
初めての⽇記〜

2014.09.03

初めて⽇記を書くから少し緊張しています。。＞＿＜

九期⽣の李⽂馨です、みんな、よろしくお願いします︕

今は東京の「オリセン」に住んでいるのです。和室に住むのは初めてで楽しいです〜みんな親切でかわいい⼈ですから毎⽇楽しいです〜

これは⽇本語で投稿されたものです

李⽂馨さんの⽇記



蕨⾼⽂化祭

2014.09.09

おそくなってすみません。ぶんけいです〜

⽇曜、⽂化祭へ⾏ってきました〜

本当にメイド喫茶があったなんてびっくりしました。男⼦先輩たちのメイドの姿はとてもかわいくて感動しました〜//＾ｖ＾//

クラスのみんなに会いました、みんな親切な⼈です。漫研のみんなにもあいました。⿊⼦を書いてもらいました。透明な瞳をして、とってもきれいでした〜

演劇部にも興味がありますが、⽂化祭にはキャンペーンなど特にないみたいです。聞いてみたら、その演劇部には⼀⼈の先輩しかいないのです。。。先輩、えらいですね。これ
からもがんばってください。

 

これは⽇本語で投稿されたものです
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週刊⽇記

2014.09.21

今後は毎⽇短い⽇記を書いて、ネットに繋げる時に⼀気にアップすることにするよ。そうすればせっかくネットに繋げる時間を⽂字打ちで無駄にしなくてすむもんね。もう、私
ったらどうしてこんなに頭がいいんだろう。

よし。それじゃあ今⽇はここ数⽇の出来事を多めに書いておこう。

 

9.18

学校に通い始めて⼀週間。その間に⼆⽇半の球技⼤会と⼆⽇半のKUSUNOKI⽇本語課程があったよ。蕨⾼は本当にいい学校。先⽣もクラスメートもみんな親切だし、廊下には
⾊々な⼤学の情報や数学の問題集がたくさん置いてあって、⾃由に持って⾏っていいの。すごく便利だよね。まだそこで⾜を⽌めている⼈を⾒たことはないのだけどね= =

 

球技⼤会、私はバスケットボール。第⼆試合に選⼿交代で出場したよ。負けたけど。うん。たぶんボールに触ってすらいない。私の背が⾼いからと、相⼿の2番（超背が⾼い）
をマークするように⾔われたのだけど、私はマークがどうやってやるものなのか全く知らない…彼⼥の⽅を向いたらボールが⾒えなくなってしまうし、彼⼥に背を向けたら今度
は彼⼥が⾒えなくなってしまう。バスケをやったことがないんだからさ…

 

クラスの⼥の⼦達は皆とても優しい。体育館に⾏くにも、⾷堂に⾏くにも、必ず誰かがちゃんと⾏けるか私に聞いてくれるし、待っていてくれる。昼休みもゲームの『⼈狼』に
誘ってくれる（⾳楽が不気味で、夜に思い出すとちょっと怖い。でも⼈狼の設定がそもそも怖いんだよ。昼間は⼈間の姿をしているけど、夜は⼈を殺しに⾏くとか何とか…しか
も誰を殺すか相談までする…）

 

隣のクラスにSVENJAというドイツの交換留学⽣（⼥⼦）がいるんだ。彼⼥が着いたのは私より少し先。⽊曜⽇に⼀緒に浦和のKUSUNOKI⽇本語教室へ⾏ったよ（ボランティア
の先⽣と外国⼈⽣徒との⼀対⼀の授業で、内容は⾃由。⾯接やスピーチの準備でもいいし、⽇本語能⼒試験の勉強でもいい。私を教えてくれている⼤佐古先⽣はとっても優しく
て、いつもお菓⼦をくれるんだ0v0）

 

正直、CULTURE SHOCKがいっぱい。例えば、私なんかは⼤部分の男⼦⼥⼦が体育の前に直接教室の中で着替えることに驚くのに、SVENJAは⼀部の男⼦が教室の外に出て着替
えることに驚くんだって= =ドイツの男の⼦達は皆教室の中で着替えるみたいだね。あとは、HOST FAMILYの道⼦おばさんが、お粥には味がないからって、⾷べる時にお粥に
醤油を⼊れたり…

 

部活は今のところ漫画研究部と演劇部にほぼ決定。漫研は割と⼈数が多いよ。もうすぐ引退する三年⽣の先輩を除いても、まだ16~17⼈残っている。今は次に出す隔⽉刊を作
成しているところ。テーマはタロットカード。どうしよう。タロットなんて触ったこともないよ…

演劇部は別の意味ですごいよ。私を⼊れてたったの3⼈。あ、顧問の先⽣を⼊れたら4⼈ね。他の⼆⼈はどちらも2年⽣。それでも9⽉の⼤会に参加するんだよ。部⻑が⾃分でシ
ナリオを書いて、部⻑⼀⼈で出るんだって= =台本は６，７ページ。部⻑⼀⼈で少年から⽼⼈まで演じる。台本も持たず、話したり殴ったり殴られたり、真に迫って本当にすご
い。部⻑の演技に完全に圧倒されたよ…基礎練習は発声練習。壁に向かってA A A A A  やらA̶̶̶̶̶やら早⼝⾔葉やら…先⽣は、12⽉の⼤会には3⼈で⼀緒に出られるかも
と⾔っていた。私なんか⽇本語もおぼつかないのに、本当に出られるのだろうか…通⾏⼈Ａや召し使いＢぐらいならやれるかもしれない。頑張ろう。

 

9.19

数学の夏休みの宿題、答え合わせ。私、48点。

誰だ、中国⼈留学⽣は数学が得意だなどと⾔ったのは

 

そうそう、昨⽇の球技⼤会の表彰式で、優勝クラスの代表挨拶をした三年⽣の先輩が告⽩をしたんだよ。

“この機会に、⾃分の気持ちを伝えたいと思います。あなたが好きです。もしよければ、返事を下さい。”

でも相⼿の名前を⾔わないから…それじゃあ誰のことを⾔っているのか分からないじゃないですか先輩︕︕︕

李⽂馨さんの⽇記



だから誰からも返事はない

その後先輩は⾃分のクラスのところへ近づいて⾏って、クラスの⽅を眺めていた（皆は体育館の床に座っている）

その後何も起きずに、校⻑先⽣が話し始めちゃった

。

。。

。。。。。。

その後の物語が気になるんですけど︕︕

 

今⽇、世界史の授業で春秋戦国時代をやっていたよ。最近はずっと中国史。中国より細かく学ぶ部分もあるんだよ。地図を埋めたりもするんだ。どれが⻩河で、どれが渭⽔で、
鎬京がどこで、洛⾢がどこで、戦国七雄がどこにあって…って。⻫は思っていたよりずっと⼩さかったな…それから、中国の王朝名を覚えるための歌も教わったよ。殷から清ま
で。南北朝までもが分けられてる。アルプス⼀万尺のメロディに乗せてね。やってみたら中国語でも歌えたよ。興味があったら試してみてねovo

歌詞置いておくね

殷周东周春秋战国秦前汉新后汉

魏蜀吴⻄晋东晋宋齐梁陈隋

五胡⼗六国北魏东魏⻄魏北齐北周

隋唐五代⼗国北宋⾦南宋元明清~

 

9.20

さっき両親と電話した。“ホームシック”

 

昨⽇から突然寒くなった。蚊も急に少なくなったし。前回ブランドが分からなくて⾍よけスプレーを買わなかったのだけど、買わなくてよかったよ。でも⻭磨き粉がもうすぐな
くなるから買わないとな…

カットに1900円かかると知って、髪を伸ばすことに決めたのだけど、髪が伸びたらシャンプーを使う量も増えるってことだよね。結いゴムも買わなきゃいけないし。結局お⾦
かかるな…。どうしよう、配られた2本の資⽣堂のを失くしてしまったことを今とてつもなく後悔している。中間研修の時にまた配られますか…︖半額券でもいいです…



またまた1週間の「週期」

2014.09.30

9.24

明⽇はKUSUNOKIがないので、また早起きして学校へいかなくちゃ。。でも明⽇は地理の授業があるもんね~超たのしみ~

 

さっき⾬が降って、ちっちゃな地震があったみたい。涼しくなったしもうすっかり秋だね。基外のみんな、元気かな︖みんなのところにも、もう秋がきたのかな︖そうそう、運
動会ってあるの︖⼥⼦⾼跳びの新しいスタイルってすごく興味があるよ。ウン。

 

今⽇はSVENJAと茶道部の⾒学に⾏ってきたんだ。おとなしいコたちばっかりかなって思っていたら、みんな想像していたよりずっと活発だった。外国語科の先輩も参加してい
て、中⽂とドイツ語の選択の⽅々。すごく積極的に話しかけてくれたんだ。中⽂科の先輩の“ニーハオ”は超きれいな発⾳だったよ~

それとお茶のお菓⼦がおいしくて⾼ポイント~お茶はおもったほど苦くはなかったけど、真緑なんだよね。。濃くて泡⽴っていた。やっぱり中国のとは違うね。お茶をふるまう
先輩はとても優雅で、しかもあんなにたくさんの⼿順を覚えていられるなんて、尊敬しちゃう。。歩き⽅まであるんだよ。座り⽅もあって、よくわからないけどなんだかスゴ
イ。お茶をいただいているとき先輩が気をつかってくれて、もしつらかったら無理をして正座をしなくていいから、⾜を楽にしてねって⾔ってくれた。でも私もSVENJAもやっ
ぱり正座の⽅が礼儀正しいんじゃないかって、ずっとがんばったんだ。おかげで終わったころには⾜の感覚が全くナシOTZ。。歩雲ちゃん、がんばってね。素敵なレディになる
のを楽しみにしているよ。

 

9.25

今⽇は漫研で三年⽣の引退の会があった。おいしいものがいっぱい⽬の前に並んでいて、つい、⾷べ過ぎちゃった。。

部⻑の交代式もあって、それから返礼の原稿と先輩⽅からのお⾔葉。漫研の部員みんなワイワイと雰囲気をもりあげて、先輩も冗談ばっかり⾔ってみて、ま、最初から最後まで
冗談ばっかりだった先輩もいたけれど。。みんな笑って、先輩も笑って、先輩たちのほとんどは笑って、笑って、そして泣き始めて。泣きながら話してはまた吹き出したり。み
んなに感謝。家族のような漫研に感謝を。先輩、後輩に感謝を。⼈⽣に感謝を。

 

9.29

また間が空いちゃってごめんね。でも⼀気にアップしても⼤丈夫だよね。（⾃分にあますぎだよ

ここのところずっとハイ状態。⾦曜⽇は休業式（どこがハイ），⼟曜⽇と⽇曜⽇は演劇部の先輩⼆⼈と埼⽟県南部⾼校演劇祭へ。

演劇祭の感想は「あなたたち、どうしてそんなにレベルが⾼いのっ︕︕︕どうしてそんなにたくさん部員がいるのっ︕︕どうして⼤道具を買える予算がそんなにあるの︕︕（純
粋な嫉妬デス）」

全部で10の劇、10校が参加していた。そのうち三校は既成の脚本を脚⾊して使っていたけど、他の学校はオリジナルを上演。⼀番印象に残っているのは初⽇のトリの、タイト
ルが「⾃業⾃得」っていう劇。その学校ってある意味最強で、例えば部員はたったひとり（そうだよ、7⽉にもう⼀⼈の先輩が来るまでは私たちの部の部⻑だっておんなじ状況
だったんだから）で、顧問の先⽣は⼆⼈。部員より多いじゃん。それとかCAST表の演出・出演をひとりでこなした彼以外の名前の後には全部ʼTHANKSʼʼSPECIAL THANKSʼの
⽂字が（みんな助っ⼈ってこと）︔そのうえ、その劇の紹介⽂には“これは⼀⼈漫才だと思って、どうぞみなさん暖かい⽬で⾒まもってやってください、と。。。お芝居は完全
なお笑い路線で、内容は⽂化祭前、宿題の名前を仲間に書きかえられて、しかもうっかり先⽣にぶつけてしまったため⾃宅謹慎になった彼が、家の中で何をするでもなく妄想を
膨らませるってストーリー。他はご想像にお任せします。おかしすぎてうまく表現できない。。

私たちは⼆⽇⽬の⼆番⽬に上演。部⻑の⼀⼈芝居で、先輩は⾳響、照明は助っ⼈をたのんで、私はミキサーのそばに待機。なにもしなくていいはずなのに緊張して震えて来ちゃ
った。部⻑はあんなに⼤きな会場で35分間、⼀⼈で演じきった。私たちの学校は多分、唯⼀⼤道具の無いお芝居で、部⻑が⾐装替えと演技だけで⼀⼈で“汪亮”の幼少期、中⾼年
期、晩年を演じきったんだよ。。⼀⼈で卵売り、⼝げんか、殴られて倒れ、おさえこまれ、⼈に説教をし。。スゴイ、部⻑、尊敬しちゃます。。
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⽇記（週記じゃないよ︕

2014.10.05

今⽇は⼀⽇中⾬。さっきまた⾬がはげしくなってきたみたい。⿅児島のみんなは元気かな。ダイジョウブ明⽇からは関東だからネ︕︕学校からHOMEPAGEをよくチェックして
おくようにいわれた。状況が悪いようなら休校なんだ。>V<~

ほぼ⼀⽇中家にいたけれど、午後はHOSTfamilyのお⺟さん、お姉さんとスーパーまでちょっと買い物に。⼆⼈ともやさしいんだよ=w=うれしいな

再来週からテストなので来週はずっと部活ナシ。。今でも国語の授業は何を⾔っているのかサッパリわからない。先⽣が⿊板に書いている事をそのままノートに書き写している
だけ。前途多難だな。。
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登校

2014.10.07

今⽇初めて東京から埼⽟の学校に⾏ってみたけど、あやうく遅刻するところだった。

電⾞は間違えなかったし、道に迷ったわけでもない︕ただ駅の改札でお財布を忘れたのに気が付いて。しかもSUICA（ICカードみたいなの)もお財布のなか。。

なので駅から100ｍダッシュで家に戻り、また⼤慌てで駅へ。結局予定していたより10分遅れの電⾞に乗った。

渋⾕、⾚⽻駅では⾜早に駆け抜けながら、⼼の中では東京⼈は歩くスピードが速いハズなんでしょ、どうしてみんなこんなにゆっくりなの。会社に遅刻してもいいのってずっと
ツッコミを⼊れていた。⾚⽻ではある若いサラリーマンさんも急いでいたようで、ささっとホームに降りていった。ラッキーなことに、そのひとの後にくっついていたので彼の
切り開いてくれた「⾰命」ルートを通りなんとか8︓05には電⾞を降りられた。そこから奇跡的に⼈ごみをくぐりぬけ乗り換えホームに到着し、電⾞に⾶び乗った。おかげでな
んとか最悪の事態は免れたよ。
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ごめん、やっぱり周記

2014.10.11

ごめんね。私の頭と耐久⼒では⼀⽇⼀件の⽇記は書けそうにないよ。。

体育。来⽉の強歩⼤会の準備が先週から始まっていて、毎回４０分間⾛り続けているんだ。私は、校内の英語スピーチコンテストの⾒学とKUSUNOKI⽇本語講座のために先週
の体育はお休みしたんだけど、どうやったって来るものは来る。今週の⽔曜と⽊曜は、⼈⽣究極の苦痛に喜んで⾶び込んでいったよ。

ねえ、４０分だよ。体育が⼤の苦⼿の私だって、８００ｍ⾛るのに４分半もかかりませんよ。それを４０分なんてどれだけ⾛るのってね。⽔曜⽇は⼀気には⾛りきれなくて、２
５分頃から歩いたり⾛ったりの繰り返し。⽊曜⽇は朝から⾜が筋⾁痛（垂直跳びを⼀時限まるまるやらされた時の感覚参照）。そんな状態でなんと４０分⽌まることなく⾛り続
けたんだよ︕︕⾃分で⾃分を褒めてあげたい︕順位は初⽇と同じで、ビリから３番⽬だったんだけどね…。私は７周。⼀番速い⼦（⼥⼦）は、私より５周も多く⾛ってた…。他
の⼥⼦はだいたい私のプラス１周くらいかな。なぜここの⼥⼦たちがあんなに痩せているのか⼀瞬で悟りました。

なので、⾦曜⽇の朝は階段の上り下りは⾜がガクガク。座れない⽴ち上がれない。平地を歩くのですら痛い。

でも先⽣⽈く、留学⽣は強歩⼤会には参加しないんだって。運営側につくらしい。なのであの１４キロは体験せずに済むんだ=v=

それと、来週は中間テスト。国語は完全に諦め状態。古⽂てなに︖美味しいの︖百⼈⼀⾸にもう少しラー油⾜せますか。
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桨声灯影（違うよ）の川越祭

2014.10.22

かつて徐志摩と俞平伯が秦淮河におもむき、それを「桨声灯影⾥的秦淮河」という詩にしたためた。今なお多くの⼈に読み継がれている。先週の⼟曜⽇（10.18）私も王歩雲さ
んと、彼⼥のHOST MOTHER、おともだちのSTEPHENと⼀緒に川越祭へ⾏ってきた。詩のタイトルを引⽤させてもらって、感想などを。雲ちゃんもよかったら書いてみてね。
そうすればカンペキ、かな。

10.18

川越祭。名前から、なんだかすごいカンジがするよね。実際もすごかった。⼭⾞、踊り、古い町並み、⼈、全てが揃ってしかも夜には提灯や灯篭も~

ホントは今回の⼀番の⽬的は⾷べることだったんだ。どれもお祭りには必須のおなじみのものばかり。チョコバナナ、焼きイカ、ぎんなん、たい焼き、リンゴ飴（雲ちゃんは、
かぶりついたらソク地⾯に落としちゃった）、焼きカニ、たこ焼き。とくにジャンケンチョコバナナのお店のお兄ちゃんが超カッコよかった。ジャンケンもつよい=v=

それに川越のシンボル時の鐘にも⾏ったよ（あちこちとんでごめんね）。あ、そうそう、紫いものアイスも⾷べたよ。歩きながらずっと⾷べっぱなし。。

⼭⾞はね、同級⽣たちの⾔葉を借りて⾔うなら「ヤバイ」「すごくヤバイ」。どれもきらびやかで、21台、全部が違うの。⼀番⾼い所には⼤きな、⼤きな⼈形が飾られていて
とにかく豪華な飾りつけ。乗っている⼈は笛を吹いたり踊っていたり太⿎をたたいていたり。下にいる⼈は引っ張って。。夜になるとさらに提灯の灯りもつくから雰囲気あった
よ~

10.19

SVENIAと浦和公⺠館の⽂化祭に⾏ってきた。私たちは外国⼈の合唱（⼩さな世界＆上を向いて歩こう）で参加。それからFREE MARKET（FOR BOOKS)と超安い屋台もあった
よ。本当に超安くて100円で薄⼿のブレーカーが買えちゃった。公⺠館の先⽣⽅は私たちが合唱で来ている学⽣だってご存じなので、さらにおまけして安くしてくれたんだ。も
ともと安いものはタダでくれたり=v=そのブレーカーだって、本当は200円だったのに、先⽣がすぐに100円にしてくれた。すごく安いから、結局たくさん買っちゃったよ。。

10.21

今⽇は現代⽂&漢⽂のテストももどってきた。中間テストの結果は全部出たってこと。私が留学⽣の平均レベルを下げちゃったよ。。どうしてみんなそんなにあっさり数学満点
なんてとれちゃうの。私なんて77点だよ。。

それと今⽇はHOST FAMILYのお姉ちゃんから簡単なあみものを教えてもらった。私みたいな不器⽤でもできたんだからお姉ちゃんってホントすごい。。次の⽬標は来年までに
はマフラーを作って、従姉にバースデープレゼントとしておくること。ファイト︕

李⽂馨さんの⽇記



わお。⼆週間も⽇記書いてなかった

2014.11.03

10.25

今⽇はオープンキャンパス。中学⽣とその保護者が参観に来たよ。⼟曜⽇なのに学校に⾏かなければならないなんて…（倒）

午前は卒業⽣の講演会が⼆時間。とにかく眠かったことだけ覚えてる。でも講演をしてくれた卒業⽣さんは中国の発展をとても肯定してくれて、君たちも緊張感を持たなければ
ならないよ、とも⾔っていた。まあ、お互い競い合って発展していければ、⼀番いいよね（笑

10.26

雲ちゃんと上野公園へ。その時乗った⼭⼿線が、東京駅100周年記念バージョンの⾞両だった。⽇暮⾥駅を通った時は、すぐに魯迅先⽣を思い浮かべたよ。今はもちろん桜はな
いし、紅葉にもまだ早い。それでも美しい場所はやっぱり美しいものだね。

その後、看板にʻ池袋ʼの⽂字が⾒えたので、歩いて池袋を⽬指すことに。結果、ものすごい距離を歩き、歩けば歩くほど辺りは寂れていく⼀⽅。そして、あの看板が⾞⽤のもの
だったことに気付く。池袋は遥か彼⽅…。途中でバスに乗ってようやく池袋にたどり着いた。でも最終的にはハイソックスも買えたし、とても満⾜だったよ。

10.27

今⽇は振替休⽇。学校主催の早稲⽥⼤学⾒学に参加。⾏ったのは本校。いろいろすごい。でもミラクルなことに携帯を忘れたので、写真は⼀枚もないよ（泣）

朝に各学部の簡単な紹介があって、その後は模擬授業。教育学部の教授が、職業選択の理論について講義をしてくれた。適正テストをしてみたら、⾃分の興味がずいぶん偏って
いることに気が付いた。RIASECの内、I（研究型）とA（芸術型）がどちらも90点以上なのに対して、C（慣習型)は⼀桁…私がなぜに書き写しが嫌いかのいい説明になるね·反
復練習系の宿題とか…（いや、あなた宿題であれば何でも嫌いでしょうに）。ボランティア精神が極端に低い。私って⼈に興味のない冷たい⼈間だったのね…

お昼ご飯は学⾷で⾷べたのだけど、さすが早稲⽥。⾷堂まで豪華。⼤隈カレーものすごく美味しかった。デザートもすごく安くて、たくさん⾷べてしまったよ=v=

午後はキャンパス⾒学。各学部の棟を⾒て周って（基本的に⼀学部⼀棟）、図書館（恐ろしいほどの蔵書数）や、英語の成績がアップするという有名なパワースポットにも⾏っ
たよ。最後に、普段は⼊れない（ガイドの先輩⽈く、選ばれた者しか⼊れない）早稲⽥の象徴ともいえる建造物、⼤隈講堂の時計台と舞台裏に⼊れてもらった。しかも全⾏程写
真撮影ＯＫ（図書館除く）。そしてわたくし、携·帯·持って·ない（︔v ︔）

10.29

演劇部のクリスマスの台本が出来た︕︕︕

あらすじ︓ブラック企業に勤める⼀匹のトナカイは、ブラック社⻑（三⽥拓郎）の搾取から逃げ出した先で三⽥の隠し⼦BROWN（カナダ⼈⼩学⽣）と出合う。彼との出会いに
⼼を動かされたトナカイは仕事を続けることを決意。クリスマスの夜に早めに仕事を終わらせてBROWNにプレゼントを持っていったところ、BROWNにプレゼントを贈る三⽥
社⻑に出くわして…、というHAPPYENDINGの物語。

私の役はたぶん⼩学⽣のBROWN君…うーん…カナダ⼈⼩学⽣ってどんな感じだろ…

10.31

ハロウィン。クラス中でお菓⼦の交換。たくさん⾷べて満⾜~

渋⾕で乗り換えた時なんて、駅が妖怪や悪魔だらけだったよ…ゾンビの傷とか、⾎痕とか、キバとか、ミニスカートとか…（おい）

李⽂馨さんの⽇記



11⽉になった

2014.11.03

11.1

模試。話題にも出したくないんだけどね。話すと涙が…。どうやら私、知能を中国に置いてきたらしい。。。

11.2

雲ちゃんと雲ちゃんのHOSTFAMILYと遊びに⾏ったよ~

午前はみかん狩り、その場でお腹いっぱい⾷べて、更に⼀袋持って帰った=q=美味しかった

午後は釣り。最後まで粘って、たったの2匹…=v=釣りのおじさん達が⾔うには、その内の⼀匹が⾦⿂に似てるから、揚げて⾷べたら美味しいだろうって。でもあんなに⼩さい
の、⼀噛みでなくなっちゃうよね…釣り⽤の⾚⾍は全·部·⽣き·てる。。最後は河に放したよ。どうか彼らが健康で幸福に余⽣を過ごせますように…

李⽂馨さんの⽇記



ああああ時間が⾶ぶように過ぎていく

2014.11.15

気付いたらまた⼆週間経っちゃってたよ。なんかもう最近全然時間の概念がない。。

11.7

ついに競歩⼤会当⽇。彩湖公園で湖の周りを、男⼦は4周19.7KM、⼥⼦は3周14.4KM歩く。幸運なことに…いや、悲しいことに、留学⽣の私とSVENJAはこの⼤会に参加する
ことが出来ず、⼼からほっとして…いや、残念で仕⽅がない。

そのため私たちはスタート地点（ゴール地点でもある）のところで2時間半、ひたすらみんなの応援をしていた。。でも実際応援するのは割と楽しかったよ。通り過ぎて⾏く⼈
たちのほとんどが私たちに笑顔で会釈してくれたり/⼿を振ってくれたり/ありがとうって⾔ってくれたり。疲れすぎて私たちの応援が聞こえなかったり、聞こえていても反応す
る気⼒がなかったりする⼈も中にはいたけど。あとは男⼦とかが気恥ずかしくて、とか。あとは“つらくてしにそう”とか感想を述べてくる⼈もいた。。ウンウン、わかるよTVT

男⼦は2時間50分、⼥⼦は2時間半の時間制限が設けられてたんだけど、すごいのがみんな本当にその時間内に全員ゴールインしたということ。先⽣が⾔うには、これまで50何
回この競歩⼤会をやってきたけど、最後まで完⾛できなかった⼈がいなかったのは今回が初めてとのこと（もちろん負傷者は除く）。。いやあ、みんなほんとすごいなぁ

11.9

今⽇の午後、くすのきのはばたき会があった。⽇本語学習者の発表会ね。私は⾃分の故郷済南省の紹介PPTを作ったんだけど、発表の直前になって⾃分のパソコンがMacだとい
うことに気が付いて。プロジェクターにつなげることすらできないという。。くすのきの先⽣がいろいろと⼿伝ってくださってなんとかしてやっと別のパソコンを持ってこれた
から、それでなんとか発表が出来たんだけど。内容もそれなりに⾯⽩かったようで、聞いていた⼈たちも我らが⼤済南省に興味を持ってくれたみたいで、ほんとよかったよTwT
内容を⼀緒に⾒直してくださったりパソコンの調整をして下さった先⽣⽅に感謝しないとな0V0

11.11

今⽇は中国でいう「独り⾝の⽇」。⽇本ではポッキーの⽇なんだよ~

かたや独り⾝、かたやリア充、⾯⽩い⽇だなwwww

11.14

今⽇は川⼝北と所沢北と合同の東⼤⾒学ツアーでした~

朝⼀うっかり遅刻するところだったよ。。地下鉄から出てきて、⼩⾛りに⾚⾨の前まで来たときには、他の⼈はみんなもう到着していたという。。

午前中は南⿃島でレアアース資源を発⾒した加藤教授の研究室を参観させて頂いた。研究室のお兄さんすごい気になっちゃった=v=顕微鏡で鉱⽯とレアアースを⾒せてもらっ
たんだけど、すごく綺麗だった~私もお兄さんが⾔っていたように海に出て海の底を救ってるだけで、他はなにもしないで、豪華客船の中でご飯を⾷べては漫画を読みまたご飯
を⾷べては漫画を読みご飯を⾷べてはカラオケに⾏き寝て過ごすだけの素晴らしい⼈⽣にあこがれるわぁ~~（おい）

お昼は東⼤の⾷堂で、名物の⾚⾨ラーメンを⾷べました。ちょっと⾟かった。デザートはパイナップル。⾷堂の設計でいうと、私はどちらかというと早稲⽥の広々とした明るい
感じがもっと好きかな。東⼤もすごく良かったけど。⼤隈カレーがまた⾷べたくなってきちゃった。。

午後は物理の特別講義。最初はヒッグス粒⼦に関して。確かちょっと前くらいに（去年かな︖）ニュースとかでも実験結果がアインシュタイン理論と合致しないとかで結局どこ
かの⼿違いだったことが判明した、あの研究だった気がする。⼆つ⽬は初期宇宙理論について。そこでは宇宙は“輪廻転⽣”をしているという理論が出されていて、すごく興味深
かった。おおまかな内容としては、⼀つのゆらぎの世界で、宇宙はビッグバンによって誕⽣し、これと同時に時間も⽣まれ、その後宇宙はずっと膨張を続け、そこには普通物質
やダークエネルギーがあるとかなんとか。普通物質は量が⼀定で、体積が増えれば密度が⼩さくなる︔それとは異なりダークエネルギーは負の圧⼒を有しているため、体積が増
えても密度は変わらないらしい。そのため普通物質の密度はどんどん⼩さくなり最後にはゼロとなり、空間には均⼀量のダークエネルギーが充満し、それ以上変化しない。この
とき時間の概念は存在するがもはや意味はなさない。そしてあるときを境に宇宙はまたビッグバンより前の状態に近い状態に戻る。ゆらぎの世界には時間が存在しないから、複
数の宇宙が同時に存在することもあり得るし、それぞれに適⽤されている物理法則もおそらく異なっている。。多分こんなことを話していたはず

私も“宇宙が出来る前はどうなっていたんだろう︖”“宇宙の果ての向こうには何があるんだろう︖”とかいろいろ考えたことがあって、ずっと疑問だったんだけど、この理論が本
当なら全部説明がつきそう。。でもこの理論が本当なのかどうか、そしてどうやってこの理論を証明するのか、私も全然⾒当つかないんだけど=v=

その後は東⼤の先輩たちとの懇親会。所沢北の学⽣がすごい活発に質問してた。。そのうちの⼀⼈の先輩が私⽴の学校出⾝で、そこの学習強化プログラムに⼊ったらしいんだけ
ど。。中国の⾼校⽣並に⼤変そうだった

李⽂馨さんの⽇記



麺

2014.12.13

前回、無い知恵を絞って⼀時間もかけて書き上げた⽇記が、私のぽんこつパソコンのせいで消え失せてしまった…まあいいや。あんな出来事の箇条書きみたいな⽂章を発表して
も、私の⽂豪（と書いて「もんもう」と読む）としてのイメージが傷つくわ。

でも、その中で使った⼀つの⽐喩が、我ながら⾔い得て妙だと思う。私にとっては、ね。

⽇記は麺に似ている。書かなければ書かないだけ溜まっていく。そして溜まれば溜まるだけ書きたくなくなっていく…

よし。⻑年続けてきた、毎⽇の出来事を必死に思い出すというダサい⽅法は捨てて、モダン且つおしゃれにサブタイトルをつける⽅法に転換しよう。そうしよう。

 

友達とお出かけ

いきなりこんなリア充な話題でごめんなさいね。=v=

11⽉中旬に漫画部の買い出しがあって、その後に同級⽣の⼀⼈とロイホでお昼ご飯を⾷べたの。

相⼿にとっては⼤したことないのだろうけど、私にとっては初めて⽇本の学校の友達とご飯を⾷べた貴重な貴重な経験なんだよー。なんて感動的なの〜TAT（演劇部の打ち上げ
のパフェを⼊れたらこれが⼆回⽬だけどね）

ここで⽣まれて初めてドリアを⾷べた。これまではゲームの中でしか⾒たことがなくて、CGを⾒た感じだと、⻄红柿炒鸡蛋（トマトと卵の中華炒め）と⼤差ないだろうと思っ
ていたのだけど。⼀⼝⾷べただけで悟る。全然違うじゃん︕︕ドリア意外と好きな味だった=w=

 

買い出し翌⽇、別の友達と秋葉原へ。

ゲームセンター、周辺のお店、アニメートなど⼀通りまわった。⼆⼈とも貧しい苦学⽣なので基本的には何も買わずに⾒てるだけ。よだれを垂らしながら…。友達は銀さんが⼤
好きで、悩みに悩んで帰り際に銀さんのTシャツを⼀枚買っていた。私が⼀番気になったのはSABERのイヤホンジャック…

あと、友達が無料でコスプレ⾐装を貸し出してくれるプリクラの場所を教えてくれた。コスプレと⾔っても、正⾯だけで、エプロンみたいに紐で縛るもの…。でも⼆⼈とも⼤盛
り上がり。⽇本のプリクラ機ってすごいよね。尊敬する。どうやって撮ったら、私みたいな救いようのない顔をこんなに綺麗に修正できるのか…

まあ、だいたいこんな感じ。

 

雲ちゃん

⼀緒に駒場東⼤祭に⾏ったよ。その後、⾷堂でご飯を⾷べてすぐ出てきて、お⾦の節約のために渋⾕まで歩いて帰って（たった⼆駅分だからね）、翌⽇また楽しく⾼尾⼭に登っ
た（これだけは⾔っておきたい。雲ちゃんの家のタマゴサンド、ものすごく美味しかった。ありがとう）。⼀週間後、試験期間中に（良い⼦は真似しないでね）雲ちゃんの学校
に⾏って写真を撮った。週末はNARUTO THE LAST,1212を⾒て、浦和祭に⾏って、お化け屋敷に⼊って、遠くから安部さんを⾒た。1214⼀緒に棺桶に⼊る体験をした…

雲ちゃん、私の充実で楽しい留学⽣活に、雲ちゃんの出現率がすごいよ。

 

誕⽣⽇

誕⽣⽇っていいね

朝は家でたい焼きを⾷べた。⼤好きなピザ味

クラスメートは元々私の誕⽣⽇は知らなかったのだけど、掃除の時間にCちゃんがやってきて“今⽇って⽂ちゃんの誕⽣⽇だったよね︖ ”と聞いてきた。周りの皆も「そうな
の︖︕」と驚いてから、おめでとうおめでとうと拍⼿をしてくれた。放課後、下駄箱で数⼈の男⼦に会った。⼀度も話したことがないのだけど、とても明るくおめでとうと⾔っ
てくれた。その内の⼀⼈が前⽇に誕⽣⽇だったらしいので、私も彼におめでとうと⾔った。彼より⼀⽇年下なのではなく、⼀歳年上なのだということは、とてもじゃないが⼝に
出せなかった…

帰宅。ホストマザーからプレゼントとバースデーカードをもらった。夜ご飯の後、ホストマザーがわざわざ外出して特⼤のKURE̶PUを買ってきてくれた。⽣クリームやカスタ
ードにフルーツ、⼩倉あんなどが⼊っていた。外は寒くて、ホストマザーの⿐は真っ⾚になっていた…
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QQを確認するとFRANKから動画が届いていた。クラス全員で撮った、李⽂馨の誕⽣⽇を祝うもの。短いけど、とても温かい（あの最初の⼀⾔は聞こえなかったことにする
よ）。

お⺟さんも何か送ってくれたらしいのだけど、⾔葉の問題で住所を書き間違えたらしく届いてない…いいんだ。気持ちだけで嬉しい//^U^//

LINEで、3組の皆もお祝いしてくれた。皆翻訳ソフトで中国語に翻訳したものを送ってくれて。機械翻訳なのであまり綺麗ではないけど、意味はだいたい伝わったよ。誕⽣⽇お
めでとう、⼀緒に素敵な思い出を作ろうね、という内容。

⼟曜⽇に引っ越しをして、新しいお家で初めて⾷べたものは、バースデーケーキだった。

ああ、どうしてこんなに幸せなんだろう

お誕⽣⽇をお祝いしてくれた皆に感謝

ありがとう

ありがとう

ありがとう

 

 

だめだ、この⼀ヶ⽉の出来事多すぎる。やっぱり何回かに分けてアップするよ…

今回はこんなところで。

うん、皆さん、楽しい時間は短いものですね（⽇記が⻑すぎるんだよ、って︖）。また·会う·⽇·まで~bling~



これはもう半⽉刊だね

2015.01.03

皆︕

明けましておめでとう︕︕

。。

。。。。

。。。。。。

書いてなさすぎて、どこから話せばいいのか…

まずは後ろから書いていくよ。前のは…書きたくなったら書く（遠い⽬）

1.3

ホストファミリーと新年のお参りに

⾏ったのは⼤宮の氷川神社。とても有名な神社だと前から聞いていた。今⽇はもう３⽇だし、しかも⾏った時間が早くて、参道両側の屋台はほとんどが準備中。でも⼈も少なか
った。ホストファミリーが前に来た時は⼈が多すぎて、参道で⾝動きできなかったって。今回は楽々と神社に⼊ることができたよ。

ホストファザー⽈く、氷川神社はどうやら改修されたらしい。私も⼀度来たことがあるのだけど、夜だったので、参道から神社の⼊り⼝まで⾏って引き返した（閉まっていた）
からよく分からない。覚えているのは、あの⽇の夜は隣の球技場で試合があって、⼤宮がホームでどこどこと対戦して、⼤宮はオレンジ⾊で、⽇本のサッカーファンが熱狂して
いた、ということくらい（本当にすごいのは浦和レッズだということを知ったのはその後のこと。）

話がずれたね。氷川神社は素晴らしくて、巫⼥さんも優しかった。ついでに⾔うと、かっこいい李さんが新年⼀番にひいたおみくじは【平】だったよ。あはははは…ははは・・
はあ（泣）

⼤まかにいうと︓

病気︓治りにくい

競争勝負︓難しい

失物︓⾒つけにくい

待ち⼈︓来難い

商売︓難しい

学業︓要努⼒

財運︓難しい

。。

。。。。。

あなた本当に凶じゃないの。。。︖

参拝から帰ると、まだ箱根駅伝（⼤学⽣のマラソンリレー。２０校。初⽇は東京から箱根まで、２⽇⽬がその復路。⽚道１００数キロを五区に分けているので、⼀⼈約２０キ
ロ。途中には⼭あり⾕あり、１０⼈で⾛って最後に総成績を割り出す。１０位以内はシード権で⾃動的に来年の試合に出られる。）⼤感動だった。

これこそ⻘春だよ、皆︕︕︕これこそが熱⾎だよ︕︕︕ほとんどの選⼿は⾛り終えて襷を次の選⼿に渡した瞬間、その場に倒れ込むんだよ︕あんなにも必⾄に︕初⽇は駒⼤５区
の選⼿が残り１キロ地点から倒れそうになって、そんなになっても死にもの狂いで1000メートルを這うように⾛って、最後のコーナーを曲がってゴールが⾒えてからは、何度
も転びそうになるのにその都度⼿で踏ん張って⽴ち上がったの︕⼆⽇⽬は差が開くと時間制限が設けられる（⼀位の学校から20分以内に襷を渡せなかった学校は前の選⼿を待
たずに⼀⻫スタートになって、前の選⼿の⾛った時間を最後に加算する）から、より残酷。ある学校の9区の選⼿（全部で10区）は、制限時間の10秒前にコーナーを曲がって中
継点が⾒えたのに、間に合わなかったんだよ。あんなにも必⾄に⾛って、⾃分のその⽬で、スタートのピストルが鳴って、最後の仲間が他の学校の選⼿たちと⾛り始めるのを⾒
るなんて。⼀時間以上⾛って、中継点までたどり着いて、次の選⼿がもう⾒えているのに、襷はまだ⾃分の⼿の中にある。1区から9区の⾃分まで繋いできた襷を、最後の⼀⼈
の⼿に渡すことができなかった。その気持ちは推して知るべし。その選⼿が地⾯に倒れ込んだ後に、⽑布をかけられ、倒れたままのような恰好で歩き去っていく姿をカメラが追
うのだけど、聞こえてくるのは彼の号泣する声だけだったよ。

李⽂馨さんの⽇記



皆、これこそが⻘春なんだよ︕︕なんて熱⾎なの︕︕︕熱い涙を流したでしょう︕︕︕学⽣時代に、勝つか負けるかでなく、笑うか泣くかでもなく、こんな経験が⼀度でもでき
たら素晴らしいじゃない（彼らは4回あるかもしれないけどさ）︕︕︕（私は⾒るだけで参加は遠慮させて頂くけどね（誰も呼んでないって︖））教育部にも元旦にこういった
⼤きな試合を開催するよう強く要請したい︕︕（あ、でも中国にもマラソン⼤会あるね。だけど学校名を背負うのとは訳が違う。熱⾎。）うーん、でもルートを決めづらいな…



安定周期の半⽉

2015.01.17

現在の⽇記サイクル︓⽇記を書く̶̶書き終えて発表する̶̶気が楽になる̶̶⼀週間楽しく過ごす̶̶もう⼀つくらい書くべきじゃないかと思う̶̶でもやっぱり⾯倒くさい
̶̶⼆三⽇悩む̶̶忘れる̶̶また三四⽇過ぎる̶̶机の上のパソコンを⾒て、突然このことを思い出す̶̶仕⽅ない、⼆⾔三⾔書くか̶̶書き出すと終わらない̶̶書き終え
て発表する̶̶やっぱり私は責任感と使命感を併せ持つ従順な娘なのね。アハハハハハハハハハ ハハハ ハハ ハハ ハ

1.17

ホストファミリーの妹ちゃんと粘⼟遊び

マカロンの…「纸⽴」︖（⽇本語はPAPER STAND【いや、これも⽇本語ではないか】中国語名が分からなくてごめん）と、マカロンのキーホルダー

思ったより簡単。だけど、私の技能ではスピードがめちゃくちゃ遅い…やっとの思いで⼀つ仕上げた時、妹ちゃんは既に⼿慣れた様⼦で⼆つも作っていた…妹ちゃんは⼿先が器
⽤で、ご飯も作れるし、⼿芸も上⼿…遠く及ばぬこの⼥⼦⼒（泣）

あとね、今、中間研修で作るポテトサラダの練習をしようと思ってるんだ。必死だな、私。

 

そうだ。サブタイトルの路線で⾏くって⾔ったんだっけ。

 

新しい台本

春季⼤会の新台本の草稿が上がってきたよ。部⻑あっぱれ。⽂豪だよ。

劇名はLIVE YOUR LIFE 内容は各⾃脳内補完してね

ちなみに、私の役は34歳サラリーマン。無趣味。⼊社12年で役職なしの平社員。

うん。おっさん役ですね…ちょっと微妙

 

 

浅草

浅草っていいところだね

⼈形焼とおせんべい。おいしい。

扇⼦とか、着物とか、⾵呂敷とか。欲しくなっちゃう。

帰国前に何かお⼟産買っていかないと。⾵呂敷なんかいいと思うんだよね

でも傘もいいなあ

 

 

新学期

そうそう。⾔い忘れたけど、台⾵で学校が始まるのが⼀⽇早まったの。

なので1.7から学校。掃除、宿題、テスト

ほんとに。衛⽣部と校医の先⽣が掃除のチェックをしなかったら、放たれた⽺のように無法地帯

まあ、ひつじ年だしね。

李⽂馨さんの⽇記





⼆回⽬の⽇本語⽇記、よろしくおねがいしにゃーす

2015.02.05

みなさんこんばんは⽂でーす︕︕

⽇本語で投稿してみたらというアドバイスもらいましたからちょっとチャレンジしたいと思いまーす︕⽂法や⾔葉遣いのミス多いかもしれませんが、よろしくお願いしまーす〜

 

というのも、実は今⽇、とても忘れがたくて、⽇本語でしかなかなか述べられない出来事があって、どうしてもそれを書きたかっただけです。

 

今⽇帰りの道中、⾬がずっと降ってましたから、傘をさして歩いてました

歩道の向こうからも、⼀⼈のおじいちゃんが傘をさしてカゴをもって歩いてきました

すれ違うところ、カゴから

『にゃん〜』

と、ニャンコのこえがしてました。すると、おじいちゃんが

「にゃん〜」

と、返した

ニャンコがまた

『にゃん〜』

と声あげたら、

 

「にゃんですか︖」

と、おじいちゃんが優しい声で⾔った

 

 

か、

かわえええええええええええええええええええええええ︕︕︕︕︕︕

じいちゃんもニャンコちゃんも、めっちゃかわいかったああああああ︕︕︕︕︕︕

天使、天使だあああああああ︕︕︕︕︕

ああああああ癒されたああああああああああ︕︕︕︕

 

と、いうことです。つまらない話ですが、個⼈的にはとても満⾜でした。ここまで読んでくれた⽅々、誠にありがとうございました︕

以上でしゅ

また次回

ではでは

これは⽇本語で投稿されたものです

李⽂馨さんの⽇記





ハイﾊｲ、またきたよ

2015.02.23

ここ⼼連⼼に載せている⾃分のプロフ写真⾒るたびに“⾃分はホントはそんなに太ってナイ”なんて錯覚におちいっちゃう。

でもまじまじと⾒直して、もしこの時がまん丸顔だとしたら、今はまさかのひょうたん顔ってことに（そりゃわかってはいたけれど、こうやって字で書いちゃうと傷つくな
あ）...

 

商品券

先々週、⼾⽥市のちょっとしたスピーチコンテストにでてきたんだ。参加者は⾃分も⼊れて７⼈。内訳は中国⼈が６⼈と、あと⼀⼈は私と⼀緒に参加したSVENJA。。。でもコ
ンテストの待遇がすごく良かったの。お昼にはお弁当もでて（ま、お弁当という⾔葉を使うのはちょっと微妙かな），中⾝も豪華だった。参加者はみんな、このお弁当のために
これにでたんだよね、なんて笑いながら⾔っていたんだ。こんなにたくさんの中国⼈に会うのは久しぶりだった（中間研修はのぞいてね）。みんなとのおしゃべりは楽しくて、
あっという間に打ち解けちゃった。

私は「敢闘賞」（２位）。商品は7000円分の商品券。受賞できなかった⼈も3000円の参加賞がもらえた。だからみんな⼤喜び。へへ。

実際、商品券ってすごくおもしろいよね。現⾦にはかえられないし、おつりもでないけど、これの良いところは買い物をするとき、ただで品物を⼿に⼊れられたっていう幸福感
かな。本当に、ハンパじゃなく幸せを感じる（真剣）

とは⾔っても、もし選べるんならモチロン現⾦がいいけど（オイ︕）

それと雲ちゃんと⼀緒にSAITAMA CITY MARTHONのボランティア活動にも参加して1000円の商品券をもらったんだ。この⼤会組織って親切だよね。お弁当はなかったけど。

 

ボランティア

おとといと昨⽇、雲ちゃんとSAITAMA CITY MARTHONに⾏ってきた。

詳細は雲ちゃんの⽇記をみてね。（ｵｲ ﾏﾁﾞｶ）

でもこれが初SAITAMA SUPER ARENAだったんだ。なんていうのかな、さすが東京オリンピック開催予定会場のひとつだけあって、中はすごく広かったよ。最後に選⼿を貴重
品保管場所に誘導していたとき、何度か道を聞かれた。でも私だってココに来たのは今⽇が初めてなのだよ、諸君TOT。。結局、雲ちゃんが⾒取り図を取ってきてくれたので、
それでやっと教えることができたけど。。ボランティアの⼈たちってみんな親切で、初⽇に同じグループにいたおじいちゃんは私たちの化学の先⽣に似ていた。。ほかにも初⽇
に同じグループでボランティアに参加していたおじいさんは、翌⽇は選⼿として3KM⾛に参加した。その当⽇の朝、私たちのテントまで来て挨拶をしてくれてから⾛りに⾏った
んだよ。おじいさんは元気な⼈だったな。元気なのはいいことだ。ウン。

それと、今⽇のお昼はすごく暖かかった。まるでもう春が来たみたい。でも⼣⽅になったらまた⾬が降り出して、気温が下がっちゃったけどね。

李⽂馨さんの⽇記



OLA!!

2015.03.08

茶会

今⽇はホストファミリーの皆と⼀緒に北浦の茶会へ⾏って、今帰ってきたところだよ~

テーマは「桃の節句」（うわ、⼀発変換できた）。なので、お菓⼦も桃のかたち。ものすごく⽢い。けど、ものすごく私の好みの味。うん。

元々お⺟さんは皆に和服を着せていくつもりで、⾜袋も下駄も準備できていたのだけど。朝起きたら、·⾬·が︕︕

なので、着物は着れなかったよ。

少し残念

でもお茶会⾃体は⾯⽩かったよ。

私は茶道部ではないし、お茶会にもあまり⾏ったことがない（学校の茶道部に⼀回と、KUSUNOKIで⼀回かな︖）。なので、礼儀とかもあまり分からない。そこで、ホストマ
ザーの̶̶前の⼈の動作を真似る︕︕︕（ドヤ）という偉⼤な⽅針に従うことにした。

しかし、その後すぐに。とんでもない、問題に、気が付く。

右隣りの⼈の動作なんかは、完璧に覚えなくてもなんとなく形にはできる。だけど、

 

 

彼らが何を⾔っているのか聞こえないので真似できないいいいい︕︕︕︕︕︕（泣（それは完全に⾃分の問題でしょ

 

ま、最終的には、なんとなくでやり過ごせたからいいんだけどね。ふふふ（おい

あと、茶会の主⼈であるおばあさんが、私が中国の留学⽣だと知って、茶道と中国の関係をとても嬉しそうに紹介してくれた。だから私達は仲良く共存していくべきだ、とも⾔
ってくれて。ふふ。私もとっても嬉しかった。

それと、帰り道に⼑削麺のお店を⾒かけたよ。⻄川⼝で⼀軒だけ⾒たことがあったけど、まさか家のこんな近くにもあるなんて。感動。⼑削麺はこの世の美味だよね。私は中国
にいてもあまり⾷べないけども…。

 

OLA

最近、クレヨンしんちゃんとドラえもんの劇場版を⾒に⾏くべきか考え中。

しんちゃんのはすごく⾯⽩そう。上映は来⽉だけどね。

なんといっても、「ゆず」が⼤好きだからさ。今回の映画の主題歌の【OLA!!】は、ゆずが歌ってるの。

CMで流れてるけどすごくいい曲。動画の中のあのキャラも⾯⽩いよね。

⾒に⾏こうかなー。悩む。

うー

 

江ノ電

鎌倉は素敵だ。

江ノ電はロマンだ。

「ネオロマンス」（ゲーム）に４，５年はまっていたのに、関東に住んで半年、未だに聖地・鎌倉·横浜に⾏けていないなんて。

李⽂馨さんの⽇記



堕落しています。

だめだ。春には何が何でも⾏くぞ。

あ、そういえば、秩⽗にも⾏ってないな。

そういや、川越にももう⼀度⾏きたい

⽇光…は、ちょっと遠いか

わー。今年の春は予定がいっぱいだよ。

充実しそう。

まだ計画すら⽴ててないけどね。その前に学年末テストがある（笑）

 

笑（涙⽬）
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