
⻑崎県✨

2016.09.11

  昨⽇の午後、⾶⾏機で⻑崎県に着きました。 ⼀緒に⾏った先⽣はとても優しくて熱⼼だと思います。それから、夜の時、同じ部屋に住んでいる美佳ちゃんと⼣莉さんすぐ友
達になって、とても楽しかったのです。

今⽇は⽇曜で、その上天気も良いので、どこに⾏っでも⼈が多かったんですが、美佳ちゃんと⼀緒にショウピングをしたりスターバックス飲んだり豊かな1⽇を過ごして、とて
も楽しかったんと思います

褚 睿雯さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



活⽔

2016.09.18

  昨⽇はとても楽しかったね〜 、上海の留学⽣の沈さんと⼀緒に出島 ⽔辺の森公園に⾏った.  きれいな景⾊を⾒たり、た
くさん美味しいものを⾷べたリした. それから、今⽇は寮の先⽣と⼀緒に第27回ハンドベル フェスタに⾏くつもりだ. 私の
学校 (活⽔）も参加していて、とても楽しみにしている〜

褚 睿雯さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



⻑崎

2016.09.30

  先週 私は豊かな⼀周を過ごしました. 寮の先⽣と⼀緒にハンドベル コンサートに⾏って、学校のみんなに応援した. すごく
素晴らしい演奏だった. それから上海の沈さんと観光通りに⾏って、中国の友達の誕⽣⽇のため、プレゼントも買いました.
今 私は⽇本の郵便局で物を送ることができるよ〜  そして ⽇曜同じ部屋のミカちゃんとゲームセーターに⾏ったりプリクラ
を撮ってみた. ⼈⽣初のプリで楽しかったー  早く学校が始まるから私と友達の学校⽣活がすべてうまくいきますように

褚 睿雯さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



ははは（＾◇＾）

2016.09.30

  ⻑崎県はめっちゃ綺麗な町ですよねー (⾍)動物も多いと思う.笑ー 活⽔⾼校はとても優しいと思いますが、留学⽣に対し
て、⼤学で専⾨な授業がいっぱいあるんだ. ⽇本語能⼒試験についての授業もあるよ〜 私は⼀⽣懸命頑張っています.   来
週は活⽔の中間テストですが、ちょっと緊張しています。。。。。

褚 睿雯さんの⽇記





⻑崎県の活動

2016.10.10

      ⽇本に来てもう⼀か⽉になった。あっという間に過ぎた。この⼀か⽉間いろいろ以前中国で体験しなかったことを体験したリ、たくさんの発⾒があったり、同時にたく
さんの友達を作った。

         ⻑崎県でいつもいろんな活動がある。  例えば活⽔の体育⼤会、運動の試合だけでなく、特別な踊りもある。 ⾼1は浴⾐を着て⺠族の踊りをして、⾼2は元気いっぱ
いな JーPOPをして、⾼3メイポールダンスした☀ ( メイポールダンスは、今年で第97回⽬になったよ〜以前は学校の創設者がアメリカに帰りになる送別会の時に活⽔の⽣徒
たちがラッセル先⽣に感謝の気持ちと旅の無事を祈り、メイポールを踊った。それ以来、⽩と⻘と⾚の三⾊のメリボンで踊られるこのダンスは、活⽔の⼄⼥達に受け継がれてき
ました。) 初めて来た私もリレーに参加して、緊張したけど楽しいと思った。

      そして、最近は⻑崎県のおくんちだっだ。 伝統的お祭りですが、⿓踊りとか屋台もあった。昨⽇ 友達とおくんちに⾏って、以前アニメだけで⾒たものを初めて⾒た。例
えば、りんご飴やヨーヨーを取るゲームや射的など いろいろあったよ〜

     ⾏った時は激しい⾬が降ってきて、う ⿓踊りは⾒られませんでしたが、楽しいと思った。 とてもいい思い出だったよねー

 

褚 睿雯さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



暖かい雰囲気

2016.11.01

     ⻑崎の⽅はとても優しいと思った。 わからないことがあったら、先⽣とか、友だちとか、よく教えてくれてありがとうございます〜

     例えば、中間テスト前の時、復習の範囲がわからなかった時、同じクラスの友だちはメールで詳しく教えてくれて それから英語クラスの友だちは本の写真が撮ってくれ
た . めっちや感動した.

   それから、この⼆カ⽉間でたくさんのプレゼントをもらった.  クラスメートからのお菓⼦とか、購買部からの浴⾐と⽂房具とか、本当にうれしかったー

     そして、寮の先⽣たちは毎⽇私たちに 「おはようございます」 「⾏ってらっしゃい」「お帰り」と⾔って、暖かい雰囲気を感じた〜

 

これは⽇本語で投稿されたものです

褚 睿雯さんの⽇記



発⾒

2016.11.09

     この⼆カ⽉間で、私はたくさん中国と違うことを発⾒した.

     例を出しましょう、⽇本⼈はご飯を⾷べる時、野菜をご飯の上に置いて⾷べる習慣は全然ないですが、野菜とご飯を分けて⾷べます。 それから、学校とか寮とか、掃除は
全部学⽣でします。ゴミを捨てることやお⼿洗いを掃除することや、ご飯を⽤意することなど……中国と全然違う。中国の学校で専⾨的な掃除のおばさんがいて、休みのときか
放課後のとき、学校をきれいにします。

   また 、⻑崎で電⾞を乗るのが全コース120円がかかります。しかし、バスは⽬的地によって値段が違うのはどうしてですか︖今まだ分からない〜

   毎⽇は新しい発⾒があって、毎⽇は新しい1⽇です〜〜これからの時間を楽しみにしていますよね〜

 

褚 睿雯さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



ハロウィン

2016.11.11

     10⽉31⽇はハロウィンだ． 活⽔の授業でたくさんの⾯⽩い事が出た．英語の授業の時、たくさんハロウィンについての単語を勉強し、例えばtombやpumnkinやghostな
どだ．それから友達からキャンディーももらった． 寮に帰ると、寮がきれいに飾っていた．壁に⿊い城や⻩⾊いpumpkinたくさん貼った．出⼊り⼝の⽝もハロウィンの帽⼦
をかぶっていった．ハロウィンの雰囲気に包まれた．夜の時、寮はお化け屋敷になっていた．私たちは⼩さな懐中電灯を持ち、質問を受け、終点に⾏った．途中で、たくさんの
エキストラがいて、怖い⾳をして、私たちをびっくりさせた ．本当に怖いと思った．最後に、寮の先⽣からお菓⼦ももらった．⾯⽩い帽⼦をかぶってたくさんの写真を撮っ
た． うれしかったー

     でも、今年のハロウィンはハロウィンだけでなく、⼀緒に⼀か⽉間を過ごす沈さんが帰る⽇だ． この⼀か⽉間いろいろ楽しい思い出が残った．楽しかった．夏休みの再出
を期待しています． これから、私は⼀⼈でもっともっと頑張りたいと思いますよ❣ 

褚 睿雯さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



Memory 1（誕⽣会)

2016.12.09

       最近はずっとテストの勉強をしていたから、ブログ遅れてすみませんね〜

       11⽉9⽇に寮で誕⽣会があった.今回の誕⽣会は9、10、11、12⽉の⼈の誕⽣⽇を祝うことです.校⻑先⽣も寮に来て話した.それから皆さんと⼀緒においしい料理を⾷べた
リゲームしたリした.

       晩ご飯はめっちゃおいしいと思った.普通の⽇で⾷べたことがないものがいっぱいあります〜そして、ご飯を⾷べた後で、同じグループの友だちとじゃんけんをしてケーキ
を選んだ. ケーキは寮の近くのケーキ屋さんからのですね〜 PS（以前の留学⽣はこのケーキ屋さんのケーキはとてもおいしいよと⾔われた.) 最後に2階のみんなとbingoをし
た.早い⼈はプレゼントをもらえる. みんなは楽しくて興奮していた.

     楽しい思い出になったね〜

これは⽇本語で投稿されたものです

褚 睿雯さんの⽇記





Memory2. (停電)

2016.12.09

   寮で⾯⽩いことがいつも起こります。 最近は停電して暗い中3時間を過ごしました. この3時間で携帯を使えないし、テレビを⾒られないし洗濯もできないし、たくさんの
ことは停電で中⽌しました.  でも、同じ部屋の友だちとたくさんおしゃべりしていました. 楽しい3時間が経ちました.

   それから、光の⼤切さもわかりました〜

これは⽇本語で投稿されたものです

褚 睿雯さんの⽇記



ホームステイ

2017.02.26

冬休みの時、⽇本⼈の内海さんの家で⼀週間ホームステイしました.この⼀週間では、初体験がたくさんあります〜 例え
ば、初めて⽇本で新年を過ごしたこと、ずっと⾒たい夜景を⾒たこと、BioParkにも⾏きました.それらとても楽しいと思った
のです。

 新年のとき、 ホストファミリーと⼀緒に神社に⾏って、新しい⼀年を祈りました〜年越し蕎⻨やお餅などたくさん⾷べま
した. それから、BioParkも⾏きました.とても広い動物園でたくさん動物がいました〜例えば、今、中国でとても⼈気がある
あるばかやカンガルーなどがいました〜わたしはその中で、カピバラが⼀番可愛いと思いました〜BioParkにいる動物には触
ったり餌をあげたりすることができます.⼈⽣初の体験でした.
   それから、夜景も⾒ました〜⻑崎の夜景はとても綺麗で、世界新三⼤夜景の⼀つと⾔われました〜 この前は、寮の⾨限の
原因で、ずっと⾒ませんでした.今回はやっと実現して、とても楽しかったんです.
   この⼀週間、内海さんの家族からいろいろお世話になりました〜本当にありがとうございました〜よいお年を

褚 睿雯さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



上海の友達

2017.03.01

何か⽉前の時、塚本先⽣のおかげて、わたしは第 7期⽣の郭さんと会いました. それから、⼀緒にあぐりの丘という公園に
⾏ったり、美しい海を⾒たり、写真を撮ったリしました〜そして、昼ごはんも⼀緒に⾷べました. いい友達になりました〜

   時間に連れて、共同な話題も多くなりました〜 わたしは初めて⻑崎に来たので、あまり⻑崎のことが知りませんでした
が、郭さんはわたしをいろんなところに連れて⾏ってくれました〜 例えば、私たちは⼀緒に⼤浦天主教堂へ⾏って、ガラ
スに絵を描いたり、⻑崎の留学⽣向きの交流⼤会に⾏ったリことなど、たくさんいい思い出になりました〜
  郭さんから いろいろことを教えてくれたことに感謝しています〜 先週の⼟曜⽇、郭さんはもう上海へ帰りました. 全て
うまくいきますようにお祈りします. それから、また会う時を楽しみにしています. これからもずっと連絡合いたいです.

褚 睿雯さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



中間研修❶

2017.03.02

     今年の1⽉末のとき、やっと⼼連⼼の友だちと会いました〜 私たちは5ヶ⽉前に⼀緒に⽇本に来ましたが、今は別々に⽣
活しています〜11⽉間の留学⽣活はもう半分過ごしてしまいました .けれども、⼼連⼼の友だちの仲はこの5ヶ⽉間の別れで
離れることはなく、かえってもっと親しくなりました〜 本当に良かったね〜久しぶりに会って⾒ると、彼らはとても成⻑
しています 〜例えば、⽇本語がペラペラになっていたり、昔に⽐べて性格がより明るくなっていました〜

褚 睿雯さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



中間研修❷

2017.03.02

     中間研修の5⽇間で、私たちはたくさんいい思い出を作りました〜 例えば、私たちは⼀緒に焼き物を作ったリ、浴⾐を着
て清⽔寺の周りを散歩して、写真を撮ったリ、⼀緒に雪の中の⾦阁寺を⾒たり、⼤阪と京都のお菓⼦もたくさん⾷べました.
これらの思い出は⼀⽣忘れません. もちろん、今回中間研修の中で⼀番重要だったのはPPTを通して、皆さんの楽しい学校
⽣活を⾒たことによって、⽇本のそれぞれの県についての知識を得ることができたことです. それから、グループの討論の
時間で、私たちは⽇本についてもっと深く理解するばかりではなく、⽇本の学校の⽋点への有効的な⽅法を探しました〜
とても有意義な5⽇間を過ごしました〜

    楽しい時間は過ぎるのが早いと思いました. 5⽇間の時間はまたたく間に過ぎ去りました. 別れたときはみんなどうも後ろ
の髪を引かれる思いがしていて、泣いてしまいました. でも、私たちは5か⽉後きっと⾃分の理想の姿になっていると思い
ます。
    これからの⽣活では⼀度原点に戻ってみて、もっと頑張りたいと思います。‼ 

    

褚 睿雯さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



⻑崎稻佐⼭の夜景

2017.04.30

   中期研修之后 和⼩伙伴的关系也越来越好了， 有时间就会经常⼀起出去玩，聊聊天。 像长崎的夜景⾮常的有名（世界新三
⼤夜景之⼀〜）我们就⼀起约着去看夜景➕锻炼⾝体︕ 果真⽇本⼈真的很热爱运动，⼀个下午的时间，我们从⽻⽑球到排球
再到追逐跑整整玩了⼀个下午的时间，真是⼀次⾮常难得的体验. 并且我们也在这⼀个下午的时间⾥聊了很多，关于学习⽣活
啊，最近的烦恼，还有以后的梦想，感觉彼此之间的距离更近了⼀步、共同话题也多了起来。希望以后还能有更多的机会︕

褚 睿雯さんの⽇記





春休み

2017.04.30

不知不觉离春假已经过去了两个⽉ ....但还是很想和⼤家分享⼀下我的经历  〜假期的时候去了长崎很有名的豪斯登堡 那是⼀个
⾮常漂亮的游乐园⽽且也⾮常的⼤，据说是迪斯尼乐园的好⼏倍 、因为去的时候正好赶上了豪斯登堡的郁⾦⾹季， 所以游玩
的时候感觉好像进到了⼀个花的世界，⾮常的震撼.....⾥⾯的游客出奇的少再加上游乐园占地⾯积⾮常的⼤，还是玩的很开⼼
的、并没有出现像其他地⽅那样拥堵的现象，为这点点个赞。

褚 睿雯さんの⽇記



活⽔⼤学

2017.04.30

     在活⽔的留学⽣很幸福的是可以参加⼤学⾯对外国⼈的⽇语提升课，在课上不仅仅可以学到很多关于等级考试的专业知识，
还可以交到很多的朋友， 因为上课的都是前辈，所以和他们聊天的时候就可以听到很多关于他们奋⽃的经历，真的受益匪
浅。 活⽔⼤⾥⾯还有很多外籍的留学⽣，和我玩的⽐较好的是三个越南的⼥⽣，他们都对⽇本特别感兴趣，喜欢⽇本⼈也喜
欢⽇本⽂化，和他们聊天时，你会感受到异国的思考⽅式和他们对事物的看法、并且从他们⾝上你也可以看到真正努⼒的⼈是
什么样⼦的、 感觉他们就是我的榜样.......希望我之后继续还能认识到更多的⼈，听到更多的故事.    

褚 睿雯さんの⽇記



パフェ

2017.04.30

前⼏天和班⾥的同学⼀起去吃了巴菲〜 築町这家店⾮常的特别，他家的东⻄种类⾮常丰富，并且所有最⼤号都⽐其他家的⼤
⼀个Size， 这次我们三个⼈挑战的是100cm︕完美完成任务哦（虽然最后的时候进⾏的很艰难） ︕然后还⼀起去了⽔边公
园，玩了泡泡机，照了很多好玩的照⽚，⾮常开⼼的⼀天，感觉和他们的距离⼜近了⼀点点〜

褚 睿雯さんの⽇記





ペンギン⽔族館

2017.05.21

      先⽇、新しい友だちの⼄⽻ちゃんと⼀緒に⻑崎ペンギン⽔族館に⾏った〜 とても楽しかった. その⽇、天気が良くて、
海や空などとても⻘かった〜 私は⼄⽻ちゃんペンギンについてたくさんの知識を勉強したり、ペンギンが泳ぐのを⾒たり、
最後にビーチでペンギンに餌をあたえているのを⾒たりした〜 ペンギンはボールのような、歩く時は左右に揺れながら、
よちよちしていて、とても可愛かった〜 私は⼄⽻ちゃんと同じで、海と動物が⼤好きで、だから 、共同な話題がたくさん
出できた〜 いろいろおしゃべりして、有意義な1⽇を過ごした。 また、chanceがあれば、遊びたいと思いました〜

褚 睿雯さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



⻑崎出島博

2017.05.21

      先⽇、⻑崎の出島の森公園で出島博があった〜 屋台が所狭いと並んでいて、全⽇本からの有名な⾷べ物がたくさん出展
されていた〜 私は⻑崎⼤学の友だちと⼀緒に⾏って、たくさんの⽇本の独特な⾷べ物を⾷べながら、ライブパフォーマンス
も⾒た. 雰囲気がとてもいいと思った. ⻑崎の気温はだんだん⾼くなって、⽇差しも強くなってやまない夏に⼊った感じが
します。 私は夏が⼤好きで、⻑崎の夏を楽しみにしています。

褚 睿雯さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです
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