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2015.09.03

初めまして＝ｖ＝ シンセンの欧⼦萌です〜（名前はちょっと⼥の⼦らしいですが。。。orz

最近みんなと出会って、すごく嬉しいですｗｗ

これからもよろしくｗｗ

これは⽇本語で投稿されたものです

欧⼦萌さんの⽇記



新な⽣活ｗｗ（前の⼆⽇間

2015.09.14

9.5 晴れ

昼ごはんの時、遂に吉越先⽣に会った。新潟にいくものは新幹線に決まっている時はすごく楽しみだった。（⼀度乗ったこともないし。。。

⻑い時間（ただ三時間で、ネット使わないので、遅くなるとおもうorz）かかるので、すこし寝た。（実は三時間も。。。 漸く着いた、ホームステイのお⺟さんと妹が迎えに
来て、電気屋さんで新しい充電器を買った（百円ショップよりすごく⾼いね。。）お⽗さんは中国に出張して、まだ来なかったので、六⼈でごはんを⾷べた。夜、お⾵呂に⼊っ
るうちに、新しい家族のことを楽しんでいたｗｗ

９．６ ⾬

週末から、みんな朝寝坊して、遅くまで起きた（特に⼦⿓君、１２までおきたorz）午後は少し⾬が降って、お⺟さんはこれはいつものことと⾔った。えっ、気候は深圳と同じ
だね。しかし、新潟は北のほうだ。ごはんが終わった後で、お⺟さんと僕は妹を連れて、学校に⾒に⾏こうと思った。

（これは家から学校までの地図だｗｗ）バスで⾏くのは便利から、バスに乗ったことに決まっていた。でも、⽇本のバスの⼊り⼝と出⼝は中国バズの逆ので、危うく間違えっち
ゃった。途中ずっと明⽇の学校⽣活を楽しんでいるｗｗ

次の⽇記を楽しんでねｗｗ（⼿が疲れた。。。
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これは⽇本語で投稿されたものです



wow⽂化祭、凄くいいね

2015.09.22

9.11⼩⾬

学校が始まって何⽇もしないうちに、数⽇後に⽂化祭があると知らされました。==私は中国の⽂化祭とたいして違わないと思っていましたが（何か物を売ったりするといった
感じの...)、先⽣は私達のクラスがするのはお化け屋敷̶だと教えてくれましたwow（たちまち興味が湧いてきましたww）そこで、午後の授業は明⽇のおばけ屋敷の準備に充

てられました。ww（私もたくさんお⼿伝いしましたよhhh （教室はたちまち活気付きましたhhhh

授業が終わってから、みんなは⾃転⾞に乗って⾐装を買いに⾏きましたwwとっても興奮しますねww

9.12晴れ

今⽇は⽂化祭なので、たとえ⼟曜⽇ですが、早起きしましたorzいつも通り、バスに乗って学校へ⾏きました。ww（⽂化祭のことを考えると、とても興奮しますww 学校に着

くと、みんながもうとっくに化粧し始めていました（めっちゃ早い︕ （中国語を勉強するboy

そして体育館に開幕式を⾒に⾏きましたwow（どのクラブも泣けるほどかっこうよかった。ps︓詳しくは私のwechatのビデオで⾒れますww

それから、おばけ屋敷の活動を開始しました。私は朝〜昼ごろまで、おばけ役ですww（に⼀か所でしゃがんで、他の⼈が来るのを待って、驚かしたり、⾜を触って驚かしたり
といったことをしますorz）でも、⼊ってきた⼈が必死に悲鳴を上げるのを聞いていると、とっても楽しいですねhhhh

お昼は、私たちはお⺟さんが作ったカレーを⾷べに⾏きました（⼀階で、100円です）おいしかったwwおやつも少し買いましたww
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全部の場所を⼀通り⾒学したら、いつの間にか、放課後でした。みんなで机といすを⽚付け、掃除し、それぞれに、&rdquoお疲れ様“といいました。; そして、おしゃべりをし

ながら帰りました。ww （空もとっても⻘かったww

家に着いてから、お⽗さんはラーメンを⾷べに連れて⾏ってくれるといい、⾞に乗って⼀緒に出かけました。ww（新潟の夜は本当に寒い... ラーメン屋に着いて、ラーメンはし
ょうゆ味と味噌味があるということ等を初めて知りました。（醤油が定番です.... お⺟さんは私がお⾁が好きなのを知っているので全部お⾁のラーメンを頼んでくれました。

orz （でも、本当にとってもおいしかったQAQ

家に着いてから、のんびりとお⾵呂に⼊って、今⽇の出来事を思い返しましたww思わず明⽇からの学校⽣活が楽しみになってきました



久しぶりの私w

2015.11.08

yooooo今⽇は朝ラーメンを⾷べ終わってすぐお⺟さんと⼀緒に古箏の演奏会に⾏きました~~~ ⾒ている時とても眠かったけど（途中うとうとしちゃったorz）、でも、多くの
事を学びました。江⼾時代の舞踊だとかhhhh 今⽇はとても楽しかったww

（⻑い間書いてなかったので、みんなが私のことを忘れてるんじゃないかと⼼配orz
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久しぶりの⽇記~~

2015.12.14

やっとテストが終わったww数学はいつのまにか満点をとれてましたorz⽊曜⽇の英語の授業では⼩学⽣たちにクリスマスカードを書きました~~

⾦曜⽇はまたお腹が痛くなって1⽇休んでしまいましたorz

⼟曜⽇は中学校に⾏って「こけたま」（これ、なんていうか忘れちゃったww）を作りました

最近寒くなってきたのでお⺟さんと⼀緒に新しい服を買いに⾏きましたw 
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雪︕︕︕（３０ｃｍ左右） + 谜样的故事

2016.01.25

yoooooooooooo~この何⽇間で雪が降り始めましたw 寒いなあ~ ⼀昨⽇の夜と昨⽇は特に⼤雪でした~今朝は起きてみたら、⽞関の前はもうすでに30cmほど積もっていまし
た~今朝はバスも遅れたので、また学校に遅刻しましたw 今⽇は⼤雪の影響で電⾞も運休になり、半分以上の学⽣が学校に来なかったです。そしてほぼ⼀⽇中⾃習でしたw 明⽇
も学校に⾏くようにします︕w

最後にみんなに物語を語りたいです（こころのチキンスープ）

 森のなかに、可愛い兎ちゃんがいました。彼の友達はふとっちょ熊ちゃんです。彼らは毎⽇⼀緒にゲームをしたり、かくれんぼをしたり、かけっこをしたり、⼀緒に歌ったり
踊ったりしてとても楽しくしていました。けど、冬になると、ふとっちょ熊ちゃんは冬眠に⼊るので、兎ちゃんは悲しかったです。冬になると、遊んでくれるふとっちょ熊ちゃ
んがいなくなるので、寂しがって、何をすればいいのかもわからないのです。ふとっちょ熊ちゃんは頑張って冬眠しないようにしようとして、兎ちゃんと遊んであげようとしま
したが、ふらふらして⽞関からも出てないうちにまた眠りに落ちてしまいました。
次の冬がやってきました。ふとっちょ熊ちゃんはまた冬眠に⼊りました。森の中は雪で真っ⽩になって、静まり返っています。兎ちゃんは家で事前に蓄えた⼈参を⾷べながら泣
いていました。この⻑い冬はどう過ごせばいいでしょうかと。
⾷べているうちに、ふと⽳蔵の⼈参の⼭から銀⾊の変わったものに気づきました。それを掘り出してみたら、あれ、ふとっちょ熊ちゃんの写真が貼ってあるレコーダーです︕兎
ちゃんは好奇⼼を抱えて再⽣のボタンを押したら、⽳蔵からふとっちょ熊ちゃんの声が聞こえてきました:

 「兎ちゃん、今年の冬も私はまた冬眠に⼊ります。私が眠っている時、あなたは寂しいでしょう︖レコーダーを買って、歌を歌って話をして録⾳しました。あなたは踊りたい時
に私の歌を再⽣して、寂しい時に私の話したストーリーを聞いてね。冬は、すぐに終わるので、暖かい春になると、また⼀緒に遊べますよ。」
兎ちゃんはとても感動して、とても嬉しかったです。彼はレコーダーを⼿にしてぐるぐる⾝体を廻していました。これは冬のサプライズです︕レコーダーの中に収録されている
すべては、ふとっちょ熊ちゃんの兎ちゃんへの満ちた愛情と友情です。ふとっちょ熊ちゃんのレコーダープレゼントのおかげで、兎ちゃんにとっては楽しい冬になりますね!

よしゃ~皆さんおやすみ❤
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髪を切りましたw

2016.01.29

今⽇は⽇本で⼆回⽬に髪を切りました   ⼆回ともお⺟さんは切ってくれたんです

前よりは少し⻑めでw     髪型は前と違うようになりましたねww     けどやはり天然パーマですよhhhh
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スキーの授業ww

2016.02.06

2泊3⽇のスキーの授業が終わりましたww   

1⽇⽬はずっと転んでばかりでした  上⼿だとは⾔えませんww  ２⽇⽬はみんなで転げまわっていましたhhhストップするのがとても難しい︕3⽇⽬は先⽣が私達を⾼い坂の上ま
で連れて⾏き、滑って下りてきました とてもエキサイティングでした︕

みんなの⾜⾸は紫になっていました でも、これも正常なものです スキーをするとこうなるものですww

雪景⾊がとても美しかったです  寮でみんなと楽しく遊びました  彼らがゲームをしていた時、私は早めに寝てしまっていましたhhhめっちゃ眠かった

楽しかった︕今後は兔兔を連れて遊びに⾏きます〜
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研修ww

2016.02.10

研修も2⽇経ちましたww  遠出する時はすぐにウサギちゃんを連れて⾏きますw   それを抱いてないと安⼼して眠れません 

みんな私の誕⽣⽇が近いということを知っていました   私にプレゼントをくれました(///ω///)めっちゃ好きwwめっちゃ嬉しいww    みんなありがとう〜

海側の部屋に泊りました    ⼀⼈⼀部屋  とても快適w  毎晩みんなで遊びました(〃'▽'〃) とても楽しかったぁwww

今⽇は⼆時間かけて和菓⼦を三個作りましたhhh   中⾝はあんこです   とても⽢いw    外側は⼩⻨粉みたいなものをつけて   型を使ったのではありませんよhh  ⾃分でこねて刻
んで作った花ですw    上のは桜の花です（可⼉は⼀番これが好きだと⾔っていましたww彼⼥は⼄⼥⼼に溢れてます）下のは左から右へ⽔仙と菊の花ですw   菊の花はかぼちゃ
みたいでしょhhh

充実した楽しい⼀⽇ヾ(≧∇≦*)ゝ引き続き元気モリモリです〜（私は⿊くなったそうですhhどうやらしっかりと保養しないといけないようですwwうーん︕）
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奈良の旅ww

2016.02.12

今⽇は奈良1⽇旅⾏でしたww  たくさんの⼩⿅(///ω///)めっちゃかわいいめちゃかわいい︕かれらはずっと私の服を噛んでいましたww それでもやっぱりかわいいヾ
(≧∇≦*)ゝ抱いて持って帰りたいhhh

それから寺院に写経をしに⾏きました  私は筆字が特に下⼿ですw  ずっととぎれとぎれな字でした 後になって、このような場合は墨汁に⽔を少し加えるとよい事を知りまし
たww  最後に願いを書くところに 私は2つ書きました(〃'▽'〃) 実現できますようにww

夜みんなで遊びに⾏きました  帰って来てからウサギちゃんと寝ました  動画のスクリーンショットを1枚撮りましたw 可⼉はとてもあたたかい感じで好きだと⾔っています
(///ω///)

今⽇はとても楽しかった 引き続き頑張ります︕ヾ(≧∇≦*)ゝ
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⼩籠包ww

2016.02.14

今⽇は朝9時過ぎに起きましたww    全員が中国⼈のお店に中華料理を⾷べに⾏きましたww   懐かしい⼩⿓包を⾷べれました(〃'▽'〃) めっちゃおいしかった︕ 

それからペンやノートなどを買いに⾏きました   中国よりもずっと⾼い(•´ ₃ •`)びっくりしましたhhh    ⾯⽩い鉛筆*/ω＼*)  ガチャガチャのうさぎちゃん、めっちゃかわいい
www

夜はずっと本を読んでいました   数学に打ち込んでました*/ω＼*)頑張って勉強し始めないといけませんw

明⽇も元気モリモリヾ(≧∇≦*)ゝ
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Seventeen

2016.02.17

昨⽇は私の旧暦誕⽣⽇でしたww  中国のお⺟さんとウサギちゃんからは、お誕⽣⽇メッセージがww

この何⽇間はずっと勉強していて  ⾦曜⽇からはテストですよww物理と数学はちょっと分からないなあhhh

あっという間に１７歳になりましたw これからはもっと前向きにもっと頑張らなきゃ  もっと責任感を持たなきゃいけないんですねヾ(≧∇≦*)ゝ

そういえば、私のビデオはまだですか、この何⽇間はずっと待っているんでww   気になります︕ガッコよく撮ってくれるようにhhh

これからも頑張ろう︕
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テストwww

2016.02.19

今⽇はテストの初⽇ですww   物理、家庭と英語をやりました

昨⽇は⾃転⾞に乗ってて転けました   膝も⼿のひらも⾎がいっぱい出てきて  いまは絆創膏を貼っています  しばらくは⾃転⾞に乗りませんよw

⼀枚の絵
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悲惨な運命の左⼿w

2016.02.20

おととい転んでから  左⼿がずっと痛かった(Ｔ▽Ｔ) 脱⾅しているのか、⾻折しているのかわかりません  さらに痛くなると恐らく病院にいかなければなりません╥﹏╥病院
に⾏きたくない…早くよくならないかな(Ｔ▽Ｔ)

幸い右⼿ではありませんwさもなくば字も書けないです

⼿が早くよくなりますように(〃'▽'〃)聞くところによると動画がアップされるそうですww とってもドキドキ︕（そう、実は私はとても恥ずかしがり屋です。ただ某兔が⾒た
いみたいと⼤声で騒いでいます。 これで彼⼥も満⾜するでしょう）

みんな応援してくださいyooo〜ヽ(´･ω･`)､
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ホストファミリーに少し⾔いたいことw

2016.02.20

ここに来てから最初からずっと、とても楽しいですww

みんなと⼀緒に住むことができて、交流して、付き合うことができて、本当にとてもいい縁に恵まれましたww

たぶん私は⽐較的恥ずかしがりやで、うまく説明できないのですが、私の思いとしては、今の⽣活がとても好きです︕4ヵ⽉余りで離れると思うと、やはり名残惜しくて、涙が
でてしまいそうです。

中国にはまだとても⼤事な⼈がいますが、私達は毎⽇⽇常の出来事を話しているし、あちらでは私に帰るように催促することもないし、私の⽇本での⽣活を応援してくれていま
す( ´･ᴗ･` )

だから、私はここが好きで、ホストファミリーが好きで、ホストファミリーのお⽗さんとお⺟さん、兄弟姉妹が⼤好きです︕
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誕⽣⽇〜

2016.02.24

今⽇は私の17歳の誕⽣⽇です〜学校でたくさんの祝福をうけました〜

おととい、家族と⼀緒に⽕鍋を⾷べに⾏ってお祝いしました〜さらにたくさんのプレゼントまでもらいました。〜

本当にとてもうれしかった❤  ⽇本にいますが、たくさんの愛を感じることができましたw

みんなありがとう❤ 
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髪をきりましたwwwwwwww

2016.02.26

みんなが髪が短い⽅が元気にみえるというのでwwwまた切りました

お⺟さんが切ってくれましたwww両側の髪がない⽅がいいでしょうwww

テストが終わりましたw英語は⼀番をとりました

 でも更に努⼒しますw

引き続き頑張ります〜
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楽しい⼀⽇wwww

2016.02.29

これは昨⽇書いたものですヽ(´･ω･`)､

2.28

   今⽇はとてもおもしろいことがありました〜

   お⺟さんに⼿伝って妹はマフラーを編んで、終わり（中国語での専⾨⽤語は「収針」と⾔います）はどうすればいいかわからないから、お⺟さんは兎ちゃんに教えてもらうよ
うに頼んできました。そこで兎ちゃんはビデオ教材を録画してくれましたが、最⼤20秒しか録画できないアプリを使っていたから、三回に分けて録画して、そしてビデオ編集
アプリで繋げました…ちょうど終わったところにお⺟さんは戻ってきました。兎ちゃんはビデオ電話で教えたほうがいいと⾔ってくれて、そして三⼈でビデオ電話を始めました
〜

  兎ちゃんは真剣に教えてくれて、そもそもそんなに難しくもないから、お⺟さんはすぐに分かりました。私はずっと通訳していて、ふっと不思議だなあと思いました〜そして
なんとなく嬉しくなって、兎ちゃんがすごいなあ〜と。

   9⽉中旬頃、私は⽇本に来てまだそんなに経っていない時、だんだんと寒くなりつつ、兎ちゃんは⼀晩をかけてマフラーを編んでくれました。寝たのは朝の4時だったです。
そしてすぐに送ってきてくれて、私は出かける時にそのマフラーをかけていました〜⾃転⾞に乗る時は⾵が強いけど、マフラーのおかげでちっとも寒さを感じなかったです
(≧▽≦) 兎ちゃんに⾔ったら彼⼥も喜んでくれました。彼⼥は毎⽇勉強頑張ってねと励ましてくれて、私も頑張り続けています (///ω///)

    後は、（中国の）お⺟さんに出した年賀状は届きました。それは私の⼿作りですよ〜可愛いでしょう︖私はめったにあんなにまともに字を書かないものですよ︕でも兎ちゃ
んに出した年賀状はまだのようです。彼⼥は周に何回も守衛室へ⾒に⾏きますが、どうしてそんなに気が急くかは分からないなあwww

  （⼀枚⽬の写真は兎ちゃんが編んでくれた灰⽩⾊のマフラーで、ふわふわして暖かいです。この⾊は柔らかくて私に似合うと彼⼥は⾔っていますww）
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兎ちゃんへの年賀状

2016.02.29

   兎ちゃんに届いたよ〜写真を撮ってきてくれました〜

   きれいでしょう〜真⾯⽬に作ったもの    ハッピー2016
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この⽇記を読むと美しい桃の花が⾒れます〜

2016.03.04

  昨⽇は全校球技⼤会でした  私達のクラスは決勝戦まで残りましたww  最後は勝てませんでしたが、みんなが楽しめたので良かったです〜 私も全⼒を尽くしました  たくさ
んの収穫がありましたwww(*≧▽≦) 勝ち負けよりも過程が重要なのです〜( ´･ᴗ･` )  

   兎ちゃんの学校の桃の花が咲きました。中国の今年の春⼀番の桃の花〜兎ちゃんはたくさんの写真を撮りましたが、5枚しかアップできないので、これらを選びました
(｡ʼ▽ʼ｡)♡みんなの新しい1年が友達とよい付き合いをできますように。⼈気がでますように〜これも”愛情運”、友達の愛情運〜 

   今度彼⼥を連れて⽇本に桜を⾒にきますwww

欧⼦萌さんの⽇記



 



季節ww

2016.03.04

  1枚⽬の写真は昨⽇の球技⼤会のものですww、昨⽇は⼤量の本を持って帰ったし、今⽇は⼤掃除なのですべてのものを空にしておかなければならなかったので、ww⼿が筋⾁
痛hhh

  ⾃転⾞に乗って放課後にあの⼩さい林を通りました  去年の紅葉はすでになくなってましたw春が近付いているんですねww

欧⼦萌さんの⽇記



 



週末は楽しかったwww

2016.03.05

    今⽇は⼦⿓さんの卓球試合を観戦しましたww  ⼦⿓さんはすごかったですhhh

    午後はスピーチを⾒て、  そして家に帰りました〜

    深センは最近はいいお天気だそうですyooo   毎⽇18度から25度くらいで、  空は⻘いそうです  ww

欧⼦萌さんの⽇記





⼀⼈前の男になりたいですwww

2016.03.26

  今朝うっかりしていて部屋で泣いているのを、お⺟さんに⾒られました(Ｔ▽Ｔ)泣いているのを⾒られたのはこれで何回⽬かは覚えていませんが、どうしてまだ⼦供のような
のかを考えましたwww

   ホストファミリーでの⽣活が楽しくないのではないかと⼼配したようで、お⺟さんがちょっと話を聞きに来ました。実はそうではなくて、私はとても楽しいです〜たまに⼦⿓
に⽂句を⾔われたりしますが、気にせず、みんなと⼀緒に楽しくいられるのが⼀番⼤事だといつも⾃分に注意しています︕(≧∀≦)

   これからはすぐ泣いてしまうことがないようになりたいです〜⼀⼈前の男になりたいです(•`⌄•´)しかし⼤⼈の男になりたい⾃分も、年⻑者から気にかけてもらいたいです。
時々⼝でうまく表現できないのですが。ww  ああ、魂の⼀部になったようで、この癖を直すのは本当に難しいです。例えば、SNSで⼈のメッセージに返事しないとか…本当は
どう返事したらいいか分からない、⼝でうまく⾔えなくて、どう返事してもよくないと感じてしまいます (Ｔ▽Ｔ)たぶん私はやるべきことはやれるが、⼝下⼿タイプな⼈でし
ょう〜世界にこのような⼈はたくさんいるので、このような⾃分が嫌いではありません。またもっとよくできるように、すこしずつ直していきます︕

    頑張ります〜（ついでにグルメ写真を2枚アップします、たぶん先週⾷べたものです
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饭⼭夏令营〜

2016.04.01

这次春假和家⾥的boy和妈妈⼀起去参加了在饭⼭的夏令营w

⼤家相处的很融洽w 我负责照顾同⼀房间的三个⼩孩⼦（都是⼩学⽣，还挺⿇烦的hhh） 

⼤家⼀起在雪⾥打雪仗w 做冰淇淋w 参观以前村⺠住的地⽅w

篝⽕晚会w 晚上再打uno  舒适的⽣活w

欧⼦萌さんの⽇記
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