
来日研修

2018.09.05

来日研修の二日目です。

とても充実で、楽しいです~

鹿児島での生活を楽しみにしてます。

把日文投稿翻译中文的文章

鄭　天祺的日记



和鹿儿岛的初次见面

2018.09.11

曾经无数次想象过鹿儿岛的样子。

像乡村吗？还是更像城市？很悠闲，很静谧？抑或其实人来人往，有着东京的繁忙？

但从机场出来的一刻，看到的景物并不切合与任何一种想象，一切都是现实的，一种专属于鹿儿岛的现实。

细雨打在车窗上，机场外植着南国的棕榈，车驶到山间，就可以看到腾起的迷雾，很幽静，是从未见过的景象，也是异乡。

在车上和今吉老师说了很多，要谢谢老师的鼓励和宽慰，总算让我在见到住家之前不至于太过紧张。

到达住家的时候已经六点了，门打开的那一刻，依旧紧张得不行。

很幸运，之前的学姐也带着男友来做客了，住家姐姐和二哥也在。今吉老师也留了下来，大家一起吃了爸爸亲手做的咖喱饭，非常美味。晚上大家一起喝了酒（我当然没有），虽然
有些听不懂交谈的内容，但是可以感受到大家之间快乐的氛围，不知不觉就到了十点。

之后学姐和姐姐又给我讲了家里生活的注意事项。将箱子搬上楼，收拾过洗完澡之后已经是很晚。

奔波了一天，躺下的时候，突然很想家，很想哭。但是生活仍在继续，何况鹿儿岛的一切才刚刚开始，一觉醒来，我们仍旧要好好努力，不停向前。
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九月九日：中央站、前辈、姐姐

2018.09.15

最初的一周非常忙碌，几乎没有时间用来写日记。

但在这一周里，变化之大，感触之深，可能是在国内一个月都无法获得的，所以在周末把日记一一补上，并注明日期。

没有想到刚刚到达鹿儿岛一天就要和前辈分别了。

临近中午的时候全家一起出了门，前辈还特地带我熟悉了电车的坐法，中午的时候，大家一起在中央站附近吃了”焼きそば”（抱歉忘记照相）在一家商店顶层，排队的人非常多，
等了二十多分钟。妈妈说爷爷奶奶还在世的时候一家人经常会吃，也曾经带前辈们来过。

炒面分量很大，有些吃不完。

吃过饭后稍事休整，就要送前辈去机场了。

在机场的特产店里也认识了很多鹿儿岛的特产：鱼蓉做的月焼げ，から芋做成的点心，以及只有在鹿儿岛才能吃到的きびなご（一种可以做成刺身的小鱼，住家妈妈经常会做）。

回程的时候，又和爸爸姐姐去了超市，姐姐很贴心，帮我买了上学需要的东西（就是我忘记带钱了）。

回家之后，姐姐教给了我洗衣服，刷浴缸的方法，也明确了洗碗等厨房使用守则。

初到鹿儿岛，还是免不了不安与疲惫，但生活的一切终会在努力下走上正轨。
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九月十日 爸爸、温泉、樱岛

2018.09.15

 

到达鹿儿岛的第三天，爸爸带我去办理了在留卡手续，开办了银行账户。

还和爸爸一起去了鹿儿岛的温泉，从泡汤的地方就可以看到远处的樱岛。

从温泉上来的时候有点头晕，爸爸非常贴心，还给我买了凉的咖啡牛奶。

中午的时候去吃了乌冬面和天妇罗，分量非常大，还拜托爸爸帮我解决了一部分

下午时又驱车来到码头，看到无垠的海岸和近处的泊船，还有樱岛，远远地冒着烟。

突然就想起古人的诗，想到那句“远望可以当归”

想告诉思念的人我一切安好，正隔海远眺看晴空万里，让他们勿念。

下午回到家，和爸爸聊天、读报纸，感觉之前的那种不安消散了很多。
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九月十一日：学校 月票 白熊

2018.09.15

很遗憾地错过了武冈台的体育祭。

终于等到了可以去学校的日子。
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见到了校长、班主任，也听老师大概介绍了学校的情况：由于是外语科,所以班上的男生依旧和在国内时一样少，全班只有七个。

之后也顺利借到了校服，妈妈一直在说，校服和运动服都要两件，换洗起来才方便。离开学校的时候妈妈也说，班主任是女老师太好了，说些什么也方便。

这么细致，这么熨帖。

突然就感到非常、非常地幸福，幸福于有人肯为你设身处地着想，纵使他们与你并无血脉相连。

不光住家妈妈，中心的老师也是，这次留学，是无数人一起努力的结果，好好珍惜，应该就是最大的感谢。

从学校出来后和爸爸妈妈一起办了月票，在等待月票办理的间隙，和妈妈一起去便利店里吃了冰淇淋。终于尝到了鹿儿岛的“白熊”（其实就是刨冰，我这个外地人刚听到时还吓了
一跳），妈妈说比起便利店里卖的，其实现场做的更好。

中午爸爸妈妈带我在外面吃了饭，并且饮料是”飲み放題”，鲭鱼套餐真的非常好吃！

酒足饭饱之后爸爸妈妈又带我去买便当盒，外面已经下起了火山灰，超级惊讶！小颗粒バタバタ地掉下来，街上也不断出现晴天打伞的行人。因为火山灰是根据风向飘落的，无法预
测，所以我也只能默默祈祷它的下次到来晚一点。

因为要找一个合适的便当盒，所以下午一直辗转于各个超市和商场之间。爸爸妈妈担心盒子太大携带不便，又担心容量过大带的饭我会吃不完，一直非常仔细地替我挑选，想想爸爸
妈妈年纪已经不小，又为我奔波了一天，十分感动。

虽然最后并没有找到便当盒（妈妈从家里找出一个旧的），但依旧要感谢爸爸妈妈。



天津饭

2018.09.15

（图片来自百度）

有一次爸爸聊起自我介绍的问题。

因为觉得天津没啥特产，所以不知怎样介绍。

爸爸说你可以介绍天津饭呀。

我：？？？

于是乎百度之。

百度：“天津饭有点像蛋包饭，做法是将蟹黄蟹肉加入鸡蛋，加上大量芽菜，虾仁，放上米饭，再打上个厚厚的芡汁便成。在日本的中华料理内，天津饭是到很有名的菜，但是在天
津没有这种名称的饭。”

天津人表示：......

有机会一定去尝尝。
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九月二十二日

2018.09.24

今日は父さんと姉さんに連れられて、ドライブに行きました。

昼食は「侍ラーメン」というラーメ屋で食べました。味は以前食べたラーメンと全然違い、めっちゃ美味しかったです！

食事の後、父さんが車を運転して、吉野公園に出発しました。父さんの運転技術が本当に上手ですねー！途中は鹿児島の風景を眺めて、「団地」というところも沢山見かけまし
た。

意外に、吉野公園には観光客が少なくて、静かな雰囲気がしていました。彼岸花が咲いていて、炎のように熱烈で、きれいです。公園には、桜の木も沢山あって、今は来年の春
にまた来て花見をすることを楽しみにしています。

展望台に登って、桜島は目の前に出てきて、なかなか壮観な景色でした。父さんと姉さんも桜島について、色々紹介してくれました。

夕食の時、お母さんは酢豚を作ってくれました。思う以上美味しかった！野菜がいっぱい入っていて、色もがれいだし、栄養もとても豊富です。

お父さん、お母さん、姉ちゃん、この一日、本当にありがとうございました！

鄭　天祺的日记



把日文投稿翻译中文的文章



今週のメニュー！

2018.10.01

今週、お父さんがご飯を作りました︕

ラーメンです︕めっちゃめっちゃ美味しくて、私は「父さん、すごい︕」と言って、図ら
ず、お父さんは「これい、普通よ」と言いました。母さんによると、父さんは大学時代の
時、よく自分でご飯を作って、だから料理ができるそうです。
今は、今度お父さんがまた料理を作ってくれることに楽しみにしています︕
今晩、お母さんは豆腐ハンバーグを作ってくれました。とても美味しかったです︕肉大好
き︕ただし、お母さんは肉があまり好きではなくて、ちょっと残念ですね。
さっき、ずっと携帯で日記を書いて、ねいちゃんと一緒に洗濯物を干す約束を忘れてしまい
ました(ﾟ∀ﾟ)ねいちゃん、本当にすみません︕︕(＞人＜;)今度是非忘れないわー
お父さん、お母さん、おねいちゃん、今週もどうもありがとうございました︕
   
 

                                  2018.9.29夜

鄭　天祺的日记



把日文投稿翻译中文的文章



始めての台風！

2018.10.01

鹿児島で人生初めての台風と出会いました。

実はそんなに強くなかったです。

一瞬の停電があって、すぐに復調しました。

一日中家にいて、朝は十時までも寝ていました。

宿題を書いたり、本を読んだり、母さんが料理を作るのを見学したリ、台風の日にも、幸福がいっぱいあります。

ただし、携帯の緊急警報がちょっとうるさいね、ちょうど朝寝坊している時に来たとか(笑笑)

把日文投稿翻译中文的文章
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性教育讲座

2018.10.01

上一周六还参加了武冈台高中的性教育讲座。

原谅我实在没法用日语来写这个略带尴尬又无比严肃的话题。

但是这个讲座确实关乎到很多人的未来、安全、和幸福。

我惊讶于高中生们对待讲座毫无扭捏之意的态度，惊讶于学校举办讲座一丝不苟的态度，惊讶于讲座后需要认真填写的问卷，也惊讶于主讲毫不避讳地提到LGBTQ群体。

这场讲座让我看到了日本教育的完善，也让我体会到了这个社会的先进与包容。

想起我的家乡。

希望她也可以早一日走到这里，而我也可以为这一切做些什么。

爱自己，爱别人，去包容每一种形式的幸福。

此致，敬礼。

把日文投稿翻译中文的文章
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竜門の滝

2018.10.13

今日はねいちゃんがベドナムから帰る日です。
父さんと一緒に空港にねいちゃんを迎えに行きました。
途中、父さんは「てんちゃんは滝を見たことがありますか。」と聞いたら、「自然の滝は見
たことがありません(・∀・)」と答えました。
それで、父さんは私を連れて「竜門の滝」を見に行きました。
高さは46メートルで、水が上から飛んできて、なかなか迫力があって、豪壮な場面だと思い
ます︕
そして、今日はねいちゃんからお土産をもらいました︕ベドナムのコースターです︕めっち
ゃ嬉しかったです︕
 

これは全部、父さんとねいちゃんあっての幸せだと思って、これからも常に感謝の気持ちを
持って、今の生活を大切にします︕
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観覧車

2018.11.04

今日友達と一緒に中央駅に行きました。

毎日学校に通う時に見える観覧車にも乗りました。高校生の料金は小学生と一緒で、300円しかかけなくて、本当によっかたです！！25分間も待って、シースルーゴンドラに乗
りました！天気が良くて、空も澄んで、桜島がよく見えました。

本屋さんに行って、「星の王子さま」という本も買いました。中国語の訳本を読んだ時めっちゃ感動して、是非日本語の訳本も一度読んでみたいと思います。

今日友達も色々助けてくれました。嬉しくて、素晴らしい一日でした！
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残念しながら幸せ

2018.11.18

今週の木曜日は風邪をひいて、熱も出ました。それで、金曜日のロードレース大会にも参加
できくて、ただ見学しました。体育授業での練習が無駄になって、ロードレースの本番をや
れなかったことを思うと、すごく残念で、がっかりしていました。
しかし、病気は一方では残念なことをもたらしますが、他方では私に感動なことを沢山見つ
けさせました。
母さんと父さんがずっと心配してくれて、ロードレースの日、父さんは駅まで私を送ってく
ださいました。
私がロードレースに参加できなかったことで残念している時、父さんと母さんも私を慰めま
した。
晩の時、お母さんは鍋焼きうどんと安倍川餅を作ってくださいました。安倍川餅が甘くて、
鍋焼きうどんには餅も半熟卵も入っていて、食べると、幸せの感じが出てきました。寝る
前、母さんは私が夜の時寒いのが心配で、「毛布がもう一枚要るか。遠慮しなくていいよ」
と私に聞きました。
見学する時、友達が私にパーカーを一枚貸してくれました。わたしが帰る時、友達が「寒い
から、是非着て帰ってください」と私にいいました。
帰る途中、意外に雨が降ってきて、一緒に帰る友達がずっと傘をさしてくれました。
……
本当に感動しました。
心温まること、優しい人たち、これさえあれば、病気でも、難しいことでも、なんでも乗り
越えられるでしょう。
 

こういう人たちに、こういう生活に、「ありがとうございます」と言いたいと思います。
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不得不写日记

2018.12.04

昨天晚上上错闹表，把五点上成了六点。早晨起床的时候觉得有点儿奇怪，下雨天天还亮的很
早，上学路上车格外的多，可惜我这个睡懵的脑子没能及早醒悟，34分走到车站，看到jr已经发
车，狂奔百米也没能赶上，还奇怪为什么往常36分的车会早发两分钟。上了站台才发现自己晚
了整整一小时。站台下已经走过一排一排的小学生。
拜托住家帮我联系学校后，终于坐上了比预定时间迟到两分钟的jr，下了jr后就开始顶着大雨一
路狂奔，紧巴巴地赶上了最后一班可以直行到学校的巴士。
完全错过了早晨的加课，身上也淋湿了很多。
头一次迟到得这样狼狈。
不过很意外，收到了数学卷子，好像考了全年级第一(*≧ω≦)两张卷子里还有一个一百，貌似上
了初中之后就再没见过了。
雨下了整整一天。
放学的时候开始打雷打闪。
去美术部和同学玩了一会儿，等到雨势渐歇决定回家，没想到走出校门时遭遇了超级大雨，狂
风暴雨路灯树叶，有那么一瞬间觉得自己身处幻境。蹚着水走到公交站，刚收了伞，一阵邪风
把大雨吹进棚子来，腿和鞋子就猝不及防被完全淋湿。
终于坐上公交以为到了中央站换乘jr就可以顺利回家，到了中央站发现好像有条线的jr因为大雨
停运了，不巧就是我每天坐的那条。经过短暂的迷茫决定改乘市电，jr只有三站的路程市电要有
十站左右，中间还必须换乘。
好容易在凄风苦雨里拎着我的硬壳包撑着伞排队坐上电车，没想到自己钱包里没有零钱。只带
了一张五千元的票子，电车上完全没法找零。
顿时感觉人生充满意外。
后来成功跟开电车的小哥进行交涉，驾驶员人非常好，说我可以在换乘站的イオン或者便利店
换了零钱，在下一列车上交钱，听说我是留学生，还问我要去哪站，知不知道在哪里换乘，给
我指路。非常非常感动。
下了电车去イオン里找商店换了零钱，走到车站又被淋湿一回。电闪雷鸣，人们撑着伞排队，
电车一班一班呼啸而过，还有那么一点熙熙攘攘的味道。
电车里几乎挤得密不透风，地板上泅着薄薄的一层水。被别人的书包卡住，自己的书包也卡住
别人，不意间用湿伞碰到了人，转眼又被别人伞上滑落的水沾湿了衣袖。
非常庆幸自己在下车前成功地从后门挤到了前门。
没有坐过站。
下了车看了一眼地图，顺利找到了回家的路。
两个多小时的辗转，更像一场宝贵的冒险和挑战。
在房间里换掉湿袜子的时候突然又遭遇短暂停电。
晚上吃到了妈妈做的煎鱼，很好吃。
姐姐也回来了，带来了越南咖啡，今天和姐姐相处得特别特别好。
现在，屋子外狂风大作，暴雨瓢泼，刚刚屋子门狠狠地颤动了一下发出意想不到的声音，我上
学用的jr依然在停运，和爸爸姐姐好好相处的喜悦伴随着咖啡带来的兴奋还残存在我的神经里。
明天的状况，我一概不知，但我还是打算睡了。
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晚安。
 
 

2018.12.3夜





全九州高校総合文化祭

2018.12.07

今日朝から県民交流センターに行って、そこで全九州高校総文祭に参加しました。
ちょうど総文祭が鹿児島でおこない、美術部の一員として参加できて、かなり有難いことだ
と思います。
午前中はイベントの準備で、午後からスタッフの仕事をやりました。
イベントで、各県からの生徒たちが集まって、自分の作品について交流しました。会場が鹿
児島にあるため、鹿児島の方言や特産品なども文化交流の一部として、鑑賞会の中で活用さ
れました。
今日一日間、本当に色々な勉強になりました。
このほかに、いくつか感動したこともあります。
昼の時は父さんに総文祭の写真を送って、思いかけず、午後の時父さんと母さんは会場に来
ました。
わざわざきてくださって、本当に嬉しくて、ありがとうございました︕︕
サプライズでした︕
晩の時家に帰ったら、姉さんも家にいて、暖かい紅茶を作ってくれました。
すごく感動しました。
甘くて、暖かく。その紅茶が口に入った瞬間は、この1日の中で1番幸せな時だと思います。
姉ちゃん、ありがとうございます︕
 

明日も続けて頑張ります︕

鄭　天祺的日记
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お好み焼き

2018.12.07

おととい母さんと姉ちゃんと一緒に作ったお好み焼きです！

栄養たっぷりで、すごく美味しかったです！！

今度また作るのを楽しみにしています！

ご馳走様でした（≧∇≦）

把日文投稿翻译中文的文章

鄭　天祺的日记





灯籠会

2018.12.09

総文祭2日目です。

天文館商店会にある灯籠会会場を設営しました。

暇の時は友達と商店街をまわして、色々ないい店も見つけました。

100金のパン屋さんは初めて見ました。きな粉パンもすごく美味しかったです（≧∇≦）

そして、こんなに寒い時期に友達と一緒に焼き芋を食べるのも幸せ満々なことです。

ちょっと疲れましたけど、楽しい一日でした！

鄭　天祺的日记
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故地重游とディズニー満喫

2018.12.25

 最近忙しくて、今更日記を書いてごめんなさい(//∇//)
先々週の修学旅行です。
三カ月研修の時に行った江ノ島や鎌倉大仏などを再遊して、その時の色々を思い出して、懐
かしい一方で、物昰人非ということもやや感じました。それに第13期生のみんなとまた会う
のがもう帰国の直前で、そのあと皆もバラバラして、中国の各地に帰るということを思い出
したら、すごく落ち込まずにはいられませんでした。
しかし自分ができるのは今を大切にすることしかありません。縁があれば、再会もきっと出
来るでしょう。
大仏にもお願いしました。
ディズニーランドの散策もすごく楽しかったです。同じスティッチが大好きの優花ちゃんと
一緒に回って、色々いい思い出を作りました。
帰ったあと、総英の授業で、「修学旅行の中で1番印象深い場面は何ですか」と聞かれたら、
優花ちゃんは「ていちゃんがスティッチのぬいぐるみを選ぶ様子です。とても可愛かったか
らです」と答えました。
(*≧∀≦*)(*≧∀≦*)
 

優花ちゃんありがとう︕︕

鄭　天祺的日记
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年末！！

2018.12.25

ようやく冬休みになりました！！

宿題やスピーチコンテストや新年の準備などがあってやはり忙しいですが、しかし年末の雰囲気で気持ちがずいぶん盛り上がって、やる気も満々です。

先週日曜日の時に王さんと買い物に行って、洋服とかいっぱい買って、やっぱり女の子にとって買い物が1番楽しいことだなーって思いました。

もっと嬉しいことがあって、昨日はクリスマスイブで、お母さんが作ったチーズケーキもいただきました。市販のものよりもっと美味しく、父さんは「母さんが作ったのはヘル
シーだよ」と言って、4分の1も私に食べさせました。大満足でした！！(๑>◡<๑)

夕食は豚カツで、キャベツはお母さんが繊切りして、すごく上手です‼ 

「每逢佳节胖三斤」というのはやっぱり不変の真理で、どの国でも通用しますねー。

それでも、お節料理を楽しみにしています！！

鄭　天祺的日记
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迟到的正月日记

2019.01.28

お正月のことですが、最近大変忙しくて、今更に日記を書いてごめんなさい(//∇//)

お正月の準備は大晦日の何日間前からもう始まりました。
家の掃除はもちろん、お餅とかお節料理の食材の準備もしときました。
初めて日本の本格的なお節料理をいただいて、本当に美味しくて、大満足でした。
微塵切りのみかん皮をかけた年越し蕎麦、鹿児島弁で「ねったぼ」と呼ばれているお餅と唐
芋から作ったスイーツ、具材がいっぱい入っていて、見た目がすごくきれいなお雑煮、全部
お正月が過ぎても忘れられないご馳走でした(๑>◡<๑)
あと、7日の時は七草粥もいただきました。
今年も、是非頑張って、元気満々と一年間を過ごしたいと思います︕

鄭　天祺的日记
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ぜんざい！\(≧▽≦)/

2019.01.28

今学期の始まる時、学校ではぜんざい会が行われました。

ぜんざいは保護者の方々が作ってくださったのです。中国の学校でなっかた経験で、友達と一緒にぜんざい食べたりおかわりしたりしてとても楽しくて、一生の思い出になりま
した。

この間、お母さんの作ったぜんざいもいただきました。

やっぱり母さんの手作りした方が美味しくて、いっぱい食べました。

私を自分の娘として受け入れたお父さんとお母さんに「ありがとうございます」と言いたいです。そして、この甘くて暖かいぜんざいは私にとっては日本での実家の味で、これ
からいくら遠い所に行っても、この味を忘れなく、この縁をずっと大切にしたいと思います。

把日文投稿翻译中文的文章

鄭　天祺的日记



中華料理担当！女子力up！

2019.02.20

この間はずっとテスト勉強で忙しくて、日記のことをすっかり忘れてしまって本当にごめんなさい！

昨日期末考査がようやく終わって、いい点数を取れますように！(*ﾟ∀ﾟ*)

一昨日の晩、母さんが用事で出掛けたため、初めて一人で晩ご飯を作って、しかも全部中華料理でした！！

見た目がちょっとやばかったですけど、しかし味はお父さんの肯定をもらいました！

初めて日本の面を使って、面の質をちゃんと把握できなくて、「西红柿鸡蛋面」(トマト卵面)はちょっと失敗してしまいましたが、お父さんはアドバイスして、そして「美味し
いよ」と言ってくれて、とても嬉しかったです。

白菜や豆腐や春雨などで作ったおかずも父さんの好評をもらって、残った分は翌日のお弁当になりました。

中華風のお弁当、しかも半分私の手作りで、当然美味しかったです！

最後、毎日お弁当を作ってくださったお父さんに、「ありがとうございます。」と言いたいんです。毎日美味しくておかずの種類が違ってそして栄養なお弁当を作ってくれて、

すごくありがたいことだと思います。これからも、色々作ってくれた方々への感謝な気持ちを持って、毎回の食事をいただきたいと思います 。
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鄭　天祺的日记



千切りチャレンジ！

2019.02.20

この間母さんとコロッケを作った時に、キャベツの千切りをちょっとやってみました。

最初は細く切ることができなくて、父さんと兄さんに「百切り」って言われました。

最後は私の努力で、父さんと兄さんから「900切り」の評価をもらいました。

(＞人＜;)まだ綺麗な千切りはできていませんが、でも「皆は最初があるから」！

やっぱり母さんが1番優しくて、励ましてくれて、私もめっちゃテンションが上がりました。

今度はキャベツをもっと細く切ろう！

ᕦ(ò_óˇ)ᕤ

把日文投稿翻译中文的文章

鄭　天祺的日记



タコ焼きパーティー

2019.03.06

今日から公立高校の入試休みが始まって、茶道部のお友達と一緒に部長のお家に行きました〜

女子6人で一緒に食材などを買って、たこ焼きパーティーをしました。

たこ以外、チーズやウインナーなども入れて、あとトマトやチョコ風味の「たこ焼き」も作って試してみました。

チョコ味のたこ焼きは意外に美味しくてめっちゃ人気でした(笑)

午後は皆で一緒にゲームしていて、大変楽しかったです。

自分は下手くそうだったけど、ほかの人がやるのを見ることは面白かったです。

帰る時ちょうど大雨が止んで、爽やかな風が吹いていて、とても快適で、すごくいい気分がしていました。

茶道部の皆、1日お世話になりまして、ありがとうございました！！

晩は母さん手作りの親子丼を食べて、母さんと2人でお茶を飲んだりお菓子を食べたりしました。

本当に幸せな1日でしたー

明日も約束があって、友達と桜島の足湯に行く予定です。いっぱい遊べる為に、宿題も頑張らないと！(*ﾟ▽ﾟ)ﾉ

鄭　天祺的日记
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17歳

2019.03.18

先週のこの日、私はお母さんと一緒にお誕生日を過ごしました。お母さんの誕生日も、私の
誕生日も、同じ3月11日でした。
昼間になつき姉ちゃんに私を維新ふるさと館に連れて行ってもらいました。その晩、母さん
はチーズケーキを作ってくださって、そして皆で誕生日を祝ってくれました。
ろうそくを吹き消した瞬間、様々な思いは私の心に浮かんできました。
日本人の家族に入って、ここで自分と同じ誕生日のお母さんと出会い、そしてここで自分の
17歳を迎えたことは、1年間前の私には想像すらしなかったのです。
しかし、今の私はここにいて、この瞬間の幸せをはっきりと感じています。
これは「縁」というものでしょう。
ちょっと不思議ですが、でもすごく美しくて、貴重なんです。
そのあと、友人からもお祝いのメッセージやプレゼントを沢山もらいました。日本の友人
も、中国各地の友人もいました。これは、「心連心」のお陰だと思っています。友達の作っ
てくれたアルバムをもらった時、本当に感動してしまいました。
まだ沢山伝えたいことがいっぱいあるんですけど、日本語がまだ上手に使えないため、文章
で上手く表現できません。
ただ、この一言は言いたいんですが、
 

「日本にきて、よっかた。」
あと、お父さんは今年もお母さんにすごく綺麗な花束をあげました！！！さすが！！\(//
∇//)\ラブラブですね！

鄭　天祺的日记
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兎と故郷

2019.03.24

今学期最後の美術の授業、私の篆刻作品も出来上がりました。

兎チャンと私の名前の一文字です。

中国では、「嫦娥」の伝説があります。

名前が「嫦娥」の神様は兎チャンと一緒にお月に住んでいるという話なんです。

嫦娥、兎、お月、郷愁......

中国詩人の作品で、これらはいつも繋がっています。

日本での生活はすごく楽しくて、帰りたくないほど楽しいですが、月を見た時、中華料理屋さんの前を通った時、やっぱりなんとなく自分の母国や故郷を思い出されます。

美術の授業で、久し振りに篆刻をする時、こんなデザインにしました。

兎が可愛いという原因のある一方で、他の思いも入っていました——私に色々を与えてくれた日本を愛している同時に、自分を育て来た母国を愛し、忘れなく、いつか恩を返し
たいという気持ちなんです。

 

以下是中文：

来日本快七个月了。

与鹿儿岛人相与共生的樱岛、萨摩藩流传下来的豪快、日本人精巧体贴的心思、回家路上微冷的清风——我所邂逅的日本用她的美丽和温柔接待了我，使我无可抑制地为之倾倒、感
到喜爱，我多么希望自己可以在这里再多停留一些时日，但也忍不住频频地想起中国来。

想到久未谋面的家人，想到天津那条入海的河，想到自己留在中国还没读完的那本红楼。除了这些，我还会想起在日本见不到的家乡的霾，想到霾里常有的堵车，想到那里并不完美
的很多事物。我想这就是我的祖国，不时出现在日本综艺节目和日本人交谈里的祖国、不全为人称道的祖国、牵动起我无限眷恋和心思的祖国，连着骨血、无法忘怀。

我在美术课上刻了一个兔子章。

抱着月亮的兔子。

我想作为一个中国人，不管走到哪里，看到月亮，总是会想起嫦娥、想起兔子来的。这大约算是文化的烙印，算是装在心里的一隅故乡。

希望我有一天也能为她做些什么吧。

在此之前，我能做的也只有刻一方闲章，提醒自己记住来处，身在何方也不去遗忘。

鄭　天祺的日记
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山桜

2019.03.25

庭にある山桜は咲きました。

私の部屋からちょうど見えて、そごく綺麗です。

昨日、久しぶりにボールペンで絵を描いて、その桜を描いてみました〜(≧∀≦)

今、鹿児島では咲いた桜はやっぱり少なくて、桜が満開になった時、是非一回花見に行きたいです！

それを楽しみにしています〜

把日文投稿翻译中文的文章
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有難い1日

2019.03.29

今日お父さんとお母さんは私を連れて桜島に行きました。

この前桜島フェリーに乗ったことはあるんですけど、車でフェリーに乗るのは初めてでした。

桜島に着いてから、マグマ温泉に入って、ちょっと熱かったですけど、すごく気持ちよっかたです！

それからは桜島にあるあっちこっちの展望台に行って、桜島の北岳も南岳も眺めました。ちょっと霞んでましたけど、かえって特別なムードが漂っていて、桜島の迫力を添えま
した。初めてこんなに近いところから火山を見て、私はその景色に感動し、魅了されました。

あと、赤水展望台でオールナイトコンサートの記念碑も見ました。お父さんとお母さんによると、コンサートの日、錦江湾向こう側の鹿児島市でもそこ歌声が聞こえたそうで
す。すごく盛り上がっている気分だったでしょう。

昼食は大隅半島にある「桜勘」というレストランでご馳走になりました。養殖場のすぐ近くなので、カンパチは新鮮で、大変美味しかったです。

午後は一回桜島に戻って、大正噴火で埋没した黒神鳥居を見て、大自然の力に驚かされました。

そのあとは垂水市にある足湯に入って、城山公園にも行きました。桜のトンネルはとても綺麗で、ロマンチックでした。

夕食は続けてご馳走になって、初めて天津飯を味わいました。天津人でも聞いたことない料理なんですけど、味は美味しかったです。

鹿児島の大自然を満喫して、いっぱいご馳走になって、大変楽しい一日でした。

お父さんとお母さん、お疲れ様でした！

貴重な思い出ができて、ありがとうございました！！(≧∀≦)

鄭　天祺的日记
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人生初！竹の子掘り

2019.04.03

先週の日曜日、ホストファミリーと一緒に竹の子を掘りに行きました。

初めて観光スポット以外の山に行って、そしてその自然の中でみんなと一緒にお母さんとなつき姉ちゃんの用意してくれたお弁当を食べて、とても快適でした。

昼食の後、お父さんやお兄ちゃんと山の中に入って、竹の子掘りを始めました。

山の中は想像以上状況が複雑で、障害物も多くて、雨の降った後なので地面もちょっと濡れていて、歩きながら「携帯持ってこなくて良かったなぁ」って思っていました。

私はすごく気をつけながら歩きましたが、お父さんは歩きのスピードも速くて、竹の子についての知識も沢山教えてくれました。

お父さんのを見て、「すごい！！」と思いました。「感激」という言葉で自分その時の気持ちを表して適切かどうか分からないんですが、ただ「自分が60代になった時もお父
さんのように生きられればいいなあ」と思っていました。

時期がまだちょっと早い原因かもしれないんですが、山での竹の子はまだちょっと少なくて、みんなで7本しか取れませんでした。とても運が良くて、私も竹の子を一本見つけ
ました。

ちなみに、山際の道の横に、「松木場」と書いてある看板もありました。すごい！！！さすが！！！

帰ってきて、お母さんが作った竹の子料理もいただきました。竹の子の刺身は新鮮で、甘みもあって、大変美味しかったです。珍しい竹の子の天ぷらも味わいました。風味は独
特で、私のおすすめなんです！！！

貴重な体験できて、本当に良かったです！！！

どうもありがとうございました（╹◡╹）♡

鄭　天祺的日记
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山中池，池边樱

2019.04.04

竹の子掘りの後、みんなと一緒に温泉に入って、上がった後お父さんは車を運転して、藺牟田池に行きました。

車で山を登る途中に展望台もあって、視野がすごく広くて、そこからこの前見たことのない景色を眺めました。

藺牟田池は山にある池で、雨が溜まって出来たそうです。

意外にもとても大きい池だったのです。

池の周りに桜の木があって、ちょうど満開しているところでした。

藺牟田池に着いた時はちょうど夕方で、夕日の光りは池に反射され、波に従って輝いていて、とても美しかったです。

観光スポットですが、知っている人があんまり多くないはずです。

その時の藺牟田池、綺麗で静かで、私の一生忘れない景色でした。

そこからお家まで、車で１時間ぐらいかかりました。佳景を見せてくれるために、わざわざ遠くところまで連れていて、ありがとうございました！

鄭　天祺的日记
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またお花見！

2019.04.12

新学期が始まって、もう一周間経ちました。

ようやく実力テストが終わリ、週末でゆっくり過ごせるようになって、続けて春休み中のことを書きたいと思います。

先週の水曜日、お父さんとお母さんは私を連れて伊佐市の大口まで行きました。

この前、テレビで忠元公園の桜が満開しているというニュースを見たからです。

忠元公園の桜、大変綺麗でした。

桜の木の本数がとても多くて、ちょうど満開していて、更に提灯も飾ってあったので、雰囲気がとても良かったのです。

そして、その近くのラーメン屋さんにも行きました。「マリモ」というお店でした。平日なのに、行った時はほぼ満席で、とても人気らしいです。

初めてバター味噌ラーメンを味わいました。超美味しかった！！！

お父さん、わざわざ情報を調べて、美味しいお店に連れて行ってくださって、ありがとうございました！！

鄭　天祺的日记
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温泉&瑠璃唐草

2019.04.19

先週の日曜日、お父さんはまた私を連れて、温泉に行きました〜

いつもと違って、今度の温泉は、山から出た泉を沸かして出来た温泉で、体に良くて、癒しの温泉だそうです。

温泉に入って、とても気持ちよかったのです(´∀｀*)

また、お父さんの勧めで、今度私はサウナにも入ってみました。しかし、2分間も経たずにすぐ上がってしまいました。なぜかというと、サウナはやっぱり私にとってあまりに
も熱すぎて、なかなか慣れなくて、息すら出来なくなっちゃった感じがしていました。地獄みたいに熱かった！！！          （−＿−；）

帰りに、お父さんは私を連れて慈眼寺公園にちょっと寄り道しました。すごく綺麗な花畑があったのです。

初めて見た花で、看板に書いてある内容によると、和名は「瑠璃唐草」だそうです。

ちょうどいい時期で、本当にラッキーでした！

父さんも私の写真をいっぱい撮ってくれて、本当にありがとうございました！

鄭　天祺的日记





ゴルデンウィークーードライブ

2019.05.07

今日はゴールデンウィークの最終日でした。

今度の10連休、とても充実に過ごせました。

今日からこの10日間の中で、自分の経験したことや感じたことを少しずつまとめて、日記に書きたいと思います。

昨日のことから書きます。

昨日は先輩を空港まで送った後、お兄ちゃん一家と合流して、錦江湾の向こう側に向いて、大隅半島までドライブしました。

大隅半島にある「根占」というところは、お兄ちゃんと結婚したなつき姉ちゃんのふるさとなんです。読み方が独特で、「根占」と書いてあるけど、「ねじめ」と読むのです。

お姉ちゃんに案内してもらって、お姉ちゃんの育ったところや、お姉ちゃんの母校にも行きました。

遠くところまで広がっていった畑、鳥居が二つある神社、静かで生命力に溢れている根占は、その親切で優しくていつも頑張っているなつき姉ちゃんにはとてもふさわしいと思
います。

お昼はご馳走になって、とんかつ定食をいただきました。初めてのバラカツで、お肉が柔らかくて、大変美味しかったです。定食の味噌汁にも珍しく竹の子が入っていて、すご
くいい味でした。

午後、鹿屋バラ園に行きました。子供の日だったので、高校生までは全部入場無料でした。

初めてこんなに多いバラを見って、その美しさに感動されました。普通のピンクや赤い花もあれば、ちょっと珍しいオレンジや緑のバラもありました。1種類ずつ意味の違う名
前があって、可愛い名前もいっぱいありました。花の綺麗さだけではなく、庭園としての全体もとても美しかったです。

夕食は、豚骨ラーメンでした。地方のレストランで、値段が良くて面の量がたっぷりでした。豚骨ラーメンなんですけど、全然こってりではなくて、スープがあっさりでとても
美味しかったです。

夕食後、一日の観光は終わりましたけど、ドライブはまだ続いていました。大隅半島から鹿児島市まで、結構距離があって、お父さんは遅くまで運転していました。

お父さんはこれが自分の役割だと言いましたけど、私はやっぱり一日中運転するのが大変だろうなと思ってます。

一日、お疲れ様でした！

鄭　天祺的日记
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