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アーティスト 

黃美諺（以下 HW） 

 

聞き手 

五十嵐千夏（以下 CI、さっぽろ天神山アートスタジオ コーディネーター） 

 

 

CI：簡単に自己紹介をお願いします。 

HW：皆さんこんにちは。黃美諺（ウォン・メイ・イン・ヘーゼル）です。

香港出身で、2015 年に香港浸会大学の視覚芸術学科を卒業しました。私の実

践はペインティングと zine制作―自費出版のようなものです―に特化していま

す。紙や書籍、雑誌などの印刷物が大好きで、それから音楽と自然も好きです。

趣味は考えごと、散歩、食べること、眠ること（笑） 実はいま日本語を勉強し

ていて、天神山には半年間の滞在予定ですが、もう 5 ヶ月経ってしまいました。 

CI：制作を始めたのはいつ、どのような経緯で？ 

HW：お絵かきは 3 歳からしてましたが、制作という感じではなくただ絵を描

き始めたというだけ（笑） 制作をしようと意識してはじめたのは、18 歳くら

い？高校生のときです。その高校がとてもよくて。批判的に思考するにはどう

すればいいか、なぜ私たちのまち香港の政治的問題に目を向けるべきなのか、

といったことについてたくさん教わりました。 

CI：では美術系の学校ではなかったんですね？ 

HW：いえ、美術高校でした！ 

CI：そうなんですか！地域の政治の状況を批判的に考える方法を美術学校で教

えているなんて、気になります。 

HW：ですよね。その学校は香港のほかの学校とはかなり違っていたので。 

CI：どんなふうに？ 

HW：香港の普通の学校では、教師たちが批判的思考を教えることはありませ

ん。［学生たちは］教科書を読んで勉強するだけ。でもその学校は創造性を大

事にしていたので、芸術家や芸術を学んだ教師を呼び寄せて［批判的思考を］

教えていました。私自身、その高校からはとても大きな影響を受けています。 

CI：それはおもしろいです。お絵かきを経て制作を始めたとのことですが、主

に使ってきたのはペンや水彩など？ 

HW：アクリル絵具ですね。 

CI：なるほど。絵具での制作はヘーゼルさんにとって、たとえばより空間的な

ものや彫刻などとは、どう違っていましたか？ 
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HW：私自身、三次元のオブジェよりも二次元のほうが得意で。三次元作品は

なにをどうすればできるのかさっぱり（笑） 撮影した写真や映像を絵画や zine

に変換させるのが私に一番合ったやりかたです。 

CI：そうなんですね。では作品について教えてください。ヘーゼルさんの作品

の主眼はどういうところに置かれているのでしょうか？ 

HW：私はこれまでずっと、自分の身のまわりや都市での生活から生まれる、

経験や感情、想像上の事柄に関する作品をつくってきました。実際の経験や想

像を絵画や zineを通して伝えるために、だいたい物語形式にするか、まとめて

いくつも作品をつくります。絵を描くときは紙やキャンバスではなく、必ず木

製パネルを［支持体として］使います。キャンバスは好きじゃなくて…たぶん

木のテクスチャーが私の描き方に合っているんだと思います。絵具を擦りこま

せるので。こすりつけるというか。そういうやりかたは木材くらいしか受け付

けてくれないし（笑）、最終形態に持っていくまで何度も何度も擦りこませる

ので、やっぱり木材に描くのが好きですね。 

CI：なるほど。 

HW：画材以外だと…私の作品は必ずとても小さいです。たぶん私の性格なん

だと思います。それか技法かも。手でこすりつけるので。私はきまってごくご

く小さいものや細かいことに惹かれますが、大作よりも小さな作品を作りたい

というのはそういうところから来てる気がします。これは私のつくった zineな

んですが― ［*「otto（オー・ティー・ティー・オー）」 第 6 号を取り出す］ 

―すごく小さいですよね（笑） 

CI：手のひらサイズ！ 

HW：［*制作中の絵を取り出す］これもそう。大きい絵はやってみたことはあ

りますが、私の性格にしっくりこなかったです。 

CI：支持体の大きさが作り手の性格に対応しているというのは気になります。

先ほどおっしゃっていた作品テーマ―都市での暮らしなど―には、どのような

視点から取り組んでいるのでしょうか？ 

HW：お話ししたように考え事と散歩が好きなので、道を歩きながら―これは

香港で制作するとき特にそうですが―些細なことに目を向けるんです。顔の表

情や些細なジェスチャー、街にだれかが残した些細な痕跡とか。それから街の

景観も。香港の街並みには面白いところがたくさんあるので、風景は「すごい、

おもしろい！」って思います。［そうしていると］たとえばちょうど、現実か

ら私のイメージに変換させたいアイディアや空想が出てきたり。そういうとき

絵を描いて zineを作ろうとなります。それはでも、どのメディアを使って表現
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したいかによってきます。本に含めたほうがよさそうでもあるけど、別のアイ

ディアでいうと、ともかく絵にして見せちゃった方がいいんじゃないか、とか。

あ、天神山で最近制作した絵についてもう少しお話ししましょうか。 

CI：お願いします。 

HW：最近、春に見たものについて連作を描いたんです。花々や木々や植物に

ついて…それらは私からするととても特別に感じられたからです。香港の春は

全然違うと思っていて。四季があるのはまったく同じですが、［その内実が］

北海道では全然違うんです。ここでの春はとにかく「わあ、素敵！」という感

じで。本当にすごい！とにかくいろんな種類の花と自然があって、心の中で強

い愛着がわいてきます。そしてその風景を、香港への心情や最近の心情と混ぜ

合わせて。北海道の春に関する絵画シリーズをつくりました。来月香港で展示

されます。 

CI：制作はひとりで？それとも共同作業者やコラボレーターがいますか？ 

HW：絵は、ほとんどの場合私ひとりで制作します。ですが zine に関しては、

2017 年に友人のティファニーと共同で立ち上げた「otto」というブランドがあ

るので。もう 4 年経ちましたね！これまでいろいろなアートブック・フェアや

展覧会にも参加してて、そうですね、2 人で一緒に作っています。それぞれ個

人でも zineを販売して皆に広めています。 

CI：さきほど絵を描くところからはじめた、あるいはお絵かきから、とおっし

ゃっていましたが、zine制作はどんな経緯で？ 

HW：2015 年に大学を卒業して、直後の 2 年間は絵や「芸術作品」と呼ばれる

ようなものを提げて展覧会に何度か出品していました。どうみても普通の、

「美術作品」です。その 2 年間で、私の物語や考えていることを伝えるのに十

分な機会がないなと感じたんです。そこで、紙や印刷物が好きなんだから自分

の zineブランドを作ってみれば、自由に発行することもできるしいいんじゃな

いかと思いました。自分の芸術作品を発行して、好きな時にそれをみせられる。

展覧会やギャラリーのルールに従う必要はないし、他人から誘ってもらうのを

待つ必要もありません。そんなことで、卒業の 3年後に zineをつくり始めまし

た。 

CI：とてもスマートですね。 

HW：実は最近、ここ 3 年で、zine をやる人たちがどんどん出てきていて。香

港の商業的なアートワールドにぼーっととどまっていたくはないということな

のかもしれません。私たち自身でやりかたを生み出せるわけですから。 

CI：作品発表のオルタナティブなやりかたを。 
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HW：そう。実はたくさんあるんです！ 

CI：とても興味深いです。出版と美術館での展示以外には、どういった場面で

作品発表を？ 

HW：いろんな場所に行きましたが、主に香港のインディペンデント・スペー

スに集中しています。私は小さめの場所のほうが好きなので、zine や絵はいつ

もどこかのインディペンデントな書店やスペースで展示販売しています。そう

いうところのほうがずっと融通が利くし、いい人も多いです。 

CI：なるほど。人がとても大事なんですね。作品のモチベーションやインスピ

レーションはどこから？ 

HW：モチベーションからお話ししますね。世の中についていろいろと思うこ

とがあっても、私はそれを言葉で表現するのがあまり得意ではありません。母

語でもどんな言語でも苦手です。そういうことなので、美術の制作は私にとっ

て、自分自身や自分の意思、自分の感情、たとえば悲しみや怒り、気にかけて

いるなにかへの愛を表現する、一番の方法なんです。それがモチベーションで

すね―［むしろ］それしかできない！それからインスピレーション。以前お話

したかもしれませんが、簡単にいえば、作品の源泉はだいたい私の日常生活に

あります。なんてことない、日常生活の、ちょっとした決定的瞬間。大したこ

とじゃなくても、私はそういう瞬間を大事だと思っています。 

CI：なるほど。たしかに、いちばん些細なことがかえって重要ということはあ

ります。 

HW：そうです。 

CI：天神山アートスタジオのことはどういった経緯で知りましたか？当館に来

ようと思われたいちばんのポイントは？ 

HW：まず、私が日本を好きな理由からお話しするのがいいかもしれません。

ここへ来た理由にもつながってきますから。2016 年、私ははじめて京都に旅

行をして、瀬戸内国際芸術祭にも足を延ばしました。芸術祭については知って

ますか？ 

CI：はい、ものすごく大規模な芸術祭ですよね。 

HW：そうです、私にとってはすごく力強い芸術祭でした。［京都と瀬戸内国

際芸術祭での旅中］気づいたときには、日本の印刷物とその美学にすっかり魅

了されていました。その美しさの哲学。日本の「美学」。とても気に入りまし

た…出版物はもちろん空間のしつらえ、芸術作品を展示するためのアートスペ

ースの活用の仕方…［これらは］私の実践にとってとても魅力的でした。それ

に、そういう見方を知ったのははじめてだったので、とても力強い感覚がしま
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した。そういうわけで、ネットでアーティストインレジデンスのプログラムを

検索し始めて。そして天神山アートスタジオを偶然見つけたんですが、実はそ

れまで北海道に行ったことがなく、どういうところか見当もつきませんでした。

ただ写真を見て、すごくよさそうな場所！と思って。その写真につられてここ

まで来ました。2018 年の夏、私にとって初めての天神山にはそんな経緯で辿

り着きました。 

CI：京都と瀬戸内で見つけた美学からの影響をご説明くださいましたが、なか

でもどういった美学をご自身の実践と親和性があると思われたか、もう少し詳

しく教えてもらえますか。 

HW：これはきっと性格のせいかもしれませんが、私はごく些細で小さなもの

が好きです。そして日本では「微の美」をみることができました。これがとて

も気に入りました。芸術祭では美術館も数館まわることができましたが、なか

でもとても刺激的だったのが、直島の地中美術館。あの美術館は、もう本当に、

一番お気に入りの美術館です。中には 3 点しか作品がありませんが、どれもと

てもうまく展示されていて。それに［館自体が］自然とあわさっていたのもす

ごくよかった。検索するとネットで何枚か写真がみられますよ。この美術館は

ものすごく気に入りました。 

CI：なるほど…直島のウェブサイトの写真をみると、地中美術館は森の真ん中

にあるんですね… 

HW：ものすごい力強さに刺激を受けました。言葉でどう表現すればいいかわ

かりませんが…空間に芸術作品を入れる方法について、考え方が変わりました。

それについてはもっと習得したいところです。そして、そうですね、現地にい

るあいだに［すでに］日本の美学はとても素敵だと思っていました。それと日

本の出版物からもたくさん刺激を受けたと言いましたね。京都にインディペン

デントのアートブックのお店があって、そこがすごくよかったです。そこには

インディペンデントの出版物がたくさん置いてあって、薄めの冊子も少しあり

ました。お店で長い時間を過ごすなかで「そうか、ここの本、日本の本はかな

りよくできてる。すごくいいな。どれもすごくいい」と思いました。そこから、

日本語を勉強したいとも考え始めて。本の中身、なにを扱っているのかを知り

たかったんです。そう、あれが決定的瞬間でしたね！ 

CI：素敵な瞬間だったんですね。 

HW：でも、結局なぜ北海道に来たのかはよくわかりません！笑 でも、でもで

すよ、私は京都より北海道のほうが好きです。 
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CI：お！では北海道と京都で決定的に違うと思われた点はどんなところです

か？ 

HW：実際にここへ来るまで北海道のことをなにも知らなかったので、期待も

まったくしていなくて。ただ、北海道で常に雪が降ってるっていうことだけは

知ってました。 

CI：正確で一般的な北海道のイメージですね。 

HW：そうですね。でもいざ来てみると、想像とはまったく違っていました。

半分都市で半分自然だったからかもしれません。私は自然が大好きなので。そ

れと、札幌にはちゃんとしたインディペンデントの本屋ってないですよね？ 

CI：私はそれほど詳しくなくて、申し訳ないのですが、でもそういうお店があ

るという話は聞きません。 

HW：ですよね…ここ 5 ヶ月ずっと探しているんですが、小さい古本屋しかみ

つけられなくて…。インディペンデントのアートブックのお店があまりないん

ですよ！「え、なんで？」というかんじで。 

CI：考えてみると不思議ですね、本当にそういう店は少ないと思うので。 

HW：東京に行くたびに、何千ものインディペンデントの本屋があるなと思っ

ていたんです。たくさん出版物が置いてあって、「わあ、もう大好き」って。

小さな地元のアートスペースに。でもここは…！そんなにない。それでも私は

ここが大好きなんですけど、どういうことなのかな（笑） 

CI：あれ（笑） 

HW：自然があるから？私にとって自然はすでに芸術なので。［札幌の自然は］

日本中のどの都市［の自然］よりもずっと貴重です。 

CI：それは自然のなかでのほうが、発展した環境でよりも些細なことに気づき

やすいからですか？ 

HW：そうかもしれませんね。香港は―私は今やかなり長く向こうで暮らして

きましたが―とても忙しい都市です。香港にいればたくさん選択肢があって、

もちろん気に入っている地元の本屋や店もたくさんあるんですが、でも自然の

なかで暮らしてみたことはありません。こっちでは全く違います。自然の中で

生活して、でも画材やいろんなものを買いに街に戻ることも簡単にできる。こ

のパターンがとても気に入っています。こういう生活のほうが好きです。 

CI：ありがとうございます。天神山での滞在制作は今回が 2 度目ですね。最初

の滞在についてどのようにお考えですか。人生やキャリアになにか影響はあり

ましたか。 
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HW：最初の滞在はとにかく素晴らしかったです。想像をはるかに超えてきた

ので、とにかく素晴らしかったと言っていいでしょう。それに、人生とキャリ

アには確実に大きな影響がありました。もう少し説明しましょう。すでにお話

ししたとおり私は自然が大好きで、ここでの生活の仕方やリズムが大好きです。

とにかく私の性格にぴったりなんです。それから、国内の他の街と比べても、

ここはかなり違っていると思います。最初にここへ来たときは 1 ヶ月ほどの滞

在でしたが、一生をかけてなにをしようか考えさせられました。でも 1 ヶ月だ

けだったので、本当によく考えるには短すぎて。私にとっては十分じゃなかっ

た。街をもっと探索したり、北海道のことをもっと詳しく知りたかったんです。

きっと最初の滞在のときの感覚はちょうど…ファンタジー、ですね。ここのこ

とをなにも詳しく知りませんでしたから。なので、それも私が［札幌に］戻っ

て来て答えを見つけたかった理由の一つです。そして香港に戻ったあと、どう

すればここ［札幌］にもう少し長く滞在できるか考え始めました。ワーキング

ホリデーも考えましたが、ワーホリ自体好きじゃなかったので、「じゃあ留学

する？」…でも芸術系の学校が見当たらない！（笑） 

CI：ですよね、札幌には美大がない（笑） 

HW：それで手詰まりになって（笑） でもどうしてもここに来たかったので、

なんとか方法を見つけました。「じゃあ“語学”留学する？」と。ここに戻って

くるための―今回は 1 年間ですが―言い訳のようなものでした。そうやって、

2 回目の滞在を計画しはじめました。ですが最初の滞在のあと、香港で大きな

政治の混乱が起きて。それで計画はとりあえず置いておくことにしたんです。

さらにそのあとは、コロナで将来のことをまったく計画できなくなりました。

きっと世界中の誰もがそういうかんじだったと思います。なので当時は、計画

を懐にしまいながら、もしかして短期でならここに来られるかもと考えたりし

ていました。ですが突然、偶然、そして幸運なことに、1 月にもう一度ここへ

来られることになりました。今でもときどき、これって現実じゃないみたいだ

と思います。でもここまで来ました！ 

CI：よかったです！天神山来館以前の京都と直島への日本旅行が、美術や工芸

だけじゃなく、日本に関するより幅広い関心を深めるきっかけになったのは興

味深いですね。本屋をきっかけに日本語への興味を持ち始めた、とか。 

HW：そうそう。わあ、これって運命ですね（笑） 

CI：まさしく（笑） では次の質問に移りましょうか。一般的にいうところのア

ーティスト・イン・レジデンスについて、お考えを伺えますか。アーティス
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ト・イン・レジデンスは必要だと思いますか？ご自身の実践においてアーティ

スト・イン・レジデンスはどのような意味を持っていますか？ 

HW：アーティスト・イン・レジデンスはすべてのアーティストにとってすご

くいいと思います。実は私自身は人生でたった 2 度しかレジデンスに滞在した

ことはないのですが。ひとつは天神山で、もうひとつはアイスランド。アイス

ランドには天神山での初滞在の翌年に行きました。 

CI：2019年？ 

HW：そう、2019 年。そしてどちらの経験も、私の人生とキャリアを大きく変

えました。アイスランドのレジデンスも大好きです。お伝えしたように何度も

日本に来てはいるのですが、ただの旅行者として以上に、アーティストという

意識でまちを探索するのがとても好きです。アーティストとしてなら、文化や

先々の土地のことをより深く知ることができるからです。それに、ここ［*札

幌］でまちやほかのいろんな場所や人たちを探るためのいい言い訳にもなりま

す。それからどちらのレジデンスでも重要な人たちとの出会いが何度かありま

した。私がたくさん影響を受けた友人やアーティストとの出会いです。これは

とても重要で。いろいろな人たちと出会うといろいろな国に関する話や考えを

交換できて、お互いから学べます。そこで出会った人たちが、それまで私の知

らなかった異世界を想像させてくれるんです。それはとてもいいことだと思い

ます。 

CI：なるほど。 

HW：それからどちらのレジデンスも―アイスランドもここでの 2 度目も―香

港のデモのあとでした。なので私にとっては距離をとる方法、香港の状況をか

えりみる方法でもあります。［レジデンスが］新しいことに挑戦する機会をく

れました。香港にいた頃は毎日、あまりにニュースに気を取られていましたか

ら。でもこうしてここへ来てみると、［自分と香港とのあいだに物理的にも心

理的にも］距離があるので、しっかりしようと。より部外者として考えてみよ

うと思えるんです。もちろん今でも香港のことはとても気がかりですが、香港

についての作品をつくるためにこの距離を利用して回想するというのは、かな

り興味深いことです。それと私にとってレジデンスは、いろんなアーティスト

と話すための格好の場でもあります。あ、でもアーティストだけじゃなくて、

ここだとときどき市民のみなさんと話すこともあります。 

CI：そうなんですか？ 

HW：そうなんです。ときどき、道端で向こうが話しかけてきたときに！ 

CI：そんなことあるんですか？ 
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HW：ありますよ！写真を撮りにときどき出かけるからかな…突然見知らぬ人

が声をかけてくることがあって、向こうはそのまま日本語で話し続けて、私は

それを―30％か 40％くらいしか理解できてないんですけど―聴き続けて、そ

してそのうちどこかで「実は私日本人じゃなくて香港からきました」と伝える

んです。ここだとほとんどの方が「え、香港！大変ですね？」と応えるので、

「ああ、みんな香港のこと知ってくれてるんだな…」って思います。すごくお

もしろいです。 

CI：ですよね、他人が喋りかけてくるなんて… 

HW：なんでかというと、みなさん、私の顔を見ただけでは外国から来たって

分からないんです。マスクをしてるからというのもあるんだと思いますが… 

CI：なるほど、そうでしたか… 

HW：みんな、なんで私がこんなに静かで私の日本語がこんなにヘンなのか、

ただ不思議がるだけで（笑） 

CI：へえ。 

HW：私の日本語がこんなにヘンでも外国から来たって気づかない！なんでだ

ろうって不思議がりはしても（笑） 

CI：それはヘーゼルさんの日本語が思ったよりうまくいっているからでは？ 

HW：いやいや、まだ全然（笑） 

CI：そうですか…？ もう 1つおもしろかったのは、ヘーゼルさんが香港の混乱

から「距離をとる」とおっしゃっていたことです。なにかから距離をとるとき、

見えているものは相対的に細かくなります。そしてさきほど、細かな物事がい

かにご自身の関心の対象となり作品のテーマとなっていくかというお話があり

ました。ただの推測ですが、香港のいろいろなことから距離をとるのは、たし

かに香港にかかわるご自身の状況を作品の主題にするためのプロセスなのかも

しれないと思い、興味深かったです。 

HW：そうですね。それと、香港のデモのあと若い人たちがたくさん出国しま

した。なかにはもう香港に戻ってこられない人たちもいます。今年、天神山に

来る前は、そういう人たちがどう感じていたか想像できませんでした。故郷に

二度と戻って来られないなんてどんな感じだろう？異国で香港の報道を目にし

ながらひとり暮らしをするなんてどんな気持ちだろう？と。でも今はすこしだ

け彼らの気持ちが分かる気がします。もちろん全然違います、彼らは二度と戻

れないけど私は戻れます［から］。でもこれは私にとって、香港のそとにいる

香港の人たちの気持ちを考えるための時間でもあります。 
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CI：なるほど。昨夏のアート＆ブレックファストで、外国の都市を外国人のま

なざしで観察するのが楽しいとおっしゃっていたことを思い出しました。それ

で今は、ご自分のふるさとを［物理的にも心理的にも］距離をとって見ている。 

HW：そうです、そういう経験は私にとってはすごくヘンな感じでした。 

CI：そうだったんですね。では最後の質問に移りましょう。新型コロナウイル

ス感染症の流行がご自身の実践、とくにレジデンスでの仕事に与えてきた影響

について、どのようにお考えですか？ 

HW：ポジティブな影響もネガティブな影響もあると思います、少なくとも私

の場合は。でもネガティブな影響の方が大きかったかな… 

CI：どうしてそう思いますか？ 

HW：そうですね、まずはポジティブな影響についてお話ししましょう…今の

時期はとてもとてもとてもヘンだと思います。また「感じられる」ようになる

のが難しい。北海道に私以外の旅行者がいませんし、［外国から］私を訪ねて

こられる人もいません。まちはいつもとても静かで空いてます。日本人だけ

［しかいない］。なので、北海道を感じる機会としてはとても貴重です。そし

て私は実際それをかなり楽しんでいます。先月小樽にはじめて行ったんですが、

小樽は旅行者ですごく混んでると聞いていたのであまり乗り気じゃなくて。そ

れでいざ行ってみると、先月ですが、無人だった。 

CI：無人？ 

HW：そう、ほとんどこわいくらいでした。でも景色が楽しめましたよ。 

CI：それはまったく普通じゃないですね… 

HW：そうです、普通じゃなかったですが、でも「たぶん、これが北海道なん

だ。すごくいいな」と思いました。それからネガティブな影響についてですが、

私が個人的に一番いやなのはマスクです。他人の顔の表情がみられないので。

いまコミュニケーションをとるのは難しいです。こっちで新しくできた友だち

や皆さんと会うとき、私の記憶にあるのはマスクをした顔だけ。マスクを外す

ことがないので新しい友人のなかには顔を知らない人もいます。人がコミュニ

ケーションをとるとき、マスクは本当に面倒です…それが好きじゃないですね。

それに今は北海道のイベントもたくさん中止になって、店も閉まってて、博物

館や図書館も…もう、とってもやるせない。それから天神山では、3 年前はい

ろんな集まりやシェアリングや展示がありました。でも今は、まったくない…

誰も来られないから。なのですこし残念ですが、私にとってはこれも、ここで

のおもしろい滞在の仕方だと思っています。この状況で。たぶん、やってみる

しかないのかなと。これも経験、とても大事な経験です。  
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CI：とはいえ、人もいなくてイベントも少ない天神山を楽しんでいるわけでは

ない？ 

HW：違う違う、違います！笑 

CI：許容範囲だけど、楽しくはない？ 

HW：そう、許容範囲だけど楽しくはない。 

CI：わかりました。札幌までの旅は、コロナでいつもよりすこし大変だったの

では？ 

HW：はい。でも札幌市内での旅は、3 年前よりずっといいです。人がいませ

んから。 

CI：札幌で旅人であることも？ 

HW：そうそう、旅人になるにはとてもいいですよ、今は。 

CI：外国から人が来ずこのあたりも地元民ばかりの今だからこそ、自分が地域

コミュニティの一部という感覚はいっそう強く感じられたりしますか。 

HW：はい。それに、実はそうなるといいなと思ってました。3 年前はもっと

―疑問の答えを―深く知りたかった。だから戻ってきたわけですが、そしたら、

そう、本当に詳しく学ぶことができています。旅人もなく。香港がいつでも混

雑してるので私はあまり人混みが好きじゃないんです。静かなのがよくて。

［今は］道内の観光客向け人気スポットに行っても人がいなかったり少なかっ

たりするので、ただ景色を楽しめます。本当に、すごくいいです。 

CI：そうでしたか。大変興味深いです。お時間ありがとうございました、前半

用の質問はこれですべてお答えいただきました。 
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