
第一次来到日本

2017.09.07

日本的街道像水洗过样的干净，空气清新 ，城市绿化面积很大，超美的！！早餐是和食，第一次吃日式的早餐有点小激动，早餐看起来精致又好吃，吃完后发现和想象中不同，不

是咸的是甜的！昨天还和大家一起去了东京的中野，那里繁华又热闹。明白了很多日本生活的常识，受益匪浅。

江 娉的日记





在埼玉的第一个的寄宿家庭

2017.09.09

        第一次与寄宿家庭的家人们见面，爸爸妈妈和妹妹都来到了东京接我，超开心！！

        之后我们一起吃了午餐因为太紧张饭都不会吃了:)之后我们做了电车去银座，日本的电车好复杂啊！！完全弄不明白，只能跟着爸爸妈妈走，哈哈哈。去了银座的一家面包店和
卖各种好看的明信片的店，日本的物价好高啊。妹妹还帮我拍了照，嘿嘿！

        之后又坐了电车大概30分钟就到家了。家里面有好多让我惊讶的事情。比如卧室外走廊上的灯是自动的，厕所和浴室是分开的，水龙头里的水可以直接喝的，没有床打地铺睡
等等。还有洗澡的时候全家共用一缸的水泡澡，我觉得超有趣，墙上也各种按钮可以调节水温等。还有房间里的空调和电灯必须要看说明书才能差不多会用那个遥控器。。。。和中
国不同的还有房间里有应急灯地震时会自动亮起！以及垃圾的分类也让我惊呆了，一个饮料的瓶子（将塑料薄膜撕下放入垃圾袋，再将瓶子用水洗净放入另一个袋子，最后把瓶盖放
入一个布袋中收集起来可以帮助到非洲的孩子们。）

       寄宿家庭的爸爸妈妈都非常温柔热情，えりかちやん(小学5年生)也很可爱活泼，裕太さん(高校同级生)也很好。晚饭是在附近的餐厅里解决的，特别好吃！！最后明天就要去裕
太的高中举办的文化节了，之前从来没去过有点兴奋！！这一天下来受益匪浅！！

总之我这一年都会努力顺利地完成任务！
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第一次体验日本高中的文化祭

2017.09.13

今天第一次和妈妈妹妹一起参加了裕太sann高中的文化祭，大家都在卖力的推销自己的班级，还没进校门就听到了高中生们热情有大声地喊着口号， 超青春！超燃！大家大声喊
口号的样子让我想起了中国的同学们，每次喊口号时，总是不好意思然后很小声。。。。哈哈哈。之后在学校里妈妈带我吃了中国风味的饺子，还有冰淇淋，他们都好会推销啊（日
语：看起来很幸福的那一家人要不要来买我们的冰淇淋啊！等等）  有一个班级男女反串，是最让我吃惊的，大家为了班级的奉献精神真的值得我们学习。

妈妈还为我准备了小零食，超开心。之后我们做电车去了商场，做电车可以用卡，在自动贩卖机也可以用卡买饮料。在商场里发现日本的物价好高啊，即使这样妈妈还是会买，

我们买了好多好吃的，唉～要是我肯定不会下手的 。

我还发现日本的关东地区不只是靠左走，有时也要靠右走，不好好看清标语的话，会给他人增添麻烦的。后来爸爸开车来接我们了，日本的车子驾驶座在右边，后门是自动的。我们
在车上自助买了麦当劳的套餐，妹妹吃了后很开心。

回家后，爸爸还特意帮我复印了空调和电灯遥控的说明书，用资料袋装起来，我很感动。家里的每一个人都很认真，体贴，温柔。
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来日本的高中后比较惊讶的事

2017.09.13

今天是上学的第二天。

1，晚上回家没有作业，只需要自觉地复习和预习就好。

2，大家体育课前换衣服的速度惊人。特别是男生们，上一节课下课铃刚响，衣服就脱得差不多了。。。。

3，平时特别温柔可爱的女孩子们，体育课是像变了一个人一样，猛如虎啊！特别是每节篮球课都会打比赛，大家都超级拼命地运球，传球，投篮！虽然打得很猛，但却依旧保持礼
貌。

4，进入教室办公室之前要先说出自己的班级和名字等，还要将书包等各种东西放在办公室外。

5，进教学楼要换鞋子，这个应该大家都有听说过了，所以这之前我还以为教学楼很干净很干净所以要换鞋子，可是后来我发现，教学楼以外的路上并没有很脏，教学楼也并没有很
干净，都差不多的，有点不太懂。。。。

6，大家喊口号的声音都干劲十足，不只是男生女生也一样。

7，部活真的很严格。

8，上课是古文完全听不懂，不要说古文，现代的日语都不太懂了。。。还要再用不太懂的现代日语去学完全不懂得古代日语，让我死了算了吧。

9，听不懂时就很困，但却绝对不能睡

10，下午3点半就放学，一天5节课，一节课65分钟。至今为止上过的课里只有古文的老师是女老师，其他的英语，数学，地理，体育，化学全是男老师。

11，大家每天的日常问候要是翻译成中文，就好像生活在超高级的酒店里，大家都拘谨的很，就是老是要鞠躬让后说一大串的客套的话。。。就像演电视剧一样。

12，老师如果说，我希望。。。。。那就是请你。。。。的意思了，几乎不拒绝的。

13，车站到学校的距离会不会太长了一点！！这一段路可以坐公车，但我一般不坐，因为穷。。到学校已经满头大汗了，而且几乎所有的女生都会在衬衫外穿一件毛背心，明明还
没冷到那种程度。即使很热大家也会穿。。。。

14，回到家里后要先洗手。

15，班上的男生好像对女生不感兴趣，几乎没有男女生之间的交流。。。。和中国完全不同呢。
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浅草で着物体験with沢ちゃんとHF全員

2017.09.18

今日はママが沢ちゃんを誘ってみんな一緒に浅草に行きました。浅草のことずっと楽しみにしていました〜

まずは三人で着物を着ました。かわいくなるためにみんな熱くても我慢しました!!着物絶対きれい！！！！それから、浅草寺でおみくじを引きました。凶なら、お寺に結んで帰
ります。吉は持って帰ります。

次に、美味しいそばを食べました。それから、暑い日によく合うあんみつを食べました。超美味しかったです!!!!

とにかく、楽しかったです!今日も日本のことをたくさん知ることができました。

江 娉的日记



把日文投稿翻译中文的文章



初めての回転寿司

2017.09.18

今日の晩ご飯は回転寿司でした。日本で初めて回転寿司を食べました。超美味しかったです!!!!!お腹いっぱい!!!!でもね、うにはちょっと....なんか味が思ったより濃かったです。　　　

一番好きなのが、最後の２枚の写真の肉とえびでーす！！　えりかちやんも蝦が大好きでーす‼
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球技大会中比较惊讶的事

2017.09.21

今天是球技大会，班级中每个人都参加了篮球或足球的比赛。 平时可爱乖巧的女生们突然性情大变，变得不认识，变得超级猛！   之后看了男生们的比赛更是吃惊，看起来那么瘦
的男生们打起球来感觉力量十足，跑起来像风一样，各种花式抢球投篮等，让我大开眼界。球鞋与地板的摩擦声，伴随着班级的呐喊与助威，感觉特别青春！！班上的每一个人都是
在很认真的比赛，很认真的加油与呐喊！！为自己的班级喝彩声也时不时响彻整个体育馆！！真的与我中国的那个学校不一样呢！！
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在日本做中国菜

2017.09.24

今天早上和日本的同学一起去逛街了，还拍了大头贴，听她们说这个在日本女高中生中很流行呢。很感谢她们的邀请，让我体验了真实的日本女高中生的日常，非常开心！

回到家后在妈妈与妹妹的帮助下完成了两道中国菜。久违的味道啊！第一个是荔枝肉，是福州的名菜，第二个是芦笋炒虾仁，是中国的家常菜吧。因为福州菜偏甜，所以很合大家的

胃口，我们全都吃完了。我感到非常开心还有点膨胀 总之这是一个幸福的周末！！
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秋叶原 明治神宫 原宿 新宿！！！

2017.10.01

 昨天 和泽  张禹羲 一起去了秋叶原  原宿  和新宿。张似乎对秋叶原很了解，所以没有他我们也不会体验到那么多好玩的东西，动漫周边，电玩，扭蛋等等。。。然后，秋叶原几乎
都是男的，原宿大家造型各异，有红发白衣绿裤蓝鞋紫唇的大叔，有洛丽塔的妹子，有杰克船长扮相等等啥都有。。。。。穿什么都不会被笑话，是个很好的地方，新宿感觉特别繁
华。  在明治神宫还幸运地看到了日式的婚礼，与中国的热闹不同，他们特别安静。。。。给人一种正式，静谧的感觉。。。。

 

后来我们还吃了可丽饼 日式拉面 ，我回家后还吃了炒面就这样愉快地度过了一天
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在日本的中秋节

2017.10.04

今天是中国的中秋节日本的月見。

参加完部活天已经完全黑了，一个人走在回家的路上，冰冷的秋风簌簌，穿毛衣还是冷，书包也很重，一整天运动完整个人都没啥力气了。。。。边走边想着现在我的家人们应该在
热热闹闹地吃着团圆饭吧。

回到家后，吃了天妇罗，很美味！！还看见了住家妈妈特意准备的两份节日点心，日本的月見团子，中国的月饼，感觉有中国的气息，很开心！！还有中国的麻花，虽然没有完全
像，但是，是怀念的味道。。。刚刚吃了日本的中国月饼，居然感觉比中国的好吃。。。

最后我现在很想吃最后一张图里的东西
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10月8日 以大正时代为主题的文化节

2017.10.11

10月8日  在住家附近的一条街上举行了一场以日本大正时代为主题的文化节，有各种便宜的小吃，小游戏，捞金鱼，捞气球，巧克力香蕉，章鱼小丸子，烤肉，等等。。。还有打
扮成大正时代服装的人们，十分热闹。。。就离公寓五分钟步行时间的路程，非常近感觉特别幸运啊！！！能看到日本以前的服装打扮！
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埼玉鸿巢花火大会

2017.10.11

10月8日  和小泽，小泽的住家妈妈以及来自芬兰的留学生一起去了埼玉的花火大会，我是第一次参加日本的花火大会，兴奋异常。10月还有点冷，更让人冷的是去的几乎都是穿制
服，穿浴衣的小情侣。。。。只剩我们三个女生面面相觑。。。值得欣慰的事住家妈妈准备的晚餐特！别！好！吃！ 幸福地吃完以后，就正式开始了。。。烟花异常绚丽，比想象

中的大许多，就像是要遮盖整个天空那样，像下雨一样，大概是太美了，看得我们都不自觉得翘起嘴角
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横滨

2017.10.11

10月10日

泽 张  江 又是我们三人  ，还有一位法国的留学生。这回，来到了住家爸爸妈妈推荐的横滨。。他们十分体贴又认真的帮我打印出了各个电车地铁换乘的线路以及地图还给我了一份
中文的旅行指南。。。非常感动。。。

这次我们去了中华街，一会儿用英语，一会儿用日语，一会儿用中文，整地有点晕+_+，但还是非常乐在其中。。。在中华街，我们吃到了怀念的中国菜，非常开心，法国妹子最喜
欢饺子。。。。之后我们去了游乐园，我们先是一起做了世界上最大的时钟摩天轮，后来，张和泽，不敢做过山车，只能我一个人了，一个人也超级开心，超级刺激，可惜了他们没
体验到。。。。  还去了泡面博物馆，高中生免费。

在广场上慈祥的老爷爷给了我们面包来喂食鸽子，感觉特别美好，，最后最想说的是那个白色的巨大的建筑物，真的很高很高，简直就像一座山。。。

再后来我们坐在了海边看着浪花一层接着一层地拍打着海岸，看着湛蓝的天空，聊了很多。。。

最后是回家后的晚餐，就这样愉快地度过了美好的一天
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家でたこ焼き

2017.10.14

今日の晩ご飯はたこ焼きでした!　私もみんなと一緒に作ってみました。おもしろかったです。私とママとパパとエリカちゃんのたこ焼きの形が普通ですが、ゆうた君のがすっ
ごくでかった!!!!中身をいっぱい入れましたから。それに形も超ウケる!!!!

日本にはたこ焼きは主食ですが、中国ではおかずでデザートみたいのものです。ギョウザと逆ですね。

とにかく、今日楽しかったです。月曜日からの中間テストのストレスもなくなりました!!!!

江 娉的日记
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蕨高校の剣道部

2017.10.27

日本に来て蕨高に入って剣道部を選びました!一番好きな先輩はゆうか先輩とりお先輩です。二人とも暖かくて優しい人です。ゆうか先輩めっちゃおもしろ人だ!りお先輩は中国
の友達と似っていてとてもかわいい人だ!　部活が終わて三人でいしょにラーメンを食べた。めっちゃおいしい(๑´ڡ`๑)!!!!ラーメンとご飯本当にびっくりした。(・・;)

２つも炭水化物じゃん、いしょに食べること本当にいいの？(๑•̀ㅁ•́๑)✧先輩たちも笑っちゃた!!!!

あとはいつも私のことを助けてくれた穂ちゃんと礼儀正しい恵ちゃん優しいなおちゃんだ!

日曜、剣道の試験を合格ために、みんな毎日私のために朝練をしていました。本当にありがとうございました。

剣道部の先生たちは厳しいですけれとも、心は優しいです!

剣道部大変ですけれとも、楽しいです！ところで女子の話題はたぶんいつも恋と学校かなー。恋は意外にみんなたくさん喋りました!‼
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埼玉　着ぐるみボランティアwith沢ちゃん

2017.10.28

22号，埼玉县民综合中心 ，我和小泽，志愿者。

我们穿上了一个名叫さいたまっち的玩偶，这是埼玉县的吉祥物。我们互相嘲笑着，互相搀扶着，

 

总之特别开心^_^，在玩偶里又热又累，但是模模糊糊地看

到小朋友们纯真的笑脸，就不自觉的也扬起了嘴角。第三张

图是体の不自由の女の子だ、希望她能感受到さいたまっち给她的小祝福。

最后我们坐了一个像玩具一样的可爱ớ ₃ờ的迷你的电车到了大宫换乘，完成了一天愉快的志愿者活动
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剑道考级。。。。没过。。

2017.10.29

今天下了很大的雨，剑道的老师开车来接我，真的很开心，还为我准备好了防具等，不断地与我讲话，让我不那么紧张。。。

开始的时候完成的还不错，到后来取下面，进入剑道基本技巧的时候我能清楚的看到对方的脸，超严肃，说真的挺害怕，特紧张，害怕紧张都是因为我不熟练才会这样。最后忘了动
作慢了一步。就这样没过啦。。。。

后来老师还是一直安慰我，说他考段也没过了好几回，我知道那什么段和级是差很多的，但老师的安慰和鼓励让我很感动。。。。

接触日本的剑道已经一个多月了上周开始尝试戴面，稽古的时候真的特别害怕，对方气势非常强悍。剑道中的其中一条就是要克服恐惧，我想以此为一个小目标，努力地练习！

考前的一周里大家都非常用心地教我，每天早上7点20就到学校来晨练，真的非常感谢！特别感动！还要谢谢原口君，一直是他在帮我纠正动作配合我练习，一边一边从来没有不耐
烦，真的非常谢谢！

老师们也对我特别好，也教会了我许多学习以外的事。

还有穗佳，在考试前一天的晚上那个还特别提醒我明天要带的东西，以及考试要点，非常感动！！

为了不辜负大家的期望我下次一点会好好努力更加自信熟练地完成动作！
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东京迪士尼海洋

2017.11.04

 

11月3日，早上3点五十起床，四点半出门，住家爸爸开车45分钟左右到迪士尼，妹妹和裕太还有我都特别兴奋完全不困，到了门口，已经有人铺好毯子排着队了，我们也赶紧上毯
子排好，陆陆续续有人开始吃饭团面包，化妆，打游戏等。。。（只要贴上圆形的生日贴纸入场后就会有工作人员为你送上生日祝福）

八点入场，住迪士尼酒店的人可以提前十几分钟入场。。。。我们入场后立刻把票交给了裕太他就赶去领游玩项目的券了。因为他的努力我们少排了3个小时的队，我们都很开
心。。。如此多的细节，让我更加好奇迪士尼真这么值吗

 

接着我们去买了小礼物，周一去学校送给同学们，又去玩了各种游乐项目，每一种都精美绝伦，工作人员的服装也独具特色大家他们不像是在工作都像是真的童话世界里的人。

 

坐过山车时妹妹被吓地不轻，我也结结实实被吓到ಡ ﹏ ಡ大家都放生尖叫特别刺激。。。

我们还和唐老鸭合影，听说给他写纸条附上地址就会有回信，等待回信中。。。。我还得到了老唐的签名，超开心的٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و

 

里面的很多游乐项目不允许拍照有点可以，那种精美程度用心程度无法言喻。。。。特别是米奇的show：big band beat。乐队现场演奏，各种迪士尼人物欢乐地跳着舞与欧洲面
孔人们演着歌剧。。。。灯光舞台效果炫目，唯美地不真实，就像是动画片一样。。。

（秀场的券是靠运气抽选的，我们非常幸运地被选中了，我还得到了与生日日期相同的座位号╰(❁´⌣`❁)╯♡）

 

到了晚上就更美了，灯光充满了神秘的色彩，魔幻且绚丽多姿，最后以水上灯光故事与烟花秀结束了一天的迪士尼之行。这里简直就是视觉，听觉，触觉的多感官盛宴！！！

 

最后真的很感谢住家的家人们给我带来了前所未有的美好体验

 （PS:①这里的服务态度令我叹服，体贴，用心，温暖，让你绝对舒心。②有许多穿同款衣服的朋友，情侣，家人，还有很多穿可爱制服的jk们）

 

 

 

江 娉的日记





生日快乐

2017.11.04

今天又是超级感动的一天。

虽然生日在周六，可是却提前收到了许多礼物和祝福，感到很惊喜。日本送礼物在于送礼物的人很多，只要认识的人都基本会送，而且送的礼很轻都是些小零食，小挂件什么的，完
全不会给对方增添压力。。。中国的话，高中生，是好朋友才送吧，送礼人数比较少，而且送的礼物多数比日本的贵重一些。。。。不论中国还是日本，我想收到礼物的人都会很开
心吧╰(❁´⌣`❁)╯♡

住家妈妈也特意为我准备了蛋糕，看着蛋糕上的数字，o(╥﹏╥)o原来我已经不知不觉都17了啊。。。最后是今天的晚餐，，特特别别好好吃吃吃。。。天天吃都行啊(*Ü*)

江 娉的日记





强步大会

2017.11.12

女生14.1km 男生18.8km

我们学校的学生都很ガチ所以都没人走路，全程跑着的。。。女生第一名是我下一个住家，希望她可以带我跑。。。男生第一名只用了119分钟左右吧  全校有1000人左右参加啊 他
们都太强了  服了 服了   

之后就是剑道部要大赛了大家可以不用跑 哇哈哈哈哈哈哈哈哈  但下午别人都回家了，我们还要回学校训练。。。

江 娉的日记





周末的马拉松大会

2017.11.12

今天和小泽还有芬兰的留学生一起体验了埼玉国际马拉松大会的志愿者（家旁边的马拉松大会，意识到自己是城里人wwwww）

主要工作是道路秩序维持，额。。。大家都很守规则，所以我们根本就是站在那给选手加油＾０＾~

我们站着一天都觉得累得不行，更不用说他们跑着的了。。。特想回家坐下的时候 看到精疲力尽却仍不停止的选手们，顿时觉得自己很搞笑。。。

42km他们都跑下来了，还有什么是不能的？

果然跑最快的还是黑人妹子们     另  ： 有带着皮卡丘头套的，画着蓝色眼影，绿色裤子，红色头发的大叔们。。。护士服，水手服，军装cos的大叔们。。。小短裙，恐龙睡衣，忍
者服的人们。。。重点是他们戴着如此复杂的装备也和其他人一样跑完了全程。。。我们都惊呆了

ヽ( ຶ▮ ຶ)ﾉ!!!

江 娉的日记





埼玉县高中剑道大会

2017.11.15

11月14日  是琦玉县县民日所以放假一天

这次埼玉县的高中组比赛，我们已经派出了最最厉害的四人，俩部长全上了，却还是处于中位。。。不过大家都已经非常努力了，平时的训练也非常刻苦。

第一张图是女子决赛

后面几张里 白色的是女生的前辈（平时训练时很温柔，到了比赛就像变一个人）

蓝色的是男子的部长，就是最厉害的了。。。（身上80%的伤来自于部长）

今天 天还没亮就起了，一直比到天黑

女生打得都不重啊，男生的话能把人打晕过去。。。

江 娉的日记













明治神宫棒球场

2017.11.26

23号，劳动感谢日放假一天，全家去了东京的明治神宫棒球场，因为妹妹喜欢的一个棒球选手，有粉丝感谢会。所以我也就托她的福一并参加了。。。还顺便吃了寿司，住家的爸
爸妈妈说，吃了这个寿司就再也不想吃回转寿司了。。。。(ง ˙o˙)ว。。。真的很好吃啊！还去看了银杏大道，金黄的银杏叶，带着浓浓的秋意。。。秋天总是伤感思乡的季节，但因
为住家的家人们给我带来了许多温暖，秋天变得美好了起来٩( 'ω' )و 

江 娉的日记





东京大学 涩谷 原宿 表参道

2017.12.17

25号，去了东京大学，里面充满这青春的气息，有令人心脏骤停的摇滚音乐

涩谷的忠犬八公

原宿街头的各式的装扮

表参道拥挤的人群与细长的巷子

 

江 娉的日记









秋叶原的银杏

2017.12.24

12月10

 

秋叶原这儿中国人意外地多啊。。。。。

银杏叶金黄一片画面很美

江 娉的日记





搬到了新的住家

2017.12.24

12/16

这回搬到了(*^▽^)/二年级前辈的家里，感觉一家人超级欢乐。明花简直运动系女生啊！骑着自行车去了东京又从迪士尼绕回来，真真佩服啊！马拉松大会也是第一名。

比较吃惊的是我的同班同学（第二张图的男生）就住在附近而且还和青海一家是好朋友，晚上两家人一起吃了烤肉，特别开心。最后还玩了各种游戏，我们互相教了中国和日本扑克
牌的玩法。。。。

 

在这个住家里，我每天都会教大家一个中文短句，大家都乐在其中，还让我把单词写在日历上\^O^/

江 娉的日记





日本でのクリスマス

2017.12.25

今日はクリスマスだ!!

 

みんなでいっしょにクリスマスケーキを食べてめっちゃ楽しかった!!!

超元気な家族に入ってよかった!!

子どもたちいっしょに昼ごはんとか晩ご飯とかを作って楽しかった!!

今日の朝も（サンダ）からのプレゼントをもらった!!!

スターバックスのカードだった!!!!めっちゃ嬉しい!!!!

本当にありがとうございました!!!!ちゃんと使うわ〜〜٩(♡ε♡ )۶

 

江 娉的日记



把日文投稿翻译中文的文章



初風呂

2017.12.29

27日

和式の晩ご飯を食べ終わったら

母さんとななといっしょに温泉に行きました。

はじめて裸で温泉に入りました。超恥ずかしかったですけれども。みんなの落ち着いている顔を見ったら平静を装いました。。。。。

いろんな種類の温泉があってみんな楽しかったです。

とにかくおもしろかったです。

 

江 娉的日记



把日文投稿翻译中文的文章



長野の初スキー

2017.12.31

29日の夜家族で長野県の蓼科へスキーに行きました!

蓼科の青空がめっちゃきれいで素晴らしかった!

晴れの中のスキーで気持ちよかった!

おかげさまで素晴らしい旅ができてありがとうございました!!!!!

とっても楽しかった!

 

江 娉的日记



把日文投稿翻译中文的文章



長野の露天風呂と渡辺さんのごちそう

2017.12.31

夕日を楽しみながら露天風呂に入って超気持ちよかった!!

温泉の周りに雪も木もあって自然の中に風呂に入って最高だ!!!

渡辺さんの用意した晩ご飯もめっちゃうまかった!ごちそう様でした!!

江 娉的日记



把日文投稿翻译中文的文章



家族で中華街

2018.01.03

12月31日

長野から山梨と東京を通して横浜の中華街に行った!

久しぶりの中華料理、美味しかった!

中国で安いお菓子がここで信じられないぐらいの高さ。。。。。

把日文投稿翻译中文的文章

江 娉的日记





箱根駅伝と和紙

2018.01.03

2日

はるかと神奈川の保土ヶ谷へ箱根駅伝を観戦しに行った

おじいさんの家へテレビで最後の結果を見ました。東洋大だった。

それからごちそうを食べました。

おじいちゃんの家が和紙屋だから

きれいな和紙ももらいました。

江 娉的日记





日本のお正月

2018.01.03

お節料理美味しかった!

神社も行った

家族みんな揃って餃子を400個も作った

年賀状意外に多かった　うち150枚ぐらいも作った。。。

大晦日に年越しそばを食べた

江 娉的日记



把日文投稿翻译中文的文章



回锅肉

2018.01.08

这次我在青海家做了中国菜，有回锅肉，炒白菜，西红柿蛋汤，全都是中国的家常菜。大家也都吃完了(☆∀☆)超开心ヽ(○^㉨^)ﾉ♪

江 娉的日记



ＪＫらしい土日

2018.01.16

日曜

同じクラスのれなちゃん（音楽部）と千夏ちゃん（漫画研究部）といっしょに東京へ遊びに行った。

秋葉原のメイト喫茶店に探険した!!!二人とも恥ずかしいから、普通のメイト喫茶店に行ったの。。。。。ただ店員さんはメイトの格好だけ。。。でもおもしろかった!

周りに全部男性の方だった。。。ちょっとね。。。微妙な雰囲気。。。　　　　あまり女子高生行くイメージないねって言われちゃった。。。

それからカラオケにも行った。日本のカラオケ　意外に明るくて子どもたちも行けるらしい部屋だった。中国のは暗くてチャラぽっいのが多いね。。。

楽しかった!!!

 

江 娉的日记



把日文投稿翻译中文的文章



埼玉県剣道大会

2018.01.22

火曜日

上尾の武道館へ観戦と応援をしに行った

みんな一生懸命頑張った姿を見てとても感心しました

大会に出られなかったけど見るだけでも勉強になれるかなと思った

各校のレベルも変わたし前回と違う順位になった

だから私たちもがんばなきゃいけないなあ〜

いろんな技も出ていい勉強になりました!

江 娉的日记



把日文投稿翻译中文的文章



雪だ！雪

2018.01.22

今日さいたまも雪降った!住んでいた福建省ぜんぜん雪降らないね。。

ずっと楽しみしていた雪やっと降ってきた!

京浜東北線強かった　まだ動いていてよかった!

最初のとき本当に楽しかった!雪だよ!めっちゃきれいな雪だよ!

って、帰る途中でもう無理だと思ったの。。。。なんじゃそれ。。。。無理っすよ!寒いっす!

バスに乗らなかった。バス停で１００人も以上並んでた！

ぜんぜん言い過ぎないよ。。。。(｡ŏ﹏ŏ)(｡ŏ﹏ŏ)(｡ŏ﹏ŏ)
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くすのきお正月会

2018.01.22

くすのきっていう日本語勉強会があるので、蕨の留学生たち毎週木曜日朝そこで日本語を勉強している

21日そこでお正月会があった!

着物体験

書道体験

お節料理

いろんな国から来た優しい人たちと楽しい時間を過ごした

鶴のピンク着物めっちゃ好きだった!

江 娉的日记



把日文投稿翻译中文的文章



バレンタイン

2018.02.14

今日はバレンタインデー。

日本では今日は恋人ただけの日じゃなくてみんなのお菓子交換日みたいと思った

中国とぜんぜん違うなあ

中国ではただの恋人たちの日

みんな女子力めっちゃ高くて届かないだなあ〜

私も、ももかといっしょにいろいろ用意した

驚いたのはももかが朝４時まで起きていてクッキーいっぱい作った

みんなチョコレート会社にやられるなあ〜私もやられちゃった(°ー°〃)

 

 

江 娉的日记



把日文投稿翻译中文的文章





京都ノ旅

2018.03.09

3月の5 6日、ママとももかと京都に行った

東京駅から新幹線で2時間ぐらいかかった

京都とゆえば、寺　寺　寺　神社　神社　神社　舞妓さん　抹茶　だね〜

関東地方と違うアクセントの日本語もおもしろかった!

江 娉的日记



把日文投稿翻译中文的文章





友達との遊び

2018.03.10

３月２日新宿　渋谷　原宿　with千夏とれな

水曜日のアリスという店に行った！めっちゃおもしろかった、本当にアリスの世界に入ったみたいで素晴らしかった!

友達のおすすめの高野フルーツパフェも食べた

１日中疲れたけど楽しかった

江 娉的日记



把日文投稿翻译中文的文章



ホワイトデー

2018.03.15

昨日はホワイトデーでした。

剣道部の先生たちと男子からいっぱいお菓子もらって嬉しい!その中に男子自分が作ったやつもあってびっくりした！すごい!みんな本当にガチでやってるんだ!

なんかみんなイベントとか大好きそうですね。クリスマスとかバレンタインとか結構盛り上がってる。。

 

江 娉的日记



把日文投稿翻译中文的文章



卒業式

2018.03.15

今日は初めて日本の高校の卒業式に参加した！

一番印象に残ったのはみんなの歌がうまかった!

国歌、校歌、卒業の歌「旅立ちの日」を歌った!

それに３年生全員の名前を一人ずつ呼んで卒業証書を渡す〜

めっちゃ驚いたわ〜〜とても正式的にやってた

それから、今日一番嬉しいのは剣道部の３年生の男子の部長から学ランの第二ボタンをもらった!!!

女子みんなほしかったよ!だけと私じゃんけんうまいからみんなを勝っていてボタンをもらちゃった!!!

把日文投稿翻译中文的文章

江 娉的日记



二回目の球技大会

2018.03.19

今日はこの学期の二回目の球技大会が終わった!

私のいるチームが学校で二位だった!

嬉しい!!!

みんなも応援頑張ってるし、青春だな〜と思ってる

試合中みんなもぜんぜん変わったみたいでもうその人じゃないみたいでめっちゃ本気でやってた

私もなんとなく虎になったみたいでガチで打ったり走ったりした!

何回も転んだり怪我したりしたげと。。。みんなぜんぜん気にしないでそのまま試合を続けてすごかった

今日私ボールを二回入れて嬉しい!

１日中あまり休まなくてけがもしちゃったからから放課後剣道の稽古すごい辛かった、みんなもたぶん同じ疲れたかも、いつもより軽く打ってた!

 

江 娉的日记





花見

2018.03.29

28日

東京の千鳥ヶ淵ヘ花見をしに行った

緑の水　ピンクのさくら　金色のサンシャイン　青い空

めっちゃ合うわ〜〜

さくらの香り、最初誰かの香水だと思ったの

さくらはきれいだけど、次の日、すぐ花粉症みたいになった、やられたな〜

江 娉的日记



把日文投稿翻译中文的文章



都立富士高校との練習試合

2018.04.07

今日初めて剣道の試合に出た!

重い防具持ち歩きのは一番辛かった!

練習試合だけど、もう十分満足!(≧▽≦)

めっちゃドキドキした!緊張して顔真っ白になった!

先輩たちぜんぜん平気の顔を見てちょっと落ち着いた！みんなも励んでくれたりアドバイス教えたりしてとても感動した。梅原先輩も慰めてくれて涙が出るわ〜〜

相手の学校が大人数で強豪ぽい

相手強いけど、私たちも折れないで諦めないで一生懸命本気で全力を尽くして戦った!

転んでも打たれてもめっちゃ痛くてもみんな平気を装って我慢して最後まで頑張った

今度の練習試合で技術の勉強になっただけではなく、心も強くなった、勝ちたい気持ちもっと出てきた。

「剣道下手くそからどうかで泣いちゃう」この前冗談としての一言事実になっちゃうかもしれない

いろんな事を経験したね〜それは中国でまったく経験できないことね〜

日本にいる思い出しを大切にする!

江 娉的日记





打ち上げの基本的な流れ

2018.07.05

日本で二回ぐらい打ち上げに行った

普通の流れはお好み焼き食べてから夜の公園に行く

公園でオニコッコとか恋話とかして写真撮って帰る

とても青春って感じていた

江 娉的日记



把日文投稿翻译中文的文章



お昼の時間

2018.07.05

日本の高校の昼休みは中国の高校のよりずっと短い

たぶん中国の高校とはちがって日本の高校は放課後部活あるからかな〜

それでみんなでお弁当を食べる時間は一番楽しい時間になった（半熟卵の入ってるおにぎりが最高!(ㆁωㆁ*)

把日文投稿翻译中文的文章
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先輩の引退

2018.07.05

６月の後半に入って先輩たちもう引退した

部室空いちゃった　心も。。。。

 

江 娉的日记



把日文投稿翻译中文的文章



四軒目のおうち

2018.07.05

四軒目の幸せそうな家庭に入りました

ドキドキした

あゆちゃんとゆうきめちゃくちゃかわいい。大好き!(≧▽≦)また、わたしの得意な料理を作りました。みんな全部食べてくれてうれしい(>ω<)

 

最後の団子三兄弟の写真楽しそうに見えるけど本当は撮るのが大変だったよ〜(#･∀･)
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把日文投稿翻译中文的文章



家族で伊豆ヘ

2018.07.05

伊豆でテレビによく出る市場の食堂ヘ行った!!!

あまり生料理好きじゃないわたしも金目鯛丼を気に入った

水族館も行った

めちゃくちゃ楽しかった

江 娉的日记



把日文投稿翻译中文的文章



怪しい少年少女博物館

2018.07.11

伊豆で怪しい少年少女博物館というところに行きました。

みんな好奇心旺盛で入った

確かに（笑）怪しかった。日本の昔の人形がいっぱいありました。昔の妖怪とかもとても面白かったです!

江 娉的日记



把日文投稿翻译中文的文章



家族で川BBQ

2018.07.11

家族で川に行きました。BBQしたりいし登ったりしました。

温泉も入りました。日本で何回も温泉入ったから。最初の恥ずかしいから今のぜんぜん平気になって日本人らしくなったな〜ってよく言われた。

江 娉的日记
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試合終わったあとの食事

2018.07.11

星野学園での練習試合が終わってから、剣道部女子みんなで、レストランに行きました!

後輩たちが入って一番嬉しいのはわたしかな〜

みんな本当にかわいいな〜

 

食べている途中で先輩がめっちゃ寒いって言った。レストランのクーラーが強かったから。

そしてわたし普通に店員さんにクーラーを弱めにしてもらいましたが。みんなは「ああ〜それは外国人との違いだね〜日本人なら普通に我慢して何も言わないよ。注文間違って
もそのまま直しないよ!」と言いました。

ヘええええ。。。。。そうなんだ。。。

江 娉的日记



把日文投稿翻译中文的文章



東京の夜景

2018.07.11

また家族のお出かけデス!!!

東京の夜景を見に行きました!ホストファミリーのおかげでいろんなところに行けました!本当にありがとうございました!

とても嬉しかったです。みんなとの思い出決して忘れられないよ!

江 娉的日记



把日文投稿翻译中文的文章



学校に行く最終日

2018.07.11

昨日は学校の最終日でした。とても忙しかった

朝、職員室で先生たちとあいさつして、前半はよかったけど、後半のとき剣道部の先生のことを話したとき、ぜんぜん我慢できなくて泣いた。自分も思わなかった、先生の顔を
みったら泣いちゃった。。。。恥ずかしかった!　　　　それから、最後のテスト受けて、ＳＨＬのときみんなにいろんなメセージをもらった。。嬉しかった　       　　　　校
長先生にも修了証書をいただいた。それから急いで部室で弁当を食べた、食べている途中ではるかとゆうとがきった。わざわざ来てくれて本当に嬉しかった!　　　　　　　ま
た道着と袴に着替えて熟練にテーピングをバッチリ巻いて道場に入った。みんな別れ会をしてくれて嬉しかった!　　　　　先生にもプレゼントをいただいて感動しました!最後
のかかり稽古のとき先生が手でわたしを止めてくれて面付けのままで泣いちゃった。。。。辛いときに先生がいつもわかってくれて本当にありがとうございました!!大好きです!

 

江 娉的日记





家族で最後のお出かけ

2018.07.11

最後の週末に家族で東京に行きました!

まず早稲田大学と東京大学ヘ見学に行きました。とても感心して憧れちゃいました!!!!

それから、銀座にも行ってみんなからプレゼントをもらって本当に嬉しかったですありがとうございました!!!大切にします!

それから、銀座とぜんぜん違う雰囲気の上野のアメ横に行きました。銀座で見たものが別のかたちでもう一回見た!（笑）

あゆちゃんの髪形、もう写真を撮ったから、黒歴史として保存したおきました(*˘︶˘*）

江 娉的日记



把日文投稿翻译中文的文章



上野

2018.07.11

くすのきの松尾先生と千葉の本土寺と上野に行きました!

西洋美術博物館に行きました。高校生なので無料に入った!

いつも食べたい鰻丼も食べて大満足!!!

江 娉的日记
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日本の中華料理

2018.07.11

去年の９月に日本に来たが、あという間で帰国になる。。ココで何回もご飯食べました。その中に中華料理も多かった。日本人のイメージした中華料理は辛くて油こくてとろと
ろのソースと豊かな色かな〜　確かにそんな感じのもあるんだけど、普通のあっさりするのもあるし、ソースのないのもあるから。。。それに、地方によって料理がぜんぜん違
うから、わたしの住んでいるところは甘い方が好きで辛いやつ食べれない人も普通にいる。。。。。。日本で周りの人に頑張って伝えた!

ホストファミリーが一番わかってくれて本当よかった!!!

でも火鍋は中国で主流的な料理だからみんなで火鍋を作りました!！！

調味料とか蕨である中華物産店に買ったからめちゃくちゃ本場の味を食べれて美味しかった!!!

最後の写真は蕨高で作ったポストで学校と自分の国の紹介をしました!

江 娉的日记
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