
新しい家、新しい⽣活

2015.09.06

佐賀に着いて、新しい⽣活を初めました。

最初家に着いたときは少し緊張しました。⾃分のことを受け⼊れてくれるかどうか⼼配しました。でもうちのみんなは親切にしてくれて、本当に助かりました。夜ご飯はお寿司
でした。お⽗さんは寿司の名前を⼀つ⼀つ紹介してくれて、本当に感動しました。お⺟さんは料理が上⼿って聞きまして、今から毎⽇の⾷事を楽しみにしていますwwwチョコ
というワンちゃんがいます。とてもかわいい⽝です。寮に住んでいる友達と⽐べて、わたしはホストファミリーがいて本当によかったと、⼼から思っています。

中国では⼀⼈娘のわたしが、⽇本で兄さんと姉さんがいれるとは思わなかった。初めて「兄弟がいる」という幸せな感じを知りました。兄さんも姉さんもとても親切で、いろん
なことを教えてくれました。何かをする時も、いつもわたしの意⾒を聞いてくれました。本当に感動しました。この家族の⼀員になれるような気がします。

これからも、この家族のために何かしたいと思います。⾃分ができることはとても少ないですが、こんな親切にしてくれたみんなさんに、⾃分の気持ちを伝えたいと思います。
家族の⼀員として、家族のために⾃分の⼒を尽くしたいです。

これからの学校⽣活も楽しみにしていますwww

これは⽇本語で投稿されたものです

包雲清さんの⽇記



特別な⼀週間、⿓⾼祭

2015.09.11

      まずは、毎⽇怠らずに⽇記を書いている同期のみなさんに敬意を表します。私は週に⼀回でもう限界です。www次に翻訳者さんにも敬意を表します。私たちのめちゃくち
ゃな中国語で書かれた⽇記が、こんな流暢な⽇本語に訳されるとはねwww

      今週は、私にとってはとても⼤事な⼀週間で、⿓⾕⾼校への初登校、⽇本の仲間との初対⾯を遂げた週です。⿓⾕⾼校のほかの学⽣にとっても、今週は⼤事な⼀週間です、
なぜなら、⿓⾼祭が開かれるからです︓⽂化祭＋体育祭。

     初登校したのは九⽉七⽇で、ホストファミリーのお⺟さんとお兄ちゃんと⼀緒にキャンパスを⾒学して、⼿続きをしました。その⽇に、とても親切な教頭先⽣と担任の⼩川
先⽣と会いました。教頭先⽣は厳しそうに⾒えますが、実はとても熱⼼な⽅です。毎⽇会ったら、親切に挨拶してくれたり、留学⽣活のことを尋ねてくれたりします。⼩川先⽣
も学校のことについていろいろと教えてくれました。彼らの助けがあったからこそ、今後の勉強も⽣活もより順調に運んでいける気がします。

     ⼆⽇⽬は、正式にクラスのみんなと対⾯しました。みんなと⼀緒に⽂化祭の準備をして、⼀年⽣は全員でフリーマーケットを、⼆年⽣は⾃由で、三年⽣は飲⾷店を開きま
す。私たちのクラスのテーマは森林系、みんなで要らない紙で⼤きいアーチを作りました。やはり共同作業は感情を深める良い⽅法ですね、私はクラスの四⼈の⼥⼦と仲良くな
ってきました。お昼は⼀緒にお弁当を⾷べました。お弁当は常温のもので、暖かくはありませんが、意外に美味しかったです。少なくとも中国にいたときの学校の昼ごはんより
は美味しいです。wwwみんなと⼀緒にお弁当を⾷べるだけで、思わず嬉しい気持ちでいっぱいです。

      ⼆⽇⽬は、みんな体育祭の準備に⾏きましたが、私の体操服はまだです...⾒学もちょっと退屈そうなので、私は教室に残って、教室の飾りとかを⼿伝おうと思いました。ク
ラスでそう⾔うと、クラスメートはありがとうって何遍も⾔って⽌まらないくらいです。ありがとうとは⽇本⼈にとって如何に⼀般的な⾔葉であるかは再度実感しました。まる
まる午前中をかけて作業して、アーチを⾵船で飾りまくりましたけど、しばらくして爆発したり、空気漏れしたりするものがあって、残念︕⾵船の品質の問題かな︖さあ〜。⽂
化祭の⽇に⾒に⾏ったら、アーチにべこべこの⾵船を⾒た、可哀相www

     三⽇⽬の⽂化祭は、新たにできた友達と丸⼀⽇遊びました︕お化け屋敷を⼆軒、かき氷店⼀軒、たこ焼き店⼀軒、⾏きました。⾃分のクラスのフリーマーケットでレジ係を
しばらくやりました。⽇本語は上⼿とは⾔えませんが、計算くらいはできますよ︕クラスの商品は意外に早く売れてしまい、絶対買ってくれる⼈がいないと思った２枚のスカー
トまで⼀⼈の先⽣が買って⾏かれました。クラスでは抽選もやっていたので、私も最後にやってみましたが、まさかの⼀等でした︕喜んでふわふわしたクマちゃんを連れて帰り
ます。

    四⽇⽬は体育祭です。さすがに不愧对“祭”っていう字に相応しいイベントでした。とっても盛り上がって、とっても楽しい雰囲気でした。競技のほとんどはジョギングやリ
レー⾛などで、⾯⽩い項⽬もたくさんありました。例えば⾜が縛られている五⼈でぐるぐる回って⾛るとか、リレーとかがあって、それらは中国の運動会で絶対ない項⽬です
ね。それに部活リレーもあって、部活の服装でリレーするやつで、例えば⽔泳部は⽔着で、⼸道部は⼸道服で、⾛っている姿はとても趣があります。⾒学のみの私は、⼤変楽し
い⼀⽇を過ごしました。ああいった熱い盛り上がり様は、中国の学校に戻ったらもう⾒れないでしょう。

      来週からは正常授業に戻りますが、いままでと同じく順調でありますように。

      ⼼連⼼の仲間で、ホームシックになった⼦は少なくないですね。けれど、私は鈍いからかな、いまのところ、家に帰りたいとか、寂しいとか、全然思っていません。慣れな
いことは多少はありますが、クラスメート同⼠のおしゃべりは聞き取れないし、話についていけないとか。でも全てに慣れるまでには時間がかかると思います。⽣活に慣れ、友
達を作り、そういったのはそのうちできますよ。私たち１１ヶ⽉もありますからね、こんなに⻑い時間があって、⼼を込めてやろうと思えば、できないことはないでしょう。。

     とにかく、⼀緒に頑張ろう、何もかもいいようになりますよ。

包雲清さんの⽇記



⿓⾕⾼校での⽇常&Greenlandの旅

2015.09.22

      ずっ
と待ち望んでいた⾼校⽣活がついに今週から始まりましたwww授業、宿題、テストが、⼀気に私の⽣活に戻ってて懐かしく感じます。教科書がまだ届いていません。予習でき
ないのはまだよいのだけど、いつも隣の席の本を⾒せてもらうのはやはり申し訳ないです。私の左側に座っている千穂さんは秀才で、前回のテストで学年⼀位の成績をとりまし
た。彼⼥はとても気持ち良く本を貸してくれるだけではなく、ノートのとり⽅を教えてくれたり、私のめちゃくちゃな質問に対しても丁寧に答えてくれ、彼⼥にとても助けられ
ましたwwwこれから、私もできる限り、彼⼥のすることを⼿伝いたいです。

    ⾼校⽣活で最も⼤切なこと︓授業。授業の内容がわからないだろうという⼼の準備はしていましたが、授業内容は意外にもわかりやすかったです。中国での先⽣の授業の効
率はとてもよいです。さらに、授業以外に授業でのたくさんの基礎知識を着実にするための⼤量の宿題があります。 そのため、説明が早くてもしっかりと覚えられます。 しか
し、⽇本の学校はたいして宿題がでません。授業の説明もわりとゆっくりで、先⽣は知識を詳しく説明してから、例題も詳しく説明します。 中国の授業の速度に⽐べてかなり
遅いけれども、私はわりと簡単に受け⼊れられました。もちろん、国語は別の話ですwww

     ⾦曜⽇は⽇本での初めてのテストでした。国語、数学、英語、この３科⽬は私を⼩学⽣のころに戻ったような気にさせます。www横に並んだ⼤型の回答⽤紙をみて、私は
⽇本語能⼒テストの回答⽤紙のレイアウトを理解したような気持ちになりました。... 先⽣は、留学⽣の私に配慮してくれて、国語のテストの時に辞書を使うことを許可してく
れました。...でも... やはり古⽂は全然わかりませんでしたwww数学は⻑いこと解いていなかったので、時間がかかってしまい、解き終えられませんでした。国語はもう仕⽅な
いことです。でも、数学はやはりちゃんと頑張らないといけないと思いました。次回、よくできますように。

     英語は話すのが申し訳ないくらい簡単でした。

     週末は連休があるので、嬉しくてしかたありません。お兄さんとお姉さん、お⺟さんとJyunko姉ちゃん、Minaちゃんと⼀緒に熊本のGreenland遊園地に⾏きました。 ⽬標
は絶叫系でした。ジェットコースター、お化け屋敷は超楽しかったです。お化け屋敷で⼀番怖かったのは設置された仕掛けではなく、私の周りでしょっちゅういたずらしようと
するお兄ちゃんでしたwwwみんなで遊びにでかけると、並んでいる時間ですら楽しいものになりました。これからも⼀緒に遊びにでかけられるといいな︕   

      いまになって来週でる成績が⼼配になってきたwww

    これからの毎⽇が楽しみで、どきどきわくわくですwww

 

包雲清さんの⽇記





もう10⽉!

2015.10.04

包雲清さんの⽇記



     いつの間にか⽇本について1カ⽉経っていました。今思い起こすと、この⽇々は本当に過ぎるのがとても早いと思います。⾃分の適応⼒は思ったよりも⾼くて、いまはもう
すっかりここでの学習⽣活に慣れました。www今後もずっと順調に過ごせますように︕

9⽉26⽇、ホストファミリーの兄は友達を招いて家でBBQパーティを開きました。こんなにたくさんの⼈が来るので準備もとても⼤変でしたwww私も⼀緒にデザート、pizzaと
たこ焼きを作りました。その⽇の夜はとてもにぎやかでした。みんなと⼀緒にたくさんおしゃべりしました。みんなは中国にとても興味があるみたいで、これはとてもうれしか
ったです。夜はみんなで⽇本の花⽕を楽しみました。これこそ噂に聞く⽇本の夏でしょうwww最も印象深いのは、線⾹花⽕で、お兄さんと誰の燃えている時間が⻑いかを賭
け、負けたお兄さんは夜のお⽫洗いの仕事三⽇分を払いましたwwwとても忙しくて楽しい1⽇を過ごしました。今後もみんなに会えますように︕

     学校で1ヶ⽉を過ごし、ついに試験がありましたw数学は三回受けてやっと成績が42から96になりました。やはりとてもうれしいです。学ぶ内容は多少異なりますが、真剣
に研鑽するとやはり、成果がありました︕内容はあまりわからなかったけど、公式があったので簡単になりました。すくなくとも点数が上がったからねwww来週の中間テスト
ではひどい点数を取りませんようにw

    迷いまくって1カ⽉後にやはり茶道部に⼊ることに決めました。1週間に⼀回しかないので忙しくないし、⼤事なのは⾷べるものがあるということですwww 茶道部には知り
あいのかわいい先輩が⼀⼈います。しかも美⼈ですw⼊れて本当に良かった︕

    まぁ、とにかく楽しい⽇常です。    





また連休だ、うれしい〜

2015.10.12

     10⽉に⼊って秋の制服になりました~実は私は⽇本の制服を本当に楽しみにしていました。特にこんな⾵にリボンをつけるやつwww何度⾒ても、めちゃくちゃいいで
す︕︕

    学校では多くの友達と仲良くなりましたwパフェを⾷べに⾏ったり、映画を観に⾏くのに誘われてwとても楽しみです。その他に私の友達付き合いの範囲はA組だけにとどま
らず、いっしょに体育の授業を受けているB組にも友達ができました。とても親切な友達が、私が「夏⽬友⼈帳」を読んでいると聞いて、彼⼥の持っている漫画を全部貸してく
れました︕︕もう、とっても嬉しいですwwwでも、これを読み終えるまでに少なくとも1カ⽉はかかりそう【笑笑

包雲清さんの⽇記



     連休には、家のお⺟さんとお姉さん、お兄さんと⼀緒に映画「マイインターン」を観に⾏きました。初めて⽇本で映画を観て、とても興奮しましたw英語の⾳と⽇本語字幕
が合わさって独特な感じで、とても...うーんっと....不思議な、感じでした【笑笑笑】それと⼀⾔⾔わせてください、アンハサウェイ、本当にきれい︕マジで︕ヤバい︕www

        来週の中間テスト、どう⾔ったらいいのかな...もともと⾃分で決めた⽬標は⽇本史と世界史で30点を取ることでした...今⾒たところ、10点取れたら奇跡です︕【爆笑】
頑張るぞ、オラオラオラオラ︕︕︕

 

 

 





中間テスト＆⼤学⾒学

2015.10.19

中間テストが終わったよ〜

⽇本でテスト受けるときはちょっと不思議な感じがある。初めてだからかな︖あんまり緊張はしなかった。成績がまだ出てきてないから、ちょっと楽しみにしています。古典も
世界史も⽇本史も、私にとっては難しすぎだけど、⼀年間の勉強を通して、少しだけでも、成績が上がったら嬉しいと思うｗ

中間テストが終わった週末は暇だった。⼀⽣懸命漫画を読んでた(笑笑)．．．できるだけ早く友達が貸してくれた漫画を全部読み終わりたいです〜〜

⽉曜⽇、クラスのみんなと⼀緒に福岡⼤学、⻄南⼤学を⾒学しにいった。初めてクラスメートと⼀緒に外に⾏くので、ワクワクしてた(笑)…⼩学⽣の初めての遠⾜のような⼼地
だった

福岡でみった海はとても綺麗だった。街も、佐賀と全然違う雰囲気だった。外国⼈もいっぱいいって、マンションも⻄洋⾵のがいっぱいあった。こんな景⾊が⾒られるとはとて
もうれしかった。

包雲清さんの⽇記



⼆つの⼤学も綺麗だった。本当に⾏きたくなってきた(笑)

これからも友達と⼀緒にいろんなところにいきたい︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです



忙しかった週末~着物初体験+huis ten boschへの旅

2015.10.29

週末は、ホストファミリーのお⺟さんと⼀緒にJRで佐世保に⾏きました―順⼦お姉さんの住んでいるところです。初めて電⾞に乗るのに、早速予想外のことが起こった
（笑）...電⾞は到着した後、私とホストファミリーのお⺟さんの⽬の前に素早く⾛って⾏っちゃいました︕私はまだ何も反応できていなかった（笑）...⽇本のJRは中国の列⾞
よりははるかに時刻表通りになっていて、⽌まる時間も⾮常に短かったです。佐賀では30秒しか⽌まらないようです。乗り損なった私たちは、次の電⾞に乗るしかなかったで
すけど、それでもいい経験ですね︕せめて今度電⾞に乗るときになると、早く乗り込まなければとわかりましたから（笑）

包雲清さんの⽇記



   順⼦お姉さんも⼤変優しい⼈で、彼⼥の⻑⼥の着物を貸してくれました。おかげさまで、私は初めて着物を体験できました。ホストファミリーのお⺟さんと順⼦お姉さんのお
⼿伝いで、やっと着付けができました︕着物を着ていると、体がまっすぐになっている気がします（笑）⽇本の着物って、「まっすぐ」は「美」だとはね、できるだけ腰の線を
⾒せないことに驚きました。でも確かに、着ていると、華麗で優雅に思います。いろいろとしてくれた皆さんには、本当に感謝の気持ちでいっぱいです（笑）



⽇曜⽇は、ホストファミリーのお姉さん、お⺟さん、順⼦お姉さんそして美菜⼦と⼀緒にhuis ten boschに⾏きました︕︕︕街まるまるハロウィンスタイルに飾られて、すごく
綺麗です。あちこちのお店はキャンディを配ったりしていて、私もキャンディのお店でキャンディを買いました。ハロウィンの時にクラスメートと⼀緒に味わおうと〜さらに、
美菜⼦と⼀緒にゾンビかくれんぼゲームに参加しました、本当にワクワクしちゃいます︕︕欧⽶⾵できれいな街は、童話の世界にいるかのようですしwここですごく楽しい⼀⽇
を過ごしました︕

      中間テストの成績もそろそろ出ますね。。。まあ、今度にしよう（笑）





お久しぶりです（笑）

2015.11.07

お久しぶりです︕みなさんは私のことを懐かしく思ってくれているかなXD

中間テストw成績は思ったよりはるかに良かった、せめてクラスの平均点を上回ったから、みんなの⾜を引っ張らなくて済んだ（笑）また、現代⽂の成績も平均点より⾼かった
よ︕予想外のサプライズwww

最近は忙しくなってきましたw先々週の⼟曜⽇は学校の模擬試験があって、試験が終わってから友達と⼀緒にuhuhuというお店に⾏ってパフェを⾷べました。初めて友達と⼀緒
に遊びに出かけるってことですねwwwパフェは百種類以上あって、⽬がチラチラしてしまいどれを選ぶかを悩むくらいだ（笑）何より、美味しかったです︕︕︕

⽇曜⽇はrisaちゃん、monaちゃんと⼀緒に⽇本のラブストーリーを⾒に⾏きました̶̶ヒロイン失格︕私は実に恋愛映画とかに特に興味がなかったんですが、せっかく友達に
誘われたのに、断るなんて冷たく思われるでしょうwけど、⾒たら、思ったより⾯⽩かった︕漫画を映画化したもので、笑うシーンも少なくなかったです。でも、最も⼤事なの
は、友達と⼀緒に映画を⾒に⾏ったんだ︕︕東京で決めた⽬標をまさにこんなに早く達成するなんて~映画を⾒てから、あちこちぶらぶらして、沢⼭お喋りしました。お誘いを
断ってなくてよかったとすごく思いますwww

家に帰る前に⼀緒にアイスクリームを⾷べに⾏きましたwあれだけ味の種類は多くありますが、やはり抹茶が⼀番好きですw

包雲清さんの⽇記



映画を⾒た⽇は⾬だったので、⾏きはお兄さんが送ってくれて、帰りはお兄さんが迎えにきてくれたの。。。渋滞もあったし。本当にありがとうXD

     

今週の⽕曜⽇は休みだったので、ホストファミリーのお⺟さん、お兄さんとお姉さんと⼀緒に佐賀のバルーンフェスタを⾒に⾏きました︕⾏く前の何⽇間かは、学校から空に漂
っていた気球を遠くみれたので、すごく楽しみにしていました。この⽬で気球を⾒るのは、⼈⽣初めてですよ (笑)想像よりは遥かに⼤きかったです。こんなに沢⼭の気球が集
まるのも珍しいことでしょうwさらにスマーフの気球も⾒ましたw本当に⽬の保養になります。

バルーンフェスタはとても「お祭り」の雰囲気がしています、あちこち美味しい物の屋台です。私も噂のリンゴ飴を⾷べました（笑）⾚くてとても可愛い。けどお兄さんの⾷べ
⽅じゃ、カチャカチャと噛って、ちっとも可愛くはないの（爆笑）でも。。。うん、美味しいだけで⼗分です︕

夜になると⾵はやや強くなって、気球を⾒れなくて残念でした。。。けどburners onもとても賑やかだったです︕気球の⽕は⾳楽のリズムに乗って燃えつつ、すごく賑やかな
雰囲気だったですwww夜の気球は⾒れなくとも、貴重な体験になると思います︕︕⼤変楽しい⼀⽇でしたXD



秋ね、またカニの季節になりました（笑）



とても…えー、平凡の⼀週間ｗｗｗ

2015.11.15

今週は特に何もなっかたなあ。。。平凡で楽しい⼀週間でした。

来週が終わったらもうそろそろ期末テストです。思ったより早いね(笑)適当に期末テストの復習をしたいと思いま〜す☆

部活もだんだ慣れてきました。今週は華道部で処⼥作を作りました〜ほかの⼈が作るのは簡単に⾒えるだが、⾃分でやってみればなかなか難しいです。習うべきものはまだいっ
ぱいあるね(笑)

⽇曜⽇の昼ご飯、普通の中華炒飯を作ってみました〜私の得意料理と⾔うより、唯⼀の出来る料理かな︖(笑)美味しくなかったと思います〜でもホストのみんなは美味しいって
いってくれて、感動しました︕︕︕今度は必ず美味しいのを作ってやる︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

包雲清さんの⽇記



期末テスト前に友達と⼀緒に勉強（遊ぶ）します︕

2015.11.22

 中間テストが終わってそんなに経たないうちに、期末テストがすぐに始まります。本当に忙しいなぁ（笑）期末は⼀回で13科⽬のテストがあるので、おそらく苦戦するでしょ
うwww

 えぇ、その通り。勉強。本来の予定は勉強だったのですが（笑）1時間余り勉強して、みんなは続々とふざけ始めましたwwwついに3時から5時まではずっとおしゃべりして携
帯で遊んでました。まぁ、そんなに復習はできなかったけど、本当に楽しい午後を過ごせました︕それと、⽇本の男⼦学⽣が好きな携帯ゲームをやってみました（惨敗だったけ
ど）爆笑

というわけで、⽇曜⽇と⽉曜⽇にがんばります︕︕

   

包雲清さんの⽇記



福岡、久しぶりね︕今回はエヴァンゲリオン脱出ゲームだ︕︕

2015.11.30

期末テストの途中だが、週末の時、姉ちゃんと⼀緒に福岡にあるエヴァンゲリオンの脱出ゲームに⾏った〜姉ちゃんの友達と⼀緒に、楽しい⼀⽇を満喫した︕

 

中⼆からエヴァンゲリオンのアニメと劇場版を⾒てたから、先週からずっとワクワクしてたｗいよいよ、福岡に⾏くバスに乗って、出発︕︕

姉ちゃんの友達はみんな優しかった〜そしてみんな頭いい︕(笑)まさかの脱出成功︕中国の脱出ゲームとちょっと違うような感じがするｗあたまをうごかすゲームだな。⾯⽩か
った〜楽しかった〜

そのあとは初ボーリング︕やったことなかったから最初は失敗ばっかりだった(笑)でもどんどんボールの重さに慣れってきて、最後はナイスストライクまで出来た︕隣はすごく
上⼿な男の⼈達がいた。かっこよかったｗｗｗ

 

きれいな喫茶店で少し休んでたｗキャラメルラテ⼤好き︕ｗ

包雲清さんの⽇記



 

佐賀に⽐べてみれば、やっぱ福岡は⼤都市だね。クリスマスのライトアップも飾りも、まだ11⽉なのに、キラキラにできているｗライトからの暖かさを感じそうｗ夜景は最⾼
だった︕

そのあと、冬⽤のマフラーを買った。姉ちゃん達のおかげで安くていい店を⾒つかった〜気に⼊りのマフラー、get︕

ちょっと疲れたけど、いい思い出たっぷりｗｗｗ

さって、残り⼆⽇の期末テスト、頑張ろうかｗ

これは⽇本語で投稿されたものです





看漫⼭红遍，层林尽染~

2015.12.07

（タイトルは詞の引⽤で、おおむね「⼭⼀⾯に⾚く広がり、幾重の森は隅々まで染められている」を意味する内容です。-―訳注）

この⼀週間が過ぎたら、すごくほっとした気分でした。期末テストも⽇本とテストも終わり、しばらくはのんびりできます︕もうすぐ年末になり、街中にクリスマスや新年の空
気も濃くなってきて、あちこち喜びの雰囲気が漂っていて、普通に通るだけで楽しい気持ちになりますw⽇本でのクリスマスと新年を楽しみにしてます︕

期末テストから⼀週間経ったところ、成績は続々と分かったけど、まだ分からない科⽬もあるから、成績については来週になったらまとめて書きましょう~今週は、⻑く楽しみ
にしていた（多分w）進研模試の成績がやっと出ました︕︕⾃慢するネタをゲット︕【爆笑】英語は上⼿くやれたので、佐賀県九位で、⿓⾕⼀位という成績が取れました。その
ため、総合順位も⾼くて、特進の２つのクラスにおいても三位でしたよ︕⽇本語。。。うん，予想通りに⾼い点数ではなかった、まさか英語の半分だなんて（笑）まだまだ上昇
する余地は⼤いにあるとのことですね!

                        

週末は、朱佳さんのご両親と⼀緒に紅葉狩りに⾏きました︕︕

                        

                        

今年の冬は、佐賀は⽐較的に暖かくて、紅葉もなかなか⾊付かなかったです。今年の紅葉はもうその⻩⾊い姿で終わってしまうんじゃないかと思ったとたん、ここ⼆⽇間に⼀気
に冷え込んできて、紅葉も鮮やかな⾚に染められました。しかも、暖かい⽇が⻑かったため、葉っぱの⾊は単調でなく、明るい⾚橙⾊も混ざっています。こんなに趣のある⾵景
を眺めることができ、幸運ですねwww

包雲清さんの⽇記



   

⼭の中に抹茶を売っている⼩屋があり、素朴なデザインです。中に⼊って⼀杯頂きました。泡たっぷりの抹茶を⾒て羨ましく思ってしまいます、どうして私はこのような抹茶が
どうしても作れないかな、とwww

    

お寺に来た以上、おみくじをしないわけには⾏かないでしょう。私の運を⾒てみよう︓⼤吉︕うゎ︕⼤吉は珍しいそうですよ︕︕⼤運に恵まれていますね︕私の⽇本語テストが
無事にパスできるように︕︕

ピンクの開運鈴を買いました。アクセサリーとしても可愛いですね︕



    

もうすぐクリスマスですね︕早々にお兄さんと⼀緒に家のクリスマスツリーを飾りました︕ピカピカの⾦⾊です︕︕

                         



今週の週末も忙しかった〜

2015.12.14

みなさんはegoistという歌⼿を聞いたことがありますか︖ｗｗｗ

クラスメートはあんまり知っている⼈はいなかったが、⼆次元で⼤活躍している歌⼿なんですｗ彼⼥の曲はききやすくて、声は綺麗です。私は彼⼥の⼤ファンです︕

⼟曜⽇の夜、いよいよ、egoistのライブ︕︕半か⽉前からずっと楽しみにしていました︕どきどきしますねｗｗｗ

兄ちゃんと姉ちゃんと⼀緒に、福岡の会場で待ち合わせしました︕⼈が多いですねｗｗｗみんなちゃんと並んでいますｗ

 

ライブが始まる前、写真⼀枚撮りました︕オタクたちがいっぱい集まっていたところです（爆笑）ライブで出た曲はほとんど聞いたことあるので、楽しいでした。帰り道でもず
っと⾞で曲を聞きました。最⾼でしたｗｗｗ

帰る途中、美味しい天ぷら屋で撮った写真です〜兄ちゃん変な顔していますｗｗｗ

包雲清さんの⽇記



ちなみに、その⽇兄ちゃんは職員旅⾏が終わったばかりで、慌てて福岡に来てくれたんです。付き合ってくれてありがとう〜お疲れ様です〜〜

⽇曜⽇、随分前から計画し始めた、着物撮影です︕午後⼀時から化粧を始めたのです。姉ちゃんのおかげで、きれいにできました（多分）ｗｗｗ⽖も花をつけて、きれいにしま
したｗかわいいでしょｗｗこういうのするのは初めてですｗｗｗ⾃分の顔を⾒てちょっと不思議な感じがありますｗ

 

そのあと、美容院に髪型を作るに⾏くました。上⼿ですねｗｗｗ複雑な髪型ができましたｗ髪飾りも鮮やかですよｗ



着物はプロの⼈が着てくれたのです。速いですが、ちょっとだけ息が苦しかったですｗｗｗおかげで体がまっすぐなってしまいましたｗｗｗ

はい︕本番の写真です〜（謎のポーズに気にしないでｗｗｗ爆笑

 

夜は⽣パスタでした。醤油味の和⾵パスタ、最⾼に美味しかったですｗｗｗやはりミクスこそ美味しいですねｗ

今週の週末はまるで夢⾒たいです。いつの間にもう⽉曜⽇になりましたｗ週末はホストのみんなのおかげで、楽しい思い出をいっぱい作りました。本当に、いろいろありがとご
ざいました〜〜

最後はホストのお⽗さんとの⾃撮りｗｗｗ

これは⽇本語で投稿されたものです





クリスマス・イブ、あれ、早かった（笑）

2015.12.27

23⽇の⽇記を追加しておきましょう︕

24⽇のイブ、そして25⽇のクリスマスは、⽇本ではみんなのお祭りといえますね。そして、当然ですがに、クリスマスと⾔ったら、やはりデートですね（笑）だから24⽇はみ
んな忙しいですね（笑）そのため、ホストファミリーは予定を23⽇にしました。みんなで焼⾁に⾏きました。それに、⽇本式のクリスマスには⽋かせないもの―クリスマスケ
ーキ︕

佐賀⽜専⾨の焼⾁店。お店は和⾵ですが、クリスマスの飾りになっていますw

                            

佐賀に来る前に、ここの⽜⾁は有名だと聞いていました。ホストファミリーがもうすでに何度も作ってくれたことはありますが、全然飽きたりはしませんよ（笑）お⾁もいろい
ろな種類があるようで、⾚⾝と⽩⾝の割合もきっちり区別されるようですが、私は何もわからないから、お兄さんとお姉さんと同じものにしました。⾚⾝と⽩⾝のバランスよく
取れたお⾁で、初めて⽣のお⾁もきれいだなあと思いました。⽣でも⾷欲をそそります（笑）なんとなく⽇本⼈が⽣物が好きな理由は少し分かるような気になりました。

   

    

盛り沢⼭の⼣⾷でした（笑）和⾷の料理に改めて驚きました、前菜からデザートまでみんな美術品のように細⼯されているから。

包雲清さんの⽇記



                    

クリスマスケーキだあああああああああ︕︕︕（実はケーキではなくフルーツパイですwww）

⾒るだけで超⾷欲をそそるでしょう（笑）新鮮な果物が⾼く⾼く積み重ねられています。ホストファミリーのお⺟さんによると、クリスマスはみんながケーキを買うので、事前
に予約しないと買えないそうです。考えてみれば、確かに、中国ではケーキを⾷べるお祭りって、⼀つもないようですね（笑）

ホストファミリーは、ケーキより、フルーツパイとかのデザートやタルトが好きのようです。新鮮な果物は⾒た⽬もきれいだし、⾷べて美味しいし、ただ。。。切るときが難し
いです（爆笑）ホストファミリーのお⺟さんは、まず果物を移しておきました、お疲れ様でしたw素敵な味です︕

    

佐賀に来る前に、佐賀には何もなく、⼤都市ではないよと多くの⼈（中国⼈にも⽇本⼈にも）に⾔われました。けれど、クリスマスの時の、街の飾りは本当に綺麗ですよ︕たぶ
ん、福岡には及ばない、東京⼤阪にはさらに及ばないでしょうが、私はやはりこの町がすきです。町⾃体がもう⼗分に綺麗ですから（笑）

親愛なるみなさん、メリー・クリスマス︕



クリスマスは、由真ちゃんと初カラオケ in Japan !

2015.12.27

いよいよ、クリスマス︕︕

まあ、とはいえ、午前中までは学校だった(笑)そうだ、今⽇から冬休み︕︕まあ、⼗⽇しかないっすけど。⼀応休みだもんねｗｗｗって、せっかくのクリスマス、茶道部の友
達、由真ちゃんとデートできたー︕︕（爆笑）

ずっと前から計画してたんだ。今⽇が来るのをずっと待っていった(笑)⽬標、ゲーセンとカラオケ、⾏くぞおーーーｗｗｗ

まずは佐賀のユメタンにある、ナムコというゲーセンにいった。そこで由真ちゃんと⼀緒にいつもやっていたʼマイマイʼという⾳ゲーをしたｗ由真ちゃんは太⿎の達⼈がとても
上⼿だった。ちょっと意外だったｗｗｗ

⼥の⼦と⼀緒にゲーセンに⾏ったら、やはりプリクラだよね︕︕可愛いのをとったよ︕⾒せてあげないっすけど(笑)ちょっと恥ずかしいｗｗｗ

⼀緒に広島焼きを⾷べた〜

   

そのあと、ユメタンでぶらぶらしてたｗｗｗ⾯⽩い店を発⾒︕可愛い（おかしい︖）メガネがいっぱいあった（爆笑）買ったとしても絶対かけて家を出ないほどねｗｗｗ

    

包雲清さんの⽇記



カラオケという⾔葉は、⽇本が初めて作ったのは初めて知りました。点数も出れるのはすごいとおもいます。⾃分が知ってる⽇本語の歌をいっぱい歌ってみたｗｗｗ三時から五
時までずっと歌ってたｗｗｗ

由真ちゃんの声とても可愛かったｗｗｗ

                             

夜は由真ちゃんをうちに誘ってきた︕チョコちゃんとと記念写真⼀枚〜

                             

クリスマスはケーキ以外のおいしいものはなんだろう︖

ＫＦＣ︕ちょっとだけ驚いたわあｗなんでだろうね

                             

由真ちゃんが来るために、簡単なチョコレートケーキを作ってみた︕みんなが美味しいって⾔ってくれて、本当に嬉しい︕︕次回も⾊々作ってみたいわ
あ︕                            



                             

由真ちゃんの髪、⻑くてきれいだｗｗｗうらやましいねｗ私の髪もこんなに⻑かったらいいなあーー        

                     

楽しいクリスマスを過ごしたーー

本当に、ホストファミリーのみんなにありがとうと⾔わなきゃいけないね。お⺟さんは私たちに為においしいものをいっぱい⽤意した。お⽗さんも由真ちゃんをいえまでおくっ
てくれた。みんなも由真ちゃんとなかよく⾊々話して、本当に感動した。ありがとうね︕︕今年のクリスマス、最⾼だったｗｗｗ

これは⽇本語で投稿されたものです



学問の神様にお⽬にかかりました︕天満宮⼀（半︖）⽇旅⾏︕

2015.12.28

⽇曜⽇にホストファミリーのお兄さん、お⺟さんと⼀緒に福岡の太宰府天満宮に⾏きました。初めて⽇本の神社に来て、とても感動www

                     

聞くところによるとここにはとても有名な⾷べ物があるらしい。。。（兄が⾔うには）北京ダックと同じくらい有名で、梅ヶ枝餅といいます。もちもちとした餅の中にあんこを
包んで焼いたお菓⼦です。神社に続く道の両側でこれを売ってました（笑）あんこには興味がなかった私はお兄さんの買ったのを⼀⼝もらいました。ほかほかで⽢くておいしか
ったです。でもお兄さんは、これも⼀⼝⽬がおいしいくて、全部⾷べるとすこししつこい、と⾔っていました。そんなもんなのかなwwwでもホストファミリーのお⽗さんはと
ても好きみたい。

梅ヶ枝餅を作る機械をみたら、あんこを包んだお餅を⼊れると、⾃動的に焼きあがっていました。クルクルと回る様⼦はとても⾯⽩かったです（笑）

    

天満宮前に着きました、ん、向かいから神の息吹を感じる︕︕︕（爆笑）

    

⾨をくぐり、まず⼿を洗います~~順番にも決まりがあるんです（もう全部忘れちゃったwww）茶道部の⾼三の先輩も同じような道具を使っていたような気がします。どんな違
いがあるんだろう︖

包雲清さんの⽇記



    

参拝に来ている⼈がとても多い︕⾼校三年のテストが近いからかな︖まさしく学問の神の神社ですね。聞くところによると試験合格のご利益があるらしいです。あちこちどこも
が合格の字だらけです。お⼟産もすべてに合格という⽂字が⼊っていて、とても⼈気があります。

私のお兄さんはずばりと⾔っちゃいました︓参拝してる時間があるくらいなら家で勉強した⽅がいいんじゃないの︕

そのとおりですね。反論できません︕︕（爆笑）

    

ジャジャジャジャーン︕きれいでしょう︖噂に聞く絵⾺です︕初めて書いて興奮しました︕願い事が叶いますように~

    

ここにはたくさんの絵⾺が掛っていて、⼈々のさまざまなすばらしい願い事が集結しています。じっくり⾒てみると中国語と韓国語のものもありました。もっと前に気付いてた
ら英語で書いたのに（笑）それと、⼦供が書いたものだと思いますが、下⼿な字で、ぜんぜん内容はわからないのだけど、彼の気持ちを感じることができました。

   

お兄さんはおみくじを引き、吉でした。その後、おみくじをここに結びました。

どんなランクがあるのか知らないです。⼤吉︖中吉︖吉︖他に何かありますか︖吉は普通の運勢だそうです。では、私の運気をあなたにおすそ分けしましょう（笑）私は⼤吉で
したwww



    

お昼はとても有名なラーメン店に⾏きました。とても⻑い列が外まで続いていました。

    

熱々のチャーシューラーメン、いただきます︕︕（あげませんよー。ハハハ）

   

⽉曜⽇はみんなまた出勤や実習などに⾏くことになります。家で部屋のガラスをきれいに拭きました。ぴかぴかのガラスは幸運を呼び寄せるそうです︕いいね︕



    



明けましておめでとう︕

2016.01.10

明けましておめでとうございます︕今⽇はもう10⽇ですが~

⽇本での新年をずっと楽しみにしていたので、今回⽇本で新年を祝うことができとても満⾜しました。この盛りだくさんの寿司を⾒てくださいwww

                         

⽇本の年越しには紅⽩歌合戦が⽋かせません。その中で私はloveliveしか知らないとしても（笑）やはり更なる理解を深めなければなりませんね。同級⽣がe―girlsがとても良
いと⾔っていました。でも、実のところ、私はアイドルグループには興味がありません。こんなに⼈数が多くて、しかも顔はたいして違いがないし、名前を覚えるのに時間がか
かります（笑）

   

ホストファミリーのお姉さんと⼀緒におやつを作りました。サツマイモのすりつぶしたもので栗を包んだ和菓⼦です。とても簡単に⾒えますが、サツマイモのすりつぶしたもの
の⼝当りをよくするために、ふるいで裏ごししたりします。意外にも⼒が必要な仕事です。ホストファミリーのお姉さんは何回も作ったことがあることが⼀⽬でわかるくらい、
要領がいいです。私はただそばでふるいを⽀えるだけでしたwww

                 

⽇本では年越しそばは中国の⽔餃⼦と同じくらい重要です。でも蕎⻨に対してはそんなに良い印象はありませんでした。⽇本でインスタントの蕎⻨を買ったことがありますが、
とてもまずかったです。私はインスタント麺がこんなにもまずく作れるものなのか、とびっくりしました。でも今回は家で煮た蕎⻨を⾷べたので、とてもおいしかったです︕私
のそばに対する印象が根本から覆りました（笑）

包雲清さんの⽇記



            

11時過ぎに私とお兄さん、お姉さんは喜多先⽣のいる寺院、光明寺に⾏きました。お墓のそばにひとつひとつ灯りがあり、聞くところによるとそれらはすべて⼿作りだそうで
す。映画の中でよく⾒るシーンのようでした。

⽇本では年越しの際、鐘をつく習慣があり、11時45分から０時15分まで、三⼗秒に⼀回つきます。私もとても興奮しながら試しました。鐘の⾳はとても⼤きくて、最初はとて
もびっくりしましたwww本当は画像があったのですが、どうしてもアップできないので、気持ちだけでも味わってください。

もう1枚、お兄さんが現れる⼼霊写真があります（笑）残念ながらアップできません。ここで私に不満を⾔わせてください。この⽇記のページはとても使いにくくて、写真はア
ップしにくいし、並べ替えもできません。どの期の留学⽣もみな使っていて、1週間に⼀回は使うのだから、しっかりと修正してほしいものです（笑）

冬休み中にホストファミリーのおばあさんの家に⾏きました。⽥舎の⼩さい家で、ホストファミリーは、となりのトトロの家みたいだと⾔っていました。伝統的な⽇本家屋でし
た（画像はどうぞご⾃分で想像してください）私はここでホストファミリーの親戚と⼀緒に昼⾷、超盛りだくさんの料理を⾷べました（笑）

   

冬休みのこの数⽇間は⾷べるか遊ぶだけでした︕１㎏も太ってしまいました（汗）新しい年も順調でありますように︕

ついでにお兄さんにマーベルアニメーションのアベンジャーズシリーズの映画を紹介しました︕マーベルアニメーション、素晴らしい︕︕最近ずっと⼀緒に映画をみています︕
お兄さんはとてもおもしろいと⾔ってくれています。イェーイ︕布教成功︕（爆笑）



吟詠会――⽇中⽂化の深い融合

2016.01.18

⼟曜⽇に友達に招待され、⼀緒に佐賀の吟詠会に⾏きました。中国⼈、⽇本⼈が書いた漢詩に節をつけて歌います。初めて詩を歌うと聞いた時、私は噴き出してしまいました。
さすがに中国でも詩を歌ったりすることはありません︕歌に使うのは⾔葉と曲ですよねwwwでも私は興味津々で彼と⼀緒に⾏きました。彼は5年余り練習したと⾔っていまし
た。今⽇は出場して披露するそうです︕わぉ、とっても楽しみ。

                       

会場は佐賀城です。佐賀藩主が住んでいたところで、今は中に歴史博物館があります。でも今⽇は⾒る時間がありません。

    

プログラム。つどいに参加する多くの団体や多くの流派を⾒ることができます。どうやらこの“詩吟”は⽇本で多くの⼈が楽しんで参加しているようです。

                

厳格に⾔うと、これは完全な中国⽂化だとはいえません。私は⽇本⼈が書いた詩をたくさん⾒ました。彼らの書いた詩は中国語にすると少しおかしいところもありますが、⽇本
語で理解すると、詩の美しさを感じることができます。私はこのような”⽇本式漢詩”や“詩吟”は⽇中⽂化融合の典型の代表だと思います。中国で⽣まれ、⽇本で改良されたので
す。

包雲清さんの⽇記



歌われる詩の中には2015年の受賞作品もありました。聞くところによるとたくさんの⼤会があるそうです。⽇本⼈の漢詩への愛と研究にとても感動しました。私は中国の古詩
研究がこちらの友達には及ばないし（当然詩⼈の歴史資料などは私の⽅が良いのだけど）少し恥ずかしいとさえ感じさせられました。

   

歌うこと以外に舞踊もありました。⽇本の舞踊は私は初めて⾒ました。本当に美しいです︕⾄る所で⼥性の婉曲なやさしさを体現していて、⼀挙⼿⼀投⾜に端正さと優雅さを含
んでいました。今後、機会があれば私も学んでみたいです。

              

私の友達の出番です︕⼈が多くて、撮れた写真がどれも⼩さいです。彼の声はとても重厚で、ふだん話をする時と全く違っていました。これこそが5年の学習効果でしょう︕私
は彼がカラオケで歌うととても上⼿であることを予⾒しました（笑）

         

終わった後に⼀緒にパフェを⾷べに⾏きました︕最近本当にパフェとマカロンにはまっていて、しばらくは細い体型に戻れないようですwww



    



⻑い⻑い週末︕（実は週末ではないけどなあ~）

2016.01.25

今週末はまるで連休と⾔えますね（笑）先週の⽊曜⽇と⾦曜⽇は⼊学試験で学校は休みでした。そして⼟曜⽇に学校へテスト（進研模試）を受けて、⽇曜⽇から⼤雪で今まで降
っていました。⽉曜⽇になって、学校は休みでした。うん、もう五⽇間だよ︕本当に素敵です（笑）私の脂肪はまた溜まってきた気がします。

テストが終わってから友達と⼀緒にカラオケに⾏きました~そもそもクラス全員で⾏く約束だったのに、結局私ともう⼆⼈の男⼦と三⼈で⾏きました。超広い部屋だったんで
す︕そんな、思うだけで不思議ですよ。

どうしてこうなったかといいますと、そもそもはクラス全員で⾏く話だったんですが、男⼦のほうからの提案だったので、ほとんどの男⼦がみんな⾏きます。⾏きたい⼥⼦は何
⼈かいましたが、男⼦が多すぎて⾏く気がなくなったようです。もう、私には理解できないなあ、⽇本の⼥⼦のこういうところを。⾏きたければ⾏ったらいいじゃないですか、
あれこれ⼼配していて疲れちゃうんじゃないですか。なぜ何⼈かの⼥⼦が揃わなければいけないんでしょう︖中国の⼥⼦はもっとさっぱりしていますよ︕例えば、私です、フフ
フ。だからためらわずに⼋⼈か九⼈の男⼦と⼀緒に⾏くと決めました。まあ、⼥⼦は私⼀⼈で、なんだか可哀想ね（笑）

でも結局ね、⾷堂で⾷事をしていて、男⼦たちは突然カラオケに⾏かないと⾔い出して、バイクに乗ってゲームセンターに⾏っちゃいました。カラオケの予約を⼊れた浩輔さん
と⼀緒だった⽊下さんだけ残っていました。あぁもう、あまりにも義理堅すぎませんか︖やめると⾔ったらすぐにやめるんですか︖部屋の予約もしてくれていますよ︕電話⼀本
で⾏っちゃうもんか︕もう何も⾔いたくはないです。それで私たち三⼈でカラオケに⾏ったわけです︕

                        

正直、⾔わせてもらうと三⼈で⾏って実に良かったです（笑）この⼆⼈と仲よかったし、⼈が多いと逆に気を遣うかもしれませんし。まあ、とにかく楽しい午後でした。⼆⼈の
友だちと⼆時から五時まで歌って、喉は疲れましたが楽しかったです（笑）怪我の功名ってことですね︕義理知らずの男⼦に感謝するわ︕（爆笑）  

   

佐賀では何⼗年ぶりの⼤雪だそうです︕そんな、私って本当にラッキーです︕済南（中国の地名。―訳注）の冬は寒いけど、降⽔が少ないため、あまり雪が降りません。佐賀は
暖かすぎるからずっと⾬でした。今回は佐賀でこんなに⼤雪が⾒れて本当に嬉しいです~あれだけ厚く積もっているんです︕というわけで外に出て雪だるまを作ることにしまし
た︕せっかくのチャンスだから逃してはいけません︕

包雲清さんの⽇記



            

⼀時間かけて雪だるまを作りました~へへへ。ホストファミリーのお⽗さんとお⺟さんも⼿伝ってくれました︕楽しいです︕⼿袋をしていても終わったら⼿が真っ⾚に冷えてい
ます。。。から、⼿をお兄さんの襟に⼊れました︕（爆笑）

いいでしょう、今も降っています。

                 

雪よ、もう何⽇間降ってくれ︕後⼗⽇間や半⽉間の休みを︕へへへw      



【追記１】ラッキーな⼆⽉の始め

2016.03.06

⽇記を書くのは久しぶりです︕︕今⽇は携帯のアルバムを開くと前のいろいろを思い出して、それで近いうちに前の⽇記を補ってアップします。

⼆⽉の始めはとても運がよくて、ゲーセンで三百円でチョッパーをゲットしましたwwwとても可愛く思います︕ゲーセンで⼤きいのをゲットするのは初めてですwww

    

それと待ちに待った合格証書...私が⼀週間をかけて復習した努⼒が報われ（爆笑）⼤多数の仲間より早く合格したことにうれしいと⾔わないよ︕︕www次の⽬標に向けて頑張
れそうだ︕

よい運がこれからも続きますように、みなさんとの再会を楽しみにしています︕                 

包雲清さんの⽇記



【追記２】―2⽉8⽇ － ⼤阪来ましたよ︕︕皆さんに会えて超うれしい︕

2016.03.06

2⽉8⽇

机の上の⼩さな箱の中のチケットをついに使える⽇を迎えました︕昨⽇の夜興奮し過ぎて不眠になりそうでした。感情が⾼ぶって抑えきれませんでした。半年経って、やっとま
た会えるようになったね www

            

とても興奮していて朝少し早く出かけました、分かった、少しではなく、３０分早く出ました（笑）駅で電⾞を待っていてとても退屈でwww⼿当たり次第に写真を２枚撮りま
した

   

 そうです、これから乗る新幹線が⼊って来るのをこの⽬で⾒ました~~  

        

私は⼤阪から⼀番遠いところからこの電⾞に乗る⼈です、電⾞の中で待ちに待って、いつになったら友達の乗る駅に着くのか︖︖︖www

包雲清さんの⽇記



再会してみんな⼤きく変わりましたが、しかし⾔葉に表せない親切さが感じられますwwwもともとの処⽅で、もともとの味だ︕︕半年会っていないのに逆に親しくなったのは
私たちのグループしかないでしょうwww

夜みんなが集まってトランプ遊びをしました。とても楽しかったです。

こんなに楽しくなったのはこの半年以来初めてです、少なくとも私にとってそうです。⽇本で⼀番⾝につけたのは⼈を観察し、⼈を理解することです。⽇本での⽣活はとても楽
しいですが、ときどき疲れを感じるのも否定できません。同級⽣と打ち解けるため、クラスに馴染むためには、私たちは我慢しなければならないこと、変えなければならないこ
と、真似をしなければならないことがたくさんあります。そのなかで、賛成して受け⼊れるものもあれば、賛成できないものもあります。しかし私たちにとってここでの課題の
⼀つはこれらになれることです。⾃分の意⾒を保留して、みんなと同じようにします。⽇常⽣活の中では様々な異なることをどうやってよくできるかを考えるのは、⾔うまでも
なくとても疲れます。私と同じ経験を持ち、私を完全に理解してくれる⼈は、⽬の前のこれらの⼈たちです。私たちは⼀緒にいると⼼を開いてすべて打ち明けられるし、中国に
いた時の⾃分になれます。私たちは⼀緒にいると、さまざまな規則を気にしない、お付き合いの細かい礼儀を考えなくてもいいです。みなさんと会って、⼀⾔しゃべるだけで、
とても気が楽になります。

                 

遊びが終わって部屋に帰った時、窓からたくさんの⾞が⾛っている景⾊と明るい街灯を⾒ました。本当にきれいです、にぎやかな都市の光を放っています。しかしこれを⾒て私
は次第に佐賀を思い出しました。⾼層ビルが少ない佐賀、街灯が少ない佐賀、道がすこし狭い佐賀…⽬の前の明かりは私に遠く感じさせます。

                 

いつもと違って、今回の部屋は⼀⼈部屋です。トランプの遊びが終わって部屋に帰ったら世界のすべてがしんとなった気がします。⼩さな部屋に私だけいます。着替えてベッド
に上がって電気を消して、静かにベッドで横になって、天井を⾒つめました。⼀瞬しかなかったのですが、泣きたくなって、佐賀に帰りたかった、⾃分の部屋に帰りたかったで
す。佐賀にいる時、⾃分⼀⼈で部屋にいる時もあるし、周りがとても静かで、ベッドがふわふわです。しかしここは全く違います。⾃分が孤独になったり、ホームシックになっ
たりするのを今まで⼼配したことはありませんでした。しかし今、ベッドに横たわって佐賀の部屋と佐賀のホストファミリーのことで頭がいっぱいになります。その時私がしみ
じみと感じました、佐賀はもう私の家になっています。私が帰りたくなる場所になっています。

明⽇美しい海が⾒れますように。



【追記3】2⽉9⽇-噂の和菓⼦でも⼿作りできます︕

2016.03.09

     実は和菓⼦（⽇本式の⽢い菓⼦）の最も魅⼒的なところは、その味ではないと思います。世界各地の⼈々は、それぞれ⼝に合うものが違いますので。例えば私の場合、⽇本
⼈の好きなほとんどの和菓⼦が⽢すぎて、喉がイガイガするほど⽢いと思います。でも和菓⼦は世界範囲で⾼く評価されるのはちゃんと理由があります。その⼯夫された包装、
こだわりのある制作過程だけでも⾼く払っても⼀⼝⾷べる甲斐はあります。（和菓⼦はとても⾼いなあと思いますwww）中間研修も、⼀番楽しみにしたのは、仲間たちと会え
ること以外に、⽇程表に書かれてあった和菓⼦作りでした。

     そして、今⽇は若い菓⼦職⼈さんから簡単な和菓⼦の作り⽅を学びました。

（本当のことを⾔いますと彼たちはとても若いですよ︕なぜか和菓⼦作りと⾔ったらお爺さんやお祖⺟さんしか思い浮かべないですwwww）

     菓⼦職⼈さんは私たちからのとんでもない質問に真⾯⽬に答えてくれました。。。そしてようやく教え始めてくれました

      簡単に⾔いますと、球状のこしあんを球状のみそあんで包んで、球状のこしあんを球状のこしあんで包んで、球状のみそあんを球状のこしあんで包んで、それで何層かの⾊
と味でできた⽟になります。そしてその⽟を切って、飾って、花の形に仕上げます。

      ⾔うのは簡単ですが、実際やってみるとやはり⼤変です。私のようなかしこい⼈なら早く覚えられますが（爆笑）、⼀つの球状をきれいにもうひとつの球状で包む作業はわ
りと難しいです。均等に包むようにしないと、⾊が違う時にはぐちゃぐちゃになっちゃいますから。しかも、こしあんやみそあんは⼿のひらに⻑く置かれると溶けちゃいますの
で、素早くしなければベタベタになります。これらを全部⾒事にクリアできたらやっと合格品の菓⼦を作れるわけです。菓⼦職⼈さんは⼗数秒でできた団⼦は、私たちには⼀、
⼆分間かかっても成功できるとは限らないです。その時点でもう彼らはすごいなあと思いました︕

ようやく出来上がり︕正直、初回でこんなふうにできたことで満⾜しました︕菊の花、桜、と⽔仙って⾒て分かりますか︖www

    

まあ、正直これらの味があまり好きではないです。いくらなんでも⽢すぎます。でも⾃分の⼿作りですから頑張って⼆つ⾷べました（爆笑）切って⾒たら中の⾊はきれいですね
~

包雲清さんの⽇記



【追記4】2⽉11⽇-奈良に⾏きました︕中間研修の追加福祉︕

2016.03.09

中間研修の最終⽇にまさか奈良と⼤阪へ遊びに⾏けるなんて︕すごく嬉しいですよ︕︕︕修学旅⾏のような気分です︕

奈良で新聞を⾷べるのが好きだと⾔われている⿅を⾒ました。。噂によると、多くの観光客は⿅にガイドマップを⾷べられたようですwwwまあおとなしかったし、しかも⼈間
を怖がらなかったです。でも⿅せんべいを出したとたん、気が狂ったかのように囲んでくるんですよwww

    

奈良のきれいなお寺。⼈を感動させる⻘空と清々しい湖。いいお天気ですねw

   

私って天才ですね。私と⿅と⼀緒に撮った⾃撮りを⾒てwww⿅はすごく協⼒的ですね︕

                      

⼣⽅は⼼斎橋に⾏きました。。。⼀年半前に⼀度来たことはあります、意外に嬉しいことはぼんやりとその時に通った道はなんとなく分かります。まるで⾷べ物の街ですから、
⾷べる⾷べて⾷べまくるしかないもんなあ（爆笑）

包雲清さんの⽇記



   

⼤阪名物のたこ焼き、⼤きくて美味しくて味が濃くて、味⾒してみませんか︖www

                  

さあ、どれほど⾷べたかをまとめて⾒ましょう。。チョコバナナ⼀つ+たこ焼き六個+パインパン半分とバニラアイス+唐揚げ⼀つ+⼿⽻焼き⼀つ+天ぷら。。。あれ、まだまだ
あるようです。みんなについて⾷べてていつの間にか⾷べ過ぎちゃった︕（爆笑）

   

⼣⾷は美味しそうだったです︕お店のお兄さんは中国⼈で、親しみがありますね︕残念なことにもうどうしても⾷べれなくなったのwwwきれい（かも）なハートを作ってみま
したwww

           

夜はライトが点いたらもっときれいです。。。南京の夫⼦廟と北京の胡同（北京市の旧城内を中⼼に点在する細い路地のこと。̶訳注）を思い出させられました。。。それにし
てもずいぶん昔のことですね。



          

明⽇になればまた別れてしまうとは信じがたいほどです。別れ際にそれ以上⾔葉にしなかったかもしれませんが、なんとなく名残惜しさを感じていました。あなたたちと別れた
くないですよ~今度会えるのはまた半年後になりますね。待っていますよ︕︕



【追記5】友達のために念⼊りに準備した誕⽣⽇プレゼント~

2016.03.26

ああ、また⻑い間⽇記の更新をしていません  。。。

中国にいた時ずっと寮だったので、友達のために念⼊りにプレゼントを準備する時間も環境もありませんでした。しかし、ここの⼥⼦⾼⽣の⼥⼦⼒がみんな⾼すぎて、よくクッ
キーを焼いたりケーキを作ったりします。それで私も友達のために誕⽣⽇プレゼントを念⼊りに作ってみようと思いました〜ホストファミリーのお⺟さんがキッチンと材料を貸
してくれたことにとても感謝しています  ~~

チョコレートのカップケーキを試しで作りました~ケーキの上にアーモンドスライスを飾りました︕（ホストファミリーのお⺟さんがわざわざ買ってきてくれましたwwwあり
がとうございます︕︕）

   

初めて作ったので、こんなに⼤きく膨らむとは思いませんでしたwwwカップから出てきちゃいましたよ︕でも匂いできっと味がいいだろうと思いました︕  

           

かわいい完成品wwwチョコレートのにおいがとても濃厚です。

しかしこれはもっとも念⼊りに作ったものではありません。。。

⼀緒にお弁当を⾷べる友達の1⼈はダンガンロンパというゲーム（アニメ）の登場⼈物―霧切響⼦が好きです。⻑い間絵を描いていなくて、腕を振るいたかったので、彼⼥にち
ゃんと絵を描くのを適当に決めましたwww爆笑

⼤阪に⾏く前に絵を描きはじめたんですが、ぐずぐずしながら描いていたので。。。合計で⼤体1カ⽉くらいかかりました︕
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線をなぞることから着⾊まで1筆ずつゆっくりと描きました。。。もの⾜りないところも少しありますが、まあまあ悪くなかったです︕

        

⽇本まで持ってきた⼀番使いやすいカラー鉛筆を無駄にしていません︕とても役に⽴ちました~~

友達2⼈ともとても喜んでくれました、特に絵を描いてあげた友達が。このようなプレゼントをあげることができて、⾃分も本当に誇りを感じていますwww爆笑

友達ともっと仲良くできたらいいなぁと思いますqwq



千綿のお婆さんの家で本物の茶道を体験しました!!

2016.03.26

週末にホストファミリーと⼀緒にお婆さんの家へ茶会を体験しに⾏きました。。何と⾔っても茶道部に⼊ってるから、最初は少し⾃信がありました︕ついてから、分かりました
が、ああ︕やはり若すぎる(爆笑）

おばあさんは茶道の先⽣で、外の庭はとても素朴で優雅で、伝統的な和⾵の美を感じます  。

私たちが着いた時、すべての茶器がすでに並べられてありました。本当に精巧で美しくて、とても凝っているので、私はびっくりしました。まあ、学校でポットでしかお茶を⼊
れないことも仕⽅がないですねwww

⻘い磁器の中は⽔で、やかんの中のお湯に混ぜてから、お茶を淹れます。⼟⾊の⼩さな⼊れ物は廃⽔⽤で、茶碗を洗った⽔を中に⼊れます。これらは学校にもありますが、ただ
こんなにきれいな物はありませんwww

その⻩⾊くて⼩⽯のような物ははじめて⾒たもので、開けてみると中はお⾹でした︕本当に凝っていますね、いい勉強になりました。

 

美味しい（うんん、まあまあ美味しい）和菓⼦。永遠に変わらないアズキあんとその⽢さ（苦笑）実はアズキあんのお菓⼦がちょっと苦⼿ですw

包雲清さんの⽇記



これは砂糖のお菓⼦で、⽂字通り砂糖で作られています。⽢味以外何の味もありません。これはちょっと硬いです。私は学校で柔らかいのを何回か⾷べたことがありますが、砂
糖の粒感とネバ感を感じることができて、慣れたらとてもおいしいです。

この懐かしいプラスチックの包装と⼩さな桜を⾒ると、すぐ⼤阪で作った和菓⼦を思い出しました︕︕正直、私たちが作った桜はまあまあいけると思いましたが、次の複雑な和
菓⼦を⾒ると頭が痛くなりますwww

 

おばあさんはさすがにプロです︕︕とても濃い抹茶を淹れたので、⼝の中はずっとその味がしました。抹茶好きな私はとても満⾜しました︕︕︕学校で習った知識はこのような
場⾯で恥をかかせないことしか保証できませんwww爆笑

 

ホストファミリーのお姉さんは暇な時に茶道の授業に出ています。専⾨的に学んでいます。さじを取る格好がとてもよくて、⾒た⽬がとても美しくて、お茶を淹れるのもとても
上⼿で、泡がいっぱい⽴っていて、すごいwww



 

私もやってみましたが、技量がまだまだであることは明らかでしたwww（爆笑）

今まで私のお茶を淹れる時の動きが全部間違っていたみたいです。だからどんなに早くしても泡が⽴たない。。。ああ、こんなに⻑かったのに、先⽣が直してくれなくて、今⽇
やっと気づいたのですwwwまあ、先⽣もすべての⼈に気配りすることができないでしょうね。。。

 

⼭の上から麓の村や海を⾒るととてもきれいに⾒えます。夏が来るのをすこし期待しています。海で⽔遊びをしたいです~



     



离别茶会︓再见啦，茶道部三年⽣的前辈们︕︕

2016.05.01

三⽉多，到了⽇本这边毕业的时节。茶道部为毕业的三年⽣准备了送别会。作为⼀个去年⼗⽉左右才⼊部的⼈，我⼏乎没见过三年级的学姐⼏次，但是对于⼆年级的学姐和其他⼀年
级的⼈来说，三年级的学姐们是教导他们的朋友和前辈。看得出来⼤家都⾮常的不舍。不过对于我来说只能算是⼀场难得的聚会吧。

茶道部的指导⽼师也来了，还给我们带了⾃⼰买的礼物。作为茶道部的聚会当然要泡茶啦。其实作为周五活动的部活茶道挺吃亏的，因为学校总是周五放假，部活经常被挤掉。导致
我都有点忘了怎么做啦。还好三年⽣的前辈都很热⼼地告诉了我。

今天的点⼼⽐平时丰富好多啊，开⼼~

                    

中午饭和⼤家⼀起吃了拼盘~果然部活聚会最棒了。和⼤家边聊边吃特别开⼼。⽐平时的午餐开⼼多了www

                   

拼盘味道挺棒的。

⼀起拍照啦~对于我来说可能不会再见到这群三年的学姐了吧。都是些很热⼼温柔的⼈呢。

吃完饭之后⼀起玩了uno，想起了在⼤阪和⼩伙伴们玩耍的时光，在这⾥玩的也是很开⼼啊。不知其他的⼩伙伴们最近还好吗w

            

包雲清さんの⽇記



短いお別れ、これで⼆年⽣になるよ︕

2016.05.01

中国と違って、⽇本で三⽉は別れの季節だ。⼀年⽣たちが⼊って、三年⽣たちが卒業する季節。

茶道部で三年⽣とのお別れ茶会をおこなった。私にとっては⼆三回しか会ってない先輩たちが、ほかの⼆年⽣と⼀年⽣たちにとってはとても愛しい先輩たちだろう。みんなと⼀
緒にお茶を⽴てて、昼ご飯を⾷べて、とても楽しかった。

春休みが終わったあと、私たちは⼆年⽣になる。クラスも⽂系と理系にわける。校舎も新校舎を使うことになる。変わったことはそんなに多くないが、なんとなく違う気がす
る。いつも⼀緒にいるモナちゃんという⼦とも別れることになってしまう。もとＢ組の知らない⼈ともクラスメートになる。担任の⼩川先⽣とも別れになる。いわゆる新しいス
タートだ。

最後の⽇ともたちと写真をいっぱい撮ったｗ
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これからの⼀年も順調に過ごせるように︕︕ｗｗｗ

これは⽇本語で投稿されたものです



春假和可爱的男孩⼦们去greenland玩~开⼼

2016.05.01

樱花盛开的春假，和平时关系⽐较不错的三个男孩⼦⼀起出来玩啦︕︕虽然已经来了⼀次不过greenland真是来⼏次都不够过瘾啊。这次差不多把过⼭车坐了⼀个遍~

不愧是⽇本，这个季节的九州哪⾥都有⼤⽚的樱花。⼤多是淡粉⾊的，很漂亮。

 

来认识⼀下这个叫弹珠汽⽔的东⻄。讲真我只在⼩说漫画啥的⾥听说过。好像上海还有卖的︖︖⾥⾯有个玻璃珠挺好玩的。味道也就是⼀般的汽⽔啦。听朋友说这是他们的童年，⼩
时候尝试多次把那个珠⼦弄出来。哇，不是⼀个世界的⼈啊（爆笑）也算是长了见识吧。

这边的⾼中⽣⾳游打的好棒啊︕感觉好像⼈⼈都会打太⿎（笑）分数⾼的吓⼈。

包雲清さんの⽇記



哇，⼈⽣第⼀次坐摩天轮欸︕︕虽然有点阴天不过还是蛮激动的www下⾯还是能看得⽐较清楚的。不过在上⾯的时候有⼀点点热。

 

听说摩天轮是约会必备场景，可是像我⼀样的⼥汉⼦会和三个男⽣去坐啊（⼤笑）

 

回家的时候天都已经黑啦，⼩站台也没有⼏个⼈，空落落的。不过意外的还挺美的呢。感觉有种陈旧的⽓息，像是从⽼照⽚⾥映出来的。



                       

三个男⽣在回程的电车上睡得和猪⼀样，要不是我叫他们都要坐过站啦w

果然游乐园啥的还是该和男⽣⼀起去疯玩，真的是超级愉快的⼀天。
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