
⼭⼝県に到着

2006.09.10

この⾒ず知らずの場所にきて、実のところ気分はそうよくない。ここに来てから最初の⼀ヶ⽉は、楊井先⽣の家に住む。楊井先⽣とその奥さんはとても親切。私は彼らをお⽗さ
んとお⺟さんと呼ぶことにした。⽇本にきてすぐにホームステイするとは思ってなかった。彼らはとてもよく私の⾯倒を⾒てくれて、⼩さなことにも気を使ってくれる。私は来
たばかりで慣れないこともあって、家が恋しくて泣いてしまうけれど、きっと少しずつ慣れてくるはず。ここの気候は少し暑いものの、⾬の後は⻑春の秋のようで、空気が澄ん
でいる。私はこの場所が好きだ。明⽇はもう登校⽇。学校がどんな感じなのかまだわからない。数⽇後、道を覚えてからは、⾃分で⾃転⾞登校をしなければ。少し⼼配だけれ
ど、家から学校まではほとんど⼀直線だから、きっと⼤丈夫だと思う︕︕本当のことを⾔えば、時々やっぱり不安になる。故郷を離れる不安を感じずには⼊られない。来⽉に
は、校⻑先⽣の家に住むことになるのだけど、今は期待と不安が⼊り混じっている。この⼀年を無駄にしないように、ちゃんと充実させなければ。がんばろう︕︕︕

⾦ 松⽉さんの⽇記



学校の第⼀週

2006.09.16

実は、初登校の第⼀週はすごく順調というわけではなかった。もしかするとみんなもう⼆年⽣で、お互いに仲良くなってしまったからからかもしれない︕もうみんな⾃分の仲良
しの友達がいる。でも私もたくさんの友達に出会って、仲良くなった。ただ残念なのは、おそらく彼らはみんな別のクラスか別の学年なのだ。とはいえ⼤丈夫。先⽣は私にとて
も親切だし、クラスメートとも意思疎通できる。ただ時々先⽣の話の速さに、まだ慣れることができない。でも、来週もがんばろう。最近、台⾵が来ているから、来週も引き続
き、○井先⽣が⾞で送り迎えしてくれることになった。お⽗さんも、お⺟さんも本当に私によくしてくれて、このことが本当に私を安⼼させてくれる。がんばろう︕︕︕︕⼀緒
に来たみんな、みんなに来年会えることを⼼から楽しみにしているよ。みんなで頑張ろう︕︕︕︕ （訳⽂）

⾦ 松⽉さんの⽇記



学校へ通い始めてから⼆週間

2006.09.22

今週は先週よりずっとよくなった。気持ちをなだめる⽅法を覚えたからだ。実際、私に友達がいないわけではない。ただ、どんなときも傍にいてくれるような友達がいないだけ
だ。今は、暮らしにくさに愚痴をこぼしたりはしない。むしろ、どうやってその困難に⽴ち向かうか覚えようと思う。私は最初、⾯接でこんなことを⾔ったのを覚えている。
「寂しさに襲われても、私は⾃分⾃⾝のヒーローになりたい。」私は今⾃分を誉めてあげられると思う。⼈⽣を楽しめる⼈こそが、次の⼀歩に⾜を踏み出せると思うから。私は
今、この⽣活を楽しみ、友達からの温かい⾔葉に感謝をし、学ぶことの喜びを享受すべきだ。この⼀年が残してくれる思い出を慈しもうと思う︕︕ （訳⽂）

⾦ 松⽉さんの⽇記



学校へ通い始めてから三週間

2006.09.29

今週はとても楽しかったよ、なぜってクラスの中のすべての⼥の⼦たちと友達になったから。ここ2週間少し感じてた寂しさもなくなった。彼⼥たちはとても活発、だから毎⽇
とてもいい気分︕︕︕来⽉から忙しくなる。初めに試験があって、それから修学旅⾏、最後に学園祭が待っている。今、私は来⽉の⽣活をとても楽しみにしている。今、たとえ
寂しさを耐え忍ばなくても、私も⾃分⾃⾝のヒーローになることができることを信じている。今、学校のみんなと仲良くなることについてはほとんど問題ない。だからすごくう
れしい。確かに⾔葉に⽅⾔があるけど、⾔ってることはわかる、でも私は⽅⾔は学ばないけど。要するに、これから私はきっと頑張っていくことができる︕︕︕

⾦ 松⽉さんの⽇記



中秋節

2006.10.07

昨⽇は中秋節。本当に撮影しようとカメラを持ち出した。なんといっても⽇本の⽉だからね、へへへ︕でも、昨⽇ここはずっと曇りで、夜には⿊い雲すら漂った。ようやく⽉が
出たら、またすぐに⿊い雲の中に⼊ってしまった。中秋節の雰囲気はなかったけど、昨⽇私はお⽗さんとお⺟さんに電話をかけた。家族全員、おばあさんの家に集まったらし
い。本当にうらやましい︕おばあさんは私だけが⾜りないと⾔った。それを聞いて、本当に泣きたい衝動に駆られた。でも⼤丈夫。今ここでの⽣活順調だから。しばらくした
ら、私は中学から⾼校になるための儀式に参加してくる。“絶対頑張る︕”これは私が何千、何万回と⾃分に⾔い聞かせたことだ。 （訳⽂）

⾦ 松⽉さんの⽇記



1ヶ⽉の記念⽇

2006.10.09

今⽇は私が⼭⼝県に来てから1ヶ⽉の記念⽇にあたる。今⽇は⽇本の「体育の⽇」なので休みだった。ここに来て1ヶ⽉記念の祝いということにしよう︕ 今⽇、私は⻑崎にいる
友達と電話で話した。35分間雑談した。時間が過ぎるのがとても速かった。本当に“やっぱり中国の友達がほっとするなぁ”︕ 1ヶ⽉が過ぎるのは本当に速い︕今思い出してみる
と、ここに来たのが昨⽇事のようだ︕でも、この１ヶ⽉の中で私は本当に多くのものを学んだ。今、クラスメイトとコミュニケーションをとるのにほとんど⽀障がなくなったの
で、私はとても達成感を感じている。⾃分の適応能⼒がとても⾼いことに気づいた︕ほほほ︕これからも頑張ります。 明後⽇は試験だ。実は⾃信がない。教科書の中の多くの
ことをまだ理解しきっていない。少し⼼配しているが、でも、全⼒を尽くそうと思う︕ 来⽉23⽇は私の17歳の私の誕⽣⽇だ。その⽇に、友達が私のためにギョーザパーティを
開いてくれようとしている。とても楽しみだ︕︕︕ （訳⽂）

⾦ 松⽉さんの⽇記



東京で出会う

2006.10.21

この⽕曜⽇〜⾦曜⽇まで、学校の修学旅⾏があって、私達は東京ディズニーランドに⾏った。とても楽しくて、クラスの友達といろんな所に⾏って、友達と家族へのお⼟産をた
くさん買った。⽊曜⽇の午前、学年主任の先⽣が私に、夜国際交流センターの先⽣たちが私に会いに来てくれることを教えてくれて、すごく感動して、⼀⽇中楽しみで、いろい
ろと思いをめぐらしました。国際交流センターの先⽣たちは私にどんなことを聞くだろうとか、誰が来るのだろうとか考えていました。夜、橋本さんと⼩島さんがホテルにいら
して、顔を合わせたとき、まるで家族にあったような気持ちがして、私はずっと笑いっぱなしで本当に楽しかった。先⽣達は私が成⻑したと⾔って、ふふっ︕本当にとてもうれ
しかった。私達は⼀時間半雑談して、先⽣達は私の⽣活や勉強そして友⼈関係にとても関⼼をもっていてくださった。⼀時間半は過ぎるのがとても速くて、先⽣達に本当に帰っ
てほしくなかったし、ずっと先⽣達といっしょにいたいと思った。⼩島先⽣は再来週私の学校に来るかもしれないと⾔ってくれて、私は今とても楽しみ、再来週が早く来てくれ
るようにと願っています︕︕︕。今度のディズニー旅⾏はとても楽しくて、本当とても楽しくて、学友達といっしょだったということのほかに、国際交流センターの先⽣達にも
会うことができたのだから、私は突然⾃分がとても幸せ者だと感じられた。国際交流センターの先⽣が帰っていくときも、東京を離れるときもなんとも⾟かったけど私が来年東
京に⾏くときには、本当に成⻑した私を待っててほしい。とても国際交流センターの先⽣達と来年集まれることが楽しみで、来年中国に帰った後の⽣活も楽しみで、それからも
ずーっと。。。楽しみ。

⾦ 松⽉さんの⽇記



試験の成績

2006.10.24

試験が終わって、成績が出てきた。本当に悲惨で⾒ていられない︕⽣物はなんと13点、古典は45点、数学Ⅱは71点、クラスの第2位。数学Bは65点で、クラスで第1位。へへ︕
現代⽂学は42点、英語は64点、英語の書き取り39点。⽇本史31点、世界史51点。まったくとんだ経験をしたものだ。もしもこのような成績を中国でとろうものならとんでも
ない︕頑張ろう︕次回の成績は今回により良くなるはず︕国際交流センターの先⽣が学校に会いに来てくれることを楽しみにしてますよ︕ （訳⽂）

⾦ 松⽉さんの⽇記



写真

2006.10.28

ディズニーの旅、ほんとに幸せだった︕︕︕

⾦ 松⽉さんの⽇記



少し緊張しています

2006.11.03

明⽇私は⼭⼝県の徳⼭⼤学に⾏っての外国⼈の⽇本語弁論⼤会に参加するんだけど、今何故か少し緊張している。多分明⽇の準備が不⼗分だからではないかな︕今⽇は休⽇だけ
ど先⽣に午後学校に⾏って明⽇の練習をする約束をした。少し疲れるかもしれないけど明⽇良い成績が得られることを期待しよう。ちょうど来週TOGA先⽣が学校に来るみたい
だから、先⽣に渡すプレゼントを⽤意しよう︕ほほほ︕がんばろうっと︕

⾦ 松⽉さんの⽇記



スピーチコンテスト

2006.11.06

コンテストはすでに終わった。成績は悪くない。第1位だった。会場に着いたとき、私の本当に緊張していた。参加者は全部で9⼈。私は⼀番年下で、⽇本にいる時間も⼀番短
かった。9⼈のうち5⼈は中国⼈、マレーシア⼈が⼀⼈、スイス⼈が⼀⼈、内モンゴルが⼀⼈、さらに韓国⼈が⼀⼈。5⼈が⼤学⽣で、その上全員、来⽇半年以上だった。私はそ
の時とても緊張していた。でも、⾃分の⼒を⼗分発揮できた。つっかえてしまったところはあったけれど、イメージしていたのとほとんど同じにできた。私は満⾜しています︕
ふふふ︕今度のスピーチコンテストの成績が、間もなく⽊曜⽇に私のところへ来てくれるTOGA先⽣への、いい贈り物になると思っています︕先⽣たちが来てくれるのをとても
楽しみにしています︕ （訳⽂）

⾦ 松⽉さんの⽇記



TOGAとはしもと先⽣の来訪

2006.11.09

今⽇の午前中三時間⽬の授業のとき、TOGAとはしもと先⽣が学校に来ました。私は四時間⽬の授業を受けずに、先⽣達と国際交流室で話をしました。とってもとっても幸せで
した。先⽣に会うのは家族に会ったような気分になりました。お昼には学校の⾷堂でご飯を⾷べました。時間が経つのがとても早かった。先⽣達は1時半には必ず発たなければ
いけませんでした。とてもうれしくて、興奮しているものの、やはり複雑な思いもあります。先⽣が帰っていく時、本当に残念で仕⽅なかったです。いつでも先⽣達と会いたい
です。だけど、結局私達にはそれぞれのするべき事があります。今の気持ちをどのように形容したらいいのでしょう。この⽇記を書いている今、気持ちがどうも落ち着きませ
ん。つまり、私は引き続き頑張ります。先⽣達を失望させないために︕︕︕︕︕TOGA先⽣にもう⼀度会いたいです︕ははは︕ （訳⽂）

⾦ 松⽉さんの⽇記



私の楽しい誕⽣⽇︕~

2006.11.25

23⽇は私の誕⽣⽇で、その⽇は⼀⽇中⾬が降っていました。しかしべつに私の気持ちに影響しません。その⽇私は友達とに遊びに⾏くこともなく、⼀⼈で学校へ⾏って、家族
や友達にメールを出しました。でも、昼ごろ、私の最初のホストファミリーの先⽣が私を⾷事に連れて⾏ってくれました。それからいっしょにケーキを⾷べました。ケーキは中
国の誕⽣⽇ケーキみたいに⼤きくはなかったけど、とても満⾜しました。夜、家に帰ってから⼩島先⽣に電話しました。以前先⽣と誕⽣⽇に電話すると約束したからです。友達
にも電話しました。彼⼥が誕⽣⽇のお祝いの歌を唱ってくれた時、私は涙をこらえられませんでした。彼⼥に会いたい、近くにいるけど、とても彼⼥が恋しいです。夜９時頃、
TOGA先⽣が私に電話をくれました。とても驚いたけど、とても嬉しかったです。誕⽣⽇はちょっと寂しかったけど、少なくとも私のことを覚えていてくれる⼈がいて、私はと
ても満⾜しました︕ 24⽇に学校へ⾏った後に、私は仲の良い友達からのプレゼントを受け取って、とても嬉しかったです。プレゼントをくれたのはみんな中国の留学⽣だけ
ど、私はもう⼗分です。 今⽇、⽇中交流センターの先⽣達からの誕⽣⽇のプレゼントを受け取りました。私はとても気に⼊りました。ありがとうございます︕⼤切にします
ね。 17歳の誕⽣⽇、私は⼀⼈で⽇本で過ごしました。ちょっと寂しかったけど、とても有意義でした。私は1歳成⻑して、他にもいろんな⾯で成⻑したと信じています。これ
からも引き続き努⼒して、前回のスピーチコンテストのように、良い成績を得たいです︕︕︕ （訳⽂）

⾦ 松⽉さんの⽇記



幸せな私

2006.12.06

12⽉3⽇、私は新しい家のお⽗さんとお⺟さんと津和野にある美術館に⾏きました。中に⼊るとなんと、美術館管員が私達が⼊館者の第30万⼈⽬だと⾔いました。その時、私は
とても驚いて、しばらく本当に何と⾔っていいのか分かりませんでした。それから、新聞記者が私達を取材してました。お⺟さんは嬉しそうに、私が中国からきた留学⽣だと紹
介しました。へへへ︕ 今⽇学校が終わった後、先⽣達が、その時の写真が新聞に掲載されたことを教えてくれました。でも、私はまだ⾒ていません。本当にびっくりしまし
た。今考えてみると、夢を⾒ているようです。 本当に良い記念になりました︕ （訳⽂）

⾦ 松⽉さんの⽇記



今⽇の耐寒遠⾜

2006.12.19

今⽇は、耐寒遠⾜が⾏われた。全校の先⽣と学⽣は⼀緒に参加した。本当に忘れ難いものだった︕何度も⾏き来して、全部で15キロ（こんなに歩いたのは初めてだよ）歩い
て、今私は疲れきった体に鞭打ってこの⽇記を書いている。もう⼿も⾜も⾃分のものではないかのよう。⾔葉で⾔い表せない。幸い明⽇は休み。そうでなければ明⽇の朝は絶対
遅刻していまう︕でも、友達と⼀緒に歩くのも⾯⽩い事だった（たとえずっと中国⼈といっしょだったとしても）。寂しくはなかった、けれど、私とクラスの⽇本⼈の友達は遠
く感じた。性格があわない。それとも他のことなのか。⾃分でもよく分からない。最近は他の中国の留学⽣と⽐較的仲良がいい。これは⾯倒なことだ。頑張ろう︕多く交流する
ようにしよう。そうすることしかできない︕ 先⽣によると、来年5⽉には35キロの遠⾜があるらしい。なんてこと︕︕︕︕地球⼀周のごとく遠い感じがする︕聞くところによ
ると、朝7時から午後4時まで歩くらしい。あー︕ちょうど最近も太ってきてるし、ダイエットってことにしよう︕ははは~~~~~~~~~︕︕︕︕︕ （訳⽂）

⾦ 松⽉さんの⽇記



今⽇、鶴を⾒に⾏った。

2006.12.24

この間、中国から⼗匹ぐらいの鶴が⼭⼝県周南市に着いた。今⽇、私のホストファミリーのお⽗さんが私に連れて⾒に⾏った。寒かったのですが、とても楽しかった。鶴を⾒に
来る⼈もたくさんいる。ほとんどの⼈がカメラマンですから、朝七時からずっとそこで待って、鶴にいろいろな写真を取り上げた。その中から、私もいろいろな知識を得た。
もう冬休みになった。冬休みは短いですが、新年を楽しみにしている。時間を経つのは本当に速いですね。⽇本にいる⽇はもう四ヶ⽉⽬に⼊った。今は、ひとりの⽣活はそんな
に簡単でないと感じて、これからもっと頑張りたいと思って、来年の２⽉、友達と会うことを楽しみにしている。
これは⽇本語で投稿されたものです

⾦ 松⽉さんの⽇記



雪が降りました︕

2006.12.30

昨⽇、ついに雪が降って、私はついに⼭⼝県で初雪を迎えて、ほほほ︕ついに⻑春の感じをここで迎えられて、とても良いです。 もうすぐ新年で、昨⽇、私のホストファミリ
ーのお⽗さんとお⺟さんの娘達が帰って来て、彼⼥たちは私に対してとても親切で、私に本当のお姉さんのように感じさせてくれて、私は今とても幸せで、少し寂しい気持ちの
あるけど、異国⾵情を体感できることは楽しいです。明⽇の夜は眠らないで、ずっと『除夜の鐘』を待つんだけど、少し中国の春節の時と似てて、今とても楽しみにしてます︕
（訳⽂）

⾦ 松⽉さんの⽇記



⽇本の正⽉を体験した

2007.01.05

⼤晦⽇の⽇の夜、私は家族と⼀緒に紅⽩歌合戦を⾒た。⼗⼀時四⼗分、家族と⼀緒に神社に⾏った。ちょうど零時に、初詣を⾏った。⾃分の⼼願いを神様に⾔った。とても楽し
かった。２⽇、家族と⼀緒にお⺟さんの実家に⾏った。おじいさん、おばあさん、おじさんおばさんとても優しかった。私にもとても親切だった。本当の家族みたいだよね。と
ても感動した。 ８⽇、私は新しい家に⾏く。今はちょっと緊張しているですが、とても楽しみにしている。
これは⽇本語で投稿されたものです

⾦ 松⽉さんの⽇記



卒業式

2007.03.01

今⽇は⾼校三年⽣の卒業式だった。先輩の友達は卒業して、今はちょっとつらく感じるよね。⾊々ありがとう。弁論⼤会来てくれて、ありがとう。誕⽣⽇、お祝いしてくれて、
ありがとう。つらいとき、関してくれて、ありがとう......感謝の気持ちがいっぱいあったんだけど、先輩にあったときは何も⾔えなかった。つまり、卒業、おめでとう。 （原
⽂）
これは⽇本語で投稿されたものです

⾦ 松⽉さんの⽇記



久しぶりですね。

2007.03.26

もうすぐ四⽉に⼊ります。⽇本での学校の勉強も最後の学期に⼊ります。ちょっと楽しみにしていますね。⽇本で⾼校三年⽣になれて、たぶん緊張感が⾼まれると思います。実
は、前⽉広島から帰ってから、ずっと七⽉、東京での集まりを楽しみにしています。早すぎるね。 今から、⽇本語を⼀⽣懸命習い続きます。時々寂しいですけれども、⽬標が
あって、結構楽しくなりますね。 ⼆年⽣の期末試験、私は努⼒して、⽇本史73点取りました。本当に嬉しかったです。新学期また頑張り続きます。やはり、⾃分をがっかりさ
せないということは⼀番重要だと思います。 （原⽂）
これは⽇本語で投稿されたものです

⾦ 松⽉さんの⽇記



楽しんでいるの旅

2007.04.27

今⽇、学校は創⽴記念⽇で休みです。この間ちょうどお引越しして、新しい家に来ました。今の家はおばあさん⼀⼈だけで、お婆さんはうちの学校の家庭の先⽣です。おばあさ
んから『⾏きたいところがあるか、あれば⼀緒にいこうや』ときかれました。私はお寺とか神社が好きだから、『実は、チャンスがあれば、京都に⾏きたいな』と⾔いました。
おばあさんは喜んで『そうか、じゃあ、⾏こうね。ちょうど私も⻑い間⾏かないから』とおばあさんが⾔いました。最近、連休が多いだから、明⽇の夜、夜⾏バスに乗って、あ
さっての朝京都につけるそうです。最⾼ですね。今はすっごく楽しみにしています。 新学期が始まって、いろいろないいこともだんだん出てきました。先ずは⼈間関係、クラ
スメートとの関係はすごくよくなりました。以前も仲がよかったけど、あまり声をかけてくれなかったです。でも、今はいつも『松⽉、遊びに⾏こうか。』と⾔う誘われた声が
聞こえます。体育の授業の時も⼀緒におしゃべりしたり、⼀緒にダイエットしたりしますね。ああ、嬉しいね。次は、担任の先⽣が代わることです。私は⽇本史の先⽣が好きで
す。だから、前回先⽣と約束して、『期末試験、私が⽇本史は６０点以上取りたいです。』と⾔いました。最後は７３点取りました。すごく嬉しかったです。今度は、驚いたこ
とに、先⽣は私の担任の先⽣になりました。今度も、先⽣と約束して、『中間試験、⽇本史、私は７０点以上取りたいです。』と⾔うことを先⽣に⾔いました。だから、今は⼀
⽣懸命⽇本史を勉強しているのですね。 皆さんも⼀緒に頑張って、⾃分をがっかりさせないように。
これは⽇本語で投稿されたものです

⾦ 松⽉さんの⽇記



楽しかった、京都の旅⾏

2007.05.13

久しぶりですね。京都から帰って、旅⾏のことを書かなければならなかったはずなんだけど、ずっと忙しかったから、ごめんね。 ４⽉２８⽇、夜１０時ぐらいの夜⾏バスに乗
って、京都に⾏った。２９⽇の朝、６時半ぐらい、京都に着いた。⼀⽇中は暑かったけど、⾊々なところに⾏って、楽しかった。 京都は⼀番⽇本らしいところだそうだから、
ずっと⾏きたかった。今度、この願を実現できて、嬉しかった。今のホーストファミリのおばあさんは私に連れて、⾦閣寺、銀閣寺、清⽔寺、⻘蓮院、⾼台寺に⾏った。 ⼈が
多かったね。すごくにぎやかだった。私もたくさんの中国⼈に会った。中国語を聞いたら、すごく興奮だったね。 京都の旅⾏は短かったけど、本当に楽しかったね。チャンス
があれば、また⾏きたいね。 今⽇は⺟の⽇だ。早くお⺟さんに会いたいね。
これは⽇本語で投稿されたものです

⾦ 松⽉さんの⽇記



中国地⽅の剣道⼤会

2007.06.16

今⽇は尾道のびんご運動公園で中国地⽅の剣道の試合がありました。今⽇は個⼈戦でした。うちの学校は五戦⽬で負けました。残念ですね。たぶん、最⾼の成績は個⼈⼋位でし
ょう。明⽇は団体戦で、楽しみにしていますね。 今⽇の試合、私の友達も選⼿として出場しました。彼⼥は四戦⽬で負けました。残念ですが、頑張りましたので、後悔しない
でしょう。 明⽇、友達がいい成績と取れることを祈っています︕
これは⽇本語で投稿されたものです

⾦ 松⽉さんの⽇記



もうすぐだ

2007.07.13

今⽇は学校の答案返却だった。最後のテスト、私は結構満⾜だったね。数学と倫理が最⾼点だった。世界史と現代⽂も⽔分⾼くなってきたね。嬉しかった。 そろそろ帰るよ
ね。私はまだ荷物を⽚付けていない。なんとなく今は帰りたくない気持ちが出てきたよね。友達の笑顔を⾒て、この⼀年間の⾊々なことをすぐ⽬の前に出てくるよね。なかなか
寂しいね。 今⽇は友達にメッセージを書いてもらった時、つらかったね。皆は『松⽉、ダイスキ。』と書いたから。感動したよね。帰りたくない︕ 終了式まであと⼀週間だ。
でも、学校へ⾏く⽇は後三⽇しかない。私は、後残された⽇々を⼤切に過ごしたい。優しくしてくれた友達のこと、ダイスキ。親切にしてくれた先⽣のこと、ダイスキ。忘れら
れないですね、⽇本での⼀年間、⼭⼝での⼀年間。
これは⽇本語で投稿されたものです

⾦ 松⽉さんの⽇記



お久しぶりです!

2007.08.04

家に帰ってしばらくが経ちました! ずっと興奮状態でした、あーー! 興奮のあまり、ネットにも来なかったけど、皆さん許してね! 家に帰ってからこの興奮がゆっくりと⼼か
らあふれて来ました。東京ではこんな気持ちにはなれなかった、あーー。 夏休みの補習授業を今受けていますが、周りの友達はとても⼀所懸命がんばっていて、私も皆に負け
るわけにはいかないわ! ⾃分の夢を実現できるように頑張っていきたい.

⾦ 松⽉さんの⽇記



試験が終わりました。

2007.12.02

 お久しぶりですね。ずっと来ていなくて、すみません。  ⽇本語能⼒試験は今⽇で終わりました。とても難しかったと思います。試験の前、私は復習しましたが、思ったよ
りよくできませんでした。私は今、試験にちゃんと合格できるようと願っています。  国際交流基⾦の先⽣たちは最近、お元気ですか。⻑春は今すごく寒くて、もうマイナス
になりました。⽇本はなかなか暖かいでしょう。先⽣たちも⾵邪を引かないように体に気をつけてください。
これは⽇本語で投稿されたものです

⾦ 松⽉さんの⽇記



ちょっと遅いけど新年おめでとう︕

2008.02.10

今⽇はもう旧暦１⽉４⽇ですね。やっと家に戻ってきました。ここ数⽇ずっと出かけてて暇がなかったの。ちょっと遅れたけど、みんなに新年のご挨拶を申し上げます︕  推
薦⼊試が終わり、私は無事に北京第⼆外国語学院の同時通訳専攻に合格しました。これは私がずっと勉強したいと思ってた専攻です。合格できて本当にうれしいです。回騏⾠さ
んも合格して、私たちは⼤学でも⼀緒です。私の友達、劉夢暁さんは⽇本の⼤学に⾏きます。彼⼥は太平洋⽴命館⼤学に合格しました。100％の奨学⽣です。彼⼥が⾏ってしま
うのは寂しいけど、⼈間にはそれぞれ志があるもんね︕彼⼥のお祝いしなきゃ︕  私の⾼校⽣活は終わりました。でも⾼校２年の１年間は⽇本で過ごしたので、統⼀試験を受
けてません。だから３⽉に物理と科学、⽣物の追試を受けます。今すごく勉強してるんだ︕ハハハ︕  新しい⼀年、みんなの夢が叶いますように。⼀緒にがんばろう︕

⾦ 松⽉さんの⽇記



お久しぶりですね︕

2008.10.17

 やっと⼤学⽣になって、これから楽な⽣活ができると思ったのですが、実はそうではありません。私の専攻は同時通訳ですから、勉強はかなり⼤変です。  ⽇本語を六年間
勉強して、その中の⼀年間は⽇本に過ごしたので、同時コースでも私にはそんなに難しくないと思いました。しかし、プロはやはりプロです。毎⽇アクセントとイントネーショ
ンの練習をしていて、とてもつまらないですが、基本的な練習としてかなり必要です。そして、毎週でもスピーチをやって、毎週でも会話の練習をして、同時通訳の難しさが分
かってきました。だけど、難しいからこそ、それをチャレンジする情熱が出てきます。今の私は同時通訳を⽬指してよく頑張りたいです。  先週、北京で堀先⽣と富樫先⽣に
会いました。富樫先⽣は今⾃転⾞であちこち回っているそうです。とてもすごいと思います。久しぶりに先⽣に会って、私もとてもうれしかったです。そして、仇さんにも会っ
て、四⼈でいっぱい話をしました。また先⽣たちに再び会えることを楽しみにしています。
これは⽇本語で投稿されたものです

⾦ 松⽉さんの⽇記
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