で打っていられるならすぐにゴールにつきそうだけれど、10⼈で、障害もあるし、⼀⼈で打っていたらベストポジションが取れても、他の⼈のボール
に邪魔されたり。相⼿の邪魔もしなくちゃいけないし、たくさんの要素が⼊ってくる。すごく難しいよ。運にも左右されるよね。第⼀局では最後でも、次では初めに打つ⼈にな
るかもしれないし。

   私たちのグループは60対64で負けちゃった︕あー、ザンネン。でもたのしかったしがんばったしね。⼤事なのは過程であって結果じゃない。でもこのダイヤゾーンボール 気
にいっちゃったよ。⾯⽩いし簡単だし頭も使うしね。たのしかったな。もっとこんなゲームを教わりたいな。

   午後は体育の先⽣の講義。⽇本の全国体育試合のことが分かったよ。毎年各都道府県で順番に⾏う⽇本最⼤のスポーツイベントなんだね。冬期と春季⼤会に分けられるんだ。
それと成⼈の部と未成年のとに。男⼥どちらでも参加できる。先⽣が、⼥⼦⾼のたくさんの先⽣⽅が⾼校時代に参加したって⾔ってたよ。

   それとプロバスケチームの練習も⾒学。どこのチームかはわからないけれど、たくさんの⼈が⾒学に来ていたよ。しかも⼥⼦⾼の⼥⼦はすごく気に⼊っていたみたい。きっと
⼤⼈気なんだね。楽しい⼀⽇だったな。

⻩麗薇さんの⽇記



ハロウィン

2012.12.04

11.1今⽇はハロウィン。外国語の授業で、ハロウィンpartyをしたんだ- -。へへ。みんなでハロウィンのマスクも作ってね。いろいろなゲームもしたんだよ。楽しかったな。最
後に先⽣がチョコをくれたんだ。でもね、チョコをもらうためにはtrick or treatって⾔わなくちゃいけないの（笑）

⻩麗薇さんの⽇記



映画館初体験

2012.12.04

11.3 今⽇はお⺟さんと⼀緒に映画館へ。「ツナグ」っていう映画を観てきたんだ。これが私の⽇本での初映画館だよ。本当はね、早起きして隣の県まで出かける予定だった
の。でも- -私が寝坊しちゃって、それで映画を観に⾏くことに。⽇本の映画館ってすごく静かで、ポップコーンやコーラも買えて、こうゆうところは中国とあまり変わらない
かな。でも⽇本ではチケットも機械で買えるから便利だよね。

   映画の上映前には、中国と同じように他の映画の宣伝を観たよ。「悪の経典」っていう映画が⾯⽩そうだね。中国のネットでも観られるんだったら、ゼッタイ観てみてね。

   今⽇観た映画の内容は「⼤切な⼈を亡くした者と死者を⼀度だけ再会させる仲介⼈「ツナグ」という職業を通じて、他⼈の⼈⽣に深くかかわっていく⻘年の葛藤と成⻑を描
く。⼀⾒するとごく普通の男⼦⾼校⽣・歩美は、祖⺟アイ⼦からツナグを引き継ぐ⾒習いとして、死者との再会を望むさまざまな⼈と出会っていく。しかし、死者との再会が救
いになるのか、⼈⽣は変わるのか、次第に⾃⾝の⾏為に疑問を抱くようになる」。ストーリーは、親⼦、友情、愛情のみっつにわかれていて、すごく感動的だった。本当にこん
な使者がいたらいいのにな。もし、死んだ⼈に会えるんだったら、あなたは誰に会いたいかな︖チャンスは⼀度だけで。

   中国では、映画の本編が終わったらみんな帰りはじめるんだ。あんまり曲の最後まで聞く⼈はいないよ。でも⽇本では、曲もすべて終わってから、みんな席を⽴つんだね。本
編が終わっても、スクリーンにスタッフの名前がでるしね。これも⼈を尊重するっていうことなのかな。

 ⼣飯は⽇本料理を⾷べたよ。サラダがおいしかった。全部⽣野菜で、ドレッシングをかけて⾷べるの。⽣野菜は体にいいんだって。

⻩麗薇さんの⽇記



バターはどうやって出来るのか

2012.12.04

  11.2 最後の家庭科の授業で、先⽣が⽜乳を使ってバターの作り⽅を教えてくれたんだ。まず⽜乳を瓶に⼊れてから蓋をして、しっかりとシェイク。かたまりができたら、そ
れがバター。スーパーで買うのとは違って、これこそ無塩の純バター。できたらすぐに⾷べないと、また⽜乳に戻っちゃうんだ- -。へへ。でもバターって、こうやって出来る
んだって、初めて知ったよ。

⻩麗薇さんの⽇記



ドライブ

2012.12.04

  11.4 今⽇の午前中は、お隣さんと⼀緒に朝⾷を⾷べに⾏ったんだ。本当は宍道湖の近くのレストランで「モーニング」を⾷べようと思っていたの。そのお店は景⾊もいい
し、コーヒーもおいしいしね。でも満席だったので、そこからもうすこし離れた別のお店へ。でもそこは営業してなかった- - 。。なので、湖をぐるっとまわって、また帰って
きたの。ハハ。お隣さんは、みんなで早朝ドライブだったねって。ハハ。

⻩麗薇さんの⽇記



進研模試

2012.12.04

 11.5 今⽇は進研模試。これって⽇本全国でやってるのかな。試験科⽬は国語（古典と現国にわかれている）数学と英语。私たちの学校では学期ごとに1回⾏われて、2年⽣にな
ると、1年⽣のときの成績によってクラス分けされるんだ。先⽣とホストマザーの話では、このテストは⼤学のレベルなので、誰にとってもすごく難しいんだとか。でも勉強が
進んでくると、簡単になってくるんだって。⾃分の成績が全体のどのあたりかわかるし、この結果で、⾃分がどの⼤学を受けようか、決められるしね。⽇本の教育は中国ほど厳
しくないとは⾔うけれど、みんな⾃分の未来のためにがんばっているんだね。

⻩麗薇さんの⽇記



鯛料理と ぐるぐる

2012.12.04

11.11今⽇のお昼は、ホストマザーとそのお友達と⼀緒に、三⼈で「タイ」の⽇本料理屋に⾏ってきたよ。お⿂の専⾨店だね。私は今回も釜飯を注⽂。前回⾷べたとき、おいし
かったからね。ハハ。⼆⼈はお茶漬けを。お茶漬け⽤のお茶をご飯に注ぐんだけれど、これってみんなも⾷べたことがあるよね。ウン、おいしいよ。それと天婦羅も。私は天婦
羅が⼀番好きなんだ。今までにも何度も天婦羅を⾷べたことがあるよ。中国でも⽇本料理屋さんで⾷べたけれど、やっぱり⽇本で⾷べる本場のはもっとおいしいね。⽇本の天婦
羅はつゆか、抹茶で⾷べるんだよ。

  ご飯の前に島根県⽴美術館に⾏ってきたんだ。 そこで“ぐるぐる”っていう名前の作品を⾒たの。普通の絵の上にたくさんの丸が書いてあって、⼆つの円が重なった空間に無数
の“ありがとう”って字が書いてある。⼀番⽬が引かれたのは、幅が80㎝ある作品。障碍者の⽅が創ったんですって。たくさんの⼈々が⼿に⼿を取っている絵で、助け合いを表し
ているんだね。

⻩麗薇さんの⽇記



避難訓練

2012.12.04

 11⽉15今天进⾏了避难训练，为了训练，每节课都缩短授业5分钟，⽼师说要在最后⼀节课突然发出警报，然后有序的排队，⼤家⼀起到体育馆集合。我们最后⼀节课正好是英语
外教课（oc），于是两个美⼥外教⽤英语告诉交给我们地震时应该怎么做。

    Frist  turn  off  the  gas  and  open  the window, and  then  hid under the table .

  我们的确在规定的时间内按照⽼师的话，按部就班的⾏动。校长表扬了我们速度很快，但是⼤家在过程中⼀直很吵闹，有说有笑的这⼀点做得不太好。要我们下次再进⾏训练时多
多注意。

これは⽇本語で投稿されたものです

⻩麗薇さんの⽇記



インド料理

2012.12.04

  11.17 夜、お隣さんとご飯を⾷べに⾏ったんだ。内装もすごく素敵な洋⾷屋さんに⾏くつもりだったけれど、今⽇は披露宴パーティーで貸切だったので予定は取り消しに。改
めてインド料理屋さんへ。インドカレーはご飯といっしょに⾷べるんじゃなくて、ナンと⼀緒に⾷べるんだ。⾷べる前は、ウィグルのナンみたいなのかな、きっと固いんだろう
なって思っていたの。ところがこのビックサイズのナンは - -フワフワやわらかかった。私たちは⼀番⼈気のセットを頼んだんだ。⼈気のセットはどれもおいしいからね。

    店内はレコードでアメリカのレゲェ（ジャンルね）⾳楽が流れていたの。テレビドラマではレコードって何度も⾒たことがあるけれど、本物を⾒たのは初めてだったよ。

⻩麗薇さんの⽇記



もうすぐ冬休みだよ

2012.12.04

11⽉27みんなやっと期末試験が終わったね。ハハ。あと⼀ヶ⽉で冬休み、時間がたつのって本当にはやいね。来⽉はクリスマス。⽇本⼈にとって、クリスマスってとても⼤事
なイベントみたいだね。先週からお店もディスプレイしはじめて、クリスマスセールなんかも始まってるね。松江駅のそばのビルでも特⼤のツリーを飾っているよ。⼣⽅5時に
なるとライトアップして、バスを待つ⼈も⾒ることが出来るんだ。すごくきれい。松江だけじゃなくて、⽇本全国でクリスマスムードが盛り上がってきているね。先週、京都に
旅⾏に⾏ったとき、伊勢丹でもすごく⼤きなツリーを⾒たよ。きれいだったな~

⻩麗薇さんの⽇記



京都の旅。楽しかった。最⾼だ~

2012.12.04

  11⽉24今⽇は京都に⾏くんだ~~待ちに待った京都旅⾏。京都は昔の⽇本の⾸都だから、私がもっと⽇本のことが理解できるようにって、お⺟さんが京都に連れて⾏ってくれ
たんだ。お⺟さんのお友達の家に泊って、お昼ぐらいに京都到着。お昼ご飯はおそばとてんぷらを⾷べたんだ。おいしかったな。ここの天婦羅は私が最近⾷べた中で⼀番おいし
かったよ（笑）。京都の街中は、⽼若男⼥、着物を着ている⼈がたくさんいたよ。みんなきれい。さすがは国の都だよね。ハハ。京都では着物を着た⼈はタクシーが割引になる
って聞いたよ。

午後は清⽔寺へ。清⽔寺は798年（延暦17年）延鎮上⼈によって建てられ、平安時代を代表する建築物。何度も⽕災によって焼失し、現存の建物は1633年德川家光によって創
建当時の建築に基づいて建てられ⾦閣寺，⼆条城とならんで京都三⼤名勝とよばれ、また紅葉桜でも有名なんだ。

   秋真っ盛りで⼭は紅葉で⾚く染まり、素晴らしい⾵景だったよ。⼊り⼝の⼤⾨はすごくきれいで、お寺から下を眺めると、そこから⾒渡す限りの紅葉が。下からお寺を仰ぎ⾒
るのも味わい深かったよ。葉にさえぎられて、お寺の先っぽがそこからのぞいている。周りの⾵景まで⼀緒に眺めているみたいで。お寺の中には持ち主のわからない鉄製の杖も
あって、お⺟さんと、私とそこにいた⼈と三⼈でやっと持ち上げられるくらいすごく重かった。

   三連休だったし、しかも清⽔寺は有名な場所だから、⼈がすごく多かったよ。⼩⾬は降っていたけれど、そんなのは全然問題じゃなく、中国やアメリカから来た旅⾏客もたく
さんいたんだ。

   お寺を出ると、道の両脇にはずらっといろいろなお店が並んでいて、⾷べ物や湯飲み茶わん、おみやげに扇⼦や和傘なんかを売っていた。この和傘って⽇本独特のものだよ
ね。お部屋のインテリアにもよさそう。私も⼩さいのを⼀つ買って記念にね。へへ。

   それからカフェで抹茶アイスを。『最⾼だ。うまい︕︕〜〜』

   午後じゅう歩き回ったのでちょっと疲れてきけど、まだ⾵景を⾒て回りたかったので、⼈⼒⾞に乗ることに。⾞を引っ張ってくれるお兄さんってすごいけれどたいへんそう。
腿の筋⾁もすごく盛り上がっていた。でもお兄さんは、この仕事が好きなんだって。お兄さんにひっぱってもらって、お⺟さんと⼀緒に公園や⼩さなお寺、それに明治時代の⽇
本のお⾦持ちが建てた欧⾵の建物なんかをみてまわったよ。その建物は、昔はそのお⾦持ちの⼈の家だったけれど、今はカフェになっていた。これが初めての⼈⼒⾞体験。すご
く楽しかったけれど、お値段も⾼いよね。。 - -

  途中で舞妓さんもみかけたよ。でも⼈⼒⾞のお兄さんが、あの⼈は男だよって。。コワッ。。

 

 

11.25 今⽇は平安宮に⾏く予定だったけれど、昨⽇のあの舞妓さんの写真（笑）をみたら、⾃分でも体験したくなっちゃって、“夢⼯房”で舞妓さん体験をすることに。お化粧を
して、着物を着て、プロのカメラマンさんに写真を撮ってもらって、お⺟さんにもお化粧の途中の写真を撮ってもらったんだ。へへ。舞妓さんは16歳から稽古を始めて20歳
に。舞妓さん体験をしたいのなら、やっぱり16歳から20歳のあいだがいいみたい。値段は⾼いけれど、舞妓さん体験ができるのは京都だけだし、それに今回を逃したら年齢的
にいい時期を逃しちゃうかも。

   『昼は権兵衛で⾷べたの、夢⼯房の隣にあります。みんなが並んでいました。⼈気があるそうです。ちょっと聞いてみたら、“この店は、そばとうどんで有名です”と⾔っ
た。１５後、店に⼊って、うどんを⾷べた。本当においしかった。

   昼ごはんを⾷べた後で、ははとははの友達と、三⼈で昨⽇⾒た喫茶店でコーヒー飲んだ。中はとっても素敵だ。ケーキもおいしかった。』

11．26

    今⽇は家に帰る⽇。午前中に有名なコーヒーショップで朝⾷を⾷べて、それから駅の近くの伊勢丹をみてまわって。買い物をしたら午後は電⾞で帰宅。あー、疲れた。へ
へ。電⾞の中ではすっと寝てたよ- -。

   今回の旅⾏では⾒た京都は、ほんの⼀部分だったけれど、やっぱり京都は他の場所とは違うなって思ったよ。お⺟さんが、京都は何度⾏ってもまた⾏きたくなるところだって
⾔ってたよ。まだ⾏ったことのないところがたくさんあるしね。

  今回の旅⾏は楽しかったな。京都に連れて⾏ってくれたお⺟さん、本当にありがとうございました。しかもあんなにいろいろなことを体験させてくれて。お⺟さんもお疲れ様
でした。ハハ~

⻩麗薇さんの⽇記
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