
东京。第三天

2015.09.03

 

昨天的照⽚。

昨天去了池袋的防灾馆。那⾥很有意思。⽕灾，地震都体验了。
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本格の⽇記はこれだ

2015.09.03

もう⼀度やってみよう。。。あと何⽇間でWi-Fiが使えなくなるから。

朝は埼⽟の防災館に⾏って、⽕災と地震のシミュレーションを体験しました。。。最初に魔性の動画もあって。。。昼ごは
んの⿃の唐揚げ定⾷に、真っ⿊な⼀品があって、全員に悪い評価された。。。ほかの料理はいい評価︕午後は⼼連⼼センタ
ーでウェブ⽇記の使い⽅を勉強しましたが、私のホストファミリーにはWi-Fiがありません。。。でもアップできなくても書
き続きます。「街歩き」は⾯⽩いです。道はとてもきれいで、⾃転⾞の⾞輪には⼟も付いていません︕︕萌え萌えとしたハ
トと出会いました〜スーパーはコンビニより安いと和泉先⽣は教えてくれました。しっかり覚えておこう、この⼀年間は節
約しないと、⼀年後になって計算してみれば惜しくてならないでしょう。⽇本の街は、穏やかであっさりとした感じがしま
す。中国のように⾞の流れが絶えないことはなく、代わりにゆったりさが漂っています。⼣⾷はバイキングです︕︕︕たく
さんのスイーツを⾷べました。ははは、⼀年後の帰る時には、とんでもないほど太ってしまうでしょう︕夜は⾯談です〜た
くさんの注意事項を知りました、過ちを起こさないかとちょっと⼼配してきましたが、受⼊れてくれたお⺟さんとお⽗さん
は⼈良さそうですので^_^これからは必ず⼤事にして仲良くしていきます（＾∇＾）それに、いまのところ、⽵岡台のテニス
部に⼊ろうと考えています〜〜〜⼊学したら是⾮先に⾒学に⾏きたいです〜
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東京での最終⽇

2015.09.04

早朝、衆議院に⾏って、皇居を⾒ました。そこはとてもお⾦がかかっているみたいで、絨毯は1メートル数万円、鯉は⼀匹1万円です︕また、各県から寄贈された⽊があり、⿅
児島からは楠⽊でした。ここの⾃動販売機、とても安かった︕︕

続いて“家に帰る”︕︕︕中国⼤使館に⾏きました。エアコンが効きすぎていて少し寒かったけど、先⽣⽅が多くのことを教
えてくれました。昼⾷は⾃然⾷バイキング、おいしいものもあれば、不思議な味のもありました。。。。
それから外務省に⾏きました。とても⽴派な感じがしました。
三期⽣の先輩は私達に講習をしてくれました。みんな本当にさまざまな未知への好奇⼼を持っていました。
⼀番⼤事な⼣⾷︕︕（私はほとんど⾷べていないと⾔ってもいい。とても興奮していたので）今吉先⽣はとても優しそうな
感じです。明⽇いっしょに⿅児島に帰ります︕⼤事なのは優︕美︕に︕会えた︕こと︕です︕︕︕︕︕それに、当時知り合
ったたくさんの先⽣と同級⽣がいます︕︕︕とても興奮してます。実は彼⼥が話をしている時私は興奮して泣きそうになり
ました︕これこそが縁です︕︕︕︕5ヶ⽉前初めて会った時のシーンがまだありありと⽬に浮かびます。よくわからないけ
ど、髪の⽑を短く切ったのは勉強へのプレッシャーが⼤きくなったからかもしれない。彼⼥は今3年⽣でとても頑張っている
みたいです。その上とても勤勉︕︕︕私は以前彼⼥と別れの時にした約束を果たしました︓東京でもう1度会います︕今回も
私の学校が修学旅⾏で東京に来た時にまた会うという約束をしました︕︕︕
明⽇⿅児島に出発します。東京が⼤好きです︕うん、間違いなく私はまた来ます。
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体育祭︕︕︕︕︕

2015.09.12

写真は無関係です。。。

体育祭︕︕砂を⾷べた。。。その瞬間今まで話したことすべてが友達になった気がした︕︕︕︕︕とてもとても疲れた。私はなんと⾛らないといけなかったけど、種⽬にかかわ
らずみんなとても頑張りました。⼀位︕︕︕「イッテイッテイッテイッテ⾚組︕︕︕ソレソレソレソレハイハイハイ︕︕︕」どうしてこんな⾵に叫ぶのかはわからないけど、み
んなと⼀緒に叫んでいるとても楽しかった︕︕︕⼥⼦達の声、めちゃくちゃ甲⾼い。。。。 ⽿がまだ少しおかしいです。応援団はとてもすごかったです。みていてはっとさ
せられました。

みんなは⾚くなるまで⼿をたたき、顔中砂まみれになりながら頑張れと叫んでいると、なんとも⾔えない悲しさを感じました。私達の学校は通常原稿を書くのに没頭します。⾃
分のクラスの選⼿がきてやっと熱狂的に応援します。しかしここの⼀年⼀組は不公平だけど、みんなが叫んでいて、とても雰囲気をよくさせてくれました。

Daveは武岡台がold fashionだと⾔ったのは間違いないです。済南と⽐べても、シカゴと⽐べてもここの教室のコンピュータ化とグラウンドの現代化レベルはちょっと低いで
す。20、30年前の施設がそこかしこにあります。でも、この同級⽣の情熱と素朴さは本当にとても感動させられます。Daveもみんなの知識欲素晴らしいと思っています。だか
らすべてが問題ではなくなりました。
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前回では本当の感想が表現しきれてないような気がします。ははは

2015.09.14

9 12

やっぱり体育祭について書いておきたい︕︕︕まず、私はこれ以上⿊くなれないくらい真っ⿊になりました。真っ⿊、真っ
⿊、本当に真っ⿊。
やっと椅⼦を持ってテントに⼊ることができました、砂を⾷べるのを避けられませんが。。。。私はまた楽しくみんなにつ
いて⾛ったり、体操したりしました。正直、台の上の先⽣が何を⾔っているか聞き取れなかったけど、私は“林黛⽟”だから
いいでしょう。（運動場砂を⾷べる林黛⽟がいるぅ）学校は国旗と校旗の場所が分かりにくいですね、3回もあげたり下ろし
たりしたのに、旗の場所がわかりませんでした。
もうすぐかけっこの準備に⾏きますが、昨年学⽣会の仕事と個⼈的な理由で800メートル⾛を⾛れなかったことをいまだに残
念に思っています。以前ほどの体⼒がなくなりました。そこで体育系の部活に⼊部しようと思っています。。。。。後にな
って、屋外で、毎⽇活動しているみたいなことがわかって、驚きました。でも、体育会系の仲間との協⼒関係を本当にうら
やましく思います。まるで学⽣会の同じ部⾨でいっしょに働いた仲間のようです。迷う。。
徒競争、疲れた〜。２００メートルにも満たないのに。。。。同じグループの8組の⼥⼦が転んだので、本当は助けに⾏きた
かったのだけど、彼⼥は⾃分で⽴ち上がったので、もう⼤丈夫だと思って、先に⾛ってしまいました。時間は少しとられて
しまいました。でも最後にゴールしてから、彼⼥がけがをしているのを⾒て、とてもうしろめたい気持になりました。あの
時彼⼥を助けに⾏くべきだった︕︕︕それから、同じチームの⼥⼦達と⼀緒に彼⼥を⽔場まで連れていき、傷⼝をさっと洗
いました。救護室を⾒つけたので、私たちはやっと安⼼して戻りました。
リレー本当にすごかった。みんなの発達した運動神経を感じました。
武台魂は重量挙げの競争なのです。⼥⼦達に、地味と⾔われても仕⽅ないです。
グループ演技には私は参加できなかったので、先⽣のところに駆けていってちゃっかり場所をもらって⾒ました。先⽣は私
に名前を明かしませんでしたが、とてもやさしかったです。先⽣は東北⼤学に⾏ったことがあり、東北の空気はよくないと
思ったと⾔っていました。それは当然のことで、⽕⼭灰のない時、学校の運動場にいない時、⿅児島の空気はとても澄んで
います。
昼ごろ⽇本のお⽗さんとお⺟さんが来てくれて、とても感動しました。前の⽇に⼝から出任せに聞いてみて、来なくても⼤
丈夫だからと⾔いましたが、⼆⼈とも来てくれました。さらに、おいしいお寿司の弁当を持ってきてくれました。初めて⽇
本で寿司を⾷べて嬉しかったです。ダイコンでできた細⻑い形のものがとてもおいしかったです︕︕︕
午後の応援団は本当にすごかったです。滞在して、私達⼀年⽣は明らかにみんな⼥⼦ですが、動作は⼒強く、統⼀されてい
ました。⼿の動作はとても美しくて、勢いよく、⼒強く太⿎をたたいていて、リズム感はとても勇猛果敢な感じでした。も
しこれも部活なら、私もすぐさま参加したのに︕︕︕
ムカデ競⾛はとても疲れました。2回合わせて⼀周⾛りました。1⽇経った今でも⾜が痛いです。でもチームのみんなが根気
良く私にどのようにするかを教えてくれました。私は⼀番後ろで掛け声が聞こえなかったけど、みんなにあわせて叫びまし
た。しょっちゅう前にいる同級⽣の⾜を踏んでしまいましたが、彼⼥はいつも、⼤丈夫、と⾔ってくれました。本当にみん
なに感謝しています。来てすぐに体育祭があって、こんなにも早くみんなと仲良くなれて本当に良かった。
クラブ対抗リレーはほんとうにすごいと思いました。各運動部の様⼦を⾒ることができたけど、道着で⽵⼑を持って裸⾜の
ままの剣道部がユニフォームを着てスパイクを履いた陸上部と⼀緒に⾛っているのは、なんだかとても可哀相に思えまし
た。。。。
最後の応援ダンスでみんなhighになって踊りました。
最後に総合成績は1位でした。みんなとても喜びました。なぜなら3年⽣は本当にとても強かったので、勝つのは本当に難し
かったから。
とにかく、みんなの友好と純朴さを再度感じることがきて、本当⼀⼈⼀⼈ととても良い友達になることができると感じまし
た。残りの10ヶ⽉もきっと家族と友達の存在のおかげですばらしいものになるでしょう︕︕︕︕
⿊くなったのを⼀枚添付します（本当に⿊い）
それと、お寿司の弁当私の⾜は無視してください。。。。
たくさん書きました。。。翻訳の⽅、お疲れさまでした︕︕︕
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⽇記をつけるのは本当に難しい。。。。⽇本の⾼校⽣はみんな6時間しか寝ないのですが、私もそれを体得したと⾔ってよい
でしょう。
やはり慣れている、週記をつけることにします。
今週最も忘れられないのは16⽇の出来事です。Homesickとは⾔えませんが、1⼈で異郷にいる時の⾟さを感じました。
早朝からお腹が痛くなりました。。。この病はしょっちゅうのことなので、すこし横になっていれば良くなると思ったのだ
けど、横になっていればいるほどどんどん痛くなり、しまいには這い上がって時計をみると6:48︕2分で制服に着替え、⾃転
⾞をとばして⾏き6:57のJRになんとか間に合いました。ほっと⼀息ついたところでお弁当箱を忘れたことに気付きまし
た︕︕︕︕お⽗さんはメールで知らせてくれて、とても気がとがめました。お昼は焼きそばを⾷べました。たったの210円で
した︕︕︕電⾞代よりも安いですね。。しかしJRでは⼈でぎっしりでなかったら私はしゃがみこんでしまうところでした。
中央駅についた時には両⽬がぼんやりかすんでしまい、何も⾒えなくなっていたので、思い切ってホームの椅⼦に座ってし
まいました。通りすがりの⼈はきっと気になったでしょうね。ハハハ。やはりこの時には、JRとbusの時間に間に合わない時
間になっていて、遅刻してしまいました。幸いにも雅⼦に会いました。ここはいい⼈が多いです︕︕︕雅⼦は、⼼配しなく
ても⼤丈夫、ドアをノックして⼊って理由を説明すれば⼤丈夫だから、と⾔ってくれました。やはり先⽣は⼀⽬でわかって
くれたみたいで、良くなったかどうかまで聞いてくれました。ここの⼈は本当に良い⼈です。もしも⾃分の学校だったらマ
イナスされるところです。
そこで、喜んで数学の授業の予習復習を終えました。
結局、2時間⽬にまた痛くなり始めました。お湯を飲めばよくなると思ったので、同級⽣にお湯がないか聞いたら、彼らは不
思議そうに、どうしてお湯を飲むのか聞いてきました。私はあなた達の保温ポットの中はお湯でしょ、と⾔ったら、彼らは
冷⽔だと⾔いました。冬でも冷⽔だそうです。驚きました︕︕︕︕︕しかし彼らは私がお腹が痛いと聞くと、いろんな所で
お湯がないか聞いて回ってくれました。最後には私を職員室に連れて⾏ってくれ、そこでちょうど彼らの数学の先⽣に出く
わしました。この先⽣は⾒たところとても⾯⽩いのですが、すぐに私に満タンのお湯を1杯持ってきてくれました。あんなに
も熱かったのに、私のために持ってきてくれて、とても感動しました。彼も中国⼈はお湯を飲むことを好むのを初めて聞い
たそうで、私が、私達の学校には湯沸かし器があるというと驚いていました。
やはりお湯は良いもので、ずっと抱いて教室を掃除し終えたころに、⽣き返りました︕︕
同級⽣達はみんな興味深そうに私の湯飲みを触りに来て、触りながら、めっちゃ熱い、このまま飲むの︖と⾔いました。私
はこのままだともちろん熱くて飲めないから、少し冷ましたら飲めるようになって、熱いお茶みたいに⼼地よいですよ、と
⾔いました。彼らは相変わらず驚いていました。
同級⽣達はとてもいい⼈だ、同級⽣達はとてもいい⼈だ、同級⽣達はとてもいい⼈だ、重要な事は3回⾔います︕︕︕︕
今週、華道部、放送部、茶道部に遊びに⾏きました︕︕華道部の花は本当にとてもきれいです︕︕担当の先⽣はとても優し
いです︕︕︕放送部は⾒たところとても⽴派で、⾃由に遊びに⾏っていいそうです︕︕茶道部はおいしい和菓⼦があって、
おいしいお茶も飲めて、優雅な環境ですが、正座がとってもしんどい。。でも、⻑期的にいるには適しています︕︕︕しか
し私は演劇部のみんながとても⼤好きです。それに⼸道部と剣道部も⾒に⾏きたいです。。けれど、⾃分が激しい練習につ
いていけるかどうか︖︖
16⽇の夜の⼣⾷は、先⽣達にとても感謝です︕︕︕中華料理を⾷べられて、さらにみんなに会えて、本当に楽しかったで
す︕︕︕︕
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もう⼀度投稿してみます。。

2015.10.10

9 20

ある⽇の午前中、mieeと⼀緒に散歩をしました。とてもうれしくてたまらないようでした。私ももちろん楽しかったのだけど、私は
何度もうんこされたのはちょっと。。。本当にmieeのことが⼤好きです。吠えずにやかましくない時が⼀番かわいいです。部屋に戻
りなさい、とおすわりの命令がわかって、とても賢いんです。でも⼀⽇1回しかご飯を⾷べないのがとても可哀相。。。。

 

 

その後、「ららら」と⾔う温泉に⾏きました。なんと、露天⾵呂がありました。私は温かいと思って、洗い終わってすぐに出て⾏き
浸かったら、凍えそうになりました。室内に戻って来て、サウナのところに⾏くと今度はのぼせてしまいました。。。私はやはり⼤
⼈しく湯船に浸かることにしました。マッサージの場所もあって、とても気持ち良かったです。それと⾷べながら⼊って来て、シャ
ワーを浴びているちびっ⼦がいて、⼩さい⾁団⼦みたいでとてもかわいくて、温泉のみんなに好かれていました。 

⿅児島の⽔族館もとてもおもしろいです。⼩さいけど、なんでもいます︕︕萌え萌え~なクラゲ、賢いイルカ。。。。ジャンプする
ととても⾼く跳べるんです︕︕︕︕

えぇ、このほとんどがsilverweekでした。

それからすこし私の不遇な経歴を話しましょう。。。まず、私はgmailが必要だと気付いた。。。。それからクレジットカードの暗
証番号。。。。私はその暗証番号を設定したと思ったのだけど。。6ケタを⼊⼒できなくて、どう⼊⼒してもお⾦を⽀払えませんで
した。。カードの裏側の数字がシークレットコードだということを知らなかったからです。本当に⽇本語ができてない。。本当に本
当に李先⽣ありがとうございました。本当に助かりました︕︕︕︕

今の授業内容は習ったことがあることばかりなのですが、すっかり忘れてしまっているということがわかりました︕︕︕あのiは本当
に私を悩ませ、国語の漢⽂も。。。10⽉1⽇に試験が始まると、ここでの初めての試験は悲惨なものになりそうだと感じています。
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1.えっと、忙しくて周記ですら書けていないことに気付きました。。でも、本当は忙しくないんです。私が時間を無駄にしてしまっ
たのかな︖

私は本当に⽇本語ができないということを実感しました。。先週ユニクロへ薄⼿のセーターを買いに⾏きました。⽀払いの時、店員
さんが何を⾔っているのか聞き取れず、聞き返したところ、店員さんはびっくりしていました。。。。そして彼⼥は私のクレジット
カードをみて私が外国⼈だということに気付きました。。。。今本当に⾃分の⽇本語レベルが⼼配です︕︕

2.⾚ちゃんを抱っこすることで腕⼒を鍛えられます︕︕︕

3.初めて⾳楽の授業を受けました〜先⽣がピアノで茉莉花を弾いて聞かせてくれた途端感動しました。私に歌えるかどうかたずね、
私が歌詞を覚えていないというと先⽣は私に楽譜をみせて歌わせました。。。⺠族楽器を学ぶ⼈は5線譜のリズムに対してはまだわ
かるのですが、⾼⾳は全然でませんでした。。。。うーん、そうです、私はきっと⾳を外していました。みんなはとても上⼿に歌っ
ていました︕︕︕︕みんなは君が代を私に歌ってくれました。みんなは国家の意味をあまりわかっていないそうです。。

4.家のお⺟さんがとって萌えーなことに気付きました︕︕家のお⽗さんとお⺟さんは愛情があります。お⽗さんはお⺟さんを温泉に
連れて⾏きたいけど、お⺟さんは⾏きたくなくて、ひと悶着ありました。。。⿅児島は本当に温泉郷です。お姉さんは家のお⽗さん
がとても温泉に浸かって、ラーメンを⾷べる⽣活を楽しんでいると⾔っていました。ハハハハハハハ︕︕今回の温泉はお姉さんと⼀
緒にお湯と冷⽔に交互に浸かりました。熱くてたまらないなぁと思ったら、また冷たくて死にそうでした。ハハハ。最後に冷⽔に浸
かって気絶しそうでした。でも温泉にはシャワーのほかに、さまざまな⾯⽩い浴槽がありました。本当に⼤好きです︕さらにこの温
泉⽔は酸っぱくてしょっぱくて⽢いんです

5.今週は試験。。。。。数学と英語は悪くない。。。。地理、地学、⽣物も悪くない。。。えぇ、少なくともどれもあてずっぽうで
できます︕︕︕でも国語の古⽂が本当にできなかったTUT漢⽂の意味はわかるのに、問題ができないという感覚は本当にすっきりし
ない。いちばん⾔葉がないのは現社です。。。。私は２問しか埋められませんでした。。。１つは北京、もう１つは天安⾨。。。。
その他はすべて間違ってるはずです。。。

6.家のお⽗さんは私に⽇本には⼀⽂字の姓と⼀⽂字の名があるということを教えてくれました︕︕︕でも少ないです。。。なので私
の名前はやはりあまり⼀般的ではない。。

7.最近刺⾝を⼀切れ⾷べました。。。意外にもとてもおいしかった︕︕︕⼝に⼊れた途端溶けて〜〜〜〜全然⽣臭くありません︕

8.お⺟さんと⼀緒にドラマ「あさが来た」を⾒ました。主役の⼥の⼦はとてもかわいいです︕お姉さんはとても猫が好きで、兄嫁と
⼀緒に3⼈で猫のおもしろ動画をみて私は笑い転げました。そばで⾚ちゃんが眠っているのに。。こんなに⼤きい笑い声を出して起
こしちゃったかな︖本当にごめんね。。。
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なぜかはわかないのだけど、何度かの⽇記が出てきていません。。そこでもう⼀度アップしました。。写真がアップできないのがと
ても残念︕︕

花⽔⽊温泉というところに⾏きました。⼭の景⾊はとても美しかったです︕︕︕露天⾵呂はとても趣があった︕︕︕温泉の外には⼩
川があって、温泉⽔の中には湯の花がありました。露天⾵呂は少し冷たかったです。その後有名なお店で鶏⾁と刺⾝を買いました。
初めて刺⾝を⾷べた時の恐怖はいまだに覚えています。⽣です︕︕︕︕⼀⼝⾷べてみると、とってもおいしかったです。

試験の成績がでました。。国語の漢⽂は三⼗数点で、驚いたことに、なんと現代社会も３０点あったのです︕︕英語が意外と点数が
低かった。。たとえ⽂を正しく書いても、教科書と違っていれば点数にならないのです、あーあ。。。

今週はたくさんの部を⾒学しました。バスケットボール、剣道など、⾒に⾏ってみてびっくりしました︕︕どれもすごいんです。バ
スケットボール部の⼥⼦は私達の学校の男⼦よりうまかったです。やはり⽇本の部活は評判にたがわないものでした。
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三連休

2015.10.16

⼀⽇⽬は本当に悲惨でした(っ╥╯﹏╰╥c)

⼆⽇⽬は劉雅軒さんと彼⼥のホストファミリーのMIKIさんが⼀緒に遊びに出掛けました。私と劉雅軒さんはお互いに⿊くなったと思いました╭(￣▽￣)╮笑泣。。。MIKIさん
はとてもいい⼈です。そして、ついに久しぶりの⺟国語を話しました。天⽂館はとてもよかったです。おいしくて安いドーナツを⾷べられました。ありがとう、MIKIさん(๑´ㅂ
`๑)。ダイソーとドンキホーテには安いものが結構ありました(๑•`ㅂ•´)و✧楽しい⼀⽇だった︕

三⽇⽬はうーん、とても充実していました。主だったこととして、同級⽣の演説の為の外国⼈に関する資料集めを⼿伝いました。私は外国⼈なので、まず最初に資料となり、そ
れから他の⼈のを集めに⾏きました。

朝は学校に⾏っている時よりも早くて、家のお⽗さんに昨⽇教えてもらった通りの道で⾃転⾞で港につくことに成功しました。朝の景⾊はとてもきれいで、濃い雲の中から、細
く射す光と対岸にあるひっそりと静かな桜島、富⼠⼭がもう⼀つあるのかと錯覚してしまいそうです。空はゆっくりと⻘くなり、私はこんなに⼤きな港で同級⽣とどこで会える
のだろうかと不安になっていた時にちょうど制服を着た友達たちが⾒えました╭(￣▽￣)╮制服は時には助けになるもんですね。。。学校に初めて⾏った⽇、制服姿の⼈につい
て⾏って、学校に着けたことを今でも覚えています。 (๑¯ω¯๑)戻ります→MちゃんとAちゃんも私をみつけました。それから私のちまきのようなコートについてつっこまれまし
た。ハハハ。それと、錆びた⾃転⾞、かわいそうな⾃転⾞、お疲れさま。その後、橋でMNっちゃんとRちゃんを⾒つけ、全員がそろいました︕︕︕港はとてもきれいで、現実
ではないような感じでした。船はタイタニックみたいな感じでした。うんうんうん。さすがにどれもイギリスの船でした。サファイアプリンセス号、私はこんなに⼤きな船を初
めてみました。⼗何階もあるの︖みんなは私に、イギリス船だと教えてくれたので、イギリス⼈と思って英語のインタビュー原稿を準備しました。とこ。。。ろが。。。船に乗
っていたのは中国⼈でした︕︕みんなは驚いた後、私が来ていたことを喜びました (๑•`ㅂ•´)و✧そこで、中国語を話し始めました︕えっと、同郷⼈は私に、中国語を何年勉強
したの、こんなにも上⼿だなんてと⾔いました-_-||それから私に興味を持ち、どこの出⾝だ、とか、どうしてここに来たのか、など、ひたすら質問されて、インタビューには
全然興味を持ってくれませんでした。泣泣泣泣。。何度も断られましたが、みんなが私を励ましてくれて、再度聞きにいきました。もちろん、少なからず成果がありました。み
んなは初めて⿅児島に来たので、午後にもう⼀度天⽂館に⾏き、午後船が開く時にもう⼀度くることにしました。そこで私たちは⻑旅を始めました。→→→港から天⽂館のある
駅までの⻑旅です。数時間、ハンバーガーを⾷べる時間意外歩き続けました (｡•ˇ‸ˇ•｡)免税店であった中国⼈全員にインタビューを断られました。。。幸いにもフィンランドの
きれいなお姉さんとフランスのおじさんが超親切にインタビューを受けてくれたので、成果があったと⾔えるでしょう。電⾞は戻ってしまったので、また歩いてドンキホーテに
⾏きました。。。。そこではなんの収穫もなく、港に戻りました→→→⾜が折れそうでしたが、成果もありました。帰りにみんなは、⿅児島はとてもきれいで、⼈も親切だけ
ど、観光スポットをもっと開発しないといけない、施設の改修が必要だと⾔っていました。うん、⼤体私と同じ感想です。でも、⼀⽇買い物をした⼦もいました"(º Д º*)︕

三連休はあっという間だぁ。。。来週はまた実⼒テストがあります。私は中間テストの成績表をまだ受け取っていません。。。。ここでのテストは中国よりも多い(ノ°ο°)ノ
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週末は、ホストファミリーのお⽗さんはjoyfullへ昼ごはんに連れて⾏ってくれました。ドリンクはまさかのセルフサービスの飲み放
題なんだハハハ、しかも意外に安かったです。さらにその店は６０才以上の⽅に随時朝ごはんとドリンクを提供していて、しかも証
明書などは要らず、顔で判断するようです︕中国では年寄り証が必要だったのです。そしてみんなで飲んで飲んで飲み続けて、 (
´▽` )奇妙な⿊⾖汁と梅昆布茶を飲みました、⾔い表せない味でした。。。。やはり抹茶ラテが⼀番好きだ、学校では⼀本150円の
ものがここでは好き放題に飲める、しかも温かいです︕そして、次の⽇は中央公園に⾏きました、⼀応外国⼈へのインタビューに⾏
くつもりだったけど、結局みんなで遊び回って盛り上がってしまいました╭(￣▽￣)╮，唐揚げが超美味しかった、プリクラも撮っ
てインドネシアとマレーシアの踊りも⾒ました。家に帰ったら、ちびっこをあやして寝かすことができた︕超わくわくだ。ちびっこ
は涙だらけの寝顔も萌え萌えです。後、⾃分はだんだんと油を使って料理をすることへの恐怖⼼を少しは克服できるようになってき
ました、頑張ろう。

思うようにならないなあと感じるのはやはり⾔葉の問題です。ホストファミリーのお⺟さんも私にはより多くのコミュニケーション
が必要だと思っているらしいです。⾃分でよく⽂法や単語などをそれなりに勉強していますが、やはり流暢な⽇本語になるまでには
まだまだかかりそうで頑張って頑張っていかないとね、ねねね。しかも私の英語レベルもかなり下がったと気付きました╭(°A°`)╮
もうすでにアメリカの先⽣と流暢に意⾒交換ができなくなってしまった>_<
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今⽇は実⼒テストでした。。。うーん、中国で２時間連続受けるのと同じ感じかな●ｖ●県が出題した英語の問題はまぁまぁできたほうでしょう（英⽂⽇訳の問題があまりなか
ったからね(๑•`ㅂ•´)و✧）数学は⼀⽣懸命解いて、最後の３問の残り２５点の問題は⼤体できましたが、まだ習っていないので、あっているかどうかわかりません。
(ฅ>ω<*ฅ)。総じていえば、英語と数学はまだ思った通りでした、同級⽣が前回の私の成績はなかなか良かったと⾔ってくれたので、もし今回も良ければ、⾯⽩い先⽣のクラス
に⼊れます︕︕︕頑張れ頑張れ(^ω^)それから。。。国語。。。。私は驚くほどのスピードで、２時間の問題量を１時間で解き終えました。なぜなら⽂章をちょっと読ん
で。。。単語を少し書いただけで。。。。残りはどれくらいあっているかわかりません(●̶●)

今の⽣活に慣れ、たくさんのよい習慣が⾝についてきたようです。本当に、ホストファミリーのお⽗さん、お⺟さん、お姉さんのおかげです~（私はホストファミリーに少なか
らず⾯倒をかけてしまっていて，いつもどんくさいです::>_<::，⽇本語もうまくなくて，本当に寛容さに感謝です。）うん、早寝早起きはまだ改善の必要があります。5.40の
⽬覚ましの⾳にも慣れ、⾃分でパンを⾷べ、かばんを持って家を出て、迷うことなく左側通⾏で⾃転⾞に乗り、迷いうことなく交差点で⾃転⾞を⽌め右を⾒て左を⾒て。。毎朝
知った⼈知らない⼈に挨拶をします。。

今は毎朝家をでるとウォーキングしているおばあさんにあいます。私たちはすれ違う時に会釈して微笑みます。これは私の早朝に起きてから最初の挨拶と⾔えるでしょう^_^
とるに⾜りない⼩さな事ですが、いつも⼼が温まります。挨拶と笑顔は本当に取るに⾜りない⼩さなことですが、⼼温まる事ですO(∩_∩)O

もちろん、少し困難なこともあります。⾃分が困難を克服して、不愉快なことを忘れられるように、ここでの全て感じるように⼼がけています。うん、ほんとに、毎朝ドアを開
けると⾹る花の⾹りが好きです。肋⽥川を渡る時に⽔⾯に映る空を⾒るのが好きです。途中でハトと鶴の群れがかすめていくのが好きです。同級⽣の朝の笑顔を⾒るのが好きで
す。体育の授業で友達とバレーボールをして勝ったり負けたりするのが好きです（私の打ったボールの⽅向は本当にめちゃくちゃで、何点も取られてしまいました~>_<~で
も、みんなとてもいい⼈です）⼀緒に英語のスピーチの準備をして、外国⼈にインタビューして、帰宅途中に友達とおしゃべりして笑うのが好きです。それと、部活のみんなの
ことが⼼から⼤好きです。毎晩家に帰る時に⾒える蛍光灯の灯りが好きです。家に⼊って⼦供たちの声を聞き、家族の挨拶の⾔葉を聞いたときの感動が好きです。。。。

今の⽣活は普通で、忙しいですが、いつものありふれた⽇の忙しさとは違います。中国での⽣活が少し恋しいですが、ここで有意義な⼀年をすごそうと⼼に決めました。更に努
⼒して、⽇本語を勉強し、国語と古典の授業が理解できるようになるよう願っています。ホストファミリーのお⺟さんが⾔うように、時間がこんなにも短いのだから、無駄にし
てしまったら後悔します︕

これは⼆⽇間で書いたものです。今⽇は現社などの副教科のテストでした。。。テスト会場で泣きそうになりましたT_T中間テストと変わりなく進歩がありませんでした。期末
こそ進歩しなければと思いました。>_<家に帰ってカラ―餃⼦を作るつもりです。うまくできるかどうか、ホストファミリーの⼝にあうかどうかわかりません。

単語と聞き取りは進歩があったと⾔えるかな︖
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⼤成功︕︕︕

2015.10.24

キュウリの汁で⼩⻨粉をこねました︕︕⾃分でもとてもおいしいと思いました︕︕︕初めて作ったので、具の量を把握できませんでした、お⺟さん、ご理解ありがとうございま
す。料理はとても楽しいです。今後もホストファミリーのお⺟さんを師として、⽇本料理を勉強したいです
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週末は遠⾜に出かけました、ホストファミリーのお⺟さんお⽗さんそして劉雅軒と⼀緒に。ずっと⿅児島市内にいたから、桜島の向
こう側に⾏って⾒てみるのも楽しみですね。この貴重なチャンスを下さった先⽣へ、ありがとうございます^_^

バスは⿅児島⼤学図書館前から出発しました。まずは志布志市のゴミ処理場です。噂の⽇本ゴミ処理システムを実際に⾒せられ感⼼
しました。ペットボトルやプラスチックなどはそれぞれ分類されてから、それぞれ違い機械までに運ばれ圧縮されます、（圧縮され
たゴミはきっと整理整頓強迫の⼈でもすっきりするでしょう (๑•`ㅂ•´)و✧）いろんなビンやカンなど、整然とした⼤きなかたまり
に整理されていて、廃油を回収して燃料に変えることもあり、驚嘆するばかりです。これからは、しっかりとゴミを捨てないと、と
思いました、ゴミ処理のスタッフに迷惑をかけないように、と。

次に新酒祭りでした。でかいでかいかめつぼが⾒れました、うん、いい⾹りでした。私は⾷べることが⽬的だったの≧∇≦、焼き⾁
と寿司を買ってみんなで⾷べて⾷べて⾷べてました。ここの⾷事はやや⾼いですが楽しかったです。お⽗さん（うん、 「プロのきき
酒師」 (๑•`ㅂ•´)و✧）はここのお酒はなかなかいいと⾔いました。お⺟さんも普段はそんなに飲まない清酒を飲んでていいねと⾔
いました。やはり家族や友達と⼀緒に居ると⼀番楽しいですね (ฅ>ω<* ฅ)

垂⽔の道の駅を通りかかったところ、桜島の向こう側は⾒えました。そこに⾜湯もあります^_^

次はきれいなお酢⼯場でした。お酢が⼤好きです。あんなにきれいなお酢⼯場って初めてで、お酢のかめつぼと花は⼀⾯に広がって
います。⼀年酢、三年酢、五年酢を⾒ました、やはり発酵期間の⻑い酢のほうは⾹ばしい︕︕パイナップル酢を買って飲みました、
悪くないですね。

縄⽂の森は、考古のところでもあるようです。劉雅軒お嬢ちゃんはこんな部屋を欲しがっていた╭(°A°`)╮

とにかく、楽しい⼀⽇でした。こんないろいろ⾒る機会があってよかったです。
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部活への参加はやっと全部できました︕︕︕演劇部と茶道部のみんなが⼤好きです︕︕︕

 

クラスメートはUFOキャッチャーの達⼈だとつい気付きました。⼀回⼆回でかわいいのを⼊⼿できるなんて、しかも、それらは普段六、七百円くらいするものだとクラスメート
は⾔いました。それで、みんなそれぞれ違う⾊のものをキャッチしました。私はUFOキャッチャーで成功したことはなかったので、Aちゃんに任せました。Aちゃんは可愛いピ
ンクのものを取ってくれました_(:з)∠)_この写真には載っていないけど。みんなで揃ってかばんに付けようと思っていますが、学校は許してくれるのかな。。

演劇部は⼤会が終わったばかりでまだのんびりできますから、私は英語スピーチの準備グループと話し合って整理してからRちゃんと⼀緒に⾏ったんですが、まさかそこでみん
なで⼈狼ゲームをやってるとは。そのゲームは、中国の「暗くなったら⽬を閉じて」というゲームに似てますが、より複雑なバージョンです。初めてでわかってないまま霊媒師
に当たってしまって、幸い賢いクラスメートはいろんな⽅法で密かに教えてくれました (๑•`ㅂ•´)و✧。演劇部のみんなは⾯⽩い︕っていうよりはみんなクレイジーですよ︕︕
私はやっと落ち着き先を得ることができた(๑•`ㅂ•´)و✧あまり男の⼦と⼝を聞けないという状況もそこから変わってきました。毎⽇部活の時に息ができないほど笑っていまし
た。あとまさか柔軟の練習もやるだなんて︕︕︕⽇本の⼦は⼩さい時から正座したりして体は超柔らかいですよ、けど私はもう⼀年くらいあまり練習してなかったから、靭帯は
男⼦よりも硬いですよ╮(￣▽￣")╭ それで笑いすぎて喉が痛い。。。。。

そういえば、来⽉は桜島⼀周の五千メートルマラソンがあって、もうツッコむことすらしたくなくなってるのT^T
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ハロウィン前夜の前夜

2015.10.31

1030

ハロウィンは明⽇ですが、アメリカ⼈の先⽣が今⽇にもうパーティーを開いてくれました。D先⽣は超いい⼈で、たくさんのチョコレートを持ってきて私たちに配ってくれまし
たし、かぼちゃランプの作り⽅まで教えてくれました︕︕︕すごく達成感がありますよ、最後にみんなは出来上がったかぼちゃランプを教室に飾りました、超カワイイでしょう
╭(￣▽￣)╮

D先⽣に超感謝です︕私は初めてハロウィンのかぼちゃランプを作ったんですよ。

もう⼀つ感動することがあります、下記の絵をご覧になってください。⽣物の先⽣からのコメントです、とても感動しました。（満点は50ですよ）
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コスモス

2015.11.05

1030

花⾒に⾏こう︕︕︕ずっと前から、秋になったら花⾒ができるとホストファミリーに教えてもらいました。その時は秋の桜だと思いましたが、なるほどコスモスだったんだ。住
家早就告诉我秋天可赏花，当时还以为是秋天的樱花，原来是波斯菊啊（今の私はkosumosuと⽿にすると、まず思い浮かぶのはスーパーだったの╮(￣▽￣")╭ そして数学の先
⽣のkosumosu saita saita kosumosu.....つまり加法定理だ）

うん、ここは農業ふれあいエリアでしょう、⼭⼀⾯に⾊とりどりのコスモスだったので、上から⾒下ろすとすごくきれいですよ。
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1104

2015.11.05

1104

今⽇の午後、お姉さんは冬の服を買いに連れて⾏ってくれました (ฅ>ω<*ฅ)すごく嬉しいよ、⿅児島はまだそんなに寒くなってい
ないけど⽤意しておいたほうが無難ですね。たぶん、⽇本の⼥の⼦はみんな年中スカートだったからかな、お店にはいいズボンがな
かなかなくて⊙_⊙そしてお姉さんはまたopsiaまで連れて⾏ってくれました。ズボンを買おうとした時は、超⾯⽩かったですよ
o(*≧▽≦)ツ┏━┓（机を叩いて⼤笑い）お姉さんの彼⽒はファッションショップでアルバイトをしているからかな、ショップに⼊
ったらすぐ店員さんのように振る舞ってきて、そこであるお⺟さんに聞かれました︓⼦供は⼥性試着室に⼊ってもいいですか、と。
お兄さんはまさか真⾯⽬な表情でいいですよどうぞどうぞといいました。。。。。。後になってみんなで⽌まらないほど笑っていま
した

そのことから思いついたのは、バレーボールの時に、Yちゃんがすごくかっこいいポーズで負けたことに興奮しすぎたRちゃんは、宙
返りを打ったところ、運動靴が取れてしまって、ちょうど顔にあたった場⾯でした。。。。みんなで丸⼀⽇笑っちゃいまし
た。。。。
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1107

2015.11.14

⽔饅頭。。とてもかわいいです。。初めて和菓⼦を作りました。でも、今回作ったのは完璧ではありませんでした╮(╯▽╰)╭ホストファミリーのお⽗さんにはもう少し砂糖を
⼊れた⽅がいいよ、と⾔われ、兄嫁にはきなこをかけるともっとおいしくなるよ、と⾔われました (๑•`ㅂ•´)و✧次回はもう少し丸く作れるように頑張ります (ฅ>ω<*ฅ)

⼣飯の神在餅（出雲ぜんざい）、めっちゃおいしかった(ฅ>ω<*ฅ)ホストファミリーのお⺟さん、ありがとう。。。。

1108

串⽊野の新酒祭り︕︕︕︕劉ちゃんの学校を通りかかりました。やっぱり私⽴は違うね(ฅ>ω<*ฅ)╭(°A°`)╮

帰って来てまぐろ館にいきました。ほんとにマグロの満漢全席でしたヽ(•`ω•´ )ゝ

私は無意識に⿅児島弁でなにか⾔ってしまったようでホストファミリーのお⽗さんお⺟さんお姉さんにずっと笑われてました。。。もうすっかり⿅児島⼈だね、とお⽗さんに⾔
われました。とっても嬉しい
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1114

2015.11.30

1114

⾊々な理由で、最近たくさんの書きたい事を引き延ばしてしまっていました。。。

1.先々週の芸術鑑賞会

なんで突然鑑賞会があるのかわかりませんが、とにかくオペラはすごいです︕⽬を向けるとみんな⼀様に寝ていました。。。でも私は⾃分がオペラを歌えたら本当にすばらしい
と思いました︕︕︕待て待て、私はまず5線譜を勉強しないと•﹏•今の⾳楽の授業は翻訳の授業みたいなものだし╯﹏╰

2. 先輩後輩関係

本当に部活での上下関係を経験することが出来ました。。。私は何もできないのに、⼀年⽣に先輩と呼ばれています╮(￣▽￣")╭彼らは敬語で私にあれこれを教えてくれま
す。時々本当にきまり悪く感じます

3.地震

ハハハ⼈⽣初の地震を経験しました(๑•`ㅂ•´)و✧ホストファミリーも⿅児島ではこんなに⼤きな地震は10数年なかったと⾔っていました。最初の震度4の地震では私は⽬が覚め
なくて、⼩さな⿊い携帯に起こされてやっと地震だとわかりました。。。でも翌⽇の震度2の余震では驚いて⽬が覚めました(ฅ>ω<*ฅ)同級⽣は最近⿅児島はおかしい、きっと
桜島で⼤噴⽕が起こるだろう、と⾔っています(*≧▽≦)ツ┏━┓

4.掃除のボランティア

約束していた桜島の掃除は突然の地震と津波警報で⾏けなくなりました。。。。駐輪場を掃除しただけで、とても残念でした。でも、おいしいドーナツをいただきました

5.⿅⼤祭

もともと茶会に⾏く予定だったのですが、Mちゃんと⼀緒に1⽇⾷べてました(๑•`ㅂ•´)و✧本当にお姉さんが⾔うように、模擬店はたいへん多くて、超かわいい⽝と猫をもらう
ことができます。さらにバンドとかもとてもおもしろかったです

6. 県の演劇⼤会

本当にプロレベルです"(º Д º*)

特に⼆⽇⽬はすごかった︕︕背景の道具、動作、せりふがいいのは⾔うまでもなくて、⾐装がいまいちだけど、でも制服もよくて、さすがに私が中国で時代劇を演じたことがあ
るだけなのとはやはり違います。テストの後、私達は⾃分達の劇に着⼿しないといけません。とても楽しみです

張 ⼽さんの⽇記







感動︕︕︕

2015.12.02

⽣物の先⽣の次は現社の先⽣からの 感動感動感動︕︕︕︕私 もっと頑張ろう︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです
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雑記

2015.12.12

マラソン

来るべき時が来た、五千メートル。。。。。。しかも制限時間がある。。不合格だったらもう⼀回︕︕︕╭(°A°`)╮体育の授業の練習の時に30分ぶっ通しで⾛る上に太陽が照
りつけていて、めちゃくちゃしんどかった。でも、本当に五千メートル⾛ってみたら、体⼒は全く問題ない事がわかりました。⾛り終わって少し休んだ後、まるで⾛っていない
かのような私に同級⽣のみんなびっくりしていました (๑•`ㅂ•´)و✧体はまったく疲れていないけど、四千メートルずっと脇腹が痛かったのは⼤変で、死にそうでした╯﹏╰

⾛り終わった後、Ｍちゃんが、今⽇はゆうちゃんはやっと初めて桜島に来れたのだから船に乗って⾜湯に⾏こう、と⾔ってくれました。もちろん私は喜んでみんなと⼀緒に⾏き
ました(๑•`ㅂ•´)و✧⾜湯だけで、温泉に浸からなくてもとても気持ち良かった。しかもそばには海︕︕さらに⼗数匹の超かわいい温泉猫 (ฅ>ω<*ฅ)いろんな⽑⾊の猫で、とて
もかわいかった。ＡちゃんとＳちゃんはとても猫好きで、正しい猫の抱き⽅を教えてくれました。。。でも、どこか間違ってるみたいで。。。猫ちゃんは私が抱くともがくの
に、Ａちゃんに抱っこされてるととてもおとなしかったOrz

 

１軒の私⽴病院を⾒に⾏きました。喫茶店、コンビニ、全部あります。さすがどれも私⽴は格が⾼い

 

ママは私に簡単な刺⾝の作り⽅を教えてくれました。全⾏程、⼿だけでやります。とっても便利(๑•`ㅂ•´)و✧初めてつくった時はとても遅かった。。。2回⽬はわりと慣れてき
て順調でした。やはり、どんなことにも過程があるのですね

週末、インド⼈が家に泊まりに来ました。ホストファミリーの家は本当にお客好きです~\(≧▽≦)/~とってもいい⼈なインド⼈のおばさんが、⼦供たちが⼤好きなだけでなく、
私たちに正統なインド料理の作り⽅を教えてくれました。もちろん、私は2⽇間英語を楽しく話すことができてとてもうれしかったです

数⽇前、同級⽣と⼀緒にお好み焼を⾷べました。丸いので満⽉といいます。それに、この店は満⽉の時にサービスがあるそうです。五⼈のお好み焼きが、まるで五輪みたいでし
た。それに、どれもとても⼤きくて、全部⾷べ終わったらみんなが⾷べ過ぎていて苦しかった。トンネルを通る時には歩けなくなりました( ´▽` )

ずっと⽇本のカラオケがどんな感じか気になっていました。ちょうど演劇部の打ち上げでカラオケにいくことになりました。⼗⼈⼀緒だととても賑やか。⼩さいお店で、⼊って
みてびっくりしました。こんなに狭いカラオケがあるなんて。。でも、飲み物は⾃由に飲めます︕なので、満⾜でした︕みんなとても歌がうまかった︕︕︕︕︕︕︕
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修学旅⾏︕︕︕︕︕

2015.12.14

修学旅⾏

数週間前、みんなが待ち焦がれていた、修学旅⾏がやっと来ました︕

⾶⾏機に乗るのは楽しかったです。楽しかったから⽿も痛くなかったのでしょう。景⾊も超きれいで、富⼠⼭の雪帽⼦を⾒れて、さらに、円形の⼩さな虹にも遭遇しました:D
海⾯はクラゲが⾒えるくらいきれいでした︕

⼤都市はやはり⼤都市でした︕⼯場の⼤きな煙突や⼤きなクレーンが林⽴していて、⿅児島と⽐べると少しもやがかかっていました。。。

さて、みんなが⼀様に驚いたことは制服のスカートが短すぎる︕︕︕寒くないのかな、私たちはみんなタイツを履いて、コートを着ていてもまだ寒いって⾔ってたのに、⼤都市
の⼥の⼦の寒さに耐える⼒は想像できないヾ(Ő∀Ő)ﾉ

たぶん、⾶⾏機で興奮したのでしょう、みんなバスに乗っている時はうとうとしていました=_=なので、かわいいガイドのお姉さんはニワトリの鳴き声の効果⾳で私たちを起
こしました(*/ω＼*)本当にやさしいですね、普通のツアーでは周りの⼈が起こすでしょう。。

⼀⽇⽬のお昼はアメリカ⼈と⼀緒に横須賀の無⼈島でカレーを作りました。。。アメリカ⼈のおばさんはインド⼈のおばさんと同じくらいあたたかい⼈でした︕そして⼆⽇⽬に
⾏ったＪＩＣＡでの昼⾷もカレーでした︕(°ー°〃)私はもう四⽇連続でカレーです。。。おいしいと⾔っても。。。。

チーム別の活動ではＲちゃんと原宿と渋⾕に⾏きました。。。Ｒちゃんは⼤好きなアイドルの写真が買えて喜んでいました。⽇本のアイドルの影響⼒は本当に⼤きいですね︕Ｈ
ＥＹＳＡＹＪＵＭＰとか、同級⽣がよく話しているのをききます´∀`それから明治神宮に⾏きました。初めて神社に⾏きました。にぎやかな街でこんな⾵に落ち着けるところ
はとても貴重だと思いました。Ｒちゃんは引き続きアイドルの⾜取りをたどり、アイドルが⾏ったことのあるカフェ２軒に⾏きました。そのうち⼀軒はぼろぼろの装飾で、別の
趣がありました。

宝塚劇場はめちゃくちゃすばらしいです︕歌劇の新源⽒物語の前半部分は教科書にあったので聞いてわかったのですが、残り半分はまったくわかりませんでした (っ╥╯﹏
╰╥c)でもこんなにきれいな古典⾐装の歌劇を⾒れて⼤満⾜です(*ﾟ▽ﾟ)ﾉ

ディズニーはめっちゃいい遊園地です︕︕︕ディズニーシ―は本当に⼈の海で、同級⽣は、ディズニーランドで園内を三周もしたそうです（￣⊿￣）⼈が少なかったか
ら。。。。。でも、私たちは⼀時間以上並びましたが、ジェットコースターには乗れませんでした。。⾓を曲がって、まだそんなにも⻑い列があるのを⾒て諦めてしまいまし
た。。午後は⾷べて飲んで遊んで楽しみ、FPの優越感を味わいました。。⼀⽇歩いたのでとっても疲れました▕(:3▒▒▒▏【おやすみなさい】
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クリスマスだ、クリスマス

2015.12.19

もうすぐクリスマスです。⽇本は本当に濃厚なクリスマスの雰囲気ですね。

街中はとっくにイルミネーションや飾りで溢れていて、まだ半袖だった頃から気がします（笑）今はもう⿅児島ではめったにない氷点下になっています。クラスメートは修学旅
⾏から帰ってきて、⼀番多く⼝にする⾔葉はまた「寒いですね」に変わりました。桜島がいつか雪の帽⼦をかぶるようになるかを楽しみにしています、アハハハハ

⽇本のクリスマスと⾔いますと、⼀番感動を募るのはやはり親からのプレゼントでしょう。前の席に座るYちゃんは、⼩学校の六年⽣の頃にまだサンタさんがいると信じていた
そうです。サンタさんは実はお⺟さんと後になって分かった時にずいぶん泣いたと。でも、⼦供の夢を守ってあげる親の姿勢は、暖かくて考えさせます。

華道部で（私は華道部に⼊っているわけではなく、遊びに⾏っただけです）Nちゃんと⼀緒に作った飾りです︕︕きれいでしょう〜Nちゃんは理系クラスです、よく物理や化学
は難しいと⾔っています。なんだか私は⻑い間物理や化学の勉強をしてない気がしてね、ハハハ、今は超化学をやりたくてしかたがないです︕︕︕

 

 

あと、これがホストファミリーのお⺟さんに教わった、作り⽅は超簡単の刺し⾝です〜〜〜今回の盛り付けは⾃分でもなかなか出来てると思いますY(^_^)Y
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新年の⽔餃⼦〜〜〜〜

2015.12.30

明⽇は⼤晦⽇なので、今⽇はまた餃⼦を作りました〜

今回は卵⼊りの⽪

お⺟さんは餃⼦が好きでよく作ってくれてたので、私は⾃信満々です︕︕︕

午後2時から夜7時まで

まずはうわさのなめらかな⽣地作りが完成しました

⽩菜の餡 豚⾁を少し加えました。。。ホストファミリーのお⺟さんはお⾁が好きではないです。

90個︕︕︕

 

お⽗さんもお⺟さんもお兄さんもみんなおいしいと⾔ってくれました ⼀番嬉しかったのは普段あまり⾷べないお姉さんがおかわりしてくれたことです︕︕

達成感でいっぱいの⼀⽇でした︕︕︕
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年賀状を書く季節だよ︕︕︕

2015.12.30

年賀状やはり⾃分の⼿で書くのがいいと思います︕︕︕

中国の友達にも⽇本の友達にも総計20枚以上書いた︕

ホストファミリーのお⺟さんからお⽗さんは500枚も出したことがあったと聞きました、ショック︕⽇本の郵便局すごいなあ︕

友達からの年賀状も楽しみです︕

これは⽇本語で投稿されたものです
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温泉はお喋りするのにいいところです︕

2016.01.13

ホストファミリーのお⽗さんが温泉に連れて⾏ってくれました。⽪膚病に効果があるらしいです (๑•`ㅂ•´)و✧ けど、お⺟さんは忙しかったので⾏けなかったです。。。⾃分
ひとりで温泉に浸るのは寂しくて⼼細くて虚しいだろうと思ってはいましたが。。実︕際︕に⼀緒に⼊っていたおばさんたちがあんなに親切してくれるとは (ฅ>ω<*ฅ) 私が
サウナに⼊った時はマットを忘れたので、⼊ったらすぐおばさんにマットを取ってきて、でなければ熱すぎておしりが耐えられないと⾔ってくれました。上⼿く聞き取れなくて
タオルのことだと勘違いしていて、タオルを取ってきました。おばさんたちに違う違うと⾔われてようやくわかりました⁄(๑´ㅂ`๑)そしてもう⼀度⾶び出してマットを取ってき
ました。。。。慌てて⽇本⼈ではないですごめんなさい、とお詫びしました(*/ω＼*)そして、ハイテンション︕のお喋り︕になりました。どこに住んでいますか何歳ですかだ
れと⼀緒にきていますかなどなど、しかも意外にも⼀⼈のおばさんのご主⼈は中国⽣まれだってことが分かったりして。。。。そしてサウナから出てくると、もう⼀⼈のおばさ
んはみんなに私のことを紹介してくれました（笑い涙）もうすぐお⽗さんとの約束の時間なのにまだまだお喋りをしていました ( ´ ▽ ` )

そして、最近は喜⼊駅の近くにある有名な温泉に⾏きました。⼊ったらすぐ私のヘアドライタオルはどこで買ったのと尋ねてくるおばさんがいました。中国で買ったと答えた
ら、その後またハイテンション︕のお喋り︕になりました︕私はもうめまいを起こすほど浸ってしまって、少し休んでサウナに⾏こうと⽴ち上がろうとした時に、その親切なお
ばさんはまだまだ喋りたがっていました╮(￣▽￣")╭ 初めて中国⼈とお喋りするって。。

おばさんたちとお喋りするのも楽しいことですね︕

結論は、温泉はお喋りするのにいいところです (๑•`ㅂ•´)و✧
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英語スピーチ︕

2016.01.13

英語スピーチについてのいろいろ。。。。

ここに来て何⽇間も経っていないうちに、みんなと⼀緒にこのスピーチを準備しはじめました≧∇≦今になってようやくやり遂げたのでまずは雑談まじりにでも話しましょ
う︕︕︕

予選から⼗六校に⼊って、そして四校に⼊って、そして県の三位になるその過程から、たっぷりの達成感を覚えました。間奏曲もあったからちょっとグズグズ⾔わせてもらいま
しょう。。

まずは、留学⽣は参加できません╭(°A°`)╮コンテストのテーマは「如何により多くの外国⼈を⿅児島に招くことができるか」になっているのにもかかわらず、留学⽣の意⾒
を聞かないなんて╭(°A°`)╮それはそれは。。。。。。私と仲間はみんな本当に呆れてしまいました。。。ホストファミリーと先⽣も残念に思ってくれていたようです。Orz 
というわけで、私は顧問みたいな存在になりました。。そうそう、記者も兼ねて。。中国⼈へインタビューしました。。。けど、「ゆうちゃん、この単語の発⾳は︖」、「ゆう
ちゃん、ここはどんな⼿振りを添えたほうがいいの︖」、「ゆうちゃんは何かアドバイスは︖」。。。こうやってみんなの進歩を⾒届けるのも楽しいことですわ︕

ようやく予選の⽇になって、純⼼⼥⼦⼤学に⾏きました。キリスト教学校だったので、マリア像があります。毎⽇JRで帰宅する時にそれを⾒ることができます。夜はピカピカし
ていて、近くで⾒れば意外に⼩さかったですが、純⼼からは桜島錦江湾を⼀覧できますヽ(•`ω•´ )ゝなかなか壮⼤な景⾊ですわ︕

コンテストのことについては、私は⾃分はいい感じだと思いましたよ。何よりみんなであれだけ努⼒してきましたからね、素晴らしいことです、決勝に⼊るのも予想通りです︕

そして、⼆週間の準備をして、決勝戦になります︕

ちなみに、その前の⽇に、私は⽇本語スピーチコンテストで四⼗名のうち、⼗名として選ばれ、決勝に出場できるようになりました。各国の⼈による⽇本に住んでみた感想を聞
いて勉強になりました。最も感動したのは、今吉先⽣がわざわざ⾒に来てくださいました≧∇≦先⽣は本当に真⾯⽬で、ずっとメモを取っておられました (ง •`_•´)งとにかく、
ホストファミリーのお⽗さんやお姉さんたちのアドバイス、そして仲間たちが助けてくれたおかげです︕みなさん、気にかけてくれてありがとう︕私の頑張りは続きますよ︕
（優勝を取れるように頑張るわハハハハ頑張りましょう (๑•`ㅂ•´)و✧）

決勝。。みんなは結構な進歩を遂げた感じですね︕発⾳もイントネーションも素晴らしいです。結果はちょっと予想はずれですが。。。優勢が⾒られなかった2つのチームが、
まさに⼀位と⼆位だった︕でも、全国でも有名なla salleと並べることも嬉しいことですわ (ฅ>ω<*ฅ)

打ち上げパーティは寿司市場に⾏きました。軍艦寿司は美味しかったです︕私は⼋⽫も⾷べたんですよ、すごいでしょうヽ(•`ω•´ )ゝ
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イルミネーション︕

2016.01.19

中国の思い切り輝かせるイルミネーションとは異なり、こちらではイルミネーションで⾵景を作り出すのがほとんどです

最後は伝説の桜島⼤根を御覧ください︕
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伝説の︕⽇本の︕有名な︕闇︕︕鍋︕︕

2016.01.19

美味しかったはずの⽕鍋が如何にして悪夢になるかについて。。。。部⻑のお家で闇鍋を⾷べました。。最初は、みんなはまだ⽩菜や団⼦など普通の⾷材を⼊れてはいました
が、後はドーナツや⿂介類や芋グミになって。。。。。。想像が付かないほどだ╭(°A°`)╮けど、意外にも⾷べれます。。。最後はみんなもふらふらになって、はしゃぎすぎ
て疲れきったから´∀`

皆さんのお腹のため、やっぱり写真は⽌めときます。私っていい⼈でしょう。
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ずっと楽しみにしてきたお正⽉

2016.01.19

昨⽇はクラスメートから最後の年賀状が届きました，，，お正⽉はもう本当に終わったのでしょう。。。。

半⽉前から楽しみにしていたお正⽉がやっときました~お兄さんもお正⽉のため⼤分から帰ってきました≧∇≦先輩も帰ってくると⾔ったけれど、試験で忙しすぎて結局帰れな
くて残念でした

初めて⽇本の新年を体験したので、定番のお餅は⽋かせないネタですね。ホストファミリーは⼀貫して健康のことに⼼をかけていて、お餅も⾃家製ですよ。そのマシンはぐるぐ
る回りまくって、もちもちでふにゃふにゃでかわいらしいお餅の⽣地が出来上がり、型に⼊れて切って冷凍しておくと⻑く持ちますよ。

中国の「年夜飯」（⼤晦⽇の夜にご馳⾛を⾷べることです―訳注）ほど盛りだくさんではなく、⽇本の⼤晦⽇の⼣⾷はごく普通です。おせち料理は新年に⾷べますからね。新年
の朝は漆の⾷器でお雑煮を⾷べますし、新年に飲むお酒は⽢酒で、それもきれいな漆の酒器に盛られています。お昼は盛り沢⼭の料理が出されます。ホストファミリーのお⽗さ
んもお⺟さんもお蕎⻨が好きで何⽇間もお蕎⻨を⾷べましたよ:D

お兄さんは⼤分から⼀箱の牡蠣を送ってきました。中国では牡蠣を茹でて⾷べますが、ここでは牡蠣を焼いて⾷べるので、やり⽅を覚えました。焼くのが楽しかったのでつい⼀
箱の牡蠣を全部焼いてしまいました︕お兄さんからカニの茹で⽅も教えてもらいました(ฅ >ω<*ฅ)お兄さんは本当に何でもできて格好いいなあ、すごいなあっと思いました︕
たこ焼きも出来ます︕たこ焼きを作ってみたいと⾔ったら、わざわざたこ焼き器と材料を買ってきてくれて、すごく感動しました。義姉と⼀緒に沢⼭作って本当に楽しかったで
す。

冬休みは4⽇までで、短いですね。お兄さんも⼤分に戻りました。机の上にクラスメートから送られてきた11枚の年賀状が置かれているだけで、すべてはいつも通りに戻りまし
た。お正⽉はとても楽しかったので、夢でもみたかのような気分です。やはりみんなと⼀緒に賑やかに過ごすのって最⾼ですね。

新しい⼀年も頑張りましょう︕

あと⾔わないといけないのは、さすがに「每逢佳节胖三⽄」（めでたい祝祭⽇は1.5kg太るという駄洒落です―訳注）だね︕︕︕︕︕︕
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焼き⾁〜

2016.01.26

友達と焼き⾁を⾷べに⾏きました。本当にビュッフェ式でした≧∇≦焼くのでさえ⾃分でで、さらに注⽂は機械でするのでとても便利です。100分で超満腹になりました。帰る
頃にはみんなできれいさっぱり⽚付けてしまいました︕⾷べ終わった後定番のpuriを撮り、ついでにゲームセンターで3Dの幽霊屋敷脱出で遊んで( >ω<* )、bibiriと⾔われて
しまいましたハハハ

これはホストファミリーのお⽗さんが⾷べに連れて⾏ってくれた⼿打ちそばです︕世の中にはおいしい⾷べ物があるんで
すねー︕︕
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⿅児島でも雪が降った︖︕

2016.01.26

⿅児島で︕雪︕が︕降った︕雪︕が︕降った︕雪︕が︕降った︕⼤事なことは3回繰り返します︕その上めっちゃ降りました。市内は14センチメートルも積りました。これは済
南ではとても珍しいことです︕私は雪がたくさん降った時じっとしていられなくて、⾛り出て、雪だるまをつくり、家に戻ると、体の雪が溶けて全⾝が濡れてしまっていまし
た。中庭はとてもきれいになっていました。翌⽇は学校が休講になり、お⽗さんはまた温泉に連れて⾏ってくれました( >ω<* )凍えるような寒さの⽇に温泉につかるのはとっ
ても気持ちいい︕でも、⿅児島の雪はとけるのが早くて、3⽇⽬は学校は通常通りに登校でした。雪が降る時は寒くないが、雪がとけると寒くなる、という⾔い⽅があります
が、学校は⼭の上にあるから、本当に凍えそう╯﹏╰

聞くところによると平川動物園のレッサー・パンダも寒くてたまらないそうです

雪の中で早咲きの桜がつぼみを膨らませていました。さすがは⿅児島です︕桜の花は梅の花と同じように咲きます︕
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みんなありがとう、⼤好きです

2016.01.28

何ヶ⽉にも渡り、ずっと準備してきた⽇本語のスピーチがついに終わりました~優秀賞をもらいました。ホストファミリーのお⽗さん、お⺟さん、お姉さん、たくさんのアドバ
イスをありがとう。それと同級⽣、先⽣⽅の⽀えにも感謝します。いつもみんなが私の練習を根気よく聞いてくれて真剣にアドバイスをしてくれる度にとても感動していまし
た︕ありがとうございます︕⼒を出し切れば報いがあるというのは本当です。満⾜ではありませんが、1位のおじさんはさすがに三回⽬の参加なので。 。。。。賞品は賞⾦と
お茶やその他の⼩さなもの以外に５㎏の⽶をもらいました（笑泣）しばらくみんながおなかいっぱいになるには⼗分です︕

⼤⽯先⽣にまた会えて嬉しかったです︕︕私の顔がまた⼤きくなったことについては触れないでください
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餃⼦⼯房

2016.02.03

やっと待ち望んでいた三⼗⼀⽇になりました。友達の萌さんはうちへ餃⼦作りを習いに来ました︕

電停で待ち合わせて、家の近くのスーパー（五ヶ⽉間も暮らしてきたのにその⼤きいスーパーの存在をずっと知らなかった( ´▽` )）で⾷材を買って、家に帰ったらすぐやり出
しました︕

今回は三種類の具を作ります︓お⾁、⿂、⼈参と春⾬です。餃⼦の⽪まで⾃分で作るって聞いたら、友達はみんな驚きました。でも、⽣地の⼩⻨粉を混ぜるのも、⽪を作るの
も、みんな上⼿にできたから、私は仕上げ（餃⼦の⽪をしっかりとくっつくようにするとか、でなければ茹でると崩れてしまいます）と茹でるだけで本当に楽です╭(￣▽￣)╮
やはりみんなはお⾁の具が⼀番美味しいと、午後はみんなでさらに家族みんなの分を作りました。茹で上げた餃⼦を弁当箱で持ち帰りました〜友達の家族も美味しいと⾔ってく
れました〜 嬉しいです︕
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箏

2016.02.03

古筝ができるので、⾳楽の授業でバイオリンを弾きながら⽬はそこに置かれている⽇本箏を⾒つめてしまいました(ฅ>ω<*ฅ)。先⽣に弾きたいと⾔ったら、いつでもいいよと⾔
ってくれて、本当に嬉しいですよ。そしてクラスメートたちが進研模試の補講を受けている間、私は楽しく⾳楽教室にやってきました。

古筝は弦の本数が21本ありますが、⽇本箏は少なかったです。しかも弦の太さは同じで義⽖は三枚しかなくて（古筝の場合⼋枚が⼀般的です）四⾓い（尖っている）形をして
いて、直接指にはめる（テープで固定する）ことに驚きました。四⾓い義⽖で連続⾳を出すのは難しいと思いますよ。。。。テキストもないから⼿探りでやってきてようやく⾳
を把握できましたが、なぜか2本同じ⾳の弦があって•﹏•中国の曲を弾いて⾒ましたが、なんだかおかしかったのでためらわず諦めました。。。それから⾳楽のテキストを探し
だして⽇本の曲を弾いてみたら、やはり“术业有专攻”（古⽂の引⽤。⼈それぞれ専攻とした分野に得意で、専攻外の分野が不得意であるのはもっともなことです。―訳注）
╭(￣▽￣)╮
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かわいい1年⽣

2016.02.06

数⽇前、かわいい1年⽣に出会いました( >ω<* )

部活が終わってから、1階のトイレに⾏き、スリッパに履き換えた時その⼥の⼦が私に挨拶をしてきました。その時、私はそれがだれかわからなかったのですが。。。。出てき
た時、彼⼥はわざわざ私を待っていたようで、私に⼩さなドーナツを渡してきて”暇な時にまた遊びに来てください︕”と⾔いました。ん︖私はわけがわかりませんでし
た。。。“こんなのいいの︖”“⼤丈夫です~、さようなら~”彼⼥はドーナツを私のポケットの中につめこむと、とても恥ずかしそうに⾛って⾏きました╮(￣▽￣")╭後で考えて
みると、たぶん書道部の⼥⼦だと思います（私は書道部に遊びに⾏ったことがあるので）本当にかわいい~~
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あなたはまだ私のそばにいます

2016.02.14

カレンダーは今週の初めにさかのぼります

⾶⾏機の待合室の⽇の光は珍しいくらいのまぶしさです

⼿にＱＲコードを握りしめ

あなた達に会えるのを楽しみにしている

 

旧暦の元旦に私達は関⻄で会いました

⼀⽫の⽔餃⼦は海を隔てて年越しを感じることができます

誰のために努⼒するかに関わらず

あなた達の成⻑する姿は最も美しいです

 

私たちが⼀緒に眺めたあの⼤阪湾

あなたの笑い声がこだまする東⼤寺

⿅煎餅を⾷べてみたい

写経殿で夢に向かって出発します

 

東北⼈の⾁炒めは優秀すぎます

私達の⽜⾁のしゃぶしゃぶは⽔を加えるのを忘れました

薬師寺のカレーでは満腹になりませんでした

⼤阪焼きの形はうまくできませんでした

 

あなた達との出来事がありありと⽬の前にあるようです

あなた達の喜びの歌と笑い声がはっきりと聞こえてきます

 

東北なまりの⽇本語は北から南までしゃべりまくりました

⽇本全国の軽⾷をすべて味わいました

 

あと半年あります。いっしょに頑張りましょう

また会えた時に思い出せます︓

カレンダーは最初のページにさかのぼります

あの⼀⽣忘れられない友情

⾸都空港のあのJALはまだ離陸していません
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もう⼀回⾒ましょう

あなたが

まだ私のそばにいるうちに



まぁ、この⽇は私には関係ないのですが。。。

2016.02.24

1週間過ぎてやっと⽇本の⼥⼦達の強⼒な⼥⼦⼒を称えることを許してください︕︕でももうすぐテストなので、みんな来⽉作るつもりで、Mちゃんは私を家に招いてクッキー
の作り⽅を教えてくれるそうです〜〜〜とっても楽しみ〜〜〜

最近インフルエンザが流⾏しているので、みんな気をつけてね〜〜〜
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我知道你会看到哒

2016.02.25

亲爱的⼩M(๑´ㅂ`๑)⼗七岁⽣⽇快乐撒花︕✿✿ヽ(ﾟ▽ﾟ)ノ✿

其实是前天⽣⽇哈，记着呐〜

出席停⽌这么多天今天才见⾯，⼩M还是元⽓满满呐(*^．^*)

说真的能遇见你真的很开⼼，与你在⼀起的时光也都⼗分有爱。感觉⼩M好温柔啊╭(￣▽￣)╮第⼀次说话时记得是我想买笔记本你就带我去了⽆印，当时⼼就化了啊~然后印象很
深的是还有⼀天我早晨⾝体不舒服然后就特悲催的没赶上平时的jr还忘带便当了。。于是到学校都⼋点多了⽼师上着课我不知该咋办时⼩M你就出现啦（也迟到了哦）告诉我该怎么
进去解释。。便当券买到⼏点。。。我⼼就化的渣渣都不剩了☆*:.｡. o(≧▽≦)o .｡.:*☆

从那开始就各种⼀起吃啊玩啊各种美好~海洋港⼝。。樱岛。。烤⾁。。。寿司。。⼤阪烧。。当然还有⼩AIM⼩AIR︕︕︕

今年是了不起的⼗七岁了呢︕︕︕换体育服也变快了呢（啊哈哈哈哈）总之超喜欢你啊妹⼦~我知道你会看哒所以就写在着了︕下个⽉去中国交流加油啊︕接下来的⼏个⽉也要制造
好多美好的回忆哦︕⼀⽣的挚友么么哒︕
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これは⽇本語で投稿されたものです



^_^また⾷べまくり

2016.03.06

数⽇前書道部にふらりと⾏き、暇だったのでいたずらに書きました。。。本当に毎⽇の積み重ねが⼤事ですね=_=楷書はもうゆがんでしまっていました。。。。。そこで⾏書
を試してみました（これが初めての⾏書の作品だということは教えられません=_=）これと初めて来た時に学校の校訓を書いた時と同じ⼈からとは思えません。。。。。。

茶道部は数⽇前に三年の先輩達の送別会を開きました（私は初めてお会いしたのだけどヽ(ﾟ▽ﾟ)ノ）私達は先輩達に⾊が変わるとても不思議なグラスを買いました。1年⽣はお
いしい物をたくさん持ってきました︕やはり茶道部です︕おやつは全部お⽫に並べます︕歌がとてもうまい先輩がいました︕私はlet it goをリクエストしました。コンサート会
場で聞いているみたいでした︕

学年末考査が終わったばかりで、春休みから戻れば⾃分は三年⽣です。直⾯しているのはセンター試験ではないけれど、さらに頑張らないといけません。時が経つのは本当に早
いです。トランクを提げて家の⾨をくぐったのが昨⽇のことのように思えますが、今はまたいくつかの新しい事を考え始めています。。。。。anyway，前へ進もう︕振り返ら
ない︕
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クッキー〜

2016.03.06

先週の⼟曜、Mちゃんの家でお菓⼦を作りました╭(￣▽￣)╮クッキーだけだったので、Mちゃんのお⺟さんはさらにパイとmuffinの作り⽅を教えてくれました。とても興奮し
ましたmuffinとパイがオーブンの中で膨らむのを⾒るのはとても楽しかったです︕

それとMちゃんは⾃分の弟を⾦⿂に例えていました。プハッハッハハハ初めてそんな⾔い⽅を聞きました:D

本当にMちゃんと彼⼥のお⺟さんに感謝です~~~~
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これが....トイレ︖︕

2016.03.06

同級⽣達と⾏った喫茶店でとてもかわいいトイレを偶然発⾒しました。⽇本がとてもトイレに重きを置くことは知っていました（学校も運動場を修理するより先にトイレを修理
します）。。。。でも扉を開けた瞬間、とても感動しました︕
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⼀か⽉前の初午祭

2016.03.24

初午祭︕

聞くところによると霧島市で最も盛⼤な祝⽇だそうです、JRで隼⼈まで⾏くのに40分以上もかかりました、かなり遠いです。。。でも噂の⾦⿂すくいとリンゴ飴の屋台が⾒れ
てうれしかったです ( >ω<* )とてもいい天気で、昼になると夏みたいな感じでした。⾺はとても可愛くて、劉雅軒さんもとても可愛かったですハハハハ。またくじ引きをし
て、⼤吉が当たりました~

⼤きい滝の写真の乱⼊。。。。。
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バイオリンについて

2016.03.24

五線譜すら分からなく、⼩さいころから⺠間⾳楽を学ぶ私がバイオリンを弾けるようになりました（⾃分に拍⼿(๑•`ㅂ•´)و✧）とても簡単な曲ですが、⼼の中ではふと、あ、こ
れはバイオリンを「弾いている」感じだなぁと分かった瞬間⾃分に感動しました (❁´︶`❁)やった~もしまた芸術関係の選択科⽬があれば私はきっと書道を選びますけど、なぜ
なら書道の作品を完成させると達成感がありますからハハハハハ（この前MYちゃんの⾚ちゃんに名前の掛け軸を書きました╭(￣▽￣)╮とても真⾯⽬に書きましたが うっか
りして⼿が震えて筆で⼀枚汚してしまいました 悲しい(´╥ω╥`)）しかし楽器をやるのも楽しいですね︕考えてみるともうすぐ三年⽣になります 今⽇は最後の芸術の授業で 
これから⽂化祭があって部活の引退があります その後はしばらくこの温かい⼟地やここの⼈々と離れます......残された時間はもう多くないので私はよく⾃分に問いかけます 
やりたいけどまだやっていないことはまだありますか︖⾔いたいけどまだ⾔っていないことはまだありますか︖時間は⽌まって私を待ってくれないので私はこの限られた時間に
何を残せますか︖演奏が終わっていないバイオリンの⼸の下で流れてきた⾳符をたとえにすると、真珠が翡翠のお⽫に落ちる時の澄んでいる⾳⾊でしょうかそれとも⽔のような
優しい⾳⾊でしょうか……
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⼩さな休暇

2016.03.24

⾼校⼊試 ⾃宅で勉強

やっとこの⼩さな休暇を迎えることができました(ฅ>ω<*ฅ)

まずお姉さんとお姉さんの彼⽒と⼀緒に⿂釣りに⾏きました（そうです 私をベテランお邪魔⾍と呼んでください (๑•`ㅂ•´)و✧）その⽇は満潮で潮の流れがはやくて⿂は釣れ
なかったのですが、とても楽しかったです、お姉さんと⼀緒に遊ぶ機会が少ないですからね（お姉さんは週末出勤）~

次の⽇にホストファミリーのお⽗さんは眺めのいい温泉に連れて⾏ってくれました。桜島の錦江湾が⾒れます~⿅児島市内には桜島を⾒るところが本当に多いですね

三⽇⽬はクラスメートたちと出かけました(ฅ>ω<*ฅ)，五六⼈でカラオケで五時間以上歌いましたハハハハ しかし伴唱もないのに歌った後に点数をつけられるのはムカつ
く。。。。最初は知らなくて適当に⼀曲歌いました。。。しかも中国語の歌。。。。恥ずかしい。。。ハハハハハハハハでもその後はまじめに歌いましたよ，アイスクリームも
美味しかったです..それから⿅児島の近代⽂学美術館童話館へ⾏きました~童話館には⼦供ばかりで私が鶏の群の中の⼀⽻の鶴みたいに⽬⽴ちましたハハハハハちょっときまり
が悪かったです

四⽇⽬は３⽉11⽇で、世界中を驚かせた⽇でもあるし、ホストファミリーのお⺟さんの誕⽣⽇でもあります。朝起きたらテレビで震災5年特集番組がやっていました。私は初め
て⼤地震や災害はとても⾝近なものなのだと感じました。五年前の⽇本を⾒て、震災後、あるのは慌ただしさや絶望ではなく、整然とした秩序とお互いの慰めや配慮でした。考
えてみると、国⺠の素質は本当に国の基礎となります。国⺠が国産品を信じるようになり ⾃分の国の⼈を信じるようになり 微笑むことに慣れて 礼儀正しさに慣れたら.....
私たちはこの国を信じたり この国について勉強したりしない理由はありますか︖この半年の間私はいわゆる発展途上国である中国と先進国である⽇本との物質的な違いは⾒ら
れませんでした、中国の設備の⽅がもっと整っていて、規則がもっと合理的で、景⾊がもっときれいな場合もありますが......しかしここでは⼈間の⼼の「発達」や素質の「発
達」が⾒れました......でも幸い、⾃分たちの進歩も感じれましたし、また進歩のいいきっかけは私たちの世代にあるかもしれないと感じました。。。。⽇本も六⼗年代に⾼度経
済成⻑で、環境汚染など多くの問題が起こったそうです、だから私たちも五⼗年後の中国を固く信じましょう︕話が本筋から外れました (*/ω＼*)話は戻りますけど̶̶ホスト
ファミリーのお⽗さんとお⺟さんは本当に仲がいいです お⺟さんは毎年きれいな花がもらえます、今年もそうです~お⺟さん お誕⽣⽇おめでとう~あなたがいてくれたおか
げで 私は短い期間で成⻑できたし、また異国にいながら家族愛を感じられたし、いつでも楽しくいられました、有難うございます、お⺟さんが毎⽇楽しく過ごせますように〜
〜⼀番⼤事なのはずっと元気でいられることですよ♡
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みんなあまりにも優秀すぎます

2016.03.27

ホワイトデー

そもそもバレンタインだとかホワイトデーだとかは私とはちっとも関係なかったのに、今年でようやく分かった︓こういった記念⽇は、お⾁をつけるために存在しているんだ︕
と。再び⽇本のお嬢ちゃんたちの⼥⼦⼒を讃えたいです╭(￣▽￣)╮最近の⼀ヶ⽉は毎⽇のように⾷べていて、お弁当の時間にみんなから様々なお菓⼦をもらえるばかりで、特
に⼗四⽇は⾷べ過ぎてしまいそうでした︕⾷べきれずに仕⽅なく持って帰りました。。みんなはすごく美味しく作れていますよ (╥﹏╥)（感動の涙）私がクッキーを作った時
のいろんな困難や⾟さを思い出してみると，，，みんなはあまりにも優秀すぎです
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classmatch

2016.03.27

何故かクラスマッチは⾬の⽇にぶつかってしまいました。屋外の項⽬(keriyakyu)にしたから、みんなはずぶ濡れを覚悟していて、私は折りたたみ傘まで持ってきましたハハハ
ハハハ

実は野球のルールはわからない（観たこともない）から、蹴ってから⾛りだすしか把握できなかった (๑•`ㅂ•´)و✧が、幸い以前中国にいた時に、英語の外国⼈先⽣とKickballで
遊んだことがあるから、なんとか基本のルールは⾒てわかるようになってきましたヽ(•`ω•´ )ゝKちゃんはすごかったですよ、キャッチや⾛りはテキパキしてて、主戦⼒のAち
ゃんがいなくとも（ウウウあいにく病気だったようでAちゃんのことは⼼配です.....）⼆連勝しました~午後の三試合⽬で相⼿に連続六点が取られて引き離されましたが、私た
ちは挫けずに最後の五分間で連続三点を取りました。終わったらみんなは太陽みたいな笑顔（⼩⾬は降り続けて私たちみんな濡れていましたが）を⾒せました。勝敗を気にもせ
ずわっとバスケを⾒に押し寄せていきました。

三組の⼥⼦たちのバスケをやっている姿みんなかっこいいなあ、うち⼆⼈だけがバスケ部のメンバーですが全員はプロに⾒えます︕（男⼦たちも劣ることはなく担任の先⽣もす
ごいけど、⼈数という気の毒な事実は......）

私は⾃然に去年⾃分の学校でのバスケ⼤会のことを思い出しました。その⽇の⾵、その⽇の叫び、その⽇の興奮の涙、その⽇の親愛なるあなたたちと、海を挟んで千キロ隔たっ
ているこの時間、この場所、この場⾯、この光景とこんなに似ていて、不思議で堪らないです︕もう⼀度拍⼿で⾚くなっている⼿のひらに⽬をやり、その⼀瞬は強くみんなと⼀
緒にずっとこの⼟地で育ったように感じました。みんなと肩を並べてクラスのスローガンを叫んでいた時に、まだ六ヶ⽉しか来ていないこのクラスには、すでに私の席が出来上
がり、しかも永遠の席であるとようやく分かりました。私が別れていくことになるにもかかわらず。

今⽿元で空に届くような叫び声は、すでに永遠に⼼の中に刻んであります。

LOVE YOU ALL

GAIGO POWER
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^_^Mちゃんの中国の旅

2016.03.30

Mちゃんは今中国で楽しく遊んでいるでしょう^_^

ずっと中国料理がおいしいと⾔っていますハハハ

Mちゃんが中国へ遊びに来れたことを⼼から嬉しく思います。それに、彼⼥が去年私がホストファミリーとして受け⼊れたYちゃんに東京で会ったと聞きました︕︕これこそご
縁ですからね︕︕︕本当に交流センターに感謝しています。このようにMちゃんやホストファミリーや周りのみなさんに出会うチャンスがあって本当にうれしいです。また彼⼥
が私の⺟国へ⾏くチャンスをもらえて本当にありがたく思います。 (*^_^*)ああ、とても感動しています︕もう何を⾔ったらいいか分からなくなりました︕︕
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動動動動動物園〜（≧∇≦）

2016.03.30

⼩さい頃からしょっちゅう動物園へ⾏く私が⿅児島に来て、平川動物園に⾏かない理由ってありますか︖

平川動物園は家からあまり遠くないので、義理の姉が運転して間もなく着きました。⻘い⼭と緑の⽔に囲まれた虹の橋のような⽞関が、とてもかわいかったです ⼊ったらす
ぐカバサイキリンなどのアフリカの動物に出会いました〜〜動物園側が順路についてとても合理的に考えてくれたおかげで、⼀気に⼀回りしてすべての動物を⾒ることができま
した。気配りが⾏き届いていると感じました︕更に感動させられたのはトイレがどんなに狭くても必ず多⽬的トイレが１つあることと、⼥性トイレの中には必ず⼦供の座席が付
いているトイレとおむつ交換台があることです。本当に気配りが⾏き届いているという感じでした︕初めて可愛いペンギンとコアラを⾒ました〜〜また思いがけずカメを好きに
なりました
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幸せです~

2016.04.06

⾃分でも忘れましたけど、、、4⽉いつかは私の17歳の誕⽣⽇です ずっとピクニックの準備をしましたから

演劇部の打ち上げでみんな⿅児島健康の森へ⾏きました。結構広い公園です、⼀周歩いて回るとかなり時間がかかります。特に今の時期桜並⽊はとても綺麗です 花びらが散
る時はまるで花⾬のようでした。

お昼はみんなの⼿作り弁当︕︕︕私も昨⽇の夜頑張って（葱⾹饼）というものを作りました︕お⽗さんお⺟さんからも友達からも美味しい美味しいと⾔われてとても嬉しいで
す。それに、SとRはこれが気に⼊ってRは最後の4枚を持って帰って「妹にも⾷べさしたい」って、私もすごく喜んでいますよ〜みんなの⼿作り弁当もめっちゃ美味しかった︕
⾷べる途中でRは急に今⽇は私の誕⽣⽇を⾔ってみんな誕⽣⽇歌を歌ってくれました、ありがとう ⾷べ終わったら逃⾛中のゲームをやりました。あんなに広い公園で私だいた
い３周も⾛りました︕⾜が痛いけどめっちゃ楽しかった︕

晩御飯の時、お姉ちゃんからかわいいプレゼントと⼿作りケーキをいただいました︕︕誕⽣⽇ケーキまじ久しぶり︕ケーキは市販みたいに美味しかったです ありがとうござ
います︕

それに中国からも今のクラスメートからもたくさんのお祝いが届いて本当に嬉しかった︕学校の⽇じゃないのに、LINEとかQQとか1⽇ずっと着信だった︕私のことも考えて、
みんなありがとう〜〜⼤好き~~~

私はいつもこういう⾵な幸せに囲まれています だから、これからももっと頑張ります︕
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これは⽇本語で投稿されたものです



ありがとう

2016.04.08

6⽇は登校⽇

三年⽣になった私たち

靴箱も教室も変わった

みんな新しい副担任が⼤好き

私も予想外に⽣活委員になった

すでにここの⼀員になった私に対して

新しいスタートである1⽇

……

すべてが少しずつ変わって⾏く

すべてがいつも通りで⾏く

……

誕⽣⽇のこと

⾃分もあまり重視しないし

みんなにもあまり⾔ってなかったけど

朝から

「おはよう」「久しぶり」ではなく

いつもの笑顔で

「誕⽣⽇おめでとう」になった

隣のクラスのKちゃんから

⿅児島のお菓⼦をもらった

Yちゃんから

かわいい財布と記念品をもらった

……

⼀番感動したのは

私が弁当を⾷べてから

まだ⻭磨きしてた時に

みんな全員いつの間に

私の後ろに静かに⽴てて

急に⼤声で誕⽣⽇歌を歌ってくれた

ほんまびっくりぽんや

でも⼤好き
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……

ありがとう

この暖かさ

いただいた

 

あねきからMちゃんから

たくさんのサプライズをもらった

なぜずいぶん前から

トトロ好き︖ジジ好き︖マカロン好き︖

と聞かれるのがやっとわかった

アルバムの中にも

みんなからのメッセージ

今までの思い出

全部載せてる

読んでから

幸せの涙も出てきた

 

本当に

みんなが⾔う通りに

私

⽣まれてきた

よかった

ここにきて

みんなと出会って

よかった

この暖かさ

永遠に

私の⼼の底でひかってる

 

ありがとう

みんなのこと

⼤好き

 

Gaigo power 

 

we are family 

always and forever 



これは⽇本語で投稿されたものです





1⽇遠⾜

2016.04.21

⾦曜⽇のとき1⽇遠⾜で海浜公園へ⾏きました。天気がよかったからすごく楽しかったです。私は往復のバスでずっと爆睡しましたハハハハハ、いつ公園に着いたのも知らなか
った。バスに降りって、まずみんなと⼀緒にチャリンコを借りました。チャリンに乗ってお互いに追いかけて汗がいっぱいかいたけど⾵が涼しいから気持ちがいいです。砂浜に
着いたら、そこにはたくさんの蟻みたいなサイズの蟹がいる~けっこうかわいいです。昼はお⺟さんが作ってくれた贅沢お弁当です〜超美味しかった〜おにぎりサンドイッチは
本当にサプライズでした ありがとうお⺟さん〜〜 お弁当だけでもう⼗分お腹がいっぱいになったけど、みんなとまた⼤量のお菓⼦を⾷べました。まじ⾷べ過ぎまし
た。。。。午後はシャボン⽟を作ってだるまさんのゲームをして、本当にみんなと⼀緒にいる時間は最⾼です
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これは⽇本語で投稿されたものです



锦武战

2016.05.03

锦武战

周五我们学校与锦江湾⾼校⼀起举办了运动交欢会，幸运的是赶上了⼗⼏天中唯⼀的晴天\( ˆoˆ)/\(ˆoˆ )/

最先上场的是我最爱的应援团~真的很帅⽓，本来想着参加的但演剧部也⼏乎每天都有练习所以纠结了下还是放弃了，残念啊残念ಥ_ಥ

真的是第⼀次看棒球⽐赛，特别的激动⼈⼼，只是很奇怪为什么这项运动在国内并不普及还有打棒球的为什么没有⼥孩⼦︖◑▂◑

武冈台依旧赢了⼏乎所有的项⽬，只是意外的棒球输了。。。被对⽅⼀开始就拉开四分的差距真是不好再赶了啊。。。第⼀次得分时激动的⼩R都哭了(ฅ>ω<*ฅ)

不过真的很开⼼，看到我们⼀起跳的应援舞的视频被发到twitter和youtube上时也是很⾃豪的呢。
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⼆回⽬の逃⾛中

2016.05.30

逃⾛中という番組⾒たことがないけど、、みなんと健森でリアル感満々の逃⾛中をやりに⾏きました

⼆回⽬だから、健森は超広いだけど、もうけっこう詳しくなって隠す場所も逃げる道もだいたいわかります。ハンターとしても楽しかった
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谢谢你们

2016.05.21

 

BBQ虽然风向导致烟⼀直往我这边刮╮(￣▽￣")╭ 但却吃到了最新鲜的烧烤*^o^*⽐烤⾁还好吃哦⾁包饭团也超美味︕

放烟花时仿佛有种⾃⼰⾝处中国的感觉╰(*´︶`*)╯AM放的烟花简直帅炸︕最后的线⾹花⽕也成功了呢︕

第⼀次打保龄球，AR真是太厉害了︕不过我也算是创造了奇迹吧(*/ω＼*)

M.A.A.

⼀直以来

谢谢你们
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关于⽂化祭的种种

2016.05.30

关于⽂化祭的种种

六⽉⼗⼀号⽂化祭

真是⼜期盼⼜不想让它那么快的到来

毕竟⽂化祭也意味着演剧部和茶道部我们三年⽣们的引退

三个部活都完成了opening movie的摄影，⼤家真的是已经迫不及待了。

但可能我那天会很忙。。很忙。。。

先是演剧部的⼩剧，然后是幕间（就我是⼀个⼈单独报的名◑▂◐真佩服⾃⼰的勇⽓。。。。不过真的很想让⼤家看看中国的乐器），然后是茶道展⽰，我还想帮班级卖东
⻄。。。。

真的有点⼿⾜⽆措了。。。不过很期待

加油
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ブンカサーーーイ

2016.06.03

2016.06.02

文化祭 カウントダウン

演劇部の武台ラブストーリー

茶道部の糸巻棚のお点前

一人の幕間

頑張れ私

 

ちなみに

クラスパーカーかわいい！

ガイゴ ライオン

大好き

返回    删除
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本番

2016.06.17

最⾼の笑顔と最⾼の涙

最初と最後の⽂化祭

盛り上がってきた

夢

燦々

 

 

1 後輩たちかわいすぎる〜〜ありがとう〜

2 ⼀⼈でやっぱり寂しかった、でも叫んでくれてありがとう〜

3 汗まみれでメガネが落ちそう

4 クラス写真を撮るとき、私はまだ照明⾳響設備と闘ってた

5 照明が眩しかった、、声が届けてよかった
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演武不滅

2016.07.12

⼤好きなあなたたち

懐かしい部活の⽇々

歌ってくれたYELL

永遠に⼼の底に刻んでおり

これは⽇本語で投稿されたものです
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念願の指宿

2016.07.12

先⽉の⽇曜

珍しく晴れだった

帰国前に思い出作りのために 家族と 指宿を満喫してきた︕

初めてタツノオトシゴハウスに⾏ってめっちゃかわいいタツノオトシゴの⾚ちゃんも発⾒︕

砂蒸し温泉で伝説の温泉たまごも⾷べた︕暖かい砂に埋められて超爆笑してた

⼣焼けですごく綺麗な開聞岳、最南端の⻄⼤⼭駅、雲が低く載せてた池⽥湖、全部記憶に映った

パパちゃん⺟ちゃんありがとう〜いつも私のことを考えてくれてありがとう〜いつも家族と⼀緒にいる時が最⾼に幸せだからありがとう〜

これは⽇本語で投稿されたものです
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GAIGO

2016.07.12

⼤好きなGAIGOへ

 

まるで昨⽇からクラス⼊ったばかりのような感じ、本当に、光陰⽮の如し。

この⼀年間を振り返ってみると、本当に刻⼀刻、すべては私の宝物です。麗しい思い出がたくさん、もう数えきれないぐらい、もうはっきり覚えていないぐらい多かったです。

最も感動したことは、クラスマッチの時、みんなと三⼗六⼈が円になって、バスケの選⼿達を応援しました。その⼀瞬、私は中国の学校のことも思い出しました。⽬に前のと印
象中の光景が重なって、その団結⼒は、私に無上の誇りと喜びをもたらしてくれました。

最も幸せなことは、ちょうど新学期の始まり、17歳の誕⽣⽇の⽇でした。昼休み弁当を⾷べてまだ⻭磨きしているときに、いつも間にか、みんなが私の後ろに⽴って、「ゆう
ちゃん誕⽣⽇おめでとう」と叫んでくれました。

優しいみんながいるから、学校に⾏くことが、私は毎⽇楽しみにしていました。

また会おうと約束しましたから、さようならを⾔いません︕

GAIGO

ありがとう

GAIGO

⼤好き

ありがとう、⼤好き︕

 

7.9 00:00

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです
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帰りたくないーー

2016.07.12

最近⾷べ過ぎ、プリを取り過ぎた

急にさようならを⾔うなんて

あまりにも切なすぎます
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またね♡

2016.07.16

never say goodbye

 

I will stay by your side 

 

always and forever 

これは⽇本語で投稿されたものです
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