
初次见⾯

2015.09.03

今天是第⼀次写⽇记，我会加油的。

请多多关照

 

劉昕恬さんの⽇記



タイトルだけみても⽇記の内容がわからないですよ

2015.09.06

2015年9⽉6⽇ ⽇曜⽇ ⾬

   今⽇はホームステイ先に来て2⽇⽬。昨⽇夜に近い時間にやっと着いて、荷物を整理して、両親とチャットして、本当にゆっくりできた時にはもう寝る時間でした、なので⽇
記を書けませんでした。今⽇昨⽇の分もいっしょに書いてしまいます︕

   ホームステイ先の両親は本当にとてもやさしい⼈で、⽇本のお⺟さんは私が来⽇して間もないので、慣れないだろうと⼼配して、できるだけ中国語で私に家の状況を説明して
くれました、⽇本のお⽗さんもとても優しくて、親切で、退職して家にいるのですが、よくボランティア活動に参加しています。

   私ホームステイ先の⻑野はそんなに⼤きくない都市で、周りには⾼いビルもなくて、どの家もほとんど⼀軒家で、今のところマンションに住んでいる⼈に会っていないです。
これは私の郷⾥ととても違っていて、私の郷⾥洛陽はほとんどマンションで、おそらく⼈が多いからだと思いますが、ふだんの⽣活リズムもとても速いです。⻑野は違ってい
て、⽣活リズムはそんなに速くなくて、⼈々もとてものんびりしています。

   今⽇の午後、⽇本のお⺟さんは近くの⽣活⽤品を売っているスーパーに連れて⾏ってくれて、弁当袋とスリッパを買ってくれました。⽇本⼈は新しいところに引越して⻑期で
⽣活するときにはまず隣近所に挨拶に⾏くということを教えてくれました、もし挨拶もせずに住むととても失礼だとのことです。だから私達は明⽇隣近所に挨拶に⾏く時の菓⼦
折りも買いました。

   明⽇はとても忙しい1⽇になるでしょう、朝起きて市役所に⾏って私の在留⼿続きをし、銀⾏に⼝座開設をしに⾏きます。続いて学校に⾏きます。私は⼼中とても緊張して、
初めて先⽣や同級⽣と会う時には良い印象を残さなければならないと思うし、その上学校では純粋な⽇本語の環境です、だから私は⽇本語のレベルを⾼めるよう努⼒しなければ
ならないです。

   では、今⽇はここまでにしておきます、続いて明⽇の準備をしないといけません。それに⽇本のお⺟さんは私に彼⼥たちの郷⾥の内モンゴルの伝統料理を⼣⾷にしてくれると
⾔ってくれてます。うん、とっても楽しみです。

   それではおやすみなさい、また明⽇会いましょう（できるだけね）
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困難に出会った時は笑えばいいの、笑ってね

2015.09.07

2015年9⽉7⽇  ⽉曜⽇ ⾬

    今⽇は初登校の⽇です︕

    朝はおかあさんに連れられて、各種⼿続きを済ませた後、現地⽇中交流センターの先⽣⽅へ挨拶に⾏きました。最初にこのプロジェクトを紹介してくれたのはここの先⽣⽅
だとおかあさんは教えてくれました。先⽣⽅はみんなとても優しくて、昆劇の⼊場券と中国について書かれた雑誌をくれました、本当にありがたく思っています︕

    それから私たちは学校に⾏きました。

    ここの学校は中国のとはさすがに違いますね。⼀番最初にそう感じたのは、教室に⼊る前にスリッパに履き替えることで、学校ではみんなスリッパのままで授業を受けま
す。最初はちょっと慣れないですが、そのうち慣れますね。

    私はクラスに⼊ったら、先に⾃⼰紹介をしました。そしてお⼟産として持ってきた中国結びをみなさんに渡しました。みんなはとても親切で、お昼を奢ってくれたり、学校
の状況を紹介してくれたり、聞き取れない時にゆっくりと話してくれました。……

    だけど、午後の授業に⼊ったら、本格的な困難がやってきました。̶̶

    まずは地理です。最初は地質の成分の話のようだが、私は聞き取れませんでした︔そしてプレート運動の話になって、私はやはり聞き取れませんでした。︔そして、だんだ
んと、何の話なのかもわからなくなってしまいました。その次は古典⽂学です。名前だけを聞いてもうがっくりです︓現代⽇本語すらうまくできてないのに、古⽂かよ︖やっぱ
り、さっぱりわからなかった、結局、わかったのは先⽣が翻訳した部分だけはなんとかわかりました。

    絶望的な気持ちになりました。けど、授業後に、彼たちも聞いてわからないとクラスメートたちに⾔ってくれました。……おそらく私を慰めているのでしょうが、気持ちは
だいぶ楽になりました。始まったばかりですし、慣れないのもおかしくないですね。困難に出会ったら笑えばいい、笑ってから続けて前に進もう。

    来週はまさか試験ですよ、私は今はさすがに笑えませんよ、勉強します……

    それじゃおやすみ。

 

劉昕恬さんの⽇記



友達のいない⼈⽣はわさびの⼊っていないお寿司のように

2015.09.09

2015年9⽉9⽇  ⽔曜⽇  ⾬の後晴れ

    今⽇は新しい友達たちについて書きましょう。

    学校に⾏く前に、私はちょっと不安でした。相⼿にしてくれる⼈がいないではないか、友達ができないではないか、という不安でした。だからみんなの前で⾃⼰紹介した時
は、緊張してたまらなかったです。けれど、予想に反して、みんなは⾮常に親切でして、初⽇のお昼は⼀緒にお弁当を⾷べるように誘ってくれました。みんなニコニコして質問
してきたり、学校の情報を紹介してくれたりしてくれました。しかも、私は話すのが遅いことにちっとも気にせず落ち着いて聞いてくれて、話す時は私が聞き取れるようスピー
ドを落として気を遣ってくれました。

    このままではみんなに迷惑をかけてしまいそうな気がして、今⽇は⼀緒に帰る桜⼦さんにその不安を打ち明けましたが、彼⼥の⼝から、「みんなは⼤変喜んで説明してくれ
てますよ」、そして「⽇本語で何かわからないことがあれば、遠慮なく聞いて」と聞いた時、本当にすごく感動しました。

    クラスメートに助けてもらって、世話をしてくれてるからこそ、私の学校⽣活はこうやって順調に運んできました。みなさん、本当にありがとうございます。みなさんと友
達になれて本当に幸運です。。

    これからの⼀年間で、より多くの⼈と友達になって、助け合って、⼀緒に成⻑していきたいと願っています。

    では、今⽇はここまでです。おやすみ
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⼀つよりは⼆つ、⼀⼈よりは⼆⼈

2015.09.11

2015年9⽉10⽇  ⽊曜⽇  晴れのち⾬

（昨⽇書いた分ですが、遅かったからアップしませんでした。）

    まず、先⽣のみんなに、教師の⽇、おめでとう︕

    今⽇は、⽇本で初めての体育授業を体験しました。午後になって曇ってきましたので、体育館での授業になりました。

    今⽇の授業の内容は、⼆対⼆で卓球を練習します。ウォーミングアップしてから、みんなはそれぞれペアと相⼿を決めて、うきうきして“戦い”に臨もうとしました。私は⼩
さい時に卓球をやったことはあるけど、もう数年もやってないから、きっとずいぶん下⼿になったでしょう。

    私は緊張していて、向こうから⾶んでくる⽟を⾒つめて、唾を飲み込んで、注意深く⼿を伸ばした̶̶あ︕⽟を受けました︕けど、⼒を⼊れすぎて、アウトだった。ペアの
⼦は⼤丈夫よと慰めてくれましたが、申し訳ない気分でした。次からはしっかりしないと、と思いました。

    ペアと私との共同努⼒で、１セット⽬は完敗でした。

    ２セット⽬に⼊って、位置を交換しました。今回は⼆⼈のチームワークは明らかによくなってきました。前回失敗した経験のおかげで、技術的なミスもずいぶん減りまし
た。それで、私たちの協⼼戮⼒で、ようやく１セット挽回しました。私たちは嬉しく⼿を叩き合った、汗が床に落ちて眩しく光りを反射してる

    今回の試合から、⽇本⼈はとても団体意識を持っていることがわかりました。私のミスが多くても、ペアは私が⾜を引っ張ったと嫌味をちっとも⾔わずに、逆に慰めてくれ
たり励ましてくれたりして、ともにチームワークを遂げ、ともに進歩していき、最後に勝利に辿りついたのです。失敗も少なくはありませんが、友達とのチームワークから得ら
れた喜び、そして私たちのますます深くなっていく絆は、⾃分⼀⼈で何回成功しても換えられないものです。

    今後は、そういった団体意識を学んでいって、みんなと⼀緒に上達していこう。

    それではみなさん、おやすみ
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散歩するには適切な速度を維持すること

2015.09.13

2015年9⽉13⽇  ⽇曜⽇  晴れ

    今⽇はぐっすり８時まで寝ていました。起きたらお⽗さんとしばらくおしゃべりして、ご飯を⾷べたらもう11時近くになりました。

  &; 午後に、お⽗さんは近くの公園へ散歩に連れていってくれると⾔ってくれました。ずっと近くをうろうろしたかった私は、喜んで頷きました。

    公園に向かう途中に、お⽗さんは私にnbspこの辺りのことを紹介したり、昔バスを間違えた⼩話を話したりして、あっという間に公園にたどり着きました。ここの⾵景はと
ても良くて、⼤きな坂があります。隣の⼩道で⽝を連れて散歩する⼈がいて、芝⽣でピクニックしている家族がいて、⽇曜⽇を利⽤して家族三⼈で気分転換に来てる⼈も多かっ
たです。芝⽣では⼦供たちが⾛りまくって、緩やかな⾵に吹かれて、⽊の葉はシャキシャキと⾳を⽴てています。私は深呼吸をして、⾃然の素敵さを楽しんでいました。

    ここは、戦国時代は戦場だったとお⽗さんは教えてくれました。⼭形県と新潟県の侍はここで戦っていて、数⼗年も続いた戦いだったようです。近くに記念銅像もあって、
⾏ってみたら、その銅像は⽣き⽣きとした侍の戦いを表していて、私に歴史の雰囲気を感じさせてくれていました。ここの名に憧れ参拝、撮影しにくる⼈も多くて、本当に有名
ですね。

    公園にいた間に、お⽗さんは果物を売っているおばあちゃんとおしゃべりをして、⽇本⼈がどのように値切るかを⾒せられました。けど、お⽗さんはすごいですよ、５００
円で⼤きな梨を四つ買えただけでなく、おまけに⼤きなりんごを⼆つもらいました、感⼼しましたわ

    今回のような散歩は楽しかったです。公園は家に近いし、これから時間があるときに散歩にくると決めました、リラックス。。
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英語合宿は体験して初めてその魅⼒がわかります

2015.09.26

2015年9⽉21⽇ ⽉曜⽇ 晴れ

    今⽇までの3⽇間の英語合宿が終わりました。私たちはみな、修了証書を受け取り、次から次へと先⽣たちと記念写真を撮りました。 短い3⽇間で別れを惜しむようになると
は思いもしませんでした。この3⽇間、先⽣たちと⼀緒に学び、散歩し、英語を練習したことを思い起こし、名残惜しさが更に深まりました。

    ⼀⽇⽬、私たちはそれぞれの先⽣に会いました。私たちのMathew先⽣は初めて⻑野に来たそうです。会ったばかりの時に、⻑野に対して好感を抱いていると⾔っていまし
た。その後の質問タイムで私達は彼に対する理解が深まりました。たとえば彼はスコットランドから来たそうです︔奥さんは⽇本⼈で、9ヶ⽉の⼦供がいます︔彼は以前美術を
学んでいたそうで、普段は写真を撮るのが好きです。撮った息⼦の⾯⽩い写真を私たちに⾒せてくれました。彼のユーモアのある話で、私たちはだんだん緊張がほぐれてきて、
積極的に英語で先⽣と話をするようになりました。

   

   Mathew先⽣のた撮影技術がすばらしかったので、⼀⽇⽬の午後、⾯⽩い写真の撮り⽅の授業をわざわざ設けてくれました。先⽣はいろいろな道具を持って、私達にお⼿本を
みせてくれました。開始後、同級⽣達は各⾃チームを組んで、写真を撮り始めました。

   こちらは私が同級⽣と⼀緒に撮った写真です。

劉昕恬さんの⽇記



その⽇の午後は本当に楽しくて、同級⽣達も協⼒しあったことでとても仲良くなりました。

   翌⽇は湖を遊覧しました。岡⾕市の有名な諏訪湖は私達の泊まったホテルの近くにあります。湖を遊覧する際には、周囲の昆⾍、動物、交通機関などを観察して英語を使って
記録するという課題がありました。̶̶私と友達は絵のような湖畔の⾵景を散歩しながら、観察記録をとりました。

   途中、⼩さい児童公園があり、そこに⼤きい滑り台がありました。私はやってみたくてうずうずしましたが、公園にいるのはみんな⼦供なので、恥ずかしいと思いました。友
達の美利佳ちゃんがこれも⽇本での思い出だよ、と励ましてくれたので、私達は⼦供たちといっしょに滑り台を滑りました。本当に楽しい想い出になりました。

   最後に私達は湖畔の芝⽣の上でいっしょにお弁当を⾷べました。そよ⾵が頬をなでてとても気持ち良く、私達は理想について話しました。終わりたくない感じでした。

   3⽇⽬にはスピーチコンテストがあって、⼀⼈2分ぐらいの⾃分の理想の仕事についてのスピーチの原稿を準備しました。前⽇の夜、私達は⼀⽣懸命準備し、先⽣達もとても
丁寧に私達のあらゆる疑問を解消してくれました。こんな⾵にみんなでいっしょに努⼒するという感覚はとてもすばらしかったです。

   翌⽇でのスピーチでは私は最後の試合選ばれました。残念ながら、負けてしまいましたが。でも、私はまったく悲しくなかったです。先⽣たちが⾔うように、私たちみんなが
チャンピオンで、みんな努⼒して、たくさんのことを成果を得ました。我々は⾃分のことを誇りに思うべきです。

   今回の英語合宿は私にとって⽇本での忘れがたい想い出の⼀つとなりました。同級⽣と⼀緒に努⼒し、進歩した⽇々は、努⼒し前進し続けるための励みとなるでしょう。みん
なありがとう。

   おやすみなさい。



昆劇は居眠りしていない時にみるとやはり⾯⽩い

2015.09.26

2015年9⽉22⽇の ⽕曜⽇ 晴れ 

   私が⻑野に来たばかりの頃、お⺟さんと⼀緒に⽇中交流センターの先⽣に挨拶にいきました。その時、先⽣が昆劇のチケットをくれたので、今⽇、お⺟さんと⼀緒に観に⾏き
ました。

   ⼈は本当に多くて私達はわざわざ1時間早く⾏ったのに、⼊り⼝はすでに⻑蛇の列ができ始めていて、いい位置の席を最後に⼿に⼊れられて良かったです。（

   芝居は私が中国でも⾒たことがないもので、きちんと芝居を鑑賞したのはこれが初めてでした。今⽇演じられた演⽬は有名な《牡丹亭》で、あらすじをみて、私はこれが耽美
的なラブストーリだと知りました。そこで、役者達のすばらしい演技を楽しみにしていました。

   恐らく時間が悪かったのでしょう、午後1時半、彼らが歌っている時、私はずっと居眠りをしていて、話をしはじめてやっと⽬が覚めてきました。私は眠気を我慢して、⼀⽣
懸命聞いていると、さすが国家⼀級の役者、歌唱⼒は⾔うまでもありませんでした。私はやっと芝居の芸術的魅⼒がわかりました。

   今回観劇に来ていたのはほとんどが⽇本⼈で、私は昆劇の普及率と影響⼒に驚きました。中国⽂化の魅⼒は本当に⼤きいです。

   私は今後、中国⽂化への造詣を深め、しっかりと宣伝し、中国⽂化をいっそう発展させ、輝かしいものにしていこうと決⼼しました。

   開演中は撮影禁⽌だったので、終わる直前に急いで2枚を撮ることしかできませんでした
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運動公園に来たら運動しなきゃ

2015.09.26

2015年9⽉23⽇ ⽔曜⽇ 晴れ

   今⽇はシルバーウィークの最終⽇でした。お⽗さんは私を⻑野冬季オリンピックの開幕式が⾏われた場所に連れて⾏ってくれると⾔いました。

   そこに⾏く途中、お⽗さんはその場所が今では南⻑野運動公園という運動公園になっていることを教えてくれました。奇遇にも、⻑野冬季オリンピックの年と私が⽣まれた年
が同じでした。、、私はこれは何かの巡り合わせだと思いました。。

   開幕式の会場は今は野球場になっていました。⼊っていけないので、外から⾒るだけでした。でも、そばにある芝⽣や広場はとても⾒応えがありました。午後、ここはとても
賑やかになり、学⽣たちがバスケットをしたり、⼦供たちがゲームをしたり、バーベキューをする⼈がいたり……温かくて和やかな光景でした。

   でもさすがに運動公園で、名実ともに備わっていました。たくさんの⼈が運動しているのを⾒ることができました。芝⽣で⾛りながらバスケットをする⼈、テニスコートでテ
ニスをする⼈がいました。また、時々野球の打⾳が聞こえてきました。とても暑い午後でしたが、⼈々の情熱は少しも衰えていませんでした。
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絵を描くことで⼼が清められる

2015.09.26

2015年9⽉24⽇ ⽊曜⽇ 晴れ

   私はいいタイミングでこの学校にきました。2週⽬に期末テストがあったし、どのクラブも活動していませんでした。更に私をがっかりさせたのは、⼊りたいと思っていた新
劇部がすでに解散してしまっていたことです。

   聞くところによると3年⽣の先輩達が卒業してから、新劇部は2⼈だけになってしまい、活動ができなくなり、⾃然と解散することになったそうです。

   私は他の部を探すほかありませんでした。友達の桜⼦が彼⼥の所属する美術部もいいよ、と⾔い、⾒学に⾏こうと誘ってくれました。ちょうど私は絵に対してもとても興味が
あったので、OKしました。テストが終わって1⽇⽬に私は彼⼥について美術部に⾏きました。

   ここに着いてまず感じたのは部内の厳格な先輩後輩の関係で、私は桜⼦にわざわざ聞いたことがあり、彼⼥は2年⽣の先輩達と先⽣には必ず敬語を使わないといけないと⾔っ
ていました。そこで私も彼⼥を真似て先輩達と先⽣に挨拶をし、⾃⼰紹介をしました。

   今⽇はまったく筆を触りませんでした。。絵を描く前にまず、⾃分で画布にくぎを打たなければいけないので、私たちは夜ずっと釘を抜いたり打ったりしていて、忙しかった
です。とても⾯⽩くて、美術を学ぶ⼥⼦はみんな男勝りだなぁ、と思わず感⼼してしまいました。先輩達もみんなすごいです。絵の技術は⾔うまでもなく、みんなは⼀緒に座っ
て同級⽣の新作について議論したりもします。彼らのそれぞれの考えを聞いて、⾃分が初⼼者であると⼼から思いました。 ，でも頑張ります

   明⽇の部活が楽しみです。おやすみなさい。

劉昕恬さんの⽇記



⽇本での誕⽣⽇をこんなにも温かく過ごさせてくれて、みんなありがとう

2015.10.06

2015年9⽉28⽇  ⽉曜⽇ 晴れ

 

   今⽇は私の17歳の誕⽣⽇で、私が両親と郷⾥を遠く離れて⽇本で初めて過ごす誕⽣⽇です。 

   今⽇は⽉曜⽇なので、お⽗さんとお⺟さんは昨夜私を近くの寿司屋に連れて⾏ってくれて、前もってお祝いしてくれました。とってもおいしいお寿司というごちそうを⾷べ
て、とても感動しました。お⽗さんとお⺟さんがこんなにも良くしてくれるので、私は異国の地でも孤独を全く感じることがありません。

   翌⽇の朝、教室に⼊るとすぐに、同級⽣達が⼝をそろえてお誕⽣⽇おめでとう、とお祝いの⾔葉をかけてくれました。私は本当にうれしくて感動しました。彼らが覚えていて
くれるとは思いもしなかったです。その上、プレゼントまで準備してくれていました。 感動（泣）

   今⽇は⼀⽇中とても温かな気持ちでした。家に帰ると、交流センターの先⽣達が送ってくれた⼿紙が届いていました。しかし⼤きいのが1通あったので、興味津々で開けてみ
ると、なんと先⽣達からの誕⽣⽇プレゼントでした︕喜びで笑いが⽌まらず、先⽣達からのお祝いカードを何度も読み返しました。感動で胸がいっぱいになりました。中にはさ
らに来⽇歓迎会の時の集合写真が⼊っていて、またまた感動してしまいました。このような⼼のこもったプレゼントを準備してくれた先⽣⽅に感謝です︕

   夜に⾷事の時、お⺟さんが⽤意してくれた ケーキは⼝に⼊れると、⽢さが⼼まで届きました

   私にこのような温かい誕⽣⽇を過ごさせてくれて、みんなありがとう。⼤好きです

   おやすみなさい

劉昕恬さんの⽇記





⼈⽣とは選択の連続で、未来を考えるべきときです

2015.10.06

2015年10⽉2⽇の ⾦曜⽇ 晴れ

   私達は今まだ⼀年⽣ですが、みんなすでに⾃分の理想を持っているようです。

   昼休みは毎⽇、私達は各⾃の夢、あるいは将来の予定について話します。みんな、⾃分が将来どんな⼈になりたいか、はっきりとわかっています。実は前回の英語合宿の演説
⼤会の時にみんなはすでに⾃分の理想について簡単に語ったことがあります。今回の進路研修はまさに私たちに⾃分の未来を決める⼿助けとなる活動でした。

   3⽇間の進路研修は今⽇終わりました。1⽇⽬は1年⽣全員が体育館に⾏き、みんなで⼼を奮い⽴たせる講座を聞きました。聞き終わった後のみんなの⽬は⾚くなっていて、夢
を実現しようとひそかに⼼に決めていました。

   翌⽇は⼤学⼊試の問題の中でも⽐較的難しい項⽬、⼩論⽂の勉強でした。専⾨の先⽣の解説を聞いた後、みんな気持ちをはやらせつつ、⾃分の書く時間が来ると、⼀⼼不乱に
ペンを⾛らせていました。私は資料があまりわからなかったので 、初級のテーマ⽂しか書けませんでした。。私は本当に全⼒を尽くしました。結果がどうであれ、参加する
ことに意義がある、ですよね

   2⽇⽬の午後、全学年の学⽣全員がランダムにチーム分けして、⾃分で探し集めてきたニュースの資料をスクラップして⼀枚の⼤きな新聞を協⼒して作りました。⾯⽩い⾃⼰
紹介の後、3⼈の新しい友達ができました。みんなはとても頑張っていて、体育館の中もとてもにぎやかでした。私達のチームは負けず嫌いで、みんなもあれこれ知恵をだし
て、新聞をさらに良いものにしようと努⼒しました。

   3⽇⽬は⾃分が興味のある企業と⼤学に⾒学に⾏きました。私は何も知らないので。。先⽣の意⾒を聞いて第3コース̶̶CAINZと⾼崎経済⼤学を選びました。私は成功する
企業は必ずどの従業員も⾃分が会社の重要な位置にいると感じられる、独特の⾵格ある企業⽂化を備えていることに気付きました。このように団結ｓると会社をさらに発展させ
ることができます。私達はこのような企業⽂化に⼼を動かされ、将来ここで働きたいとまで話していました、、ここの仕事環境はとても楽しそうでした

 

  この会社は本当にすごくて、広告はすべて⾃分のアイデアで⾃分で撮影します、、感⼼しました

劉昕恬さんの⽇記



 

   ⾒識を広め、視野を広げ、みんなも⾃分の未来の道をどう進むかを更に確信しました。

   私達はもうすぐ2年⽣になります。⽂系と理系の科分けに直⾯します。⼈⽣は絶え間のない選択の連続です。でも、着実にゆっくりと⼀歩ずつ歩けば、選択なんて重要ではあ
りません。必ず夢を実現できます。みなさんが努⼒を通じて⾃分の理想を実現できますように。いっしょに頑張りましょう Fighting︕

   おやすみなさい



みんなありがとう

2015.11.10

2015年11⽉8⽇⽇曜⽇ ⾬のち晴れ

   今⽇は新しい家への引っ越しの⽇でした。私は早々に荷物を準備し、佐藤先⽣が⼀緒に新しいホストファミリーの家に⾏く為に来てくれるのを待っていました。私の⼼は期待
で胸がふくらむのと同時に緊張と不安でいっぱいでした。新しい家はどんな感じかな︖お⽗さんとお⺟さんはどんな⼈だろう︖未知の新⽣活への期待でいっぱいでした。

   朝、⼩⾬がぱらついていましたが、出発する頃には晴れていました。佐藤先⽣はこれも神様のおかげだよと⾔ってくれました。それを聞いてから、なんだかとてもほっとしま
した。神様、ありがとうございます

   道中、佐藤先⽣は私が緊張しないように、新しい家についてたくさん話してくれました。いろいろとたくさんのことを話してくれた先⽣に本当に感謝です。おかげで⼼の準備
ができて、そんなに緊張しませんでした。

   先⽣からお⽗さんは中国が好きで、中国語を勉強していて、お⺟さんと⼀緒に中国のたくさんの場所に⾏ったことがあり、私と交流することをとても楽しみにしてくれている
と聞きました。私もそれを聞いてからとても楽しみになりました。実際に会ってみると、お⽗さんとお⺟さんはとてもやさしいということがわかり、緊張感はまったくなくなり
ました。さらにたくさんおしゃべりをし、どうして⽇本に来たのか、といったことを聞かれました。お⽗さんとお⺟さんはもう結婚しているお兄さんとお姉さんも紹介してくれ
ました。彼らはどちらももうすぐ⼦供が⽣まれるそうで、今週⾦曜⽇に家に来るそうです。本当に楽しみです

   この2⽇間、お⽗さんと中国語について話しました。お⽗さんはとても頑張っていて、⼀⾔⼀⾔とても真⾯⽬に練習していて、こんなに真⾯⽬な精神にとても感⼼しました。
わたしもできるだけお⽗さんの中国語の勉強の⼿伝いをしたいと思います。

   私のことを気にかけてくださる交流センターの先⽣達に感謝します︕佐藤先⽣、引っ越しの⼿伝いをしてくれてありがとうございました︕また、お⽗さんお⺟さん、私を受け
⼊れてくれた上に、こんなにも良くしてくれてありがとうございます︕私も⾃分が出来ることをしっかりとしてみなさんへの感謝の気持ちを表したいと思います

   おやすみなさい

劉昕恬さんの⽇記



たとえ⾬でも休みの⽇の気持ちよさには影響されません

2015.11.15

2015年11⽉14⽇ ⼟曜⽇ ⾬

    新しい家に来て初めての休みの⽇、ずっとすごく楽しみにしてきました。忙しかった⼀週間は過ぎ、やっとゆっくりとリラックスできるので。

     昨夜はお姉さんと会って、沢⼭⾯⽩いお喋りをしました。なんだかお姉さんは格好いいなあと思います。しかもとても優しくしてくれて、嬉しいです お姉さんのお腹に⾚
ちゃんもいるのに、私が冬⽤のコートを買いたがってるとお⺟さんとお⽗さんはそう⾔ったら、連れて⾏くよとお姉さんは⾔ってくれました。本当にすごく感動しました。

    それで、翌⽇の昼ごろ、家族全員でそばを⾷べにいきました。信州そばはさすがに噂に違わず、、美味しかった そして、お姉さんは服を買いにお店に連れて⾏ってくれま
した。いいお店を選んでくれて、そこの服はきれいで安かったので、どのコートを買うか素早く決まりました、お姉さんも「早い」と⾔いました、、その後もお店でもう少しウ
ロウロして、スカーフとセーターも買いました。

    セーターの試着で試着室に⼊った時、靴を脱がなかったので、、店員さんに注意されましたけど、意味がわからなかったです。結局お姉さんに呼び出されて、ようやく試着
室に⼊るには靴を脱ぐ必要はあると分かりました。中国とは違いうので、全然気づかなかったの、、すみません

    服を買ってから、上⽥市のとても有名なショッピングセンターに⾏きました。少し前にドラえもんの展⽰会がここで開催されたそうですが、タイミングをはずして⾒れない
のは残念だなぁ

   そこで、お姉さんのおすすめのクレープを⾷べました。中国で⾷べたことがなくて、美味しかった、お姉さん、ありがとう。

   今⽇の晩ごはんはやはり⼤好きな焼き⾁でした。お⺟さんとお⽗さんとまた⾯⽩いお喋りをいっぱいして、本当によかった。

    せっかくの休みの⽇にずっと⾬でしたが、お⽗さん、お⺟さんそしてお姉さんは家族のように暖かくしてくれていますので、異国に居ても⾬による寒さはちっとも感じなか
ったです。皆さん、本当にありがとう

    今⽇は本当に楽しい⼀⽇でした、おやすみ

劉昕恬さんの⽇記



初めてのコンサートはもちろんランクの⾼いものでないとね

2015.11.29

2015年11⽉20⽇ ⾦曜⽇ 晴れ

    だいぶ前から、20⽇に⼆⼈ともが好きな歌⼿、⾼橋真梨⼦さんのコンサートがあるとお⽗さんとお⺟さんから聞きました。しかも⼀緒に⾒に⾏かないかと誘ってくれまし
た。私はコンサートに⾏ったことは⼀度もなく、中国にいたときそんなチャンスはなかったから。この⽬でスターを⾒て、コンサートの雰囲気を体験したいなあと実はずっと思
っています。

    私たちの予定は、駅で待ち合わせて、中華料理を⾷べにいくことです。お⽗さんお⺟さんによると、そのお店は本格的な中華料理で、上海出⾝のおばさんが経営しているそ
うです。お⽗さんお⺟さんはしょっちゅうそのおばさんとお喋りもしますので、今回は私がいるから、おばさんを紹介したいということでした。私もそのおばさんとお喋りでき
るのを楽しみにしていました。

    しかし、私たちが⾏った⽇に、おばさんはあいにく⽤事ができて上海に帰っていました。ちょっと残念ですが、また次も機会があるからとお⽗さんお⺟さんが⾔ってくれま
した。確かにそうねと開き直り、私は美味しい料理に夢中になりました

    さすがに本格的な味でした、特にマーポー⾖腐は、まさに中国で⾷べた味そのものでした。美味しすぎて写真を撮るのを忘れてしまって、ごめんね  でもラーメンの写真を
撮りましたよ。初めての⽇本式ラーメンで、お⽗さんに勧められたです。「３９ラーメン」と名付けられて、３９０円だったから。この名称って簡潔で直観的ですね。麺の味も
良かったし、安くて美味しい。

コンサートの話なのになにを⾷べ物ばかりペラペラ⾔って。。まあいいこれからは本題です==

    私たちは美味しい料理を満喫したあと、堂々とコンサートへの道に踏み出しました。同じ⽅向に向かう⼈は沢⼭居て、お⽗さんお⺟さんはその⼈はみんなコンサートに向か
ってるよと⾔われて、驚きました。すごい⼈気ですね。来る前にもちょっと予備知識を調べておきました。というのはクラスメートと⼀緒にグーグルで⾼橋真梨⼦さんのことを
検索してみました。とても有名な歌⼿だそうですが、ファンの年齢層は私たちとちょっと離れています。。だからかクラスメートみんな知らないわけ でも私はやはり楽しみ
にしています。スーパースターってどんな感じかな。。

    開始時間より早く着きましたが、外も中もすごい列が作られていました。座席指定でなければ⽴ったままでも⾒るんでしょうね。席をみつけて腰を掛けました。始まったら
撮影禁⽌ですので、始まる前に何枚かを撮っておきました，，

コンサートは最初から最後まで、まったく退屈さなんて感じなかったどころか、もっともっと⾒たい気分でいました。さすがにスーパースター、プロのコンサートで感⼼しまし
た。曲⽬の設計、舞台のライト、バンドの演奏みんな素晴らしかったです。観客全員は盛り上がってきて、みんなで歌ったり踊ったりしてすごくいい雰囲気でした。

    私はあまり詳しく知らないため、ほとんど落ち着いてそこに座ったままですが（……）、信じてください、⼼の中は本当にワクワクしていました

    コンサートの初体験は⾯⽩かったです。私は⾼橋真梨⼦さんのコンサートに⾏くと聞いたら、みんなは多かれ少なかれ驚いたり⼾惑ったりしていましたが……それはもしか
すると⾼橋真梨⼦さんのレベルが⾼すぎるからではないかと思います。初めてでこんなに「⾼いレベル」で、今後はどうしよう（笑）。

劉昕恬さんの⽇記



      今⽇はコンサートに連れて来てくれて、お⽗さんお⺟さんに⾮常に感謝しています。テストが近づいている時に、たまにリラックス出来て本当によかった、ありがとう
ね︕︕

    おやすみなさい



連休には連休らしく過ごさないとね

2015.11.29

2015年11⽉21⽇ ⼟曜⽇……⼟曜⽇だよ︕︕  晴れ

    今⽇は⼟曜⽇で，，，学校は補講があり︕︕なんだかまだ中国にいるような感じ 佐藤先⽣によると、⻑野県の⼈はみんな真⾯⽬に勉強していることは周知のようです。け
ど、、連休ですよ

    幸い、半⽇間だけです。私はお腹ペコペコ疲れ果てて（……）家に帰ったら、嬉しいことに、今⽇の昼ごはんはお好み焼きだ︕︕美味しいもんを⾒た瞬間、機嫌はすごくよ
くなりました。⼤阪焼きとかテレビ番組でしか⾒たことがなく、パソコンの前で主⼈公が⾷べている⾵景を⾒ると、羨ましくて超⾷べたい気持ち。。お⺟さんはそれも⼿作りで
きるなんて、すごすぎ

    そばに⽴ってやりたがっている私を⾒たら、やってみないとお⺟さんが聞いてくれました。あまり⾃信がありませんが、やはりフライ返しを⼿にとった。慎重に持ち上げ
て、ひっくり返す、あら、失敗だ。。もう⼀度ひっくり返す、また失敗だ、さらにひっくり返す、さらに失敗だ。。けれど、挫けず努⼒した結果、やっと成功しました︕︕

私があまりにものろのろ過ぎて、「専⾨家」のお⺟さんは作業を引き受け、座って⾷べてと私に⾔いました。初めてだからどう⾷べたらいいかはわからなかったが、どの調味料
を使ってもいい、どれくらい⼊れるかも好きなようにすればいいとお⽗さんに教えてもらいました。そして、その名前はそこからきたよ、⾃分の好みで⾷べると美味しいとお⺟
さんに説明してもらいました。

    なるほど、以前は変わった名前だなと思っていました。そういうことなんだ、⾯⽩い。

    結果はもちろん超美味しい︕美味しくて補講のことはもうすっかり忘れました。。。

夜はお兄さんとそのお嫁さんが来ました。お嫁さんは私と⼀番年齢が近かったから、沢⼭話しをして、楽しかったです。晩ごはんはお寿司で、材料はすべてテープルに並べら
れ、⾃分で作るんです。好きなもので作ればいいので、うん、⾯⽩くて美味しい

    晩ごはんの終わる頃に、もう⼀名のお客さんがやってきました。お兄さんのいとこ…お兄さんか弟さんかはわかりませんが、⾮常に⾯⽩い⼈です。家族みんなで沢⼭お喋り
して、あっという間に夜遅くなりました。賑やかな雰囲気で、本当の家族同⼠でお喋りしているように。お正⽉の時に「カニパーティー」があるとみんなから聞きました。その
時はさらに多くの⼈は集まるから、もっと賑やかだそうです。ちょっと緊張していますが、すごく楽しみにしています︕︕

劉昕恬さんの⽇記



    休みはいいなあ、連休が⼤好き

    おやすみなさい



友達が⻑野に来るからきっちり招待しないと

2015.11.29

2015年11⽉22⽇  ⽇曜⽇ 晴れ

    今⽇は、静岡の孔明熙さんが遊びに来てくれることになっています︕︕私は⾮常にワクワクしていて、仲間と会うのは久しぶりだし、みんなはどう過ごしているかも分から
ないし、いろいろ話したいこともあって、この⼀週間ずっとどこに遊びに⾏くかについて話し合っていました。結論という結論は得られなかったけど。。

    彼⼥のホストファミリーのお⽗さんお⺟さんは結婚式に参加するため⻑野に来ますが、彼⼥は親戚ではないから参加できないわけです。佐藤先⽣から話を聞いて、すぐに承
諾しました。

    私はまずホテルへ迎えに⾏きました。そして私たちは⼤きなハグをした。本当にずいぶん会ってなかったんです。

    私たちは歩きながらお喋りをしていました。⾯⽩そうなところを⾒かけたら、⼊ってみます。私たちは各⾃の⽣活、学校⽣活や家庭⽣活について話し、、共通の趣味やアニ
メなどなども話し。。久しぶりにこんなに思う存分に中国語をしゃべったからかな、私たちの話しは途絶えることはなかったです。

    彼⼥を⻑野で有名な善光寺に連れていきました。うちの学校から近いから、私は毎⽇のようにそこを通っています。

    景⾊はそこそこ、お喋りは沢⼭。最後に家に帰るときになって、とても名残惜しくて また今度会えるのは、何ヶ⽉か後になるから。みんな⼀⼈で⽇本にやってきて、苦楽
をともにしてきたと⾔えるでしょう。そもそもは難しいと思われる異国での⽣活も、みんながいるから寂しさも減りました。私たちは戦友です、⼀緒に戦っています。⽣活に出
会う困難に勝つため。私たちは離れていても、⼼はいつでも繋がっているから、⼼連⼼

     楽しい⼀⽇をともにしてくれて、ありがとう、孔明熙さん~２⽉の中間研修を楽しみにしています、みんなと会うのを楽しみにしています︕︕

    おやすみなさい

劉昕恬さんの⽇記



花⽕⼤会は⼈が多いことを除けばアニメと⼀緒ですね

2015.11.29

2015年11⽉23⽇  ⽉曜⽇ 晴れ

    前は、冬にも花⽕⼤会があるとは知らなかったです。アニメではみんな夏の花⽕⼤会だったから、冬のはどう違うのかな。。

    お⽗さんお⺟さんは今⽇は⾬になるかもしれないと⾔いました。⾬だったら⾏けなくないと。けど、私は運が良かったね、今⽇はまさに⾬が降らなかった︕︕神様は味⽅で
すね

    電⾞を降りておにぎりを買って、後で⾒ながら⾷べようと。駅を出たらすぐ賑やかな雰囲気が漂っています。⼤会の場所よりはすこし離れていますが、道には⼈いっぱい
で、明らかに花⽕⼤会に向かっています。

    道端に標識が貼られ、誘導している⼈もいると気づいて、さらに専⽤バスも⾒かけました。⼤掛かりですね、今回の花⽕⼤会はきっと楽しいでしょう。

    ⼤会の場所に着いて、どこに座るかを⾒つけてから、お⺟さんは場所取りにそこに残ると⾔ってくれて、お⽗さんに連れられて屋台へウロウロしにいきました。さすがに⼈
が多かった。たこ焼きとかを買ってさっさと戻りました。座って⾷べながら待っていました。

    花⽕って本当にきれいです。あんなに⼤きなのは初めてみたんです。幸い、⾒るのに夢中になって写真を撮るのを忘れてはいませんよ。。

タイトルは嘘です、アニメよりははるかいにきれいです。

    みんなは⽬の前の美景に惹かれ、思わず感嘆の声が漏れてしまいます。多くの新型花⽕も現れました。最も⾯⽩かったのは⼦供のためにデザインされた「妖怪花⽕」です。
可愛らしい妖怪の顔を⾒て、⼤⼈でさえ笑ってしまいます。

    冬の花⽕⼤会は夏のものに劣ることは全然ありません、現実の花⽕⼤会もアニメのものに劣ることは全然ありません。

    花⽕⼤会に連れて⾔ってくれて、お⽗さんお⺟さんありがとう︕︕今度は夏のも⾒てみたいです︕︕

   おやすみなさい

劉昕恬さんの⽇記



堺雅⼈に会いました︕︕

2016.01.17

2016年1⽉17⽇  ⽇曜⽇  晴れ

    今⽇は本当に記念すべき⽇です︕まさに⼤好きなアイドル堺雅⼈に会えました︕︕

    堺雅⼈が最近新しく出演しているテレビドラマ「真⽥丸」の背景は⻑野県の上⽥市で、私はちょうどここに来て暮らしていて本当にラッキーなことです。実は以前も上⽥で
のイベントに彼は何度も来ていたらしいですが、私は会うことができなかったんです。今⽇のことも、正直、堺雅⼈が来るとは知らなかったです。ただ午前中にお⺟さんとお⽗
さんと⼀緒に親戚のところへ⾏って、たまたま話の中から、今⽇は上⽥公園の「真⽥丸」会館の開幕だと知りました。しかも堺雅⼈がゲストとして出席するって︕

    でもそれはもうそろそろ終わる時間なので、⼊って⾒ることはできないでしょう。そこでお⽗さんとお⺟さんは遠くからちらっと眺めるだけでもいいと、私を上⽥公園まで
連れて⾏ってくれました。相当待ちましたが、なかなか出てこなかったです。でも会館の裏から騒ぎ出す⾳が聞こえてきて、慌ててそっちに⾏ってみたら、やはり堺雅⼈が出て
きました︕が、もう⾞の中に乗り込んでいて、カーテンも閉まったので、⼀番前までなんとか⾏けましたが何も⾒えないです。私はちょっとがっかりしましたが、お⺟さんは彼
は多分直接上⽥駅から新幹線に乗ると⾏ってくれましたから、再び希望が燃えました。私たち⼩⾛りで⾞に駆けつけて上⽥駅に向かって出発しました。

    駅まで⼀つの交差点離れたところで、ふっと道端に⽌まっているのはまさかさっきの堺雅⼈が乗り込んでいた⾞じゃないか︖︕と気付きました。さっき写真を撮ったから、
ナンバーをはっきり覚えています。慌てて⾞から降りて⾒ましたが、⾞には誰もおらず、周りもなんの気配はなかったです。そして上⽥駅に⾏ってみました、駅にもいなかった
です。そこでお⽗さんはたぶん途中にどこかに⾏ったかもしれないと⾔いました。今の時間は乗れる新幹線はないようで、さっきの⾞には運転⼿さんが待っていたから。ではさ
っきの⾞のところに戻って運転⼿さんに聞いて何か分かるかなと思って戻りました。

    けど、運転⼿のおじさんはとてもクールで、⼆回質問してようやく「⾔えない」⼿振りを⾒せました。お⺟さんはそれだけですぐ分かりました、きっと中に居る、でなけれ
ばこんなに⽤⼼深そうにしないと⾔いました。私は「あ」と納得しました。そこで⾞はあるホテルの前に⽌まっていると気付きました。もしかしたらここは堺雅⼈が泊まったホ
テル︖私たちは道端で待つことにしました。何分間で担当の者らしい⼈が出てきて、私たちに会釈してくれて、荷物を⾞に積んでからまた⼊って⾏きましたから、訊けなかった
です。もうしばらくしたら、もう⼀⼈が出てきました、どうやら堺雅⼈のマネージャーのようです。彼は出てきたら⾞の前に待っていたから、お⺟さんは私を連れて近づいて声
をかけてみました。訊いても答えてもらえないと思いましたが、マネージャーさんは隠れずにこれが堺雅⼈の⾞で、ちょっとしたら出て来ると教えてくれました︕

    それを聞いて私はもうとても興奮してきて、携帯を構えて写真を撮ろうとしましたが、マネージャーさんは写真を撮らないようにと⾔いましたから、はいと答えながら携帯
をしまいました。お⺟さんは彼とさらに話をして、私は中国から来ていて、堺雅⼈のことが⼤好きで、会えて本当に良かったと⾔いました。写真や握⼿は出来なくても、近くて
会えるだけでもう⼗分に嬉しいことですと。

    もうしばらくしたら、さっきの⼈が出てきました、しかも彼の後ろについて歩いてきているのは堺雅⼈です︕︕私は夢でも⾒ているような気分で、踏み出して近づくことが
なかなかできなかったですが、堺雅⼈は私のことを気づいたらしく、マネージャーは彼に私が中国から来ていると紹介してくれました。そこで堺雅⼈のほうから握⼿してきまし
た、私は驚いて慌てて⼿を出しました、、もう⼿を洗いたくないですわ

    彼本⼈はとても優しいです。マネージャーの紹介を聞いて話しかけてくれました、しかも中国語で「ありがとう」と⾔ってくれて、頑張ってって⾔ってくれました。その時
は私はしどろもどろで、ひたすらお辞儀をして御礼を⾔って、幸い最後に彼に「応援しているよ」と伝えられました。

    会う時間はとても短かったですが、このような「⼀対⼀」の対⾯は本当に夢みたいです。ちょうど周りは誰もいなかったから、本当にラッキーです。堺雅⼈は⾞に乗ってか
らも⼿を振ってくれました、私も⾶び上がるほどの⼒いっぱいで⼿を振っていました。。⾞が遠く⾏ってしまっても、私たちはまだまだ興奮していました。こんなに素晴らしい
「新年プレゼント」って思いもしなかったです︕︕

    家に帰る途中にさっそくそのことを教えてくれたお姉さんに御礼の電話を⼊れました、、こんなに偶然なことは、縁ですね︕︕

    写真は撮れなくて残念でしたが、堺雅⼈ニコニコして話してくれた顔はもう頭に焼き付きました︕︕みんなは雅⼈の⾞だけを⾒るしかないですねハハハ

劉昕恬さんの⽇記





「三ヶ⽉ありがとうございました︕」「これからよろしくお願いします︕」

2016.01.31

2016年1⽉31⽇  ⽇曜⽇  晴れ

    今⽇は新しいお家に引っ越す⽇です。引越し先は同じクラスのクラスメートであるハンナさんのお家です。知らされて早々と⽀度をしていました。

    あっという間に三ヶ⽉間のホームステイは終わってしまいました。困難にぶつかったこともありましたが、やはり楽しいことは多いです。お⽗さんとお⺟さんは私のことを
本当に⾃分の娘のように扱ってくれて、⾔葉で表しきれないほど⼼の中は感謝でいっぱいです。その恩情にどう返せばいいか本当にわからないですが、今後⽇本に来る機会さえ
あれば、必ず会いに⾏きます。お⽗さんもお⺟さんも⾝体を⼤事にしてほしいです。お⽗さんとお⺟さんを連れて洛陽をいろいろ回ろうと約束していますよ︕

    昨⽇はみんなが送別会を開いてくれて、⼀緒に焼き⾁を⾷べました。お兄さんもお姉さんも⾒送りに来てくれて、本当に感動しました。お⺟さんはケーキを⽤意してくれま
した︕とても美味しいです、お⺟さんありがとう︕みんなが家族のように⾯倒を⾒てくれていたから、異国に居る私も寒さや寂しさをちっとも感じませんでした。

    三ヶ⽉という短い時間ですが、お⽗さんお⺟さんは出来る限りにやったことのない体験をさせてくれました

︓⼀緒にボーリングをしたり、花⽕を⾒たり、たこ焼きを作ったりして、⽇本での初めての新年も迎えました。とても楽しかったです。ここは私の第⼆の家のように私を暖めて
くれました。お⽗さん、お⺟さん、本当にありがとう︕帰る際に、プレゼントも渡されました︕さらに申し訳ない気持が広がり、この⼼遣いにどう報いればいいのだろうと思い
ました。お⽗さんがくれたのはとても貴重なアルバムで、中に私たちのこの三ヶ⽉が記録されていて、⼀枚⼀枚お⽗さんが⾃ら撮って、選んで、そして製本したものです。⼀枚
⼀枚のページに思い出いっぱいが詰まっていて、本当に⼀番貴重なプレゼントです︕

劉昕恬さんの⽇記



    お⺟さんがくれたのは⼿書きの⼿紙です。中には私たちの思い出がたくさん書かれてあって、お⺟さんは私への期待も書かれてあります。⼀字⼀字からお⺟さんの温もりを
感じ取るくらい、⼤変貴重なプレゼントです。必ず⼤事にします︕お⺟さん、ありがとう、頑張ります︕お⺟さんたちもしっかりと⾝体を⼤事にしてください︕

    別れはいつもつらいです。私は⾔葉が出ないほど泣いていました。お⽗さんもお⺟さんも名残惜しそうだったです。⻑く話を交わしていましたが、この三ヶ⽉の思い出はい
くら話しても話しきれないですから、⼼の中に残していきます。また会おうと約束しましたし、再会を楽しみにしています。お⽗さん、お⺟さん、この三ヶ⽉間本当に有難うご
ざいました︕⾝体に気をつけて、必ずまた会います︕︕

 

    新しいホストファミリーは同じクラスのクラスメートであるハンナさんのお家で、お寺です。保育園もやっています。来る前にすごく広いと聞きましたが、来てみたらさす
がにその通りでした。家にはお爺さんとお祖⺟さんもいて、賑やかでした。今⽇は私の歓迎会でみんなで晩ごはんを⾷べました。みんなはとても優しくて、来る前の緊張や不安
は全部消えました。お爺さんとお祖⺟さんもとても親切な⼈です。お爺さんは昔中国に⾏ったことがあるそうです。お喋りをしていてとても楽しかったです。

    保育園は家のすぐ近くにありますので、お⺟さんは⾒学に連れて⾏ってくれました。ここに引っ越してきたばかりだそうで、すべては真新しくて、清潔できれいです。⼦供
たちはここで快適に過ごせるに違いないです。

    お⺟さんは昔アメリカでホームステイしたことがあるそうで、私の先輩だと⾔えますね。新しい⽣活もきっと素晴らしいと信じていますから、これからよろしくお願いしま
す︕︕



猿さん~~~

2016.03.16

2016年3⽉5⽇ ⼟曜⽇ 晴れ

 

今⽇、ホストファミリーのお⺟さんは私たちを⻑野の有名な猿温泉に連れて⾏ってくれました︕本当の名前は私も知りません 。。

前の⽇は⾬だったので、、私たちはぬかるみの⼩道を通って、やっと⽬的地にたどり着きました。こんなに近い距離でお猿さんと触れ合うのが初めてなので、とても興奮しまし
た、説明を短くして、写真をアップします~~を

劉昕恬さんの⽇記



はは、猿は本当に⼀刻もじっとしていることのない可愛い動物ですね~~



⼼の交流は年齢差を越えた

2016.03.16

2015年3⽉13⽇ ⽇曜⽇ 晴れ

   背景は以下になります。学校には第⼆外国語としての中国語の授業があって、来たばかりの時に、⼀回授業に出ました。みんなと中国語の勉強法について意⾒交換したり発⾳
練習をしたりして、ここで⼀緒に授業を受けていた2⼈のおばあさんに出会いました  。

  おばあさんは2⼈とも学校の近くに住んでいて、中国語に興味があるから毎週学校に通ってみなさんと⼀緒に中国語を習っています。私はその授業に⼀回しか出なかったので
すが、それ以来、廊下で会うたびに2⼈のおばあさんはいつも親切に声をかけてくれて、私もとてもうれしいです。

   ある⽇、中平先⽣はおばあさんたちが私と⾷事をしながら交流したいと⾔ってくれていると⾔ってくれました。私はすぐにOKの返事を出しました。私もこれは交流のいい機
会で、またおばあさんたちの中国語の勉強に役⽴つと思いました。時間は私たちが決め、⾷事の場所はおばあさんたちが決めました。

   私たちは打ち解けた雰囲気に包まれて会いました、また中国と⽇本の違い、中国⼈と⽇本⼈と友好的に交流したい気持ちなど、いろいろ話した結果、交流には年齢差がなく、
交流したい気持ちは同じであることが分かりました。

   私たちが⾏ったレストランはとてもユニークで、⼭の中腹にあります。下から⾒るとびっくりしますが、レストランの中に⼊るととても眺めがよくて、天気に恵まれると遠く
まできれいな景⾊を⼀望できることが分かりました。1⼈のおばあさんはここの店のオーナーと友達のため、いい景⾊が⾒れる席の予約ができました。

  料理ももちろんとてもおいしかったです、いい景⾊においしい料理。

  ⾷事の後、私たちは1⼈のおばあさんのおうちへ⾏きました、そんなに遠くなくて、同じ⼭のほうにあります。おばあさんは毎⽇家に帰る時⼤変急な坂道を登らないといけませ
ん、だからこそ、おばあさんの体はこんなに丈夫です。もっと私を驚かせたのはおばあさんのお⺟さんはまだ健在で、もうすぐ100歳になりますが、⽼眼になっていないし⽿も
遠くなっていません。また⼭も登れていて、韓国ドラマを⾒るのが⼀番好きみたいです。本当に感⼼しました。

  私は2⼈のおばあさんに中国のお茶とお菓⼦をプレゼントして、2⼈ともとても喜んでくれました。また私におやつをごちそうしてくれて、⼿作りの⼈形をプレゼントしてくれ
ました。⼈形は⽇本⾵で、友達へのプレゼントとして最⾼です。

劉昕恬さんの⽇記



  おばあさんたちは私たちが出会えたのは不思議な縁のおかげで、前はこんなに近い距離で交流できると思わなかったと⾔いました。学校で会うたびに、私がにこにこしながら
声をかけていて、⼈に暖かさを感じさせたので、⼀緒に⾷事しながら交流しようと思うようになったと⾔ってくれました。また、性格が朗らかで、周りの⼈に暖かく感じさせる
と褒められました。私もそう思っていると⾔ってもいいですか︖はははは、本当に有難うございます。

  今回の交流はとても楽しかったです。正直私も思わなかったのですが、意思の疎通さえできれば、交流の妨げになるものは何もないことが事実であると証明されました。

  最後は上善光寺の⽩梅をご覧ください、最初は桜だと思ったのですが、梅の花だとおばあさんたちが教えてくれました、、へへ
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