
エキサイティングな毎⽇

2007.09.05

おや、さっき私が⼀気に打ち込んだはずの⽂章がなぜか消えてしまった。。。 とりあえず、お祖⽗さん、お祖⺟さん、お外祖⺟、お外祖⽗、お⽗さん、お⺟さん、叔⺟さん、
伯⺟さん、叔⽗さん………４⼈の兄弟達、みんな⼼配しないでください︕︕ 私は元気です、みんなくれぐれも体には気をつけて︕︕ 現在すべて順調で、周りもいい友⼈達ばか
り。先⽣⽅も親切で、イベントも盛りだくさん、毎⽇が充実してとても楽すごしています。 まだ何⽇かは慌しいですがみんながんばろう︕︕ 燃えるぞ︕//

林 琳さんの⽇記



⼆⽇⽬の学校⽣活

2007.09.19

今⽇は私の学校⽣活の⼆⽇⽬︕︕私は１年２組です。なんか変な気分です。なにせ、みんな私より１歳下の弟妹達だし、始まってすぐ上⼿くやっていけるかと思った。。。 や
はり、私の余計な懸念でした︕ みんなのとても親切で優しい。たった⼆⽇で沢⼭の友達ができた。1学年、２学年、3学年の友達と携帯電話の番号を交換した。今メール⾒てで
わかったのだけど、私こんなに多くの友達がいて、それから、あのきれいな中国語を話される謝唐澤先⽣に感謝しなくては︕もちろん⾟抱強く私に教えてくれた先⽣達にも︕申
し訳ありません、まだみなさんの名前憶えてなくて。。。 それから⼀⽇⽬にみんなの前で⾃⼰紹介をした時のことが忘れられません。私が⾃⼰紹介をした後、われんばかりの
拍⼿があって〜〜幸せの絶頂って感じでした〜〜みんな私の⽇本語がすばらしいと誉めてくれた。もちろんまだまだ勉強しなきゃいけないけど、みんなの賞賛は私に元気をくれ
た。。。 ちゃんと⽇本語勉強しよう。。絶対に︕︕ 今のカリキュラムにはやはり問題があります。。。 学校は⾃分の好きな科⽬を選ばせてくれてるけど、先⽣達の⾔葉が早く
て、なにを話されてるか解らないときがあります、でも⼤丈夫、何事もプロセスがあるものだから。 everything will be ok~~ ここの学校は結構ノンビリしてて、宿題もない
し、午前授業だけで帰宅していいのです。⽂化祭がもうすぐあるからで、みんなは午後の時間を準備にあててるのです。私は特にお⼿伝いができないけど、でも⼤丈夫、ちゃん
とした観客になる予定、本当に⽇本の⽂化祭がどのようなのかすごく楽しみです。 そうそう、クラスに５⼈私の⾯倒を⾒てくれる友達がいて、その中に⼩さいころ中国にいた
⽇本国籍の⼦がいるのです。もし何か友達とうまく通じなかったら彼⼥に頼めるの、名前は星野悦⼦さんといいます。ここでお礼⾔っておこう〜〜 ここの⼈はよく寂しくない
っ︖て聞きます。もちろん寂しくないです。こんなに沢⼭の友達ができて寂しいはずないもの。それに親切な先⽣達、ホームステイの家族〜〜〜すごく楽しい。本当にそうなの
よ。。 まして、⽇本各地に私と肩をならべて頑張ってる中国の友達がいるし〜〜 夏静、呉湖帆影、張帆、裴東梅〜〜なつかしいよ〜〜みんなも頑張って〜〜︕︕

林 琳さんの⽇記



⽂化祭

2007.09.21

今⽇⽇本語を書き⾒たいです。よろしくお願いします。 この間、みんなは⽂化祭の準備をしています。あたしのクラスは劇をやります。 最初は何も⼿伝うことができませんで
した。ちょっとがっかりしました。 でも、今⽇、あたしはこの劇ために絵を描きました。みんなは 「上⼿︕上⼿︕」と⾔いました。⼿伝うことができて、うれしかった〜〜
これは⽇本語で投稿されたものです

林 琳さんの⽇記



⽂化祭無事終了です

2007.10.01

⽂化祭が２⽇間の⽇程で⾏われ、私達のクラスは劇を上演しました―――シュレックです。 私はせりふのない天使を演じました。。。 上演は⼤成功で、たくさんの⼈が観に来
てくれ、交流センターの先⽣達も⾒にきてくれました。とても楽しかったです︕︕ ⽇本の学校の⽂化祭は本当にすごくて、すべて学⽣が⾃分達でつくりあげるのです。びっく
りしました。。。 ⼀番印象に残っているのはお化け屋敷です。、⼿ごわすぎる。。。 今⽇は中国の誕⽣⽇で、友達と中華街に⾏って獅⼦舞を⾒て、久しぶりに中華料理を⾷べ
ました。。。

林 琳さんの⽇記



初めての⻘い眼の友⼈

2007.11.30

今⽇は私のオーストラリアの友⼈の、最後の登校⽇でした。彼の⽇本名は「安⽥」です。ノッポで⾦髪碧眼の典型的なオーストラリアの男の⼦です。彼は3ヶ⽉の短期留学⽣で
した。今⽇彼と最後の会話を交わしました。お別れのときはせつなかったです。泣き出す⼥⼦もいました。私も、もっと彼との想い出を作りたかったなと残念でした。。。 初
めて安⽥君に会ったときのことはいまでも覚えています。彼との最初の会話はgood morning!、彼と最初に⾏った場所は横浜の中華街、そして最初にいっしょに⾷事をしたお
店はマクドナルド……私達はいっしょに⽇本語の授業を受け、いっしょに動物園に、⽔族館に⾏きました。私達は電⾞内でオカルト映画についてあつく語り合い、放課後には⾯
⽩いプリクラをいっしょに撮ったり、想い出は尽きません。彼と私は同じく留学⽣です。お互い励ましあい、努⼒もし、今ではそれぞれの友達もいます。今、安⽥君はとても流
暢に⽇本語を話せます。私もうれしく思います。留学は、私にこの世で⼈を最も感動させるものは何かと教えてくれました。それは友情です。 3ヶ⽉の友情は⻑いものではない
かもしれません。でも私は 留学 このことに⼼から感謝しています。それは私にたくさん、たくさんのことを体験させてくれました。。。。you are my first blue-eye
friend!!see you again!!Andle~~

林 琳さんの⽇記



サンタクロース︕︕

2007.12.04

今⽇授業が終わって家に帰る途中、2⼈のサンタクロースに出会った︕いっしょに写真を撮ったの、ハッピー︕

林 琳さんの⽇記



スキーから帰ったよ〜

2007.12.29

２泊３⽇のWinterCampが終わったよ〜。私達の学校は⻑野に⾏ったの。⽣まれて初めてあんなに綺麗な雪を⾒て、すごく嬉しかったよ〜。私が選んだのはスキー。スケートが
できるからスキーもすぐ出来るようになると思ったんだけど、こんなに難しいと思わなかった。三⽇の間に４０回は転んだよ。転んだ時は全然痛くないんだけど、次の⽇の朝は
筋⾁痛がひどいのなんのって。今もまだ痛いよ・・・だけど本当嬉しい、新しい友達もできて、すごく楽しめたよ〜

林 琳さんの⽇記



遅れた伝⾔

2008.04.12

今度の⼤阪旅⾏は本当に楽しかった~~みんなも⼤きく変わったね~~ふっと気がついた。⾃分もいつの間にか変わった~ 北京⻄⻄友誼賓館での⽇々は本当に恋しく思っている
な。⽇本にくるのを全く考えていなかった私はもうここで７ヶ⽉間暮らしてきた~~みんながしっかりやっているのを⾒て、またも私に⼒になってくれた。同じようにかつてあ
なた達もあれこれ悩んだがみんなよく堪えてきた。このような私たちのことで⾃慢します~~~ 運命共同体って、私たち３７⼈のことをいうでしょうね~~~ 経験したら、分か
る。悲しんだら、笑う。今の私がHOMESTAYを変えたが、私にとってまた１つの新しい始り~~頑張れ~~︕これからの3ヶ⽉、⾃分の使命を覚え、⾃分の選択を悔やまず~~頑
張れ~~~︕

林 琳さんの⽇記



友情は最⾼〜〜

2008.04.25

今⽇アニキの先⽣達は私の学校に撮影にきた。 緊張したわ…… 順調だったので、私もほっとした…… 今⽇お昼を⾷べた時、友達はみんな私のために来てくれた、本当に感動し
た、友情は最⾼〜〜 残りはあと3ヶ⽉だけ、その時になって、どうやってみんなと別れるのかがわからないけど、今を本当に⼤切にしたい〜〜 そうだ、今⽇は富樫先⽣と清⽔
先⽣も来たよ。私はまだ先⽣達と⾔葉をかわさないうちにもう帰ってしまったのです。残念に思った。でも多分先⽣達がまた来るでしょう。そしたら、ありがとうって伝えた
い。 あとの3ヶ⽉引き続き……いっしょに頑張ろう〜〜〜︕︕

林 琳さんの⽇記



中間テスト中︕

2008.06.12

久しぶりの⽇記だ︕ あ〜疲れちゃった。 化学のテストを受けたばかりで、今図書室でちょっとパソコンをやってから、午後の物理のテストの準備をしようと思う。 みんなもテ
ストを受けるんだよね。今度のテストはあたしにとっては、この学校での最後のテストだ。だから、⼀⽣懸命勉強しようと思ったの。でも、受けたばかりの化学はやっぱり失敗
した。＞０＜本当に難しかった。全然だめだった。 しかし︕午後の物理に負けないぞ︕がんばるぞ︕ ちなみに、⽇本の夏祭りを⾒に⾏きたい︕７⽉２０⽇に⼭下公園で⼤きい
花⽕⼤会を⾏うそう︕やった︕ぎりぎり間に合えるわ︕＞＜ いっぱいいい思い出を作るから︕みんなも残りの時間を楽しんでね︕
これは⽇本語で投稿されたものです

林 琳さんの⽇記



亜蘭が帰ってきた︕

2008.06.18

昨⽇亜蘭が、アメリカから帰ってきたよ︕ 亜蘭は、みなと⾼校の⽣徒で、私のhomestayを受け取った。でも、昨⽇は初めて会った。実は、私が⽇本にきたところに、亜蘭がち
ょうどアメリカに留学しに⾏っちゃった。だから、昨⽇までずっと会えなかった。 でも、ずっと会いたかった。亜蘭のお⺟さんや学校の友達からいっぱい亜蘭のことを聞いて
いた。爽やかで、元気な⼦で、結構学校で⼈気があるらしい。 亜蘭とmixiで喋ったことがあって、なんか趣味とかが似てて、友達になりたいと思った。 会えるまで、ずっと楽
しみにしていた。 昨⽇実際に会って、本当にいい⼈だった。きれいで、やさしい⼈だった。いっぱい喋れる気がする。これから、亜蘭と仲良くなりたい︕いっぱいいい思い出
を作りたい︕＞０＜ 留学といえば、私の学校に来週からまた新しい留学⽣が来るらしい。今度は３⼈のアメリカ⼈だと聞いた。どんな⼈だろう。すごく楽しみ〜〜
これは⽇本語で投稿されたものです

林 琳さんの⽇記



料理授業で作った料理

2008.06.21

この⼆つの料理は学校の料理授業で習ったものです。みんなは学校で料理授業を受けたことがあるかな︖ ⾃分⼀⼈ではまだできないかもしれないけど、友達と協⼒しあうのが
⼀番楽しい。 ⾃分の料理するレベルを証明するために、家に帰って、homestayの家族に餃⼦を作った。⽪まで⼿作りなんだ。みんなはとても美味しいと⾔ってくれた。ふふ、
うれしい〜〜 帰国したら、両親にも餃⼦を作るよ〜〜みんなはhomestayの家族に料理をしたことがあるかな︖彼らはきっと嬉しいと思うよ︕ 写真が⼤き過ぎて、アップロー
ドができなかった。すみませんね〜

林 琳さんの⽇記



新しい留学⽣〜

2008.06.25

昨⽇、新しい留学⽣と会った。 アメリカからの２⼈の⼥の⼦だった。 昨⽇の五時間⽬は彼⼥たちと⼀緒に⽇本語の授業をやった。まだ⽇本語はそんなにしゃべれないので、あ
たしはがんばって英語で彼⼥たちに話しかけた。 ⽇本に来たばかりの私も彼⼥たちと同じで、⽇本語は全然だめだった。先⽣との会話はほとんど英語を使っていた。そのとき
は、英語が話せるって本当に良かった︕と思った。 でも、最近英語は使ってないので、もうしゃべれなくなってしまった。ちょっと、悔しいな〜これから⽇本語も英語も頑張
らないと。。 六時間⽬はみんなで中華街に⾏った。２⼈共中華街が好きらしい。そして、⼭下公園も⾏った。昨⽇はいい天気だったよ〜〜海がはっきり⾒えた︕ 帰り道にみん
な⼀緒にプリクラを撮った︕昨⽇楽しかった〜 いい⼀⽇だった。（＊＾０＾＊）
これは⽇本語で投稿されたものです

林 琳さんの⽇記



最近のあたし

2008.07.04

最近は忙しくて、毎⽇やることがたくさんある。 今度乗せた写真はずっと前撮ったものだけど。 なんか超懐かしい感じがするね。 みんなもあたしと同じだろう。。。 今、み
んなの気分はどうかしら。 絶対複雑でしょう︕＞＜ あたしね、 昨⽇の夜寝れなかった。。。 再来週はもうみなと総合⾼校にいないことを思い出すと、 なんか悲しい〜〜 ５５
５５＞＜ 泣いちゃうよ︕ そうだ。 今朝の四時頃地震があったらしい。 あたしは感じた。 でも、 夢の可能性もあるけど。。。 ＾０＾ 帰りたくないよ。。。
これは⽇本語で投稿されたものです

林 琳さんの⽇記



感動しました

2008.07.10

昨⽇、普通に友達と放課後⼆⼈で遊ぶと約束した。 あたしもずっとそう思ったの。 そして、放課後友達に“ちょっと⽤事がある、教室で待ってて︕すぐ戻るから︕”と⾔われた
ので、⼀⼈でずっと待っていた。 友達が遅かった。 なんか変なあ〜と思ったの。 そして友達が戻った。 “りんりん︕早く⾏こう︕急いで︕”と、友達があたしに⾔った。 そし
て、 １年２組の教室の前に連れられた。 まさか︕ あたしは今２年４組だけど、⼀年のとき、つまりこの学校に⼊ったばかりのときは、１年２組だった。 そうだ。 教室の中
に、１年２組が準備してくれた別れ会だ︕ みんなが笑いながら、拍⼿しながら、あたしの名前を呼んでた。 超感動した︕ suprise︕^0^ giftももらった。 いっぱい写真も撮っ
た︕ みんな、ありがとう︕ １年２組︕愛してるわ︕〜〜 みんな、本当に優しい。。。もう、どうやってみんなと別れるのか、わからなくなっちゃった。。。
これは⽇本語で投稿されたものです

林 琳さんの⽇記



夏来た︕︕みんなプールに⾏ったかい︖

2008.07.14

最近暑いなあ︕＞＜ みんなプールや海に⾏ったかしら。 あたしは先週の⼟曜⽇に根岸のプールに⾏ったよ︕ 最初のホストファミリーと⼀緒に⾏ったんだよ︕ 焼けたけど、め
ちゃ楽しかった︕︕＾０＾〜〜 ⼀⽇に泳げるようになりたかったけど、 失敗した︕︕＞＜ やっぱり⽔泳って⼦供じゃないと、できにくいよね︕＞＜ そして、 先週の⽇曜⽇は
buddy partyだった。 まあ〜 それも別れ会だけど。。 ＞＜みんな喋りながら、⽇本のお菓⼦を⾷べた〜 あたしは浴⾐を着たよ︕ ⽇本ではじめてかな〜 楽しかった︕ 終わっ
たら、 友達と中華街に⾏った。 横浜⼤世界でおもしろそうな絵があるらしいので、 友達を誘って４⼈で⾏った︕ やばかった。 そんな絵は始めて⾒たわ︕ ⽴体感超強い︕︕＞
＜ ああ〜 後ちょっとだ。。。 いっぱい遊ばないと︕
これは⽇本語で投稿されたものです

林 琳さんの⽇記



やばいやばい︕＞＜時間ない〜

2008.07.16

今⽇の放課後もあたしの別れ会がある。 校⻑先⽣までも来るらしい。 今度は２年４組の別れ会だ︕＞＜ ５５５５５〜〜 さびしい︕ what should I do??>0< 今度載せた写真
は前のbuddu partyの写真です〜＊ 浴⾐〜〜 夏の着物なのに、けっこう暑いわ︕＞＜ そして、昨⽇は最後の⽇本語の授業だ︕ みんなも絶対⽇本語の授業があるでしょう︕〜
ああ〜 １年間は本当に早いなあ＝０＝ ⽇本語の授業で、 留学⽣たちと先⽣５⼈で⼤桟橋に⾏った＾０＾ 楽しかった。 最後の思い出かぁ〜 先⽣︕ 今までありがとございまし
た︕＞＜））
これは⽇本語で投稿されたものです

林 琳さんの⽇記



図書室︕いままでありがとう︕

2008.07.22

この図書室での最後の⽇記だ︕ ＞＜ 今四時間⽬でございます。 午後はもう東京に⾏っちゃいます＞＜ やっぱり「笑顔で別れよう!」なんて無理だよ︕︕ 泣くしかできなかっ
た。 ⾔葉ぜんぜんできなくて。。。 今朝寝坊しちゃって、先⽣たちと挨拶できなかった。＞＜ 超悔しい︕＞＜ でもあたしは絶対悔しいことしないからね︕ これから︕謝りな
がら、挨拶をします︕ 花⽕、ダンス部、BBQ、みなとのみんな。。。 ⼀⽣忘れないぞ︕︕︕ 帰りたくない⼀⽅、早くみんなに会いたいね︕︕＜＞ みんな今⽇泣いたかな︕︖
これは⽇本語で投稿されたものです

林 琳さんの⽇記



ただいま︕

2008.07.26

みんなは家に着いたかな︖ 早く私に連絡してね︕・︕

林 琳さんの⽇記



明⽇授業が始まるよ

2008.08.11

明⽇⾼2の繰上げ補講が始まるよ︕ 夏静とだよ︕ 頑張ります︕

林 琳さんの⽇記



家に新しい⾚ちゃんが増員

2008.11.01

1匹の新しい⼦⽝を買って これで2匹の⼦⽝をもっている〜 にぎやかでとても楽しい〜 勉強は忙しくなった。 コンピュータをみる時間もなくなった。 その上私はコンピュータ
をまた壊してしまった。。。。 まあ。。。 ようやくインタネットにでたら、また順調でなくなって、まったく。。。。 来週から中間テストだ〜 うまくできますように〜 しっ
かり復習はじめる〜〜 今の留学⽣達はうまくいっているかな とにかく、みんないっしょにがんばろう〜 そうだ。 この間⽇本語のスピーチコンテストに参加して 運がよくて受
賞した 冬休みに⽇本へ遊びに⾏けるんだ〜︕ 期待している みんなにもう⼀度会いたいな。。。。

林 琳さんの⽇記
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