
第

2007.09.05

昨⽇17年間⽣まれ育った中国を離れ、⽇本に来ました。多くの事が中国とは違いました。けれども、成⽥空港から東京に向かう道で、⾞から⾊々な景⾊を⾒たときに、外国に
いるという感じはしなくて、ただ知らない町に初めて来たという感じでした。みんなずっとおしゃべりしてとても楽しかったです。夜みんなが寝静まったころ、家を離れたんだ
という思いが急にして、ホームシックになってしまいました。両親に電話をかけたとき、⼼配をかけたくなくて、泣きたくなるのを必死でがまんし、⼤丈夫だよと⾔ったら両親
は安⼼していました。電話を切った後はもう眠れませんでした。友達になったばかりの⼦が私の部屋に来てくれて、ずっと⼀緒にいてくれて、夜中の2時にやっと寝付くことが
できました。今⽇は昨⽇に⽐べて気分が良いです。1年という時間は⻑いようで短かいと思うので、できるだけ早くここの⽣活に慣れるよう、頑張ります。
これは⽇本語で投稿されたものです
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楽しいです

2007.09.16

⽇本に来てすでに12⽇たちました。だんだんここの⽣活に慣れてきています。お⺟さんはとてもよくしてくれます。あちこちにつれていってくれたり、いろんな料理を作って
くれます。昨⽇はイタリア料理だったし、今⽇は韓国の焼⾁でした。。お⺟さんはこれから東京、⼤阪、京都、いろんな所につれていってくれると⾔ってます。楽しいです。。
みんなはどうですか︖
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。。。

2007.09.16

少し落ち込んでいます。。さっき送った⽇記はなんとない。。。⽇本に来て12⽇たちました。。みんなうまくいっています。お⺟さん、先⽣、クラスメートもいいし。たまた
まホームシックになったなかな。⼀番の問題は⾷べ物に少し慣れないことかも。私ってすごく⾷べるのがすきなタイプだけれど、今は⾷べれない。ウｴーン でもお⺟さんはとて
も良くしてくれます。毎⽇違う料理をだしてくれ、いろんなレストランに連れていってくれるし。昨⽇はイタリア料理で今⽇は韓国焼⾁でした。そのうえ、お⺟さんはあちこち
旅⾏に⾏こうと⾔ってくれます。。。東京。。⼤阪。。京都。。沖縄とか。。。楽しいです。。楽しみです。。。
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。。。。。。

2007.09.17

⾔葉がありません。。昨⽇は何もしませんでした。。今⽇、２本も同じような⽇記があるし。。。私の汗は。。。することがないのなら⽇記を書けばいいのにね。。ハハ。。み
んなはどうしているのかなあ。。。。今⽇は授業はありませんでした。。敬⽼の⽇。。明⽇からまた学校です。。学校のみんなとも会えます。。うれしいな。。⼣⾷で⽇本の正
統派ラーメンを⾷べました。。。おいしかった。。sisi 。。。
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感動しました

2007.09.20

今⽇お⺟さんと秋川雅史のコンサートを⾒に⾏きました。。本当にすばらしかったです。。。⽇本の観客はみんなとてものっていた。。ずっとひっきりなしの拍⼿。。。でも彼
の歌本当に良かったです。。。私は彼が何を歌ったのかよくわからなかったけど。。少なくとも、とても⼼こめて歌ってた。。これは最も⼤切なことです。。。ラストになった
時。。。みんなは名残惜しげでした。。鳴り⽌まない拍⼿。。。最後に彼はもう1曲歌いました。。ようやくゆっくりステージを離れる時。。。最後に彼が泣くのを⾒た。。。
本当にすっごく感激しました。。^_^。。。これからもﾁｬﾝｽがあれば⽇本のコンサート⾒たいなと思います。。。
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⼤⼭の旅

2007.09.22

今⽇お⺟さんと⼤⼭に⾏った。。アー。。本当の富⼠⼭みたい 。。たくさん写真をとりました。。。でもデータ送るのができない。。だからｱｯﾌﾟできない。。落ち込んじゃ
う。。でもとても楽しいよ。。。みんながどのようにしてるか知りたいな。。。みんなのこと気にしてるよ。。。もうすぐ⼗⽉１⽇だね 。。。中国だと７⽇間休みだね 。。。
でもここは期末試験の最中。。でも先⽣は、まだ来たばかりだから。。受けなくていいよって⾔ってくれる。。。。ラッキーかな。。。みんな⽇記を書いてね。。。
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PP~

2007.09.23

ハッハッ。。昨⽇の写真は⼤丈夫だったようですね。。でも制限もあるようですね。。ウームム。。これからも沢⼭だしますからね。。1枚⽬は⼩学⽣の運動会です。。
uhn。。とてもかわいいです。。2枚⽬は私と⺟とでかけた飲⾷店です。。中はとてもきれいでした。。イギリスっぽいイメージでした。。料理もおいしかったです。。。⾔う
こと無しです。。kuku。。最後の1枚は私達の⽬的地の⼤⼭の写真です。。とても富⼠⼭に似ていませんか。。美しすぎて⾔葉も有りません。。ここが⼤好きです。。huhu
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楽しいです。。

2007.09.24

毎⽇が楽しいです。。haha。。今⽇近くをちょっとぶらぶらしました。遠出はしませんでしたが。。1枚⽬の写真はお⺟さんのお友達の家の花屋さんです。。とてもきれいで
す。。。2枚⽬はSATYで撮ったものです。。きれいだったので撮ってみました。。どうかな。。最後のは昼⾷のタンタンメンです。。おいしかった。。。私は幸せもので
す。。。HOHO〜
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ウ〜ン。。。

2007.09.28

この何⽇か病気にかかってしまい、家で休んでいます。。。すごくつまらない。。今⽇は少しよくなったようです。。咽喉も、もうそれほど痛くありません。。気分もよくなっ
てきました。。明⽇は学校に⾏けそうです。。。。ハハッ。。。うれしいな。。。夜は韓国焼⾁を⾷べに⾏きました。。。お⺟さんの友達と⼀緒です。。よく⾷べました。。に
こにこ。。。ラッキー。。。
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恥かしいー

2007.09.29

今⽇とても恥かしい事がありました。。この何⽇かあまり気分がよくなくて。。２，３⽇前から病気で。。家で休んでた。。来週は試験があるし。。今⽇は補講。。だから授業
を受けました。。下校途中電⾞の中で眠ってしまい。。駅に着いても降りられなくて。。。⽬が覚めたら。。。⾒慣れた駅で。。でもそのまま発⾞して。。それからも⽬がぼう
っとして。。寝続けて。。。寝れば寝るほど普通じゃなくなって。。。今⽇なんでこんなに⻑くかかるんだろうって思った。。。⽬を開けてよく⾒ると⼀⼈もうちの学校の⽣徒
はいない。。。外の景⾊も普段とは違う。。。ふだんもっと早く駅に着いてるはず。。。やっと⾃分が寝過ごしたことがわかったの。。全然知らない駅で降りて。。あーあなん
てこと。。どうしたらいいの︖。。。降りた駅の周りをうろうろした。。。暫くガソリンスタンドのあたりでボーッとしてた。。。しょうがない。。寒くてしにそう。。お⺟さ
んに電話をかけるしかない。。。でもここがどこだかわからない。。ガソリンスタンドの⼈に尋ねて。。。携帯電話を⼿渡した。。彼にここの場所を伝えてもらった。。。やっ
とお⺟さんが迎えにきてくれるた。。。e。。これで⼆回⽬。。。1度⽬は駅に⾏く道を間違い。。。ようやく駅を⾒つると。。。あの時私の乗る電⾞だって思いこみ。。。跳
び乗った。。。.(⽇本の電⾞は1台を逃すと１時間は待たなきゃいけない。。遅刻したくないし)結局、反対⽅向の電⾞だった。。あれは私の始めての登校⽇だった。。お⺟さん
は何度も⼤丈夫って聞いてくれて。。私は⼤丈夫よと⾔った。。ほんとにつらかった。。。次の駅で私は跳降り。。暫く⽴ってると。。私の学校の先輩を⾒かけた。。。(学校
の制服はそれぞれ違うから。。制服⾒るとわかるのです)電⾞を乗り違えたことを説明した。。彼⼥にどうしたらいいか聞くと。。彼⼥は⼀緒に電⾞に乗ってくれて何とかなっ
た。。本当に恥ずかしい。。最初の正式な授業の⽇にぶつかった出来事です。。。あの先輩はきっと私のことわかってるよね。。だって、その前の⽇、先⽣がみんなに私を紹介
しから。。。。⾔葉もありません。。。それと⽇本は電信柱がとても多いです。。すでに何回もぶつかってしまった。。お⺟さん。。最⾼で⼀回⼀⽇4回も。。。。中国での記
録破ったよた。。。アーア
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⾜⽴美術館

2007.10.03

今⽇も遊びにいきました。。⾜⽴美術館です。。本当にきれいでした。。とてもさわやかで。。ちょっと帰りたくなくなってしまうほど。。ほほほ。。秋には葉が⻩⾊くなりも
っときれいだそうです。。お⺟さんは、そのときにまた⾏こうといっています。。楽しいです。。。そこの中庭は本当に美しかったです。。みんなも機会があれば是⾮。。。
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。。。。

2007.10.13

何⽇も⽇記を書いてなかった。。あっという間。。ここ何⽇かはごく普通だった。。何にも起こらないから⽇記を書かなかったの。。。あと数⽇後の23⽇、クラスのみんなは
オーストラリアに旅⾏に⾏く。。私は⾏けない。。だから由先⽣が東京に遊びに連れて⾏ってくれる。。それも悪くない。。ディズニーランドに⾏けるかな。。すごく⾏きた
い。。そうだ。。今⽇は中国から持ってきただんごの粉でだんごを作った。。クラスメートと⼀緒に。。彼⼥のお⽗さんは中国⼈。。お⺟さんは中国⼈と⽇本⼈のハーフ。。彼
⼥は中国で⽣まれたから中国語ができる。。私はだんごを作ったのはこれがはじめて。。なのでめちゃくちゃ。。でもお⺟さんとクラスメートはなかなかおいしいと⾔ってくれ
た。。よかった。。上のは私が作っただんごの写真。。
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。。。。。。

2007.10.14

昨夜地震があって危なかった。。震度4。。家が揺れた。。私にとって始めての地震で。。。huhu。。。すごく驚いた。。揺れてる時間が⻑くて。。次の揺れは過ぎていっ
た。。朝⽬覚めると何もなかった。。また夢を⾒たのかと思って。。お⺟さんに聞いてみた。。本当に地震だったのよって。。⽇本にはよくあるのよって。。気にする必要ない
よって。。。え、でもやっぱりびっくりだった。。今⽇クラスメートとSATYに⾏って。。始めて友達と遊びに出かけたの。。昼ごろにお⺟さんがSATYまで送ってくれた。。そ
れから私達はバイキングを⾷べた。。いっぱい⾷べてしまった。。それからお⺟さんが洋服を買ってくれて。。東京に⾏く時に着なさいって。。うれしい。。それから クラス
メートが来てくれて。。お⺟さんはスーパーマーケットで買い物をして家に帰りました。。。私とクラスメートはSATYでアイスクリームを⾷べて。。⽇本のプリクラ撮っ
た。。。ぬいぐるみつかむゲームもした。。。。うまくゲット出来なかったけど。。すっごく楽しかった。。huhu。。。後⼀週間で、東京に遊びに⾏けます。。。楽し
み。。。
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ショック〜

2007.10.21

本当なら今⽇はとても楽しい⽇なの。。だって、1年に１度のお祭りの⽇だもの。。詳しいことはよく知らないけど。。とても⾯⽩いらしい。。でも、すっごく太ってたのがわ
かって。。⼤げさに⾔ってないよピッタリ７キロも。。なんてこと。。何⽇か前にお⺟さんがカメラ撮ってて、私が太ったって⾔ったけど、信じなかった。。今は信じないのは
まずいって。。太ったの認めざるをえない。。特に前の写真と⽐べると。。アー、ショック。。会わせる顔がない。。。今⽇⽔道修理の⼈が来てて、新聞に載ってる写真の私を
⾒て。。。その後私を⾒て。。聞いたの。。同じ⼈︖って。。似てないよ︖って。。失敗だ。。もうダメ。。ダイエットしなきゃ。。じゃないと、⽣きていけない。。。明⽇か
らご飯とお漬物にする。。。他の物は禁⽌。。じゃないと、豚になっちゃう。。私の美⾷。。さよなら。。離れ難いけど。。デブにはなりたくないのよ。。そうしないと、帰国
した時ﾏﾏが私のこと判らないかもしれないし。。どうりで、中国で⽇本語の先⽣が⽇本に⾏ったら絶対に太るって⾔われた意味がわかった。。エーン。。。 もうやめるね。。
最初の写真は島根市⽴美術館で撮ったものです。。。綺麗なところでしょう。。⼆枚⽬はそこでのお祭り。。おもしろそう。。３枚⽬は今⽇私が作った餃⼦。。。少し変だけ
ど。。お⺟さんは美味しいって。。初めて⾃分で中⾝を刻んだの。。⾁は上⼿く切れたよ。。私の写真は添付しなかった。。太ったから。。明⽇は半⽇授業。。。あさっては東
京に⾏くの。。楽しい旅⾏。。それに交流センターの先⽣に会える。。。ニコニコ
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旅⾏の準備

2007.10.22

明⽇から、個⼈旅⾏します。。東京に。。先⽣とお⺟さんが⼀緒です。。交流センターの先⽣にも会える。。フフ。。うれしい。。でもクラスメートはオーストラリアに⾏く
の。。私もすごく⾏きたかった。。でも無理なの。。準備品⾒て。。。⼀枚⽬は昨⽇買ったもの。。暖かいのよ。。夜着る⽤。。でも東京⾏きのためだけじゃない。。２枚⽬の
は今⽇買ったもの。。カッコイイでしょ。。お⺟さんが買ってくれた。。東京は寒いから制服のうえに⽻織ってって。。３枚⽬は旅⾏かばん。。これもお⺟さんが買ってくれ
た。。中の洋服はほとんど、お⺟さんが私に買ってくれたものです。。今⽇も⼤きいものから⼩さいものまで沢⼭買ってくれた。。本当に幸せ。。あんなにいいお⺟さん。。フ
フ。。以上が私の旅⾏準備。。いってきまーす〜
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東京の修学旅⾏

2007.10.24

今は東京の⽇中交流センターにいます。先⽣に会います。楽しいです。先⽉からもう⼀ヶ⽉過ぎですね。毎回中国語で⽇記が書いています、今⽇はね。中国語がないので、⽇本
語で書いています。難しいなあ。でもね、がんばっています。あどは先⽣と⼀緒にご飯を⾷べます。ふふ。。いいですね。次はね、歌舞伎とか⾒に⾏きます。みんなと⼀緒にオ
ーストラリアにいかないんですけど、⼀⼈の修学旅⾏も楽しいです、先⽣も親切だし、お⺟さんも⼀緒にいるし、本当にうれしいです。帰ってから、写真を⾒せてあげます。
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Huuu。。。

2007.10.26

ただいま。。。huhu。。。楽しかった。。。疲れたのも当たり前。。。何百枚も写真を撮ったけど。。3枚しかアップできない。。ちょっと残念。。ウーン。。東京の夜景はほ
んとうにきれいです。。ちょっと上海と似ているかな。。みんな電⾞に乗り遅れないよう⾜早で。。とってもはやいテンポの街。。23⽇の午後四時ごろ東京に着きました。。
その後ホテルに⾏って。。すぐに⼣⾷。。ついでに東京駅のあたりをぶらぶらして。。翌⽇は交流センターの先⽣⽅に会いに⾏って。。みんな親切。。40⽇ぶりにお会いしま
した。。家族のようですね。。いっしょにお昼を⾷べて。。１枚⽬の写真はお昼をとったときのもの。。交流センターの先⽣⽅と。。私と今の学校の先⽣とお⺟さんもいっしょ
に。。午後は歌舞伎鑑賞。。夜はお⺟さんと先⽣とお⺟さんの友達といっしょにおいしいしゃぶしゃぶ屋さんへ。。三⽇⽬は浅草。。沢⼭の修学旅⾏⽣がいました。。浅草では
お⼟産をたくさん買って。。でも⼀袋なくしてしまいました。。アーア。。残念。。それから上野へ。。博物館とか沢⼭建っているところ。。最終⽇は夢の島公園へ。。すっご
くきれいなところでした。。とてもおおきなかぼちゃがあって。。⼀番⼤きかったのは私と同じくらい。。かぼちゃといっしょに写真を撮りました。。フフ。。この埋⽴地は本
当の島のようでした。。沢⼭の熱帯植物と⼩さな滝もあって。。その滝をすぎると洞⽳が有ります。。⼤好きなドリアンの樹。。ことばもありません。。最後にお台場へ。。こ
こにも沢⼭の修学旅⾏⽣が。。ここには有名⼈がよく来る場所とか。。残念ながら私は会えなかったけれど。。とにかく、楽しい旅⾏だった。。
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うれしい

2007.11.01

今⽇、私のクラスメートがオーストラリアから帰ってきた。たくさんのお⼟産をくれた。⾷べ物が多い。うれしいのは確か。でもかなり⼼配。ダイエット中だから。このクラス
メートは、何⽇か顔を⾒ないうちに私の顔がまた丸くなったと⾔う。あーあ。もう⽣きていたくない。⾷べものとダイエット。⽭盾している。たぶん⼀⽣痩せられない。このカ
ンガルーが⼀番気に⼊った。。とてもかわいい。。
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今⽇も楽しい⼀⽇だった

2007.11.03

今⽇も楽しい⼀⽇だった。。今⽇の⽇程。。⼤⼭。。松江。。今⽇明け⽅に⼤⼭に⾏った。。もう11時だったけど。。でもまあ早いでしょ。。そのあとは開錯道。。。また私
は通⾏パスをなくしてしまった。。ああ。。ついてない朝。。でもとうとう⼤⼭に着いた。。これは2回⽬。。1回⽬とはぜんぜん違う感じ。。もう紅葉が始まってる。。きれ
い。。1枚⽬の写真がそれ。。それから戻るとき⾺に乗った。。⾺に乗ったのってはじめて。。すごく緊張しちゃった。。私午年だけど。。でもいい感じだった。。2枚⽬の写
真がそれ。。でもまた太った。。どこに⽬があるのかわからなくなりそう。。まるい顔。。。ああ。。失敗。。3枚⽬は私たちの愛する松江。。。いちばん好きな島。。きれい
でしょ。。これは船から撮ったやつ。。。松江に来てからずっと乗りたかったけど機会がなくて。。。今⽇は天気もよくて。。ほんときれいだった。。。3枚⽬の写真。。。
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⽇本にきてから太った⼈教えて

2007.11.07

仲間のみんな。。みんなに誤らなきゃいけないことがある。。⼜１キロ太ったの。。ワオ。。この頃クラスの友達も太ったって⾔うの。。私も⾃分でどれだけ太ったか認識して
る。。だから、みんなもし誰か⽇本に来て太った⼈がいたら教えて。。太ったキロ数もついでに書いて。。私の気持ちバランスとりたいの。。じゃないともう⽣きていけない
よ。。それとね、なんと⻭がはえてきたの。。ワーン。。後数⽇で17歳になろうとするに⻭がはえるなんて。。痛くてたまんない。。クラスの友達は中学時代にはえ揃ったて
⾔ってる。。私なんでこんなに遅いの。。イタイー。。

COCOさんの⽇記



バス旅⾏

2007.11.11

昨⽇⼜遊びにいきました。。バス旅⾏です。。5時に起きて⽤意した。。眠かった。。6︓50に松江を出発。。広島、厳島神社に向かった。。世界遺産です。。本当にきれいな
所。。⿅が沢⼭いたよ。。良い感じ。。逃げなかったよ。。吴湖帆影。。会う時間なくてごめんね。。1枚⽬の写真は私とお⺟さんの妹。。後ろは神社の⿃居。。海の中にある
のよ。。すごいでしょ。。それから、お昼ご飯⾷べた。。あまり美味しいとは感じなかったけど。。有名みたい。。⼈が沢⼭いて。。⾷べ終わってからお⼟産買って⼭⼝にむか
った。。あまり時間なくて。。錦帯橋に⾏った。。古い歴史のある橋。。橋の上に⽴つと、なんだか⾃分が颯爽としてる感じがした。。フフ。。３枚⽬がそれ。。家に戻ると９
時になってた。。1⽇中バスの上で過ごしたの。。。疲れちゃった。。体の⾻がバラバラになった感じ。。初めてあんなに⻑く乗ったんだもの。。⾞酔するから普段あまり乗ら
ないの。。でもとっても楽しかった。。。

COCOさんの⽇記



部活動

2007.11.15

最近はまさに、疲れたの⼀⾔。。それは最近学校のダンス部に参加しているから。。私は普段はあまり体を動かさないので。。今、背中から腰にかけてツライ。。今⽇で三⽇
⽬。。でも来週の⽉曜⽇には発表会がある。。だからがんばらないといけない。。疲れる。。毎晩家に帰るのは７時すぎ。。でも⼤変だけど気持ちは晴れやか。。⽣活が充実し
ている感じがする。。しかも新しい友達もたくさん出来たし。。みんなとてもいい⼈たち。。今からもっと頑張るぞ。。ファイト︕みんなも頑張ってね。。

COCOさんの⽇記



京都旅⾏

2007.11.19

先週京都へ旅⾏に⾏きました。。とてもきれいでした。。まずは平安神宮へ。。そして清⽔寺。。京都駅。。たくさん写真も撮りました。。でもアップできるのは3枚だけ。。
ちょっと紹介。。１枚⽬は平安神宮です。。２枚⽬は平安神宮のなかの庭園。。綺麗でしょう。。３枚⽬は。。有名な清⽔寺。。綺麗もここまで極まれり、ってところ。。観光
客も⼤勢いました。。中国⼈にも会いました。。お話はしなかったけれど。。でも⺟語を聞くとホッとします。。 歴史の紹介です。。もちろん私が書いたものじゃあないけれ
ど 平安神宮︓1895（明治28年）古都平安京遷都1100年を記念して平安京朝堂院建築を縮⼩して建てられたもの。平安神宮は桓武天皇及び孝明天皇をおまつりしている。紅い
柱に紺碧の⽡、左右対称の建築様式をと採⽤している。本堂の神苑は⽇本伝統の池泉回遊式庭園の代表傑作である。 清⽔寺︓京都最古の寺院で、⻄暦789年に慈恩⼤師により
創建。⾯積は13万平⽅キロメートル。慈恩⼤師は在⽇唐僧の⼀番弟⼦。現存する清⽔寺は1633年に再建されたもの。  清⽔寺は棟梁結構式寺院。本堂は幅19メートル、奥⾏
き16メートル、崖に切り⽴って建築され、正⾯は空に向かってきりたつ「舞台」として架けられている。139本の⾼さ数⼗メートルにもなる丸い束柱によって⽀えられている。
寺院建築としては雄壮広⼤、巧みな構造で釘を⼀本も使⽤せずにつくられている。寺院の六層炬⽊建築は⽇本でも⾮常に珍しい。   清⽔寺本堂脇には⾳⽻の滝、と呼ばれる
泉が湧き出ている。⽔清らかで、１年を通してかれることはなく、⽇本⼗⼤名⽔の⼀つにかぞえられる。清⽔寺の名称もここから来ている。  なにはともあれ、とても楽しい
旅⾏でした。。。

COCOさんの⽇記



出雲⼤社

2007.11.24

今⽇は割と近場の出雲⼤社に⾏ってきた。。綺麗な景⾊。。⾏きは天気も最⾼。。帰りは⾬が降ったけど。。。⼀枚⽬の写真は出雲⼤社の景⾊。。⼆枚⽬はタダで試飲や試⾷が
できる所。。ハハ好き。。私が好きなのもある。。。三枚⽬は帰って来る時に⼊った喫茶店。。いい景⾊でしょう。。⿃も⾒れるんだよ。。今⽇も楽しい⼀⽇でした。。。

COCOさんの⽇記



誕⽣⽇

2007.11.30

交流基⾦の先⽣、私の誕⽣⽇を覚えていてくれてありがとうございます。。。メール受けとりました。。。感激です。。わーい。。頑張って運動してダイエットします。。今頑
張っている最中です。。効果は何も出ていないけれど。。17歳になりました。。1つまた歳をとりました。。いっそう頑張って努⼒します。。前に向かって突き進みます。。。

COCOさんの⽇記



ダンスの発表会

2007.12.06

明⽇はダンスの発表会です。。他の市に⾏ってきます。。私がダンス部に⼊ってはじめての発表会です。。すごく緊張しています。。他にもたくさんの⽣徒と⼀緒に参加しま
す。。⾃分に頑張れ

COCOさんの⽇記



着物写真

2007.12.08

今⽇着物の写真を撮った。。お⺟さんのお孫さんと⼀緒に。。わぁ。。また太っちゃった。。まん丸の顔。。⽣きていけない。。やっぱり皆に写真を⾒せるね。。⼀枚⽬はお⺟
さんと私。。⼆枚⽬は私とお⺟さんの孫息⼦。。元々この⼦にも着物を着せて撮るつもりだったんだけど。。恥ずかしいから嫌だって。。はは。。三枚⽬はお⺟さんの孫娘。。
かわいいでしょ。。お姫様みたい。。写真はこれだけにしとく。。次会ったら皆に写真を⾒せるね。。。

COCOさんの⽇記



クリスマスプレゼント

2007.12.20

今⽇。。すごっくうれしいことがありました。。先週お⺟さんとお⺟さんのお友達と⼀緒にイーオンにいってきました。。どこもかしこもクリスマスプレゼントでいっぱい。。
おばさん(お⺟さんの友達)は私に1枚⽬の写真のプレゼントを贈ってくれました。。すごくかわいい。。とてもお気に⼊りです。。そしてそのショップで。。私は“クリスマスの
服”をみつけました。。実は⼤きな袋なのですが。。ディスプレイされているのをみて。。おもわずかわいいとつぶやいてしまいました。。それをききつけたおばさんも。。か
わいいわね、といってくださいました。。そこの店⻑はおばさんのお友達で。。おばさんは店⻑に私が中国からの留学⽣だと。。そして私がその“服”をとても気にいっていたと
つたえると。。私にそれをプレゼントしてくださいました。。今⽇それを知り。。本当に驚きと嬉しさでいっぱいです。。プレゼントをあけて、これが私より⼤きな袋だったと
わかりました。。フフ。。何を⼊れようかな。。フフ。。3枚⽬は授業中に⾏ったプチパーティーでもらったプレゼント。。みんなでプレゼントを持ち寄り。。くじで順番にプ
レゼントを選びました。。私は⼤当たり。。とっても可愛い。。今⽇の⾷物⽂化の授業でケーキを作りました。。写真、のせきれない。。そしてとってもオカルトなことが。。
昨晩ついにうわさの⾦縛りにあいました。。急に体が重くなって。。しかも動けなくなり。。⽬も開けられない。。1分ぐらいでとけましたが。。もう怖すぎて。。今も⼀⼈で
寝られません。。夜はお⺟さんの部屋に布団をひかせてもらっています。。コワいよ。。。

COCOさんの⽇記



⽇本のお葬式

2007.12.23

今⽇、⽇本のお葬式に参列しました。。お⺟さんの娘さんの旦那さんのお⽗さんです。。具体的にはよく分かりません。。でもずっと健康だと聞いていました。。昨⽇、いつも
のように会社に出勤し。。突然亡くなりました。。昨⽇病院に⾏きました。。すぐに泣いてしまいました。。私は彼に会ったことがありませんが。。私のおばあちゃんと同い年
です。。私の親愛なるおばあちゃん。。今年6⽉末に亡くなりました。。突然思い出しちゃって。。耐えられず泣いてしまいました。。今⽇お通夜をする場所に⾏きました。。
みんな⿊い服を着ていました。。とても厳粛です。。中国とそれほど変わりありません。。もともと悲しい場所です。。だけど⼀⼈でいるのもつらい。。お⺟さんも、お葬式に
参列することは⼀種の経験だと⾔ってくれました。。でも⽇本の結婚式に出席したい。。お⺟さんには結婚適齢期の娘さんがもう⼀⼈います。。でもまだ結婚してません。。彼
⼥の結婚を⾒たいです。。あぁ。。⼼の中で祈ってます。。お姉さん。。。早く結婚して。。。

COCOさんの⽇記



2008〜

2008.01.01

今⽇は2008年の最初の⽇。。まずは皆さん、あけましておめでとう。。交流センターからの年賀状も届きました。。先⽣、ありがとう。。今⽇私はきっかり11時に起きまし
た。。それから外出しました。。まず、お⽗さんの墓地に⾏きました。。わーい。。あんなに雪が積もっているのを⾒るのは初めて。。もう興奮。。お⺟さんは記念に写真を撮
ろうと⾔いました。。それから私はウキウキしてカメラを取りに⾞の⽅に⾛っていきました。。その時、滑って転ぶかもと思いました。。結局その⼀秒後、滑って転んでしまっ
た。。。まったくもう。。⼩さいときから運が悪いな。。この⼿の運の悪いことといったら、思った途端に必ず実現してしまう。。。あぁぁぁ。。。でも今⽇はとっても楽しか
った。。だって⼀⽇中⾷べてたんだもん。。。ダイエットするぞと決めていたけど。。またダメになっちゃった。。お年⽟ももらったよ。。ああ楽しい。。みんなが私を本当の
家族の⼀⼈としてくれているみたいだよ。。お⺟さんだけじゃなく。。お⺟さんの弟と妹も。。。HOHO〜私、本当に幸せな⼦です。。2008年、みんなもいっしょに頑張ろう
ね。。。

COCOさんの⽇記



交流センターの先⽣が会いにきて下さった....

2008.01.28

このごろ怠惰になってるようです..⽇記も書いていない...頑張ります.......今⽇交流センターの先⽣が会いに来て下さった..嬉しいにつきます.....修学旅⾏の後、先⽣達に会って
なかったので...何ヶ⽉かぶり....本当に気持ちがあたたかい...でも3⽉に⼜みんなと、⼤阪で会えるんだよね...よかった.....フフ....3⽉20⽇もうすぐ...楽しみ......私、本当にか
なり太ったけど...私が分からないなんてないようにね....そうだとしたら、傷ついちゃう..絶対にそんなのいやだからね.....

COCOさんの⽇記



除夜

2008.02.06

今⽇は中国の⼤晦⽇...初めて家族のいないお正⽉を過ごします..きれいな花⽕もない..美味しい⾷べ物もない...盛り上がる歌番組もない...ホームシックになりそう....帰ってみん
なと年を越したい....去年のお正⽉に、爆⽵を鳴らしたこと覚えてる...ずっと夜遅くまで遊んだ....今年は何もない...ひっそりしてるい....⽇本で5ｹ⽉暮らしてる....学んだことも
多い....とりわけ残酷な現実....年があけると中国では19歳になる.....ママは私が⼦供だっていつも⾔ってる...以前は認めなかったけど....今になって..なるほどやはり⼦供だなっ
て.....

COCOさんの⽇記



最近は忙しい

2008.02.09

今⽇⽇本語で⽇記を書きます。きょうは朝９時半に部活に⾏って、１２時終わって、また午後４時から初めて⽇本舞踊を習いに⾏きました。四⽉六⽇はお祭りに出ます。緊張し
ています。時間がちょっと短いから。内容は藤娘です。今⽇は浴⾐を着て、⼀番簡単のをやりました、簡単と⾔われてるけど、私にとっては難しかったです、でも頑張ります、
いい経験になれるよね。三⽉１６⽇はダンス部の定期です、皆頑張っています、もう最後の踊りだから、定期が終わってから、もうほとんどダンスの練習が無いです、ちょっと
悲しいですね。私和三曲しか出ません、定期のとき、ダンスは曲によって。⾐装が違うから、いっぱいな服を買わないできない、⽇本の⾐装も⾼くて。そんなにいっぱいは買え
ない、ちょっと残念だなーと思います、でも仕⽅ないね。⽇本舞踊の時はたぶん着物が貸してくれます、⼼配しなくてもいです、今のごろは練習しなきゃ、私は頑張っています
よ、皆さんも頑張ってね、また三⽉２０⽇に会いましょう。。。。

COCOさんの⽇記



バレンタインデー

2008.02.14

今⽇はバレンタインデーです.....チョコレートをたくさんもらいました....また太っちゃう....でも⽇本の⼥の⼦って、ホント、すごい...⾃分でチョコレートをつくるなんて.....
私にはとても無理.....みんなのバレンタインデーはどうでしたか......

COCOさんの⽇記



⼤雪が降ったよ....

2008.02.17

今⽇、⼤雪が降りました...こんな雪を⾒たのは初めてだよ...興奮する.......なので、お⺟さんのお孫さんたちと⼤きな雪の⽟を３つ作りました...⼀番⼤きい真ん中のやつが私の
作った⽟だよ...⼤きいでしょ.....その隣の２つの⽟は瑛佑と⾥菜が作りました....これもスゴイでしょ....完璧な雪だるまは....２週間前、⼤⼭に⾏った時に撮ったものです...なか
なかでしょ....グフフ...ちょっと⾯倒なのでアップしてなかっただけだよ.....

COCOさんの⽇記



定期発表会

2008.03.16

今⽇は学校の第３回ダンス部定期発表会でした。。。すごく成功したよ。。ミスもしなかったし。。ハハ。。。うれしいな。。もうすぐみんなとも会えるし。。。楽しみ。。。
だけどまだエアチケットが先⽣から届いていない。。先⽣はもう郵送したかな︖

COCOさんの⽇記



4泊5⽇

2008.03.26

4泊5⽇のあつまりは 本当に短くて あっというまでした。 まだまだ話したいこともたくさんあったのに もう帰ってきてしまいました。 ザンネンだなあ でも泣きません。 笑っ
てみんなとさよならを さっとかっこよく去っていくの。 でも本当はとてもつらい 泣かないのは成⻑の証 本当の成⻑の 今度会える⽇を楽しみに 私は ゆっくり⼤⼈になってゆ
く

COCOさんの⽇記



２泊３⽇

2008.03.30

たった今ディズニーリゾートから帰ってきました..疲れたよ...でもすっごく⾯⽩かった...待ち時間が⻑かったけど..すごく刺激的だった...ミッキーとミニーと記念写真が撮れな
かったのは残念だけど...写真はとても多くてアップできないからそれぞれ１枚だけ...１枚⽬はディズニーシーで撮ったもの...２枚⽬はディズニーランドのSHOW..ミッキーがカ
ッコいいでしょ...３枚⽬はホテルのゲートです...疲れたよ....みんなの書いた⽇記を読んだら、また感傷的になっちゃった..泣かないと約束したけど...今は離れ離れだけど７⽉
にまた会えるもんね...その時どんな状況になるか、想像もしたくない...７⽉が遅くくればいいな...ああ...この数⽇間で疲労が積み重なって耐えられないよ...深刻な睡眠不⾜で
す（毎⽇ほぼ８時間寝てるけれど）..これから爆睡します...

COCOさんの⽇記



エイプリルフール

2008.04.01

エイプリルフール..今⽇は エイプリルフールです..⽇本ではこの祭⽇はなんかやるかは知りません..去年のエイプリルフールは友達といっしょに過ごしたことを思い出した..本当
に⾯⽩かったです...今年は少し寂しい...⼀⼈のエイプリルフール...

COCOさんの⽇記



⼤⾵

2008.04.02

今⽇、⾵がとても強かった。 ⼀⽇家にいた。 ⼤きなまどから外の⾵景を⾒る。 ふっと台⾵が来るかな。 そう、ぼうっとしながら昔台⾵のことを思い出した。 昔、台⾵が吹く
と友達と外へたくさん⾷べに⾏っていた。 気持ちがすぐに晴れた。 まるで⼤⾵がふさぎこんだ気持ちを吹き⾶ばしてくれた気がした。 ⽇本来てからまだ台⾵に会っていない。
台⾵の⽇にも外出したこともない。 ⾃分が本当に年取ったと感じた。 いつも昔のことが思い出してしまう。 アァ．．． 年寄りには⽤はなくなった。

COCOさんの⽇記



⽇本の舞踊

2008.04.06

今⽇は⽇本舞踊の発表会だったのです。髪の⽑は昨⽇にやってもらって、今⽇の発表の時崩れ無いために、昨夜は寝なかったです。今凄く眠たい。。。。⽇記終わったら、すぐ
寝るわ。。今⽇カメラもって⾏くのを忘れてしまって、残ねだった、⾒せたかったけど、しょうがないね。髪の⽑と化粧は舞妓さんと似てるよ。。今気付いたら。。⽇本語で書
いてる。。ハハ

COCOさんの⽇記



明⽇韓国語授業が始まる...

2008.04.13

明⽇韓国語授業が始まる..興奮して待っている~~~~~~~~頑張ろう!!!!!

COCOさんの⽇記



とても⼤きいショックを受けました..

2008.04.16

昨⽇学校に⾝体検査がありました.. 結果は意外にも私が2センチメートル低くなったことが分かった... 去年⽇本に来る前に⾝体検査は確かに159cmだったのに.. 今意外にも
157cm.しかなかった... これは信じられない.. クラスの同級⽣のAさんをつかまえた... Aさんは161cmという話だけど...とても⾼く⾒える... いっしょに鏡の前に⽴って鏡を⾒
ると.. ショックはなおさら⼤きい.. 頭半分あまり低かった.. 先⽣は間違っていないね.. あなたは157で、155ではないことが確かなのか︖ とAさんが⾔った.. 本当に年だナァ..
⾻も縮み出したな.. ショック...

COCOさんの⽇記



遠⾜

2008.04.20

明⽇は遠⾜で岡⼭まで⾏きます...楽しみにしてますよ︕︕︕ ⾏って来ます~~~~~~~

COCOさんの⽇記



春の遠⾜

2008.04.21

岡⼭から帰って来た... ⾜が痛〜い... でも楽しかった... 写真をいっぱい撮ったよ.. プリクラも.. 超⾯⽩い... これは学校の外国⼈教師です... 表情が⾯⽩すぎ... ほかにも写真た
くさんあるけど、友達の許可がないからごめんね.. 死ぬほど疲れた... お休み....

COCOさんの⽇記



初めてのテニス

2008.04.24

今⽇は⽣まれて初めてテニスをしてた..難しいと思った..何度もボールに頭をぶつけられたよ..あと⼀回程転んでしまった.. 終わる頃はもっと⼤変だった..ボールを拾いに⾏っ
て..⽴ち上がった時に..壁にぶつかってしまった..痛っ..涙が瞬時に出てしまった.. 私のかわいそうな頭..今でも頭がふらふら.. 私、本当にスポーツと縁がないよね..毎回体育の
授業はなんだかんだ怪我してしまう.. 昨⽇、初めて1000メートルも⾛ったよ..⾃分でもどうやってゴールまで⾛ったのか分からない..その時頭の中でただただ「⾛る」の字しか
浮かばなかった.. 昔中国では最⻑でも800メートルしか⾛ったことがないのに..しかも⾼校に⼊ってから⾛ったことない..深刻な運動不⾜だね..はぁ..

COCOさんの⽇記



⿂釣り

2008.04.29

今⽇は湖辺へ⿂釣りに⾏った..伝説の中の⽳道湖...⿂釣りがどんなに難しい事なのか今⽇やっと分かった．．．何時間待ち続けても⼀匹の⿂も引っかからなかった．．．短気の
私には根気なんかないのよ．．だから結局何も釣れなかった．．しかしちょっと結論が出た。⿂つりに⾏く⼈はみんな必ずしも⿂が⾷べたいからとは限らないのね．．．⿂つり
は⾝を修め気を養うことができる．．だから⼈はのんびりしようと思って⾏くのかもしれない．．．だって⿂を⾷べたい、それだけなら．．買えばいいじゃん．．それほど精⼒
をかけても釣れるかどうか分からないのね．．．個⼈的な感想だわ．．へへ

COCOさんの⽇記



⼤⼭の花回廊

2008.05.03

今⽇⼤⼭花回廊に⾏きました...たくさんの超きれいな花がありました...1枚⽬の写真はかすかに⼤⼭が⾒えます。2枚⽬はイギリスの⽥舎と似ていて、空気はどこもとても良い
と思います...なぜかというと、homestayのお⺟さんが去年イギリスで取って来た⼀枚の写真とよく似ているからです。3枚⽬はこいのぼりです...もうすぐくる5⽉5⽇は⼦供の
⽇〜〜〜今晩お⺟さんの妹の家に⾏って焼⾁パーティをします。楽しみにしています..ダイエット計画はまた泡になります..

COCOさんの⽇記



⺟の⽇

2008.05.11

今⽇は⺟の⽇です..⽣んでくれた⺟にありがとう..以前国内にいた時、⺟に感謝の⾔葉を⾔ったことがなかった..恥ずかしいからだ..今になって..お⺟さん..ありがとうと⾔いた
い..このカラフルな美しい世界に⽣まれて..本当にありがとうございます。

COCOさんの⽇記



四川の⼤地震

2008.05.14

今週⽉曜⽇に四川は7.8の⼤地震が発⽣しました..死傷者は万に上った..無数の⼈は帰るべき家がなくなった..家族がばらばらになった。何の⼒も貸すことができないけど、⼼の
中で彼らのため祈っています..同時に中国のために祈っています..中国の国⺠が⼿を取り合ってこの災難を乗り越えて、..無事オリンピックを迎えられるように祈っています..

COCOさんの⽇記



三⽇間の黙祷..

2008.05.20

19⽇〜21⽇は全国の黙祷の⽇です..地震で亡くなられた⼈々を記念するために..私達は⼼の中でみなさんの幸福を祈りましょう..いってらしゃい..このごろは精進料理を⾷べて
彼らに哀悼を捧げます..

COCOさんの⽇記



DANCE集会

2008.05.22

3⽉16⽇の発表会以後、私はダンス部をやめました。。理由は、⽂化祭まではもう発表することがないからです。。やめた後でもダンス部の部員達とは仲良しで。。昨⽇も⼀緒
に集まりました。。しゃぶしゃぶに⾏ってきました。。みんなで楽しみました。最初の写真は⽳道湖の⼣焼けです。。きれいでしょう。。⼆枚⽬はご飯の後帰らなっかた組が撮
ったクリプラです。。三枚⽬はダンス部部員全員です。。「途中で帰った⼀⼈を除きます」。。ダンス部に⼊って何ヶ⽉もいなかったのですが。。部員達とはとても仲良いで
す。。これから中国に帰っても、彼らを忘れることがないでしょう。

COCOさんの⽇記



AQUAS⽔族館への旅..

2008.05.24

今⽇はAQUAS⽔族館に⾏ってきた..⽩いイルカがいるところだよ..本当にかわいい..⽩くて..丸々で...触りたくて仕⽅がない...残念ながら触っちゃいけないよね..⼀番⾯⽩かった
のはイルカさんのおでこがなんと柔らかそうなの..あの調教師が触ってるのを⾒て、気持ちよさそう..うらやましい..1枚⽬の写真は⽩いイルカのポスターだ..ポスターに書いて
るのは、世界の中で島根の⽩いイルカしか泡を吐くことができないことだ..⽩いイルカが泡を吐くのを⾒た⼈が幸せになるって..ふふふ ..2枚⽬は⽩いイルカが遊んでる時に撮っ
た写真だ...3枚⽬は伝説のサメだ...他にもたくさん⾒たことのない海の動物がいた..写真もたくさん撮ったけど..3枚しかアップが出来なくて..残念...

COCOさんの⽇記



神⼾への旅..

2008.06.02

昨⽇から今⽇までかけて神⼾へ遊びに⾏ってきた..本当にきれいな町だね..⾷べ物はめちゃおいしいし..服や靴とかは私にとってかわいくて⾼くないから..たくさん買っちゃっ
た...そして昨⽇の夜はhomestayお⺟さんの親戚と⼀緒にご飯を⾷べた...とにかく遊びも..⾷事も..買い物も全部楽しかった..神⼾の町、私は本当に好き..馴染んでるような親切
さを感じた..機会があればまた遊びに⾏きたい...

COCOさんの⽇記



MONCHHICHI

2008.06.07

最近モンチッチにとってもはまってる。。。あのかわいくておかしげな猿ちゃん。。。本当に好き。。。。⽇本のおもちゃは本当にかわいいね。。。しかし松江では販売されて
いない。。。誰かモンチッチの携帯ストラップを⾒つけたら教えてね。。。よろしく。。。写真はモンチッチだよ。。。後⼆週間ぐらいでまた期末試験があるの。。。最後の期
末試験だ。。。悪くならないように。。。

COCOさんの⽇記



⽇本語能⼒試験

2008.06.13

今みんなはすでに⽇本語能⼒試験に申し込んだ...みんなは1級を申し込んだようですね..でも私は2級を申し込むつもりです...1級はやはり⾃信がない…まだ2年しか勉強してな
いし...来年で1級を取ろうと......みんな、頑張って…

COCOさんの⽇記



2級の申し込み..

2008.06.16

今⽇は⽇本語2級の申し込みが始まった.. 同級⽣がやってくれたお陰で申し込むことができた..みんな頑張ろう...

COCOさんの⽇記



寿司

2008.06.21

今⽇家でお⺟さんと⼀緒に寿司を作った。とてもおいしかった。証明として写真を..ハハ...1枚⽬は仕込み段階..2枚⽬は造る段階..3枚⽬出来上がり…ふふふ..みんなはもうすぐ
帰国して...⽇本料理を勉強して中国の家族に⾷べさせてあげたらいいわね…

COCOさんの⽇記



感傷的になってます・・

2008.07.04

あと２週間で学校⽣活も終わり、、毎⽇友達にあうと悲しくなる、、、明⽇は期末テストの最期の⽇、私にとっては最後のテストだ、、、少し開放感もあるけど、、でも悲し
い、、、ああ、時間がたつのは早い、、、 北京へ着いてからは各⾃で家に帰るんですか︖先⽣、ほんとうですか︖

COCOさんの⽇記



球技⼤会

2008.07.07

明⽇は球技⼤会です、、帰る前の最後の球技⼤会なので、絶対勝ってやりたい、必死でやります、、皆fighting
これは⽇本語で投稿されたものです

COCOさんの⽇記



感動

2008.07.17

明⽇は学校⽣活の最後の⽇です。時間の流れは本当に速い、、特に今週、、時間は⾶ぶように過ぎてしまいました。私がまだみんなにさようならを⾔う⽤意ができてないうち
に、時間はもう過ぎてしまいました。昨⽇、午後の⼀時限⽬は総合授業でした。普段はレポートを書いたりしていましたが、弁当を⾷べたあと、教室にだれもいなくて、友達Ａ
がうちのクラスだけclub houseで講演があると教えてくれました。もちろん私も信⽤してました。うちのクラスは特別な国際交流クラスなので、よくスペシャル講演をやりま
す。club house についてから、Ａはドア側に⾏き、私に反対側に⾏かせました。Ａは明るくて⾯⽩い⼈で、よくみんなに笑わせる⼈ですので、今回もまた何かのいたずらかし
らと私は思いこんでました。しかし扉を開けて、Ａが私を中に押し込んだ時、クラスの友達達はドア側で私を囲んで、先⽣が真ん中で⽴っていました、私が驚いてた間に、⾳楽
を流してくれる友達もいました。そして皆さんはずっと拍⼿してくれました、しばらくたってから、私はやっと分かってきました。これは本当に⼤きい驚きと喜びです。私の担
任の先⽣が⾦曜⽇学校で送別会をやると教えてくれたので、今回のびっくり作戦は全然思いもしなかったです。この授業では、みんなは遊んだり⾷べたりしました。最後の時、
さらに感動したのはＡが代表として私宛にお⼿紙を⽤意してくれました。笑顔で学校から⾏くと決めたのに、彼⼥の⼿紙を聞くと、涙が⽌まらなくなりました。最後にもう⼀⼈
の友達Ｂはクラスの友達の写真をくれました。これらの写真は全部この⼀週間、私が教室にいない時に撮られたものです。あと私宛のプレゼントや、祝福、担任の先⽣もプレゼ
ントをくれました。終わった時にみんなは両側に⽴ってて、⼿を上げて、私を真ん中から通させてくれました。その時、私はもう⾔葉がでませんでした。この⼀週間のことを思
い出すと、やっと少しずつ分かってきました。Ａが私を連れて他のクラスのダンス部のメンバーとご飯を⾷べに⾏ったりしたのは、Ｂが私に内緒で写真を撮るためだったので
す。ご飯の後私がクラスに戻る時、Ａがいつも私より先にクラスに⼊ったのは、それはみんなに私が戻ってきたら、私に書いてるメッセージをしまうためです。どれだけ考えて
いてくれたのでしょうね。このクラスの⼀⼈⼀⼈はとても親切なのに、明⽇以後は私が彼らと再会するのはもう難しくなりますね。

COCOさんの⽇記



すべては終わってない、さようならって⾔わない

2008.07.18

⼀年近くの学校⽣活は今⽇で⼀段落しました。笑顔で学校と友達達と別れようと思いましたが、、ステージの真ん中で⽴った時、、涙で⽬が⾚くなった友達達を⾒て、、私もす
ぐに涙をこぼしました、、結局⾔葉もきちんとしゃべれなかったです、、やはり強さが⾜りないですね、、たくさんのお⼿紙をもらいました、、同じクラスだったり、よそのク
ラスだったり、、、私は⾃分が本当にラッキーで、幸せだと思っています、、こんなにたくさんの友達がいて、たくさんのいい先⽣がいて、、そしてたくさんのプレゼントをも
らって、、その中に浴⾐セットや、⼤きいスヌ-ピー、抱き枕も⼊っていました、、⾃分の気持ちをどうやって表現していいのかも分からなくなった、、今⽇はみんなと別れた
としても、⾃分が⾏ってしまうことだとまったく思っていないです、、、本当にもう会えないと思えないです、、友達はだれも私にさようならって⾔わなかったです、、それは
私たちの距離は遠くなりますが、、友情は永遠に存在するからです、、、、私は⽇本にいた時のすべてを忘れることがありません、、彼⼥達の⼿紙を読むたびに思い出しま
す。。。

COCOさんの⽇記



送別会

2008.07.19

今⽇は家族の親戚との送別会でした、、hostfamiyのお⺟さんは特別に浴⾐を着せてもらいました、、、これは写真です、、これで家族の親戚とは最後になりますね、、悲しい
のはもちろん、でも私はまたみんなと会えると信じています、、、

COCOさんの⽇記



⽉下美⼈

2008.07.20

写真にあるお花の名前は「⽉下美⼈」です、、年に⼆回しか咲かないそうで、、しかも⼀回に三時間で枯れてしまうらしいです、、今年私は⾒れないだろうと思いましたが、、
奇跡が起こったのです、、すべてのつぼみは咲いてしまったのです、、感動です、、お花も感情を持っているのですね、、明後⽇この家から去っていきますから、、この１１ヶ
⽉間も⽣活していた家、、寂しいです、、でも私は必ずまた戻ってきます。。

COCOさんの⽇記



家に着いた

2008.07.27

家に帰った、、ちょっと複雑な気持ちだ。北京にいた時、泣かなかった、、泣きたくなかったから。ちょっと強くなった感じだね。別れるとき泣き顔を⼈に⾒られたくない、笑
顔のイメージを残したかったから。でも、上海から帰る途中、昔のことを思い出すと、涙が流れた、、なんで⼈が別れることをするの、別れたくない、、⾞を降りた時、⽗⺟を
⾒ると、⼼が静まった、、なんと⾔っても、失うこともあれば得ることもあるから、、、今晩、親戚がほとんど来てくれた。レストランで⾷事をして、おなかがいっぱいになっ
た。みんなは私の帰るのを喜んでくれた。。 交流基⾦の先⽣たち、この⼀年間おせわになりました。ありがとうございます、これからもとき時⽇記を書きます。

COCOさんの⽇記



台⾵が来てる

2008.07.29

台⾵が来てる。台⾵の⾵が吹いていて、あぁ、ついてないね、帰ってきたばっかりなのに台⾵なんて。⽇本での⽣活が懐かしくなってきた。本当に後で味わってる感じ。

COCOさんの⽇記



お熱

2008.08.03

この何⽇かずっと熱が出てて、頭が痛くて、全⾝に⼒がはいらない、⾵邪だと⾔われたけど、⿐も詰まらないし咳も出ない。あぁ〜、つらいわ。明⽇また病院に⾏って点滴をう
けに⾏って、ついでに⾎液検査も、、皆さんも体を気をつけて、病気にかからないようにね︕

COCOさんの⽇記



また⾵邪を引いちゃった

2008.08.15

また⾵邪を引いちゃった。前より重い。つらいよ。みんな、気をつけてね。夏には、エアコンの部屋に⻑くいると、⾵邪を引いちゃうよ。体を⼤事にしてね。

COCOさんの⽇記



学校に⾏くわよ

2008.08.29

今⽇は学校に⾏くのよ。これからはそんなにインターネットするわけにはいかない。みんな、時間があればしょっちゅう連絡してくださいね。携帯メールを送ってね

COCOさんの⽇記



建国記念⽇の⻑いお休み

2008.09.28

お久しぶりです、普段ずっと学校にいてネットにつなぐ時間がなくて、ずいぶん⽇記を書いていなくてすみません、みんな元気ですか︖国慶節おめでとう〜

COCOさんの⽇記



ふふ

2009.02.04

久しぶりに⽇記を書きました。学校であまり時間がないから。まあ、みなさん、お元気ですか、新年はどうでしたか。15⽇から学校が始まります。みなさんは︖ 会いたいです
ね。先⽣たちもお元気ですか。時間があったらよく連絡してね。

COCOさんの⽇記



お⺟さんは早くよくなるように望みます

2009.02.24

明⽇お⺟さんは甲状腺を⼿術を受けるために⼊院します。お⺟さんは早く良くなることを望みます。みんなも体を⼤切にして病気にかけないでください。

COCOさんの⽇記



教えてください

2009.03.10

最近⽇本語を学ぶことができる学校を探しています。⼤学の本科ですよ。タイプのような学校です。しかし適当な学校がありません。もともと新世界教育に申し込みたかったで
すが、合格できたら上海外国語⼤学の本科の証書を取れるようです。しかし本当知りません。通っている先⽣や学友がいたら私に教えてください。ありがとうございます。

COCOさんの⽇記



先⽣

2009.06.29

先⽣、こんにちは。メール受け取りました。⽇本語⼊⼒ができないので、メールの返事を出せないのです。今は忙しくありませんよ。私の携帯番号はxxxxxxxですので、その際
にはお電話くださいね。

COCOさんの⽇記



おひさしぶり

2009.10.01

⽇記しばらく書いていませんでした。もちろんみんなのことは忘れてないよ。懐かしいね、へへへ。第4期のあの後輩の彼⼥は島根にいるのかな。先⽣、ご存知でしたら教えて
くださいね。彼⼥と連絡取りたいので。

COCOさんの⽇記



お久しぶりです

2010.03.04

ご無沙汰しています。みんな元気かな︖今年三⽉の北京のシンポジウムは参加できそうにありません。4⽉の初めには⽇本に留学するので、準備で忙しくて。先⽣⽅にもよろし
く伝えてね。

COCOさんの⽇記



お久しぶりです

2010.04.26

お久しぶりです。みんな元気かな。今、私は⽇本にいます。埼⽟県の語学学校に通って、⼤学受験の準備をしているの。⽇本にいる2期⽣がいたら、連絡くださいね。ゴールデ
ンウィークが終わったら、アルバイトを探そうと思ってるけど、今はなかなかみつからないんだとか。がんばらなくちゃ。

COCOさんの⽇記
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