
無事に着きました

2008.09.03

無事に到着しました。成⽥空港のビルの雰囲気が気に⼊りました。無事に着いたことを知らせた⼿紙が届いたかわからないけど、ここでもう⼀回知らせておきますね、安⼼して
ください。 ⽇本は本当に清潔です。緑化は本当にとてもすばらしいけど、なんで⽊をあんなに密に植えるのかな︖⾏った展望台は４５階にあって、エレベーター直⾏でとても
速かったのに、あの重⼒がなくなる感覚がなかったのは、とても不思議。 いちばんうれしかったのは、「おなじみの」物をたくさん⾒ることができたこと。東京タワーに、佐
藤刑事の記憶の中の観覧⾞、キットが警備隊を⾛らせた⼤きな橋、夜景がとてもきれいでした。

礼 済聞さんの⽇記



私とホームステイ先の家族

2008.09.08

ホームステイ先に着いた、ここの環境はとてもきれいで、空は⻘いし、草は緑（何かの作物なのだけど・・・毎⽇とっても気持ちがいい︕︕︕︕︕お⺟さんはとても美⼈で、作
ってくれるご飯はすごく美味しいし、楽しくて仕⽅ないです。ここの妹もすごくかわいくて、四⼈（ここには⼦供が三⼈います（⼀緒にゲームしたり、今までしたことないこと
ばかり、本当に楽しい︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕ 明⽇から学校です、15歳の悠⾥⼦が⾔うには、台湾とフランスからの留学⽣もいるらしい・・・ちょっと緊張します、でもすごく
楽しみ。要するに、みんな頑張らないとね。 家族は安⼼してね、ここは本当にきれいで、毎⽇すごく楽しいです。できるだけ、頑張って毎週書きます。メッセージください
ね。

礼 済聞さんの⽇記



学校〜〜＾＿＾

2008.09.11

いまは学校のコンピューター教室で、またたのしい⼀⽇。 学校の⽂化祭に参加しなちゃった。とても残念。ただみんなといっしょに掃除しました。ʼ－ʼかなしいなあ... つぎの
⽇は学校の運動会です。残念だけど、⻑縄だけしました。でも、みるだけも⼗分うれしいよ︕来年必ず参加しましょう︕ センターの先⽣たち、⼀⾔よろしいでしょうか︖どう
してもう電話で理系といったけど、ここで⽂系のクラスで勉強しますか︖わからんなあ......しかしみんなとても親切、担任先⽣もやさしい。
これは⽇本語で投稿されたものです

礼 済聞さんの⽇記



⼀週間

2008.09.15

学校の⽂化祭に参加できないなんて、本当に残念です︕︕︕ ⼆⽇⽬は体育祭、みんなで⻑縄跳びをして、すごく楽しかった︕︕ この週末は英語のキャンプに参加して、すべて
英語で、楽しい︕︕︕ ここは本当にきれいです。きれいで⾔うことないです︕︕︕

礼 済聞さんの⽇記



修学旅⾏

2008.09.18

やっと１０⽉、学校から修学旅⾏に関係したお知らせがありました。ほんとうに楽しみです。学校のコンピューター室が閉まっちゃうので、まだ続きがあるけど、またあと
で。。。。。。。

礼 済聞さんの⽇記



私とホストフャミリー

2008.09.19

毎⽇うれしいよ︕︕︕
これは⽇本語で投稿されたものです

礼 済聞さんの⽇記



続く。。。

2008.09.19

修学旅⾏ 予想通り、本当に沖縄に⾏くの、すばらしいところだ︕ハハ、⼆ヶ⽉も待たなければならない。。待ちきれない。。。１２⽉１⽇から４⽇まで、⽂化祭に間に合わな
かったけど、代わりにこれがいいね︕︕︕好き好きぃぃぃぃ︕︕︕︕︕

礼 済聞さんの⽇記



留学⽣。。。

2008.09.19

写真は初めて制服を着る私とうちの悠⾥⼦ちゃんが学校へ⾏く前に家の庭で撮ったもの。北⾼の制服よ。 北⾼は国際交流化の学校です。今学校に留学⽣が四名もいるのです。
私、フランス⼈、コスタリカ⼈、あと台湾⼈。ここは留学⽣のために⽇本語の授業もあります。みんなは⽇本語を勉強したことがないので、ここで簡単なひらがなや、ご挨拶、
⽇にちなどを勉強します。でもみんなは⼀緒にいるときは英語を使うので（英語だけは私たちのわかる⾔語のため）。。。彼らと⼀緒にいるのがとても好きです。そして⼀緒に
⽇本語の授業に参加しています︕ 学校にカナダ⼈の外国⼈先⽣がいます-Garret先⽣。私たちはＯＣの授業もあり、外⼈先⽣の授業では、英語の練習もできます。でもクラスで
は、英語が好きな⼈がとても少なくて、英語の授業でもほとんどしゃべらなくて、声が極めて⼩さいです......なので、英語の授業はつまらないです。。。この前のEnglish
Focus Campは北⾼の独特なイベントです。私たちは那須⾼原に⾏き、楽しい⼀晩を過ごしていました。⽇本語禁⽌だった、ハハ︕︕︕私の英語はだめになったのではなく、新
しい単語も覚えた︕︕︕ ここでの留学⽣は理系がなにので、私も⽂系をやるしかないです。でも先⽣がよければ、ほかのクラスへ化学や、物理を聞きに⾏くことができます。
試験ー留学⽣は⾃分の受けたい試験を参加すればいいことになっています。。。 少しわからないのは、どうして⽇本の英語教材の⼤部分は⽇本語なの︖︖︖ ⽔曜⽇に私は茶道
部に⾒学に⾏ってきました。茶道部の先⽣は着物を着てるとてもやさしくて、厳しいおばあちゃんです。先⽣はたくさんの国のたくさんの町に⾏ったことがあります︕︕私は１
０⽉１３⽇にお茶の会があると教えましたら、まだ何もできないのに、先⽣が⼤丈夫だと⾔ってくれまして、いい体験になりそうですね。これで⾏くことを決めました︕︕︕
今⽇は剣道部へ⾒学に⾏ってきました。みんなはすごいみたいですよ︕︕︕剣道部の先⽣はいい先⽣ですよ。帰るときに私においしいパンをくれました@-@お⼟産だって。私
は即決しそうになりました︕︕︕ハハ みんなは何部ですか︖私は服装や、道具などの関係でまだ決めてないです。。。。。。。

礼 済聞さんの⽇記



⽂化祭

2008.09.27

⾃分学校の⽂化祭に参加できなかったのでフランスの留学⽣の友達の紹介でとなりの⽂星⼥⼦⾼校の⽂化祭に参加した。切符はクラスメートがくれた。 友達はみんな時間がな
くて、⾃分⼀⼈で⾏った。まあ家から遠くなかった。。。 ⽂化祭はぎやかすぎた︕︕︕超すばらしい︕︕︕ もし来年宇北の⽂化祭に参加できたらこの⼀⽣は⼗分幸せだと思
う︕︕︕ 福地お⺟さんはしばらくしたらある⼤学（家の悠⾥⼦が⼊ろうとしている⼤学）の⽂化祭に参加すると⾔っている。 ⾼校の⽂化祭はほとんど終わったし、来年のを期
待しようと。。。。。。。 それとついでに、剣道部に⼊部することができたよ。（拍⼿︕︕︕）当然ながら勇気を胸いっぱいに（清⽔先⽣が私に勇気をくれて感謝します）頑
張るぞ︕︕︕ もうすぐ期末試験が来る。ここの学⽣は英単語に⼼配して、私は反対に。。。⽇本語の意味に悩んでいる。英単語は実はとても簡単なんだ。。。 いずれにして、
頑張るぞ。みんなもね︕︕︕

礼 済聞さんの⽇記



試験︕︕︕

2008.09.30

来週は中間試験がはじまりますね︕留学⽣として古⽂と現代⽂は試験しない。よっかったね。でも、英語の単語の⽇本語の翻訳を覚えなければならないなあ。。。なんで英語の
試験はぜんぶ英語じゃないなあ。。。 さあ。。。みんなはいつ試験する︖ がんばっれね︕
これは⽇本語で投稿されたものです

礼 済聞さんの⽇記



建国記念⽇︕︕︕

2008.09.30

明⽇国慶節です︕ 神⾈7号本当に国慶節にこの上なく良い祝典です︕︕︕ おめでとう︕︕︕︕︕︕︕ 家のコンピュータではcctvを⾒ることができなくて⽣放送が⾒られなかっ
た。。。残念。 しかし宇都宮の下野新聞は関連報道があった︕おうちの同意を得た後で新聞記事を切り取った。 収集できたよ。。。 報道を⾒る時は本当に胸いっぱいになって
感動した。。。。 ⾔葉で表せないぐらい。。。 とにかく、国はよくなるように︕国の⼈々はよくなるように︕祝福︕ 国慶節お楽しみに︕︕︕

礼 済聞さんの⽇記



⼀ヶ⽉の総括

2008.10.02

時間の経つのはほんとうに速いね。もう⼀ヶ⽉になった。この⼀ヶ⽉の中で、感動したり、迷ったり、喜んだり、楽しかったり、しょうがなかったりしてた。。。なんとして
も、あと１０ヶ⽉、もっとがんばるよ︕ 勉強︓  ⽣物、⽇本史、現代⽂の授業が難しいけど、内容は分かる（ほとんど漢字だからーー＋）  英語も全然⼤丈夫だし、数学も⽇
本の解題⽅法の独学中だし、試験に落ちるはずがないと思う。。。  化学ーー来週テストがあるけど、テストが終わったら、理科クラスに化学授業を受けられる︕嬉し
い︕︕︕  ⽇本語︓やっと⼀対⼀の先⽣にわたしのペースで⽇本語を勉強していただいた。でも、週に七時間の⽇本語授業のなかの⼆時間はそういうことだ。ほかの五時間は
もう三⼈の留学⽣と「おはよう」という基礎的な授業だ。。。けど、留学⽣といっしょにいると、英語で話すから、けっこういい体験だ︕ ⽣活︓  ⾃分で地図を持って歩きま
わることができるようになった︕昨⽇は⼀⼈で市役所へ外国⼈登録証を取りに⾏った。帰る時は正反対の⽅向に⾏くところだったけど（危なかった︕）さいわい、その時道を尋
ねたから、間違わないですんだ．．．  毎⽇おいしい弁当があるーーー幸せだーーー 感謝︕︕︕  ⻄村さんが⽂星⼥⾼の⽂化祭のチケットを取ってくれて、ありがとう︕  
福地⺟さんのおいしい弁当、ありがとう︕  担任の先⽣（⼩関先⽣）が助けていただき、ありがとうございます︕  ⾃分が中国の代表だといつまでも覚えてて、これからの１
０ヶ⽉を充実に過ごす︕ ☆★☆ P.S 11⽇にボランティアとして、ある⼤学の⽂化祭を応援するよ︕楽しみにしてる。。。★☆★

礼 済聞さんの⽇記



久し振り。。。

2008.10.20

最近よく⼼連⼼カフェに⾏くんだ。久しぶりに⽇記を書いた。実は書きたいことがいっぱいある︕ 18⽇はじめて剣道⼤会を⾒たーーーほんとに⼈の⼼を驚かした．．．⾃分の
未来の道が⻑いと分かった．．．今度は団体試合なんだ。我が学校は⼈数の原因で、最後まで戦えなかった．．．でも、試合を⾒る気持ちがうきうきしてた。分からないところ
も部⻑に聞いた。いい勉強になった。 19⽇、友達と⼀緒に12⽉のBLEACHの映画チケットを買いに⾏った。軽いプレゼントをもらったーーー興奮してたよ︕これは国内映画館
で体験できないのよ︕ 最後に、ここで交流基⾦の先⽣たちの親切さに感謝する。実は前の⽇記を書き終わった時、ちょっと後悔したの。⽇本に来た以上、⽇本⼈の⽴場から物
事を考えるべきだ。⾃分の前の⼼理的及び年齢上の未熟に恥ずかしい。これから、⼀家の⼀員として物事を考える。⾃分の⽴場だけではない。前は理解できない考えを持ってた
けど、家族のみんなは依然として親切にしてくれた。ここで、⼼からありがとうと⾔いたい︕もちろん、間違ったところがあったら、お⺟さんが話してくださると、嬉しい。私
はすぐに正す。そして努⼒してベストになる。

礼 済聞さんの⽇記



HALLOWEEN PARTY !

2008.10.27

学校のIEC部活はHalloween Party のために、カボチャを⽤意した︕－－実は英語の先⽣は実家の庭から取ってきたの．．．本当のオレンジ⾊ではないけど、満⾜した︕みんな
で⼀緒にカボチャを彫って、ハロウィーン・パーティーを迎える︕ 皆さんはどんなハロウィーン計画があるのかな︖

礼 済聞さんの⽇記



ショック︕︕︕つらい。。。

2008.10.28

みんなは11⽉の⽇本全国の試験に参加するでしょう。私も前からずっと準備をしていたんだけれど。。。今⽇先⽣は意外にも私が事前に試験料を払っておかなかったので、試
験に参加できないと教えてくれた。。。急に書物を開く⼒もなくなった。。。どうしよう。。。いまはつらくてたまらない---こんなに多くの努⼒を払ったのに、すべて⽔泡に
帰してしまった。。。

礼 済聞さんの⽇記



剣道

2008.10.30

今もすぶりの部分だけど。。。あたしも困ることあった︕︕︕ ⾜で⼤きい声が出れません︕︕︕どうしよう︖︖︖ 先⽣は⼤丈夫だと教えたけど。。。強くなりたい。。。
これは⽇本語で投稿されたものです

礼 済聞さんの⽇記



HAPPY  ︕︕︕

2008.11.01

最⾼の部活だ︕︕︕ みんなも今回の部活のために、仮装をしました。そして、いっしょにゲームをやて、あめとチョコレートとお菓⼦をいっぱい⾷べました。ロールさんは⾃
分が作ったクーキーをみんなにあげました。おいしかった︕ 今回はすごくたのしかった︕ことしのHALLOWEENはいつまでもあたしの特別の記憶です︕いつまでも忘れられな
いねえ。。。   ＾－＾美咲（友達）のおかげで、写真をもらった。
これは⽇本語で投稿されたものです

礼 済聞さんの⽇記



悲しいことと喜びのことが⼊り交じる⼀⽇。。。

2008.11.01

たしかに悲しいことと喜びのこともある⽇だった。順序さえその通りだ。。やはり楽しい事から話しよう。 今⽇PTA湘南⽀部の留学⽣歓迎昼⾷会に参加した。朝10時に学校の
料理室に着いて、PTA国際部のお⺟さん達に昼⾷の⽤意を⼿伝った。主な2つの料理はギョーザとちらしずしで、またおいのりさん（はじめて⾒たの）、スープ、デザート、つ
まみなどがあった。 先⽣はエプロンを貸してくれた。⼿を洗ってからギョーザグループを⼿伝い始めた---ギョーザは中国の伝統的なものだから。。。超懐かしい。 ハクサイを
洗って、ハクサイを切って、⽣姜の⽪をむいて（実ははじめてやったのだ---それとしても任務を円満にやり遂げた。想像より簡単だったよ）、あんの準備をする----そして餃⼦
を作る段階︕ちょうどその時フランスの留学⽣Melissaも来た。彼⼥はその前の⽇ちょうど受付の家庭でギョーザを⾷べたから、⽇本式の餃⼦を作ることができる。私はもちろ
ん瀋陽式ができる--しかも、ほんの少しの違いだけど、2種類を作ることができる︕︕︕へへへ---第2種類はムギ穂のギョーザと称されるものだった。みんなきれいだと⾔われ
たから、私はその餃⼦の作り⽅をお⺟さん達とMelissaとその後やって来た英⽂の外国⼈教師Garretに教えた。⾃分が作ったのは最も美しいです︕ギョーザのつくりが終わって
から、ちらしずしとおいのりさんのつくりを⼿伝って、それから⾷器を並べた。MelissaとGarretが作ったムギ穂のギョーザはきわめて特⾊のあるものだった。だからギョーザ
を分ける時、彼ら⾃分が作った特⾊のあるギョーザをそれぞれ配ってあげた。ギョーザはやっぱり⾃分が作ったのが最もおいしい。。。私が２つのおいのりさん---本当におい
しかったよ。。。を⾷べた。ご飯を乾いた⾖腐で作られたポケットの中に⼊れるという簡単なものだけど、その乾いた⾖腐のポケットには何が⼊っているかわからないが、⽢く
て、おいしかった︕12時半に全部で5⼈の留学⽣がきて、それぞれ⽶国、マレーシア、ドイツなどから来た（覚えていない）のだった。私のクラスに来るのはマレーシアからの
1⼈の男の⼦（彼の受け付ける家庭が私のクラスにある）で、背丈が⾼くて、私がずっと料理の準備をしていたから話はあまりしていなかった。しかしみんなはとてもやさしか
った。剣道部の⼥性も⼀⼈いた--びっくりした。でもとても楽しかった。仲間がいたからだ。来週の⽉曜⽇は*⽂化の⽇*だから、休みになる。学校へ⾏くのが⽕曜⽇だから、み
んなが別れる時すべてまた来週の⽕曜⽇にもう1度会うと⾔った︕彼らを送った後、みんなは⾷器を⽚付けた。みんな楽しかった。 でも今朝学校へ⾏く途中、事故にあった----
ほかの⾃転⾞と衝突した。学校へ⾏った途中では曲がり⾓があって、とても狭くて、⼀⼈しか通れない。左右に壁と電信柱がある。あの⼈は、⾛る側を間違っただけではなく、
スピードも速すぎた、そこで。//。//。//。//。//。私は無事だったが、家の⾃転⾞の⾞のかごが壊れた---あの⼈はまた私に⼤丈夫かどうかを聞いて、⼤丈夫だとわかったらす
ぐ⾏ってしまった---。。。家に帰ったら、お⺟さんにあの⼈の名前が知っているかどうかと聞かれるとたん、まだ電話とか連絡⽅法も聞かなかったとわかった---ばかなもの
だ。お⺟さんは新しい⾃転⾞を買ってくれるといったが、前の⾃転⾞を壊してほんとうに悪かった。あの⾃転⾞のヘッド・ライトがあまり明るくなく、しかも⾃転⾞の騒⾳が⼤
きかったけど、ずっと学校まで乗せてくれたから、なんだか感謝の気持ちもあった。。。でも、衝突した⼈の名前さえ聞きなかったから、しかたがなかった。。。。このような
ことこれから起こらないように。新しい⾃転⾞があれば、⼗分に注意して、規則を守るだけではなくて、ほかの規則を守らない⼈にも注意する。福地さんのみんなよ、本当に申
し訳ないで、これからは気をつける。

礼 済聞さんの⽇記



やっと。。。

2008.11.07

  やっと先⽣をみった。。。すごく懐かしいなあ。。。でも、短すぎあ。。。先⽣たちと別れた時、ずっと笑ってるけど、⼀⼈で段階で、すごく悲しかった。   早く先⽣
たちとみんなに会いたい︕楽しみ中。。。
これは⽇本語で投稿されたものです

礼 済聞さんの⽇記



エアロビクス

2008.11.29

今⽇はお⺟さんのおかげでエアロビクスをした----⾃分が本当に運動不⾜だということに気づいた。。。週に２限の体育授業があるけど。。。みんなは⾳楽に従っていろいろな
運動をして、ほとんどが基本体操で、70分経たら、体がリラックスした。そのうえ、今⽇は天気も良くて、だから気持ちもよくなった。 ところで、私はあさってから修学旅⾏
に⾏く︕︕︕。荷物はすでに運⾛された。あさって⾝軽に出発する。今はとても楽しい︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕ ⾶⾏機では窓のそばの席に座りたい----窓の辺で富⼠⼭が⾒えるか
もしれないと友達に⾔われた---⾒たいな。。。 明⽇はコンサートを⾒に⾏く。⼆胡、箏（中国の箏とちがって、床に置いて演奏される。外観から⾒れば同じだ。はじめは中国
の楽器だと思っていた。。。）また、尺⼋もあった。今の季節はまさに紅葉が⼊り乱れる季節で、道中の景⾊がとても美しい。。。 p.s.修学旅⾏は沖縄の有名な⽔族館へ⾏く--
-特別な⿂類を⾒たら、みなさんと写真を分かち合いましょう︕＾＾

礼 済聞さんの⽇記



時間よ。。。

2008.12.13

⼀週間半ぐらいで休みになるよ。。。時間は本当に速いですよ。 クリスマスは休みになる^-^ここはまだ雪が降っていない、クリスマスの時に雪が降ってほしいよ。。。 期末
試験の英語、⽂章書き、化学と⽇本語 全部はいいでしょう。 最近学校にはたくさんの短期交流学⽣があって、毎⽇も楽しいです。 前の修学旅⾏の⽇記は妙になくなった---今
度補充するよ。沖縄は本当に普通ではないね。。。ガイドによると、沖縄の海が7種類の⾊があるよ。 ｐ。ｓ．みなさん、冬休みに何か計画がありますか︖

礼 済聞さんの⽇記



がんばったのに。。。

2008.12.13

 ３ヶ⽉あまり頑張ってきた体はねえ。。。やっぱり⾵邪を引きました。。。  まずはのどが痛い頭痛⿐⽔も出た。。。  でもやはり最後まで頑張りぬく︕︕︕決
して負けを認めない︕︕︕  ⾵邪抵抗の第1銃はすでに開戦しました︕济聞、前に突き進むよ︕︕︕︕  友達も負けないで︕健康であることを祈りします︕

礼 済聞さんの⽇記



修学旅⾏

2008.12.18

第⼀枚の写真は沖縄で⾷べた----沖縄そばなんだ 第⼆枚の写真は沖縄空港で意外に発⾒した⾶⾏機だーーー可愛いね 第三枚の写真は⾔うまでもないーーー美しい沖縄だよ…

礼 済聞さんの⽇記



修学旅⾏２

2008.12.18

美しい沖縄よ…アップロードしたい写真が多すぎるんだ…… 第⼆枚の写真はクラスの友達と沖縄の有名な美ら海⽔族館で撮ったの。 4⽇って、本当に速いね……今でも我に返
ってないみたいだ…… また沖縄に⾏くよ︕︕︕ 皆さんも機会があれば沖縄に⾏ってね︕︕︕

礼 済聞さんの⽇記



BLEACH^-^〜^-^

2008.12.24

ふふ︕︕︕︕︕︕︕ 21⽇、私はBLEACHの劇場版を⾒に⾏った︕︕︕チョウ素晴らしかった︕ 写真の第⼀枚は私のチケットなんだ。第⼆枚は友達と⾃分に買ったの。第三枚は
前売り券を買ってから、もらったプレゼントなんだ＋＋ 写真が削除されるかどうか分からない。。。せいぜいチケットの写真が残されるでしょう。。。 p.s.来年コナンは第13
部がでるよ︕︕4⽉18⽇が封切り式なんだ︕コナンが好きなみなさんは、逃したりしないように︕︕︕前売り券を買ったら、プレゼントをもらうよ。。。 メリークリスマ
ス︕︕︕

礼 済聞さんの⽇記



クリスマス。。。

2008.12.27

⽇本のクリスマスは本当に普通ではありません。。。 学校は午前修了式を⾏ったため、昼ごろに留学⽣の4⼈と学校の⽇本の友達と5⼈でpizzaを⾷べました。。。結果⼣⾷はち
らしずしなどを⾷べましたあと意外にもケーキが⾷べられませんでした。。。そこでその晩少しだけ⾷べました。。。⾮常においしいケーキです。。。イチゴとミカンなどの装
飾のがあります︕︕︕お⺟さんはニワトリをあぶりました。。。あまりにお⺟さんに感⼼しました。。。中国はスーパーマーケットに⾏ってそのようなものを買うだけで
す。。。写真はみんなに期待してもらいます︕︕︕クリスマスに友達からネックレスを受け取りました。。。とても楽しかったです︕ みんなクリスマスのカステラはどのよう
ですか..

礼 済聞さんの⽇記



新年＾－＾

2009.01.01

  まず、皆さん             明けましておめでとー︕︕︕ 今⽇は⽇本の正⽉、⽇本の正⽉は中国と違って、静かにのんびり過ごす時間です。多分⽇本⼈みんな⼀
年間ずっと忙しいから。。。違うやり⽅だけど同じあたたかい感じなあ。。。 きのうの夜年越しそばを⾷べた＾－＾新年の時そばを⾷べるのは初めてかなあ。。。その後、⼦
どもの時から知ってた 紅⽩歌会 を⾒ました。ちょっとおかしいけどー写真撮った。。。 その後、ジャニーズの新年歌会も⾒ましたよ︕みんな⾒た︖ そして、友達からの新
年お祝い。。。 今朝ちょっと遅かったけど初⽇を⾒ました。。。 太陽を⾒て、⾊々考えた。。。 もう２００９年_平成21年だよ＿ 新しい年始まったよね。。。 皆さん ⾊々お
世話になりました〜 ありがとー よ〜し、今年もっとがんばる!  今⽇⽇本の正⽉ゲームもやりました〜はねつき＾－＾みんなやった?たのしかったよ︕ お昼はおせち料理
だ︕︕︕ かまぼこと⿊⾖とだて巻きとくりきんとんとたつくり（ごまめと⾔う⿂）と筑前煮（花⼈参と⽜蒡と蓮根と⼤根と⾥芋とこんにゃくと椎茸）   お雑煮（中はもち⼊っ
てるよ︕＾－＾） ⺟さんお疲れ様でした︕（⺟さんは昨⽇からずっと準備してた。。。たいへんだったなあ。。。）ありがとうございました︕ 全部の物も意味あるよ︕︕︕ で
も、あたし名前まだ全部覚えてないなあ。。。 みんなもおせち料理⾷べたでしょう〜 ⺟さんのところから聞いたーーー関東と関⻄のおせち料理は違うよ︕みんな⾷べたおせち
料理はどんなの︖＾－＾  お昼の時みんなは２００９年について、話した。ここでもっと話したいなあ。。。 ⽇本に来て、4ヶ⽉間ぐらいあっという間に過ぎました。。。こ
の4ヶ⽉間の中で、すごくたのしかった。宇都宮に来て、本当によかった。⽇本の⽣活はもうだんだん慣れました。最初の不安とかもう全然なくなりました。皆さんにたくさん
のことを⼿伝ってもらった、たくさんのことも教えてもらった。ありがとうございました︕︕︕あたしは⽇本についてもっと勉強したい。これからもっともっと頑張ります︕
これは⽇本語で投稿されたものです

礼 済聞さんの⽇記



新年を祝います︕︕︕

2009.01.25

みんな新年おめでとうございます︕︕︕ あちらですでに花⽕と爆⽵の海洋であることを思い出して、思わず時差は1時間だけではないと思いました----陰暦の元旦に私達が学校
へ⾏かなければならないことを考えて（⽉曜⽇ですから...）。。。少し物寂しいです------ 先週友達から送ってきた⼿紙を受け取りました---私に新年挨拶をします---ギョーザ
を⾷べるときっと私の分も⾷べます=-=彼⼥が⾷べて代わるということです=-= また春晚です---今年はどんなことが流⾏しているかが分からないです。。。でも聞くところに
よると⽇本のネットが国外のを利⽤できません---みんな⾒ることができる⼈がいますか︖⾒たらぜひ教えてくださいʻ-ʻ 要するに---みんな新年おめでとうございます︕新年楽し
んでくださいよ︕︕︕ 新しい1年で新しい気運があります＾＾ 順⾵に帆をあげます ⼆匹の⻯は⽟をからかいます 三匹の⽺が開泰します 五福が到来します 万事順調です ⼋仙
は海を渡します 九九は⼀になります 完全無⽋です 新しい1年 コイが⻯⾨に⾶び込みますよ!!!

礼 済聞さんの⽇記



近くなって。。。近くなって。。。＾－＾

2009.02.08

後⼀週間だけなあ。。。 今超楽しみけどーーー だれか新幹線で東京⾏くの︖︖︖ 早く教えてよ︕＾－＾ 今⽇ちょっと荷物を準備してみった。。。 なんとなく。。。多いな
あ。。。 まあーーーがんばってよ︕︕︕
これは⽇本語で投稿されたものです

礼 済聞さんの⽇記



ひさしぶり〜〜

2010.02.04

半年以来の初⽂章ーーちょっと遅いけど、許してほしん。。。 まずね そろそろ中国の新年ですので〜 みんな 新年オメデトー ⽇本から帰ってから半年間 みんなはどうだっ
たでしょうか︖ やっと三⼗⽇から冬休みに⼊りました︕ でも、もう⾼校⼆年⽣の私たちにとって、休み時間は遊び時間ではないなあ。。。ちょっと悲しいけど、やる気も満々
です。 この半年間 新しい学年で 新しいクラスで 頑張って慣れて 友達もけっこうできた〜  でも、新学期からクラス換え、また新しいクラスを作りますから、どうなる
か ⼼配でもしてるけどなあ。。。 新年の時年賀状の上の四期⽣たちの写真を⾒て すごく懐かしい感じ。。。 本当にほかの⼆⼗五⼈に会いたくて、話したいなあ。 みん
なは中国のバラバラにいても お互いに頑張ってるね  交流基⾦の先⽣たちにも⼀⽇早くまた新宿で会いたいです。 再来年のいつか その時⽇本にいるみんな 絶対会いま
しょうね︕ 今⾔うとちょっと早いかもしれないけど。。。  でもね、趙天歌さんはそろそろ⽇本の⿅児島に⾏くかしら、頑張ってくださいね︕ では またみんなと再会する
のは楽しみにしてます︕ また いい年になりますように〜
これは⽇本語で投稿されたものです

礼 済聞さんの⽇記



皆⼤丈夫︖

2011.03.20

先週は⼼連⼼のサイトには来れなくて、家族皆で⼼配してた… ⼼連⼼の先⽣⽅は皆ご無事ですか︖それから今⽇本にいる皆は︖︖︖ 今週、東京でも電⼒と⾷料が⾜りないとい
う報道を⾒ました。。。 私が⾏った栃⽊県もM6の地震があったとか。ホストファミリーに連絡したら、皆無事だって。本当によかった。 被災者の⽅々の幸福を祈ります︕︕
⽇本が⼀⽇も早くこの難関を乗り越えられることを⼼から祈っています。

礼 済聞さんの⽇記
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