
初めて日本へ、よろしく

2018.09.05

9.4は日本に行って初めの日です。

中国といろいろな違うところがあります。例えば、日本の交通方向が左側ですけど、中国のが右側です。慣れれば時間がかかると思います。

空港に到着後、すっごく長い列が並びました、大変!

台風がすごいな!中国東北に育てたあたしにとって、初めの体験です。

日本の生活を慣れれば時間がかかると思います。頑張ります!

 

邱　一鳴的日记



把日文投稿翻译中文的文章



いいこと満々！

2018.09.10

すみません、今日はきのうのことをきにゅうするなんて。。。ハハハ

きのう、ななのがっこうのぶんかさいに参加しました、本当によっかたです！蕨高の文化祭は先週に終わったんで、残念！ずっと期待するのに。。。

ななのクラスの活動は面白かったです！ふうせんがもらいました！弓道を始めて体験しました、わたし4個皆中して、弓道部の人に褒められた！すごい！！！って

あとはうちに帰って映画を見ました、三人も眠っちゃった、ハハハ

私が寝ている間に母さん、劉くんと陳さんがバーベキューの為に買い物に行きました。いっぱいものを買ってきました！

日本のバーベキューは野菜も焼くことをびっくりしました！いろいろな野菜の名前を覚えました。。。難しい！でも美味しかったです〜

夜は面白い番組を見ながら、カードゲームをしました！ハッピーな夜時間を過ごしました。

みんなありがとう〜
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行事いっぱい月曜日

2018.09.10

今日は9時に蕨高校に行きました、校長先生、増田先生と篠原先生と初めて会いました！岡田先生は会えませんけど、優しい柔道先生だと聞きました。

あとは在留カードに住所の登録をしました。人が少ないのに、意外時間かかった。。。

銀行口座もオープンしました。始めは税金なになに番号が必要ので、べつのぎんこうに行きました。時間かかった！さいたま市は10月13に花火大会があるらしい！！イェー
イ！！

家に帰ってからすぐ寝ちゃった！あと雨が降ったから、自転車の練習はやめた。。。ひひひ

明日は授業を受けったり、生徒たちとあったり、職員室に挨拶したりするので、緊張してます!

 

把日文投稿翻译中文的文章
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一週間の蕨高生生活

2018.09.14

今日は金曜日です。明日から三連休！

あっという間に一週間過ぎちゃった！みんな超優しい！国語古文のわからないところが全部教えてくれた！ありがとう

ハハハいっぱい写真撮ってハッピーな1日を過ごしました〜

水曜日に初めて日本の書道選択科目に参加しました〜意外に収穫満々！

毎週の木曜日と金曜日は外国人のための日本語教室に行くつもりです。タイ人のビュー君と一緒に行きます。

では、三連休START！
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音楽部初めてよろしく

2018.09.14

9.14 雨 ちょっと涼しいけど、なんか蒸し暑い！謎の天気本当に。

今日の5時間目は地震があった！本当に揺れた！あああああ初めて本当の地震を体験しました。

金曜日の2時間目はまた日本語クラスがあります！A週もB週もあるので、体育が参加できなくてしまいました、泣きたいよまったく

放課後4時から6時まで音楽部の部活があります！水曜日と日曜日だけ休み。

ちょっときついけど、頑張ります。よろしくお願いします〜

把日文投稿翻译中文的文章
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雨の音に心聲を探す

2018.09.18

朝から起きて、ご飯を食べて、歩いて、バスを乗って、電車に乗って、歩いて……………その毎日登校日のroutineは面白くない、でも自分で何か面白いことを見つかるなんて、
留学中の自分を充実させる方法の一つでしょう。今から私は何か意味深いことをもっと考え、留学生活をもっと甲斐があるように頑張ります。今日の雨はすっごくやばかった！
さっきまでずっと。自分自身をもっと知りたい、心聲を探したい、雨の音に。

 

日曜日は今時の映画『3D彼女』を見ました、面白かったです！HEよっかた！

初めてプリクラを撮った、すごかったです！

買い物もしました〜

明日部活休みです〜木曜日と金曜日の球技大会を楽しみにしています！

おやすみなさい
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球技大会

2018.09.21

木曜日(20)と金曜日(21)は球技大会です！みんな良く頑張った、最高〜

男子バスケはすごく惜しかったわ、1点の差な！実際はサッカーのバスケハハハ今日はまた雨だからしょうがないな。。。

初めて日本のウノとトランプをした、運がちょっと悪かった。。。でもすごく面白かったです

男子女子みんなお疲れ様でした！ずっと応援したので今喉はちょっと調子悪くなっちゃった

今回は出られなかった残念！今度は絶対7組女子バスケの力になる！！！

明日部活が終わった後、友達と一緒にさいたま新都心にいろんな食べ物に行く！楽しみにしています！

明日部活も頑張れ！

ではおやすみなさい〜
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自己約束しろよ！！！

2018.09.29

一週間久しぶり！最近ちょっと約束感不足でした。。。なぜかというと、多分抖音見すぎて、やりたいことがやったなくてしまいました。

今更日記更新してごめんね！

今週 水、木、金曜日もスピーチと自己紹介したので、ほんとに疲れた！でも収穫満々でした。たとえば、可愛い先輩と知り合いになりました。インスのファンも増えました。
嬉しかった！

最近太った！嫌だよほんとに！運動しなくちゃいけないよねー

もっとぺース持って、自己約束しろよ！！がんばれ！

 

邱　一鳴的日记
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台風のあと。。。

2018.10.01

日本に来たあと2回目の台風：24号はきのう夜11：00〜4：00？埼玉県に来ました！2回目ですけど、かんじがいちばんおおかった。

寝る前に凄い雨が降った、台風はいつ来たのかよくわかんないだけど、2時半のとき私は台風の大きい音に起きられた。。。

風は起きる原因になるのは初めてなの！山手線も22：00停止運行になるのもはじめて！家に帰れない人も多かったです！

いろいろな悪い影響ももちろんあった。朝登校のとき北浦和駅に入れない程度込んでた。。やっと入ったのに満員電車なんて最悪。。。電車で登校生徒たち全部正常登校しなか
ったんです。

授業の時間も遅くなりました。

私たちにびっくりしたことは学校の駐輪場の棚も壊された！

ほんとに影響が大きい台風だよね、沖縄と和歌山もやばかったそうです。

おやすみなさい。

把日文投稿翻译中文的文章
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埼玉に1ヶ月間の思い出〜

2018.10.08

三連休最後の日で、8日も私が埼玉にいる1ヶ月間の日です。この1ヶ月の間に、色々な思い出があります。

8日、心連心の先生と友達と離れて、ホストファミリーと出会って、一緒に水族館に行きました、あのひは悲しみもあり、楽しさもありました。

11日初登校、蕨の先生方と1年7組のみなさんと挨拶して、初めて日本の授業を受けました、65分間の授業時間は長すぎと思い、疲れただけど、充実な1日です。

13日からくすのきという日本語授業があって、タイの留学生ビュー君と知り合いになりました、先生は62歳の優しいおばあちゃんです、3月までの授業よろしくお願いします。

20、21日は球技大会でした。日本の応援はすごいなーと思い、7組の皆さんもお疲れ様でした〜出られなかったけど、応援も楽しかったです、今度ぜひ参加するよ〜力になりた
いです。

26、27、28日は3日連続スピーチと自己紹介をしました、たくさんの人の前に自己紹介なんてほんとに照れすぎった笑笑！でもこれも能力上昇の方法の一つかなと思います笑笑

10月1日から7日までは中国のゴールデンウィークで、中国の友達が一緒にどこか行っただけど、私は通常登校でした！（震え声）

1日も台風の後の日（記憶が間違っていないなら）、すっごく暑くて、満員電車で学校の半分以上の生徒たちも遅刻した！なんだこれ！ハハハハハ

明日からはテスト週間で、部活もない状態です！15〜18の中間考査のために、頑張らなきゃ！！！fighting！！！

はい、以上です〜

大嫌いな地学に好きになれるように勉強に行きます！よっしゃいくぞー また次の日記に。

把日文投稿翻译中文的文章
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Weekly diary 物事は因果があり、絡み合っている

2018.10.14

お久しぶり〜また元気満々な一週間をすごしました、もうすぐテストだから、最近は毎日充実な勉強時間でした。でも時々やる気なしな時もあります。。。ラッキーなのは一緒
に頑張る仲間がいること、お互いに励ましてテストの勉強を進んでいます。明日は中間考査の最初の日で、1日目は私が苦手な科目国語と地学があって、得意な英語もありま
す。現代文も古文も理解不能なので、あああどうしたらいいのか？4日間の午前中はずっとテストで、一科目は1時間ずつです、中国とちがいます、私は理系なので、中国語と
数学と英語は2時間、物理化学生物とかは1時間半で、文系の科目は1時間です。日本のテストは1時間ずつのが楽だと思います。なんでテストの一番目はいつも国語/中国語なの
笑笑、日本も中国もそうだし、だれか教えて........

今週の木曜日初めて体育の授業をでました、信じらんないでしょう？今更。なぜかというと、毎週の木曜日の午前中はくすのきという日本語授業があって（校外）、金曜日の2
時間目も校内の日本語授業があるけど。。体育は木曜と金曜の2時間目。。。。偶然すぎる！今週くすのきは休みのでやっと体育に出た！私は先生たちと相談した後は、金曜の
日本語授業と体育は隔週に行く予定になりました。イェイー！あんまり走りたくないだけど、運動不足になったらやばい状況になる、太すぎるとか爆笑！

蕨高の走る時間は40分なの！中国で5分しか走らない人は苦しかった。でも案外に25分走りました、ばからしいだけど、自分を褒めたいですう〜

テスト頑張ろ！！！物事の间に因果関系あり、さまざまに絡み合っているので、頑張ればいい成績があるのが信じてます。

把日文投稿翻译中文的文章
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花火大会

2018.10.14

昨日さいたま市政令指定都市15周年記念花火が見に行きました〜

めちゃめちゃカラフルできれいでした

イオンの屋上にホストファミリーのみんなと一緒に行った、案外に人が多かった！

日本に来たはじめの花火を一緒に見ていて、ほんとにありがとうございます！

おいしい油淋鶏のお弁当も食べました〜ほんとに楽しかったです！
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原宿＆渋谷！！！

2018.10.28

21日の東京ツアー！今更日記更新してごめん！

写真は多すぎて二枚だけ載せますネー

ひなこちゃんと南浦和駅で同じ電車を乗ると約束したんだけど、ひなこが反対側の大宮行きに乗り違った笑笑！

竹下通り！めっちゃ混んでた！かわいいものを売ってるお店もいっぱいあって、どっちも買いたいから、じゃんけんで買うか買わないかを決めました、WEGOとか390マート何
軒もある！お金がやばいよー

プリクラも撮った！原宿のは日本一だって！めっちゃ広いよ！最新の機種で撮った〜青春の匂いがします！

すっごく人気あるレインボーチーズロストも食べました！半分から割るとチーズの虹が出る！面白すぎる、でもめっちゃ高かった(1080円で二人割り勘した笑笑)

そして歩いて渋谷109行った、あの日はちょうど渋谷音楽祭でめっちゃ賑やかでした！バンドがすごいー

やっぱり109のお洋服可愛すぎる最高！冬のためにニットを買いました、また行きたいわ〜

電車迷子二人また乗り違った！今度は京浜東北線じゃなくて山手線です！爆笑！

超楽しかった一日でした！ありがとう〜また遊ぼネ！

邱　一鳴的日记
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たこ焼き！！！

2018.10.28

昨日のお晩ご飯はたこ焼きですー

超美味しかった、多分20個ぐらいも食べましたー

最後の写真の「たこ」焼きの中身は何でしょう？ぜひあててみますね！

把日文投稿翻译中文的文章
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TRICK OR TREAT

2018.10.31

中国では私ほんとの仮装ハロウィン、他のお家に行くお菓子をもらったことなかったです!みんな飴をあげるだけです。

子供達と一緒に"trick or treat trick or  treat give me  something good to eat"、ほんとに楽しかった!

ありがとうございました!!!

大好きですー

 

把日文投稿翻译中文的文章
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研修の余韻

2018.11.19

11.9〜11.13 先生方とみんなと一緒にすっごく楽しかった3ヶ月目研修を過ごしました！

色々計画してくださって先生方ほんとにありがとうございましたーお疲れ様でした！

みんなとまた会えてよかったです。

各生活地の方言とみんなの学校生活も知りました、みんな充実でよかったです！

安全的、心理的＆行動的な知識と技術も身につけました。

あああああ最後にみんなとバイバイするとき泣いてしまいました

私たち26人とも楽しい留学生活を過ごすように心から祈ります、あと8ヶ月頑張りましょう

未来へ羽ばたきましょう！
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「くすのき」はばたき会

2018.11.19

昨日午後のはばたき会無事に終了しました。高校生として発表の機会がいただいて大変光栄です。

くすのきは外国人の日本語勉強のために日本人ボランティアが成立した日本語授業です

今回約15人が発表しました、素晴らしかったです。みんなも頑張りましたお疲れ様でした

この3ヶ月間の間に、これは何回目の発表だろう覚えてないけど、発表のために頑張る自分が大好きです

成長しました、いろんなところも。

もし今後も機会があれば、また挑戦したいです。
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素晴らしい日曜日

2018.12.16

今日の午前、うちの近くにある自治会が餅つき活動を主催しました!私が杵で打つとき、その大変さが感じました。握る方とか、打ち方とかいろいろをわかりました。あんこ&
きなこ味の中に、あんこのが一番好き!ごちそうさまでした!

 

午後、アルゼンチン出身のステフィさんが家に来ました。アルゼンチンで日本語教師がやっています。初対面のとき、日本語が上手すぎて、「さすが先生!」だと思いました。
顔めっちゃちっちゃくて肌も白い美人です。インド料理カレーとナンが食べました、いろいろ味あるけど、彼女は辛いものに苦手だから、甘みがあるカレーを食べました。アル
ゼンチンであまり辛い料理食べないのがわかりました。辛いもの大好きな私とぜんぜん違うね!(私は昆布以外なんでも好きだから、今まで*キロも太った、まじでどうしよう???)

その後彼女と人生ゲーム&ワードバスケットをやりました。人生ゲームでステフィは優勝しました！「ビギナーズラック」ですね!!!ワードバスケットが難しいな〜「ぬ」「む」
は最後になるとぴったり6文字の名詞はぜんぜん出てこなかった、日本人にとっても難しいねーでもいい勉強になりました。

ステフィさんはすごいだと思う点は何か初めて知った単語と表現は必ずメモすることです。

ステフィさんと知り合いになってよかったです!クリスマス会にまた合いましょう!

 

部活OFFの日にいろいろ経験とかができてよかったです。

明日いちこも頑張ろ!

邱　一鳴的日记
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Countdown to Christmas

2018.12.19

5 days to Christmas!!!

家の前の木は強い風のせいで折ってしまいました、前すごく綺麗だったので、およそ10cmの長さに切って、クリスマスリースに作りました。

手作り本当に苦手な私の作品は“かわいい！”と言われて、とても嬉しかったです！

二番目の写真のリースは母さんが作ったものです！めちゃくちゃ可愛いと思います！！！！！クリスマス会みんな楽しんでね！

この前友達と東京駅の近くにあるイルミネーションクリスマスツリーを見に行きました、点灯式は西野カナのbedtime story(映画3D彼女のあと私の頭の中にずっとはまってい
る曲）でした。最初の点灯式は半分見たけど、第2回のを間に合うために、ちょっと走って行った、間に合えて本当に良かったです！この友達は西野カナの大ファンで、私が初
めて知った日本語曲も西野カナで、多分日本の歌手の中に歌える曲が一番多いのも西野カナの曲です！二人ともびっくりしました、すごくないですか！？最高の遊びでした。

中国であまりクリウマスの雰囲気がないけど、日本で感じました！

12.24& 12.25も部活1日練だから、家のクリスマス会を参加できなくてすっごく残念と思います。

部活もみんなでクリスマスパーテイーをやってほしい！期待しています！

 

（四番目の写真：西野カナのツイターより）
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2019　あけおめ!

2019.01.01

元日は新年の最初の日とうちの母親の誕生日です

ママ　おめでとうございます〜絶対心配かけないでここでいい留学生活を過ごします!待ってね、私の帰り。体の調子にも気をつけてね〜愛してます!

紅白歌合戦と無人島生活とかの番組をいろいろ回して、ついにカウントダウンの時間になりました。3!2!1!子供三人はジャンプして、年を越しました。その時はるかは1個新し
いお盆を壊した、爆笑!!!

最近みんなはインスタストリーで"押して一言をあげる"ということをやっていて、私はみんなにどんなイメージを残ったのがわかりました!かわいくて頭いいと言われて、とて
も嬉しかったです。DMであいさつとかをして、楽しかったです。

最近起きるのがめっちゃ遅かった、でもやっぱりそれは冬休みだもんね〜笑笑

最近父さん母さんは年賀状を作ることに忙しくて、日本のお正月は年賀状を出すこともすごくわかりました。今日まで大体終わりましたね!お疲れ様でした!

朝ごはんと晩ごはんはおせち料理を食べました、いろんな食材も入っていて、違う意味もあることがわかりました。例えば、黒豆は長寿、かまぼこの赤は魔除け、白は清浄の意
味があります。

お年玉ももらいました!とてもきれいな袋に入っています。中国のお年玉袋は大体赤色で、かわいい袋とは違います。私ももらえることは想像以外なんですから、ほんとにあり
がとうございました!

明けましておめでとうございます

ことしもよろしくお願いします〜

2019も一緒にがんばりましょう!!!

 

邱　一鳴的日记



把日文投稿翻译中文的文章



初スキー！！！

2019.01.06

12.28  in長野！！！

初めてスキーやりました！

瀋陽雪いっぱい降るのになんで私は初めてなんだろう？笑笑  

滑るの怖くて、お兄ちゃんもスキーでケガしちゃったからかな？

今回家族旅行をきっかけにして、自分をチャレンジしようと思いました。

午前はスキースクールに入りました。1対何人はずなのに、ラッキーな私はマンツーマンでした。先生は若くてうまいチャレンジャーだと思います。3本ぐらい滑りました。意
外にそんなに怖くなくて、めちゃくちゃ楽しかったです。何回も転んで、自分で立てることも難しかった。板で大きい三角形を作るとか、S形に滑るとか色々身につけました。
ちょっと疲れたのでお昼食べたあと20分ぐらい寝ました。そのあと、リフトを乗って頂上に行ったけど、りょうあしが筋肉痛になってしまったので、一本だけで終わりにしま
した笑笑。

青海家の皆さん、家族旅行、長野横浜まで連れてくれてありがとう！そして、スキーやボーリングとかもできて、感謝の気持ちいっぱいです！

時間早すぎるね、2月に新しいホストファミリーに行くから、あと1ヶ月間いっしょに楽しんで過ごしましょう〜

4ヶ月間本当にお世話になりました。これからもよろしくお願いします〜

把日文投稿翻译中文的文章

邱　一鳴的日记





日本で過ごしている春節

2019.02.06

新年、明けましておめでとうございます
いい年になりますように

美味しいギョウザ屋さんのギョウザを食べました〜麻婆春雨も!シンプルだったけど、久々で幸せでした!

夜家族とビデオ電話をしました、みんな元気でよかった

家族に新年お祝い動画も撮った、"日本にいても私達のことを覚えていてありがとうーうれしい!"と言われました。それはいま唯一できることでしょう。

 

新年快乐

身体健康

万事如意

最简单却最真诚的

♡

把日文投稿翻译中文的文章

邱　一鳴的日记



世界一かわいい

2019.02.08

いよいよ引っ越しの日

明後日って早すぎて絶対ウソでしょうー

昨日明花がSnoopyとCharileのお弁当作ってくれた〜

朝こっそり何かを切っていたし、めっちゃ早いスピードで風呂敷まで全部用意してくれた。そこまでやんなくていいよと思った。お昼お弁当箱を開けたとき、何これ可愛くな
い!?可愛すぎる!!!!!!っとめっちゃ騒いだ笑笑！サプライズありがとうね〜うれしい(>ω<)おいしかったよ〜

今日は私の最後の母さん弁当でした!めっちゃ可愛くておいしかったよぉーまっくろくろすけのおにぎり+ちくわちゃん+ブロッコリー+お肉=最高！！！

いままでほぼ毎日美味しいお弁当を作ってくれて本当にありがとうございました！！！！！

青海家大好きです〜

カラオケ楽しみ楽しみーーーー

 

把日文投稿翻译中文的文章

邱　一鳴的日记





最後?いや、違うよ

2019.02.10

 5ヶ月本当にあっという間

昨日いっぱいサプライズありがとう
(ハート)

洋食&和食の合わせうますぎてまた食べ過ぎちゃったわwww
 素敵なケーキも!!!

私の大好きな人生ゲームとババ抜きとかのカードゲームもやって長い夜でした〜でも9日を終わりたくない
 寝るとき青海家との日々を思い出して

出会えて本当によかったー
母さん父さん明花七菜ばーこチャーこ慧ちゃん………

 いちこにとっては大事な家族ですよ

これからも、一年後も日本にいるから、よく会おうねーーーー

5ヶ月間お世話になりました!
 大好きです

これは最後じゃないよ〜

邱　一鳴的日记



把日文投稿翻译中文的文章



3.4 夢の国に行ってきました

2019.03.06

夢がかなう場所、夢の国ーディズニーDisneyに行きました！！！

朝4時に起きて、初めて5時半の電車に乗りました、めちゃくちゃ早くないですかwwwwwでも7時半開園前30分についたときに、目の前の行列に驚きました‼ まじっすかってい
う気持ちが溢れていた。前日から降っていた雨もやまずに、一日中雨でした。それでもテンション激高くて、さすがうちら！

まず私とひなこはトイマニのファストパス取りに行って、またびっくりした！そんなダッシュに行っても、14時のFPしか取れなかった！！！4人でガチで勝負して筋肉痛になり
そう！楽しかったですよ〜

入試休みで平日月曜日に行ったから、緩めでも7つアトラクション乗りました。美味しい食べ物もいっぱい：サリーまん、カレー、ホットチョコレート…………

もっとも行った価値があったわと思うことは、いっぱい良い写真撮れたことです。

愛追い隊（元々は3人のグループ）4人はお揃いコーデを買ってミニーちゃんの帽子を被っていたんです。インスタ映えそうなところも行きました。

p1気持ち悪くて爆笑しましたwwwww

p1〜3 みんなミニーですよね笑笑！可愛いけどなんかキモくないwwwww！

どんな写真撮れたかそれは次、愛追い隊4人で楽しんだことが一番だと思います。

みんな大好き、そして尊敬、ラブ！

これからもね、いろんなところ行こう〜みんなで！

もうすぐ学年終わってクラス替えするんですけど、ずっとなかよくいてくださいね〜

“お前たち最高だぜ〜”

 “うおー〜”              （ディズニーシー行った人はわかると思うよ）

 

邱　一鳴的日记
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いちこ と いちご

2019.03.11

3．9ー10  第一部  伊豆でイチゴ狩り！

朝ワクワクと起きて、なんも食べずに行くとおもたんですけど、流石に無理で軽〜くどら焼きでお腹を溜まって、伊豆旅行を始まりました！

土曜日と思わない高速のこみのせいで、いちご狩りは予定より40分遅れてしまいました。

車で疲れた私たちは、着いたら早速爆食いwwwを始まった。

すーぱーでうってるやつよりは赤く、でかくて甘くて最高です！！！

調子乗っちゃて、ガブガブと食べつづけてついに66コ食べました。お腹がいっぱくて、破裂そうだった笑笑。40分食べ続けた自分に驚きました。さすがいちこですね！

みんなの口の中は苺に占領されて、しょっぱい味が欲しい。この時、のりしおの美味しさ倍増です！

ごちそうさまでした〜

把日文投稿翻译中文的文章

邱　一鳴的日记





春の伊豆、富士山との出会い

2019.03.12

第二部  修善寺温泉旅行

いちご狩り（いちご一会？wwwの後、伊豆の有名な観光地ー修善寺に行きました。“参拝”の時、お寺と神社の参拝方が違うことを完全に忘れてしまって、あと悠生に教えて
もらって、大変失礼しましたと思いました。

修善寺の寒桜この時期ちょうど元気で綺麗に咲いています。はじめてさくらをみました。言葉が出てこないほどの美しさ、これは春の伊豆だなぁと思いました。川端康成の伊豆
の踊子という小説のことを思い出した、どういう話かわからないですけど、その時の私は踊り子になって桜の樹の下に踊ってみたかった。落ち着いている、静かな、春………

行く道に富士山と出会いました。海との組み合わせ、最高です〜

その日、温泉旅館に泊まりました。温泉の“やわらかさ”と露天風呂ならではの景色のおかげで、1日の疲れを癒され、とっても気持ちよかったです。

夕飯は本格の日本料理でした。豪華で美味しかったです〜心を込めて作った料理を食べるのは本当に人生最高の幸せ

ごちそうさまでした！

邱　一鳴的日记





伊豆シャボテン公園！

2019.03.16

3.10 伊豆シャボテン公園〜

シャボテン公園の中にサボテンだけじゃなくて、動物もいっぱいいます。一番印象残ったのはカピバラさんです。

カピバラさんのお風呂って十何年もやり続けてめちゃくちゃ幸せじゃん！！！触ってみたら毛が意外に硬くて、ぜんぜん人間に恐怖心もなくて可愛い！

アニマルショーも見ました、大変な訓練をされたと知っているけど、動物たちの賢さに驚きました。どうやってわかったのでしょう？？

サボテン温室にさまざまなサボテンがあります。例えば、アフリカ、メキシコ特有のものとか、形、大きさそれぞれ違うので面白かったです。大きいやつになるまでは100年く
らいかかると聞いた。

午前中いっぱいはずーとシャボテン公園でぐるぐる回したりしました。

で、車で熱海まで行って海鮮丼食べました！！！熱海の名物しらす、イカとかもあって、この前ちょっと苦手だったいくらも美味しくて、見た目、旨さの最強組み合わせだ！

 

 

 

今日の悠生ダジャレ：ant is ten

みなさんぜひ当ててみてください！笑笑

邱　一鳴的日记
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響き〜芸劇に愛と笑いを〜

2019.03.24

蕨高校音楽部第30回定期演奏会「響き〜芸劇愛と笑いを〜」成功に終わりました！！！

61th、62thの皆さんお疲れ様でした！一人いないと成り立たない、最高の定演でした！ありがとうございました

そして、来てくれたホストファミリーのみんな、先生方、お客様ありがとうございました。どうでしたかね〜？

部活での長時間練習や前日風邪ひいてしまったなどいろいろ辛かったけど、やっぱ皆さんの前に頑張った自分を表現したことは一番嬉しかった 

卒業した三年生の先輩方は色々意見をくれたり、ステージマネージャーをやってくれたり、第4部で一緒に歌ったりして、本当にありがとうございました

これを最後として二年生の先輩方ももうすぐ引退するから、雰囲気悲しすぎてもらいなきました………

うちら一年生も頑張るから、安心して任せてください

邱　一鳴的日记
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今を大切に

2019.04.07

春休みいよいよ終わってしまって明日から二年生！一年７カ月間の一年生生活やっと終わりました。

4月1日にクラスも新元号も発表されました。2年3組 女子13人の男クラ（物理選択の塊？他のクラス文理混合らしいよ？まだわからない）

ラッキーなのは音部女子4人！担任の数学わかりやすい！  出席番号順で座るとクラスの端っこの端っこにいる私は隣全員男子だそうです。。。。頑張って仲良くなるしかな
い！ファイト

新元号令和の出典は万葉集 「初春の令月（れいげつ）にして、気淑（よ）く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披（ひら）き、蘭は珮後（はいご）の香を薫す」、れいわ という言葉は日
本人にとって言いにくいかもしれないけど、とてもいい意味で綺麗な元号だと思います！

 

あと残りわずか3カ月間しかいないのに、やりたいこといっぱいあるのに、やる気出ない…だるい…時間早い…

なんか充実しているのに充実していない？弁論大会の準備をしようと思ったのになんも書けない…計画を実現したいのになかなか難しいのはなぜ？

ちゃんと反省しよう…新学年が始まるとともに変えよう！

この前読んだ「未来のミライ」で

「今、という場所はそのわずかの一点でしかないことがよくわかる。喜びも悲しみも苦しみも怒りも、ありとあらゆる種類の想いが、それぞれたった一点の『今』の中にあり、
今。と感じた次の瞬間には別の今が待ち受けている。永遠に今は過ぎ去り、無限に新しい今はやってくる。」

という文にとても共感しました。だから、今を大切にしよう！大切にしたい！

「今」は新しい私を待っているから、ちょっと行ってくるね！

把日文投稿翻译中文的文章

邱　一鳴的日记



3組との一週間

2019.04.13

3組のみんなとの生活はもう１週間経ちました。

担任の先生は真面目でしっかりしているけど、自分の一切の子供の話になると父親の実感が溢れて、かわいい〜うふふ

３つの「じ」というみんなへの要望があります；返事、掃除、時間

掃除は特に重視している。例えば、週番の仕事：黒板！授業終わったあと、元々の綺麗さに戻らないと、めちゃめちゃ怒られる！

HRの時間も利用して、どうやって黒板を消すのか、教えてくれました：全身の力をかけて“ぎゅー”！wwwww

数学の授業もわかりやすくて、とてもいい先生です〜

女子13人しかいないから、みんなお互いに助け合ったり、机をくっつけて一緒にお弁当を食べたり、とても仲良くしています。友達もでいていて、安心しました〜

男子もちろん陰キャな子もいるけど、みんな結構話しやすいです！

そして、物理クラスだからかもしれないですけど、みんな勉強真面目で、とっても頭いいですよ！自分が追いつけないぐらい努力しているし、みんなを見てだんだんやる気出る
ようになってきた！よし、この調子で頑張るぞ！

 

最近ずっと部活の仮入部で忙しいーーーあと1日！後輩ちゃんたくさん入って欲しいよ〜

来週もいろいろ頑張ります！

 

明日江娉先輩（ぴんちゃん）来日です！これから一緒に住むことになって、よろしくお願いします！たのしみ〜

把日文投稿翻译中文的文章
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いち先輩！

2019.04.23

１週間近くの仮入部期間やっと終わりました！勧誘、出回り、昼周り…皆さんお疲れ様でした！

昨日月曜日は本入部の日でした、一年生が8人きてくれて嬉しい〜でもやっぱりもっと欲しいなあ、去年二十何人入ったのに… 水泳部30人も入ったって！ちょっとくださいよ笑
笑

入った子みんな歌うまくて、すごいなと思います。

今日発声練習の時後輩のみのりちゃんとペアを組んで、順番で歌ってお互いにアドバイスするときに褒められました！超うれしいーーー

いち先輩のようにうまくなりたいって！先輩感！自分も一年生の「頑張る目標」になったのね！やったー！

とにかく嬉しいです！引き続き頑張ろう！

把日文投稿翻译中文的文章
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春レク〜

2019.04.27

自分が担当した音楽部春レク無事に終わりました〜係のみんなお疲れ様でした！

先輩、同級生と新入部の後輩たち楽しそうに練習したり遊んだりした様子を見て、ここまで頑張った甲斐があったわとすごく感じました。

時間割やレク決めや人数確認や景品購入などの仕事がありました。ちょっと大変でしたけど、3人で協力し、うまく解決しました

今日の流れは：校歌練習、一年生のあだ名決め、○か×か、スリッパリレー、なんでもバスケット、〜お昼〜、定期演奏会のDVDを見る、あだ名ビンゴ  でした

あだ名決めは、ひと班に一年生一、二人を入れて、いろいろ質問の答えの組み合わせでいっぱい面白い名前出てきた。オニグリ、赤ジェンアン、焼津赤理とか…笑笑

ゲーム（レク）は特に面白かった。チームに分けて競い合う形でポイントを貯めて総合優勝チームには豪華なお菓子景品あげました。

スリッパリレーでなかなかうまくパスできない時、なんでもバスケットですごく焦って笑われた時…きっといい思い出になるだろう！

やっぱり音部のみんな最高だな！とても素晴らしい経験でした。この後の音楽祭頑張りましょう！

 

邱　一鳴的日记
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平成最後はお泊り！

2019.05.03

平成最後の日午前中部活終わったあとは青海タイムズ！

念願のアベンジャーズ4エンドゲーム一緒に見ました、ネタバレなんてしないけど、これは多分アベンジャーズシリーズの最終章、名前通りに。アメー

ジングでとても面白かった、今までの一押し！

そして、お家に着いた！ばーことチャーこいっぱい喋った、みなさん元気でよかった！

たこ焼きパーティー！いちこの豚豚計画だわこれ笑笑みんな一緒に作ったり食べたりして、あと今のホストファミリーの話、このあいだの面白いこと

とかも話しながら、ついに９時になった。お腹がパンパンでやばい笑笑！なんで青海家といるとついに食べ過ぎちゃうの？？？よくわからん笑笑。ま

あダイエットなんて明日

久しぶりにドラマを見た、私は定時に帰りますというやつでおもしろかった。ドキドキしながらもうすぐ12時！！！

10、9、8、7、6、5、4、3、2、1！令和！！！三人で令和ジャンプした！元号変わるのが初めての体験、とても楽しかった！もう新しい時代！平成あり
がとう、そして新天皇即位お祝い申し上げます。

令和最初の日もwith青海！佐野アウトレットに行きました。佐野といえばラーメンですね！青ネギラーメン、ネギネギネギ！！！さっぱりネギのいい

味でチャーシューも美味しかった！母さんの話によると、なんで佐野まで行くかというと、そこのかき氷のため！私は梅味を頼んだ、なんか渋いけど

笑笑、さっぱりで氷の味も味わえて（氷の味ってなに笑笑？）最高でした！もっと母さんとかき氷巡りに行きたい〜ごちそうさまでした！

楽しい時間はいつも早いね、もうバイバイの時間だ…平成最後and令和最初この二日間ありがとうございました！みんな元気でね！6日の焼肉楽しみ〜

邱　一鳴的日记
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Sexyzone PAGES live tour Yokohama

2019.05.05

人生初ライブはセクシーゾンのでした。学校に4人でライブ行きたいなと話したから、ファンクラブに入ってる友達が試しのつもりで応募して、まさかに当たった！でも1人が
里帰りで行けなかったから、ひなこのオタクお母さんも行きました。誘ってくれて本当にありがとうございます！

これまでずっと楽しみにして、やっと5/4でした！！！

うちわの準備（p5）やおそろいコーデの購入などいろいろ準備しました。髪の毛にリボンをつけて（私のは健人君の青、友達は風磨の紫）、好きな人と会いに行ったんだよ！

ドキドキしながら入場して、席結構近かった、センターではないけど。マリウスと勝利くんめっちゃ見えた。応援や掛け声もすごかった！

セクゾのみんなが頑張ってる姿を見て、みんなに「お疲れ様です」と言いたかった。

素晴らしいライブをやってくれてありがとう〜大好きです！これから何年も、続けて頑張ってくださいね、応援するから♡

邱　一鳴的日记
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サンデーin 東京

2019.06.09

家族で六本木の国立新美術館行きました。優れた画家のタレント、油絵の具の何度塗りからできた本物みたいに生き生きしている絵や素晴らしい明暗などにすごく感動しまし
た。ヨーロッパ美術に新しく認識しました。

そして、夜景が綺麗で有名な六本木ヒルズに行きました。夜ではないが、ガラスの反射でとても綺麗に見えた。

隣に港区の防災フェスタをやっているので、体験に行ってきました。

VR地震体験や消火器の使用をしました。VRで見たのは本物の地震ではないのに、揺れるのが強くて、すぐ酔ってしまいました、万が一の時がきたら対応できるように頑張らな
いと！

お昼は瀋陽発祥の老辺餃子を食べに行きました！本番お味に近いし、本店は故郷瀋陽にいるし、とても懐かしい味でした。美味しくいただきました！

家族と過ごした週末は最高！！！

邱　一鳴的日记
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銀河鉄道999

2019.07.06

悠ちゃん!あゆちゃん!ピアノ発表会　サマーコンサート　お疲れ様でした!!!!!よく練習して、頑張ってきたね!

今までの中の一番良かった演奏だったよ!家で毎回毎回の練習のとき、二人がうまく合わなくて、大変だったのもあったけど、ちゃんと本番まで息を合わせて、一生懸命練習し
たことをえらい！って思ってるよ

他の子もうまかった。ピアノ大好きじゃないと、決してそうな上手にならないと思います。彼、彼女たちの演奏を聞いたら、自分もピアノ弾けるようになりたくなって来た。

みんなお疲れ様!!!よくできました〜きっといい思い出になるでしょう〜

明日家族と富士急ハイランド!!!

天気予報が雨になってるけど、ほんとにほんとに、降らないでください!!!!!!!!!!!!!!!お願いします!!!!!!!

把日文投稿翻译中文的文章

邱　一鳴的日记





富士急ハイランド

2019.07.08

いつもと違う七夕でした!

吉田家族と富士急ハイランドに行ってきました〜

富士急四大コースターを全制覇したかったが、天気に優れなくて、FUJIYAMAと高飛車しか運行していなかった。午前中この2つをチャレンジしちゃった!2つともギネス世界記
録が持ってるんだって!FUJIYAMAは高さ世界一(75m)で、高飛車は角度120°なの!!!

乗る前の待ち時間結構長く、心の上に辛かったが、実際に乗ったら、楽しい!楽しい!楽しくてたまらない!

午後もいろいろ遊園地の定番アトラクションを乗りました!!

夕飯は山梨名物ーほうとうでした〜麺は刀削麺と似てる食感、もちもちでとても美味しかったで

楽しかった一日でした〜

邱　一鳴的日记
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