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11月11日は買い物の日 
どうもー


買い物するとき、とても時間をかけて何を買うか考えます。


freebird関東支部 副代表のたきたです🤠 


みなさん、買い物は好きですか？


中国で11月11日は…


みんなこぞってオンラインショッピングをします！ 

もともと11月11日は「独身の日」でした。


独身の日を祝うっていうのもなかなか面白いですよね～


そこから時は流れて…


「お相手さんがいない…そうだ、買い物しよう」


みたいな流れになったわけです。


そこでオンラインショッピングの大手会社「アリババ」が


11月11日に目をつけたのです！


今では世界で注目する一大商戦日になりました！


そんなわけで、今回のテーマは「買いたいもの」です！


参加者みんなで楽しく買い物について話しました！
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-freebirdニュース- 

安藤さんの最近（Twitterより） 

美容室で、あんちゃんに「BTS聴
く？」って聞かれ、「ダイナミックなら
聞いたことあります！」って言った
ら、「ダイナマイトでしょｗｗｗ」って
作業止めちゃうぐらい笑われたｗｗ　


挙句の果てに、「今度それ使ってい
い？」って聞かれたから承諾してやっ
たぜ曲げた上腕二頭筋


あんちゃん、私の話にずっと笑ってた
し、（まあ私が変なことばかり言うか
らだが）周りのスタッフが急に会話に
入ってきたりと耳暖房にして聞かれて
たｗ


客の私が敬語使ってんのにあんちゃん
時々タメなんだけど、なんなん？まあ
いいけどさ


BTS好きな親友にダイナミックとかのた
まう前に気づけて良かった。でも曲名
ダイナミックのほうがかっこいいか
も？


（安藤さんのつぶやき🐤より引用） 
-掲載許可は得ています- 

オンライン日中交流会 
交流会録 #22 

毎週水曜日開催 作成：たきた🤠
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どんなことを話したか 
P.5 「活動報告ポスター」をご覧ください！


しののっぷがまた上手にまとめてくれました！


もうたきたの出番はないですね😎 


たきたさんまたサボるん？ 
はい、すみません😇 


では今回はですね、


中国留学時の買い物の様子を写真で紹介していきます！


たきたは中国でどんな買い物をしていたのでしょうか？


プチ旅行気分をどうぞ～✈ 
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-freebirdニュース- 

一緒にfreebirdやりません？ 

freebirdメンバーになりませんか？


メンバーが本当に優秀な方達で、  
一緒に話していると、気づきや学び
があります。


友達も増えること間違いなしです！


freebirdファミリーになりたい方！ 
以下から気軽に教えてくださいね♫ 
↓↓↓↓↓↓

【freebird役員興味ありフォーム】 
https://forms.gle/ZWCzYaV8JZbtjUnb7

 
※それかメンバーに気軽に声かけてね！


学生団体総選挙にトライ！ 

この度、私たちfreebirdも 
「学生団体総選挙」に出ます！


1次選考はブログ発信！


2次選考はプレゼン！


どこまで行けるかわかりませんが、 
4支部（関東・関西・北京・上海）
合同で協力しながら挑戦します！


 
ブログ（Pondo）freebirdサイト 
https://pando.life/freebird

※まだ始めたばかりでサイトが未熟
ですが、これからどんどんアップ
デートしていきます！


【参考】 
第6回学生団体総選挙ファイナリスト 
http://gdsousenkyo.com/6th/finalist.html


中国でよく食べていたどら焼き 
これが美味しいんよ～

https://forms.gle/ZWCzYaV8JZbtjUnb7
https://pando.life/freebird
http://gdsousenkyo.com/6th/finalist.html
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11月11日の楽しみといえば？ 

中国で11月11日は、オンラインショッピングをします。


では日本はどうでしょうか？


その日はポッキーで騒いでるじゃないですか！


中国ではポッキー祭りできないんか…？？


心配になったそこのあなた、ご安心を！


中国にもポッキーはありますよ！


たきたもその日はポッキー買いまくってました笑




ちなみにポッキーを中国語では


「百奇（bǎi qí）」と言います！


ぜひ中国に行かれる方は、


日本の11月11日文化を伝えてきてくださいね😁 


唯一の後悔？ 

中国で「ドリアン」はよく食べられる果物です！


あれ、意外と美味しいらしいですよね！


でも滝田はチキってしまい…


ドリアンを食べ損なったんです😇 


スーパーに入った瞬間分かるあの存在感…


いつか食べるの挑戦してみたいですね！ 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中国のスーパーのお菓子コーナー

11月11日のたきたコレクション

独特の匂いを「ぶっ放す」ドリアン 
みんなは好きですか？
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黒酢が有名な山西省！ 

たきたの留学先は「山西省」でした！


そこの山西大学で中国語を勉強したんです～


そんで、山西省で有名なものといえば


・黒酢（陈醋） 

・刀削麺（刀削面） 

・石炭の産地（煤炭） 

ですが、そのうちの黒酢はたきたも好きなんです！


この大きな壺に熟成された芳醇な黒酢が入っています！


いろんなアレンジ味があり、どれを買おうか迷います～


山西省での餃子は黒酢って決まってるんです🥟 😄 


ここまで寒いと… 

場所は変わり「黒竜江省 ハルビン市」


2月はハルビンで過ごしてました～


真冬にはマイナス35度にも達するほどの極寒の地！


写真は、棒アイスなどが入った箱です。


なんと外に置かれています。


アイスを外で売ってるのは初めて見ましたね❄ 


ちなみにハルビンの


「马迭尔冰棍儿（mǎ dié ěr bīng gùn ér） 」


は、味が濃厚で好物ですね！


オススメですよ～！


きっと観光地に売ってるかなー


懐かしい！ 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真冬のアイス？ 
あーいいっすね～

このお酢はオススメです！
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11月になりました！今週のオンライン日中交流会のテーマは「買いたいもの」


ゲーム機やブランド物の財布、家電など、割と高価な物が多かったです。


「日本には偽物は売っていないと思ってた」という中国人留学生も！


ブランド品の偽物を買わないよう気を付けて下さいね


（文：しののっぷ）

21

3 4

イベント開催日：11月3日
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毎週恒例、オンライン日中交流会！


今週のテーマは「地元の伝統・風習」です！


安徽省で行われる孔明灯を上げる風習は、大都市ではできない田舎ならではの行事だそうです。


他にも、地元で行われているお祭りや、おすすめスポットについてもシェアし合いました😁 

（文：しののっぷ）

21

3 4

イベント開催日：11月10日
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【上海支部】オンライン上のゲームを通してイベント開催！ 
Gathertownでのお絵描きゲームはとても楽しかったです。


マウスで絵を描くのは難しいが、またそのおかげで絵がおもしろくなりました。


みなさんと絵を書いたり、話したりして、仲が良くなりました。


欣芯しんしん（上海支部） 

上海支部の皆さんと交流できて、楽しかったです✨ 


Webサイトを使ったゲーム上での交流は、オンラインならではの体験で新鮮でした～😊 


また、次回もぜひ参加したいです♪


伊藤琴音（関西支部） 

上海支部のイベントに参加したのは初めてで、用事があったので途中で抜けてしまいましたが、 
噂のGatherゲームで遊べたのでとても楽しかったです！


スタッフみんながゲームの進め方など優しく教えてくれました✨ 


お題にそってお絵描きしたものを参加者皆が予想して当てるゲームでした！


お絵描き好きなのでめっちゃ楽しかったです👍 👍 👍
高頌恩（関西支部）

パソコンでゲームをしながら国際交流！（11月7日開催）
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【関東支部】役員メンバー同士が1年半ぶり or 初めて対面！ 

本物のひとに会うのが新鮮で楽しかったです！イメージと違った人もいた！次はもっと長くあそびたい！


-とんちゃ- 

対面で会えて嬉しかった！生きてるな～って思った。自分うるさすぎてめちゃ引かれてたｗ　 
対応に困ってる人いたｗ 　興奮しすぎて何言ってんのか分からないと何回も聞き返されたyeah　 
私は興奮すると早口で何言ってんのか本当に分かんないyo  金さんにラッパーみたいと褒められたw  
そういえば高校時代ラッパーの真似してたわyeah ラッパーになりたいyo　 
想像と身長違う人がいたりだとか、想像が裏切られるのがおもろいねｗ　 
あんま話したことなかった人と話せて良かった！あと自分の性格が全く日本人らしくないと言われたｗ　 
自分でもそう思うｗ　私と他のメンバーの語学に対する熱量の差をひしひしと感じたｗので、中国語まともに
勉強したいyeah みんなマジで語学に対する意識めちゃ高いし、すごい人いっぱいいるやばい　 
ちなみに一番好きな英語はyeahだyo  yeah言いすぎて見苦しいね、ごめんyeah　 
滝田さん一緒にラップ習おうyo 滝田さん安定の鼻マスクで本人確認yeah! しのちゃんかわいすぎたyeah


-神社生まれのラッパーyeah- 

1年半ぶりに対面活動が再開してメンバーと会うことができて嬉しかったです☺  
私の代表時代の途中に急にコロナウイルスが蔓延し対面活動が中止や延期が多く、活動できなくて関東支部の
存続の心配をしていましたが、オンラインで活動再開し、暫くオンラインのみで活動を継続してきたが、代表
卒業の時の対面やりたいと思っていた夢も残念ながら叶わなくて悲しい思いをしていたので無事に再開するこ
とができて本当に楽しかったし嬉しい限りです😂  
今後も役員と参加者の対面とオンラインの活動を通じ、この16年間のfreebird4支部のOBOGが作ってきた友情
や絆が今後も多くの後輩に伝わります様に☺

-freebird愛の強いヨッシー 英語名はソウル- 

笑いすぎて顔が痛くなりました。


-撮影担当者 きん-

代表のユハンくんも 
中国から繋がった！

対面で会って、とにかくしゃべりまくりました～！（11月7日開催）
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②言語交換会 第６弾！【11月30日（火）】 
テーマは 
「今年の振り返り」 
「年末の過ごし方」 
中国語・日本語で楽しくお話ししましょう♪

申し込み 
フォーム 申请活动

①第1回 好好講座 
【11月26日（金）】 

オンライン講演会です！ 
グローバルで活躍する方のお話が 
聞けます！ 

お申し込みは 
info@nichukyoto.gr.jp まで！

参加したいイベントの 
日程をメモしよう！

https://wj.qq.com/s2/9294517/c92f/
https://wj.qq.com/s2/9294517/c92f/
https://wj.qq.com/s2/9294517/c92f/
https://wj.qq.com/s2/9294517/c92f/
https://wj.qq.com/s2/9294517/c92f/
https://wj.qq.com/s2/9294517/c92f/
https://wj.qq.com/s2/9294517/c92f/
https://wj.qq.com/s2/9294517/c92f/
https://wj.qq.com/s2/9294517/c92f/
mailto:info@nichukyoto.gr.jp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSTlJnU0ZRi_Lj1nabBwUEFhBVRBOCoD3AHrPWGuYtWIarGw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSTlJnU0ZRi_Lj1nabBwUEFhBVRBOCoD3AHrPWGuYtWIarGw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSTlJnU0ZRi_Lj1nabBwUEFhBVRBOCoD3AHrPWGuYtWIarGw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSTlJnU0ZRi_Lj1nabBwUEFhBVRBOCoD3AHrPWGuYtWIarGw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSTlJnU0ZRi_Lj1nabBwUEFhBVRBOCoD3AHrPWGuYtWIarGw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSTlJnU0ZRi_Lj1nabBwUEFhBVRBOCoD3AHrPWGuYtWIarGw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSTlJnU0ZRi_Lj1nabBwUEFhBVRBOCoD3AHrPWGuYtWIarGw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSTlJnU0ZRi_Lj1nabBwUEFhBVRBOCoD3AHrPWGuYtWIarGw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSTlJnU0ZRi_Lj1nabBwUEFhBVRBOCoD3AHrPWGuYtWIarGw/viewform?usp=sf_link
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北京支部イベント
 【北京支部イベント】 
アフターW11～日中の購入品紹介大会 

中国で11月11日は…独身の日と呼ばれています😇 

お相手がいない…何をすれば…🥲 

そうだ！お買い物をしよう！😙 


ってことで、11月11日はオンラインショッピングなどが超お買い得！

このイベントでは、「お買い物」の内容をお届けします！

交流会もあります！
 詳細ボタン

11月20日 

20:00-21:30

△申し込み

https://mp.weixin.qq.com/s/3DliEZ_sLXAt5Fi69wewyQ
https://mp.weixin.qq.com/s/3DliEZ_sLXAt5Fi69wewyQ
https://mp.weixin.qq.com/s/3DliEZ_sLXAt5Fi69wewyQ
https://mp.weixin.qq.com/s/3DliEZ_sLXAt5Fi69wewyQ
https://mp.weixin.qq.com/s/3DliEZ_sLXAt5Fi69wewyQ
https://mp.weixin.qq.com/s/3DliEZ_sLXAt5Fi69wewyQ
https://mp.weixin.qq.com/s/3DliEZ_sLXAt5Fi69wewyQ
https://mp.weixin.qq.com/s/3DliEZ_sLXAt5Fi69wewyQ
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🎃

国際交流会  
BORDERLESS 

姉妹団体の紹介です！ 

BORDERLESSは2019年6月に成立
し、国際交流活動を通じて世の中
にある偏見や差別の解消を目指す
学生団体です。


現在、慶応義塾大学と中央大学を
はじめとする首都圏大学のインカ
レサークルとして、言語勉強会、
ディスカッション活動、交流パー
ティー、日本語学校の学生との交
流会を開催しています。


また、定期的に遠足、合宿活動、
クリスマスパーティーなどの季節
に応じる特別イベントも企画しま
す。(ガクサーより)


BORDERLESS instagram





▼メンバー申請はこちらから！ 

https://forms.gle/Hgeysj3xqmbXxJsD7


準会員グループに入るためには 
こちらのフォームに記入を～！

日本アジア共同体文化機構
JACCCO 

freebirdも加入！ 

日本アジア共同体文化機構
（JACCCO）は、 
福田康夫 元内閣総理大臣が 
会長を務める財団です。


日中友好促進のため、JACCCOを
中心に7つの学生団体が協力してい
くことになりました！


横のつながりがパワーアップした
freebirdに乞うご期待！😁 


これからもどうぞよろしくお願い
します！


▽JACCCO HP

https://japanasia.or.jp/index.html


Tokyo Student Guide  
Group 

姉妹団体の紹介です！ 

Tokyo Student Guide Group


(=TSGG)


「旅する国をちょっと身近に」と
いうモットーを掲げ、東京を中心
に日本に来る外国人観光客をガイ
ドする学生団体🌍 


現在はオンラインで英語の練習や
海外の方との交流をしています✨
(TSGG instagramより)


TSGG instagram


日中学生交流団体freebird 関西支部 

関西地方を拠点とするfreebirdです！ 

freebird関西支部です！ 
私たちは、アットホームな雰囲気で日々楽しく活動しています♪ 
関西圏では、数少ない日中交流学生団体の１つです！😆  
オフライン・オンラインどちらも活動してるので、 
関西圏の方もそうでない方もぜひ私たちのイベントにお越しください👍

関西支部のみんなはとても仲が良くて雰囲気がいいんよね～ 
まあもちろん関東支部も負けてないけどね！ 
横とのつながりではいつもお世話になってます！ありがとう！（たきたより）

SNS情報 
★Instagram 

https://instagram.com/free.birdkansai?
utm_medium=copy_link


★Twitter 

https://mobile.twitter.com/
freebirdkansai


★微博 
https://m.weibo.cn/u/7589971078?
jumpfrom=weibocom


★Facebook （支部共有） 

https://www.facebook.com/99freebird

💁代表：伊藤 琴音さん

https://www.instagram.com/tokyo.student.guide.group/?hl=ja
https://instagram.com/free.birdkansai?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/free.birdkansai?utm_medium=copy_link
https://mobile.twitter.com/freebirdkansai
https://mobile.twitter.com/freebirdkansai
https://m.weibo.cn/u/7589971078?jumpfrom=weibocom
https://m.weibo.cn/u/7589971078?jumpfrom=weibocom
https://www.facebook.com/99freebird
https://www.instagram.com/bdls_tky/
https://forms.gle/Hgeysj3xqmbXxJsD7
https://japanasia.or.jp/index.html
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日中学生交流団体freebird関東支部　活動予定 

以下の活動予定を確認して、参加したいイベントをチェック！ 

時間になったらzoomリンクから参加しちゃってくださいね！（メモを忘れずに✏ ）

オンライン日中交流会

毎週水曜日 20:00-21:00

参加用zoomリンク 
https://us02web.zoom.us/j/87682873115?pwd=ckF3bFhWVGhoSGMwZDN4cEpBOXVidz09 

Meeting ID: 876 8287 3115 
Passcode: 123456

テーマに沿って、中国人と日本人で楽しく会話して交流しましょう！

たまにドキュメンタリーを見ますよ～♪

ちゃいなカフェ

11月16日（火） 20:00-21:00

参加用zoomリンク 
https://us02web.zoom.us/j/88101673886?pwd=bngxU3RrY2krOHFxV2o5cE80UDYrQT09 

Meeting ID: 881 0167 3886 
 Passcode: 654321

中国語の会話練習をします！楽しく会話しながら中国語のスピーキング練習をしましょう！

わからないところはスタッフが優しく教えてくれますよ～♪
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中国語の単語集 
交流会で出た単語です～


今日の単語 

1 双⼗⼀抢购 shuāng shí yī qiǎng gòu 11月11日の買い物の日

2 购物 gòu wù ショッピング

3 买东⻄ mǎi dōng xī 買い物

4 淘宝 táo bǎo タオバオ（有名なオンラインショッピングサイト）

5 阿⾥巴巴 ā lǐ bā bā アリババ（中国屈指の大企業）

6 连⾐裙 lián yī qún ワンピース👗

7 眉⽑ méi máo 眉毛

8 纹眉 wén méi 眉毛のタトゥー

9 共享单⻋ gòng xiǎng dān chē シェアバイク（自転車）

10 ⼩⻩⻋ xiǎo huáng chē 黄色いシェアバイクの名称

11 逆⾏ nì xíng 逆走

12 抓娃娃机 zhuā wá wá jī クレーンゲーム機

13 辉夜姬 huī yè jī かぐや姫🎋

14 桃太郎 táo tài láng 桃太郎🍑

15 浦岛太郎 pǔ dǎo tài láng 浦島太郎🐢

16 忠⽝⼋公 zhōng quǎn bā gōng 忠犬ハチ公🐶

17 三国演义 sān guó yǎn yì 三国志演義（物語）

18 ⻄游记 xī yóu jì 西遊記🐒

19 基因编辑技术 jī yīn biān jí jì shù ゲノム編集技術🧬

20 百奇 bǎi qí  ポッキー
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  単語を覚えたらクイズに挑戦！
今回からセルフ単語チェックシステムを用意しました！ 

タップorクリックで挑戦してみましょう～！ 

(フォルダには今までの単語も全て収録！)

https://quizlet.com/_akslqv?x=1qqt&i=42ma8a
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OBOG集結！ 
私たちfreebirdは2005年2月1日に設立してから、もう16年になるんです～！


そんな中ですね！


11月11日に「freebird OBOG+学生」というWeChatグループを作りました！ 

そしたらなんと！たったの2日ぐらいで…


100人に迫るグループ参加人数が集まりました！


いつか先輩方を交えた交流会を開催したいです！


このグループはもちろん役員限定です！


もし縦のつながりが欲しかったら…


ぜひ役員メンバーになりませんか？😁 


興味があれば気軽に相談してくださいね！


———————————————————

【freebird役員興味ありフォーム】 
https://forms.gle/ZWCzYaV8JZbtjUnb7

———————————————————


今回のコメント 
前回の交流会録に対するコメントは特にありませんでした～ 

この「交流会録」を読んで何か言いたいことなどありましたら、


気軽にここからコメントをどうぞ～😄 
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感想・提案・質問など 
コメントしたい方はここから！ 
タップ or クリックでコメントできます！

https://forms.gle/hhhxKgnMZmLZzHmg9

グループにのせた「お願い」の一部分

役員限定！

シェアしたポスター

https://forms.gle/hhhxKgnMZmLZzHmg9
https://forms.gle/hhhxKgnMZmLZzHmg9
https://forms.gle/ZWCzYaV8JZbtjUnb7
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過去の交流会録　一覧 
これからもこのスタイルでいきますね～！


過去作見れますので、気になる方はぜひ～😄 


※クリック or タップで読みたい記事を閲覧可能！
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#1  210414 
最近驚いたこと

#2  210421 
オススメの本

#3  210428 
旅・鉄道

#4  210505 
休日の過ごし方

#5  210512 
人生でやりたいこと

#6  210519 
パンダとおじさん

#7  210526 
1日の過ごし方

#8  210602 
懐かしき高校時代

#9  210609 
タイムスリップ

#10  210616 
中国と苺とおじさん

#11  210623 
経験してみたい仕事

#12  210630 
持ちたい超能力

#13  210707 
テスト関連のこと

#14  210825 
青年と義足の物語

#15  210901 
単語帳【計530】

https://drive.google.com/file/d/1uGc30VxMvAQkS3NhjeSjMfXm-XQC39tD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hM2ImvNUbIOw15ZeHcwbqhTD5d0AMZVC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qbry7sizsTqYIqi8tAIZnoKFVbCJryiB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L6pC0XyPGpRwJQIXbedgmoFyGHYXYnqF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qDWTHLulVANp1MPbg6dJnDB4GmMwIFKb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16pN5_1jk6zGNPqoLQPm7asLet023QW4v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19JRI-XO6G4O1Uw80qlnFPq3oel5F0L7G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19JRI-XO6G4O1Uw80qlnFPq3oel5F0L7G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k_kg4oFLODfmdvaqmocH48EySUeILSiD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HaM60h_LuhgxcRUMtw7nbXcxSdf8tsnv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18yiiKLkCyreTFkzWMngS8kf8WQ2butD1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SRrXPM-OtWvnE2uXT7voMOBooHebIRlw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sau7SBLf9OrafkxP9XgKWn9sslUycxbo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yxXg1X_Z6h4H1d_vLThTsaxLarRlQi7l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yxXg1X_Z6h4H1d_vLThTsaxLarRlQi7l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15DZXRNxMYkfPOzTFJ8i8vuP8WPBLzFKK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15DZXRNxMYkfPOzTFJ8i8vuP8WPBLzFKK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T_upSa7js-JmLnMfTeNy26DLg-MSYdQf/view?usp=sharing
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今日はここまで 
今回は新しいギミックで「単語練習システム」を作ってみました！


Quizletは英語学習でもたまに使っていたアプリなんですよ～！


もし良ければぜひどうぞ～！


一体この「交流会録」がどこに向かっているのかは僕も分かりません😇 


でも、いろんな機能を見つけては付け足して作るのも楽しいですね～


しのちゃんのポスターもそうらしいですが、


僕たちは「セルフ内卷」が起きているのかもって話をしてました笑


確かに「前回のものよりもいいものを作ろう！」って気持ちはよく分かりますね！


ということで、今回はここまでです！


freebird OBOGさんも、何かコメントがありましたら気軽に教えてくださいね😁 


ほな！🤠 
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#16  210908 
好きな本

#17  210929 
好きなお菓子

#18  211006 
年内にあと何やる？

#19  211013 
日中文化理解

#20  211020 
飼いたいペット

#21  211027 
音楽

感想・提案・質問など 
コメントしたい方はここから！ 
タップ or クリックでコメントできます！

https://forms.gle/hhhxKgnMZmLZzHmg9

https://drive.google.com/file/d/1_9Gceomte14JgZXYeHWLlayWX1ybFrKV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16iM7erkv7g5yMEHRTHlCu5n3-YiwGbOK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wkaJHvfqdCYbatVXRu3tgitrhgJeu-DY/view?usp=sharing
https://forms.gle/hhhxKgnMZmLZzHmg9
https://forms.gle/hhhxKgnMZmLZzHmg9
https://drive.google.com/file/d/1ZniU_o8uYnBFXtvsPn4Wp02QHbZxrGpK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MyO8Oc52I5Sjf-3GchN2vSfNRsdtmGZm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KmH0wyAyKOEiubcp7dGniaHySLq2weAY/view?usp=sharing
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