
おお〜

2008.09.08

⽇本に無事ついてからの⽇記 第⼀回 はは もうここで⼀⽇登校しました 聞いて頭が重くなりました はは たくさんの友達ができました 三ヶ⽉に⼀度住まいがかわります 家族
もとてもいい⼈です 今ちょっぴりホームシックです はは〜 みんなも元気だよね みんな頑張ってね〜 はは〜

劉 嘉敏さんの⽇記



中間テスト

2008.10.18

今週は学校の中間テストなんだ うっとうしいよ いろんなことをまだ覚えてないよ もっともびっくりしたのは数学の試験なんだ 50分で１０の問題だけ このスピードでは以前の
学校では きっと担任先⽣にたたかれるよ 中国語の試験にも参加した ふふ ⽇本語を中国語に翻訳するのは簡単だけど 中国語を⽇本語に翻訳するのは難しい 今⽇は10⽉18⽇ こ
こに来て1ヵ⽉半経った ほんとに早いね ホームステーの家族は私に優しくしてくれて ただ時々⼟⽇は⼀⼈で家にいると寂しい やることがない そんな時、みんなは何をするの
かな 参考にさせてね
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私の⽣活

2008.11.18

みんながこんなにたくさんの⽇記を書いているのに 私がこのまま怠けていてはいけません では、今⽇が⼤連を出発してからの⾒聞をまとめましょう 8⽉30⽇ ⼤連から出発 8
⽉31⽇ 北京到着 9⽉1⽇ 歓迎会 9⽉2⽇ ⽇本埼⽟県着 9⽉6⽇ 富⼭県到着、最初のホームステイ先に⾏く 9⽉８⽇ 登校 9⽉14⽇ ホームステイ三家族⼀緒にパーテイ 9⽉15
⽇ 親戚へまわる 9⽉21⽇ ギョーザを作る 9⽉23⽇ 野菜祭り 9⽉26⽇ 府丘祭 27号 府丘祭 9⽉28⽇ サツマイモを掘る  ⾼岡国際交流会  あたった 10⽉4⽇ ⼆番⽬ホ
ームステイ先で⽇帰り体験 10⽉5⽇ ⾼⼭市で遊ぶ 10⽉8⽇ コスモス（花⾒） 10⽉11⽇ ⽔族館 10⽉12⽇ 遊園地 10⽉14⽇ 中間テスト 10⽉17⽇ 10⽉19⽇ 井波市
10⽉25⽇ ケーキ作り 10⽉26⽇ トキトキ祭り ギョーザのパーティー 10⽉30⽇ たこやきを⾷べる ⾼岡⼤仏の⾒学 11⽉3⽇  ⻑野県でリンゴ取り⾒学する 11⽉9⽇  
⿂祭り 11⽉13⽇ ⽇本語4級のヒアリング練習 11⽉16⽇ パーべキュー 11⽉17⽇ 錦州渤海⼤学が⾒学 11⽉18⽇ バドミントングラブに⼊部 ⾮常に豊かですね ハハ〜〜

劉 嘉敏さんの⽇記



寒い。。

2008.11.19

⼣べひょうが降りました すごかったです 今⽇はまだ引き続き 温度が急に下がりました まだ慣れないわ〜〜〜
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できた︕︕

2008.12.02

できた ひひ〜〜 可愛くない︖
これは⽇本語で投稿されたものです
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マフラー〜

2008.12.04

11⽉末にもうできたよ でも写真は⾺⿅みたい 伝えるのが恥ずかしい ふふ
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そばうち

2008.12.04

上の第⼀枚は家で寿司パーティーを開催する時に⼀緒にとった写真で 第ニ、三枚は今⽇家でそばうちを作る時とった写真 ハッハッ 私も作ったわ でも切り終わった幅は同じで
はない 気がふさいでいるわ でも これを作るって〜〜〜とても⾯⽩い ふふふ〜〜〜
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私は帰りました

2008.12.21

前編の⽇誌から今までもう半⽉過ぎました 主な原因は 筆不精であります へへ~~ 12⽉7⽇ 私はhomestayの第⼆の家に引っ越しまた 荷物を⽚付けるとき 私の荷物が減らして
いないでかえって増加しました 来るときはこんなに寒くなかったですから 冬の服を持って来ません しかし来た後に寒くてたまらないと感じました ですから。。。。 12⽉初め
に学期末試験が終わった後に 毎⽇半⽇授業を受けます 午後クラブの活動です まもなく冬休みになります 朝寝坊ができるようになります
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京都2⽇間の旅⾏

2009.01.12

疲れた〜〜 でも京都は本当に１つの⽂化景勝地ですね 寺院が多く 路地に古い息が漂っているけれど ⼤通りには近代的な景観がいっぱいで 本当に珍しい都市です 道理で友達が
好きなわけね ふふふ〜〜
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神⼾~東京~誕⽣⽇

2009.02.28

19⽇に新幹線の上で神⼾の⽜⾁の中華まんじゅうを⾷べ終わりました後に 私が東京まで⾏きました。 午後ディズニーに⼊りました。 でも何も遊んでいません。 出演だけ⾒ま
した。 翌⽇美術館3に⾏きました。 3⽇⽬東京タワーに⾏って 午後⾶⾏機に乗って富⼭に帰ってきました。 翌⽇家族はまた私の誕⽣⽇を祝いました。 とてもかわいい⼼の形の
アイスクリームのカステラを買ってくれました。 写真を付け加えます。 私達集まっていたあの何⽇間に私の顔やせていたと感じました。 朝から夜までずっと話をしていまし
た。 今度会うことを楽しみにしています。 東京ですね。 その時いっしょに遊びましょう ふふ~
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⾼岡の桜

2009.04.06

⾼岡古城公園の桜も咲きました。 とてもきれいですよ~ 全国桜百選のひとつなんだって ほんと、ラッキー ここにこれてね~~ ふふ~~
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⽣活

2009.04.15

今⽉の13⽇、 ⽇本での3番⽬、 そして最後になるホームステイ先にやってきた。 この家にはおじいちゃん おばあちゃん お⽗さん お⺟さん それから私の⼀つ下の妹と、 今
年中学⽣になった弟、 そして⼀匹の可愛い⼦⽝がいる。 フフ ⼤切にしなきゃ この⽇本での最後の三か⽉の⽣活を。
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私の⼿作り~

2009.05.17

今⽇ホームステイ先のお⺟さんと ⼀緒につくりました お⺟さんが私の横で教えてくれて ⾃分でつくったの 切り⽅がちょっとヘンになっちゃったけど なんとか 出来上がりまし
た ハハ 写真ご覧あれ
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運動会

2009.06.13

昨⽇は運動会でした。 めちゃくちゃ暑かったよー。 富⼭の気温は全国最⾼の32度。 照付ける太陽の下での運動会だよ。 おかげで真っ⿊に⽇焼けです。 気温も暑いし、私達の
熱気も最⾼に。 私のクラスと2年3組、1年1組が⻘組になりました。 最終的には優勝できなかったんだけど、 私達の中では、⻘組が永遠に⼀等賞だよ︕︕
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家に着いたよ

2009.07.26

昨⽇の夜に汽⾞に乗って 今⽇の朝早くに⼤連に着いたよ。 たくさんのクラスメートが私を迎えにきてくれて とっても感動したんだ。 先⽣⽅も、もう⼼配ないですよ。 フフ
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テスト終わったぁ~

2010.07.24

早いもので ⽇本から帰ってきてもう1年ちょっと経ちました 帰ってきた後 私は⾼3に進級しました 学校の先⽣や友達はみんなすごく親切で 分からなかったり出来なかったとこ
ろは すごく熱⼼に教えてくれました おかげで⾼3のときは全くプレッシャーも感じず とてもとても楽しく過ごすことが出来ました テストの出来は結構いい感じ ボーダーライ
ンよりもかなり点数が取れました それにたくさんの後輩とも知り合うことが出来たし 今は友達を作るのがすごく楽しいです へへへ 今年うちの学校からまた⼀⼈⼥の⼦が選ば
れました ⼼連⼼の先⽣⽅、どうぞよろしくお願いしますね~ へへへ
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みんな~

2011.10.14

最近どうしてるー︖みんなに会いたいよぉ~~
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みなさんこんにちは~

2012.09.27

⽇中交流サイトに来たのもすごく久しぶり︕今⽇来てみたら、ずいぶんかわったよね~まだ使い⽅がよくわからないや

でも前よりずっと使いやすさを考えてくれてるよね。たとえば直接⾃分のページから誰がコメントくれたかわかるし。前はひとつひとつみつけなきゃならなかったから。

第三期⽣では私が⼀番顔を出さないのかな ハハ~ これからはちょこちょこみにくるね。なかなかおもしろそうだし

 

ps︓みんな最近はどう︖影響はないのかな。あの島のこと、早く解決してほしいよ。
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