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2015.09.03

哈哈哈，刚才坐公交车的时候，司机边看着漫画边开车。很危险，不过有意思。

劉雅軒さんの⽇記



2015.09.04

2015.09.04

今⽇は⽇本で学び始めて４⽇⽬、みんなと⼀緒に過ごす最後の夜でした。北京集合してから今まで、時間は⻑くないけど、いっしょに⾞に乗って、いっしょに買い物ができる友
達ができた（みんなの名前がまだ全くおぼえられてないけど>_<~）。明⽇の午後、私達はそれぞれ新しい家庭、新しい学校におもむき、本当の⽇本社会を経験します。北京か
ら⽇本までのこの道中、多くの⼈が私を助けてくれました、特に基⾦の先⽣⽅、毎⽇私達と⼀緒に⾒学し、私達を育成訓練してくださり、おいしいものを⾷べにつれて⾏ってく
れて~先⽣は皆きれいでやさしくて、本当のお姉さんのようです~明⽇はみんなと離れないといけないので、とても名残惜しい~~~~おやすみなさい

劉雅軒さんの⽇記



9.15

2015.09.15

⼀昨⽇は筆箱がほしいって⾔ったら、おばあちゃんは作れるよと⾔ってくれて、そして今⽇はこのかわいい筆箱をいただきました〜〜〜かわいいですとおばあちゃんを褒め
たら、おばあちゃんは照れてしまって、ははは、おばあちゃんってかわいい〜

今は他⼈の家に住んでいるけれど、家の⼈は、私の⼼を暖かさで満たしてくれて、本当の家にいるような感じです。来たばかりのときに、⺠俗お⺟さんはこう⾔ってくれまし
た︓あなたのお⺟さんは、⾃分の娘を預けてくれたから、この⼦を⼤切にしますよ、と。そう聞いた私は、感動でいっぱいでした。だから、私も⾃分の家族への愛情同様、⽇本
の家族も⼤切にします〜

劉雅軒さんの⽇記





9.11の分

2015.09.19

⿅児島は美しいところで、⼭もあり海もあります。特に電⾞に乗るとき、海に沿って⾛⾏している電
⾞は、まるで海上で⾛⾏しているように思えます。遠くないところには⼭が⾒えて、雲と映り合って
います。⼆時間ほど電⾞に乗りますが、私はこの電⾞での時間が好きです。特に夜は、紫の⼣焼けに
向かって、電⾞に乗って、⾳楽を聴きながら遠くを眺めると、⼼は幸せな感じで満ちています。
これは私が⽇本にいる⼀週⽬で、確かに違ったりするところはたくさんあります。その中に、私はす
ぐに受け⼊れられるものもあれば、まだゆっくりと慣れていく途中のものもあります。でも、ホスト
ファミリーの家族や、先⽣とクラスメートは、みんな親切にしてくれています。どんな質問をして
も、いつも丁寧に説明してくれます。特にホストファミリーのお⺟さんは、⽇本⼈の習慣について
⾊々と話してくれたり、⿅児島の⾯⽩い⽅⾔を教えてくれたりしています。学校にいるとき、先⽣か
ら、⼀緒に⾷事をするクラスメートはいるか、⼀緒に電⾞で帰る⼈はいるかと気にかけてくれて、⽇
本語がまだそれほどできていない中国⼈留学⽣である私の⾯倒を親切にみてくれています。今の私
は、まだ⽇本語を使ってクラスメートたちと流暢におしゃべりができないけれど、わからないことが
あったら、彼たちはいつも笑顔で答えてくれています。みんなは素敵な笑顔をしています〜
今⽇の午後は、⾃由研究時間を利⽤して、クラスメートと⼀緒にバトミントンをやりました。体育館
の中は暑くて、汗だくになっていましたが、みんなはとても頑張っています。私も、来週からバトミ
ントン部に参加すると決めました、私の⽬標に向かって進もう〜〜
 

劉雅軒さんの⽇記







9.20

2015.09.20

今週⽔曜⽇、国際交流基⾦の堀先⽣と李美先⽣が⿅児島に来ました。私、張⼽、ホームステイ先の家
⻑、と学校の先⽣達と⼀緒に⼣⾷を⾷べました。⽇中交流センターの先⽣達にまた会うことができ
て、家族にあったような気分になりました。⾯接から研修まで、⽇中交流センターの先⽣はずっと私
にとてもやさしく、親切にしてくれ、きれいです〜このよく知らない環境の中で、⼼連⼼の仲間達と
⽇中交流センターの先⽣達こそ最も私の気持ちを理解してくれ、最も適切な⼿助けをしてくれます。
なぜなら、私達は同じ経験をし、孤独と成⻑の喜びをよくわかっているからです。

きっと次にみんなに会うのは⼤阪ででしょう。半年後に、いっしょにバドミントンをすると約束しま
したよね、忘れないでね︕みんながこの半年で、⾃分を充実させて、⽇本語をちゃんと勉強して、⽇
本の⽣活を理解できますように。私達は違う場所にいるけれども、気持ちは通じあってます^_^

劉雅軒さんの⽇記





9.20

2015.09.20

この1週間、私は7⽇連続で学校に⾏かなければなりませんでした。とても疲れた〜〜〜さらに、ずっ
と運動場です。とても暑かった︕︕めっちゃ⽇焼けしました︕︕でも、このすべてに価値があるので
す︕今⽇の体育祭のためです︕

⽇本の体育祭は北京のものと全然違います。まず時間は⽐較的⻑くて、計2⽇間開催し、元の学校の
運動会は半⽇だけで終わります。その上内容も異なっていて、リレーと綱引き競技以外は、基本的に
競争はなくて、各部活、学年のパフォーマンスです。私は⼀番おもしろいと思ったのは先⽣達のコス
プレです。男性の先⽣達がそれぞれストッキング履いて、化粧して“はなやかに装って”主賓席の前を
歩きます。www私のクラスの担任の先⽣は⽩雪姫に扮していました。服はみんなが家から持ってきた
もので、みんなでいっしょに先⽣を着飾って、とても楽しかったです。〜体育祭で⼀番忙しいのは応
援団です。プログラムの合間に、応援団はそれぞれの学年をまとめて、いっしょに掛け声を叫ばなけ
ればなりません。応援団は⾃分たちのパフォーマンスもあるし、試合の時に声援する主⼒でもありま
す。応援団が雰囲気を盛り上げるのを担当し、みんなが⼀緒に応援している声を運動場中に響き渡ら
せます。
とても疲れたし、とても暑かったけど、みんなとても頑張って、特に⾼校三年の先輩達は、最後の体
育祭のために、全⼒を尽くしていました。体育祭が終わった後、たくさんの三年⽣が泣いていまし
た。以前に何かあったとしても、⾼校3年の最後の数ヶ⽉になると、学校、先⽣と同級⽣と別れたく
ない気持ちばかりになります。傷ついたし、快活に笑ったし、涙を流したけれども、体育祭は終わり
ました。みんなが練習の成果を、家⻑、先⽣、同級⽣に⾒事に披露しました。総じて⾒どころがあ
り、楽しく、とても⾸尾が良かったです^_^
唯⼀残念に思ったのは、私は⼀回しか出場する機会がなくて、それは全学年が⼀緒にするダンスで、
それ以外は、ずっと坐って、⽴って、聞いて、⾒て、拍⼿して、掛け声を叫んで、みんなが笑ってい
るのを⾒ていました。2週間経ちましたが、なじむのは本当に難しくて、⾔葉が通じないというのは
本当に不便です。同級⽣達とおしゃべりすることもできないし、冗談も⾔えません。⽇本語の質問を
いくつか聞くことしかできません。私は積極的に話しかけましたが、⼆⾔三⾔ですぐ終わってしまい
ました。みんなはとてもやさしいけど、いわゆる友達、はまだできていません。⾔語は本当に⼤切
で、この道具がなければ、交流するのはとても難しいです。特に時間が経ってしまうと、留学⽣の後
光は徐々に消えていってしまいます。だから私は時間を無駄にせず、⽇本語をしっかりと勉強し、同
級⽣達とおしゃべりをして、冗談を⾔いあえるように頑張りたいです〜〜

劉雅軒さんの⽇記





9.23

2015.09.23

家に帰る道、家族全員で⾞に乗っていました。途中、みんなは飲み物を買いに降りましたが、お婆ち
ゃんと私だけ⾞内に残りました。最近は雲が広がりやすいですねと天気のことが話題になったら、お
婆ちゃんは、彼⼥が若い時、素敵な⼣暮れを⾒たことがあると話してくれました。その時、お婆ちゃ
んはお婆ちゃんのお⽗さんとバスに乗っていた、お婆ちゃんの⽬は⾒えないので、初めははっきり⾒
えなくて、⽬の前に⼀⾯の⾚⾊の光、橙⾊の光が広がっているように感じただけだった。バスは⾛り
続き、海はすぐそばにあり、太陽は海⾯からゆっくりと落ちていき、その残照は海を照らし輝かせ
た。海の⽔紋は太陽の光を反射して、お婆ちゃんの顔を明るく照らしてくれた。。実は私もお婆ちゃ
んの⼝から出た簡単な⽇本語に頼って、頭の中でその美景を組み⽴てて浮かばせただけです。けど、
お婆ちゃんが話していた時、彼⼥は濁った⽬を輝かせた、私はその輝きから当時の美しき⼀瞬を実感
できたわけ︓それは83歳の⽼⼈にしっかりと覚えられた美景だから、きっととっても、とっても美し
く、とっても美しい瞬間でしょうと。

劉雅軒さんの⽇記





9.27

2015.09.27

実はずっと前から家に絵葉書を送りたいと思っていたけど、ほしかった⿅児島の景⾊のが⾒つからな
かったので先延ばしにしてしまいました。先⽇はホストファミリーと⼀緒に郵便局に⾏った時、偶然
にこの桜島の絵葉書を⾒ました。ちょっと何かを書き込んで遠い北京に居る家族に送ろうと考えてい
ます。

昨⽇はホストファミリーの家族たちと⼀緒にお⺟さんのお友達のところへ晩御飯を⾷べに⾏きまし
た。おばさんは私とMikiにたくさんのプレゼントをくれました。みんなおばさんの⼿作りで、⼩銭⼊
れ、ネックレス、アクセサリーなどです。⽇本の⼥性はみんな⼿先が器⽤だなぁと思いました。みん
な何かを⼿作りできるから〜〜私も習ってみたいなあʚ ɞ

劉雅軒さんの⽇記







9.28

2015.09.28

今⽇はとても楽しかった〜

今⽇の放課後、mikiちゃんを教室で待っている間に、同級⽣と⼀緒にローソンに⾏って、⾁まんとポ
テトを買いました。クラスに戻って来てから五⼈で⼀緒に⾷べました。⾷べながら、おしゃべりをし
ました。私は聞きながら、時々⼝をはさみました。特別忘れがたいことでも、特別に⾯⽩い話でもな
いのだけど、ただ、五⼈で⼀緒に座っているだけで、ある種の幸福感に満たされました。私は満⾜し
やすい⼈間です。おいしいもの、楽しいこと、どれも私を期待させてくれます。しかし、今⽇のこの
何とも⾔えない幸福感は、⾃分の進歩から来るものだと思います︓少しずつみんなのおしゃべりの内
容がわかるようになり、みんなとおいしいものを分け合えるようになり、他のクラスで誰が恋愛中
か、といったことを聞けるようになりました。…⼀瞬だったけど、彼らとの距離がすごく近いと感じ
ました。たとえ留学⽣の後光がなくなっても、私たちはゆっくりと友達になれるでしょう。頑張
る︕︕この感覚を保ちます︕︕︕^_^

劉雅軒さんの⽇記



10.4⽇本語先発 花⽕⼤会

2015.10.04

昨⽇、家族と⼀緒に霧島市の⼀年に1度の花⽕⼤会に⾏きました。花⽕⼤会は8時に始まります。で
も、⾒にいく⼈が多いので、6時ごろ皆んなで出発しました。途中で、お⺟さんが予約した店に弁当
を取ってから、早く花⽕⼤会の公園に⾏きました。

公園に着いたら、駐⾞場でもう⾞がいっぱい⽌まってました。お⽗さんも早く駐⾞スペースと座る所
を探しに⾏きました。それから、家族の皆んなでお弁当を⾷べながら、8時になるまで待ていまし
た。
ちょうど8時に1発⽬が上がりました、その後連続で上がると、空が明るくなりました。皆んなで
「Woo〜綺麗だね〜」と⾔いながら、⾒ていました。これから、花⽕が1時間も続けていました。形
がいろいろあって、ハートや連続花⽕などがありました。その花⽕は⾚い⾊、⻩⾊、緑、⻘い⾊な
ど、いろいろ光ってとてもきれいでした。おばあちゃんが「今年の花⽕⼤会は普通より遅いです。普
通は夏の時、皆んな浴⾐を着って花⽕を⾒にいきます。今回は涼しくなってきた秋で⾏われます。」
と⾔いました。⼭の上にある公園は寒っかたですけど、花⽕を⾒ると、⼼が暖かくなりました。
この花⽕⼤会は、私にとって初めての経験でした。わっぜ「⿅児島弁」うれしかったです（≧∇≦）。
中国では、花⽕は春節の時家族と⼀緒に花⽕とか爆⽵とかをする。⽇本では、専⾨の花⽕師が花⽕を
します。霧島市外からの⼈も集まって、⼀緒に花⽕を⾒ました。
国によってやり⽅は違うけど、花⽕を⾒た時の感動は同じだと思います。
花⽕が打ち上がる瞬間は、本当に美しい瞬間でした^ - ^。
指導:お⽗さん、お⺟さん、おばあちゃん、みき

劉雅軒さんの⽇記
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これは⽇本語で投稿されたものです



10.4

2015.10.04

私の直筆です〜萌え萌え〜︕朝から元気いっぱい︕︕

劉雅軒さんの⽇記





10.10

2015.10.10

⽇本はとても礼節を重んじる⺠族で、このような礼節を重んじるところは⽣活の中のいろいろなこと
に浸透しています。たとえば、⾷事。⽇本では⾷事の前後に、お百姓さんと⾷事を作ってくれた⼈に
感謝して、“いただきます”と“ごちそうさまでした”を⾔います。外で⾷事をする時は、⾷べ終わって
から、店員に感謝するだけでなく、店員が⽚付けやすいようにしておきます。お茶碗、お箸、お⽫、
コップなどをまとめて積み重ね、テーブルの端に置き、店員が⽚付けやすいようにしておきます。私
は、⽇本⼈のこのような相⼿の⽴場になって考える⼼は、多くの場合、私たちが学ぶに値することだ
と思います。

劉雅軒さんの⽇記



10.19

2015.10.19

⼼地よい態度を取って⽣活と向かい合う。

わずか⼀ヶ⽉余りの間に、⽇中両国は、学⽣も、⼈々も、異なるところがたくさんあると気付きました。これからの⼀年間は、異⽂化によるショックと洗礼において、私もきっ
ともっと変わっていくだろうと思います。未知とチャレンジに満ちた⽣活だからこそ、⼼地よい感覚を持てるよう、穏やかな気持ちで毎⽇元気満々に過ごせるよう、⾃分から⾃
分のために調整する必要があるでしょう︕( ^ω^ )

1.良い⽣活習慣から始めよう

毎朝、5:35の⽬覚ましが鳴ったら、私の新しい⼀⽇は始まります。遠いので、毎⽇の通学は電⾞で⽚道２時間がかかります。夜は部活があるから、8:30くらいに家に着きま
す。晩御飯を⾷べて、シャワーをして、ちょっと⽚付けて、単語の暗記と宿題をやります。次の⽇にも元気が出るよう、10:30くらいに寝るようにしています。幸い、⽇本で
は、勉強のストレスはそれほどないから、ぐずぐずしない限り、できないことはないです。

2.細々した時間を活⽤しよう

今の⽣活は、時間がとても細かく分割されています。昼間は、学校にいる時間が最も多く、次は電⾞に乗る時間、家にいる時間が最も少ないです。だから、多くの仕事は、仕⽅
なく学校や電⾞ですることになっています。学校での昼休みや授業と授業の間の時間を利⽤して、本を読んだり⽂法を勉強したりしています。そうすれば、わからない⽇本語に
関する質問があったら、直接クラスメートに聞けます。電⾞では、単語を暗記するか休むことにします。つまり、時間を無駄にしない、できる限り充実にしたいと思います。

3.⾃分を喜ばすことを探し出そう

どんな理由によるかはともかく、寂しいのは避けられないでしょう。ずっとそういった消極的な気分でいると、⽣活も楽しくないでしょう。だから、⼀⼈でいるときは、⼿本ど
おりに字を書くのが好きです。字の練習にもなりますし、⾃分の気持ちを穏やかにさせ、ストレスの軽減にもなります。あるいはホームスティ先のお⺟さん、mikiと⼀緒に⼿細
⼯をします。⽇本⼈はみんな⼿が器⽤で、私も⾊々と勉強になりました。

4.家族や友達との連絡を保とう

毎回、家族や友達の顔を⾒るたびに、いつもとても嬉しいです。彼らに私が⽇本での⽣活を紹介したり、⾃慢の作品をアピールしたり、⼼の中の晴れない何かを打ち明けたりで
きますから。特に親です、⼀⼈っ⼦ですので、私が寂しがっているだけでなく、パパママもきっと寂しがっているでしょう。だから、週に⼀回のビデオ電話は、私たちにとって
最も楽しい時間です︕(((o(*ﾟ▽ﾟ*)o)))

5.⽬標を固め、初⼼を忘れないよう

部活のことでいろいろあって、⼗⽉の中旬になってやっと部活に⼊りました。しかし、最終の選択は正しかったと思います。バトミントン部は私を⼊れて四⼈しかいないけれ
ど、みんなやる気満々で、練習もとても楽しかったです（⽬標︓痩せること︕｡-_-｡）。あとは⽇本語の勉強です。この⼀年は、前のクラスメートと⽐べると、もっとも有利な
のは、⽇本語の環境です。だから、⽇本語の学習は私にとって最⼤の⽬標になっています。ここで、周りの⼈の⽇本語（⿅児島⽅⾔まじりですが≧∇≦）にしっかりと⽿を傾
け、みんなの話し⽅を真似し、クラスメートに質問し、⽂法書を読み、単語を暗記するのは毎⽇の必須⽇課です。この⼀年間で、必ず⽇本語を⾶躍的に進歩させます︕（⽬標︓
N1合格̶̶!￣▽￣）

とにかく、⽣活と向かい合うとき、順応するよりは適応するというべきでしょう。⽣活を受け⼊れて、⽣活に抱きしめられて。⾃分にとって⼼地よい態度で、これからの⽣活に
向かって、進め︕︕︕*\(^o^)/*

劉雅軒さんの⽇記



10.26⼤隅半島⼀⽇⾒学

2015.10.26

⼤隅半島⼀⽇⾒学︕丹念なごみ拾いから︕⼿の込んだ酒と⿊酢の醸造まで︕⽇本⼈はどこまでも精進していて、慎重で勤勉で、私も得るところがとても⼤きいです。縄⽂時代も
遊びにふけって帰るのを忘れさせます︕最後の総括︓たくさん⾒て、たくさん考えて、たくさん学んで、たくさん⾏動して、よく考えること︕

⿅児島でこんなにもたくさんの中国⼈留学⽣と知り合えて、とても嬉しいです。ほとんどが⼤学⽣なので、⼀⼈で⽇本に留学に来ている⾼校⽣の私にはとりわけ⾯倒をみてくれ
ます。親切にも私にlineの使い⽅や、SIMカードはどうやって買うかなどを教えてくれました。お兄さんお姉さん達はみんなとても親切で、優しいです。お昼はみんなで⼀緒に
⾷事をして、⽇本の美⾷を味わっただけではなくて、お姉さんの⼿作り弁当も⾷べました。作ったのはお寿司でしたが、ある種の中国の味がありました〜⾷べながらみんなの話
を聞き、⽇本の⼤学の具体的な情況も少し理解しました。将来また⽇本に戻って来て⼤学に⾏くための、助けとなりました。本当に得るところが⼤きかったです︕

 

劉雅軒さんの⽇記





最近

2015.11.05

今週は九⽇間連続で学校だった〜〜疲れちゃいましたよ〜〜〜

11.1は学校のホールで神村学園60週年の創⽴記念⾏事が⾏われました。記念⾏事に、⼆百名あまりの来賓を迎えました。みんなは正装していて、学校の60歳のお誕⽣⽇をお祝
いしました。イベントで放映されたビデオはとても印象に残りました。その内容は神村学園が1955年に創⽴した当初からこれまでの経歴でした。創⽴した当初は、15⼈の⼥⼦
学⽣しかいなかった看護福祉専⾨学校（だいたいそんな感じのもの≧∇≦）で、そして徐々に発展してきて、今⽇の幼稚園、⼩学校、中学校、⾼校、専⾨学校を有する神村学園
になってきました。60年前の様⼦は、私には想像できなくて、ビデオに出てきた写真で当時若かった校⻑先⽣はいまもう⽩髮が⽣えていて、顔にも歳⽉の痕跡が⾒えていま
す。その後、⼤会で沢⼭の30年以上教壇に⽴ってきた先⽣は表彰されました。最も⻑かったのは39年でした。つまり、先⽣⽅は⾃分の⼈⽣の三四⼗年を学校に貢献したという
ことですね。今はもう⽩髮になっている先⽣⽅が貢献したのは、⻘春だけでなく、その⼀⽣です。

11.3は学校で⽂化祭が開催されました。うちのクラスは唐揚げを作りました。私は接客係で、お客さんに「いらっしゃいませ、美味しい唐揚げで150円ですよ、どうぞお買い上
げください、どうもありがとう」などと声をかける役⽬でした。買ってくれるお客さんはとても多く、⻑い列も作っていましたので、何度も売り切れになってしまいました。お
客さんを⻑く待たせないため、超忙しくしていましたが、楽しかったです。午後はちょっと暇になって、クラスメートと⼀緒にちょっとうろうろして、美味しいもんをいっぱい
買いました（≧∇≦）実は⾷べ物以外にも、⽇⽤品の出店もあって、どれもとてもおもしろかったです。⽇本では、先⽣は学⽣を信⽤しています。唐揚げのような油で揚げると
いう⽐較的に⾼い危険性に伴う作業は、前の学校では基本的にやらなかったです。しかし⽇本では、学⽣たちはみんなある程度の料理知識を持っていて、しかも⾃⼰管理もちゃ
んとしていますので、先⽣は多少⼼配されるかもしれませんが、やはり学⽣たちにやらせて体験させます。⽂化祭の時、学校の先⽣や学⽣だけでなく、近くのお客さんも⾒に来
ますし、保護者も来ますから、⼈が多かったです。⼈気で⻑く列に並ばないといけないお店もありましたが、みんなは焦ったりせず待っていますし、あらかじめ⼩銭を⽤意して
あって、お店の⼈にも後のお客さんにも迷惑をかけないようにしていました。初めて⽇本の⽂化祭に参加して、たくさん⼼得ました。しかも⾯⽩かったです。

11.1には、オーストラリアからの留学⽣が⼆名きました。⼀⼈はうちのクラスに⼊りました。私は⽇本語も英語もそれほど上⼿くありませんが、沢⼭お喋りしました。彼⼥に
いろいろと英語単語を教えてもらいました。嬉しかった̶̶̶( ^ω^ )⼀緒に⽇本語の勉強を頑張りましょう︕︕︕

劉雅軒さんの⽇記





地震―――!

2015.11.15

初めて地震を体験しました

震源地︓薩摩半島⻄⽅沖

最⼤震度︓4

時間︓2015年11⽉14⽇

           朝 05:51

これは私が初めて体験した地震です。夜、ベッドに横たわって寝ていた時、ベッドは左右に揺れているのを感じました。壁も揺れていましたので、⽬が覚めました。最初はまだ
寝ぼけてて、夢だと思ったんですが、しばらくしたら⽬が覚めてきて地震かもと気付きました。けど、逃げる意識は浮かんで来なかった=_=今になって考えると、ちょっと恐
くなります。その後は下の階から、ホストファミリーのお⺟さんの携帯から「地震です、地震です」のアラームが聞こえてきました。揺れが収まってから、携帯を⼿に取って
Yahooで調べてみたら、本当に地震でした。幸い強くはなかったし、被害も出ていなくて良かったです。でも、今回の地震で、⾃分は防災意識があまりないということに気づき
ました。万が⼀⼤きい地震が起きたら、どこに逃げたらいいかもさっぱりわからない-_-#翌⽇に、ホストファミリーのお⺟さんはもしも地震があったら、トイレは⼀番安全な
場所だと教えてくれました。もしその余裕がなかったら、机の下も⽐較的に安全だそうです。皆さんも命を⼤切にし、⾃分の⾝をちゃんと守ってください︕︕︕

劉雅軒さんの⽇記



追加

2015.11.15

先⽇、お⽗さん、お兄さん、みきと⼀緒に毘沙⾨滝に⾏きました。素晴らしい景⾊を⾒て、とても楽しかったです。滝は昔々の⽕砕流の溶結部にかかるものです。何年も経っ
て、今の様⼦になりました。滝は⾼いところから、下に落ちる瞬間はとっても美しかったです。緑の⽯、⾼い⽵、きれいな空気、いい天気…これは⿅児島県です︕^ - ^

劉雅軒さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



Happy Birthday

2015.11.27

11.24，17歳の誕⽣⽇ (^O^)初めて家族や友達と離れて、⽇本のクラスメートたちからの祝福の中、ホストファミリーと⼀緒に忘れられない誕⽣⽇を過ごしました。

実は誕⽣⽇当⽇はそれという出来事はなかったです。朝はホストファミリーのお⺟さんは体調が優れていなくて、夜に帰ったらまたおばさんを空港まで送りました。晩ごはんも
空港で適当に取ったわけです。QQ（LINEのような中国のSNSアプリです-―訳注）メール以外に、誰も私の誕⽣⽇を覚えていないと思ったくらいです…>_<…そして夜に家に
帰ったら、中国にいる両親とビデオ電話でお喋りをしました。遠く離れていますが、両親が私のことを⼼にかけている気持ちは伝わってきて、⼼の中は暖かく感じていました。
^ - ^それに、昔のクラスメートのみんなも、誕⽣⽇おめでとうとお祝いのメッセージを⼊れてくれて、彼らは最近受験勉強に忙しかったことと⾯⽩い出来事とか教えてくれま
した。（＾∇＾）最も意外に感じたのは、誕⽣⽇のその⽇の朝、私は学校に⾏き、教室に⼊ったら、みんなからお誕⽣⽇おめでとうと⾔ってもらいました。その後、クラスメー
トに⽇本では誕⽣⽇の時は何をするかと聞いてみました。さらに、交流センターの先⽣⽅からのプレゼントと写真をいただきました。先⽣⽅の⼿書きのカード、⼀枚⼀枚、私が
続けて頑張っていくためのエナジーになってくれています。交流センターの先⽣⽅はずっとそばに居てくれていると思ったら、⼼の底から安⼼感が湧いてきます。 (｡-_-｡)

その翌⽇、11.25の夜は、ホストファミリーの家族は私とお祖⺟さん（お祖⺟さんのお誕⽣⽇は12.1です）のためにプチパーティーを開いてくれました。ホストファミリーのお
⺟さんはケーキを買ってくれて、プラスKFCのファミリーパックも買ってくれました。（ホストファミリーは、誰かの誕⽣⽇になると、ケーキにファミリーパックは定番です
「笑」）それにmikiからプレゼントをもらいました̶̶⼤きなhello Kittyの枕、ホストファミリーのお⺟さんからもプレゼントをもらいました̶̶魔法瓶。異国にいるにもかか
わらず、これだけ沢⼭の⼈に祝ってもらえて、⼼がいっぱいです。（＾ω＾）これも将来は、私にとっての素敵な思い出になるでしょう＾＿＾

劉雅軒さんの⽇記



 



⽇本の柿

2015.11.27

⽇本の柿は硬いんだ̶̶̶!こんな柿は初めて⾷べました。⾒た⽬では同じように⾒えますが、ガリガリとした⾷感で、りんごと似ています。でも味はやはり柿の味だったの
で…不思議な感じでした。ひとくち⾷べたらやみつきになった〜これまでのような⾷べた後の渋さもまったくなく、⼀個⾷べたらさらに⼀個⾷べたくなる̶̶̶!ゲップ〜〜〜
（≧∇≦）

劉雅軒さんの⽇記



吃‼

2015.12.07

太好吃啦‼ 咖喱馕+咖啡+抹茶蛋糕，吃了好多〜〜

劉雅軒さんの⽇記





イルミネーション

2015.12.13

昨⽇、ホストファミリーと湧⽔町のイルミネーションを⾒に⾏きました︕︕電球のいろんな形や⾊が集まり、とても綺麗でした。天気が寒かったですが、⼈々は電球からの
光が照らさせて、顔にいろいろな⾊が写って⾒えました。とても楽しかったです︕︕︕

劉雅軒さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



祭祀龙神的神社（中国語）

2015.12.13

今⽇は天気が良かったので、ホストファミリーと⼀緒に⿓神さまを祀っている神社に⾏きました。すでに冬になっていますが、今⽇は暖かかったです。⼭の上から⾒下ろすと、
⼀⾯の緑が延々と続く感じがします。⾒渡す限り緑に満ちています。神社にはそれほど⼈がいなかったので、⼼まで落ち着けるような静けさでした。しかもとても⽇本の雰囲気
が漂っています。今回は神社に⾏って、初めてお守りを買いました。何度も守ってくれるそうです〜ははは、御神籤は「吉」に当たりました、⼤満⾜です︕

劉雅軒さんの⽇記





ビデオを⾒た

2015.12.17

今⽇になってやっとですが、私たち今期の留学⽣のビデオを⾒ました。意外に驚き喜ぶ感じがあります。⽇本に来てもう三ヶ⽉あまり経ち、気持ちも最初のワクワク、嬉しい、
右も左も分からない迷いから、今の落ち着いた、ゆとりのある、馴染んだ気持ちに変わってきました。今の私は少しずつですが、どうすればここに融け込めるのかを習い、⽂化
の差の背後に潜むその本質について考えるようになって来ました。⽇本語はまだ上⼿とは⾔えないけれど、三ヶ⽉で鍛えられ、もう当時に空港に佇んでただ単にあたりをきょろ
きょろ⾒渡していた私ではないです。それに、今期の留学⽣のビデオからも深い印象を受けました。北京と東京で僅かに１０⽇くらいの付き合いだったですが、お互いにこの異
国での最も分かち合えるいい仲間になっています。みんなが毎⽇元気満々で、学校でもホストファミリーでも仲良くやっているのを⾒て、私も共感を覚えたように喜んでいまし
た。最近は学校で、私も⼝を利くことがますます多くなってきて、みんなとも⾶躍的に仲良くなってきました︕時々、クラスメートと⼀緒にしりとりで遊ぶことまでできます。
私はいつも考える時間が⻑くなりますが、みんな全然焦らずに待ってくれました。もうすぐ冬休みです。ホストファミリーと⼀緒に⽇本のクリスマスと新年を楽しめると思う
と、すごく楽しみです~~~~~~~~︕︕

劉雅軒さんの⽇記



クリスマスパーティー

2015.12.21

今⽇はクラスメートの家でクリスマスパーティーを開きました。１１⼈でケーキ、ピザ、唐揚げ、スパゲッティなど、いろいろな美味しい料理を作りました。初めて⽇本の⼥の
⼦の⼥⼦⼒の⾼さを⽬の当たりにして、めっちゃびっくりしました。(╯‵□′)╯私は料理があまり上⼿ではないけど、できる限りみんなを⼿伝って、ちょっとずつ学びました。
最後に、記念写真を撮りました。とても楽しかったです。

今回誘ってもらえて本当に楽しかったです︕~~~ o(*￣▽￣*)ブ

劉雅軒さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



12.27  美味しいたこ焼き

2015.12.27

 

  昨⽇、ミキと麗緒奈ちゃんとたこ焼きを作りました（≧∇≦）私はたこ焼きを作るのは初めてだったので、とても楽しかったです(｡-_-｡)
   まず、⼩⻨粉と出し汁と⼭芋と卵を混ぜたものをたこ焼き器に⼊れました。次に、タコとソーセージ、キャベツとねぎと天かすを⼊れました。そして、焼けてきたら、⽵串(た

けぐし)などを使い、ひっくり返して⾏きました^ - ^さらに、全体が焼けるまで待ったら、完成しました︕︕︕
   私はタコとねぎを切りました。ねぎはだんだん切るサイズが⼤きくなってしまって、均⼀の⼤きさに切ることがとても難しかったです(￣^￣)ゞけれど、たくさん切っている

うちに、綺麗に切ることができるようになりました︕
  ⽵串でたこ焼きをひっくり返していくのが⼀番楽しかったです〜外はカリッと、中はトロトロしている美味しいたこ焼きをまたみんなと⼀緒に作りたいです(*^o^*)皆さんも

今度作ってみてくださいね〜
 

これは⽇本語で投稿されたものです

劉雅軒さんの⽇記





新年直前、私はとても忙しい~

2015.12.31

新年好呀 新年好呀 祝福⼤家新年好~~

我们唱歌 我们跳舞 祝福⼤家新年好 ~~

（新年の歌、歌詞引⽤。⼤意は「歌いましょう、踊りましょう、みなさん、新年おめでとう」という内容です̶訳注）

新年を迎えるため、この⼀週間、私は忙しく過ごしました。初めて「餅」と「そば」を作ってみました。少し難しかったですが、⾯⽩かったです~そばはもっと難しくて、麺は
硬いから、何度も⽔を加えないといけないんです。

 

そばを作った後、腕がずっと痛かったです ( ▼-▼ )

（餅を作る様⼦は楽しみにしてくださいね~）そして今⽇は朝から晩までずっと部屋を掃除しました。私はホストファミリーの仲間と⼀緒に、部屋のレイアウトを変えました、
前の仕切りを外したから、広くなりました（私たち⼆⼈は同じ部屋だったので、今は繋がったんです）。部屋の真ん中にテーブルを置くつもりです~~︕今⽇で2015年にさよな
らですね。半年未満の時間ですが、⽇本でいろいろと経験しました。もしも私は⽇本に来ていなかったら、今はどうしているかを想像もできないです。なぜなら、私は⾃然にこ
こに来るべきだった気がしますから (●'◡'●)。明⽇からは新しい⼀年になります。爆⽵の⾳で⼀年が去っていく（また⼀つ年取った）-《》、新しい⼀年に向けて、⾃分も新し

劉雅軒さんの⽇記



い⽬標を持つようになりました、が、ここではその⻑い話は省きましょう。実は、それらの⽬標は⾃分の⼒で少しずつやり遂げていくものなので~⼼に覚えておけばいいと思い
ます~最後に、前の年に別れを告げ、新しい年を迎えるこの偉⼤な時刻（ちょっと早いですが）に、みなさん、新年おめでとう~財源がとうとうと流れてきますように~

 2015.12.31  17︓19



2015年最後のちょっとした作⽂、⼤好きなあなたたちへ♥

2015.12.31

この⽂章は、ただ私たちは⼀緒にいた⽇々を記念するために書きました。

同期の留学⽣や先輩たちは昔のクラスメートに対してどんな感情を抱えているでしょうかは知りませんが、とにかく、私は、彼たちを懐かしく思っています。ほとんどの⼈は中
⼀からの付き合いで、今までずっとそばにいてくれました。確かにいままでです、留学しているいまでも、彼たちはずっといてくれています。

私は、帰ったらまた彼たちと⼀緒に卒業して、進学できる⼈と違います。これからは、彼たちと⼀緒に朝ごはんを⾷べたり、⼀緒に体育の授業をしたり、⼀緒にテストを受けた
ら、⼀緒に新年を祝ったりすることは⼆度とできません。昔の最⾼の楽しさに満ちたシーンには、もう私の姿はどこにもいません。そう思いますと、残念に羨ましがってしかた
がないです。でも幸い、私たちの友情は試練には耐えられます。海の向こうを眺めるしかなくても、あなたたちから電話をもらったり、メッセージを⼊れてくれたりして、クラ
スでの⾯⽩い出来事をシェアしてくれています。その瞬間は本当に幸せで声を⽴てて笑ってしまうくらいです~今⽇は元⽇で、あなたたちは期せずして⼀致してちょっとした作
⽂を送ってくれて、本当に感動しました。来年はあなたたちは⾼校卒業試験を受けますね、みんな無事合格するように︕みんなAが取れるように︕みなさん、新年おめでとう、

財源がとうとう流れてくるように︕⼀緒に頑張りましょう~~⼤好きなあなたたちへ♥

劉雅軒さんの⽇記





2016年、すべてが順調に運びますように

2016.01.01

2016、ようこそ︕昨⽇の夜は夜更かしして新年を迎えました。それにもかかわらず今朝は早起きして⽇の出を⾒に⾏きました。縁起がいいと思って〜お⽇様は毎⽇昇ってきて
くれますが、このようにしてそのお⽇様は⼤地を覆う瞬間を静かに待ち構える時間はあまりないです。⾃然はいつも私たちをカメラマンにしてくれています。その特殊効果など
⼀切混じりのない綺麗さは、私たちに清々しい美しさ、迫⼒のある美しさを与えてくれます。その後近くの神社にも⾏き、願い事をして、おみくじ（吉）を引きました。ホスト
ファミリーのお⽗さんは⼤吉でした︕羨ましいなあ̶̶̶でもホストファミリーのお⺟さんは、真ん中ではありますが、それはそれで良かったです。努⼒さえすれば伸びしろは
あるから〜へへへ〜帰ってから、御節料理を⾷べました、お腹いっぱい!(*^o^*)なによりも、お年⽟をもらいました〜〜〜〜〜〜!嬉しい〜〜〜!（＾ν＾）

劉雅軒さんの⽇記



 



綺麗な年賀状

2016.01.04

⽇本では毎年、年賀状を送るの伝統があります。この前、わたしも年賀状を買ってみたが、ホストファミリに作ってもらった特別な年賀状のほうがいいと思ってる。ホストマザ
ーは１２．２５までに送ったら、１．１に着くって。だから、早く書いて、⽇本にいる友達、⽇中交流センター、担任の先⽣と部活動の先⽣に送った。住所などを聞く時、私に
も送るって、とても嬉しかった(●'◡'●)残った年賀状はまた中国にいる友達と親に送るつもりです（残った...︖実はわざわざ保留したのですよ＞－＜）。そして、みきから、
もし家族の⼈誰かが亡くなったら、その年は送ってはいけないと教えてくれた（知識を学んだ）。

今年、あなたも知り合っている⼈に年賀状を送りましたか︖(●'◡'●)

これは⽇本語で投稿されたものです

劉雅軒さんの⽇記



―――スピーチ⼤会―――

2016.01.10

2週間余りの準備を経て︕昨⽇私は⿅児島県のスピーチ⼤会に参加しました︕予選は約40⼈の参加者がいて、みんないろいろな国の出⾝で、異なる⾐装を着ていました。留学し
ている⼈、働いている⼈、⽇本語レベルの⾼い⼈、演壇に上がる時と下りる時に礼儀正しい⼈、各々⻑所があり、それぞれ特⾊がありました。スピーチには決まったテーマがな
かったので、私も各参加者のスピーチから、たくさん異なる声、異なる⾒⽅を聞くことができました。みんなが期せずして⼀致したのはすべてのスピーチで、⾃分の⽇本での経
験、苦しみ、楽しみを結び付けていました。私も多くのことを学ぶことができ、⾃分の影を⾒つけました。特に⽇本と⾃分の故郷との違いについて述べる⼈が多かったです。知
っているのですが、今まで注意したことのない相違点が多く、参加者が述べるのを聞いてみると、⾯⽩いと感じるだけではなくて、たくさん違いが細部に表れているのだと感じ
ました。スピーチ⼤会の時、たくさんの中国の⼤学の交換留学⽣と知り合いになりました。彼らと⽐べると、私は⾃分に⾜りないのは⽇本語の能⼒ではなく、留学への渇望と決
意だと思いました。要するに、多くを聞き、たくさんのことを学ぶことができました。次に写真を数枚アップします〜私のかわいい友達、張⼽もいます〜

フフフ︕最も⼤事なのは︕意外にも︕とても意外ですが︕私は次回の試合にでます〜〜ＨＯＨＯ〜〜〜

次回お会いしましょう︕（"g∇"f）

劉雅軒さんの⽇記





ハンバーグを作った

2016.01.20

昨⽇、ホストマザーはハンバーグの作り⽅を教えてくれました。初めて⾃分でハンバーグを作った（≧∇≦）満⾜感を⼤幅に上げました----五⼈分のハンバーグを作って、みん
なから「うまい--」って褒められた。とても嬉しかった。中国に帰ってから、両親に作ってあげたい(｡-_-｡)

劉雅軒さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



南国の雪

2016.01.20

ここ2⽇間、とても寒くて、九州の最南端の県でも雪を⾒ることができました。これは珍しいことです。2⽇前に、ホストファミリーのお⽗さんとお⺟さんは私を連れて⼭に登
り、雪を⾒に連れて⾏ってくれました。⿅児島の雪は北京のように、⼤雪が降った時は天地を覆い隠して、都市全体を真っ⽩に覆い尽くすのとは違います。⿅児島の雪は蒲公英
のようで、軽やかに、⼩さな⾵に舞い、ちらほらしています。さらに雪景⾊も北⽅とは異なり、この⼭の上の⾊の層ははっきりとしていて、⼭頂の⼤きな岩の上は雪で覆われて
いて、岩の下には荒れた植物帯が⾒えます。ふもとには、⻘々とした湖もあります。南⽅と北⽅の雪にはそれぞれ良い所があり、優劣をつけがたいです。では〜写真をアップし
ます

劉雅軒さんの⽇記





2.5キロのお⽶を⼊⼿

2016.01.25

1.23スピーチコンテストで-----奨励賞受賞 (｡-_-｡)満⾜できる成績ではありません------が、確かに良い経験になりましたし、私と同じに⿅児島で留学していて、⽇本語に愛念
のある外国⼈と知り合えました。みんなのスピーチを通して、普段は気づかなかった、あるいは気にしていなかった些細なことに意識できるようになりました。このような⾃分
を鍛えられる機会があって、留学⽣活も充実しますし、本当にいろいろと勉強になりました。⼀ヶ⽉近くの準備において、先⽣、ホストファミリーの家族、クラスメートからい
ろいろと助けてもらいました。本当に有難うございました〜以下は写真ですよ（私とかわいらしい外国⼈の男の⼦ (●°u°●)  ）
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美しき雪

2016.01.25

昨⽇の朝は⽬が覚めたら、⾃分は⿅児島から北海道へと瞬間移動したかのようでした。寒波の影響で⻄⽇本は珍しい⼤雪になっています。北国出⾝の私にとっては、雪は別段珍
しい⾵景でもないけれども、⿅児島で⼤雪に⾒舞われる⾵景を⾒ることができて、とても懐かしいです。前に北京が⼤雪の時に、友達のモーメンツ（ラインのタイムラインのよ
うなつぶやきです。―訳注）でみんなで雪遊びの写真を⾒て⼤変羨ましがった私は、今度は羨ましがられる番ですね（≧∇≦）mikiは彼⼥のクラスメートを呼び出してきて、み
んなで雪だるまを作ったり、雪合戦をしたりして、雪が⾝に舞い降る喜びを満喫しながら⽇差しを反射している雪の上でコロコロしていました。寒いですが、⼼は暖かいです。
今⽇になっても、厚く積もった雪はまだ屋上を静かに覆っていて、ひらりひらりと溶けていく⾳を伴います。私は家で静かに寒さを体験しています-_-#死ぬほど寒いわ-----︕
雪で電⾞が動かなくなったから、私は⼀⽇休めます〜嬉しい︕けど、道は滑るから、外にも出かけられなくて、家でじっとして寒さに耐えるしかないです---ウウウヽ(´o｀︔

劉雅軒さんの⽇記



 



Ssたまご

2016.01.25

最近はよく⾟のラーメンを⾷べてました。料理が全然できない私にとって、簡単な料理を作る機会をもらった。いつも卵⼀個を⼊れて作る。昨⽇のは⼀番いいと思う。⾊も形も
味も最⾼だった︕︕︕（≧∇≦）

これは⽇本語で投稿されたものです

劉雅軒さんの⽇記



クラクションは催促ではなく、感謝を意味します。

2016.01.30

⽇本の運転⼿の礼儀正しさと譲り合いの精神は、みんなもおそらくおなじように感動したのではないでしょうか。以前も⽇本の運転⼿はあまりクラクションをならさないと聞いたことがありましたが、⽇本に来てから、彼らの譲り合い精神にも少

 

劉雅軒さんの⽇記



初めての節分（＾ν＾）

2016.02.05

節分

⻤は----外︕

福は----内︕

2⽉3⽇は⽇本の節分の⽇。「福は内、⻤は外」と声を出しながら福⾖を撒いて、年齢の数だけ⾖を⾷べました（≧∇≦）17個のピーナッツを⾷べたら、喉がめっちゃ乾いた
(-｡-;お⽗さんとおばあちゃんはそれぞれ50何個と70何個…苦しそう︕ご飯はのり巻きを⾷べた。最初、⻑くて量が多いのり巻きは絶対⾷べ切れないと思ってたが、ホストファ
ザーは恵⽅に向かって無⾔で、願い事を思い浮かべながら全部⾷べてと⾔ったので、⼀⽣懸命に「痩せたい、痩せたい」と考えて全部⾷べてしまった(´･_･`)。⾷べれば⾷べる
ほど、美味しかった（≧∇≦）

とにかく、⾯⽩かった︕（＾ν＾）

劉雅軒さんの⽇記





申年、ようこそ

2016.02.07

新年おめでとう〜

この⼀⾔はこんなに重いって初めて思いました。息をするだけでむせび泣きそうになるほど重かったです。

申年、ようこそ（＾ν＾）この全世界⼈⼝の五分の⼀（⾔うまでもなく中国⼈と海外華僑のことですね）みんなで新年を迎える際、
⾃分だけを代表して、皆さんに̶̶̶新年おめでとう︕と挨拶します。初めてこんなに⼼底から新年を迎えたい、餃⼦を⾷べたい、
春節聯歓晩会を⾒たい、爆⽵を鳴らしたい…と思っていますが、⾃分⼀⼈で部屋に居て、携帯でこの⽇記を書くしかないです。「形
影相吊」（中国語の四字熟語。⾃分と⾃分の影は互いに慰めあう―訳注）という⾔葉がより深く分かるような気がします。初めて⼀
⼈で異国にいて新年を迎えると、こういった喜びの歓声が全国に響き渡る団らんの時には、家に帰りたいという帰属意識が強まると
感じています。海外で春節聯歓晩会を⾒る⽅法を多くの⼈に訊き、⼤晦⽇の⽇にホストファミリーに餃⼦を作りたいと思っています
（初めて餃⼦を作るので、実は作り⽅がよくわかりませんが、それでも⾃分の気持ちを満⾜させ、⾃分に餃⼦を⾷べさせたいと思い
ます、フフフd(^_^o)。今年は、⼤晦⽇、元⽇の⽇はいつになるかもあやふやでした。周りの⼈はみんな普通に穏やかにしている
中、私だけは⼼底落ち着かず新年を迎えたいとばかり考えています。お⾁を買おう⾷材を買おうと準備していて、ずいぶん前から⽗
⺟に餃⼦の作り⽅やきれいに作るコツまで教えてもらいました…⽇本と中国はこんなに近いから、⼤晦⽇の夜に、中国全国で爆⽵が
鳴らされる時に、こちらからもほんの少しの光が⾒えるではないかという幻想を抱くくらいですm(__)m⼼連⼼のグループチャット
でみんなと雑談して、もし今年みんなで⼀緒にいる時に料理ができるなら、全国各地の年夜菜（⼤晦⽇に親族が集まって⾷べる⾷
事。―訳注）を味わうことができるだろうとまで思いました、ハハハ（でも残念なことに…私は料理があまり得意じゃないです）。
良かったことに、もうすぐみんなに会えますね。その時はきっと賑やかでしょう〜〜m(._.)m

劉雅軒さんの⽇記



研修1⽇⽬

2016.02.08

研修1⽇⽬

ずっと前から今回の研修を楽しみにしていました。またみんなと会うことができて、とてもうれしいです。⼀週間余りしか⼀緒に過ごしていない同期にたくさんの依頼感と信頼
感がどうして⽣まれるのかはわかりません。⽇本に来て初めてのお別れをまた思い出してしまいました。未来の⽣活に対する⼼配や期待というような気持ちを思い出し、⼼の中
でこだましています。別れてから半年が経ちました。この半年、私達は成⻑を余儀なくされ、多くの事を⾝につけましたが、⼀部の⾝につけたことは⾔葉では形容することはで
きないものだと私は思います。それは静かに私を変え、たくさんの「初めて」にチャレンジするよう私を刺激しました。1⽇⽬の対⾯はとても楽しくて、みんなと⼀緒に⾞に乗
ってセンターに来て、ホストファミリーや学校の事を話し、⼀緒に⾞でおやつを交換したり、ギョーザを包み、⾷べました…また半年前のことを思い出してしまいました。今回
の経験は、⾔語上の進歩だけではなく、同期と先⽣たちとの深い友情の結びつき、さらには物事の更に深い⾒⽅とより広い視野を残してくれたと思います。

引き続き楽しい研修が楽しみです〜
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バレンタイン〜

2016.02.15

⼤阪から帰ってきてもう三⽇経ちました。昨⽇はバレンタインで、今⽇は⽉曜⽇ですから、クラスメートはみんな⼿作りのチョコレートやお菓⼦を学校に持ってきてみんなとシ
ェアしました。初めてチョコレートを作りました。⼀番簡単なやつですけど、みんなへの「愛情」は注がれていますよ(￣▽￣)でもクラスメートのと⽐べてみれば、雲泥の差で
すよ。⽇本の⼥の⼦は⼥⼦⼒が⾼すぎ、男の⼦までチョコレートが作れるなんて…でも美味しいビスケットやチョコレートをたくさんもらって、やはり楽しかったです。皆さん
にも、ハッピーバレンタインデー〜

劉雅軒さんの⽇記





バドミントン⼤会

2016.02.23

久しぶりの⽇記です (*^_^*)

先週の⽇曜⽇は、部活のメンバーと同校の学⽣たち合わせて⼗⼈くらいで、⼀緒に薩摩川のバドミントン⼤会に出ました。⼤会は全部ダブルスで、午前中は私は仲間とペアで三
試合をして、うち⼆試合に勝って、意外にも「準優秀」賞の証書と賞品をもらいました。初⼼者としての私はとても嬉しかったです〜〜〜それから⼤会は午後四時まで続いて、
私たちはスタッフの⼿伝いで掃除や後⽚付けをしていましたから、⼀番最後に体育館を出ました。
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ふるさとの味

2016.03.02

近づくと、濃厚なお⾁のいい⾹りがにおって来て、扉を開けると、红星⼆锅头（訳注︓「⼆锅头」︓北京特産の焼酎、红星・⽜栏⼭はブランド名）、⽜栏⼭⼆锅头の酒瓶が10
平⽶⾜らずの店にいっぱい並んでいて、席に座ると、⾚⾊のメニュー、漢字の料理名、たちまち私の味覚が開きました。今⽇のお昼、同級⽣と⼀緒に中華料理店に昼⾷を⾷べに
⾏きました。⽇本にはたくさんの中華料理があり、⽇本に来てからホストファミリーのお⽗さんお⺟さんと⼀緒に、⾷べに⾏ったことがありますが、実のところ、とてもおいし
いと思える店は少ないです。たぶん、少しずつ⽇本⼈の⼝に合う味に変わっていったからでしょう。でも、何のためであれ、私は量を多くして価格を安くする営業⽅法ではな
く、お店は中華料理本来の味、特⾊を維持するべきだと思います。（私は以前ある中華料理店に⾏ったことがあります。⾷べきれないほどの量でしたが、量が多くて安いのでホ
ストファミリーはとても気に⼊ってました）。今⽇⾏ったお店はとても親切だと思います。装飾から味まで、このような独りで異国の地にいる私たちにもできる限り家の味を味
あわせてくれます。だから、家からとても遠い場所で、故郷の味をしっかりと守って作ってくれるコックさんに感謝します。私のような⼈に家の灯りをともしてくれたことに感
謝します。

今⽇の店は1⼈のおじいさんで、彼は私が中国⼈と知ってから、わざわざ春巻を3本とゴマ団⼦を３つ作ってくれました（全部で3⼈）。私はずっと彼にお礼を⾔っていました
が、彼は、みんな中国⼈なのだから、当然のことです、と⾔ってくれました。私はたちまち温もりに包まれました。思わずこの半年⽇本で出会った中国⼈を思い出してしまいま
した。年齢、出⾝地などは違うけれど、お互い中国⼈同⼠なので助け合います。よく知っている⼈から知らない⼈まで、良く知っている“你好”という⾔葉が聞こえたからです。

ナス醤油炒め

鶏⾁とカシューナッツのピリ⾟炒め

⾁まん３つ

それ以外にいただいた春巻きとゴマ団⼦

このご飯を⾷べた胃の中は暖まっていて、⼼の中も温もりました。次回機会があれば、またあなたの店に⾏きますね^_^

劉雅軒さんの⽇記



----イチゴ狩り----

2016.03.19

今⽇ホストファミリーと熊本のイチゴ狩りに⾏った(・ω・)ノ楽しかった〜いちごは⾷べ放題だったから、取りながらいっぱい⾷べた(｡-_-｡)みきとたくさん写真を撮った(^｡^)
⽢くて美味しいいちごが⼤好き( ´ ▽ ` )ﾉ

劉雅軒さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



クラスメートと遊びに⾏った

2016.03.24

春休みに⼊ったばかり、私は三⼈のクラスメートと⿅児島県でとても有名な桜島に遊びに⾏った。あまり友達と遊びに⾏かない私は、今回⾃発的にクラスメートを誘って、何度
も相談して、最後に桜島に遊びに⾏くことになった。その⽇、私は早めに起きて、みきとホストマザーから髪形のアイロンをしてもらって、どんな服を着ていくかもいろいろフ
ァッションのアドバイスを教えてもらった。みんなに会えて、「可愛い」って⾔われて、嬉しかった。(お⺟さんとみき、ありがとう〜)みんなと集合してから、フェリーに乗っ
て、桜島にヘ向かった。そして、4⼈で恐⻯公園に遊びに⾏った。そこで、ブランコで遊んだり、滑り台で滑ったりして、とても楽しかった〜帰りの時は歴史の授業で先⽣が⾔
った特別なLAWSONとFamily Martを⾒に⾏った。先⽣が⾔った通り、桜島の「景観」を壊さないように、「LAWSON」と「Family Mart」の字の⾊が変わっていった。最後
に、お⼟産の店に⾏った。私は元々はみかんを買いたかったけど、友達が時期が違うから、あまり美味しくないかもしれないと⾔ったので、みかんを買わなかったが、店で「び
わ」っていう⼩さいマンゴーみたいな果物を⾒つけた。⾷べたことがない私はそれを買った。そして、ホストファミリーに芋のお菓⼦を買って帰った。

クラスメートと遊んでから、仲が良くなったと思う。みんなとたくさん写真を撮った。本当に、楽しかった〜いい思い出になりました。

劉雅軒さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



挖笋

2016.04.03

第⼀次挖笋，直接上图秀成果

劉雅軒さんの⽇記



みきと花⾒に⾏った(o^^o)

2016.04.11

学校が始まったから、ずっと休みがなかった。今⽇は久しぶりの休みなんだから、みきと⼆⼈で家の近くの公園に⾏った。(実はぜんぜん近くないけどm(_ _)m)そこでご飯を
⾷べたり、遊んだりして、いっぱいさくらの写真を撮った。後3ヶ⽉ぐらいだね〜これから、できるだけいい思い出をいっぱい作りたい︕

劉雅軒さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです





動物世界( ´ ▽ ` )ﾉ

2016.04.19

遠⾜で、動物園に⾏った いっぱい写真を撮って、いい思い出を作った( ´ ▽ ` )ﾉ

劉雅軒さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



楽しいバーベキュー

2016.05.06

天気がだんだん暑くなってきて、先⽇ホストファミリーとベランダでバーベキューをした。ホストお⺟さんの友達も、お客さんも⼀緒に来てくれて、⾁をいっぱい⾷べてしまっ

た。

夜は寒いけど、暖かい炭⽕の隣に座って、熱々な焼⾁を⾷べて、ホストファミリーと⼀緒にとても幸せです。

これは⽇本語で投稿されたものです

劉雅軒さんの⽇記



我虽然懒，但我爱你们︕

2016.05.06

翻⼿机相册，⼜让我回忆起了难忘的那天。开⼼~

情⼈节对于⼤部分中国的学⽣来讲，很普通。但是，在⽇本，却是⼀个可以让⼈怦然⼼动的⼀天。向你暗恋好久的学长，送去⾃⼰亲⼿制作的⼩点⼼~巧克⼒~或者，在桌⼦下⾯，
收到⼀个粉红⾊的信封...总之，相⽐中国的学⽣，⽇本的⾼中⽣更善于表达⾃⼰对对⽅的喜爱，尤其是借助情⼈节这个特殊的⽇⼦，再⽤好吃的巧克⼒加以辅助，难免不会迸发出爱
情的⽕花~

其实，令我印象最深刻的不是2.14那个情⼈节。⽽是，3.14的⽩⾊情⼈节。全班⼥⽣，与班⾥唯⼀的三个男⽣，⼀起迸出了爱情的⽕花~~~~~bangbangbang~!

那天放学，三个男⽣从外边拿着⼀⼤摞巧克⼒进班的时候，班⾥⾯沸腾⼀⽚~暖⼼男神们不仅发了巧克⼒，还在后边给每个⼥⽣写了⼀句话~男神︕班⾥还有好⼏个⼥⽣哭着问，这

三个⼈，我该跟谁交往

原来...不⽌我是第⼀次，⼤家都是第⼀次

虽然想把巧克⼒带回国，但是怕它过期或者化掉（其实就是忍不住想吃= =）所以，⼩⼼翼翼的打开了，吃掉了⾥⾯的巧克⼒。但是外⾯的纸盒还保存的好好的~上⾯可是有男神们
的亲笔︕

虽然很迟，虽然我很懒，但我是爱你们的̶̶︕ 

劉雅軒さんの⽇記



旅

2016.06.26

曇り空の⼀週間はやっと終わった。この晴天の⼟⽇はホストファミリーと宮崎のシエラトンホテルに泊まった。部屋の窓からみると、キラキラと輝いてる宮崎の海はとても綺麗
だった。

この⼀年間、ホストファミリーには⼤変お世話になりました。ちょうどテストが終わった際に、さらに最後の思い出を作ってくれるために、みんなでホテルに泊まって宮崎の観
光地でたくさん記念写真を撮った。

今⽇の帰りは飫肥城によって、観光しにいった。何百年前建てられたお城の壁は今までも現代の⼈の前に現れている。そして保存されてる甲冑と武器も深い印象を残った。また
古⼈たちの知恵の素晴らしさを感じた。

ちょっと疲れたけど、楽しかった⼆⽇間を送ってくれたホストファミリーに感謝いっぱい---︕

劉雅軒さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



着物の初着

2016.07.09

この間みきが応募したやつが当たって、今⽇ただで振袖を試着してもらった。ずっと前から、⽇本の着物に興味を持って、雑誌とドラマを⾒たときに着物を着てる⼥性がとても
綺麗で、いつか⾃分も着てみたいと思った。ちょうど帰る前に、みきのおかげで着物の初着ができて、とても嬉しかった。2⼈でいっぱい写真を撮って、いい思い出を作った。
(o^^o)

劉雅軒さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



いつもありがとう(o^^o)

2016.07.12

今⽇の桜島も相変わらず、綺麗だった。

私がいつも乗ってる⽇豊本線は⿅児島駅から、⻯ケ⽔駅の間でちょうど桜島が⾒える。海に囲まれている桜島は美しくて、⼼が誘われる。朝⼣の景⾊も全然違う。朝は太陽の光
で、波がキラキラと輝いて、海に反射してる光は電⾞に乗っている⼈の顔に照らしている。帰りは⼣⽇に染められている⼣焼け雲が⻘い海と接して、⼭、海、空が絵のように融
合してる。毎⽇桜島を⾒ると気持ちが良くなるし、電⾞の2時間という⻑い時間も楽しくなる。

残念ながら、今⽇の電⾞で⼈が多かったので、写真が撮れなかったが、桜島の美しさはもう胸に刻んでいる。

これは⽇本語で投稿されたものです

劉雅軒さんの⽇記



みきと楽しかった夏休み

2016.10.17

今年の夏休みにいつもお世話になったホストファミリーの友達みきちゃんが北京に遊びに来てくれてとても楽しかったです。

劉雅軒さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



想い出は夢のようで

2016.12.22

勉強、勉強の毎⽇を過ごしているうちに、気が付いたら中国に帰国してからもう、５か⽉がたっていた。今、思い返すと、⽇本で過ごした⽇々は本当に楽しかったな。⽇本に⾏
きたかった理由は本当に単純で、⾃分の⽬で⽇本と⽇本⼈を⾒てみたかったから。⿅児島、あの美しい場所で、ホストファミリーのみなさんや学校の友⼈たちと、⽣涯忘れられ
ない充実した⼀年間を過ごした。今でもよく、ホストファミリーとは連絡をとっている。この前、ホストファミリーがプレゼントと試験の合格証を送ってくれて、受け取ったら
温かい気持ちになったよ。

中国の学校に復学して、⽣活も⼀変し、忙しい毎⽇をおくっている。充実しておもしろいけれど、プレッシャーの増⼤もハンパない。もうすぐ試験。もっと努⼒して、試験でい
い結果がでるようにがんばりたい。

⽇中交流センターからの郵便物が届いて嬉しかった。おかげで⽇本でのことをいろいろ思いだしちゃって、携帯の写真を眺めていると、いろいろな思い出がよみがえってきた。
楽しかったこと、つらかったこと、寂しかったこと、幸せだったこと…全てが⼀⽣の宝物。そして⾃分が前進してゆくためのエネルギーになっている。

センターの先⽣⽅もお体に気を付けて、お仕事も頑張って、ますますお美しくなってくださいね〜〜(*¯︶¯*)

劉雅軒さんの⽇記
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