
初めましてww

2018.09.05

初めまして、第13期の王語馨です!日本へ来るのは初めてなんです、ワクワクしています!これからも、頑張りたいと思います!どうぞよろしくお願いしますww

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



东京初体验

2018.09.05

东京初体验？

啊虽然题目这样写但也并不算实际的初体验，只是分成小组大家在街上转了一下(笑)

今天第一次，乘了东京的电车，意外的和中国的地铁不太一样？(印象中觉得两者还蛮像的)

进去商店街之后，啊其实从地铁上开始，全世界都是认识的女优和杰尼斯！！！(顺便宠物店里的ワンちゃん超可爱的！)

然后高潮是一家影像店门口的小屏幕，在放，jump的新曲！！！

抓着同行姑娘的袖子摇断了她的胳膊(并没)。

晚饭正好聊到面食就去吃了面，加了很多蔬菜的那种，感觉完全可以习惯！

然后这两天下来我最头疼的东西并不是冷餐之类的，是，硬币！！！

只带了一个零钱包感觉完全不够用，5円1円应该怎么花出去啊...需要用有分隔的零钱包吗？

(p3是陶さん的车票，同行的老师说这个数字在日本表示幸运ww陶さんlucky)
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池袋防灾馆

2018.09.06

晚上好～

今天是研修的第三天，坐车看了东京的街道(虽然去的过程中在睡觉)，走了超级长的一条，隧道？？然后在池袋进行了地震相关学习和体验。

地面摇起来之前一直在想一会怎么样的动作更快更方便，迅速躲在桌子底下后手紧紧抓住桌腿数着还有几秒。

但是真的地震来的时候真的有机会思考吗。

但是真的地震来的时候真的能够倒计时吗。

今天早上看到北海道地震的消息，觉得日本地震蛮正常的，不是很在意，但是进行体验后突然有了实感。

啊，地震来临的时候，我能保护自己的生命吗？

我能保护重要的人的生命吗。

在防灾馆里的影片又展现了日本另一个厉害的方面，从被救助者变成施救者，这种观念竟然已经从中学生就开始了。

感觉这一年会学到很多很多的东西。

接下来也要加油啦。

晚安w
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九月七日无题

2018.09.07

没错又是我！

今天大半天都在外面啊，去了外务省和中国大使馆。在听到大使馆老师说“欢迎回来”的时候，真的感觉就像回到中国一样。

下一秒老师问“有人想家吗”拼命摇头。

最近学校的朋友会给我拍一小段一小段的视频，都是普通的学校生活，但是总觉得看到谁出现都很高兴。

其实超想你们的！

午饭后去了可以看到海岸线的地方，上午刚蒙蒙的下过小雨，云下的蓝天已经完全露出脸了。突然就有了“原来我真的到日本了啊”的实感。风有些大的时候就觉得像是捎来了头顶
上的哪一朵云，不像陕西那种北方那么锐利，软软的。你要记住你可是一阵风啊！！！

晚上的欢迎会有一点紧张，一点点。

欢迎会上见到了之前心连心去西安做活动的时候，看过我黑历史的老师和同学，“啊cosplay跳舞的那个！”真的很感谢各位可以记得我。

第一次见到负责老师，非常亲切。知道了我喜欢杰尼斯，安慰我“你的班主任是像杰尼斯一样的帅哥哦！”...虽然杰尼斯可能不太回来秋田。

大概了解了一下我班里的情况，女生比较少，那么先定一个小目标，比如和班里的姑娘们交上朋友？

明天就开始新的生活啦，加油！晚安！
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到达秋田！

2018.09.08

晚上好～

今天从东京出发，现在已经到了秋田啦。

和老师断断续续聊了一路，明明说好了换一下座位，结果我还是坐在了窗边。也因此看到了真的很厉害的景色。

晚上见到了一个同学，超级！超级！超级可爱的！

道别后还会在马路对面说「王さんバイバイ♡」的那种！

大概在天已经黑了的时候，到了住家。一开始真的超级紧张的，然后住家的爸爸问我“在家父母都怎么叫你呢？my baby？”最后决定叫我けいちゃん，啊...总觉得有点不好意思
ww

晚饭是咖喱。在日本好像有各家的咖喱味道都不同的说法，爸爸说今天这份咖喱的美味，是妈妈特地为我而做的。

结果晚饭吃着吃着哭出了声。虽然很不好意思，但是这之后就完全放心了。家里有很多地方贴着很温馨的小贴纸，椅子超级可爱，摆着很多之前来的前辈的东西和照片。

希望明年的今天，我也能说出“秋田是我的第二个故乡哦”

晚安！
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九月七日 雨

2018.09.09

晚上好！

今天是周日所以休息一天！

这一天里，深刻的感受到接下来的一年绝对会胖！

住家妈妈做饭太好吃了哭！！

然后虽然有点晚，我其实是看了去年网页上刊登的“大家来留学的理由各不相同左边第三位女生喜欢Hey！Say！JUMP的芋头”之类的，决定参加心连心试试。

大概是羡慕她可以这样告诉全世界“我超级喜欢他”这样吧。

然就竟然！这个左边第三位就是上一届秋田的前辈！超级超级有缘了！

关于秋田县和住家的事情也告诉我了很多，现在发现竟然连报名心连心的契机都是前辈！

这么过分我一定要发日记！

明天第一次去学校！

希望不会迷路！

晚安！
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九月七日雨

2018.09.10

晚上好！

啊今天第一次去学校总感觉到了门口才开始紧张，但是打完招呼发现自己已经忘记刚说了个啥了...

学校的老师很亲切！同学很亲切！就是今天的雨不太亲切！明天早上自己去车站决定会迷路。绝对。我flag就立在这里了。

因为快要考试了所以自习比较多，啊...我好像没什么事可以干。课程里以外的关于孔孟之类的元素很多，上课的时候还被问到了关于孔子的事情，因为我背古文基本上是应付考试所
以基本什么都没说出来...丢人...

中午被拉着一起吃便当了，大家好像很自然的喊我一起走真的超级感动(泣)。让我想想隔壁班的リン、ほのか、りっこ，我们班的ゆめ、はるか、ミン？诶最后那个姑娘的名
字...！！

加上我只有四个人所以一定要记住啊！！！！

明天要好好打招呼才行！

晚安！

(啊学校不可以用手机的所以今天的照片可能...明天要记得带相机带相机带相机！等等我是不是忘记充电了....)
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九月十一日 晴

2018.09.11

晚上好～

下午不小心睡着了结果就拖到了这个时间...

五点四十起床的哭泣。

今天早修去了教室，感觉自己没什么可做的题就翻开蓝宝石看日语...数学的问题看数字差不多能懂，但是果然还是有区别啊。

开始考试就转移到国际教室自习，昨天翻了翻生物和国内高一的内容基本一样，就准备今天看看生物。虽然学的东西是一样的，但是题目的那个空空完全不知道该填什么。生物题是
这样的来着？

然后去了日中友好协会，两位老师真的超级亲切，邀请我去参加茶会和国庆节。没错，在日本的中国国庆节活动！

一位老师还问我关于拼音的问题，我的“语”不是应该是y u上有两点吗，记忆中是jqx后面的u没有两点，这里应该没有吧我好想也不太清楚了...？

中午回到学校，认识了之前和カキ先輩关系很好的外国小姐姐，超级开朗！眼睛有这——么大！本来说晚上一起回家的，因为下午我要去搞在留卡之类的就和老师一起走了。

希望能和小姐姐成为朋友！

以后一起回家吧！！！

晚安！

(我发誓我今天真的带相机去学校了！！但是我好像忘记他没有充电，就....ごめんなさい！！！已经在充电了！！)
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９月十二日 晴

2018.09.12

こんばんは~

え、なぜ突然日本語で、自分でもわかんない...

文書は絶対おかしいと思うけど、これからもよろしくお願いします..

今日も試験があるから、朝からずっと国際教室に一人で自習だった。ほんとに誰でも来ない、数学も難しい、国語も難しい、これから大変そう（泣）

午後先生と一緒に銀行へ行った時、体育館で剣道を練習している先輩の姿を見た。“ええ剣道はこんなに熱いものですか”っで。チャンスがあれば見学人行きたいな...ほんとに
かっこいいだもん!

なんか外国人なのに外星人みたい（笑）、何でも興味津々。これからの生活も楽しそう...に思うけど、勉強はどうしようさっぱりわかんない...

...で、とりあえず寝よう。

逃げるつもりじゃないけど!

おやすみなさい...

把日文投稿翻译中文的文章
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初次约会！

2018.09.13

晚上好！

接下来我也不知道为什么又变成了中文。ummm也挺好的不是吗！

今天！第一次和小姐姐去约会啦！！说想去cd店立刻就说“去吧”，杰尼斯的女人来了日本还没有逛过cd店呜呜呜。

日思夜想的新专get！还照了(怎么说？？？大头贴)，现在照出来距离稍微有一点点远，希望以后照出来可以直接称为结婚照！(不是)

感觉从各种人那里听说β超辛苦的...稍微有点担心，β和部活能不能兼顾呢...

明天依旧是一个人的自习，完全忘记因式分解解法的第三天，想他。

晚安。

王　語馨的日记



九月十四日 海

2018.09.15

晚上好。

今天是超棒的一天。

打这句话的时候，我坐在海岸边上。

这是到了日本后第一次来到海边。不是从观景台上看海边，而是从海边看风景。

夕阳渐渐沉没，不知名的鸟从天空飞来钻进海天相接的那条线，没有声音传来，也许是被吞没在了海浪声中。

远处有风车在转，但是工厂的烟还是涣涣散散却迟迟不肯融入蓝天。像刚刚倒进咖啡的牛奶，好想从哪里下手给他搅匀，又怕混合在一起失去了原本的颜色。

爸爸不知道从哪里掏出一个小笛子，装作不在意的吹了起来。有点亲切熟悉的小调和着涛声，渐渐的就能忘记时间。

远处有小汽车颠簸颠簸地驶来，还没有停稳就弹出来一个黄色的毛球。秋田著名景点秋田犬比想象中的大一点，和国内的阿柴很像又有点微妙的差别。

最近早上早点出门的动力就是在路上遇见溜大爷的秋田犬。昨天晚了两分钟，今天差了五秒左右，明明每天都能碰到却没机会打招呼，总是遇见秋田从面前的哪里拐走了，后面跟着
拿了条空绳子的大爷。

哎哟，好想撸狗啊。

接下来也是差两分钟的夜景，等我们到达塔底，本来要看的夕阳已经变成落日了。

拼命的找自己的学校最后还是放弃了。

毕竟我是完完全全的路痴啊。

带我看到这样的景色，真的非常感谢。
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九月十五日 花火

2018.09.15

 

晚上好——！

刚刚回到家啦，今天是秋田市的花火大会！

六点开始但是三点就出门了，刚到会场的时候感觉人并没有那么多，结果快到时间出来一看瞬间头疼。

人超级多而且还有在排队买小吃的人，多亏了警察先生一直喊不要滞留请往前走。可能是怕我走丢吧爸爸抓起来我的手，装作不在意的说我手有点凉，但是他的紧张感完全暴露了
(笑

第一次参加花火大会。

和在中国春节放的花火不一样，每一段都有不同的意义。秋田市今年获得了甲子园准优胜，特地以一段棒球解说作为背景放了烟花。值得一提的是bgm是岚的夏疾风！一秒认出
23333

接下来还有花草、动物园和游乐园(？)主题的烟花，樱花和枫叶真的很好看，眼前立刻能浮现出那个时节的那片景色。动物的话他说着才大概可以看出是什么，真的很逼真的是乌龟
和狮子，最后的秋田犬谁都没看出来(笑

周围在约会的人很多，啊啊有点羡慕。希望有一天可以和高木雄也一起穿着浴衣来看花火大会！

以上！

(啊，最后一张照片上是秋田有名的凶恶的生剥鬼！凶恶的！)

王　語馨的日记





九月十六日 雨

2018.09.16

晚上好w

今天去去电车站送小姐姐啦，在车上送了我两张外国的钱币，让我好好学英语(英语丢人。)

小姐姐现在正在环游世界的旅途中，工作一段时间后重返学校，希望在旅行中寻找自己真正想做的事情。

超酷的不是吗。

真正想做的事情，一般大家都有这样困扰的时期吧。我近期的目标，是加入gmxy的个人字幕组。因为从他那里得到了很多帮助，所以即使一点点也好，希望成为他的力量。

祝愿小姐姐可以在旅途中找到真正的自己w

现在在下雨。

瘫在床上思考人生。

王　語馨的日记



九月十八日 阴

2018.09.18

晚上好！

今天是正式上课的第一天，妈妈问我怎么样的时候，实话表示不是累，是困。

一天下来其实和国内差不多，没法部活有点遗憾，但是体育课真的有时间运动的。和同班的女生一起选了篮球，四个人围了一圈发现这就是J班全体女生了诶(笑)

下午的物理课没有意外的睡着了...我真的，真的尽力了...！这节课讲的题我好像见过，但是，对他的印象也就停留在“见过”了...回头要问问国内的同学这部分当时学了什么来着...

因为之前在考试，今天就处理了一天卷子。深刻的体会到周围喊着完蛋的同学，都是真实学霸。回家的校车上被シーちゃん吐槽现在这趟车上的都是J班脑子好使的家伙。呜呜呜不
包括我就是了，我绝对要拖班级后腿的...

等电车的时候去买了本子和试卷夹，包括学校发的笔记本，总共花了2130，回来的路上拎着两大包本子，这都是钱啊！好重的钱啊！！虽然回家路上天都黑了，但是也因此看到了
很好看的景色。因祸得福(虽然没有什么祸)

明天应该是有数学和生物的考试，整理一下笔记睡觉睡觉，困到不想打字。

晚安。

王　語馨的日记



九月十九日 晴

2018.09.19

晚上好！

昨天背了一个多小时的生物还是没过(笑)，数学也没及格。第一次看到国语课文头皮发麻，上了三个小时数学课说给我们放松一下，一人发了一份数独。减去零头保守四十五分钟，
一个都没做出来，我可能不适合学习吧...

今天大家补了一个自我介绍，对着座位表(把听懂了的部分)做了笔记，之前一直叫一个同学ずーみん，结果今天告诉我ずーみん是他喜欢的爱豆的名字(笑)。

之前在电车上看到班长，没敢打招呼，一直以为和我是一站上车的，借这个机会问了一下，他思考了三秒在黑板上画出了电车行驶路线，然后不知道为什么接下来的所有人都画了住
的地方，甚至还有地图放大版的，自我介绍结束后黑板上是一副以秋田市为中心的地图。

特别惊喜的是，还有一个同学自我介绍讲的中文！真的吓了一跳！

明天要在全年级致辞和仪容仪表检查，后天要英语考试，加油！！！

(因为学校不能用手机就带了相机拍照，结果相机插了电脑不显示，就...哈哈哈哈哈哈哈)
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九月二十日 晴

2018.09.20

晚上好！

今天在全年级打招呼了！去开会的路上就有别的班的男生跟我打招呼说“里好！”于是拿到话筒第一句先说了“你好”，下面有好多人回应我超开心的。

一整天的学习下来最恐怖的是古典，真的一个字都没听懂，这样下去得零分也没问题吗？？？

以及英语真的忘光光了，用外语学外语，一不小心就切换不过来了哈哈哈哈哈哈哈

明天早上要考英语，不及格要被留堂的啊...脑仁疼。

下了电车天已经快黑了，这个是电车站天桥上的景色！

王　語馨的日记



九月二十一日 雨

2018.09.21

晚上好！

今天上了七个小时就放学啦，刚好五点的电车，比平常回家早了一个半小时左右！

放学的时候和シちゃん岔开了，本来以为要一个人迷着路回家了，看到前面班长大人的身影，也不管害不害羞了，冲上去就问能不能一起回家(之后非常详细的解释原因了！！)

之前在电车上老碰见班长，隔得有点远就没打过招呼。自我介绍那天问他是不是和我一站，他二话不说在黑板上开始画地图，后来补成了一整张地图哈哈哈哈哈哈。

然后早上考了英语，昨天晚上背英语背到一点，比平时还晚睡竟然一整天都不困，我怕不是回光返照了？(不是。)

我们学校英语课分交流英语和国际文化，交流是日本老师上的，国际是一个英国外教，但是是真的日本通。结果日本老师的课上完全学的英语，在外教课上扯着扯着就听他跟我们讲
起了日语，I'm  coming到底是今行く、还是今くる，然后扯到了方言，讲起了秋田县的「けっ」。

结果日本人教英语，英国人教日语。

下课了外交灵光一闪我都做了这么多日语自我介绍，不如用英语也来一次。择日不如撞日那就明天吧！一个人做有点可怜那就大家一起自我介绍吧！然后就决定了明天全班用英文自
我介绍哈哈哈哈哈

关于昨天背了好久单词的测验，结果在这里！yeah！

顺便我和班长只一起坐了个校车，联系了一下シちゃん，在电车站碰面啦。

王　語馨的日记



九月二十二日 日記について

2018.09.22

こんばんは、

はい土曜日でーす、はい雨でーす、はい今日は丸日寝ました。以上ですありが...

じゃあない!

今日も学校に行った。今日はたぶん私たちのクラスだけするでしょうと思ったが、雨なのにサッカー部の人がもう学校にいる。「これからは訓練?」とクラスメートに聞いて、
「うん、運動部の人は、週末でも部活だよ」で教えだ。

なんかちょっと羨ましいね。自分が好きなことに時間をかかるには幸せなことだと思う。

今、日記を書いているのことも幸せ。毎日楽しいことや悲しいことやいろいろ歩くよね、それを思いながら書いて、同じことをもう一度考えると、全く違う考えが出で来るかも
しれない。

「ハハハハ私はバカなのその時」

「こんな言い方で、とこまで落ちこんでいるの?」

「これはなに、単語の間違いか」

この後で見たら、たぶんこんな感じ（笑）、でも面白いよね。

なんか私はちょっと書きすぎかな、毎日で。でもこれも、忘れたくないことは多いだからねｗ

把日文投稿翻译中文的文章
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九月二十三日 彼岸

2018.09.23

晚上好。

今天是中国的秋分，也是日本的「彼岸」。

日本的彼岸，好像相当于中国的清明，虽然没有节气上的共通，但同样是扫墓祭祖的日子。

今天跟住家的爸爸妈妈去祭拜先祖，本来以为会直接去山上的墓地，但首先来到的是一座寺庙。

寺庙不大，其实我也不知道大不大，但是和之后去的金光灿灿的寺庙相比算是普通。进了院子正好奇里面的样子，一回头一群地藏像吓了我一跳。真的是一群，形态各异，密密麻麻
的摆在一起，看了一眼就咽了咽口水别过头去。

“啊，是地藏啊，地藏是保佑小孩子的，不用怕哦。”

妈妈笑了，回头看了看地藏像。我又看了一眼，暗想一句对不起，又别过头来。

接下来是为住家爸爸的妈妈去世七年祈福，一共来了三家人，妈妈们摆好了各种供品和鲜花后，住持给我们一人发了一本经书。

于是，平生第一次，我在木鱼声中念了佛经。

之后就是去墓地了，和中国不同的是日本的墓碑一般是以家族为单位，一小片墓园可能葬有世世代代好几家，不像中国一整座山都是墓地。比起中国，日本的墓碑少了恐怖，多了庄
重。

摆了供品后，并没有烧纸的环节，最多点上一把香，长度大概从食指尖到手腕，按辈份年龄逐一拜过，就结束了。之后再用装在木桶里的水，将墓碑冲洗干净，顺带一提木桶和水都
是从家里自己带来的。

把周围的杂草拔掉，将垃圾收拾好，二十分钟不到扫墓就结束了。

之后还去了另一座，嗯...印象中真的是金碧辉煌的寺庙了，里面的一整层楼的墙壁上都是小小的门，打开后有小小的墓碑、贡台和装饰品。因为是室内，就没有点香，拜过后还在寺
内各个佛像前留了点心，希望接下来的日子顺顺利利。

有趣的是，有一个佛像戴着布做的帽子，询问之后解释道摸了这座佛像的脑门，再摸摸自己的脑门，头脑就会变聪明，学习会变好。所以现在这座佛像的脑门估计已经被磨得锃光瓦
亮了吧。

我表示赞同。然后用我诞生以来最虔诚的心情摸了佛像的脑门。

接下来我们还去了爸爸以前住的地方，门前种着南瓜，对面就是栗子林，好像还种着柿子和黄瓜。

拍了照片发给朋友，大家纷纷表示

めっちゃ田舎、

でもめっちゃ良い景色ｗ

(寺庙大概是不能照相的，而且扫墓啊祈福我也没带手机，所以照片的话，请自行想象阴影里密密麻麻常年被风打磨的五官轮廓消失的大小不一的地藏像群...)
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九月二十四日 茶会

2018.09.24

晚上好。

今天！真的是！充实的一天！！

回到家瘫在床上感觉下一秒就可以昏迷。

昨天预想的行程：1、茶会。 2、学习。

今天实际的行程：1、稍微早了一点，去茶会的路上绕路看了海。

2、茶会。

3、从茶室出来顺路到附近的神社参拜。

4、因为季节正好，去秋田ダリア花园赏花。  

5、去国际教养大学的图书馆参观。

6、学习。

7、学着学着被喊下楼说我上电视了？？？？

今天充实的觉得啊这样的体验聚集在一天稍微有点可惜，每一个小时几乎都能写成作文。因为接下来还有扔了三天的作业以及第二天的汉字考试，决定挑一个印象最深的写出来。

这次茶会是为留学生举办的，全程几乎都有相机在咔嚓咔嚓。甚至在喝茶的时候，也在屋内举着相机对着你，完全静不下心来。喝完之后突然伸出一个麦克问你感想如何，愣了好几
秒不知道在问哪个方面，半天说出几个字竟然还上电视了...黑历史...

所以给当时正好闲着的人体验的抹茶制作，倒成了此次茶会令我感受最深的部分。

前面进行体验的感觉基本都是情侣，至少是熟识，女生努力的打出泡沫，然后男生害羞的几乎忘记喝法的手忙脚乱，明明是喝茶却喂了旁人一圈狗粮。于是我感觉自己愉快的落了
单。

“接下来还有想体验的人吗？”

想了想打出来自己喝好像有点惨，就叹了口气说算了吧。

“？不想试试吗。”老师微笑着问我。

既然都被这么问了我还是不想错过这样的体验机会啊！！！说了句「请让我试试」然后又陷入了对冲动的后悔中。周围都是各个大学的前辈，我真的没有认识的人啊！！

扭过头跟刚刚搭话的学长突然对视。好的就决定抓这个幸运的学长了。

“...你还能喝下吗。”

“行啊没问题我喝。”

！估计当时那个学长当时在我眼里就是天使！！既然麻烦了人家就一定要尽力做好才行！

不知不觉中就产生了这样的感情。

抹茶打起来意外的容易手酸，因为胳膊肘没有支撑的地方，只能靠手腕来使力。但是想着「啊这是要给别人喝的，如果做的很难喝就太对不起人家了。」于是又接着希望将泡沫打出
来。

搅开后快速的上下打动，打出泡沫后慢慢的划出一个「の」字，快速将(？？打抹茶的那个)拿出来倒置，然后将茶碗的正面对着对方递出。

因为茶室中最多是低声细语，所以如果对着对方说哎呀真好喝其实是很失礼的。所以一般会在最后一口的时候，稍微有点夸张的发出「ずー」的声音，向对方表达「太好喝了，一点
点都不想剩下」的夸奖。

虽然别人喝的时候不能盯着人家看，但是在听到真的很夸张的「ずー」的时候，是真的打心底里受到了鼓舞，感觉自己为了对方而努力打抹茶的心情被回复了，明明并没有语言的交
流，但是双方的感谢之情都可以传达出来。

日本文化这样的地方，真的很令人着迷啊。

王　語馨的日记



像是刚开始学日语老师告诉我们的，「思いやり」，为他人着想。这样对他人的感激之情，也正是日本人温柔的体现吧。

接下来也是很珍贵的体验，但是由于时间关系今天就先写到这里。茶会后有学长找我交换了联系方式，说下次秋田附近再有活动会喊我一起去玩，感觉终于找到组织啦！

下次如果有机会，希望把神社、花田、图书馆的事也写出来。

那先这样，希望十二点前可以写完作业背过汉字...





九月二十五日 男鹿

2018.09.25

晚上好。

今天和同学们一起去男鹿研学了。

首先来到的是「なまはげ」，生剥鬼馆，了解到生剥鬼的面具其实有很多种，并不固定。在观看完相关影片后，我们真实的体验了一下除夕夜生剥鬼来访家里的情景。

接下来去了入道崎吃午餐，遗憾的是入道崎好像正在修缮，围了一圈网。

下午我们来到男鹿水族馆，转着转着旁边的同学发出了「美味しそう、」的声音，应该是不愧是海边长大的人吗哈哈哈哈。

高潮是两点半的海豹(海狮？)表演，和训练师默契的配合以及灵敏的动作，对上眼神的话真的会舍不得离开。

最后还去看了著名的哥斯拉岩，跟着同学们踩着岩石到最高处的灯塔，这次有点失策的穿了制服鞋，一会就被落在后面了。

回程的路上本来以为大家会爆睡，其实结果我也不知道，因为我是真的爆睡了。很累但很开心的一天，虽然早上的汉字考试绝对及不了格哈哈哈哈哈哈

以上！晚安。
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九月二十六日 晴

2018.09.26

晚上好。

今天是真的睡了一整天。

昨天下午开始有点脑仁疼，当时就察觉到是发烧的预感，回到家之后给妈妈留了便签立刻睡觉了。结果半夜又肚子疼爬起来贴了中药，忘记设闹钟的接着睡了。

早上被妈妈敲门叫起来。

“好点了吗？%>@#&￥～”...懵。

“要去学校的话现在差不多要起床了。”大概是这个意思。

之后我可能用脑电波同声传译跟妈妈进行了沟通，她表示我起来了再下来吃早饭。

结果算上前一天晚上连续昏迷16小时，起来已经是午饭了...

之后昏昏沉沉躺了一天。

收拾收拾书包接着睡觉。

晚安

王　語馨的日记



九月二十七日 阴

2018.09.27

晚上好！

刚刚醒来的我如是说道。

今天早上准备走的时候妈妈先跟我说「頑張れ!」，然后愣了一下又说「あっ頑張らなくてもいいよ！」

可是现在正是需要努力的时候啊！！！

先是说秋假前扫除所以中午就放学，还没来得及雀跃就听说明天要考试。考，谁怕谁，单词总要背嘛！！

因为和平常的放学时间不一样，校车大概要等一个小时左右。有同学准备走去车站，大概也要一个小时左右。那就，走吧。

一路上真的觉得自己的感冒已经好透了，一点负担都没有。可惜的是今天是阴天，但是一路上都没下雨，lucky。

结果回到家就头痛欲裂，倒在床上不省人事...

好不容易有的一下午休息！！

晚上醒来之后，接到学校负责老师的电话，先问了我身体怎么样，我说没关系的，老师表示那明天一定要来学校，要在全校面前发言，今天忘了给我说了。？？？what？明天？发
言？忘了？？接到电话开始算离发言还有十三个小时左右？？？

没关系。还有十三个小时。

我下午睡了觉真是太好了。

两小时英语单词，两小时发言准备，我可以的。

晚安。

(照片上的秋田犬是今天开始在秋田站的！超大一只！)
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九月二十八日 晴

2018.09.28

こんばんは!

今日もお母さんから、「頑張って!あっ、頑張らないで！」って聞いたけど、今日のテストも無事に合格したｗ

明日からは秋休みなので、今日は前半学期振り返り大会(?)だった。で、今日は全校の前で、挨拶をした。そう、昨日の夜、一生懸命書いた、あれ。

たぶん緊張過ぎて、今はもうなにを話したか、全然覚えていない。でも、皆さんからの「頑張って！」は、絶対忘れられないのものだ。

大会が終わったから、先生のところに、来週の蘇州外国語学校の訪日について話した。来週は、蘇州外国語学校の皆さんと一緒に活動するだって。

そして、「10月の書道大会と学園祭のために、書道の練習しない」と聞いたから、月曜日も登校する。

でも来週の月曜日は、台風が来るらしい...

まじやばくない？

晩ご飯は秋田の伝統的な食べもの、「きりたんぽ鍋」を食べた。きりたんぽは、秋の新しい米で作った食物だ。食材はほぼ同じだけど、味は人によって微妙な差別があるらし
い。

見た目は中国の「炖菜」と似ているが、味わうと、あっ、やはり日本の料理だよな。

明日はせっかくの休みなので、今日は早く寝たいと思う。

では、おやすみなさいｗ

 

把日文投稿翻译中文的文章
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九月二十九日 阴

2018.09.29

週末だ!!昨夜はたぶん疲れすぎで、気がついたら、もう布団の上で、寝ちゃった。でも椅子からベットまでの記憶は、全くなかったので、「???もしかして私、記憶失った?」

夜中の2時ごろ起きて、着替えで、それから布団の中に入った。

今日の朝ご飯は、昨日のきりたんぽに、うどんを入れるもので、晩ご飯はきりたんぽうどんに、ご飯を入れるものだった。やはり、どちらのお母さんでも、そうするよね（笑）

美味しかった!

お母さんありがとう!

把日文投稿翻译中文的文章
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九月三十日 雨

2018.09.30

晚上好！

今天在家学了一天习！我果然讨厌三角函(笑)

晚上晚饭的时候，和爸爸又聊了很多事情。

从未成年喝酒，聊到赌博弹球，又到偏旁部首，最后不知道怎么拐到坐禅那里了。聊了汉字，聊了古诗，还有唐三藏取经回来在大雁塔。

跟爸爸吐槽日本的国语学古诗，不仅是训读念的时候还打乱顺序。可能在日文中这样的排序比较好理解，但是我念起来就完全找不到下一句了。

之前班里的同学给我念了一下杜甫的《春望》，到了“白头搔更短，浑欲不胜簪”那句的时候，她迟疑了一下：“这是什么，しろあたま(白色的脑袋)？”我解释这是白发的意思，
她表示“原来如此”也就没了下文。

今天晚上正好说到这首诗，就和爸爸分别用中文日文念了一遍，爸爸感叹听了之后才感受到中文诗的韵律所在。之后我艰难的用日文翻译了一下意思，好像稍微感受到了一点用日文
学习中颠倒顺序的原因。

嗯...其实还是不太懂。

两个人吃完饭就坐在桌子旁写了一页纸的汉字，中日的汉字有共通点，但不同的地方也有很多。聊了一个多小时才反应过来“啊我现在是在和一个真的日本人聊天？！”

明天要冒着台风去学校，希望不要被吹飞，晚安。
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十月一日 台风

2018.10.01

晚上好！

今天冒着台风去学校部活，校车上碰见隔壁班的吹奏部小姐姐，交换line之后她问我头像是谁，我：

「高木雄也。」

小姐姐：

「？！jump的高木雄也？」

之后我仿佛找到了亲人，两人进行了愉快的交流。小姐姐表示她也喜欢yuya，然后让我猜她还担谁，说和yuya一起做rajira的，立刻明白是谁了。全程行云流水，我这辈子日语可能
都没说这么流畅过。

进入教学楼的下一秒才开始下雨，lucky。

今天第一次进行书道的练习，小学之后可能就没写过了吧...然后果然，写的超烂，一早上就是《兰亭集序》的前三句，再没往下进行。

但是闻着熟悉的墨香，仍是似熏风解愠。

能进书道部真是太好了。

晚安。
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十月二日 真·台風

2018.10.02

ごめんなさい!!

昨日は「台風って、こんな程度だな」と思って、台風をばかにしたには本当にごめんなさい!

夜中に何回目を覚まされるのかもう分からない。風が「トントン」と窓をぶつけて、壁と一緒に壊そうな音が出た。聞いているだけで、家は風の中で揺れているような気がし
た。

今は秋休みなので、今日は家でセンターへの報告を書いた。今まで書いた日記は、役に立ったね。毎月このように振り返りを書くのも多くの収穫があた、ありがとうございま
す！

明日、蘇州からの交流生を出迎えに行くから、今日はこれで、おやすみなさいｗ

(写真は晩ご飯のサンマで~す。)

把日文投稿翻译中文的文章
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十月三日 晴

2018.10.03

晚上好！

今天去接苏州来的小同学们啦。一天在途八小时，老师也辛苦啦！！

晚上七点左右到达秋田，吃了すき家的牛丼。照片是吃了一口后拍的，觉得一定要纪念一下。因为，第一次，在日本，吃到真的很辣的料理！！！感动！！

到达住处后，惊喜的发现，是和室！

在大厅换过拖鞋，顺着楼梯向上。几乎全木质的室内，让我认不出这是旅馆。壁橱，座垫，榻榻米，挂轴与房间的名称相呼应。

最期待的地方，果然还是大浴室。男女部的帘子分为蓝色红色，进了门后是放着篮子的储物间。柜子上贴着入浴的顺序：足部，手肘，身体，头部。进入浴场后，先用淋浴清洁身
体，然后再进入浴池。

中学的小姑娘都很嗨，我为了保持前辈的尊严，冷静的泡完了全程(其实是因为自己来晚了)。

希望有机会能和朋友一起去温泉旅馆合宿之类的！一起在榻榻米上睡觉气氛太好了！

晚安！

王　語馨的日记



十月四日 中国語講座

2018.10.04

こんばんは。

今日は通訳として、蘇州からの交流生たちと、いろいろな活動を参加しました。

朝は歓迎会で、２時間目は日本語講座です。この後は、皆さんが一番緊張して、でも一番楽しみにしているコーナー—「中国語体験授業」です。

すなわち、皆さんは中国語の先生になって、日本の生徒たちに、中国語を教えることです。昨夜、皆さんは先生に今日授業用のプリントをもらってから、ずっと授業の内容を準
備していますから、たぶん大丈夫だと思います..

が。原因がよく分からないですけど、私もたぶん一応中国からの生徒として、A組を担当させていただきました。スケジュールで、「クラスB~K」と書いていますから、たぶん
冗談だと思いますが、ま..まさかの本気...

A組の皆さんは大体何かスポーツをやっていますから、クラス全員男の子です。初めては本当に緊張しましたけど、みんな優しいくて、面白いですから、そのにぎやかな雰囲気
をすぐ慣れました。

「王さんが好きな食物はなんですか?」

「特にないですｗ」

「じゃあチョコレートは?」

「はい好きです!」

「よっしゃー」

で、すぐポケットから、チョコレートを渡してくれました。これからも、一番「你好」をきれいに言った人に、名前を中国語で教えたりとか、「oo多少钱」で会話をしたり
で、本当に楽しかった一時間を過ごしました。

最後は、授業で教えました「还会再见到的，再见」で、終わりの挨拶をしました、本当に最高の思い出を作りましたね。

「中国語体験授業」を終わってからも、書道と剣道の見学に行って、百人一首もやりました。ちなみに16枚取りました。この写真は、書道部の先生が、特別サービスで、もら
った「嵐」です、絶対大事にします。

今日は本当に楽しかったです、おやすみなさい。

王　語馨的日记





把日文投稿翻译中文的文章



十月五日 折り紙

2018.10.05

こんばんは。

今日は、日本の折り紙をやってみました。たしか小さいころ、おばあちゃんからよく頭と尻尾が動ける鶴をもらいましたが、折り方は全然わかりません。なんと、今日は蘇州の
皆さんと一緒に、鶴を折りました。これは本当の初めてなんです。

教えくれたのは、勉強より、ほかの研究をやっている先輩たちです。なんか特進コースとの雰囲気は全然違いました、折り紙をする時、いろいろなことについて、私と話したし
ました。

午前中は、吹奏楽部の披露と体育の授業をしました。言葉はあんまり通じていないですけど、音楽と体育も、自分を表すいい方法だと思います。蘇州の皆さんは、体育の授業で
大活躍しました。

明日は市内見学、秋田の街は、私もあんまり行ったことがありませんので、楽しみにしていますｗ

おやすみなさい。

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记





十月六日 秋田市

2018.10.06

 

晚上好w

久违的累瘫在床上，是真的一动也不想动。

今天又蹭了小朋友们的活动，一起转了秋田市。我来了快一个月都没有人带我转啊qwqqqqq

参观了一座西式银行改建的民俗馆后，去听了关于杆灯的介绍。虽然作为翻译跟去了，但是几乎插不上嘴，翻译不仅要硬件配置齐全，找时机的能力也要增强....

旅程中最愉快的，是见到秋田县著名景物(？)——秋田犬。

真的超级可爱啊！！作为犬派仿佛被夺取灵魂。比印象中的大很多，还见到了除了黄色外，应该算比较罕见的毛色。巧的是每个地方的汪酱都被我们正好的赶上见面时间，唯一就是
车站的汪因为太热了取消了下午的见面，有点遗憾。

有人要拍照的时候，饲养员就会掏出一块零食拿在手里，汪酱就直勾勾的盯着那块零食，照出来的照片眼神真的无比锐利哈哈哈哈哈哈。

因为实在太可爱了，就没忍住剁手买了明信片...

啊，说起来很久没见到早上溜大爷的秋田犬了，有点想念。

然后带着小朋友去车站附近买买买，拉我一起的小姐姐的搭档是个男生，所以自由时间真的让人着急。自由时间还没结束，就没处可去结果先到集合地点了。结果我们竟然是男生组
最后一个回来的，男生都打了一会游戏了，女生才拎着大包小包姗姗来迟...

我..我真的是女生？？

接下来要收拾明天去盛冈的行李，期待见到夏晗。

提前，

晚安w

王　語馨的日记





十月七日 盛岡

2018.10.07

晚上好w

现在我在盛冈的酒店里玩狼人杀，想到明天就要说再见了竟然现在就开始有点寂寞。虽然只相处了短短几天，并且各种活动观光超级累，但是真的是很开心的几天。

昨天听说我感冒了，早上上车传过来一盒vc，晚上也专门泡了热茶给我喝。听说这边没什么辣味的东西，把从中国带来的零食带给我，而且是已经开封了的哈哈哈哈哈，稍微有点感
动。

因为今天正好是住在盛冈的电车站附近，就约了夏晗在自由时间一起玩。于是第一次进了日本的卡拉ok。

两人都以为牌子上会写KTV，结果找了一圈要找的店就在对面，上面写了店面后面标着「カラオケ」。

今天成功的听到了夏晗同学的《死了都要爱》，唱歌也是解压到一种好方法啊(笑)。因为时间有限，两个人一共唱了一个半小时左右，到了后期才摸索出一些操作。

遗憾的是所有歌都没有pv，是需要选择什么选项还是版权问题不能使用呢？还有很多没解决的问题，下次如果有机会，一定要请日本同学带我再来一次。

今天受台风的影响，沿途的景点都没能好好逛。我也感冒趴在车上一动不动，稍微有点遗憾。希望还有机会见到全盛状态的田沢湖。

晚安。

王　語馨的日记



十月八日 お別れ

2018.10.08

寂しい。

ただいま、家に着きました。皆さんと簡単にバイバイしたかったですが、もう一度振り返すと、皆さんは向こうから走って、私を抱きしめました。

泣くほど。

今日は小岩井農場に行きました、時間はあまりかったので、まずは路線を決定しました。この後、計算した通り、行きたいところに全部行きました。時間がちょうどいいですか
ら、馬も乗りました。

午後は宮沢賢治記念館に行きました。この前、宮沢さんはどう言う人物がわかりませんでしたが、星座研究や物語で、宮沢賢治と言うなまでのはよく見ました。たとえば「注文
の多い料理店」と言う物語は、私に深く印象を残しました、でもこれを書いた人の名前は、今までは知りませんでした。

今日で最も面白かったのは、今回蘇州からの交流生とパートナーの性別は、ばらばらのでした。ですから、初めての日で、女の子にプレゼントを用意した交流生は、そのプレゼ
ントを自分の男の子のパートナーに渡しましたーー「蕙质兰心」と書いています。

その子は一生懸命この件をごまかしてやりたかったですが、私が...

風邪がまだちょっと大変ですから、今日はここで、おやすみなさい。

王　語馨的日记



把日文投稿翻译中文的文章





十月九日 社团见学

2018.10.09

晚上好。

我的运动服终于到啦，本来约了同学一起去买装体育服用的袋子，结果因为上周和负责老师说好去部活见学，中午被喊出来：

「我跟老师联系好了，今天去剑道部见学吧。」

「啊，今天吗...」

「今天不太方便吗，那明天也行，我以为咱们已经约好了的...」

「没关系，没关系，就今天去吧。」

只好和同学说下次再去。

结果下午老师告诉我剑道部今天休息，没部活。说好的联系好了呢？？？那我留都留下来了，就跟着老师到体育馆的看了看。

这是我第一次在部活的时间去体育馆，大家都在很认真的训练，让人不敢过去打扰。接着又和老师了解了一下学校舞蹈部的事情，我们虽然没有舞蹈社团，但是有啦啦队也在活动。
今天刚好是活动日，我就决了去问一下...

啦啦队都是学姐，正在为明桜祭开会，知道我来见学特意跳了两段，游刃有余的样子真的超帅。

但是有一个大问题，因为大部分都是高三的学姐，明桜祭以后就要隐退了，高二的学姐只剩下两个人，如果还是这样下去的话，可能要休部...

这个时候，为了拯救啦啦队，为了防止废部，明桜高中三名女生站出来成为了爱抖露(雾)

因为最近的体育课是跳舞，我觉得高一生中也有不少对舞蹈感兴趣的，如果可以的话，可以以此为契机邀请她们...？好不容易有机会做喜欢的事情，要是再这样放弃就太可惜了！！

明天开始加油！

晚安！

王　語馨的日记



十月十日 雨

2018.10.10

晚上好。

首先我要感谢各位关心我帮助我的老师同学们，今天让你们担心了真的非常对不起！！

之前就有在和老师们商量，比起在一天八课时的班级一心学习，我更希望可以有课余时间参加部活。但是因为没有去参观见学的时间，就一直没加入。

之前老师说希望我决定了要参加的部活再考虑换班的事情，结果今天向老师提出入部申请后，老师又说我加入的社团都是文化系，难以成为换班的理由...首先，啦啦队竟然不是运动
系，其次，我难道为了找理由加入运动社团吗...

于是为了这样的事情，我十分苦恼，和大家商量也不太顺利，想着冷静冷静就把手机放在一边了，结果令大家担心极了...

真的非常抱歉！

下次再有什么事发生了的话，我一定会和大家好好商量...！

明天没有考试，下午也休息，是不是可以趁明天去チア和前辈们打个招呼！从现在开始活动的话能不能赶上明桜祭啊！稍微有点不安但是激动的成分更多！

晚安！

真的谢谢大家了..！

王　語馨的日记



十月十一日 早口言葉

2018.10.11

こんばんは!

今日はさしぶりにテストがありませんので、朝、ゆめと一緒に早口言葉をやりました。日本に来るこの一ヶ月間、みんなが絵を描くのがうますぎだと感じました。

ゆめの説明は分かりやすくて面白かったで、この前やったことがある早口言葉もありました。「かっぱがかっぱのカッパをかっぱらった、かっぱらったかっぱがかっぱったかっ
ぱのカッパをかっぱらった。」

「2人の河童がカッパをかっぱ合っていること？」

「そうそう、かっぱとカッパｗｗ」

中国の「牛奶奶」と「牛奶」みたいな感じ？

社会の授業で、先生から人民代表大会についての質問を答えました。中国についての問題なら大丈夫と思いますが、日本の社会は政治だけを勉強しているわけじゃないですね。

明日は英語のテスト、勉強勉強！

おやすみ！！

把日文投稿翻译中文的文章
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十月十三日 (不小心睡着啦)

2018.10.13

晚上好！

今天的英语也顺利的合格了！yeah！

突然想到我还没有提过运动服到了，今天正好讲一下我们体育课最近在跳舞，我们班女生太少就分到了另外两个班，跟着她们跳pink black的歌。

这歌之前我只在一个综艺听过，练了三节课之后被对面班的小姐姐夸跳得超帅，问我是不是喜欢跳舞。

突然感动。

(昨天写到这里就断片儿了，因为第二天没有考试晚上也没有作业，我就比较放松的瘫在了床上，结果恢复意识已经是第二天早晨了...)

王　語馨的日记



十月十三日 “迟到？！”

2018.10.13

晚上好！

今天早上是被妈妈敲门喊醒的，昨天可能太过放松，不知不觉就睡着了...结果没有定闹钟，也没有放手机，从床上弹起来之后找了半天手机发现被我扔在地上...一看时间六点半，差
点急哭。

迅速的洗漱完背上书包就往出冲，路上还拿着JR的时刻表研究了一下，发现现在能赶上的只有七点零三的电车了，如果下楼就有校车再冲刺进学校的话七点半之前应该...等等，七点
半？

一路小跑的我突然在车站前停下脚步。

此时我终于明白了为什么妈妈在我说我不吃早饭直接出门时会一脸不解。

“不吃早饭吗？”

我好像少算了整整一个小时...

其实在家里吃完饭，七点左右出门，坐七点二十六分的电车，在周六也完全能赶上校车。结果坐了比平时还早的一趟电车，比平时还早的到了学校，今天也没有考试也没带英语或者
国语背诵，就...看着字典背了一早上古诗...

回来给妈妈说，妈妈一副“我就知道”的表情，简直太丢人了(捂脸)。

这两天好像是铁道日，今天秋田站办了音乐会。听妈妈说，还特别开了两辆以前蒸汽车供大家乘坐，如果有铁道迷的话，应该非常期待吧。(今天还展示了可以开动的轨道模型，一
起去车站的几个男生看的走都走不动了，我和另一个女生感慨：男人的浪漫啊。)

王　語馨的日记



十月十四日 週末

2018.10.14

こんばんは!

今日は久しぶりの週末でしたが、お昼まで寝ていたのに、8時ごろに目が覚めました。時計を見て「八時...八時...あっ、八時が、おやすみ...」と思って、まだ寝ました。

午後は宿題をしてから、のんびり過ごしたいでしたが、数学の問題は想像以上の難度で、三時間くらいかかりました、ちょっとびっくりしました...

明日の準備をした時、明日は国語のテストがあるのを気付きました。本を開いて、取り外した眼鏡をまたつけたとき、窓から大雨の声が始めました。たぶん私のこころの涙かな
（笑）

週末なのに、こんなに忙しいのはちょっともったいないから、来週から、早起きしましょうか。八時を見た時に、また寝ないように！

おやすみｗｗ

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



十月十六日 チア

2018.10.16

晚上好！

今天英语课的时候，因为提前考完了试就让大家读一下语法，然后我没有意外的排进去了。读英语可以，读语法...特技，用音读瞎蒙。全部读完之后，老师问谁读的最好，全班“o
桑”，我甚至有点不知所措(脸红。)

然后今天第一次去チアリーディング部活动啦！(虽然还不是正式的成员)向前辈表示想在明桜祭时出场后，前辈们很爽快的就答应了！因为时间确实有点紧，省略了寒暄时间，直接
被赶去换运动服。

“诶，けいちゃん喜欢hey！say！jump？”

“...是的，超级喜欢！！”

“！！我也是，诶你喜欢谁？山田？”

“高木！！”

“啊啊啊我是inoo！！”

之后仿佛见到了亲人的抱在了一起。可能感觉到在这样下去我们可以说到明天，就被另一个学姐拽开去换衣服。チア的氛围超开心的啊！！

之后稍微教了我一点，三十秒左右的内容我当时就记住了，成就感max！为了赶上明桜祭，那个喜欢inoo的学姐说明天拉我出来单练(活动一般是周二周四)，非常感谢学姐了！！

明天又是数学的小测，啊，对了，今天英语突击检查我竟然合格了book思议。

希望明天可以及格！！

晚安！！

王　語馨的日记



十月十七日 防灾演练

2018.10.17

晚上好！

今天进行了地震和消防的演练，和国内的“消防疏散演练”的疏散相比，更注重于如何传递信息以及对灭火器的使用方面。就像在池袋防灾馆看到的视频一样，“从被救助者成为救
助者”，听起来好像很危险很伟大，但其实已经在日常的学习中潜移默化的存在了。

“不讲话，不推搡，不返回”。

没有人跑起来，但是很快的就在足球场集合完毕了。这之后，进行了灭火器的使用学习，以及地震的体验。在一辆可以从侧面打开的房车中，有普通在家中摆放的桌椅，构成了一个
小房间。可以调控设备让房间像地震时一样摇晃起来，同时还有解释现在再现的是什么时候的地震，以及损失的具体数额。

有同学进去就夸张的大叫起来，也有同学缩成一团扒住桌子。之前并没有怎么经历过地震，所以并不是非常清楚是怎样的概念，但池袋防灾馆那次的体验真的给我留下了很深的印
象。从此次训练，我不仅了解到了地震的威力，还学习到了具体的应对方法。

以及今天的数学，我第一次拿了零分！

在所有题都答了，并且答对的情况下，拿了零分！同学听了都表示我在某种意义上也很厉害了。我和另一个男生一样，答案是对的，但是没写清他所求的x...

哭笑不得。

再加油吧，晚安。

王　語馨的日记



十月十八日 晴

2018.10.18

こんばんは!

今朝、クラスメートがクラスに入って、パンとプリンを先生の机の上に置きました。ＬＨＲの時、先生は「これは何なんですか」と聞いて、「落とし物です!」と答えました。

これは二人が階段に登る時に拾ったのです。「プリンは一階にあり、パンは二階と三階の中間なので、三階以上の人になるはずです。」と、すばらしい推理を皆んなに表しまし
たね（笑）。

今日の帰りは、チアの先輩と一緒に帰りました。先輩もJUMPのことが大好きで、私のlineを見て、先輩がすぐにyuyaと分かりました、本当に嬉しいです。

私たちはjumpについてのたくさん話しました。先輩は私がjumpが登った山を、登ることができる事を羨ましですが、私はjumpが崋山で鍵を掛ける時、間違えましたと教えま
した。本来は恋を願うものでしたが、結果は「生意兴隆」にかかっていたので、願いは叶えませんでした。

また、明日部活する時、ｃｄを持って行って、一緒にｃｄを見るのを約束しました!たのしみｗｗ

明日は英語のテストがありますので、準備に行きますｗおやすみなさいｗｗ

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



十月十九日 晴

2018.10.19

こんばんは!!

今日はめっちゃくちゃ楽しかったです！一日順調で過ごしました!

英語のデストは残念でしたが、95点取りました、イズキは「ヤバ、私は80しか取ってない、負けだ~」と言いました。今日は教員会議がありますので、四時から部活をやりまし
た。

最初は一曲目だけで出番と決めましたが、たぶん私覚えるのは先輩たちの想像以上よりもっと早いですから、最後は２曲目の出番も決めました。ああっ、できるかな私。(覚え
るのは早いですけど、忘れるのも早いね笑)

昨日一緒に話しました先輩から、なんど、ｃｄをもらいました...「ええっ本当に良いですか?」と言って、先輩が「どうぞどうぞ、これからもよろしくねｗ」で返事しました。
帰り道も、「名前で良いよ、気にしないでねｗ」と話してくれました。なんか先輩みたい!!!(先輩ですけど。)

明日は七時二十分の電車で学校に行きます。土曜日のバスは人が少ないですから大丈夫です!

では、おやすみなさいｗｗ

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



十月二十日 晴

2018.10.20

晚上好！

我决定，这个冬天靠跳舞取暖了。

把身体运动起来真的很暖和！以前说自己怕冷什么的其实是不爱运动吧(笑)。

因为离学园祭的社团展示只剩不到一周时间了，所以昨天和前辈们商量，把背面的动作录下来回家接着学(事前问班主任拿到手机的使用许可啦！)。蹦跶了一天，第一首歌已经没有
问题了，明天接着学第二首。

和朋友聊天的时候，他问学园祭我们要跳什么曲子，我差一点点就说漏嘴了，好险好险。

今天西安的马拉松大赛圆满结束了，一早就有同学跟我吐槽早上封路没有上成课。说到马拉松，周子荐今天也去学校训练了一整天。虽然想想就觉得很辛苦，但是在自己喜欢的事情
上花时间，应该也是一件幸福的事情吧。

「好きなことをやるのに、好きなことだけできない」      ——樱井翔

“为了能做喜欢的事，就不能只做喜欢的事。”这是是翔哥哥在综艺中说的，也一直是我的座右铭。

明天也要加油！晚安！

王　語馨的日记



十月二十一日 週末だ！

2018.10.21

こんばんは!

今日はお父さんとお母さんが要事があったので、明桜のコンサートに行かなかったでした。ちょっと残念でした。

でも、おかけ様で、今日はいっぱい寝ました!幸せです！

今、一曲目はもう完璧にできました、でも

二曲と比べたら、レベルが違います...韓国のダンスは難しい!!

明日はまだ、先輩に聞いてみます。今の部活は、たぶん理想的な関係です。訓練する時は真面目で、間違ったところを教えてくれます。活動が終わったら、アイドルの話とか、
来年、チアはどんなイベントに参加するとかを話ます。

「来年の４月、新しい子が入ったらいいな。」

あみか先輩言いました。でも、先輩たちは明桜祭の後、部活を引退しますよね。ちょっと寂しになるかもしれませんが、これから、先輩たちのぶんも一緒に頑張リたいと思いま
す!(この話題はちょっと早くない?！）

来週は明桜祭がありますので、テストは明日の国語しか!今回も合格を目指す、頑張ります!

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



十月二十二日 准备中

2018.10.22

晚上好！

正式步入明桜祭倒计时啦！今天下午最后一节课被同学们强烈要求用做明桜祭准备，我转悠了两圈觉得画画实在帮不上忙，就跟小姐姐在黑板上写起了自家爱豆的名字。

之后，和几个同样不太擅长画画的同学，对比了两国汉字的区别。其中，拿イズキ喜欢的今泉佑唯举例子的时候，没有写明白她的名字，刚刚说着“你这样会被イズキ骂的哦”，イ
ズキ就好像听见了一样从最后一排冲过来说着“你竟然写错了她的名字！！！”

今天的部活仍然在枯燥的扣动作，但是只要和上音乐，仿佛就能立刻充满电。说到充电，今天给电子词典换了电池，但是旧电池不知道应该往哪里扔...今天有点晚了，明天记得问问
妈妈！

然后今天回家的路上，又从前辈那里收到了dvd！！其中一张是十年前的出道演唱会，各种方面都是前辈啊！肃然起敬！(一直很尊敬)

今天晚上至少把动作串起来！晚安！

(私心放一张少年yuya！心动！！！)

王　語馨的日记



十月二十三日 n1？！

2018.10.23

こんばんは!

今週、チアは明桜祭の準備をしますから、帰り時間は七時半になりました。家に着くのはもう九時、大変たったでしたが楽しかったです!ちなみにチアの発表は金曜日と土曜日
２日ともありますで、金曜日は全校の前に発表します。

もう緊張しています!（早すぎ。

今日の英語の授業で、中国人の私が、日本語能力検査ｎ1の聴解をしました（？）。日本人のクラスメートと一緒に、その結果はなんど、私より一問間違った人がいました！

聴解をした時、日本人でも、問題が終わったら、"えつ、何これ？？"みたいな反応がありました（笑）。最後、私の成績を聞いて、皆んな拍手をしてくれました...なんか恥ずか
しい???

今日の感想:日本語は難しいです。

明日も頑張りましょうｗおやすみなさい!

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



十月二十四日 阴

2018.10.24

晚上好！

今天！我终于拿到了！チア的裙子！！！关于照片....

今天的英语课把昨天的n1听力做完了，成绩...微妙？比同学们多错了两道以上的水平...？...日语好难！！

啊，今天进行了足球应援的练习！明月明天有一场很重要的足球比赛，关系着有没有机会进军全国大赛。为此，我们每天全校都会去应援。

与中国押韵的口号不同，日本应援更像是战歌，虽然是吼出来的，但合着鼓点，依然有清晰的曲调。明桜的应援曲都朗朗上口，会让人忍不住想跟着挥起手来。

比较有趣的是各位出场选手的名字外，还各自起了像是外号一样的「異名」，只是看外号，就能感受到一点点他是怎样的人。(比如照顾人的兄贵之类的？)

明桜加油！！

希望明天的题目是「the 胜利」

晚安！

啊对了，关于照片...现在当然是不能上传啦！要留在正式上场的时候，保持新鲜感！

王　語馨的日记



十月二十五日 the 胜利

2018.10.26

其实这里应该买个关子的，但是标题已经出卖了结果，谁让我昨天立了flag呢ww

对，明桜赢啦！！

一大早就各自向着体育场出发，第一次发现我们学校竟然有这么多人骑自行车(和对方学校加起来停满了从体育场大门口到足球场的道路两边满满四列，回去的时候从一个方向涌来
上千辆自行车，场面一定很壮观...)

因为没有规定交通工具，所以我们商量了一下，去的时候因为要赶时间，就下了校车坐出租车，回来可以坐公交车慢慢来。于是我在一天内，体验到了在日本这两个月都没有体验到
的两种交通工具。出租车司机很幽默健谈，聊着聊着吐槽说“你们爸爸真辛苦啊，还要掏这么贵的出租车钱。”

三个人分摊了一下，一人603日元，大家一起付还能接受，要是真的一趟两千块就有点...嘶，摸了摸空空的钱包。回程乘的公交车和中国的完全不一样，虽然也是按站算钱，但是付
款方式真的不习惯。如果不是熟悉的路线，还要时刻注意价格的变动准备硬币...啊，今天没能注意，日本的公交车可以刷卡吗？

选手入场后，我们唱过校歌，喊了所有选手的名字和外号，然后在比赛开始五分钟左右，旁边的小姐姐才开始问“诶，明桜是哪边？”

印象深刻的危机有两次，听着女生们的尖叫，我好像有点理解为什么叫女生坐在前面了...

比赛很激烈，双方僵持不下，踢完加时赛依然是0比0，然后就进入了我最害怕的点球大战。(依靠世界杯半夜被爸爸拽起来陪看世界杯的经验，我还算是知道一点规则的，而且踢足
球的男生超帅啊)

本来说在踢前要坐下保持安静，结果第一个球进了以后大家就都站起来了，屏息凝神。有一个细节是我们的守门员会在接到球后，亲自走上前交给下一轮要踢的队友，两个人相互鼓
励，青春真好啊(？)

最后是以守住对方的球为胜利的，远处的队友都冲过来，大家抱在了一起。我当时甚至不能表达自己的心情，日语好难啊！

this is the 胜利！

王　語馨的日记



十月二十七日 明桜祭初日

2018.10.28

こんばんは!

明桜祭初日、お疲れさまでした！

今朝、最後の準備を完成して、急にやることがなくなったでしたから、皆めっちゃ暇になりました。じゃあほかのクラスへ遊びに行くと思って、ゆめと四回ぐらい、全校回しま
した。

廊下で、いろいろなポスターが貼っています、その中で、一番興味深いにはポップコーン——の味付け!

塩は...まあ、まずいいですけど、カレーはちょっとやばくないですか?ゆめに聞いたら、初めて、日本のポップコーンは大体しょっぱい味を付けます..中国のポップコーンはほと
んど甘いものと聞いて、皆も「ええっ?!」みたいな反応をしました。

「やばい、カレー味のポップコーンはもう地獄料理じゃあない?」

「これは普通だよ、バターも使うけど、ほとんど塩味だよ。」

...出ました、文化差。（ここで？！）

午後、初めてチアとしてダンスを披露しました！緊張感とかはそんなにひどくなかったですが、眼鏡を外したら、本当に何にも見えなくなりました...今日はちょっとミスしまし
たが、明日は絶対に完璧にします!!

おやすみなさい!

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



十月二十七日 明桜祭结束

2018.10.28

晚上好！

今天是明桜祭的第二天，大家都辛苦啦！！！

早上去准备完班里的フリマ，就开始盯着自己中意的商品等开市。打铃，抢购，付款，一气呵成。两分钟后扫荡完一圈冲过来买cd的加藤老师已经晚了。“能借我一下吗，我把曲子
下到电脑里，电脑就在学校，立刻还你！！！！”

抱着战利品才想起来没带包，准备回教室的时候学生会已经在封路了。正好是同班同学在负责，“只准现在走一次哦，到了30分就不准走了！”眨眨眼放我们过去了。

陪小姐姐吃了巧克力香蕉之后，我买到了心心念念的咖喱味爆米花。我就知道爆米花这个味不太对！！问我要什么味，我说咖喱，人家“诶？咖喱吗？”这不是你们推出的味道
吗！！然后碰见认识的人分给大家吃的时候，也一脸疑惑“？？咖喱味？”

虽然我觉得味道还可以...咸味的爆米花意外的挺好吃！

之后换了衣服，准备今天的发表。待机的时候，见到了来我们学园祭玩的留学生前辈，因为不能用手机所以一直没联系上，能见到真的是碰巧！下了台发现爸爸也来看了，真的很谢
谢大家能来捧场！

今天的发表，应该算是完美了！

就是吸取了昨天没眼镜什么都看不见的教训，戴了眼镜结果疯狂向下呲溜，拿着花球还没法扶...认识的人说他一看我扶眼镜就笑...

最后轮到我们班到大门口做接待，真的是大雨倾盆。虽然被派了最简单的活儿，但还是免不了要说话，四十分钟完美的没有打绊子，成功混入日本同学中！

下周开始就闲下来了，可能会有点不习惯。这段时间很充实也很开心，大家都辛苦啦！

晚安！

王　語馨的日记





十月二十九日 明桜祭振り返り

2018.10.29

こんばんは!

今日はすっごく寒かったです!!!具体的に言うと、「携帯もしたくないほど寒い」でした。朝からずっと雨で、海に近いですから、風が特に激しかった。朝の嵐の中で、傘が壊さ
れました...

一時間目は、明桜祭の振り返りでした。成功したところや、もっと頑張りたいところをもう一度考えますと、新しい収穫が出で来ると思います。

今回の明桜祭を、一言でまとめなら、たぶん「感謝の気持ち」だと思います。今まで、いろいろな人のおかけで、いろいろな困難を乗り越えて、ここに着きました。

明桜祭の準備をした時、誰か何を担当するだけできなく、一人を中心に、皆が協力してくれました。

明桜祭の時、クラスメイトの皆と力合わせて、フリマやはたとかは大成功になりました。そして、チアの先輩たちも、難しいところにあったら、何度も繰り返して、私がわかる
ように教えくれました。明桜祭前の一週間、毎日七時半まで練習して、最後のバスが間に合うように一生懸命走りましたが、そのバスで、いつも生徒会のメンバーもいました。

いろいろな事、ありがとうございました！そして、お疲れ様でした！

おやすみなさい！

王　語馨的日记



十月三十日 雨

2018.10.30

晚上好！

我觉得以后的日记可以总结成一句话：今天也是超级冷的一天。

感觉这两天和同学的交流，基本就是“好冷。”“超冷。”“你不冷吗？”今天，温度终于达到连ゆめ都觉得冷的程度了(前两个月日常比我少穿一件)。

之前音乐课布置了一首歌的四种乐器，初步要求四种乐器都可以演奏出来，折腾了三节课，终于！今天！一遍过了！！

我们小组四个人除了我都很靠谱，隔壁班小哥哥会弹钢琴所以乐器学的比较快，然后上次教我打鼓教了一节课...(小哥哥叫せいご，他说名字的时候我正好看见桌子上摆的数2，恍然
大悟他叫生5啊）

关于名字谐音的冷笑话，我之前为了让前辈记住我名字，摆了ok的手势说“这个是ok，我是おうごけい”。发现这个说法意外的好用之后，自我介绍就经常这么干了...别说了我知道
和角色设定不符，但是有趣好用就行了！

最近碰见体育班的同学的话，总会被打招呼..之前有人问“这是谁？”的时候，他们会回答是中国来的留学生之类的，但是今天回答的是“是チア的那个。”不是以什么特殊的身份
被记住，竟然有一点点成就感ww

这周到下周天天考试大考小考还有英检什么的...为了英语听力不睡着！加油！！(？

晚安！

王　語馨的日记



十月三十一日 万圣节

2018.10.31

晚上好！

万圣节快乐呀！今天的外教课上学了关于万圣节来历的文章，在电车站等车的时候也看到了好多化了妆的人...于是没控制住自己吃糖的欲望...现在是东京时间二十二点十五分，罪恶
感使我放下了手中的巧克力...(日本的软糖真的好好吃啊！！！)

为了下周的期中模拟考试，数学最近在做卷子讲卷子...又一次体会到了初三准备中考的快感...昏昏欲睡，抬起头来看见有和卷子上写的一样的板书，朦朦胧胧中接着往下看，最后发
现答案不一样。刺激。

顺便今天的国语90分数学100分，数学第一次及格了我喜极而泣。

下午班会，准备完明天的英检(英语准备随缘，我甚至不知道考的是几级...)，班里排了个座位。先让视力不太好的人选前排，然后开始公平排序——抽签。

惊了，咱们排座位都这么草率的吗！

轮到我的时候，我满心只想着不要抽到靠门那一边，那边没有暖气超级冷。然后果然，是靠门那边

的第一排。正对大门...

为了明天英检听力不睡着，晚安。

万圣节快乐！

王　語馨的日记



十一月一日 雨

2018.11.01

晚上好！

今天的英检很简单，但是我不会。就像物理老师“这次的题都很简单啊，套公式就好了。”说着，在黑板上写下了七七四十九条公式。

今天是换新座位的第一天，连着两堂课没带资料书，和旁边的大兄弟拼桌子顺便搭上话了。大家真的都很温柔也很热心，比如上古典没带上次考试的讲义，就拼桌子看一张。

大兄弟问我：“(整篇文章)你有哪里不懂的吗？”我：“...我可能没有哪里懂。”然后还补了一句“日语真难”。国语倒是拼拼凑凑能做出来，一篇文章竟然能拿到一半的分，我自
己都觉得book思议。

下周一有模拟考试，考大半天然后接着上课(过分！刚好把音乐课占了！)，大家听到这个消息纷纷发出了哀嚎。今天晚班会的时候，副班主任的外教手里拿着英检的书，冲我笑了一
下...

我明白他是想跟我打招呼，但是对于一个英检有信心拿零分的人来说...心里一惊。(可能因为我坐在大门口第一个，老师们进来就先看到我，条件反射的向老师问好。)

明天早上又是英语...又是！！上周背了一部分单词，希望我还能想起来...晚安！

王　語馨的日记



十一月二日 ダンス発表１

2018.11.03

こんばんは！

明日は休み!yeah!

今日の体育は、一ヶ月間、男子と女子別れて、練習したダンスの発表でした。うちの女子は少ないですから、22に別れて、ゆめたちはI組で、私とあゆみはH組の女子に入りま
した。

今日はうちの男子とI組の男子でした。I組はがっきの「恋dance」、同じクラスですから、いつもすぐ隣にいました（練習中サボる時、ずっと見ていましたから、動きの80%は
もう覚えました）。

でも、うちの男子たちはずっと「恥ずかしいから、第二体育館で練習する」と言ったから、ほとんど見たがありませんでした。

今日、いきなり見たら、本当に想像以上よりずっとうまかった!真面目過ぎて、３分間全然無表情な人もいったし、ノリノリで、普通に動きを間違えした人もいました。最もす
ごいのは、立ち位置がぱっちり!

私とゆめは「りょうすけダンス上手くない？めっちゃ可愛いじゃん！」と言った瞬間、踊っているりょうすけは「フフ。」と笑いました。

「...そいつ、聴こえたでしょう?」

「さき、笑ったよね。」

「あ、また笑った。」

...  ...

うちの組は来週の火曜日、あっ、その前に月曜日の模試!!!やばい。

明日休み、おやすみなさい!!!

（昨日はまだハロウィンなのに、今日はもうクリスマス？！早くない？）

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



十一月三日 (久违的)晴

2018.11.03

晚上好！

今天休息在家瘫了一天，看了看周一要考的科目。数学是三角函数，国内三角函数就没怎么及过格到这还学三角函数！国语就是普通的日语，小说看的人头秃。至于英语...英语...随
缘吧。

晚上晚饭后又和爸爸聊了个天南海北，因为下楼的时候爸爸在看卖枕头的小册子，就从枕头开始，最后拐到了我中期研修结束一个人坐jr回家一定会哭...

“到时候你坐在车上，眼泪静静的掉下来，刚好旁边有个做电影的导演，一看，觉得这小姑娘好厉害啊，然后找你去拍电影的事也有可能发生不是吗？”

我们说到黄河的时候，爸爸问我长江的“江”和黄河的“河”，都是日语「川」的意思，有什么区别呢？我解释说“河”是比较宽广的那种，但是“江”不一定很宽，但是比较长。

我们感叹道只有使用汉字的国家会有这种共鸣吧，如果用英文讲，两个都是river，也没法体现这样细微的差别了。

明天和大学的前辈们去赏枫叶，早起！

晚安！

(希望我明天不会忘记周一要考试！！！)

王　語馨的日记



十一月六日 病気

2018.11.06

こんばんは。

昨日は模試で、午後は英語でしたから、昼ご飯の時、「食欲がないのは英語試験のせいだろう!」と思いましたが、午後から体の調子がちょっと変になりました。

今朝、お母さんは「具合が悪いなら今日休む?」と言いましたが、なんどなく行きそうな気がしますから、「やっぱり行こう」で行きました。

でも、遠いところを見る時目眩くて吐き気が出そうでした。２時間目の体育が終わって、お腹も痛くて、仕方なく、保健室に行きました。

そして、初めて、保健室で寝ました（誇らしい事じゃあないですけど...）

お母さんはお仕事があって、先生も私が倒れたら大変と心配していましたから、最後の最後は先生の車で家に帰りました...本当にありがとうございました!!

最近、変なものも食べなっかたし、病気とかも予防していますし、どうして突然倒れましただろう...やっぱり英語試験のせいかな、うん、間違いないそうです。

明日の家庭課は調理実習をやるのにな...早く良くなるため、おやすみなさい!

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



十一月七日 晴

2018.11.07

晚上好！

今天在家休息了一天，虽然还不是很有食欲，但是正常的吃了一日三餐(谢谢妈妈煮的粥！)，难得爸爸也在家，两个人天南海北的聊了一天。

可能是为了打击我昨天早上强撑着去上课结果早退的行为，爸爸表示因为现在还是可以被原谅的年纪，比起去学校，“身体最重要！”

之后再一次聊到研修往返的交通，我说“如果去的时候是四个小时的话，就是充满期待的四小时啊”，爸爸吐槽道“回来的时候就变成了悲伤的四小时呢。”

中午醒来的时候，爸爸正在客厅练陶笛。听说每个月都会去东京参加音乐会，有机会的话真想去听一下啊。我们聊了中国和日本的名曲，说到“草原恋歌”的时候我还思考了好一阵
是哪首草原恋歌，听到调子后恍然大悟说的是是《在那遥远的地方》。之后，我又介绍了在中国家喻户晓的《茉莉花》，爸爸表示很感兴趣。

因为快到中期研修，晚上问了关于秋田名物带什么好。说到秋田，大米秋田犬秋田美人，最后决定带着妈妈一起去(并没有)。

因为今天是冬至，又聊了聊饺子的事情。意外的是饺子的来历以及“娇耳”的事情，爸爸妈妈第一次听说。日本冬至好像吃南瓜比较多，今天妈妈煮了南瓜汤，おいしかった!

今天看line的时候，发现前天有一个同学才跟我发请多指教，聊了聊得知果然错过了家庭课的调理实践...时机太差了啊哭。

明天大概是要回学校的，嗯，晚安！

王　語馨的日记



十一月八日 薬物乱用防止教室

2018.11.08

こんばんは。

今日のホームルームの時、全学年で、「薬物乱用防止教室」と言う講座をしました。

始める前には、「薬物乱用」で、日常生活で病気になったときは、薬にあまり依存しないでと言うことかなと思いましたけど、1ページの「持ちだけで法律を違反する」からも
う分かりました、ここの薬物は、普通な薬ではありません。

そして、具体的な例について、いろいろな誘う手段とそれを断る理由を教えてくれました。誘う言葉の中で、もっとも危険な言葉は「みんなやってる。」

そして、体育はついに、ダンスの発表でした。みんなと一緒に踊るなら、意外と普通より緊張しました。今日の成功は、みんなが一緒に頑張ったのおかけですね。

明日は東京に行きますから、お父さんが、この前話した「餞別」を私にくれました、「迷子にならないようにね!」と言っても、やっぱり自信がありませんね私...

よし、じゃあまず迷子にならないように、頑張ろう!

おやすみなさい！

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



十一月九日 研修初日

2018.11.10

晚上好！

今天是三个月研修的第一天！从日本各地赶来，大家辛苦啦！

早上第一次自己坐飞机——之前，一个人乘公交车去了机场！这好像还是我第一次一个人乘公交。顺利的到达机场，发现自己来的太早，陷入漫长的等待之中。其中托运行李的时候
有个小插曲，工作人员看我机票的名字像是外国人，先用英语问了一遍注意事项，我反应了一会，“...用日语也可以的。”

下了飞机，跟着人流出了站后满头顶找牌子，虽然有一点点找不着地儿，但是还是成功和大家汇合了。午饭是妈妈带的饭团！大家尝了也表示秋田的米凉了也很好吃！

此次研修手册的讲解后，大家准备准备就出发吃晚餐。值得一提的是住宿区的楼上有娱乐间，估计接下来的休息时间都会泡在里面了。

我的面谈在晚上八点，久违的和老师面对面交谈，虽然想把这两个月以来发生的所有有趣的事都告诉给老师，但是时间实在是不太够，就在平常报告给老师吧w

最后还收到了老师的小礼物！谢谢老师！

礼物不是图片中的老干妈，老干妈是拖同学帮忙买的。

这次的住宿的单人单间，希望我明天可以起得来。

晚安！

王　語馨的日记



十一月十日 研修第二日

2018.11.10

こんばんは！

今日も、埼玉の国際交流センターで、研修をしました!

朝、陶さんと一緒に、コンビニに行きました。これはたぶん、初めて自分で埼玉を歩き回しましたかな。コンビニに行くのは順調でしたけど、帰る時はちょっと道を迷いまし
た。

午前中は和太鼓の体験で、荒馬座の人が、私たちを教えに来まし。最初は、漁師が収穫を祈りための踊りを踊りました。そして、和太鼓は、庶民たちの素晴らしい願えを含まれ
ているのを分かりました。

この後は、本物の和太鼓を演奏してみました。５番に別れて、先生も入って、一緒にしました。皆さんと真面目に練習して、また、決めポーズも一緒に考えました。最後の発表
は、大成功でした。（和太鼓先生から、「声は大きくてきれいだよ」と褒められましたｗｗ）

午後は今まであった問題を解決するための研修でした。最後は魏先生の心理調整講座（？）でした。これからの生活は、楽的に行きましょう。

（3ヶ月間で、日記をもっとも多く書いていましたから、賞品をもらいました...ちょっと恥ずかかったですｗｗ)

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



十一月十一日 目標発表

2018.11.11

こんばんは。

今日はまだ研修の第三日ですけど、もう寂しくなりました...

今日の研修は、大体後期の目標についていろんな話しをしました。朝、皆んなから、自分今の居住地を一人ずつ発表しました。皆んなの詳しく、面白い発表から、やはり充実な
二ヶ月間を過ごしましたなと思いましたｗｗ

午後はコミュ力と目標設定について説明しました。そして夜の目標発表のために、原稿を書きました。（ここで、毎日日記を書くの良いところが、表しましたーー10で400文字
です!!!）

晩ご飯は、なんど、中華料理でした!本当に懐かしい味で、マジで感動するぐらい美味しかったです。皆んなと話し合って、餃子を食べて、もう新年かなと感じていました。先
輩たちも親切で、アドヴァイスはとても実用性がありました。

夜は目標を発表しました。皆んなの考えを聞いて、「あっそれも良いですね」と思いながら、この後の目標を一人ずつ決めました。

明日はほかのところでの観光です。寝坊しないように...おやすみなさい！

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



十一月十二日 神社与暂别

2018.11.13

晚上好，今天是(移动前)的最后一天，去了江之岛的三座神社，以及横滨的拉面博物馆。

这是来到日本后，第二次在神社参拜。以前还有点嫌弃自家母上会去上香拜佛之类的，现在离开家才感受到，这可能只是对于那些伸手触及不到的事情的美好祈愿吧。

今天去的神社，和上次隐藏在秋田深山中的那座一样，布满了厚厚的青苔。明明游客往来络绎不绝，却依然保持着美好的自然景色。

终于有机会求了签，是小吉，还收到了包含着美好愿望的御守。希望接下来的八个月，真的可以顺顺利利。

晚饭是在横滨的拉面博物馆，比起博物馆，更像是通往另一个时空的入口。路标上只写了“过去”和“未来”，店面表面没有多么惊艳，但地下却别有洞天。

比起楼上的高楼大厦铁道轰隆，可能颜料涂的天空下的小街小巷小面店，更能让我感受到“啊，是日本”吧。

今天真的很开心，开心的不想考虑明天的暂别。

再见即是新的开始，像研修中，互相说的最多的一样，一起加油！

王　語馨的日记





十一月十三日 别离

2018.11.13

晚上好！

今天送走了所有人。

机场第一批的时候还能忍住，第二批下车后巴士几乎空了，这才终于有了离别的实感。

猛男落泪。

本来以为会在乘新干线之前心如乱麻思绪万千然后如何如何诗情画意的掉下泪来，结果跟着夏晗进错站台，俩人都在开车前三分钟才找到地方哈哈哈哈哈哈哈。

车开了。

车停了。

意外的除了一开始并没有感到非常寂寞，大家在群里有一搭没一搭的聊着，说着自己上车了，路过哪一个站了，路上的银杏叶很美。之前说有人喜欢玩手机，其实放不下的不是手
机，而是手机里的人吧。

一期一会，一会一生。

接下来的日子也请多指教！

王　語馨的日记



十一月十四日 归

2018.11.14

こんばんは。

今日はいつも通り学校に行きました。そうですね、「研修はもう終わったの実感がない」より、「研修はもうしたの実感がない」。

いつも通りグループで「おはよう」か、「寒いな」と言いながら、いつもの時間でいつもの道を歩きました。まあ、たぶん、友達か中国のクラスメートの会面はすすめではあり
ませんの原因は、よく分かりました。

そして、授業中で、ボンヤリしました。

これは良くないのは分かっていますけど、あっ！やっぱり寂しくなじゃったですね（泣く。

昨日はちょっと疲れましたから、今朝、お土産を皆んなに渡しました。そして今日、ついに！運命の再会!（じゃない、）老干媽！お母さんが見ると、「見るだけで辛そう」と
言う評価をしました。ちょっと間違ったところは、「見るだけ辛い」でわなく、本当に辛いです。

老干媽≒チカラ

おやすみなさい。

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



十一月十五日 @张同学

2018.11.15

晚上好！

大概是因为昨天晚上洗过澡头发没干就睡觉了，结果早上起来头痛欲裂，只好倒下继续睡觉...

再睁眼下午三点半。

住家的暖气需要烧灯油，提着容器下楼，发现门口摆的油有两种。接下来，是决定命运的抉择了(一心认为如果倒错了油，暖气就会爆炸)。

蹲在门口吹着风推理，左边这种虽然上面放了手套，但是只有一桶。灯油到了冬天是用的很快的消耗品，应该不会一次只买一桶。右边这种看起来比较新，像是前不久买的，所以应
该是右边的。

这么想着，准备动手。(那个抽水用的管子不太好用我就拎着倒了)只倒了一点点，至少不会爆炸...

事实证明我推meng理对了。

打开网站，发现隔壁张晨阳同学又是一天上中下三篇，想起研修的时候他信心满满的跟我说“我一定会超过你！”当时还不解这是日记你又不能比我多过几天，怎么超过我，如此便
了然，原来是这么超。

太不厚道啦！！

于是便和颜悦色的找张同学理论。张同学表示以后不上中下了，以后(虽然本人没这么说)监督他。

明天是久违的英语考试，以及决定文理分科。现在依然有点纠结，我喜欢生物，但是却是文科生...

嗯，决定明天找老师商量一下。

晚安！

王　語馨的日记



十一月十六日 今天是真的暴雨。

2018.11.16

晚上好！

现在正听着外面的瓢泼大雨擦干头发。

今天真的是早晨被妈妈提醒下午应该会下雨，我没忍住吐槽了一句“下雨都无所谓啦，但是肯定会变冷吧。”妈妈歪头思考了一下，认真的说：

“嗯...今年意外的很暖和呢，往年这时候都准备换雪地用的车轮胎了。”

最低温度四度属于暖和的范围吗...我泪流满面。

今天好像是有什么活动，只上了七节课就放学了。第五节课左右的时候窗外下起了太阳雨，我以为这样就结束了，结果太过大意轻敌，晚上放学刚出电车站雨就一阵狂风带暴雨...甚
至感觉下一秒都能凝成雪的刺骨寒风。

今天的古典课讲《伊势物语》，日语参杂着百年前的日语，一个头两个大。偏偏还不能偷懒，邻桌的男生坚信我可以听懂，一到讨论时间，扭头就看我，给我解释大概文意的时候...

“...遇到了美丽的两姐妹，覗いて、ラブレターみたいなもの(指写下的短歌)を..”

“？？？啥？覗いて殴られた？？？”

“..不，不是被揍了...虽然到了现代可能会这样吧...”扶额失笑。

最后一节课好像是因为昨天误报了有七节课的消息，今天老师向大家赔罪，外教课玩了人狼game。

当然，是用英语。

我深刻的体会到日语听不懂英语也听不懂的悲伤...第一局抽到了狼人，设了好久的局，最后场面变成了我和keisei两个人互相怀疑对方，他只说了一句话，我就知道没法反驳了。

“o酱这局话很多啊...”

失去了自己乖巧的人物设定(并不)。

顺带一提文理分班最终还是选了文科，世界史或者地理。(对于我来说这次的选择是 理科or日语 深思熟虑后选了日语。其实也没深思熟虑，我放学了问班主任班主任表示把我忘
了...？？？最后也没面谈两分钟填完了...)

希望脑仁争气一点！！晚安。

王　語馨的日记



十一月十七日 生死时速

2018.11.18

晚上好。

最近的周六都基本有活动不去学校上课，早上起来发现只有我起来了。收拾完准备走的时候客厅灯亮了，打招呼说“我出门了！”妈妈表示“？？？你去哪？”

“学校啊，今天不是周六吗？”

“...我都忘了你周六要上课了！”

今天的课倒是都很有意思，国语课讲小说《棒》，想到国内高中的一个同学最后一个字是榛子的“榛”，结果有一天老师没看清，拿着他的本子问“yk棒同学是哪位？”课堂上没忍
住笑出声来。

日本史课上，昨天刚从台湾修学旅行回来的日本史老师热情高涨，刚准备开始上课，底下有同学问“台湾的东西好吃吗？”然后话匣子就合不住了。在老师声情并茂的讲了小笼包凤
梨酥乌冬面之后，特别提到了珍珠奶茶。

“说到珍珠奶茶，日本也有的嘛，虽然也不是说不好喝，但是也没有能算作名物那么美味。结果去了台湾，喝到后...简直是味觉革命！！！(怕我没听懂还在黑板上写了汉字)简直是
让人喝了以后，怀疑日本卖的到底是个啥啊...”

激情演讲半小时后，顺利的没讲完今天的内容。

最后的外教课，在我们的软磨硬泡下，又玩了一节课人狼游戏。第一局又抽到狼人，我吸取了昨天的教训，不能话太多，也不能不讲话，适当的有怀疑目标，经常用眼神表示“我觉
得你很可疑哦”，最后本来应该是狼人的胜利，谁知道狐狸活下来了，就...啊啊遗憾。

回家的路上ゆめ的电车两点多才发，于是两个人去逛了逛，突然想起来两点十五车站会有秋田犬，告别了ゆめ就一个人蹲在车站等汪酱。除了三点半的车，就只有两点二十的了。于
是还没有温存多久，就生死时速的去赶电车，最后幸运的赶上了。

(中午赶校车也是生死时速，负重长跑八百米，这辆错过了就要等半小时...)

嗯，所以今天也是幸运的一天呢。

晚安ww

王　語馨的日记





十一月十八日 休日

2018.11.18

晚上好！

难得的周末，昨天特意定了闹钟怕睡过头，结果还是一觉睡到下午...对，下午。那样一个微妙的时间醒来，我也不好意思再下楼吃饭，就趁休息整理了一下房间。

秋田的垃圾分类没有印象中的那么严，我一般产生的都属于生活垃圾，比如纸巾，塑料，食品包装袋。但是如果把零食袋之类的直接扔进垃圾框的话，会很占地方，所以日常就把零
食袋折起来放在一起，装进大垃圾袋的再从侧面插进去。

然后就是把之前攒下的瓶瓶罐罐去掉瓶盖包装洗干净放进家里收塑料瓶和罐子的袋子里(不知不觉喝了这么多饮料，难怪会胖。)

以及最近一个月攒下的厚厚一沓卷子和教案，分类分批分时间的放进各科的夹子里。现在可能还感受不到花两千块买夹子的好处在哪，到时候复习就比较方便了。

以及明天开始早上的国语就要考古文了，以前考汉字的时候好好背背还能应付，古文...希望不是所有人都像邻桌的男生一样坚信我能学懂古文(泪流满面。

王　語馨的日记



十一月十九日 台湾旅行について？

2018.11.19

晚上好！

这次早晨倒是没赶电车，差点就迟到了..继上次把六点半当成七点半，这次把七点半当成了六点半...非常感谢妈妈送我了orzzzzz

跟高二去修学旅行的老师上周五晚上从台湾回来，今天的社会和数A两位老师都兴致勃勃的跟我们互爆对方的糗事。当然，和周六的日本史一样，按进度上课是没可能的了。

社会的老师给我们带了台湾的芝麻酥，名字是繁体写的“老楊方塊酥”，同学问我是什么意思，我正解释，就被老师抓住“这不是有个现成的嘛”然后让我介绍介绍。

“老人在扬州方面倾注灵魂做的...？？(日本好像没有酥这个字)”

“...嗯可能有点不太对，老杨是一个称呼...相当于杨桑...”

可能只是断句习惯不太一样，但是按字形来看，真的有这种感觉哈哈哈哈哈。

最后一节国语课差点忘记轮到我课前演讲了(其实是真的忘了...)，站上讲台思考了一下，决定顺着上节数A老师讲的接着介绍台湾美食(明明是数A的课...)。

先讲了“凤梨酥”和“芝麻酥”同样是酥，翻译过来却一个是“蛋糕”，一个是“仙贝”。然后略过大家都懂的小笼包芒果冰珍珠奶茶，直奔臭豆腐...

最后老师表示他去年吃过臭豆腐，问他味道怎么样，老师表示：“.....好吃。”

然后在写演讲反馈的时候，悄悄瞄了一眼后面传过来的纸，写着“臭豆腐听起来好有趣呀，肚子饿啦！”之类的评价，演讲的时候台下也很认真的给了我反应...皆んな優しい（泣）

啊，还有就是今天国语第一次考古文，我除了两道翻译实在不会空着了，其他！全对！八十分！！接着明天是英语，本来以为这次要考的书没给我发，想着终于有机会偷懒了，小姐
姐听说后非常大方的：“那回家的路上学习吧！”

在电车站的候车室里泪流满面。

英语介词太恐怖了呜呜呜呜。

晚安。

王　語馨的日记



十一月二十日 日常

2018.11.20

晚上好！

今天班会的时候，发了一张面对后期期中考试，每天都要写的学习计划表。今天只需要填目标，看了一眼学习计划的日期，不是从前天就开始了吗！

大概从明天开始，数学就进入复习阶段了，今天做了做完一份本单元的综合套题，和上课的例题完全不是一个水平的吧...(幸好写目标的时候没说什么数学要考八九十分...)

被老师点上黑板解题，之后需要自己讲解。突然发现我虽然会写，但是不会念啊，结果全程都是“用这个公式，就得出了..这个，然后代入这个...”虽然总算糊弄过去了，但是接下
来理科不仅要会写还要会念啊。(听说过哑巴英语还是第一次听说哑巴理科..

说到不会念，中午吃完饭ゆめ在背英语单词，我凑过去瞄了一眼，虽然只看日语解释中的汉字大概就能理解意思，但是，我不会念啊！！！于是中午被揪着学了一中午的汉字读音...
那明明是一本英语词书啊！

啊，对了，今天班里一半的女生都没来，整整一半，所以只剩我和ゆめ相依为命(其实就少了俩)。昨天说的英语考试意外的还挺不错，但是介词依然恐怖！！！明天是数学！甚至觉
得比英语还令人安心呜呜呜。晚安！

王　語馨的日记



十一月二十一日 小籠包?！

2018.11.21

こんばんは！

明日!試験!なし!！これでもう十分な自由を感じていました（泣）。そして明後日からは、久しぶりの三連休です!（土曜日も授業なし!）

今朝は大雨で、ゆめの電車が途中で止まりました。ですから、今日の朝の授業も女子半分でした。(十時ごろに着きましたけど、私なら、絶対そのまま家に帰ると思います。ゆ
め偉過ぎ...）

そして今日の国語の授業で、月曜日でのスピーチの返事をもらいました。やはり、一番印象に残られたのは「臭豆腐」でした...これ以外も、「酥」と言う漢字を覚えた人もいま
したｗ

一番すごいのは、翔太くんの「我想吃小笼包」ですね!本当にびっくりしました!（あっ、でも中国語以外も、小籠包の魅力にも...やばい、私も小籠包食べたくなっちゃった...）

今日の帰り道で、ゆめときカラオケの事に話して、最後は「じゃあ行こう?」

「いつ?」

「冬休みに行こう。そしたらうちの近くに中国料理屋さんに行く？店長さんは中国人だって。」

「えっ、秋田で？」

「うち本州だよー」

で初めて知った。

よく考えると、今までの約束は全部冬休みじゃないですか...休みなのに、たぶん忙しくなりますね（笑）（←いや、この前は期中試験があるのは忘れないで欲しい..

おやすみなさい!

王　語馨的日记



把日文投稿翻译中文的文章



十一月二十二日 ゆちゃんとめちゃんについて？

2018.11.22

こんばんはｗ

「今一番欲しいものは?」

「休み。長い休み。」　ｂｙ：二宮和也

明日から、三連休です!!やばいもう感動しました...

冬休み前の試験までは、もう一週間ぐらいしかありませんので、今日は自習三時間ありました。私も試験勉強したいですが、文系はどう見ても、覚える自信がありませんし、理
系はもっとも...最後はその三時間で、今週の数学週末課題をしました。

数学は今、「微分と積分」の近くに進んでいました。高１じゃないですか（泣）。今の三角関数はなんとかなりますけど、この後の内容はさすがにも...

数学怖い!!!

今朝お母さんから「夜、雪が降るかも知れない、寒いよ」と聞きましから、手袋をかけました。(これ、実は誤解です。母が間違って、二年前の手袋を冬の服と一緒に日本へ送
りました...)

で、帰る時、女子全員「何これめっちゃ可愛い!!!」と言う評価をもらいました（私を含めて３人で全員ですけど）。

「この子の名前は?」と聞かれる時、「ゆめ」と答えました。右のほうはゆちゃん、左のほうはめちゃんです。（これはゆめ自分でつけたのです、私は名前をつけるのは苦手な
ので、「ゆめ」「ゆめ２番」と言って、めっちゃ笑わせました...)

そして、明日休みですから、ゆちゃんとめちゃんをかけてプリーを撮りました...（ゆめは本当に気に入れそうで、自分の携帯でもその手袋の動画を撮りました（笑）

あっ、明日は休みですが、金曜日ですからゴミを捨てないと...じゃあ明日早く起きで、二度寝しよう！！（やめてください。）

おやすみなさいｗｗ

把日文投稿翻译中文的文章
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十一月二十三日 雨(雪？)

2018.11.24

晚上好！ 早上起来后，如我所愿的睡了个回笼觉。 天还没有亮起来，可以听到外面在淅淅沥沥的下着雨。妈妈在客厅的暖炉上烤着红薯，味增汤和烤面包的热气不一会儿就让玻璃
起了雾。有些年代了的电视机在播着早间新闻，看见喜欢的偶像的cm会突然兴奋一下。 回到房间，还没来得及感叹“这就是生活”，就扑在没来得及整理的被子上沉沉睡去了。 好
不容易睡了个懒觉啊。 起来后觉得不能这样吃了就睡，思考了一下决定学一下跳Peace Sign。之前的体育课隔壁班女生跳这个，有时候会偷懒去看对面的动作，也和ゆめ学了一点
点...说到这里真的太可惜了啊！ゆめ也很喜欢跳舞的可惜这个班没法部活我就没能邀请...！ 终于有时间蹦跶了，虽然还差一段但是到副歌为止极速学完，自己都吓了一跳(。 晚上想
起来昨晚看到今天八点的ms(电视节目)会有Hey！Say！JUMP，于是吃完饭就蹲在电视前等。 然后他今天的节目有点...猝不及防... 一般ms唱歌前会有talk部分，结果今天jump是开
场曲，上场直接唱...我还有点懵这是开始了吗？(高先生今天的发型也很男前！！！) 虽然是假期，明天也想早点起来(大不了再睡个回笼觉)，再看看数学英语，万一就及格了呢。 晚
安。

王　語馨的日记



十一月二十四日 兰亭集序

2018.11.25

晚上好ww

在家愉快的宅了一整天，下下周要考试，看了看(至少能看懂的)一些科目。

然后写了点大概爷爷看了之后会生气的东西(。

明天早上和妈妈去买踩雪穿的靴子，大概最近就会下雪了吧。

晚安。

王　語馨的日记



十一月二十五日 晴雨

2018.11.26

晚上好。

今天早上意外的自然醒，慌忙的看了一眼闹钟，还好，八点十分。可能是昨天晚上想着今天要早起，太紧张，就在闹钟响前起来了。结果一看时间每到放松下来又昏迷（不是）过去
了。

结果早上还是慌慌忙忙的做了准备。

一共去了两个地方，路上和妈妈聊了各种话题。回来的时候看到天鹅，妈妈说冬天天鹅就会从西伯利亚飞来秋田，今年明明到的比较早，但是温度并没有很快的降下来呢。

我：....

明明早上天气很好，到了下午却电闪雷鸣暴风雨。爸爸晚上回来了，两个人从雷电聊到河童再聊到神明。

我：为什么先看到打雷再听到闪电？

爸爸：因为光速比声速快？

我：因为眼睛在耳朵前面。

我以为这是个冷笑话，爸爸的反应效果意外的好，笑着说一定找机会向谁问问。

晚上正好写完了三连休的作业，打开了古典书，又合上了古典书。这个是没有办法的事情嘛！！(站住

王　語馨的日记



十一月二十六日 テスト準備初め!

2018.11.26

こんばんはーー

もうテスト期間の感じがしますよね。部活は休みして、そして自習も増えました。でも、テスト勉強と言っても、私は理系しか分かりませんな...

いや、いよいよ、理系もわからなくなりました。今日数Aの授業で、この前は休んだのか、それとも本当に記憶をなくしたのか分かりませんが、本当に泣くほど...

先生:ここでさっぱりわかんない人ーー

私:はーい。

先生:？！

... ...

先生：王さん大丈夫？

私：ummmmmm....

でもそのやり方を逆にすると、答えは簡単に出で来ました...最後は友達に聞いて、なんどなくできそううな気がしましたけど、答えしか...

来週のテストは大変そうです...

テスト勉強頑張ります!

おやすみなさい!

把日文投稿翻译中文的文章
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十一月二十七日 雨。

2018.11.28

晚上好。

今天我是真的体会到了“秋田今年的冬天意外的暖和呢”的说法，早上还晴空万里，临近放学突然下起雨来。三个人站在学校玄关无言的看着湿漉漉的校外，“要是能停十分钟左右
就好了啊，实在是不想在这种天气里走路...”

接着，天空好像听到了我们的愿望一样，

下的更大了。

真的，没有夸张，就在我们的面前，从雨，变成暴雨。haruka转身回教室取伞，我和yume怀疑人生：“咱们几个谁是雨女？？”

等了两分钟左右，雨又奇迹般的变小了。两个人立着“现在出去绝对会一瞬间又下起来，一瞬间”的flag，接着等haruka。同班的男生经过，问我俩在等什么呢，接着若无其事的走
了下去。

啊，雨真的停了。

“雨女决定了呢。”我和yume对视一眼。

今天本来是想复习数A的，结果发现之前发的讲义有的没收进夹子，就想着分类收一收，又发现有的顺序放错了，于是复习变成了收拾讲义的延长线...

啊，对，今天的英语搞了个(对我来说的)突袭，早上到学校发现大家都在看英语，问了一下，明明计划写着明天考的英语好像是今天考。抓住一个人问了范围，还被吐槽“从范围开
始问？？”

结果17／20，实在是太惊险了...

明天是真的没有考试，为了不在没有复习内容的时候睡着，今天早睡。晚安。

王　語馨的日记



十一月二十九日 医院

2018.11.30

晚上好...

让大家担心了非常抱歉！今天早上去复查完说没有大问题..！

所以我昨天翘班儿是有原因的..还没来得及写日记吐槽国语课上老师讲着讲着课就跑偏到初中时代的趣事，吃完饭就感到胃稍微有点疼。结果写英语作业越写越疼(这次也是英语的
锅！)，最后只能放弃挣扎去找住家妈妈。

又一次体验到深夜去医院的痛苦。

感觉等了有一个世纪那么长，终于轮到我了。

具体过程其实记不太清，医生很帅(重点不太对)。意识清醒大概是在抽血的时候，本来说抽胳膊我就已经很怂了，医生在我胳膊上找了半天，我甚至心想找不到血管干脆就别抽胳膊
了...

医生还体贴的说“我要扎进去了哦”。于是开始自我催眠“马上结束马上结束马上结束...”，结果下一秒又听到“那么就接上点滴了哦”。

什么？what？你说什么？？？

平时第一次体验到在胳膊上打点滴，不敢弯也不敢使劲，在床上挺尸一小时。看到那么大一个点滴瓶就想出去给妈妈说让她别等了过两个小时再来，结果实在起不来只好作罢。等到
稍微好一点，又被拎起来做别的治疗，护士小姐姐很温柔，但是手法很娴熟...

打完了点滴已经凌晨三点，回家收拾了一下倒头就睡，因为今天早上还要去复查。

其实今天的检查项目只有一个b超，但是从八点开始到结束花了四个小时左右，轮到我的时候发现自己已经睡着了...

最后说问题不大，开了点药就放我回家了。想着好不容易休息一天，如果睡觉就太浪费了，结果从两点一直睡到晚上...

今天好像只醒了六个小时，恩...晚安。

王　語馨的日记



十一月三十日 目標について

2018.11.30

こんばんは。

明日は休みです!やったｗｗｗｗ

今日は普通な授業と普通なテスト勉強でした。体育の時、先生と未来やりたい事についてちょっと話しました。

なんだろう、こんなはっきり言うのは初めてかもしれませんね。そう、この前、進路についていろいろ調べた時、「国際中国語教育」と言う専門を見ました。

「そうか、こんな仕事もあるんだ。」と気付きました。しょうじき、私は昔から、「何を教える先生」と言う職業はあんまり興味を持っていませんでした。でも、日本に来て、
いろいろな人と出会って、中国に対して深く興味を持っている生徒もいました。

ですから、これをきっかけとして、中国についてもっと了解できるように、私もこの力になりたいと思っています。

今まで、戸惑う時もありましたけど、「ただ前へ」で、進みました。今、目標を確定したら、これ以上もっと努力したいです。

把日文投稿翻译中文的文章
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十二月一日 寒假讲习

2018.12.01

晚上好！

周末果然就是应该在家睡觉啊！！

晚饭爸爸回来了，尝了一下老干妈惊叹竟然挺好吃的，然后聊起了饮食差异。其实到这个部分话题走向还蛮正常的，讲了中国南北喝汤的顺序，还有端午吃粽子咸甜之间的战争。

吃完饭，看着时间准备喝药，爸爸看见：

“哦，是让脑袋变得更好的药吗？”

“我已经放弃这个了...”

“那就是变成美人的药吧，馨馨已经是美人了还需要喝这个吗？”

... ...

之后话题蜜汁跑偏，讲起了关于整容的看法。(从老干妈开始？！)

晚上复习着复习着就思想开始抛锚，决定了一下寒假参加的讲习。其实每个人只用报两门的，但是看起来都很有趣啊...和同学合了一下意见，忍痛割爱了好几门还是剩下四项。

(本来是不准备报数学的，但是被同学提醒讲师是斋藤老师...别说了！我爱数学！)

数A准备的差不多，明天再看看英语，社会...

晚安(站住？！

王　語馨的日记



十二月二日 テスト勉強

2018.12.02

晚上好。

今天本来说想偷懒的，因为可以总结成两个字。

“学习”

生物和历史被片假名搞到头大，第一次体会到数学和英语原来这么美好...

晚上一起去吃了回转寿司，点的寿司会用小火车运过来，超级可爱。

补一张之前说的“很痛的点滴”，英语还差一点啦。

提前晚安w

王　語馨的日记





十二月三日 考试前夕

2018.12.03

晚上好！

今晚注定是一个不眠之夜。

为什么要在考试前一天发两套新的卷子！还没有解析可以看！！

因为从明天开始就是考试，今天一天除了音乐课全都是自习时间。但是效率实在感人，虽然知道了考试内容，但是无从下笔啊...

现代社会课上，因为上周请假空了一节课，笔记最后一点就没补上。老师看到后，(因为是自习时间)几乎用全汉字，为我补了一节课。

但是照着书做题还云里雾里呢，明天上了战场肯定没得打。看到我这个状态，老师安慰我说“特进这几个班肯定有比o桑还差的，五分十分的每次都一大堆，做会做的就行了...”

我还是第一次被说不用太在意成绩，结果没忍住当场落泪...

倒把老师吓了一跳。

晚上班主任早放了我一节课，和新住家的小姐姐一起回家认认地儿。一趟回来有两个点印象深刻：客厅有被炉！妹妹超可爱！！

作为独生子，开始期待被叫姐姐的生活了！

继续加油！！

王　語馨的日记



十二月四日 どちらの現社ですか？

2018.12.04

こん...こんばんは。

今朝は本当に大ピンチでした。

目が覚めたら、もう七時９分。この前はいつも七時９分の電車でした。で今まで一番速いスピードで片付けて、そのまま家を飛び出した。

そして、電車に降りて、スグルバスのところはめっちゃ人いました。でも、バスはなかなか来なくて、時間はもう10分ぐらい過ぎましたが、まだ駅の近くにいました。その
時、先生が人数を確認して、「バス証明書」(バスの時間が遅れたのを証明するやつ？）を配りました。

なるほど、こんなやり方もありますね。

テストは...まあ、言わないほうがいいかも...今日いい天気ですね!（雨でした。）

現社はもう、日本の社会じゃなくで、私から造った新たの国になりました。新しい法律と政治システムが出ましたね。

このままだと、明日、新しい日本の歴史も作れるそうです...分かりました、やめます。（で、違います！！

把日文投稿翻译中文的文章
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十二月五日 我一定背的是假历史

2018.12.05

晚上好！

今天的家庭科意外的能答出来，但是片假名背起来还是好痛苦呀...

经过日本史后考物理的洗礼，我觉得接下来的考试可以保持稳定的平常心了。毕竟再怎么差也差不过日本史了...

昨天晚上费劲的把考试范围的日本史画了思维导图，理了顺序因果，然后今天完全没问发展关联，全都是具体填空。

习惯了历史考起因发展结果影响的中国文科生：... ...

物理答的也，微妙...倒是都写出来了，但是能确定答案的一个都没有...和yume对答案，她算4.9我写的－4.9，她写的μ我写的μ’...忘记是谁说的了，但是卷子写的满满当当也得零
分，可能也是一种能力吧...

今天就吸取教训，用演习笔记填空背(平常没用过所以不知道是专门考前复习的..！)，数学一直在做题所以应该问题不大(快停下你的flag！！)。

...

明天，加油！！

王　語馨的日记



十二月六日 初雪

2018.12.06

こんばんは。

今日は雪降りました。

最初は嬉しかったけど、テスト期間は全校生徒が一緒に学校を終わるので、バスはめっちゃ込んでいました。

「どうする?」

「歩く?ああでもこんな天気歩きたくないなー」

「一昨日も歩いたじゃん、その時駅で見た、バスから降りった人は、うちら「バイバイ」と言った時の、列の真ん中の人だよ。」

「...じゃあ、今日は恐らく..」

「恐らく三時。」

「はい行きましょう。」

で結局歩いて駅まで行きました。

昼12時ごろはちょうどお腹が空いている時だったし、雪と風も強くて冷たいーー今日の新しい単語:「飢寒交迫」。

本当に手袋がないと、傘でも使いたくないほどでした。でも歩きながらいろいろな話題にすると、意外といい感じでした。

火鍋食べたい。（急に、？！

把日文投稿翻译中文的文章
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新しい生活へ

2018.12.15

こんばんは!
 勝手に一週間休みましたごめん!私頭が良くないので、ただいまのことでも忘れるそうなんですが、小さな幸せでも、見逃したらもったいないです。

 もちろん、急にハハからの「最近大丈夫？声聞かせて（≈生きてるの？）」も原因の一つでした。
 先週の金曜日から、私は新しいホストファミリーに引っ越ししました。駅から5分のところで、この後の3ヶ月は毎朝「遅刻遅刻遅刻！」と叫びながら電車時間五分前家に出そ

うな気がします（笑）
引っ越しのあの日から、秋田が雪振り始めました。後でこの一年間を思い出したら、たぶん「引っ越しした後、冬が来た」な感じかな。
新しいホストファミリーは４人家族で、お父さんお母さん以外は同級生のななと妹さん一人います。一人子の私は兄弟いないので、一番近い兄弟記憶は小学校時代でいとこのお
兄ちゃんとけんかして、怒れたことです。最初はすっごく不安でしたけど、皆んな優しくて可愛いので、すぐ慣れました。
妹欲しい!!＠母ちゃん

把日文投稿翻译中文的文章
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开始新的学习！！

2018.12.15

晚上好！
突然出现！擅自给自己放了一周假，终于考完试了！！！
关于这次考试，在学校遇到生物老师后，他表示“看得出o桑这次考试真的努力了，考得不错，加油！”然后班主任给卷子的时候，帮我传话说物理老师说“...o桑是个好娃。”无法
在其他方面做出评价了哈哈哈哈哈哈。
物理还算是过了平均分呢，虽然是隔壁班的(嘘。
前两天在校车上碰见yume，她说这次物理成绩下来班里一大半不及格，akki生气到一整节课都愤怒的撑着脸瞪老师，早上收作业在本子上写“请问您想啥呢？？？”交上去了。

 然后说了一下都有谁及格了。
“...这不是乃木板46军团吗？”

 “可是yuya没及格啊。”
 “其实他对乃木坂的爱是假的？！”

来g的第一天，我就感受到了什么叫真正的“秋田美人”，以及什么叫美人们的儿子(嘘)。
 古铜皮肤一脸高冷，高高瘦瘦运动型的小姐姐会在数学课上转过身耐心的教你做题，身材娇小麻花辫看着就是优等生，手指白白嫩嫩骨节分明却握了羽毛球拍就把你打到跪在地上求

饶。
秋田美人都这么大反差吗？！
但是男生们看着可爱的就真的很可爱，最近正好要做介绍班级的册子，班里准备搞排名，“最温柔的人”获得者第一名是个男生，我也深有体会。到现在第一次在line上和同学天南
海北聊很久（嘘！！！)。
下周就又是国际交流活动，台湾的学校会来交流学习。希望可以搞好关系！加油！！

王　語馨的日记



スキー家族と温泉

2018.12.15

今の家族は、スキーをやっています。先週の週末は今年初めて雪が積もっていたから、早くすべりたいと思って、スキー場に行きました。
中国にいた時、毎年スキーをやっていますが、冬休みで三回ぐらいだけです。できると言うか、ギリ転ばないかな。でもななと妹さんのあゆは大会に目指すプロですから、いつ
も真面目にやっています。
訓練を邪魔にならないため、あの日お母さんと一緒に２人のサポートをしました（自分はほとんど寝ていたけどね
そして、そのスキー場で温泉がありますから、最後はご褒美として、温泉に入りました。
日本の温泉は初めてです！スキー場の休憩室はあまり暖かくないから、その時の温泉は本当に生き返りさせるようにな感じでした。
どこで見たのが忘れましたけど、温泉に入る順は記憶に残りました。（入ったことがないのに、ちょっと悲しね）普通のお湯だけじゃなく、外にも温泉があります。そう、目の
前に、雪が降っていて、こちはアツアツな温泉なのに、近くは雪が積もっていた。
今年雪ダルマを作るタイミングちょっとおかしくない？

王　語馨的日记



十二月十六日 週末

2018.12.16

こんばんは!

今日あゆと二人で勉強したり映画を見たりして、一日中ゴロゴロしました。

今週はテスト終わったばかりなので、宿題はありません!ならば何を勉強すればいいのかーー日本語能力検査の本を出した後、あゆの小学校３年生漢字テストをやりました。

結構難しいです!（真面目

昨日、お母さんとあゆは東京から帰りました、お土産も買ってくれました。朝起きたら、あゆが「クリスマスの時、クリスマスツリーの下にはプレゼントあるんだぞー」と言っ
て、クリスマスツリーを見たら可愛いぶくろがありました。

お土産、ありがとうございました！

把日文投稿翻译中文的文章
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台湾来访 上

2018.12.18

晚上好！

明桜高校每年的修学旅行都会去台湾交流，周一，台湾的同学们也来明桜进行回访了。

和之前苏州来的学生相比，这次他们只在秋田停留一天半的时间，所以行程活动主要安排在校内进行。

这次给我安排的工作仍然是翻译，本来想着这次也咸鱼咸鱼混过去就好，结果一开始的欢迎会就已经超过了我的预期。

同声传译校长发言？！

我被通知到这件事是欢迎会开始前两分钟，日翻中还有选择修辞的余地，中翻日的时候“？？？？？”我是谁我在哪我在说啥。

但是最后的结果好像比我想象中的好一点，之前可能还在踌躇我是不是会日语的小姐姐后面都来跟我搭话，还新交换到了几个line。

之后的活动是和明桜学生搭档去各班上课，本来是要我到处转着看帮忙翻译的，结果转到j世界史刚好发卷子。当时拎着椅子就想溜，结果被抓进去了（笑

下午是外出去了秋田市内的两个展馆，因为之前接待苏州外国语的时候也特别认真的边查字典(边猜)边翻译，这次的介绍意外的记住了不少，也比较顺利。去介绍杆灯的展馆时，解
说人员还认出我了。

*此时出现了一个野生的帅气小哥jie哥jie，准备捕捉。
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台湾来访 下

2018.12.18

晚上好！

啊有点寂寞，怎么只呆这么一点时间呢。

今天的活动到上午为止，昨天大家基本上都混熟了，虽然语言不通，但是还是很热情的交流着。

早上先欣赏了乒乓球部的特技(？)以及吹奏部的表演，让几位同学体验了一下乒乓球当作热身，接下来是体育课时间。

体育课的时候，因为人数突然增加，器材有点不太够。台湾来的同学表示他国内体育课也是蹲在角落不运动型的，所以这节课其实和平常一样就可以的。

下一秒haduki就跑上来喊我们下去玩躲避球。

然后我成了唯一一个不知道规则的人(已经是小学扔沙包年代的记忆了嘛！！)。结果之前那个手揣口袋不准备运动的大兄弟，玩的比谁都欢实。

运动也是一种可以交流的语言吧。大家明明互相都不清楚姓名，但是传球呀，攻击呀，就算一开始会有点拘束，玩开了之后也能明白对方的意思，尝试沟通了。

虽然非常短暂，接下来就是准备告别的时间了。大家互相合影留念，互换礼物，我也收到了特产凤梨酥和小饰品，结果凤梨酥分给了同学和住家，我一个也没吃上(笑

最后做了去台湾玩的话，一定找大家的约定，也许诺来大陆玩带他们吃陕西小吃。

希望还有机会见到大家。

*特别是帅气的小哥jie哥jie我会想你的！！！！
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十二月二十一日 仙台准备

2018.12.21

晚上好！

昨天提到的雪今天竟然已经化得差不多了，下午甚至罕见的出了太阳。虽然没有真的暖洋洋的照在身上，但是还是比阴沉的黑云让人心情舒畅。

今天早上总算是收到了所有科目的试卷，除了两个历史都是不出所料的惨，其他科目...其实也挺惨。啊，英语意外的成绩还行，毕竟最后的作文让写假设我们在玩人狼游戏，我对着
上局赢了我的kc一顿痛斥，最后只扣了一分。

然后之前的模试以及英检的年排也出来了，模试的成绩让我怀疑我不会看那个表，三科的偏差值都在五十以上...包括国语？！英检年排23名，但是在贝塔只排13...还不是骄傲的时候
啊。

明天ｼｸｼｬ要和摄影部去仙台合宿，晚上拉着我去准备东西。明天就是最后一天去学校了，所以要尽快把书带回家，于是就变成了负重竞走两小时。(女生逛街真的是个体力活
啊...！！！
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十二月二十日 ゆき

2018.12.21

こんばんは!
 今日はなんだか速いでしたね、世界史と体育は今年最後の授業でしたから、面白い活動は..やらなかったです。

 逆に、世界史は普段より進みました、今日の内容は「シルクロード」、西安が歴史教科書に出るのがもうなんどなく慣れて来たみたいです...
 そうだ、今日、チアーの顧問先生が、正式的に私の入部届けを受け取りました88888。隣の生徒が見て、拍手されました...“よっかたです、やっと一人増えました。”

 チアーのピンチで、みんな知ってるじゃん！
今日は朝からずっと雪降っていて、昼ぐらいはなんどかみなりが出ました。印象中のかみなりは大雨の日が出るものですから、冬のかみなりはたぶん初めて見たと思います。
秋田の雪はすごいですね。

把日文投稿翻译中文的文章
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十二月二十一日 (今日ms事情

2018.12.21

晚上好！

明天开始就是寒假啦！！！学校下课打招呼大家都自发的加一句“祝你过一个好年呀”，也和同学们约了寒假出去玩。所以我在寒假计划的“与自己的约定”一栏中，写的是“就算
前一天出去玩第二天也会把欠的功课补上。(我大概是明白自己出去玩回来肯定不会学习这一点的...

今天只有半天的课，下午全校集会完开了班会就结束了。其实有一件事我挺惦记的，刚来的时候老师说每天抽空两三个人做自我介绍，结果除了第一天老师再也没提过...

本来想在寒假前至少记住大家的名字的。

晚上回到家あゆ喊我看music station，开场就是杰尼斯三连。突然想起来上周yume跟我说jump要上某一天的ms，当时记在了小本子上掏出来一看果然是今天。于是上一秒还被あ
ゆ拉着说“别睡着别睡着”，下一秒就已经精神抖擞的做好战斗四小时的准备了。

在刚洗完澡听到twice的歌冲出来后，下一组就是jump。今天的高先生也一如既往的好看我爱黑发，inoo三次卖萌都被捕捉到我可能要爬墙一秒钟了(...省略一万字。)一个人兴奋还
不够，带着一脸状况外的あゆ嗨了三分钟然后瘫在椅子上说“死亡。”倒是把住家妈妈笑得前仰后合。

然后如计划一样的等到了十一点，最后果然是岚的夏疾风，看完直播可以满足的去睡觉啦。

(结果写了半篇的ms看点解说)

晚安！
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十二月二十二日 冬至

2018.12.22

こんばんは!

はじめに、冬至安楽！（この言い方はたぶんちょっと変だと思いますが..？

冬休みの初日、楽しかったです。計画通り一時間ぐらい数学を勉強して、友達と買い物に行きました。

JKと一緒に遊びに行くなんでほんとに疲れる!!（お前もJKじゃない??

そして、駅前のデパートで、先輩と会いました。「けいちゃん〜」と呼ばれて、振り向けたら先輩二人が私を呼んています（私服可愛い!!）。駅で知り合いに声かけれるなん
で、ちょっと嬉しいです...

が。この嬉しさは長く続けなかったです。今日は初めて、自分が毎日通る駅で、電車を間違えました（疲れる原因はこれじゃない？？

でもそれを気づいたら、次の駅ですぐ降りって、無事に帰りました。このぐらいな迷子なんで、もう慣れました。（悲しい話ですね。）

今日はあゆもななもいないですから、お母さんと一緒にラメン屋さんに行きました。今年の冬至は餃子食べれないかもと思ったけど、晩ご飯はちょうど餃子でした。

ラーメンを待つとき、お母さんに餃子についての物語を教えました、「娇耳」の話です。よっかた、今年の耳も心配いらないですねｗｗ

今日、餃子食べましたか？

把日文投稿翻译中文的文章
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十二月二十三日 初次中古店

2018.12.24

晚上好！

今天是沉迷杰尼斯的一天！

早上住家妈妈工作回来喊我出去吃烤肉，印象中即使不是室外也是一桌一家分的比较开，坐在店里才觉得不对劲——和室烤肉？！

吃饭前，我就开始担心一顿饭正坐下来，我的jio还存不存在。

吃完饭，闲着也就是两个人呆在家看电视，于是又绕路去了一家中古店。在这之前我都不知道附近是有中古店的，可能是因为刚放寒假，里面的人特别多。明明是分门别类的摆在指
定位置，却依旧看的人眼花缭乱。

住家妈妈知道我喜欢杰尼斯，就带我绕到了杰尼斯专区。

天堂。

虽然秋田附近没有J shop，但是来到可以买到烧普和cd的店已经很感动了。看了一圈得出结论，这附近喜欢关8锦户亮的一定很多。

转着挑了一个多小时，购入生写x3 烧普x3 cdx2。明天还要出去玩，所以今天我才能忍住不剁手啊(颤抖。)下午住家妈妈出门，我就在房间的电视看了两个小时pv的making。

今天的高先生也很好看呢！！！

晚安。

王　語馨的日记



十二月二十四日 仙台

2018.12.25

こんばんは！

今日は仙台へ遊びに行きました、短い時間でしたが、本当に最高の一日でしたｗ

朝、いつも学校への電車で聞こえてる「新幹線ーこまち」に乗って、わくわくしていますから、２時間ぐらいかかっても、またたく間についたそうでした。

この前、男鹿水族館に行ったあと、なぜか水族館にはまったみたいですから、最初の目的地は「仙台、海の杜水族館」にしました。

一階での時間はちょっと長かったから、昼のshowは全部見なかったが、本当に素晴らしかったです。今はクリスマス期間なので、スタッフさんはみんなクリスマステーマの衣
装に着て、イルカやアザラシたちと一緒に音楽に合わせて、いろいろな技を披露しました。

「動物は人間の仲間だ。」と思うほど素晴らしいですよ。

お土産屋さんで、「おひさし（鰤ブリの絵）」を書いているシャツを見ました。そして、それを分かった一瞬、今まで魚に対するすべての興味をかけてめっちゃ笑いました。

あとは二ヶ月前、ネットで見たいちごのアイス（カキ氷?）を食べました。その時はほんとに食べれるなんで思わなかったですね。

あっ、

牛たん、

忘れました!!!

王　語馨的日记
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十二月二十五日 クリスマスｗ

2018.12.25

メリークリスマス!

今日はいろいろ楽しでしたｗ

予定通り、25,26,27はアカテンメーア（冬休み講座の空みみで）、今日は初日でした。私とも一人の中国人と一緒に中国語についての音楽講座にしましたが、ほかのみんなが他
ま～に要事があって、来ないでした。

そう、ほかのみんなですよ。

結局、一時間目は「日本の学校で、日本人の先生から日本語で中国人の生徒に中国語の歌を教える」講座になりました（笑）。先生は中国大好きで、何度も行きましたから、別
の話しもいろいろしました、本当に楽しかったです。

そして数学の授業で、先生に「すみません、教科書もらってないですー」と言ったら、「よく来たね、仕方ないな、隣さんに見せてもらいましょうか」と数学の先生に笑われま
した。

実はその先生大好きなんですから数学を選びました、数学に対するやる気より先生のほうが元気出そうです（おい!

家に帰って、誰もいなっかたです。そのまま寝ようと思った時、お母さんとあゆが帰りました。

この前お母さんずっと「うちのクリスマスは何にもなくてごめね」と言ったけど、今日はすっごくクリスマスの雰囲気がある晩ご飯でした。

お母さんありがとう！

把日文投稿翻译中文的文章
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十二月二十六日 论jk这种生物

2018.12.26

晚上好！

今天又是精品小班一对二（笑）。老师也在学习中文，正好逮住机会问我们问题。比如拼音中an和ang的发音，举个例子就是日语单词 案内（あんない） 案外（あんがい）的区
别。写下来明明是一样的，但是根据后面接的假名，有微妙的差别。

老师：中文发音太难了，二重音节三重音节，不像日文音节单一...

我：...不，那个至少写出来还能看出区别，日语他写下来是一样的但是声调发音都靠语感才是最难得吧？！

结果一节中文讲座，变成了日语讲座(老师：我这可不是什么日语讲座啊！)

回来的路上，因为没有刚好的校车，就走路去秋田站了。

和jk的交往实在是太难了啊！！(比物理都难！

一路上的话题变化的简直跟不上，虽然不知道是说谁但是听起来蛮有趣的就能跟着做出反应...日本jk太厉害了！！

我：jk实在是太厉害了！

七世：o酱也是有jk资格的哦！

我：资格？？？

王　語馨的日记



十二月二十七日 「レモン」

2018.12.27

今日は講座五時間ありましたが、最後は七時間くらいずっと勉強しました。補習期間ですから、昼休み時間がないでした。お昼は10分あきでの休憩時間でおにぎりを食べて、
すぐ次の講座へ。

どうしてこんなに選択しましたのよ!

大変だったが、楽しかったですよいろいろ。

最初の三時間（実は四時間半ぐらい）は国語の「レモン鑑賞」、米津さんのレモンだけじゃなく、「レモン哀歌」という詩もやりました。この中のいろいろな関連を探して、２
人の目線に分けてそれぞれを歌詞を見て、今までなかったの意味を発見し、ただの歌詞でも、簡単な失恋じゃなく、その中の切なくて美しい物語を理解できました。

いい勉強になりました。

帰りの時、先生から国語の内容（特に古典）を教えてもらえたいので、補習ので補習をしました。

古典はほんとに日本語じゃないです!!!!

先生も一生懸命教えた、自分も一生懸命理解したけど、効果微妙....じゃあ取り合いず続きの漢文やろうと思って、その読み方しか覚えてなかった。「...日本語の読み方より、私
にとってそのまま読んだほうが分かりやすいかもしれません...」と言って、普通に「文言文」として現代語に訳しました。

先生は..サプライズで（この単語しか表現できない）、もう２種類の問題を丸にして、「これもやって、ほかのはななに教えてもらおうか。」で課題が増えました。

私：「レモン」面白かったですありがとうございました良いお年を。（逃げる。

把日文投稿翻译中文的文章
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十二月二十七日 粉雪（こなゆき）

2018.12.27

四時間目の中国語講座も、ほとんど雑談になりましたが（人数少ないからね）、私たちの夢や、将来やりたいことについて、先生と友達の両方の角度として、私たちはにアドバ
イスをしました。

先生は自分で大好きな中国語の歌のピンイン（拼音）を調べて、いろいろ用意しましたが、誰も来なかったです...終わるの時間に、先生から「春の時もやるんで、その時友達も
一緒に連れて来たら嬉しいです。最後、皆さんと一緒にこの"小幸运"を歌うのは私の夢なんです。」と頼まれました。

そうですね、ｃーpopは今はまだあんまり人に知られていませんが、先生は日本人として、こんな力を入れているのに、私もその力になりたくなりましたね。

先生ありがとうございました！！

よーし、来年の計画の中、もう一つのやらなければならないことが増えましたね。先生と約束しましたからねｗ

そして帰り道...

粉雪...でこんな感じかなーと初めて知りました。二人が吹き雪の中で、道も希望もないほど歩きました。車の中にマフラーについた雪が溶けて服を濡らすのはほんとにいい体験
じゃないと思います。

そろそろ風邪を引きそうな気がするけど（笑）

今日いろいろ楽しかったです！これで、おやすみなさいｗｗ

把日文投稿翻译中文的文章
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十二月二十八日 暴风雪

2018.12.28

晚上好！

我发现昨天的可能不是“粉雪”，是暴风雪啊！！！

早上远在中国的母上大人给我发消息，说秋田暴风雪已经上新闻了，让我考虑一下别出门。

我：...没关系别担心我已经放寒假啦。

抬头看了一下窗外，依旧是乌云密布，风吹雪走。我的寒假补习在昨天结束真实太好了（泣）

今天，nana结束在北海道的滑雪合宿回家了。两个人蹲在火炉前感叹结束的真是太及时了，要是赶上昨天的暴风雪可就惨了。

“北海道这几天天气都可好啦，还遇见了奥运会选手我给你看照片！”

“...那真是太好了。”

昨天晚上的惨状根本说不出口啊！！

住家从明天开始要连着三天去较远的一处滑雪场练习，晚上没法回来。如果只是两天，还能咬咬牙约约同学撑过去，三天的话...

“我去！！”

每天早上四点起，我有两个选择，一个是按时起来，一个是一觉睡到三天后。

收拾行李去了...

晚安！
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十二月二十九 寒假

2018.12.30

晚上好...

早上四点垂死病中惊坐起，住家妈妈问我起的来吗，明天去也可以哦。

我：“...明天？”

妈妈：“对呀。”

我；“等会，你们哪天在外面住？？？”

妈妈：“啥我们不住啊？？？”

... ...

我以为昨天说的三天是在外面住三天啊！！虽然闹了误会有点羞耻，但是听说她们晚上会回家还是放心的含泪继续睡了。

今天可能是真正意义上的寒假吧，住家出门滑雪，家里没有wifi，作业一大堆...刚开始还宏图大志的准备一天把英语写完，但是开始后才倒吸一口冷气的发现全是英翻日。

“日语好难。”我泪流满面。

于是在家写写作业思考思考人生的咸鱼了大半天，做出决定：明天一定要跟着去滑雪场。

（照片是nana从北海道带回来的伴手礼和秋田特有的鱼！之前的住家爸爸经常跟我提到会在打雷的天气容易捕到！)
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十二月三十日「誰？」「宇宙人ですけど。」

2018.12.30

こんばんは。

昨日、今日は一緒にスキー場に行く事について指切った、ですから今日は約束通り四時に起きて、スキー場に連れてってもらいました。

朝早く着いたから、あゆの友達たちが遊びに来ました。

「あれ３人兄弟だっけ？」

「違うよ二人だよ。」

「えっ、これとこれ?」（私とあゆの事、なな泣きそう（笑）

「違う違う、これとこれだ」

「えっ？じゃこれは？いとこ?」

「日本人じゃないよ」であゆが笑っいました。

「？？？？？何人ですか？」

「宇宙人ですｗ」で私も笑いました。

家に帰って、ちょどうお父さんいるから、お父さんがごちそうしました。

明日はおおみそかですから、スキーたぶん休みです。でもその後の事ははっきり分かっていませんから、後で聞いてみます。

いいお年をｗ

把日文投稿翻译中文的文章
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十二月三十一日 大晦日といえば紅白？！

2018.12.31

「平成最後のおおみそか」

いつも一日を振り返る時間は、紅白が夢中になりました。

今年の剣玉、成功しましたね。2019のいい始まりですｗ

そして、白組勝ったのは良かったねｗｗ

いいお年を。
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1月1日 初詣

2019.01.01

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

0時の時、皆さんと挨拶して、寝ようと思ったけど、母と挨拶した時、「あっ、待って、今中国はまだ11時じゃん。」と思い出して、１時半まで起きていました。

そして今日もスキーなんだから、五時起きでした。運動家族、本当に偉いです!とても感心しました！

今日は私も滑りさせるつもりだったけど、天気が悪くて、明日にしようと決めました。（明日からはスキー合宿！今回は本物です！）

「一番簡単なコーナーはどれ？」とななに聞いたら、その指先で見えるのは、山の頂きでした。

私は生きて滑れますか?（泣）

そして午後は、初詣に行きました。神社は家から近いので、歩いて行きました。（初めて車じゃない出かけだった）この前3ヶ月研修の時の神社旅を思い出して、やり方は意外
と覚えています。

そして、神様は私の願いが聞こえたように、くじで返事しました。

2019も、頑張ります!

把日文投稿翻译中文的文章
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1月2日 滑雪就是要呲溜呲溜的滑下来

2019.01.02

晚上好！！！

因为正月住家姐妹俩的队伍内不组织训练，今天就来田沢湖自由练习。

“o酱你不是说会滑雪的吗老让你在餐厅一个人等着也很寂寞吧最近是自由练习要不要一起滑呀就最近几天如果累了就休息没事ayu也想跟你一起滑...”

于是自由练习就变成了教学任务。

早上ayu就很积极的为我“备课”，我并没有谦虚，是真的虽然滑过但是就白鹿原的一个坡上连山顶都没去过，基本上是初心者了。

“会转弯？”

“这个倒是会...”

“！！那就按828来滑吧转弯的时候转大一点可以先跟在我后面...”ayu眼睛一亮，用手指演示了好几次怎样滑“828”，拦不住她的我泪流满面..

穿戴好之后，大家判断了一下平常练习用的道我可能没法滑，就带我坐上了旁边的一条缆车。到达顶上才发现他不仅高，而且陡。

我记得第一次滑是摔了两次，顺着坡度向下滑行二十米，躺在地上望着灰蒙蒙在降雪的天空发呆。

“...这是什么滑道？”

“中级滑道呀。”

“....请带我去初级道！！！！”

之后在初级滑道(其实也不能说初级，有一段陡的停都停不下来），ayu老师如愿以偿的带我滑了“828”，一边的滑板摔倒掉了干脆单脚滑，虽然摔了蛮多次，但是让我回想起了之
前和朋友一起滑雪的畅快。

这时的我还并不知道下午将要面临什么...
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1月2日 滑雪就是要呲溜呲溜的滑下来(2

2019.01.02

因为今天给我买的滑雪卷是小时制的，到下午就截至，所以中午快速的吃完了饭，就又准备准备出发了。

“没事o酱，要是时间过了有人拦你，你就说中文，反正没人听的懂哈哈哈哈哈。”

我也觉得可行（才怪x

出发时的方向我就觉得不太对，我们乘上的是一个明显比旁边的两条缆车都高级许多的，带盖的高速缆车...这好像是之前姐妹两个上去进行专业训练时坐的。

应该是在下雪的关系，越往上越是云里雾里，面前一片乳白色，什么都看不见。缆车越来越向上，按时间来算好像已经是之前的缆车的两倍路程了。

“这个缆车是往哪去的？”

“虽然不是山顶，但是是最高的地方。”

看着白雾茫茫坡度陡峭摔倒一片人还在呲溜呲溜往下滑的脚下，我差点把“能不能不下缆车直接坐着下山啊”问出口。

接下来的时间简直是地狱半小时...虽然我不知道具体是滑了多久，但是按体感来说都快一个小时了吧。

真的不愧是专业训练的滑道，是真的很能提速度练技巧，因为他真的很！陡！！如果普通的滑下去速度实在太快了（对我来说），所以途中几乎一直是减速度倒八字。就是这样，还
是前后左右倒在地上就往下滑，接着摔倒时的速度和惯性不向下二三十米停不下来。

“我觉得摔倒更轻松啊。”看着更加灰蒙蒙的天空。
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1月2日 滑雪就是要呲溜呲溜的滑下来(3

2019.01.02

从高级滑雪道下来，我脑内只有“活下来真是太好了”的想法了。但是好不容易克服了这样的难关，为了不忘记感觉还是准备继续练习。

于是ayu带我来到了早上第一滑去的中级滑道。意外的，如果是转弯的话我竟然可以跟上ayu的“828”（她在缆车上跟我算了半天她得过多少奖），虽然在最后的地方摔了一跤，但
是整体来说还是比较顺畅的滑下来了。

“膝盖疼是努力了的象征哦，你很努力啦。”

...虽然不想被ayu小朋友这么说，但是她是前辈啊！！在我心中的形象瞬时高大了许多！

之后休息半小时补充水分，借着自由练习ayu老师找朋友们玩雪去了，之后回来的nana又带我滑了两圈。

可能是刚刚的训练真的有效，也可能是被高级滑道洗礼过后不怕摔倒了，从中级滑道向左横穿去下一个缆车的起始点，以及最后在初级滑道练“828”，一次都没有摔倒（其实雪松
松软软的还挺舒服，就是膝盖快折断了。

下午就回到合宿场了，我和nana一个房间，因为她之前去北海道集训没能听数学课，睡前还装模作样的给她讲了几道题（我很认真的！）。

最后一张照片是ayu小朋友（擅自）给我的礼物，听说合宿场有很多这种虫子..

晚安..（怂 

王　語馨的日记



1月3日 合宿場で

2019.01.03

こんばんは！

今日からチーム練習が始まるので、ずっと合宿場にいました。午後、訓練終わったななたちが帰ってきたと思って、ドアを開けたらーー

「... ...？」

「???すみません！」

ーー両方とも:だれ？！

後でお母さんに聞いてみて、今日からほかのチームメンバーもここに泊まるようです。

歳も近いですから、夜一緒にあそ..じゃなくて、勉強しました。この三日間英語と国語をおわろと思って、頑張りました...

英語over！（yeah!

おやすみなさいｗ

把日文投稿翻译中文的文章
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1月4日 回家啦w

2019.01.04

晚上好——

现在已经回到家啦！吃了两天速冻食品回家吃到热热的白米饭和味增汤实在是太幸福了qwqqq

昨天之前的住家爸爸说九期生的前辈回家了，喊我回去见个面，我：...我，我现在在田沢胡滑雪...这是我到了秋田第二次外宿。

啊跨完年还没回去拜年，最近想回去一趟，毕竟那边的爸爸已经将他们家称作我的「実家」了呀w

刚看到李老师提起田沢湖，我心想：田沢湖算是有名吗？下午住家妈妈就跟我说朋友在田沢湖碰到了一位很有名的演歌家，今年红白歌会也出场了的那种。

好像和印象中的不太一样，穿的很大叔的在湖边散步，然后被抓住签名了(笑)。nana听了中午休息的时候也跑过去要签名（因为滑雪场就在田沢湖），好像还说上话了。

为什么杰尼斯不来秋田呢（泣）

回到家终于可以睡个好觉了，希望我可以在梦中见到高先生（做梦！

王　語馨的日记



1月5日 兄弟は楽しい！

2019.01.05

こんばんはーー

昨日、日記を発表した後、1月4日はまだ終わりませんでした：

「あゆー、勉強しなさいー」あゆは毎日スキーに行くので、勉強する時間がないですね、頑張ってね。

「お母さん寝るよー、ほら、歯磨きしてあゆー」お母さんも運転するのが疲れましたね、おやすみなさい。

「おうちゃんー、あゆお願いねー」おうちゃんは...。！ちょっと、私にお願いすることですか？！

「あっ、15分になったら起こして。zzzz...」で、今回はなな。

ーーーーー15分の時ーーーーー

「おはようおはようおはよう！！15になったよおはよう！!」と、ななを揺らしながら叫んてた。

「おはよう...」

「ね違うでしょう、おはようじゃなくて起きて起きてーー」

「五分後...」

「...あゆ、お姉ちゃんを起こしてーー」

「うん、頼まれたのはおうちゃんでしょう？」と、小学校３年生に言われました。

兄弟がいるのは楽しいですね(;_;)

そして今日も、ななに数学の問題を教えました。その内容はなんだかちょっと分かんない部分があるような気がするが、自分のメモを見れば、「あっ、その時寝ちゃったか。」
と思い出しました。

数学もう寝ない‼‼

でも今は寝る（笑）、おやすみなさいｗ

把日文投稿翻译中文的文章
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1月6日 食事について

2019.01.06

こんばんは!

今日は事故的な食事でした。

まずはお昼、昨日、お母さんに「台所使ってもいい？」と聞かれたら、火のつけ方を教えてくれました。そして、素材を見て、「うん、明日のお昼はチャーハンかな」とも決め
ました。

今日も、本当にチャーハンでした。

しかーし！！火と素材以外も、大事なことがあります、それがーー鍋！日本はあまり「炒」と言う食物の作り方がないので、普通の家庭には「中華鍋」がありません。

これは仕方ないことですから、フライパンにしました。ここで問題が出ましたーー米をうまくわけれない！

最後はなんとなくできましたが...微妙...

晩ご飯もサプライズでしたね（。この前、お母さんが「梅干しと納豆、やだ？」と聞かれたとき、「まあ...でも食べれる」と返事しました。

その時、「美味しく思わないでも、食べる自信があるんだね」と、余裕を持っていました。でも、初めてその「健康の元」を食べると、研修のとき、マナー講座で食文化につい
ての心配はいるだと分かりました。

想像以上の衝撃食感!!!

最後は１時かかって、あゆとお母さんの応援の声の中で、完食しました。

泣きながら。

おやすみなさい。

王　語馨的日记



把日文投稿翻译中文的文章



1月7日 いい天気ですね、スキーしましょう

2019.01.07

こんばんはー

今日は滑ると決めたが、天気が悪くて滑れないそうだったけど、準備もうできてるし滑るしかないね、と思って一日滑った後、着替えたら外は晴れになってきた一日でした。

簡単に言うと今日、スキーに行きました。

今日は皆んなチーム練習があるから、最初お母さんと一回中級コーナを滑った以外は、ロフトに乗って一人で何回も滑りました。

数えたら朝4本、午後4本、あゆと同じくらい滑りました（同じくらいじゃない、コーナがちがいます！）。今回は一回だけ、中級コーナで転びました、でも回数が少なくなっ
たより、自分で立てるになったのがもっと成長になったと思います。

幸運か不幸か、一日中風と雪の中で過ごしましたが、時間が終わったら、天気が晴れになりました。

いつもと違う景色でした。太陽の周りの雲がだんだん下げてく、青い空が見えました。でも雲からうえに見たら、霧が山の頂きを取り巻かています、また雪が降ってるかもしれ
ません。

上から見れば、もっときれいでしょう。

今日も素晴らしい一日でした、おやすみなさいｗｗ

把日文投稿翻译中文的文章
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1月8日 早起是一件需要互相帮助的事情。

2019.01.08

晚上好！

之前不是有提过获得任务「叫醒nana」吗，今天大概是领取任务增强版的一天。

今天瘫在家里写了一天的文言文，嗯，我是说，汉文，按照原本的文章让我做题翻译我还能写出来，为什么翻译成日文他还是古文版啊（泣）

绞尽脑汁写完一本汉文后，翻开古文，合上古文（怎么感觉有干过同样的事的记忆？）放弃挣扎。我是说，等nana回来问问她。

今天住家妈妈跟我说，她和ayu商量好如果周四之前写完作业，就带她去合宿场住一晚上。然后周四开始nana的寒假补习就要开始了（我的在年前已经补完了），所以没法去滑雪。

nana一个人在家早上绝对起不来，所以希望我留在家里，两个人早上互相帮助，务必起床。晚上两个人可以相亲相爱的一起睡觉啊一起熬夜什么的。

住家妈妈：那就拜托你啦♡

我：？？？？？

默默的把最近10点的闹钟调到了8点。

苦手的事情再添一项：早起。喊别人早起。

晚安（笑

王　語馨的日记



1月9日 しあわせ

2019.01.09

こんばんは。

今日は実家に帰りました。

今日もお父さんといっぱい話ししました。去年の年末、お父さんの一番下の孫が生まれました。

「子供が生まれることは、お母さんと赤ちゃんが、力合わせなければいけないことなの、これは「仕合わせ」。これをできることが、「幸せ」だろう。」

二人が紙に書きながら、時間を忘れるくらい会話しました。今日もいい勉強になりました、お父さんありがとう！

把日文投稿翻译中文的文章
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1月10日 与明天相比是日常的日常

2019.01.10

晚上好！

今天是和nana相亲相爱（？）的一天ww

泡着茶写了一整天的古文，然后想到了盛传在男生之间的“昏睡红茶”...我坚信让我昏昏欲睡的不是古文而是茶。

今天只有我们两个人在家，看了看对方面前摊开的作业，晚饭还是用冷冻食品解决了。

本来想要明天中午稍微炒个西红柿鸡蛋烧个茄子之类的(顺手的调料除了盐只有番茄酱了..)，结果下午学校打来电话，找我明天去帮忙。

“？？？明天？”

“...其实是今天，台湾那边的短期留学生到了，希望你可以来帮个忙...”

虽然应下了，但是想想明天校车是停运的...

似乎又是一场苦战呢（对于路痴来说。

希望明天来的留学生能顺利的被我拐进啦啦队！！！(溜

晚安！
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1月11日 论劝诱的正确方法

2019.01.11

晚上好。

今天的校车其实没有停运！学校网页那个日程表是骗人的！中午下电车极限竞走半小时我只好当锻炼身体了。

走到办公室门口，国际部的老师刚好出门，告诉我应该是在图书室进行说明会，让我先过去等。

“好嘞。”

刚准备推开图书室的门——

“... ...”

“？！...”

我赶紧把脑袋缩回来，里面是(之前提过的我特别喜欢的数学老师，为了他我还报了数学补习的）老师，在进行学生面谈。

“啊，老师，里面好像在面谈...”

国际部老师刚好走过来，我就提了一句。老师也向里面探了探头，然后念叨着“好奇怪啊”，带我绕着教学楼走了两圈。

没错，走了两圈，特别是下面两层，还碰到了偷偷在特别教室吃午饭的同学，把他吓了一跳。

之后老师无可奈何的打了电话，回头告诉我：

“好像就是在图书室...刚刚确实是在面谈对吧？”

“是啊？？”

折回去一看，两家住家在图书馆的角落，三位同学不知道从哪回到了图书馆门口，国际部的各位老师也搞不清状况。

因为里面确实是在面谈啊！！！

(那个数学老师看到我还跟我打了招呼！有点激动！)

接下来的事情进行的就很顺利了，告诉三位同学开学发言的内容，写了发言稿后排演了发言顺序。

“没关系，到时候不会说的说中文也行，o酱就在地下可以翻译。”

...o酱表示没听说过这事？！

女生的住家里有一个小姐姐，看起来比较成熟，我想可能是前辈吧。试着搭话后，奇怪为什么对我用敬语，就问了她是不是明桜的前辈。

小姐姐羞涩一笑：“我今年初三，明年是想考明桜的...”

！！！！机会来了！！！！

虽然这次来留学的同学两名都是男生，但是这还有一个未来的学妹啊！怎么能不挖她过来呢！！

于是在老师对家长们说“请多指教”的时候，我诚恳又热切的看着小姐姐：

“请务必考虑一下！！！！！”

（顺带一提这次两位男生都比我年长，当上前辈的幻想算是破灭了，泣。）

王　語馨的日记



1月12日 話より風呂に入るタイミングが大事

2019.01.12

こんばんは。

明後日の中学生スキー大会で、ななは見本として、試合前に一本滑って欲しいと頼まれましたので、明後日まで、ずっと合宿に止まる予定です。

そして大会がありますから、スキーは絶対込んているだと思って、明日の夜、お母さんとあゆも泊まります。

明日は留守ですね。

夜、お風呂を入っている時ーー

「おうちゃんーー!!!」あゆの声です。

「???なに？」

「日本っでさあ、鬼を駆る時、豆を撒くじゃん、中国はどうするの？」

「なにを？（お風呂中だから）後で聞いてもいい？」

「違う今クイズーー」

「いつのやり方？今？昔？まだいる？あゆーー」

「ももだ。」声が遠くなりました。

？？？先から一体どういう話をやっていますか！

「おうちゃんお風呂に入るタイミングが悪いだからよ。」と言われて、上がった時、ちょうど今週の「嵐にしやがれ!」が終わりました。

そう言うことか。（泣

把日文投稿翻译中文的文章
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1月13日 动物园and火锅！！！

2019.01.13

晚上好——！

今天和学长们出去玩啦！

之前也一起出去玩过，这次就直接来喊我去不去动物园。这整个寒假几乎都在家和田沢胡之间两点一线，所以正好趁这个机会出去玩一趟。

而且家里也没有人嘛。

今天是久违的好天气，在露天的动物园逛也并不是太冷。我们吃过午饭才去的，结果就刚好赶上动物们的进食时间。

直奔企鹅去之后，又赶上了干脆面君（浣熊）的喂食体验，但是因为每天限定十组，虽然有点遗憾但是只好站在旁边观看喂食过程。四只浣熊其实是一家，边听一旁饲养员的解说边
看眼前的小动物打闹，即使是寒风中也令人挪不动脚步。

接下来也见到了很多平时看不见的动物，特别有趣的是刚生了小宝宝的母狮子。

“因为怕吓到，就把隔壁的老虎搬走了。”饲养员解释道，可能是怕老虎吓到狮子宝宝们吧。

“...其实是母狮子现在护崽，怕她吓到隔壁的老虎。”老虎表示非常委屈。

动物园三点闭园后，我们去超市买了食材，决定下午吃！火！锅！！！

到了日本后，我心心念念的火锅，终于吃到了（泣）。显然，此时的我没有意识到火锅底料是一位四川来的学长带来的。

前半部分我几乎是埋头苦吃，到后面大家逐渐战斗力下降后，开始聊起了在日本的各种经历。显然，大家对我在高中的经历很感兴趣，几番交流后我们也打成了一片。

晚上回家的时候几乎是依依惜别，想想明天还有艰巨的任务，只好告别回家。

我会想念火锅的！！！！（不是

王　語馨的日记





1月14日 研修（その1）

2019.01.15

こんばんはーー

今日は台湾からの留学生と一緒に、研修に行きました。

行く前にずっと「まだ民俗館と金庫博物館じゃない、今回はもう三回目。」と思って、電子辞書も家に置いたまま行きました。

でも今日はこの前よりずっと贅沢でした。

最初は子ども科学館に行って、いろいろ体験しました。「子ども」と言っても、実は年齢によって、それぞれ発見ができます。

お昼の時も大騒ぎ、行く予定があるお店は、ちょうど14日から休みますので、最後は台湾の子たちを連れて、「台湾ラーメン」を食べました。

私ともう一人の女の子は、お粥を頼んで、結局大盛り過ぎて、みんなに分けて食べました。

最後の「TDK過去、未来館」で、「未来は、宇宙でなにをやりたいか？」のコーナに、一番食べてくれた生徒さんが「お粥を食べたい。」と答えました（笑）、ありがとうござ
いますね。

後は南極探検記念館と蚶満寺に行きました、全部面白かったです。

明日からは学校ですから、頑張りましょう！！

王　語馨的日记



把日文投稿翻译中文的文章



1月15日 接下来是新学期！

2019.01.15

晚上好。

寒假结束的第一天，用女子高中生三连来总结就是“好冷！”“好困！”“？？？？？？？”(详见之前的论日本jk)。

虽说是长假结束，但是除了早上第一节课变成了全校集会做了开学典礼，其他时间都是非—常平常的在上课，虽然没有给缓冲的时间，但是大家也还都能接受，感到比较新鲜。（忽
略上课睡着了的一二三四五六个同学的话）

下午放学因为校车那里排队的人实在太多了，跟ｼｸｼｬ两个人对视一眼决定走去车站。

路上，说到ｼｸｼｬ最近减肥的话题。

“我中午都只吃了200卡的蔬菜，一般jk一天要摄入1800卡的balabala...”

“午饭还是要好好吃的，冬天不能减肥的。”我终于打断。

“けい酱喜欢吃日本的什么料理呀？”

“我喜欢寿司呀，其他料理都比较甜吧。”

“去吃吗，寿司。”

“好啊，不对，什么时候，现在？？”

“嗯，你一会有事吗？”

....并没有。

于是虽然事出突然，两个人第一次一起去吃了饭！！

感觉能为新学期开一个好头呢ww

王　語馨的日记





1月16日 寝られない夜。

2019.01.16

こんばんは。

まだテスト前の夜、寝られない夜。

数学の課題はもらってないですから、学校終わってから、六時半まで教室で友達と勉強しました。私達以外も、五人くらい居残って勉強していた。偉いなーと思って、それは夏
休みの課題テストの追追追試が落ちた人でした。

でも学校で勉強してもいいじゃないですか（じゃないです。

そしてゆめに「今日の物理、受けるの？」と聞かれて、あっ、今日は前回物理落ちた人の再テストなんだと分かりました。お昼の時、Jに行って、「物理頑張って〜」と言った
ら、「うるさいなーー」で皆んな笑いました。

数学本当にヤバい、終わらないけどやるしかない。おやすみなさい。

把日文投稿翻译中文的文章
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1月17日 課題テスト

2019.01.17

こんばんは!

課題テスト終わりました（泣）

昨夜三時まで勉強したおかけて、今日はなんとなく行けるな気がします。

が。

国語は絶対落ちたと思います。全部古典、これは本当に日本語ですか（泣）

数学はやはり...数学ですね。難度より、時間のほうが大変だと思います。50分で20個の問題をと解けるのは、ちょっと難しい解ける思ったけど、全力で書いていました。後で前
回の数学一位に聞いてみると、時間が少なくて、14個くらいはの問題を解けました。

...私は15個でしたけど。

数学の時間が足りなかったから、次の英語はできるだけ速く書きました。時間を見ると、20しかかかっていません。

一生懸命寝ないように頑張りましたが...すみませんでした。

今日は早く寝ます！おやすみなさい！

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



1月18日 在体育课上死亡缠绕？！

2019.01.18

晚上好！！

昨天久违的早早睡觉啦！！但是早上起床是照常的痛苦（早起超冷！！

今天最后一节是体育课，周五上完体育课就放假实在是太爽啦！！！这节课开始，体育课是分组做体能训练，内容自己决定，于是我们八节课六节都写了各种游戏。（还有一节是马
杀鸡哈哈哈哈哈

这节课本来准备玩“不倒翁摔倒了”（类似于“123木头人”），但是包括我三个人说出了四个玩法，大家对视一眼算了换个活动吧。

于是准备再试一下上节课老师指导着我们做的，面朝外坐下，然后搀着手一起站起来的项目。

看到我们失败了一次，体育的小光老师非常开心的跑过来给我们指导：

“下次再失败就不给你们平日成绩哦！”

“？？？？？？”

于是我们按身高调整了一下位置，结果只有左边四个人站起来了。

老师：“....是右边太弱了啊。”

为了平日成绩大家都尽了全力，此时虽然有点懊恼但是只能重振旗鼓。最后把左边两组比较强（站的起来的？）的同学放在中间，总算是成功了一个项目。

然后小光老师又跃跃欲试的问我们知不知道“人体九连环”（和不相邻的人以握手的姿势牵住手，最后解开成一条环），我们知道是知道，但是一上来就八个人的好像稍微有点难
吧！

八个人从只是交叉握手的姿势，在小光老师的指导下成功的死亡缠绕在了一起后，小光老师哭笑不得的请来了另一个可爱的体育老师做外援。

“这个东西有什么规则吗？？”

“好像没有吧，按理说应该是能解开的...”

“按理说？！”

... ... 

“这节课可能是没法解了，不然就留作这节课的作业...”

“别！还有五分钟！老师你再看看！”

结果其他人都在写本节课总结的时候，我们这组八个女生还死亡缠绕在一起，想起来就好笑哈哈哈哈哈哈。

来到日本后的又一个收获，可能就是从心身深处抗拒体育课（我真的运动神经0！），到现在即使是冬天也会期待上体育课了吧。

不甘心！下节课一定要解开！！我记得hey！say！jump也玩过这个，我去学习一下...（没见过你这么积极学习！

王　語馨的日记



1月19日 秋田生活的Q&A

2019.01.20

晚上好！

今天我要给大家科（胡）普（扯）一下，在秋田的日常生活是怎么样的呢。

Q：在秋田是不是满大街都是秋田犬？

A：对，每个来秋田的人，都能领到一只秋田犬，我们平时上班上学都靠骑狗作为交通工具。

 

Q：听说日本jk都光腿的啊，秋田那么冷，不会关节炎吗？

A：日本的jk都经过了秘密训练，所以经常从动漫里看到高中生拯救世界。光腿当然不在话下。

 

Q：同时日本的水果很贵，秋田也没什么名产水果，是不是真的按颗卖一颗几百块？？

A：对，而且有一个叫金泽的地方，卖的水果还有镀金箔的，可能买一颗就要供起来了。

 

Q：从田沢湖滑雪场滑下来不会刹不住进湖里吗？

A：？？？？这到底是从哪来的问题我实在编不出来了！

 

以上问题都是令人哭笑不得的，真的被朋友们问过的问题。

回答纯属胡扯，明天认认真真的回答一下哈哈哈哈哈。

也欢迎大家来交换不同地区的环境特色呀（滑稽

王　語馨的日记



1月20日 秋田生活的Q&A（真

2019.01.20

晚上好！

昨天将胡扯的answer发给朋友后，还有朋友表示“没看你最后一句差点以为真是这样了诶”。这是不是表明我正经的语气还蛮有欺骗性的啊（笑

今天决定用正经的语气来正经的解答一下！！

 

Q：在秋田是不是满大街都是秋田犬？

A：秋田是秋田犬的发源地，但是在当地秋田犬也属于很名贵的犬种，所以也不至于满街跑啦！（四川人：我们满大街也不跑大熊猫对吧！

 

Q：听说日本jk都光腿的啊，秋田那么冷，不会关节炎吗？

A：jk日常至少也算穿！校！服！裙子不能在膝盖上面，连裤袜要80丹以上（至少我们学校这样），冬天也是允许穿外套的！一般不存在光腿！

但是冷是真的冷...

 

Q：同时日本的水果很贵，秋田也没什么名产水果，是不是真的按颗卖一颗几百块？？

A：相对于中国，日本水果是挺贵的。比如在中国橘子按斤卖，像我住校就会周天下午买一次，一周就够吃了，但是在日本一般会分袋卖，五六个十几块人民币的样子？

 

Q：从田沢湖滑雪场滑下来不会刹不住进湖里吗？

A：哈哈哈哈哈田沢湖他是一个地区呀，滑雪场在湖的旁边是几座山，滑雪冲进湖里还行哈哈哈哈哈哈！！！

 

以上问题都是令人哭笑不得的，真的被朋友们问过的问题。

说认真回答其实只是按自己的理解解释了一下，可能有和其他地方对不上的方面，也欢迎大家一起交流呀！！！

王　語馨的日记





1月21日 諦めないということ

2019.01.21

こんばんは！

今日、数学の課題テストが返しました！返す前のホームルーム、先生がこう言いました：

「今回のテスト、非常に悲惨だった。百人の中で、十人しか合格できないレベル。」

「えっ、じゃ全員落ちたじゃない？先生、一番高い点数は何点ですか？」

「それは忘れたけど、すっごく惜しい人がいた。点数あげてほしいのに、その解答を何回見ても書いてないから点数あげなかった。」

「...それ絶対私だ。永遠にギリギリオット。」と思いますながら、手を合わせて祈りました。

そして、ホームルーム終わってから、数学の授業までの間、いろんな結果を考えて、めちゃくちゃ心配しました。

「私はもう諦めた、おうちゃん行けるの？」と聞かれて、私は泣きそうな顔で返事しました。

... ...

結果は良かったです。クラスは３人しか合格してないのに私がギリギリセーフしました（泣）。ですからこんな行けるかどうか、はっきり分からない結果発表が嫌いです！

素直に諦めて欲しいのに、私にとっては難しくてなかなかできませんね...

そっちのほうが全然楽じゃないですか？でもやってみないと分かりませんから、やっぱり挑戦したいです！今回も試験前に、クラスメートの本を借りて、夜三時まで勉強しまし
たからね。（テスト中ちゃんと起きていて良かったわ...）

でも国語は全部古文ですから、それはさすがにやばいので諦めよう！（こらーー!!!

把日文投稿翻译中文的文章
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1月22日 漢文のままがもっと分かりやすい

2019.01.22

こんばんは！

前回体育の「人体知恵の輪」の続きなんですが、今日はまず４人つづ解けて、天の声（光先生）の指示で、ついに全員で解けました！

そして、G組全員の女子で、一人つづ後ろの人の体に倒れて、最後皆んな輪になりました。私の後ろはななせでしたが、ななせがめっちゃ笑っていて、乗りにくくて私の腰も折
れそうになりました。

でも達成感本当に半端じゃない！

光先生は写真を撮りました、それ欲しいですね。

そして今日国語を返しました。3点合格しました！！（泣）もともとはライン以上2点でしたが、一つの漢文の問題を発見して、先生に言いました。

漢文は絶対中国語のほうが分かりやすいです！

明日の英語を期待しています〜！

（写真は今日のラーメンでした）

把日文投稿翻译中文的文章
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1月23日 インフルエンザ

2019.01.23

こんばんは！

昨日、車でななのスキーの友達がインフルエンザに当たって、せっかくの世界大会が無くなりましたの話をしました。

夜、ななは急に熱が上がって、今朝病院に行ったらーーインフルエンザでした。

私は熱がないですが、万一のため、今日休みさせました。友達に聞くと、明桜の中もインフルエンザ流行ってるので、うちのクラスも何人か急に熱があって、休んだらしいで
す。

そして、お母さんはインフルエンザに対する予防の対策を教えました。ななは普通皆んなと一緒に寝ているが、今日は私の部屋と交換して寝ます。

伝染しないため。

把日文投稿翻译中文的文章
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1月24日もインフルエンザ

2019.01.25

こんばんは。

今日学校に行きました。「家より学校のほうが安全」と思っていたが、今日、うちのクラスもインフルエンザ一人出ました。

「そいつ小学校から毎年一番インフルエンザになるよな。」

幼馴染か、羨ましい。

そして家に帰って風邪でした。体温計をやると一回目は41℃でした。

私：？？？お母さん体温計壊れた。

お母さん：？？？これもやって。

三回もやったが、毎回体温も違いました。とにかく風邪の薬屋を飲んで、寝たいですが明日はまだテストがあります。

ちなみに課題テスト全部合格しましたｗｗ（これを言う場合じゃないでしょう？！）

把日文投稿翻译中文的文章
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1月25日 国語でした

2019.01.26

こんばんは!

昨日薬ヲ飲んでそのまま寝ました、心配しかけてすみません!!

この世で一番いい薬は寝る、二番はお湯かな（私にとってね）

後期期末試験までの時間はもう少ししかないから、各教科の先生皆んな「これからめっちゃ進むぞ」と言って、試験範囲を広げたいです。

ななも12月から、スキー合宿だったり、ケガしたり、インフルエンザだったり、家でどれだけ頑張ってでも、学校の授業受けないと大変そうです。

最初から「勉強教えて」と頼まれたから、できるだけ学校に行きたい、助けになりたいですね。

そして今日は、なぜか授業は進まないのを分かりました。

先生がわざと体調不良の人を待ってる可能性もあるけど、今日の授業はだいたいこんな感じでした。

社会の先生：「例えば車、ビール...」

生徒さん：「ちなみに先生が一番好きなビールはなんですか？」

「一番飲みやすいビールはなんですか？」

「それも持ってきてください、皆んな共犯になればいいじゃん。」

社会の先生：「なんで社会の授業でビールのすすめやるの？！」

 

日本史の先生（生徒指導主任）：「ちなみに皆んなはズボン派？スカート派？（男子に）」

生徒さん：「なんで明桜だけスカイじゃないですか？」

「着替えるとトイレの時は面倒くさいですよ先生、何度かしてくださいよ」

「和式もそうです、男子のほうは和式ないですよね」

私：「今なんの話し？」

隣さん：「スカートとトイレの関連性。」

 

国語の先生:「（タイトルは仕事についての話しだから）皆んな働いたことある？」

「アルバイトは楽しっすよ、特に芸能界のアルバイ」

「ちなみに私はakbとbingbangのアルバイやったことある...」

「ディズニーの面接も受けた、二回...そう、面接だけ。なんか質問ある？（怒）」

...　...

私と隣さん：「国語でした。」

把日文投稿翻译中文的文章
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1月29日 用流感做题目的后果。

2019.01.29

晚上好！

28号没有写成，补一句母上生日快乐！！！

最近一段时间日本流感横行，上周住家的女儿中奖，周六一起去滑雪的同学中奖。周六滑完雪我就倒下了，三十七八度的体温持续了两天，但是也瘫着起不来床。

我：听说周六一起滑雪的同学回家就流感了啊。

住家妈妈：等八小时以后才能检查出来啊。

医生：浑身疼可能就是A型了吧。

流感：？？？说啥呢不是我。

以至于今天去学校跟同学说了，同学感叹道“你的身体是真的努力了啊。”

反正已经烧了两天了现在反而想中奖...（呸呸呸

因为大家都觉得这个症状看起来差不多了，昨天住家的妹妹呆在家观察了一天。今天早上得知我不是流感，比我还难过，因为她也可以安全的去上学了哈哈哈哈哈哈。

我再也不立这种反向flag了。

王　語馨的日记



1月31日 ｊｋの日常といえばｗｗ

2019.02.01

こんばんは！

今日ななとデートに行きましたよｗｗ

シャンプー買ってくると思って、入る瞬間で決めました。嵐のこと本当に泣いた私（泣）。

そして「スターバ飲まない？」と聞かれて、結果あちこち遊んで帰りました。村上春樹先生の本を買おうと思って、見に行きましたが、先生の本はほとんど１冊しかない、売り
切れ状態でした。

今日運動部として心電図検査に行って、久しぶりに先輩と会いました。（そうそう、プリを取るとき、３年生の先輩ともあった。３年生は今日最後の登校日ですからね...でもま
だ“卒業おめでとう”と言わない！！）

実は大会応援の前、春休み開けたら、一年生向きの部活紹介もやるらしいです。でも去年は人数が多くて踊りましたけど、３人はできなくないですか？

王　語馨的日记



把日文投稿翻译中文的文章



2月1日 バレンタイン予報ｗｗ

2019.02.01

今日の国語の時間、現代日本国内の大きな社会現象について話しました（違います）。

「みんなが知ってる通り、紙幣ができる前に、貿易といえばーー」

「物々交換ー!!」

「その通り。じゃあ今は物々交換ある？うちのお米と隣のハタハタと交換するとか。」

「...バレンタイン？」

「まあ、ちょっ、それは違うでしょう、それはちょっと違いませんか???」

「じゃ先生のバレンタインはどう過ごしますの？バレンタインチョコもらえますか...」

... ...

この前「日本のアルバイトについて」の続き、「日本のバレンタインについて」を了解できましたｗｗ（チャイムが鳴ったとき先生泣きそうだけど大丈夫？！

今年のバレンタイン、ｊｋとして頑張って見せますよ！！友情チョコの前に、数学の先生のチョコを準備しないとね...

今日もぱっちりな国語でしたｗｗ

把日文投稿翻译中文的文章
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2月2日 “秋田春节”in日本

2019.02.03

晚上好！

今天去参加了秋田中日友好协会举办的庆春节活动，与秋田各个大学的中国留学生前辈欢聚一堂，得到了宝贵的交流机会与留学经验。

此次的参加者不仅是留学生们，还有友好协会和女性委员会的老师们。大家很快和周围的人交谈起来，没有了日常西装革履的束缚，气氛轻松惬意。茶道体验时遇到的老师认出了
我，非常欢迎我来玩，并邀请我下次活动一定要再来参加。我哪有拒绝的理由，非常感谢协会给我这样难得的机会。

午餐时，一位老师上台演奏了二胡，琴声悠扬，很难令我联想到平时常在戏曲伴奏中听到的二胡（从小就受到秦腔的艺 术 熏 陶）。不仅是经典曲目赛马，还有日本跨时代歌曲《像
河流一样》(川の流れのように），现场也有前辈伴着音乐哼唱起来。

除此之外，还有bingo game和卡拉ok等活动，旁边的学长获得了全场的猜拳冠军，打开礼物一看，装了一袋子的女性袜子还有一条丝袜，倒是啼笑皆非。于是同我得到的咖啡交换
了，想展示一下得到的奖品，拍出来基本是一堆袜子（笑

下午想着相聚机会难得，又和前辈去了附近的活动中心打保龄球。经验者给新手教教打法，偶尔全倒大家便会赢得大家的欢呼与掌声。对于年轻人的来说，可能这样适合欢笑打闹的
地方更适合春节的气氛吧。

还没到家，就收到住家妈妈发来的“o酱上电视啦！！就在刚刚！！”的消息，没有看到稍微有点遗憾。

我认为在日本还有这样庆祝春节的机会非常难得，两国国旗比肩悬挂可能是我们这样的留学生看来最美好的景色了吧。

非常感谢友好协会以及女性委员会举办的活动！提前祝大家春节快乐！
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2月3日 「鬼は外、福は内!」

2019.02.03

こんばんは！

今日は立春の前、節分の日です。一年の芽吹ーー春から、この一年の健康と安全を祈るため、豆まきをしました。

３日前から、あゆはもう楽しみして、鬼の仮面をやって用意してくれました。（かわいいけど鬼っぽくない？ｗｗ

晩ご飯の後、この前買った福の棒ーー落花生を出して、半分半分に分けました。今年は３人ですからねｗｗ

じゃんけんで決めったら、ななは最初の鬼でした。笑いながら「鬼は外、福は内！」と言って、大騒ぎでした。ここから、あゆが興奮するの原因を分かりました。

あゆは鬼より怖い！！

私の番の時、棒（空気がはいてるやつ）を持ってるのに、「痛い痛い痛い痛いーー！！」で、あゆの豆にやられました。楽しいけど本当に痛いですよこれ（笑）

最後は年齢と同じ数の豆を食べる...つもりでしたが、数えるのが忘れましたーーたぶん16でしたよね、うん！

把日文投稿翻译中文的文章
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2月4日 “中国春节”in日本

2019.02.05

新！年！好！

本来已经做好了没有春晚炮竹年夜饭的心理准备，但是周六友好协会的活动过后，前辈们喊我除夕夜去秋田大学包饺子吃。

没！想！到！还！能！吃！上！饺！子！

虽然大家也有很多生面孔，但是吵吵闹闹却又有条不紊，不大的留学生会馆里洋溢着春节的氛围。

大家说是来帮忙包饺子，结果真的能上手的只有一个小姐姐。于是她就被我们借来借去进行教学，最后还是能一眼看出哪个是谁包出来的（笑

后来不知道是谁提起来想看春晚，几个前辈想了想拿起车钥匙就出门。正怀疑他们是不是准备买个电视回来，就见他们拎着电脑音箱回来了。

因为没有wifi，房间里的人轮流开热点支撑直播，然后连在显示屏上——大家都没想到真的能看到春晚。

去年春晚的时候我们可能还在嗑着瓜子划拉手机，时不时抬眼也是因为有稍微感兴趣的节目。但是如今独在异乡，能看到熟悉到有些嫌弃的春晚却是缓解乡愁的最好方式了吧。

新年快乐呀。

王　語馨的日记



2月5日 ビンゴ！

2019.02.05

こんばんはーー

明桜祭の時、一年生がフリーマーケットをやったこと覚えていますか？私はもう忘れじゃいましたけどね（おい！

その時の売り上げは、まだ残っています。そして４月から、皆んな文理選択によって、別々なクラスに行きますから、今日のホームルームの時、その売り上げでお菓子を買って
お菓子パーティをやりました。

皆んな自由にお菓子と飲み物を取って、それからビンゴゲームをやるので、高いお菓子６つ用意しました。（四番目の1メートルくらいの柿の種の棒に気にめっちゃ気になっ
た）

「うち運が弱いから絶対当たっないよ」こう言うゲーム正直弱いです...

「当たったらいいな。」ほのかちゃんも弱そうに見えましたね...

二番：ほのか。

私はまだ４個もつながっていません...でもだんだん、当たって、立ってた次の次、ビンゴしました！柿の種じゃなかったですけど、五位優勝、いや、優勝すること自体が思わな
かったです、びっくりしましたね。

今年良い年になりそうです！

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



2月6日 私が来た！

2019.02.06

こんばんは！

秋田でアニメショップがあるなんで、聴いてなかったですよ!!!

チーちゃんのかばんにアニメのバッジ１１個ついているので、もしかしてアニメ好きなんじゃないかなと思って、聞いてみました。

“駅にあるよ、一緒に行く？”

“????あるの？！じゃ行く！”

明日から入試で学校は休みますのでから、今日の帰りですごし寄りました。

エスカレーターに降りて降りて、食事コーナの隣、地味なお店がありました。中に入ると、漫画のシーンみたいでした。

天国。（おいー起きろうーー

心の声：本物だー!!

何かを買おうと思って、心の中でひどい戦った後、これにしました。［写真］

“どれがいい？”

“エッと、電気！（黄色やつ）”

開けたら:“あっ、黄色！あっ、オールマイト...”

オールマイト：私が来た！

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



2月7日 講座時間！

2019.02.07

こんばんは！

時間割りが大変です！

再来週のテストが終わった後から、春休みの間までの２週間くらいの授業は、自分がいろいろな講座から、自分が受けたいのを選択して、受けれるのです。

“冬休みのアカテンメイアみたいな感じ。”と先生が言いました。

が、大分違うだと思いますね。

冬休みの時は、教科だけ選んだらいい、１講座は三時間の授業があります。でも今回は時間ずつ選択しなければならないのです。

受けたい講座が被ったり、時間が余ったりして、ただの時間割りで、三時間以上悩みました。まだ完成していません。

同じ時間の講座を同じ場所で印刷するほうがいいのになーー

明日、テスト勉強とも一緒に頑張りましょう。

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



2月9日 jk们的女子会？！

2019.02.09

晚上好！

好险！！因为前几周的研修都是在周六，所以和小姑娘们约了周天出门，结果——为什么只有这周的研修在周天！

昨晚惊险的合了合时间，safe——

昨天的秋田下了一整天雪，早上起来还在担心会不会又暴风雪电车停运，但是还好，至少在往返秋田的时候比较顺利。

还未睡醒的秋田周末恍若画卷，像是沉睡已久了的铁道银装素裹。仅有的乘客也躲在了温暖的候车室里，不愿破坏眼前的景色。

大家三三两两的聚齐以后，从站前商城还未开门就开始了各种属于女孩子的活动。活动内容是jk的秘密哟ww

说到女子高中生肯定少不了恋爱话题，意外的是大家分享的都是甜甜的小故事，就算捂着脸尽量平铺直叙的说出来，也会被打趣到红了耳尖。

今天糖分摄取过高了啦！！

啊，话说回来随身携带读书卡是一件好习惯，碰到自己想要的书可以立即下手。

希望对照着中文版可以把这两本书啃完！

晚安！

王　語馨的日记





2月10日 今日的wild cooking！

2019.02.11

晚上好！

准备睡觉的时候接到今天研修取消的通知，第一反应：关闹钟！！感觉如果给昨天一起出门的姑娘们说会被凶啊（扶额

吃完早餐和小姐姐商量中午吃什么，想了想昨天买回来的辣椒（在小姐姐们买软糖巧克力的队伍中非常显眼哈哈哈哈哈），想了想不如溜个白菜。

“是中国的吃法吗？”

“嗯，但是比起‘中华料理’，大概算是‘中国料理’？”

到了中午，两个人撸起袖子就干。想着小姐姐可能不太吃辣椒，就在油里煎了煎拾出来。

“失败了可怎么办啊...”

“没事没事，o酱有失败过吗？”

“没有...”因为没烧过这个菜...嘘。

端上来后，又切了半个番茄炒了个蛋。但是相比这道传统名菜，小姐姐好像更青睐白菜一点。

“米饭不够。”

吃了两口后小姐姐下了定论，然后跟我聊起一家做很辣的锅煮料理的店，商量考完试去挑战一下。

结论：中国辣椒真辣。

王　語馨的日记



2月11日 テスト勉強頑張ろう！

2019.02.11

こんばんは！

5連休で、理科のテスト勉強を全部終わらせました！テスト前はたぶんもう一度やり直しますが、これで少なくとも合格できるようになりましたね。

次は英語かな、文系は丸暗記しなければなりませんから最後にしますね...

テスト前は焦りやすいね私（笑）、でも少しの緊張感も、真面目の象徴だと言われていますよ。

明日からは学校ですね、頑張りましょうｗｗ

把日文投稿翻译中文的文章
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2月13日 Cーpop先生！

2019.02.13

こんばんは!

この前の連休で、アカテンメイアの時間割りを作りましたじゃん、朝学校に行ったら、皆んなまだ入れて無い人が多くて、忙しかったです。

もちろん、私以外ですねｗｗ

「おうちゃんはしんちゃん（うちめっちゃ好きなかっこいい数学の先生）のやつ入れた？私も其れにしようと思って。」

「えっ、おうちゃん終わった？じゃおうちゃんと一緒にすれば？」

「うん、あっ、でも私はたぶん理系に行くから...ほとんど物理とか...」

「ええ、どうしよう、あと五分しかない、、」

「ummmm、じゃこれどう？絶対楽しいよ。そうそう、その先生だよ。」

と言って、この前冬休みでやったCーpopに誘ってみました。効果は意外と良かった、その先生は理系の先生ですから、講座のテイマはほとんど理系のものでしたが、こう言う
講座もやっていると、たぶん皆んな思わなったでしょうｗｗ

放課後、職員室の前、その先生とたまたま会いました。

「よ、元気？」

「元気ですｗｗ」

と挨拶して、先生はノリノリで、この前の春節や、アカテンメイアの講座についても話しました。私も「友達と推薦しましたよ、先生の講座」と言って、先生が大喜びで、職員
室から今回歌う予定な歌を取って見せました。

その歌以外も何十曲の中国語の歌がありまして、やはり言語勉強は歌に対する興味からですね（私にとってはそうだけどねｗｗ

一緒に頑張りましょう！

おやすみなさい！

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



2月13日 饱含感激之情的巧克力？！

2019.02.14

晚上好！

之前还提到情人节的预告演习，今天收到点心才突然想起来，啊！明天是情人节来着！

问一起回家的小姐姐准备明天的情人节了吗，小姐姐羞涩一笑说前几天试的曲奇失败了，今晚准备再做一次。

这可能真的是女子力的差距吧（跪。

下午于是在车站附近逛了逛，很多店铺口摆了大大的爱心，架子上罗列着各式各样的巧克力糖果。本来想着按人数份买现成的算了，但是想了想收到的手作点心，狠下心，还是手工
能表现心意啊！！

（关于这个狠心，一是手工材料比较贵，二是我！真的！对做点心！一窍不通！！）

回到家，住家妈妈和ayu刚做好明天要送给朋友的点心，ayu非常积极的：我来帮你呀！！！

吃完饭，我认真的表示一定要饱含感激之情的做这份巧克力。

把巧克力融化，倒进模具，不知不觉中接下来的工作就变成了ayu负责做巧克力，我负责饱含感激之情。

？？？？等一下？？

有了住家小姐妹的帮忙，做出来的效果还算像模像样（...吧？

私心挑出做的最好看的几块，明天一定要交给慎酱！！（当面送肯定会害羞，所以跟他负责的社团经纪人说好帮我送给他，经纪人小姐姐特别爽快的答应了（捂脸。

晚安！！

王　語馨的日记





2月14日 be my Valentine！

2019.02.14

ハッピーバレンタイン！！

今までのバレンタインって、一番雰囲気あるのは今日でした！

朝から、クラスの女の子たちとチョコやお菓子を交換して、空気も甘くなってきましたｗｗ

皆んな女子力高、とう取りすぎだより〜

そして、男の子たちもチョコを買って、皆んなに分けていますけど、お互い「...もらった？」とこっそり聞くのもありますねｗｗｗ

委員長！初チョコおめでとう！！

把日文投稿翻译中文的文章
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2月15日 东大医学部的神脑

2019.02.15

晚上好。

现在还处于大脑当机状态，和住家小姐姐全程手扶下巴，看完了新的一期头脑王。

恭喜河野玄斗头脑王二连霸！！

洗完澡出来，被电视上有点中二的異名吸引，跟住家妈妈吐槽了两句结果没停下来。比起国内最强大脑更多依靠记忆力，头脑王几乎在大家还没读懂题要问什么的时候选手就已经做
出反应了。

特别是人脑vs电脑的时候，河野小哥哥最终胜出时全场都浮现一种感动的氛围，这应该是与计算机数据的对决中，难得的胜利吧。

理科生的魅力啊。河野小哥哥太帅了。

最后奖杯捧在手中的时候，河野还是一脸淡然，只在众人鼓掌欢呼的过程中，稍稍勾了勾嘴角。

“你倒是笑啊！！为什么不笑啊！！！！”住家小姐姐都替他着急哈哈哈哈哈。

可能这就是天才吧，这是一个需要充足睡眠来安抚我受到智商碾压的周五。（绝对不是复习偷懒的借口！！

晚安！！

王　語馨的日记



2月18日 明日からテ！ス！ト！

2019.02.18

こんばんは!

アカテンメイアって、自分もよくわからないですけど、この前ずっと休み中に行っていましたが、今回みたいな「学年末試験の終わりから、春休み前の間」と言う時間でやるの
ははじめ手です。

皆んなそれぞれ勉強する方向や、レベルの差がありますので、今回の機会で、自分がえラベル授業をやって、もっと自分にふさわしい勉強になるように、特別な２週ですかね。

これを受ける皆んなは、少なくとも準高２生ですから、選択した内容葉いっさい触れず、検査するのは時間と講座番号あってるかどうかだけでした。

今回は冬休みみたいに「興味開発講座」半分な講座と違いますけど、見るだけで楽しそうな講座もあります。これも自覚性を使うところだと思いますね。

明日から期末試験あるので、週末もスマホをいじらないようにしましたが、今週中は続けいたいと思います。

文科やばい!!!!

ちょっと消えますかも（日記のこと）、面白いことがあったら、まだ皆んなに教えますから、おやすみなさい！

（写真は駅でもらったやつ、結構真面目な感じするんじゃない!）

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



2月22日 出关的flag不要立。

2019.02.25

考试总结

（这大概是我上学十一年第一次主动写考试总结吧哈哈哈哈哈哈）

咳咳。我现在的心情，比较激动，但是我要严肃的宣布，考试期间闭关结束了！！！！！

上次考试的时候还没搞明白日本考试的路子，差不多摸清了之后这次就准备好好努力一下，现在竟然有点期待出成绩！

怎么说呢，虽然也有搞砸了的科目，但是闭关三晚上把半个月前就开始的考试复习所以都重新再写了一遍，我觉得还是有效果的。

啊。数1那天起晚了没写成结果考砸了，不能偷懒啊！！！

不管这次出来结果是什么，我觉得自己大 概 是不后悔的。这次和一起去理科的朋友约好化学拿全班1和2，化学习题册前前后后做了三遍（答案基本都能背出来了），考试也差不多
ok，想拿到一个好分数！！！！！

啊啊这里不应该立flag的啊。

王　語馨的日记



2月23日 仙台研修GO！(一)

2019.02.25

晚上好！

考试结束的第一天，想他。（并没有！！！

考试终于结束了！！！！！紧接着就是去仙台的县外研修！！yeah！！！！

这次是和台湾交换生以及其住家的同学（下学期会交换到台湾去学习三个月）们一起研修的，大家下学期也会交换过去留学，所以对学中文很有热情。

和一个学长就声调的问题展开了一系列讨论，“你很苦”和“药很酷”应该不是正确的表现（捂脸

之后不知道从哪开始，一车人又说起了绕口令。国家队吃螺丝冠军种子选手不甘示弱，把一车人都搞得教我教到自己忘记原词。

之后还说了点冷知识，比如晚安=wanan=我爱你爱你（不知道是谁想到的？），还有“您”是“心上有你”的意思（同样只是道听途说）之类的说法，感觉不仅是日本同学对中文
兴趣加深，我也想多调查一点了(捂脸

王　語馨的日记





2月24日 仙台研修GO！(二)

2019.02.25

晚上好！！

昨晚之前，我一直以为那种合宿时非常闹腾彻夜通宵的房间只。是。漫。画，现在终于体会到什么叫漫画来。源。生。活。

晚上大家商量把巴士上的怪谈接着讲完，隔壁班的小兄弟讲完问我有没有遇到过什么，我认真思考了一下：笨蛋是不是不会撞鬼？？？

然后一群人在好不容易考完试了的情况下，竟然又不知不觉的到了两点多。温泉两点休息，一点四十分一群人跳出房间，所以为什么不早点去！！

然后五点又赶温泉开门，下楼遇到了泡完搭着毛巾的老大爷，我和小姐姐保持着女子高中生的矜持一脸正经的进了更衣室。

早上到松岛的时候已经意识模糊，总之在车上就是爆睡（笑）。这次研修很开心！明天去给大家送土产！！

（在这里推荐上过“交给岚吧！”的仙台牛舌辣油，真的超级好吃！！！)

王　語馨的日记





2月25日 猝不及防的周一？！

2019.02.25

晚上好。

回到家意识到我一个周末消失了！！今天又是要去学校的日子了（泣

到了学校我又意识到，成绩反馈是不是不远了？？

的确不远了。

今天回来了三门，音乐日本史英语表现。乐理的曲名实在是片假名地狱，我考前斟酌后决定只复习柴尔科夫斯基，谱面题也加了一下油，竟然比平均分高！！

book思议。

后面的日本史和英语表现也是，日本史老师还悄悄过来问我日语能听懂多少，我其实并不想暴露自己能听懂一点怕他喊我回答问题哈哈哈哈哈。

英语拿到卷子后后桌的英语第一名问我多少分，我俩互相看了一眼，感觉遇到了对手。

明天化学就回来了，希望我能赢过ななせ！！！

中午拿着土产给同学们分的时候，ゆめ和はるか（贝塔的女生！)在门口喊o酱，是はるか周末去东京给我分土产。

我当然有留贝塔女生的份（翘鼻子），大家考完试都出去玩啦真好！！！！

（啊，顺带一提三科247比东北那个老哥低四分，明天的世界史绝对完蛋啊希望我别的科目能拉回来一点分！！）

王　語馨的日记



2月26日 王さまじゃないくてokです！

2019.02.26

こんばんは！

ああ、一気になりましたけど、ちょっと慣れないな気がしますね。

今日もいろいろ返しましたが、大体よっかたじゃないですか？

社会は平均点以上24点、先生から「よく頑張ったな。」と言われて、「あっ、努力が認められたね」と言う感じと達成感が出て、泣きそうくらいに嬉しかったですよ。

そして一番心配した世界史もアカテン回避、残念ですが平均より低かったです。正直悔しいです、どうしてカタカナが覚えられないの!!!!!

最後来るのは科学基礎、ななせちゃん（一緒に理系に行く女の子）は休みので、プレッシャーに直面するのは私一人でした。

でも先生はなかなか来なくて、隣の人と盛り上がっていたところ、先生が来ました。

平均点43.8、そして私はちゃんと「二人で1,2を取ろう」と言う約束を守りました。なぜこんなに自信を持っていると言うと、人生初の化学満点でした!!!

この後、私に対する呼び方は「王さん」から「王さま」に変わりました（どういうこと？）、そして、後輩いない私が、初めて人に敬語を使われました。

恥ずかしいだけどやめてくれない?????

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



2月28 今天的日期令我火大。

2019.02.28

晚上好^^

我是4x7=36的王某。

啊啊啊超级不甘心！！拿到卷子我简直想钻到桌子底下！这是小学几年级的计算错误！！

（同学：你这是计算错误？

我：（压根不好意思说这是计算）...大概是我的脑子出现了什么异变吧...）

数学超想上九十分来着...加上这四分就上九十了！！！(泣

今天国语把《你的名字》看完了，嗯，国内的时候就应援二刷，还真没想到第三次是无字幕版（笑），但是多亏是原版，里面有一些当初不会日语没看懂的小细节，也明白了。

好怀念啊，当时还是和初中小姐妹一起看的。

啊！！明天应该能和前辈一起出去玩！前辈下学期作为交换生去台湾，最近正在找我恶补中文哈哈哈哈哈。

顺带一提前辈数字只能数到十，今天的晚饭前あゆ已经数到两百了（悄咪咪

果然あゆ很聪明啊！！！

王　語馨的日记



2月28日　セリオンの昼

2019.03.01

こんばんはーー

今日先輩とセリオンに行きました。

前回は夜だったから、違う景色見えるかなと思って行きましたが、昼のセリオンはっきり見える過ぎて逆に怖いです...？

 

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



3月1日 ラウンドワン

2019.03.01

こんばんは！

今日みんなでラウンドワンに行きました！

疲れましたけど楽しかったですよ！！

先輩が「もっと思い出を作りたい」と言いましたから、こちも付き合ってあげたいですｗｗ

おやすみなさい！

（あっ、これはユーフォキャッチャーであだったお菓子です！）

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记





3月3日 风景在朝夕

2019.03.03

田边的小道上，女生的短发被吹的洋洋洒洒，乍暖还寒的初春，蹬着单车迎风而行，脸蛋和鼻尖都是青春活力的粉红色。

眼前的男生偏了头看回来，白色卫衣的帽子鼓鼓的，却还不忘调笑身后女生太过“潇洒”的秀发。沿着田野踱步的老人又气这样边骑车边打闹会危险，又喜年轻人朝气蓬勃恍若看到
了当年自己身后某个名唤“樱子”的短发姑娘，只得遥遥笑骂一声注意安全。

————————

乡间真好。

清晨在通往神社的楼梯上赛跑，气喘吁吁的和高高竖起秀发的巫女说早安。

然后一天就消磨在商场里缠着前辈教我做日检的题目，搞得前辈怀疑自己到底来了日本几年。然后抱着周末打折的爆米花可乐去电影院看哆啦A梦，周围都是小学生氛围极好。

晚上追着落日沿着田边海岸迷路，遇见滑梯秋千跷跷板就绕过去蹦跶两圈，互相嫌弃是臭小鬼再看看时间接着狂奔。

「町探検みたい楽しいーー！」

「ガキだわそれは」

「はっ？！」（肘击。

朝夕的日常，风景都映在眼里。

王　語馨的日记





3月4日 進学セミナー

2019.03.04

こんばんは。

今日ほんっとに疲れましたわ...

今日は明桜が附属している、ノースアジア大学の進学セミナー講座でした。丸六時間の講座でしたよ、座るだけで疲れます...

やっと終わりましたけど、明日の時間割りを見たらーー化学化学英語社会化学英語、です。

私一体どう言う考えでこの時間わりを作ったんのですか?????

そしてしんちゃん（大好きな先生）の講座からも飛びましたし...やる気ゼローー（だめです!!

写真は週末イオンに行った時、友達とあったので写真を撮りました。そして昨日ドラえもんの映画で、おもちゃをともらいました！映画面白かったですよｗｗ

王　語馨的日记



把日文投稿翻译中文的文章



3月5日 I cant speak English

2019.03.05

こんばんは!!!!

やばい、今日バカ楽しかったですけど。

昨日も言ったじゃないですかーー化学化学英語化学現社英語ーーと言う時間割りでしたよね、「化学と英語で盛り上がるのもすごかった」と思いながら、真面目に授業を楽しみ
ました。

初めて化学の授業に楽しさを感じましたかも。

英語も、60代の先生の可愛さ、初めて見せられました。

前回のアカデメイアの中国語講座は中国人２人しかいませんでしたが、今回の英会話はもっとひどいでしたーー中国人とネパール人とイギリス人（先生のこと）でした。

ネパール人のシーちゃんも普段英語使っていますから、お茶会みたいの感じでした（その二人にとってね）。

もっとひどいのは、次回の英会話は、一対一になったそうです。

「日本人ほしいですーー」と先生に言ったら、「日本人代表はインフルだったから、残念ですねーー」と、先生が笑いました。

いや、こちは泣きそうなんですけど（泣）

でも頑張りましょう！！

おやすみなさいーー

(あゆから絵もらいました！感動しましたわ!!)

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



3月6日

2019.03.06

晚上好——！

现在的讲座模式真的很累人啊...虽然下午的两节生物都打了牌（岩石和化学符号？），但是还是超想快回家睡觉的——

但是昨天和之前的住家爸爸说回去取物理书，所以拎了研修时带的伴手礼就回去了。

虽然之后也有在微信联系，但是见了面果然还是有说不完的话（笑）。然后前阵子去看小孙子的住家妈妈也回来了，拉着我给我看小孙子的照片。

我：竟然真的舍得回来啊...

明天是ｼｸｼｬ的生日，晚上和住家小姐妹烤了蛋糕——此时我无比的想评论味道，但是太晚了所以不能吃！！！（回家被住家爸爸说圆了！虽然我真的圆了！！但是过分！！！

明天的物理物理物理加油，适应了以后还是很有趣的，这样的讲座。

晚安！！

王　語馨的日记



3月8日 再游男鹿

2019.03.08

晚上好！

昨天把做好的蛋糕送同学老师啦！！这次遗憾的是没有亲手送给慎酱...正在我遗憾的时候！早上去学校的时候，在门口，又是隔着栏杆，遇到了清晨新鲜的慎酱！！！！

“早上好！！！！！”

“早上好，谢谢你各种吃的，很美味！”

“啊，嗯，太好了！！请多指教！！”（←语无伦次

“谢谢啊，请多指教。”

level up！

从之前早上遇见挥挥手到可以说早安！我不如就这么加入慎酱的羽毛球部吧（毕加思索。

于是幸运的一天就这么开始了！！！

然后在GAO水族馆抽签小吉。

虽然也比较微妙，但是不是凶已经知足了（泣。

这次主要带交换生三人去男鹿半岛的生剥鬼馆和水族馆，于是我就又蹭了一趟水族馆。

好不容易来到了海洋资源这么丰富的地方，不多去两次水族馆真的可惜了ww

（！虽然早上下雪了，但是到下午天气还不错。这次入道崎没有维修，有幸到附近看到了全景。虽然超级无敌巨冷。

王　語馨的日记





3月9日 大曲清水

2019.03.09

こんばんは！

今日も研修に行きましたよｗｗ昨日行かなっかた明桜生がいますから、お土産を渡しました。

ちなみに男鹿半島の名物は塩です。

今日は大曲の清水群（？）に行きました。ここの水で、oo清水と言うお酒を作ってるらしいです。直接飲めますから、じゃんけんで飲む人を決めました。

「ただの水じゃん。」

「いえ水じゃないとおかしいでしょう??」

あっ!そう、今日は私だけ、制服を着ていちゃいました。グループ内の誰かが「明日ヤンキーで私服で行こうぜーー」と冗談しましたから、あとの本気のお知らせも信じていな
かったです。

マジで恥ずかしかったわ。

なんかノースの体験授業があるので、明日も学校です。この週末も潰れちゃいましたね笑。

一回くらい朝１０時まで寝たいです。

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记





3月10日 ご飯の時喋らないｗｗ

2019.03.11

こんばんは！

今日大学の進学説明会を参加しました。昨日「休みたい休みたい」と言ったけど、今日大体半分の人しか来てないでした、ずるいですけど!!!

この前の進学セミナーの似っている内容で、朝を過ごしましたが、お昼の時は大学学食での看板メニュー（だって）でした。

食べる時、チーちゃんが大学の先輩に「隣でいいですかｗｗ」と話しかけましたが、どうしようか分かんないからとりあえず黙って食べていました。

「名前分かんないけど、将来何やりたい？」

『やはり来たーー！』と思いながらーー

「留学生なんですけど...」

「？！留学生？どこからの？全然見えないｗｗｗ」

で、先輩はたぶん自分の大学を勧めるために、話しをかけてきましたのですが、留学の話しを続けて、最後まで残っていました。

「話し長いなお前らーー」先生にもなんか悪いですねｗｗでも最高に盛り上がっていましたｗｗ

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



3月11日 日常じゃない日常

2019.03.12

こんばんは！

今日もお疲れ様ですーー！

今日文系ばかりでしたね、そして最後「恋愛心理学」の講座で、「吊り橋効果が発生する条件は美人です。」って、意味わかんないですけど？？？（ひどっ。

そして、午後の2:46分、3·11大地震のため、みんな哀悼しているのに、唐揚げ先生が「美人です」と言う話しをしています。謝りましたけど許さん！

今漫画をハマっていますけど、この前先輩と話し合って、「あっ、同じやつ見てるじゃん。」と気づいて、「じゃ貸してあげるｗ」と言われました。

『そういう流れだけだよね。』と思っていますけど、夜、先輩から「全冊一回で持ってくのはたぶん厳しいけど、まず何冊くらいでいい？」ってlineがきました。

「？？？全冊？」

この前買った小説とはちょっと違いますけど（だいぶ違うぞーー）、頑張って読みますｗｗｗ

おやすみなさいｗｗ

（明日一対一の英会話に張り切った。）

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



3月12日 声の形

2019.03.12

こんばんは...

今日、いじめ防止教室で「声の形」と言う映画を見ました。これ、見たかったですけど、中国にいたときはギリギリやってないし、日本に来てギリギリ終わりました。

（。

今回機会があって、真面目に映画を見ました。そして、どうして「いじめ防止教室」として見せてもらったのかも、大体分かりました。

「君の名は」より、「あの花」とのほうが似っているかもしれませんが、映画中、どっちでもいい話で、最後happy endingでしたがーー現実もそうですかな。

そして午後の英会話、結局やらなかったです。先生が何かあって、いなかったみたいです...

せっかくいろいろ用意したのに（泣）

最後は隣の化学で、印鑑をもらいました...

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



3月13日 Wait For White

2019.03.13

晚上好——！

研修=大降温的定理我算是看透了，这半个月下的两场雪都赶的是研修的日子。

秋田，一个把狗作为景点的地方——

超级冷啊！！！

想想今天应该就是最后一次研修了，好像已经开始寂寞了啊。

啊对，明天是白色情人节来着！

想送还有要回送的意外的很多，装了满满一大袋，明明是往出送为什么自己这么幸福啊ww

第一次烤曲奇有点紧张，剩下的边角料按了两个大爱心，结果太厚了，烤出来感觉其他曲奇才是这俩爱心的边角料（。

明天要加油！！

王　語馨的日记





3月14日 white！

2019.03.14

こんばんはーー

ハッピホワイトデーー！

皆んなにクッキーあげましたーー今日会えなかった人もいましたので、手渡しに行きました。

最高に恥ずかしかったですｗ

そしてお返しは美味しそうですからほぼ食べました、、美味しく、いただきました。

ゆうとが「クラスの男子皆んな手作り上手すぎて、俺もやる」と言って、帰り道でやる気満々にDAISOを寄りました。

「一番女の子みたいな王ちゃんにお願いします。」

（結局一番地味な木柄の袋を買いましたけど、なんとなく残念感が...

頑張って——

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



3月15日 讲座杀手的日常

2019.03.15

晚上好啊。

今天又是快乐一对一时间呢。

今天早上的课是地理，本来说在第四电脑室上课，但是在门口等到打铃也没见老师门也锁着，和对面的学长对视一眼——

“请问前辈这节是地理吗...？”

“可能是教室变更了，我去问问吧。”

结果真的换教室了，两个人一路狂奔safe。也幸亏是个可靠的学长，如果我一个人在这傻等估计第一节课就等于在学校蒸发了（x

下午的生物课到了教室又发现没有人，有了早上的经历就比较方张，正纠结要不要去办公室找找老师，但是又怕自己不认识这个老师...

的时候，副校长进来了。

啊，这节是副校长的课啊。

于是和副校长先生的奇妙一对一就开始了。

真的超级紧张啊！！！可能是我第一次在下午第一节课的时候不乏不困精神抖擞疯狂点头了。

老师：本来应该还有一个人的啊...

我：(虽然感觉俩人也不会有什么改变x

第二节课算是有个学长来了，做了一个实验——从香蕉中提取DNA。用的都是厨房常见的食盐洗涤剂之类的器材，做完实验后仅有的两个人从老师那收到了香蕉作为礼物。

并不是刚刚被提取了DNA的那根！

我选的讲座真的都这么没有人气吗（泣。

（然后收到了男生亲手做的蛋糕的回礼，我觉得很好吃，就是忘了放糖。)

王　語馨的日记





3月16日 小李的欢送会（x

2019.03.17

晚上好。

所以说我真的和这种送别会的气氛很不对付啦——

今天是三位交换生的欢送会，国际部的老师校长还有住家们都来了。

然后最没关系的我猛男落泪哈哈哈哈哈丢人。

虽然还只经过了一半的时日，但这一年体会最深的应该就是“一期一会”了吧。就算相互说着“有时间来找我玩啊”，真正能再见面的又有几个人呢。

珍！惜！当！下！

跨国一线牵，珍惜这段缘（不是

王　語馨的日记



3月17日 雑談ｗ

2019.03.17

こんばんはーー

今日ひさびさに暇でしたね、いや暇じゃない、ちゃんと勉強しましたｗｗ

昨日もらったケーキ、美味しかったです。最近甘いもの食べ過ぎたじゃないの...ちょっと心配ですけど、友達の手作りですから、美味しくいただくしかないじゃないですかｗｗ
（言い訳です。

もうすぐ一年生の生活も終わりますね...G組楽しかったです！日本に来て初めて成績表を見たくなりました（頑張ったから！）

この前誰から「後輩だから甘えてもいいよ」と言われました。恥ずかしかったですけど、これからは先輩ぽっく見せますよ。

（そう言えば２年間ずっと一年生だったね...後輩欲しい！！

把日文投稿翻译中文的文章
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3月18日 桃李不言

2019.03.18

こんばんは。

今日は最後の一年生共同ホームルームでした。一年の担任の先生と副担が一列に並んてきて、一人ずつ話しをしました。

元担任のとき、先生が「一年では1クラスにしか出てないから、多くな人にとっては私は「背を正して、一度礼」の人ですけど...」

と言った時、皆んな笑っていましたけど、私は「こんなにたくさんのいい先生と出会って、私は幸せだな」と、感じていました。

二年生に上がったら、担任もほとんど変わりますから、ベータの皆んなが一人ずつ担任の先生にメッセージを書いて、サプライズをあげて欲しいです。

このことを分かってるのは、私もクラスの一員にとして呼ばれたということです。申し訳ないですけど、こんなに私のことを受け入れようとしてくれて、本当に感謝の気持ちし
か出せませんわ。

今日一日間ずっと書く内容を考えていましたが、一言にまとめると「先生が大好きです」になっちゃいますから、本当にいろいろ迷いました。

でも前先生と詩について話したことがありますし、ちょうと国語の先生だし、そのっぽいやつを書きましょうか。

としたら、これが完成しました。

もっと自分の気持ちを素直に話したっかたですけど、やはりこの中に入れましょう。

先生達、この一年間お疲れ様でした！

把日文投稿翻译中文的文章
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3月19日 不審者クラス

2019.03.19

こんばんはーー

今日は勉強熱心な一日ですね。

うちのクラスで冬休み課題テストとその追試が落ちた人は、反省文ーー猛省シート（猛烈反省）を書きます。（タイトルだけでビビるわｗｗ

その裏に、自分が落ちた科目の問題から、一問印象深いのを選んで、解いてもらって、先生に提出しますがーー

「分かったら落るわけないしょ？？」

...で、ですよね。

でも先生のチェックは、その選んだ問題から質問しますか、直接解いてもらいますか。これで、分からなくても、それを分かるようにするしかないですよね。

チーちゃんを助けてあげようと思って一緒に残りましたけど、男子も含めて６人くらいの問題を教えました。皆んなほぼ同じ問題を選んだから、その最小値と範囲の問題はたぶ
んこれから一生忘れられません。

先生は五時から提出を受け始めて、そして皆んなはまだ職員室の前に並んている時、先生が逃げました。

「俺帰るよ。」

「???????」

で、皆んな気ついた瞬間、男子が追いつけて、駐車場まで行きました。下から車の位置が見えませんので、女子が上の窓から:

「前！前！もっと前！右の！その白い！そうそうそう！」

と叫びました。

あっという間に、先生の白い車の周り、10人くらい黒い制服を着てる高校生男子が...

どう見ても不審者です！！

（遅かったけど、夕日きれいですね。）

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



3月20日 ドラおもん

2019.03.23

こんばんはーー

いよいよ春休み！台湾交換留学生達帰国するのは22日、研修と被ってで見送りできませんが、まだいる間、ちょっとでもいいから一緒に遊びたいですよね。

ちょうど終業式が午前中に終わって、午後は先輩のお家にお邪魔しに行きました。

目に映る瞬間ーーあっ、日本のお家ですね。（もともとそうなんですけど。

そうですね、形容詞には表れない感じですかね...ドラえもん感？

みんなで漫画読んだり、人生げーやったりして、テレビゲームも始めてやりました。

「ふるとの部屋見たいーー！」

「?!待って待って何もないよーー」と止めようとしましたが、結果はもちろん見せました。

（後で聞いた、妹さんが私達来てほしくて、一人で掃除しましたって！お兄さんしっかり！！)

そして、高校二年生の男子生徒が、３つの秘密基地を案内してあげました。「かっこいい！！」と叫んでて、屋根にも登りました。

この高所恐怖症な私が。

今日は最高に楽しかったです。有限な時間で、無限な思うでを作りました。今まで、ありがとうございました！

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



3月21—22 地域研修

2019.03.23

お久しぶりです！

今まで、さまざまなお別れを経歴して、自分がもっと強くなれると思いましたが、でもこの半年間こんなにお互い支えて過ごしましたのに、次はサヨナラかもしれないなんて、
もう寂しくなっちゃいました。（早っ

待って待って雰囲気が違うぞーー

そう、今回みんなと会うチャンスがあって、本当に良かったと思いました。

東北·北海道チームは人数少ないですから、基本内容以外はほどんと自分で決めて、やりました。

３ヶ月研修みたいに「これあったら」と違う、「これがあった」の話しをしました。私達実際にあった問題をまとめて、より近い角度で問題を考えました。

友達と会うのも楽しかったですけど、短いですねーー

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



3月21—22 地域研修

2019.03.23

好久不见啊！！

之前看茉莉雅老师问大家春假行程就做了白日梦说万一再组织一次研修呢，结果回头一看，啊，真的有了（笑

这边是东北·北海道小组，最冷地区的四人在阴云密布的日子汇聚仙台。顺带一起为了不下雨我运用了自己反向祈愿功能，带了把伞，除了一开始滴了几滴雨后面就没有下雨了。

我从所有老师口中听到过最动听的一句话:明天我只负责跟着你们付钱。

来仙台四次终于吃到牛舌后（超级好吃！)，在一行人的祈祷中乘上了松岛的观光船。值得一提的是我想着是阴天没用防晒，然后出太阳了（倒是应了我们的祈祷..

相遇的时间总是快乐又短暂的吧，下次再见面就是再见了啊。

王　語馨的日记



3月23日 ラストスキー

2019.03.24

こんばんは！

今日スキーに行きました！

ふると:この前のはラストスキーだと思った、良かった！

ふるともたくと東北出身ですから、初心者は私だけかなと思って行ったらーー

「俺スキーは初めて。」

「えっ。」

「え？」

たくと自分もびっくりしました。

そしてふるとから、地獄訓練を受けました。

私と詩音が２本目のとき、２人は一番急な坂の前に止まっています。私と詩音がリフトを乗っていたとき、たくとはおもいっきり転んでいました。

見ていた２人:....(心折れそうだね。

でもさしが東北地方の人、午前中で、けっこう滑れるようになりました。

この前、自分が下手過ぎて周りの小学生にめっちゃ見られましたけど、今回は誰もいなかったです。でもよく考えると、初心コースだから誰も来ないですね。（後であゆに笑わ
れた）

結局楽し過ぎて、次の週末時間あれば、もう一回いくことになりました。

ふると：今回もラストスキーだと思った...

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



3月25日 補習講師になった

2019.03.26

晚上好！

今天被抓去做强制性劳力了...！

放假前被老师问道“春假可以拜托你给他们讲讲中文吗？”，我当然是毫不犹豫的就答应了，毕竟不可能真的让我去学校讲课吧。

然后就真的去学校讲课了。

转了一圈大家都在部活所以没有空着的教室，结果老师非常热情的帮忙开了图书室的门，推出了白板让我们用，我：.....

老师：啊，我也想听啊！！

虽然只有两个人，但是是真的，超级，累人。我可能看ゆうと和たくと俩人说了一天对口相声，幸亏图书室没别人...

声调、日常用语、时态、自我介绍。四大块讲完已经怀疑自己小学为什么要那么认真的学语文。

去学校的路上遇到了学生会的朋友，想起来今天是贝塔班主任最后一天在明桜出席。突然松了一口气，可以好好的道别真是万幸。

去办公室前转了三趟终于遇到了，和往常一样的桌子上摆着资料和玻璃杯，身旁却摆着好几袋小礼物和花束。

老师见到我也很意外，收下我的点心后拿出了回礼。突然后悔后来没有多跟老师搭话，但是辛苦了这么一整年希望老师可以好好休息。

回家拆开一看，盒子里是可爱的手帕，里面还插着三张照片——班里的集体照。记得明桜祭集体照从摄影部那里买一张要卖三百日元的，但是副班主任就是摄影部顾问，所以肯定有
交易了啊。

好狡猾的老师。

看着照片这样想着，眼泪却不知不觉滑了下来啊。

今までお世話になりました！ありがとうございました！！

王　語馨的日记



3月26日 挑戦！10辛鍋

2019.03.26

こんばんはー！
なな退院しました！（88888

 お祝いするため（実は病院の食事薄すぎてるため）、今日ななと赤からの10辛鍋を挑戦しました。
 これはたぶん日本に来て、一番辛かった料理だと思います。

10辛の紹介は［悲しくないのに、なぜか涙がでる」、でも味見したら、意外と食べれる辛さでした。
 食べれるけど、これは止まったら終わりのやつですすすすす！！！

私３回お代わりして、ほとんど食べましたけど、ななは水を大きいグラス２つ飲んで終わりました。
今日日本10辛挑戦、成功しました！

 辛っ。

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记

tel:88888


3.26のラブレター

2019.03.26

to:高木雄也さん

誕生おめ！

勝手におめでとうと言ってるけど、会えに行けなくて本当にごめんなさい。

でも高木さんに会える夢を見て、ここまで来たんだね。

ファンになった時間が長いほど、出会うのが遅いのを感じてる。

高木さんが好き。今までの人生で、一番後悔してないことかな。

ただそのさわやかな笑顔を見て、元気が出れるよねいつも。

今、同じ空を見ているかな。

ぐちゃぐちゃになってるね。

思った。

バカだからね私。

このバカな私、今年もよろしくお願いします。

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



3月28日 雪

2019.03.29

こんばんは。

もうすぐ４月です。雪のとき毎回「これがラストだー」と思ってますけど、なかなか止まらないですね。

たぶん気づかないうちにとまるでしょ。

今日また先輩と出かけで、帰ってくるときは駅で知り合い７人も会いました。一緒じゃなくて、バラバラの７人でしたよ。

やっぱり休みの駅は人気なんですよね。

今日ほなの研修チームも帰ってきました、グループ内久しぶりに、にぎやかになりました。

楽しみですねｗ

王　語馨的日记



3月29日 師匠！

2019.04.01

3月29日

こんばんは！

引っ越しする前はもう一回お母さんと滑りたくて、そして今日の天気も良かったから、今日突然スキーでしたー！

今回一気に初めての日最初に行ったコース（降りて来るまで一時間くらいかかちゃったコース）に行きましたけど、なんとなく降りれるようになりました。

そして朝ほかのお母さん達とも挨拶して、雑談したら、みこのお父さんが「せっかく中国から来てる、めっちゃすごくなって帰ってね」と言って、教えてもらいました。

そのお父さんも冗談じゃなくて、本気に教えてました。

力の入り方や、ストックの持ち方もちゃんと教えてもらいましたし、午前中6本くらい付き合って滑りました。

途中はいろいろ話しかけてくれて、楽しかったです。最初呼ぶときは「みこのお父さん」と呼んでいましたけど、長いですから最後もう自然に「師匠」と呼んでいました。

短い時間ですが、いろいろ教えてくれて、ありがとうございました！

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



3月31日 真·ラストスキー

2019.04.01

3月31日

真·ラストスキー！

こんばんは！

今回は今まで一番転んてるのかもしれません！雪も風も強くて、地面の雪がデコボコで、時々積もったばかりで高さは偽物の地面もあって、そのまま飛んだこともありました。

「雪ガリガリー」

「ガリガリ？」

「ガリガリ君！」

雪に倒す時も、山の上は雪いっぱい積もってるから柔らかいですけど、下のほうはちょっと硬かったです。何にも考えてなくて直接雪に倒れたらーー凍ってます！

そしてスキー場から出た時、髪まで凍っていました。帰りは、みんな爆睡しちゃいました。

お疲れ様でしたー

おやすみ！

王　語馨的日记



把日文投稿翻译中文的文章



4月1日 令和

2019.04.01

晚上好！

五月一日开始，就将转为“令和元年”。nhk大楼屏幕前等待元好发表的人逐渐聚集，大家的目光都聚集在即将决未来的未来上。

站在房间外没能听清画面中的人在讲什么，但当他郑重的亮出手中的文字时，周围只有一个声音：

“看不见啊！！！！！”

看见大家逐渐聚集的我，还害怕发表的那一刻会有老人家带着群众一起喊“万岁”之类的，结果亮出手的那一瞬间文字被手语的窗口挡住，谁都没能第一时间看清新年号是什么
（笑。

之后从各处了解到“令和”的典故由来，不由感叹千年前的一场梅宴，谁料今日会作为一个时代的标题回到历史舞台上来。

初春令月，气淑风和。

能够和日本国民一起见证新年号的发表，实感荣幸。

王　語馨的日记



4月3日 旅人

2019.04.03

晚上好！

四月份开始，我回到原来的住家啦！

和预想中充满仪式感的道别不同，最后是在三个女生吵闹着拍了74张照片中结束的。同时，收到了非常珍贵的礼物，在小妹妹害羞的将礼物交给我的那一刻，我就已经开始考虑该
怎么带回国了（笑。

回家的时候，住家妈妈看到我放在最上层的玩偶后，笑道“果然变多了啊行李”。搬进房间一看，还有好几个月的生活，行李就已经比较完蛋了，接下来要收拾的东西还多着呢啊。

饭是久违的和住家爸爸的聊天时间，和刚开始相比紧张感少了很多，可以自如的开玩笑是最大的进步（虽然是被笑的那边！

今天，我是踏上旅途或是回家的旅人。

接下来日子，也请多多指教！

王　語馨的日记



4月4日 1600

2019.04.07

こんばんは....

今日大変でした。

昨日、たまたま友達から、「明日提出だけど、作文終わった？」と聞かれて...えっ、入学式は明日でしたっけ？！

よく見たら、入学式は7日ですけど、それは学校全員の入学じゃなくて、新入生だけの入学式でした。この前の卒業式と同じ、新入生しか参加しないみたいです。

でことは、私の「入学式」は明日です。

作文は全然やってないですけど！！400×4=1600文字...これは私が書いた日本作文の中で一番長いやつでした（泣）

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



4月5日 誕生日サプライズ！

2019.04.07

今日クラス替えしますので、たぶん担任が田中のG組での最後の時間ですけど、ちょうど田中先生の誕生日ですから、感謝の気持ちを込めて、サプライズを準備しました。

この前大掃除の時、せっかくきれいに消した黒板に、一人一人メッセージを書いて、そしてお菓子を持ってきて、教卓においていました。

面白いのは１人遅刻してた人がいて、入ってくる瞬間みんな「シンー」っと静かになって、その人のほうに向かいました。

みんな:びっくりした...

遅刻した人：こっちのほうがびっくりした!!

先生入ってくる瞬間、みんなでクラッカーをやって、一番びっくりした人は先生でしたかな（笑）

先生！お誕生日おめでとうございます！最後の20代、彼女できるように！（逃げるｗｗ

（ちなみに、クラス替えの結果は、私2Gになりました！そして担任はなんと、田中先生です！

発表する時涙でました...良かった...)

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



4月7日 部活紹介準備中（1）

2019.04.07

あっ、言い忘れた事がありました。もともと11日にする部活紹介が、9日に変わりました。ので、計画中３日練習できる曲は、一回しかできません。

今回も最後のバスに間に合うようにダッシュするのか...毎回そうですよね（苦笑

ですから、練習の時動きを確かめる予定でしたが、まず自分でやるしかないです。立ち位置も全然決めてないですから、前回よりやばいかもしれません...

今回の曲難しいのよ（泣）

でも、廃部よりは全然..! 後輩が入ってくるように...!

把日文投稿翻译中文的文章

王　語馨的日记



4月8日 高二新班初体验

2019.04.08

晚上好！

今天是成为二年生的第一天，早上的对面式喊一年生右转我差点就转过去了ww

“对面式是干嘛的啊？？”

“就是...二年生和三年生站在两边，然后把一年生夹在中间做成三明治。”

一天内做了两次自我介绍，日文和英文（虽然对我来说都是外语..)，然后高兴的是我遇到了情敌！

第一次日语介绍的时候他说他喜欢hey！say！jump的山田凉介，我在下面兴奋的苍蝇式搓手感觉找到亲人了，然后英语课自我介绍刚好有“favorite person”的环节，我不假思索
“高木雄也！”。

轮到他的时候，他也不假思索：我最喜欢的是山田凉介和高木雄也。

的这一刻，他在我心中的印象已经从亲人变成了敌人（超凶。

下午的两大节班会决定了各种事，我甚至也捞了个班委当。ummmmm，跟着akane做了英语委员，其实就是各种考试改卷子搬作业的苦力吧（w

总之虽然是新班但基本都是熟面孔，希望接下来的三个月可以和大家好好相处！

王　語馨的日记



4月8日 部活介绍准备中（2）

2019.04.08

去学校前我就拎着久违的体育服预想下午该是场恶战，但是意外的在时间还有三分之二的时候就已经把要做的事做完了。

啊，可能是人数少的原因吧（泪流满面。

前两天暴风记动作有了成效，第一遍三个人就都基本能合上了，彼此都吓了一跳。之后顺着曲子换了几次站位（在这里不得不说，三个人除了一列就是三角，站位相当于没有..），
顺了几遍就都记住了。

反应过来的时候前辈已经在跳别的在练习的曲子了...和想象中的画风不太一样啊！

断断续续的抠了抠动作，和前辈一起跳了几首我也在学的歌，部长表示喊顾问过来帮忙拍一下视频再对照着看动作。

“顾问老师有事情先回去了，所以...”

所以来的是教数学的老爷爷ww

老师还特别认真的拿了自己的相机准备认真帮忙录像，但是没法传到手机里也就没法发给我们，于是前辈非常认真的教老师用手机拍视频教了五分钟。

我和部长窃窃私语：爷孙感太强了吧哈哈哈哈哈！

最后联系了一下舞蹈发表后的社团介绍，我以为自己是站在旁边当背景的，没想到硬是分给我了一句词：

「たくさんの入部、待ってます！」

王　語馨的日记



记4.24 亲睦会（上）

2019.05.10

经历过前段时间的“二三年级站在两边，把高一夹成三明治”类的新高一欢迎之后，翻开日程予定看到“学生会亲睦行事”，我的内心也毫无波澜。

估计也不会搞什么大动作吧。

23日下午，班长：“下午最后一节课第二体育馆集合，练习跳大绳。”

跳大绳？

“顺便还有两个项目，在想参加的项目下写上自己的名字。”

什么的项目？？

在还没反应过来的时间里，男生们就已经在拔河那栏下面填满了名字。拔河让给男生也没问题吧，另一项是...

“百人一首”

在经历过前期期末考试三小时极限记忆社会重点后，晚上回家循环播放三小时百人一首还查了记忆方法，得出结论：诵读人的腔调太好听了容易困（打哈欠

早上到了学校才了解到具体时间安排，主要是以班为单位跨年级进行竞赛，是新高一入学以来第一个集体活动。

当然，抽完签刚好对上同年级的班也有，比如我们班。

可能是因为全校班级太多，比赛进度很快，我们抽签又都抽到很前的顺序，所以男生们刚放下拔河时挽起的袖子，就要跑去第二体育馆比跳大绳。顺带一提，我们班拔河时的气势强
的像能掀掉房顶。（虽然二十秒就被对面拔蔫了ww

王　語馨的日记



记4.24 亲睦会（下）

2019.05.10

前一天练习的时候，大家就自动组了对子，由会跳的同学推或者带没有自信的同学进绳。

同学：“去年老师你也跟着跳了吧，今年不一起吗？”

班主任：“和去年不一样啊，咳咳，很好很好，就是这个节奏（转移话题)。”

在这样的氛围里练习了一节课，期间被占了课的日本史老师还冲进体育馆来和我们班主任“讲道理”。正式比赛大家也没有那么紧张，唯一的骚动是有人踩了カメムシ，大家在令人
绝望的味道中跳完了比赛（笑

也许有人还不太熟练，也许有人没有发挥好。但是结束后大家都只是互相鼓励说着“辛苦啦”，可以感受到大家都享受了集体努力的过程。

下午就是百人一首的比赛，令人感到冲击的是一组四个班，每次各班派的一个人是要在众目睽睽之下跑到中间去找卡的。

这次特别允许同学之间商量答案，基本第一句念出来后，班里就有背过的同学爆出下句。轮到我的时候，身后同学和老师喊：

「まだ!!」

刚准备冲出去的我停了一下，老师吐槽：「o桑的话怕不是会耿直的冲出去在里面找“まだ”开头的卡ww」

（其实我差点就这么做了...

因为没有汉字所以我唯一的优势也不起作用了，最后靠三个人力挽狂澜拿到了11张，算是不错的成绩。

成绩发表的时候我们都准备好全程鼓掌了，没想到的是，大绳竟然拿到了全!校!第!一!可能是多亏了班主任和日本史老师那段对口相声吧（划掉!

以上，是加深了班级间羁绊的亲睦会！

王　語馨的日记



5月21日 の「いきなり」

2019.05.21

こんばんは!!

いきなりですけど、今日から後輩が入りました!!!(8888

今日先輩から「さっき廊下で見学に行きたいと言った子がいたよ、見学に来るかも」と言われて、２３人くらい来るかなーと思って、まさかの人数でした。

決まった入部者は五人で、見学者１０何人もいました。

????本当にいきなり過ぎてどう言う状況で分からなくなりそうです...

一ヶ月間ずっと３人で活動して行きましたが、本気に野球応援の練習は初めてかもしれません。

もう一つの「いきなり」は、明桜の野球部が昨日の試合で逆転勝利して、準決勝に進出することになりました!!!

先生:今週の土日、応援に行くことになったよ。今年のデビューと言うことで、頑張ってね。

一年生、私:?????

と言うことで、いきなりですけど今は明日の朝テストの勉強をします！

おやすみなさい！

（やばいもうドキドキしている!!）

（初めて「お疲れ様です」と挨拶された!!!）

（...ごめん勉強するね！！）

把日文投稿翻译中文的文章
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6月2日 千秋お茶会

2019.06.02

こんばんはー

友達に誘ってもらって、今日は千秋公園のお茶会に行きました。

秋のお茶会は浴衣を体験しましたけど、今回は着物を体験できそうですから、今回もずっと前から楽しみにしていました。

前回とは違って、今日は公園を会場にして、いろんな流派が体験できるお茶会でした。着物体験は高校生と大学生くらいな若者が多くて、恥ずかしいから絶対知合いに会いたく
ないですね...

（後で聞きましたが、ほかに招待されたのはみんな茶道部の生徒さんでした）

若者以外も、一般の方がいっぱい参加しに来ました。

今日は本当に天気が良くて、着物を着て、日傘を差して歩いていた人はいましたが、席のほうはなんの陰もなかったのに、みんな一人も勝手に動くことがなくて、ちゃんと最後
のお礼までがまんしました。

途中一緒に来たシクはめっちゃ「ねー熱くない？」と文句を言いましたが、周りの人を見て、なんとか最後まで座って待ちました。

今回は人多いですから、この前のお茶会のように、一人一人にマナーを教えることはできないですが、意外と前回教えて下さいもらったマナーを覚えていました。

日本に来てからだんだん理解できるようになりましたが、なんの趣味でも、基本ルールまでたどり着かないと、中身は体験できないのです。

把日文投稿翻译中文的文章
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6月14日 现在是jk学习会时间

2019.06.14

晚上好。

久违的在车站天桥上看到了夕阳。

下周将要迎来文理分科后的第一次大考，这周内没科老师都（边通知考试范围扩大了边装作）仁慈的给我们留了自习时间。虽然课上到处都是此起彼伏的好困好累，但是这周在学校
真的没敢歇过。

即使这样还是觉得这是我渡过的最快的一周了。

眼看理科（平常没在复习）的同学趴在桌子上哀嚎在家学不进去习，深有同感的我们决定不如放学后留下自习。

出发点是好的，但是在提议的未酱掏出零食的那一刻就不太对劲了ww

是这样，前一个小时我们还是在认真的学习的，有不会的也互相问问琢磨琢磨，然后七世开始搬着凳子在黑板上计算。

然后黑板上渐渐出现了涂鸦。

然后涂鸦旁边渐渐长出了女高中生（？？？

虽然回到了不跑两步就赶不上校车的生活，但是被学习压迫（划掉）这么充实的学习生活实是久违。

考试加油!!

王　語馨的日记



6.26 是运动会不是军训

2019.06.26

晚上好!!

今天是回想起来发现什么都回想不起来的运动会。

不记得之前有没有展示过我们的班服，今天出场之后感觉吸引了全场的目光。这，就是我们班主任从决定到到货，发给大家一路躲躲藏藏终于顺利成军的班服!!!

たくと：o酱的班服看起来好热...

（已经是画风的差异了。

昨天还是标准梅雨季节，晚上商量着做了晴天娃娃还挺管用今天真的大 晴 天（其实我一点也不高兴），然后用了一天又把棒球应援的肤色完美的晒了回去。

印象最深的就是社团接力，球类边打边跑，乒乓球部不知道踩瘪了几十个球ww当然，主要是因为慎酱也上场了（嘘）。

吹奏部四个人给满场追球的对手留下潇洒的背影，刚以为他们要一骑绝尘，在还有半圈的时候四个人突然冲出场外拿起乐器，排成一列踏着方步吹吹打打的来了一曲《康康舞曲》。

不愧是吹部。

然后现在我们都在猜田径部今晚没觉睡了，因为男女田径队都在社团接力没拿到第一。别的社团边展示活动特色边跑，田径部的特色 ：跑。

男子组第一是棒球部，因为是中距离跑还能理解，女子组输给了垒球部，估计我想起来写日记这会他们还在场上练习呢吧。

遗憾的是因为时间不够所以障碍物竞赛（比如借物赛跑，咬面包赛跑）被取消了，但还是迄今为止最新颖的运动会。

王　語馨的日记



6.30 送别会by J班

2019.07.04

“来了日本一定要去卡拉ok，极力推荐”

虽然之前也有和朋友去过，但是和日本的同学还是第一次。（啊，有那种附带的小包间装作没发生过)

实话，我去这么多次卡拉ok，这么热情高涨的还是第一次见。早上为了赶早场，七点四十五就在车站集合，然后从八点半，一口气唱到下午四点钟。

一开始大家还是一人一首往下轮，从yume连续两首开始，顺序就发生了微妙的改变。总体来说男生全员唱了30%，我和另一个女生唱了20%(啊，这么算起来平均一人10%)，yume
唱了50%。

八个小时的一半，唱完还意犹未尽“忘记唱那首了”。

第一次见到活着的麦霸。

晚上班里的大家聚在一起吃了烤肉，还把去年的班主任喊了出来（老师去别的地方工作了）。

人多不如就定了自助，和卡拉ok的时候一样，一开始的画风还算正常，但是到了快结束的时候，让我见识到了男子高中生x自助餐的，的，下场？？结果？？后果？？？（怎么感觉
全是贬义词ww

最后拍完集体照，yume拿出了大家一起选的礼物，打开一看，是一只秋田犬qwqqq

“说到秋田就是秋田犬了吧！”

非常感谢大家为我策划这次送别会，早上yume见到我就说“因为今天是o酱的送别会，所以可以尽情的冲我们撒娇哦!!”

一直以来都在受大家的照顾，希望有机会可以回报给大家!!

王　語馨的日记





7月9日 ラストテストのまとめ

2019.07.09

最初の「赤点じゃなければいい」から、今友達と「今回のテスト、クラス1、2取ろう」と約束まで、日本の授業スペースに慣れただけではなく、みんなの助けもいっぱいもら
いました。

今回の１００点伝説は、数Bで続きました。テスト前立ったflagの通り、理系科目はほぼ１位を取りましたが、英語は2点の差で友達に負けました（悔しい!!!）一番やばかったの
は日本史で、もう赤点かと思いました。

それで理系2位を取って、残念ですけど約束通り行けなかったです。

今まで、生活的なことも、勉強的なことも、友達からいっぱい助けてもらいました。

「私ラッキー、いままでのクラス、どれも一番のクラスだね。」

把日文投稿翻译中文的文章
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全校送別会

2019.07.15

ステージに登る前、「今日も全校生徒かー」と思って、やはり緊張しましたが、友達の顔を見て、なぜか落ち着きました。

2日前からずっと別々に練習してた私とななせ、お互いに「内容は当日披露」と約束しました。でもこだまが大きすぎて、最初の一言「おーちゃん」しか聞こえませんでした
（笑）。

でも、ななせが振り向いて、私に「ありがとう」と言ったとき、ナミダはもうがまんできず、ななせがびっくりしました。

あ、ちなみに、学校からも秋田犬のぬいぐるみ一匹（？）もらって、今は二匹で仲良くしています（笑）。

把日文投稿翻译中文的文章
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7月11日的生日会

2019.07.15

大概是我经历过最难忘的惊喜，因为一直以来都还蛮热衷于给别人准备惊喜，觉得挺浪漫的，没想到自己也能成为惊喜的主角，结果还没进门就开始暴哭倒是给同学们了一个惊吓
（笑

从早上到学校就觉得不太对劲，大家都悄悄咪咪观察我的一举一动而且还不敢跟我对视，中午在教室吃饭的时候平常会转过来跟我们聊几句的男生军团都一脸“你为什么在这”的表
情，实话我还认真的思考了是不是前几天中午和别的班的女生一起吃午饭被班里同学排挤了（哭

中午改完早测卷子开门，愣住，冷静的关门。

“一定是我打开的方式不对”

我反应实在太硬核了吓了大家一跳，非常抱歉!!!（捂脸

同学提议说我喜欢玩狼人杀回去之前一起玩一局吧，结果全班加老师32个人玩了一节课，老师当上帝差点累趴下ww真的谢谢同学们满足我的小愿望，虽然抽到了啥作用都没有的村
民最后还被杀了（为什么不信我!!!

是我过的最难忘的生日了!谢谢大家!!!（鞠躬

（最后赞美一下大概是沼田画给我的小yuya!!!超级可爱!!!）

王　語馨的日记
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