『日記』
Hyogo Boys : どうも、Hyogo Boys です。よろしくおねがいします。
Ryuji: Now we are studying Japanese, right?
Masato: Yes, Japanese is pretty hard, but it’s interesting.
Ryuji: We’ve just learned how to write a diary, haven’t we?
Can you do it?
Masato: Of course, I can!
Ryuji: I see.

Actually, I wrote a diary last Sunday.

Let me listen to your diary.

Masato: OK. Please listen.
今日は、あさ七時におきました。
Ryuji: Got up at seven.
Masato:それから、あさごはんをたべました。
Ryuji: Breakfast.
Masato:あさごはんに、オレンジジュースをのみながら、なっとうとシリアルをたべまし
た。
Ryuji: なんでやねん！
Did you eat fermented soybeans and cereal with orange juice? That’s so weird!!
Masato: What?

Fermented soybeans are essential for Japanese breakfast!

Ryuji: That’s true. I like those, too.
But, you have to think about the combination of food!
Masato: Oh, combination of food.

I never thought of that.

Ryuji: Take it easy.
Masato: 今日は、あさ七時におきました。
Ryuji: Got up at seven.

OK, let me try once more.

Masato: それから、あさごはんをたべました。
Ryuji: Breakfast.
Masato: あさごはんに、オレンジジュースをのみながら、パンとシリアルをたべました。
Ryuji: Well done.
Masato: そのあとで、ひるごはんをたべました。
Ryuji: Lunch time.
Masato: チキンとパスタをたべました。
Ryuji: Sounds yummy.
Masato: それから、チョコレートとアイスをたべました。
Ryuji: Sweet time.
Masato: それから、すしとてんぷらをたべました。
それから、うどんとラーメンをたべ…
Ryuji: なんでやねん！
Obviously, you eat too much food!!
Definitely, you will become fat!! You have to change your lifestyle.
Masato: Oh, I don’t want to become fat.
But, I can’t think of what to do besides eating!
Ryuji: All right. I will tell you some examples.
You can say,
ほんをよみます
Masato: To read books.
Ryuji: テレビをみます
Masato: To watch TV.
Ryuji: しゅくだいをします
Masato: To do homework.

I hate it.

Ryuji: ゲームをします
Masato: To play videogames.
Ryuji: にほんごのべんきょうをします
Masato: To study Japanese. It’s difficult.
Ryuji: ともだちとあそびます
Masato: To hang out with friends.
Ryuji: かいものにいきます
Masato: To go shopping.
Ryuji: ..and etc.
On Sunday, you can have enough time to relax and study.
Do you understand?
Masato: I understand.

Let me try once more.

Ryuji: Do your best.
Masato: きょうは、あさ七時におきました。
Ryuji: Got up at seven.
Masato: それから、あさごはんをたべました。
Ryuji: Breakfast.
Masato: オレンジジュースをのみながら、パンとシリアルをたべました。
それから、テレビをみて、テレビゲームをして、ともだちとあそびました。
それから、フェイスブックをして、ユーチューブをみて、ネットサーフィンをし
ました。
それから、マンガをよんで、アニメをみて、
Ryuji: なんでやねん！
You are doing only fun stuff.

Take some time for studying as well.

Studying is also important on weekends.
Masato: Oh, it’s so annoying when I write diaries. I don’t think I can do it any more.
Ryuji: Don’t say that!!
Each of your sentences is very good actually.

I believe you can do this!

Masato: Are you sure?
Ryuji: Yes, I am sure. I want to listen to your Japanese.
Masato:

OK. I will do that.

Ryuji: OK.
Masato: きょうはあさ七時におきました。
Ryuji: Got up at seven.
Masato: そして、ごご十時にねました。
Ryuji:

もうええわ！

Hyogo Boys: どうも、ありがとうございました。

