
感銘

2008.09.03

ずっと夢を⾒てるいるようだ。 外国⼈教師に聞いたところでは、 ⽇本はとても良いそうで、昨⽇着いた後、本当に体得した。とても美しくて、でも⼀⽅とても暑い。 植物が多
いのが原因なのか、潤っていると感じた。 東京の景⾊はとても綺麗。 近代感と⾃然な感じがある。 東京がとても好き、⽇本も好き。

印 琪さんの⽇記



わたしのクラスメ-―ト

2008.09.04

 この写真はわたしのクラスメ―トの⼤好きな写真です。彼⼥は⻲梨和也がー番好きです。彼⼥はわたしのー番いい友達です。わたしは⽇本にきって、時々彼⼥を思いました。
これは⽇本語で投稿されたものです

印 琪さんの⽇記



京都に着いた︕︕

2008.09.08

おととい、⼭名先⽣と⼀緒に京都に着いた。ここに着いたら、⼀年の在⽇⽣活が始まると感じた。昨⽇、ホームシックになった。⼀緒に⽇本に来た友達も懐かしく思う︕私は今
クラスメートの家に住んでる。お⽗さんとお⺟さんは親切な⼈たちだ。お⽗さんと話すのが楽しい。お⺟さんが優しい。私の⽇本語があまり上⼿ではないので、お⽗さんとお⺟
さんと話すのがちょっと難しい。でも、お⽗さんとお⺟さんは親切で、わかるようにゆっくり話してくれる。⼭名先⽣も同じように、分かるまでゆっくり私と話す。今⽇、全校
の学⽣たちの前でに⾃⼰紹介した。とても緊張したけど、楽しかった。その後、クラスメートが開いてくれた歓迎会に参加した。ともて楽しくて、感動した。ここの先⽣、クラ
スメート、親たちはみんな親切で、客好きなんだ。ここで楽しい⼀年を過すような気がする。ところで、交流センターの先⽣、こんにちは、ここは⼀週間に⼀回だけ⼿紙が書け
るんだ。だから、毎⽇書くわけにはいかない。すみません︕

印 琪さんの⽇記



学校⽣活

2008.09.18

今⽇は9⽉18⽇です。私は9⽇から正式に授業を受けることになった。10⽇は丸1⽇学校、11⽇は熱が出て学校に⾏かなくて、12⽇先⽣と⼀緒に病院に⾏った。初めて⽇本の病
院に⾏った。やっぱり少し緊張していた。でも幸運なのがホストファミリのお⺟さんがあの病院で働いていて、私といっしょに医者を⾒に⾏ってくれた。ここの学校は13⽇か
ら17⽇まで休み。このごろ⾵邪は繰り返して、結局、今⽇の体育授業がランニングの途中で耐え切れずダメだった。こちらの⾼校の体育の授業は本当に体育の授業と⾔えるん
だな。50分間はずっと⾛りだった。今⽇恐らく2キロぐらい⾛ったかな。あまり⻑く⾛っていないセイか、すごく疲れを感じた。もっと⾛れば慣れるといいね。 14⽇家族全員
いっしょに買い物をした。こちらは⼤きいなスーパーがなくて、1時間⾞を⾛らせて⾏った。午前9時出発で夜8時に帰った。 今少しホームシックになって、お⽗さんとお⺟さ
んが今はどうかなあ。

印 琪さんの⽇記



先⽣をしました︕

2008.09.22

ふふふ、私の学校では11⽉に何⼈かの同級⽣が中国の 陝⻄に4⽇間研修に⾏きます、そこで留学⽣の私が彼らに基本的な中国語を教えることになりました。19⽇がその初⽇
で、1時間しかなかったので、⾃⼰紹介しか教えられなかったけど、みんな賢くて、1，2回読んだらすぐに正確な発⾳になりました。すごいでしょう。

印 琪さんの⽇記



宿舎の⽣活

2008.09.22

17⽇から学校の寮に住み始めました。ここには1，2，3年⽣の学⽣がみんないます。みんなとても親切ですよ。⼣⽅6時半に⾷べ始めて、⾷べ終わったら⾃由時間で、そのとき
は⼥の⼦は集っておしゃべりしたり、みなとても⾯⽩くて、京都弁を教えてくれたり、おしゃべりしていてわかったのはここの同級⽣はみなすごくて、マラソンが強くて、⼥の
⼦でも5キロは普通で、本当に羨ましいなあ。この前の⾦曜⽇体育で⾛ったときは、そのときは4キロぐらい⾛ってほんとうに疲れた。結局⼟曜⽇学校に⾏って、午後3時に終わ
ってから⽇本の家に帰って、すぐぼうっとしてきて寝てしまい、晩御飯のあと、客間で寝てしまい、夜中の3時にやっと⽬が覚めて、部屋に戻ってまた寝てしまった。朝8時に
起きて、部屋を⽚付けてからしたに降りてご飯を⾷べた。本当はお⽗さんと収穫に⾏くはずだったけど⾬でやめになった。⾬で頭がぼうっとして、申し訳ない感じがした。あ、
私テニス部と美術部に⼊る予定です。 頑張ります。

印 琪さんの⽇記



スポーツ祭

2008.09.25

今⽇は学校のスポーツ祭で午前9時から、午後3時に終わった。もちろん、昼休みの⾷事はしたよ。 今度私は4種類の項⽬に参加し、みんなとてもおもしろかった。上の写真
は、1枚⽬はうちの学校の校⻑で、2枚⽬は同じチームの⼈と⼀緒に4⼈5脚の時の写真、3枚⽬はホストファミリの家族の⼦供が試合時の写真。 彼⼥は私と同じクラスで、でも
年は私より下。きれいでしょう。

印 琪さんの⽇記



スポーツ祭

2008.09.25

これらはみんなスポーツ祭に取った写真だよ。

印 琪さんの⽇記



⼆学年の修学旅⾏

2008.09.30

今⽇、⼆学年の先輩の姉貴達は彼らの修学旅⾏を始めた。⼀週間ぐらいで、うらやましいな。彼らは北海道に⾏くらしい。今朝、寮から出るところでちょうど姉貴先輩が出発す
るのを⾒かけた。とても楽しい様⼦だった。

印 琪さんの⽇記



神社掃除

2008.09.30

先週⽇曜⽇午前9時、私はホストファミリのお⽗さんと ⼀緒に近くの神社を掃除した。名前は⼋幡だそう。神 社はそんなに⼤きくなく、しかし伝統的な雰囲気が重い。 着いた
時は2⼈のおばさんしかいなかったけど、後からまた2⼈のおばさんが来てそしてこちらの⼆⼈を合わせて全部で6⼈になった。私は⼊り⼝前の落葉を掃く、約30分で掃除は終わ
った。家に帰る時、お⽗さんは私に ここは1年に⼤体2回掃除すると⾔った。今週ここは運動会があって、家族と⼀緒に⾏って、それから夜はまたその神社に⾏ってその他の⼈
たちと⼀緒に⾷事をすることになっている。楽しみにしてるよ。

印 琪さんの⽇記



漫画

2008.10.02

うちのクラスメートの皆は漫画を愛読することと最近気がついた。班⻑をはじめ男⼥に関係なく、授業が終わるとほとんど漫画を⼿から離せない。 ⼤部分はスポーツ関連のも
のだ。たとえば＜スラムドンク＞など。＜ナルト＞のようなのを読む⼈もいる。

印 琪さんの⽇記



今⽇私の兄が結婚します︕︕︕

2008.10.06

今⽇私の兄が結婚します、残念だなあ︕直接彼を祝福できなくなってしまって、でもさっき電話しました、家族はみんな⼤喜び。みんなにぎやかで、今までずっと集って⼀緒に
いたみたい。私の親戚は多くて、兄弟姉妹（いとこ）を合わせるとバスケのチームができます。今⽇結婚するのは⼀番上の兄です。彼はお⺟さんのお姉さんの息⼦です。ここで
彼に祝福の⾔葉を送ります、末永く、⽩髪になるまで仲良く、お幸せに。おめでとう︕

印 琪さんの⽇記



とても残念︕

2008.10.06

昨⽇運動会に参加する予定だったのに、⾬で中⽌になった。本当に残念。朝6時に起きて、部屋で本を読んで、6時45分ごろ顔を洗いに⼀階に下りた。7時ぐらいキチンで美由贵
お⺟さんと会った。⾬で⾏けないよっと⾔われてまた部屋に戻った。午前は読書で過ごした。午後2,3時ご飯を⾷べ終わって2時間の昼寝した。 そのあと、誰もいないと気づい
たら、数学に取りかかった。今習っているものは以前勉強したことがないのね、ちょっと難しいと思うけど、でも解くことができる、時間かかるだけよ。

印 琪さんの⽇記



もうすぐ試験だ

2008.10.09

 うちの学校はもうすぐ中間テストだ。来週の⽔曜⽇から始まって、あわせて三⽇間だ。毎⽇、午前中試験に出て、午後は相変わらず授業を受ける。でも今は、試験のため、学
校の部活動も４時３９分までしか続けられなかった。しかも、寮の規則も少し変わった、前は１０時になると、全員は部屋に戻ることだったけど、昨⽇から、学⽣は⾷堂で１１
時までいられる、でも、そこで勉強しかできなかった。

印 琪さんの⽇記



試験の続き

2008.10.16

ああ︕今⽇は試験の⼆⽇⽬なんだ。中国での試験とは まったく違った。昨⽇は⼀科⽬の試験だけだった。今⽇は三科⽬、明⽇は⼆科⽬、これで試験が終わり。そして、試験は
午前だけ。午後は⾃由に復習する。今⽇は国語、理科総合と⽇本史なんだ。ああ︕︕︕国語と⽇本史って、ほんとに．．．頭が痛い。理科総合はまだいいけど、明⽇は化学と英
語なんだ。英語はほぼ⼆年間やってなかった。明⽇の試験はどうなるか分からない。頭痛い．．．

印 琪さんの⽇記



秋祭

2008.10.20

昨⽇と13⽇、私秋祭りを2回⾒ました。 13⽇の⽅は正⽣のお⽗さんが参加した⼋幡公社（下⼸削）ので、昨⽇は上⼸削のでした。2回とも午後に⾏われ、それぞれ御神輿が2台
ずつありました。違うのは、上⼸削の⼀台は⼤⼈が担い、もう⼀台は⼦供が担うことになっています。下⼸削の⼆台とも⼤⼈が担うことになっています。13⽇は2時45分から終
わりまで⾒ました。昨⽇は良則のおじいさんの家にいたため、ちょっと⾒て帰りました。また１１⽉3⽇に祭りを⾒ると美由貴お⺟さんから聞きました。いったいどんな様⼦な
のか期待しています。

印 琪さんの⽇記



⽣活。。。。。

2008.10.23

この間夜ずっと寮のルームメートとチャットしたの。まとめて⾔えば、やはり漫画の話題が多かった。⼭崎さんと岩⽥さんが⼆⼈とも漫画が⼤好きで、私と⼭崎さんは好きな漫
画の中で同じのも多いからだ。彼⼥たちはまた何冊の漫画の本と漫画の原版⼩説を借りてくれて、暇な時の時間潰しでいいと⾔った。それに、⼭崎さんにも冬休みの時彼⼥の家
に⾏って遊ぶように誘われた。今度美由紀ママに会ったら相談してみようと思う。へへへ︕

印 琪さんの⽇記



探険。

2008.10.27

⼟曜⽇の午後、私は寮の⼀⼈の友達と⼀緒に学校の近くへ探険に⾏った。 ここの家は殆ど住んでいる⼈がいなかったことに気付いた。私達は3か所を発⾒して、最初のうちは、
ちょっと緊張してた、お化け屋敷みたいな感じだった。⼈がいない家の近くで、私はたくさんの古いものを⾒つけて、例えばアニメーションの中での圧⽔器や、⽷繰り機械な
ど。。。それに、「家紋が付いている家もあるよ」とここの⽼⼈が⾔った。私はいくつかを⾒つけて、その中には「NARUTO」の佐助の写輪眼みたいな形もあった。。。

印 琪さんの⽇記



故郷祭

2008.11.04

 昨⽇はエンゼルスフェスティバルで、美由貴お⺟さんと⼀緒に故郷祭を参加した。朝9時半から始まるのだった。うちの学校はほんとうにすばらしかった。はじめの番組の⾳
楽の演奏は、とてもきれいだった...その後はまた多くの番組があった。その中に、太⿎の番組が気にいった。伝統的な⽂化形式としての太⿎は、ほんとうにすばらしかった。
会場の周りには、多くの店があって、軽⾷、⽇常⽣活⽤品などが売っている。抽選で賞を決めることもあった....さまざまあった。軽⾷はめちゃくちゃおいしかった... 午後、賞
品が⾃転⾞、テレビ、⽜⾁.....などの抽選の番組に参加したが、あたらなかった。  それから、お⺟さんと楽しく家に帰った。

印 琪さんの⽇記



私の学校

2008.11.07

今になって学校を紹介するなんて、ほんとうに悪いと思います。昨⽇中国からお⺟さんが送ってくれた⼩包は届きました。今⽇は急いで美しい学校を撮りました。ふふふ、私の
学校は情緒あるでしょう。1枚⽬は学校の⼊り⼝で、漫画のようでしょう。2枚⽬は学校の周りの⾵景で、3枚⽬は私の席から撮った写真です。撮影技術は悪くないでしょう。

印 琪さんの⽇記



学⽣の作品

2008.11.07

以上の写真に写っているのはこの学校の学⽣が作ったもので、とてもすごいでしょう。 学校では森林を専攻するクラスがあります。以上の作品は彼らの⼿作りのものです。そ
して彼にとって、とても簡単なものですよ。学校の中には彼たちが作った⼩さな部屋もありますよ。それもとてもきれいです。

印 琪さんの⽇記



続

2008.11.10

前回探険した時採った写真で、1枚⽬は蛇のあせた⽪です。2枚⽬は、ここの部屋です。

印 琪さんの⽇記



続

2008.11.10

これらは家族のバッジで、また輪⽬との⽐較もある。へへ。

印 琪さんの⽇記



⻑距離⾛......

2008.11.14

みなさん、⻑距離⾛はやっと終わりました。１５００メートルでした。⼀時間半もかかりました。全校の⼥⼦学⽣の中には第64名になりました。⼤変苦労をしました。 ⾛る時
はただ競争を終わえようということを考えるだけで、何も感じもなかったんです。もうすぐ終点に到着する時、⼭名先⽣とその他の先⽣、またほかの同級⽣ががそこで頑張って
くれることを⾒て、私は本当に感動させられました。でも、終点に到着すると、もう私の⾜がすでに⾃分の⾜ではなくなったと感じて、保健室まで先⽣に⾒てもらいました。靴
下を脱いだら、びっくりしました。⾜には⾎が出て、まめもできました。もう１つの⾜の⽖は紫⾊になって、先⽣は新しいものが出るまで動くことができないと勧めました。今
歩くことが私にとって⼀番つらいことになりました。

印 琪さんの⽇記



ボーリング

2008.11.18

⽇曜⽇、美由貴お⺟さんは私を連れて、社会団体活動に参加しました。1時間ぐらいかかって、遊ぶ場所のボーリング会館に到着しました。⼤⼈のみんなはすごかったですよ。
初めてした時、いつも当たりませんでした。それからはだんだんよくなって、でも最後の成績はやっぱり⼀番後ろでした。20回で120点しか取りませんでした。 その後はまた
おいしい⽇本料理を⾷べました。あ.....特にお菓⼦、抹茶ケーキ、とてもおいしかったですよ。

印 琪さんの⽇記



遊ぶ

2008.11.18

以上はその⽇の午後お⺟さんと⼀緒に遊んだ時の写真です。⻑観寺の写真が１枚あります。南禅寺で芸伎の格好をする⼈を写った写真が１枚あります。残る1枚が写ったのは寺
の外の⼈⼒⾞です。

印 琪さんの⽇記



焼きイモ

2008.11.28

今週の課外活動で、クラスで学校の外でサツマイモを焼くことになっていた。ははは、よく⾷べるが、焼く過程そのものは、はじめて⾒るのだ。 実は学友達はただサツマイモ
をすず箔の中に包むだけ。焼く仕事は全部⽥中先⽣に任せた。焼く時は煙が⼤きく、でも作られたサツマイモはやはりとてもおいしくて、⽢い。

印 琪さんの⽇記



20⽇

2008.12.05

京都にいるみなさん（三名）、先⽣に聞いた︖20⽇、また会えるよ。ああ、嬉しいわ。

印 琪さんの⽇記



すばらしい景⾊

2008.12.08

先週下校して、クラスメートといっしょに寮に帰る途中、とてもすばらしい光景が⾒えた。12⽻の鷹が空を⾶んでた。びっくりするほどすばらしかった。12⽻だったよ。ふる
さとでは、いっしょに⾶んでた鷹を2⽻しか⾒なかった。12⽻だって、本当に...そして、地⾯にも近かった。30メートルしかないみたいだった。でもカメラを持ってなかった、
残念だった。

印 琪さんの⽇記



間違った.....

2008.12.09

前回の⽇記の報告には間違いがあって、昨⽇最新の記録を更新した。やはり寮に帰る途中で前回よりもっと多いタカを⾒て、ほぼ50⽻ぐらい。上の写真はただ⼀部分で、あん
まりにばらばらなので、全部をとらなかった。ごめん。

印 琪さんの⽇記



私のふるさとを紹介する

2008.12.12

北戴河区は暖温帯、半湿り気季節⾵型⼤陸性気候に属し、⽇光は⼗分で、とてもいい気候です。冬には寒いことなく、夏には暑いことなく、中国の"夏都"と称された。全国の有
名な観光地と避暑地でもある。名所には鷹⾓⽯、鳩の巣、⽼⻁⽯、連峰⼭、⾦⼭嘴などの20か所がある。それに、海⽔浴場と海辺庭園の建設で世界に名を馳せて、⽇出と潮の
観賞、海⽔浴のもっともすばらしい場所です。北戴河は悠久の歴史もあって、国内外の多くの名⼈はかつてここに来たことがあり、たくさんのすばらしい詩と逸話を残しまし
た。1979年北戴河は開放区に決められてから、修理事業と旅⾏サービス業も著しく発展している。それに、秦皇宮、北戴河映画城、怪楼,碧螺塔,集発農作物⽣態園などの新し
い名所もできた。毎年旅⾏する⼈は平均的に400万延べに達します。

印 琪さんの⽇記



北戴河の古い別荘

2008.12.12

北戴河の古い別荘というのは、農⺠に俗称された“古い家屋”です。これらの古い家屋は別荘の他、近代の教会建築、公共建築、ビジネス建物なども含まれています。当時⼀時的
に⾵靡した北戴河はハワイと同じように有名で、“東アジア避暑地の冠”と称されます。19世紀末から1949年の新中国創⽴前まで、北戴河の名⼈別荘だけで719棟にも達しまし
た。その中には、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、ロシア、イタリア、ベルギー、カナダ、オーストリア、スペイン、ギリシアなどの外国別荘は482棟にも達し、廬⼭
に次いで、中国の第2⼤別荘区になった。 北戴河の古い家屋のほとんどが⼀階建物で、少しがニ、三階の建物です。ほとんどが⾚い頂、あっさりした壁、⼤きいベランダと緻密
精巧で有名です。扉、窓、壁、頂、⽯段などは芸術の造型と飾りを通じて、鮮明な異国格調を表した⼀⽅、異なった建物流派をも際⽴たせて、廬⼭、厦⾨、⻘島と⼀緒に“中国
の四⼤別荘区”と称されます。

印 琪さんの⽇記



⼤阪の旅

2008.12.18

⼟曜⽇の⽇、私はホムスティの家族と⼀緒に⼤阪でのホムスティのお⽗さんのお姉さんの家に⾏きました。ホムスティのお⽗さんの姪は結婚しました、⽇本式婚礼を⾒ることが
できるかなと思いましたが、結局結婚式はもう終わりました。残念ですね。写真の第1枚はホムスティのお⽗さんのお姉さんの家の⼦⽝で、名前は⽶奇です。とてもかわいいで
しょう。(ホムスティのお⽗さんのお姉さんが3⼈の⼦供がいます、みんなが⼀緒に住んでいます、とても幸せな家族です。)第2枚はそこで⾷べた寿司です。第3枚は彼らと⼀緒
に撮った写真です。

印 琪さんの⽇記



⼤阪の旅は継続します...

2008.12.18

上の写真は京都に帰る途中で撮ったのです、とてもきれいです、もうすぐクリスマスですからこそ上の写真の中の光景があるべきです。⽇本のクリスマスの雰囲気はとても濃い
です。今みんなはどのように過ごすかについて相談しています。

印 琪さんの⽇記



......寮のクリスマスparty......

2008.12.20

近⽇学校は午前授業を受けて午後休みになる策略を始めました、テニスクラブ活動が終わって、図書館で本を読んで、インターネットでものを調べて、⼀⽇はそのように過ごし
ました。(図書館の松下の先⽣がとても⾯⽩くて，先⽣と雑談することもあります。へへ)昨⽇少し熱が出て、活動に参加しませんでした、しばらく友達と図書館にいて、それか
ら寮に帰りました、夜はクリスマスpartyです、みんなはとても楽しくて、⼣⾷は⾮常に豊かでした、残念ながら私はカメラを持つことを忘れて、写りませんでした、その上の
映像は学⽣たち⼀⼈ずつ持っていたクリスマスのケーキで、⾒るだけでとてもおいしそうでしょう。 今⽇学校は修了式を⾏って、また掃除して、学校が終わりました。学校の
⾳楽クラブはクリスマスの演奏会を⾏われました、学友と⼀緒に聞き⾏って、本当に享受したのです......午後寮は⼤掃除しました、明⽇また公⺠館の掃除もあります、がんば
れ︕

印 琪さんの⽇記



21⽇のクリスマスparty

2009.01.06

ふふ、この写真は21⽇に公⺠館でそこのおじさんやおばさんに教えてもらって作ったんだ。なかなかいいじゃん。

印 琪さんの⽇記



クラスメートと河原町に⾏った

2009.01.06

26⽇、クラスメートと⼀緒に河原町へ遊びに⾏った、写真はその⽇川原町で撮ったんだ。

印 琪さんの⽇記



⾃分の誕⽣⽇、おめでとう

2009.01.06

ふふ、12⽉28⽇、また⼀才成⻑した。その⽇にちょうど清⽔寺に⾏った。写真をたくさん撮った。初めて⽇本で誕⽣⽇を祝ったけど、すばらしい思い出を作った。⼀枚⽬はホ
ームステーのお⺟さんからのプレゼントだ。⼆枚、三枚⽬は私の和式の部屋だ。

印 琪さんの⽇記



清⽔寺

2009.01.06

これは清⽔寺の外の景⾊です。

印 琪さんの⽇記



清⽔寺1

2009.01.06

清⽔寺で正⽣お⽗さんと⼀緒に⽔を飲んだ、そして記念のコップをもらった。

印 琪さんの⽇記



清⽔寺2

2009.01.06

清⽔寺の舞姫。ふふ、とてもきれいなのよ。

印 琪さんの⽇記



おもち

2009.01.06

みんなは⽇本での新年はどうですか。次は新年のいくつかの写真で、上は知り合いのおじさんの家でおもちを作った時の写真です。

印 琪さんの⽇記



⽇本の新年

2009.01.14

えへへ、前は書き忘れて、ごめん。 みんなは1⽉1⽇はどのように過ごしたの︖夜明けの時神社に⾏って幸福を祈ったの。私は⾏ったわ、寄宿家庭のパパママと⼀緒に⼋幡神社
に⾏って幸福を祈って、私は第27⼈⽬に到着したよ、また⽇本で初めての御守を得た。 夜の神社は美しく⾒え、神社の周囲に多くの蝋燭があり、その上その⽇に⼩雪が吹い
て、本当に夢まぼろしみたい。

印 琪さんの⽇記



雪

2009.01.15

 上の写真は13⽇と14⽇の写真です。どうですか︖きれいですか︖  今雪も降ってる、所々⽩くなりました。
これは⽇本語で投稿されたものです

印 琪さんの⽇記



雪の写真

2009.01.19

申し訳ございません、前回のあの写真は載せられなかったけれど、今度のはできるはずです。 最後の1枚は朝写したものです、この写真がとても好きです。

印 琪さんの⽇記



テニスクラブの⽣活

2009.01.22

ああ、もう17歳になっても、また開脚しなければなりません。 昨⽇、教室棟の中でクラブ活動を⾏われました。意外にも開脚など柔軟性の練習もありました。中学を卒業した
後に練習したことがありません。昨⽇は初めてです。よくできたと⾔えます。テニスクラブの学友達は私の柔軟性はとても良いと⾔いました。ふふ。 結局、今⽇は⾜がちょっ
と痛いです。

印 琪さんの⽇記



寮の⽣活

2009.01.27

 来週から、三年⽣の先輩は寮の⽣活が終わります。この写真は先週の三年⽣卒業party後⼀緒に撮った。先週の⽔曜⽇は三年⽣の卒業partyしました。みんなは鍋を⾷べまし
た。超美味しかった。⾷べたときはみんなの顔が⾚くなりました。
これは⽇本語で投稿されたものです

印 琪さんの⽇記



⾦閣寺の旅

2009.01.27

みんな新年おめでとうございます︕ 1⽉25⽇、ホームステイ先のお⽗さんとお⺟さんと⼀緒に⾦閣寺に⾏きました。私もその1⽇前まで知らなかったため、⽉例報告に書きませ
んでした。申し訳ありません。 正⽣お⽗さんが⽴命館の試験があるので、美由貴お⺟さんと午後、家を出発して、正⽣お⽗さんと会った後に⻯安寺に⾏きました。結局⾒学す
ることができなかったので、来⽉⾒学することにしました。その後⻑い間あこがれていた⾦閣寺に⾏きました。 その⽇太陽はとても⾼くのぼり、⾦閣寺を照らしてきらきらと
光っていました。美由貴お⺟さんと美しい写真をたくさん撮影しました。 ⾦閣寺に近づいていて、これが寺院ではなくて、江南⽔郷の亭と楼閣のようだと感じました。とても
美しくてとても古くて、急に過去に帰ったような錯覚におちいりました。

印 琪さんの⽇記



美術の授業

2009.01.30

今度の美術授業で⽊彫りをしました。私が作ったのはより簡単なものです。だから最初に完成しました。先週から⾃分の⾃由な時間になりました。上の絵は私が4時間の授業を
使ってかいたのです。诛仙の中の碧瑶です。ふふ。

印 琪さんの⽇記



撮影に関する問題

2009.02.02

みんなは夜景を撮ったことがありますか︖写真の中の⽉が⾚⾊になるといったありますか︖上の写真はあまりはっきりしていません、何度も撮ってみたのですが、⽉はすべて⾚
⾊でした。原因がわかる⼈はいますか︖ありがとう

印 琪さんの⽇記



永遠の記憶

2009.02.20

5⽇は本当にはやくすごしました。昨⽇寮に帰ってベッドの上で横たわって、⽬を閉じてこの5⽇の⽣活を思い出しました...... 京都駅で芸に会って、芸と街をぶらついて4時以
降にまた皇甫と李悦銘に会いました。いっしょに⾞に乗って神⼾まで⾏きました。駅で清⽔先⽣と⼊⽮先⽣に会って戴蒙と玥を待っていました。始めの気持ちは平静でしたが、
⼣ご飯の時みんなに会って懐かしい気持ちが沸いてきました。  この何⽇間に、芸、闻闻、敏、皇甫、君、何健とホテルで話し合いました。とても楽しかったです。みんな⼤
変笑いましたが、まだ続けています。毎⽇⼤体夜2、3時に寝ます。ただみんなと⼀緒にいる時間を⻑くしたいのです。神⼾学院⼤学のお兄さんをお姉さんたちと⼀緒に勉強し
ました。防災センターで地震に関する知識を勉強して、舞⼦⾼校の学友と交流して、知らず知らずの内にこの5⽇をすごしました。  18⽇の夜、みんなは敏敏と皇甫の誕⽣⽇
を祝いました。19⽇は敏敏の誕⽣⽇です。みんな⼀緒に12時まで待って、1時から誕⽣⽇ケーキを⾷べ始めました。  朝まず君を⾒送って、それから私、芸、皇甫、悦铭、戴
蒙、玥、徐佳凝と⼊⽮先⽣を駅まで⾒送りました。⼊り⼝で別れる時、悲しみ始めました。曲がり⾓のところで振り返って、みんなまだ⼊り⼝で⼿を振ってさようならと⾔って
いました。本当に離れがたいです。駅で⼊⽮先⽣と徐佳凝は私達を⾒送って、6⼈で⼀緒に⾞に乗りました。それから戴蒙と玥は⼤阪で降りて、ただ4⼈を残りました。駅につ
いて、悦铭と別れて、私、芸、皇甫3⼈を残りました。マクドナルドでご飯を⾷べて、寝て、3時の時皇甫と別れて、4時芸の学校で芸と別れて、私⼀⼈を残りました。同⾏の⼈
はだんだん少なくなって、⼼の中の別れの悲しみもだんだん多くなりました。みんなとずっと⼀緒にいたいです。  まだ半年あります。みんな⼀緒に頑張りましょう︕私達は7
⽉にまた会いましょう︕

印 琪さんの⽇記



お雛様

2009.02.25

 これは私の雛さま、先週の⼟曜⽇にhomestayのお⺟さんからプレゼントです。ちょっとちいさい、でもかわいいやろう。
これは⽇本語で投稿されたものです

印 琪さんの⽇記



みんな体を⼤事にしてください︕︕︕

2009.02.26

今各地に帰ってみんなはお元気ですか︖今の⾵邪とインフルエンザはとても流⾏って、みんなは体に気をつけてください。おととい私は⾵引きました。保健室に⼀⽇いました。
午後また病院に⾏って、結局胃腸の⾵邪です。-_-|||持ち帰ってきたのは私の最も嫌な粉末の形の薬です。でもまだとても役に⽴って、今すでに良くなりました。 みんなは注意
してください。

印 琪さんの⽇記



お雛様

2009.03.02

これはホストファミリー⼈形です。とてもきれいでしょう。でも第2階知りました。これらの⼈形がとても精致だと思って、好きです︕︕ ホストファミリーは⼈形の前⽅に⾷品
を置いています。前回神⼾から買ったお⼟産もそこに置いています。 あなた達は⼈形⾳楽を聞くことがありますか︖とても良くて、とても静かで、とても和⾵が満ちていま
す。 .....

印 琪さんの⽇記



試験が終わりました︕︕

2009.03.10

今⽇は最後の2科⽬です。学期末試験が終わったのです。来学期に後輩がいますよ。私はついに⾼校⼆年⽣になりました︕︕︕拍⼿します。>~< 今⽇最後の1科⽬が終わって、
学校では⾳楽鑑賞を⾏いました。⼤学⽣の楽団です。5⼈だけいます。ずっとこの学校の吹奏部がとてもすごいと感じましたが、やはり上には上がありますね。現場のコンサー
トとたいして違いません。試験が終わりましたから、気持もよくなりました。へへ。

印 琪さんの⽇記



ヒヒヒヒ、前より良くなったと感じる︕

2009.03.16

1⽉末に休暇が始めてから、今⽇は初めて部活動に参加した。⾜がやはり少し痛いけど。でも以前に⽐べてずっと良くなったと感じる。 今⽇始めにラケットを持つ時、厄介な感
じがあったが、何度やったら、だんだん慣れた。友達と⼀緒に訓練する時、本当に休みの前より良くなったと感じる。31⽇に試合があるようで、友達は頑張って練習してい
る。僕は参加しなく、ただ観戦するだけ。でもやはり⼀緒に努⼒して練習する。 本当に⼀⾔を感慨したい、若くて本当にいい︕ヒヒヒヒ。動く

印 琪さんの⽇記



無⾔だわ。

2009.03.17

まったくもう... 昨⽇練習のときは⾜が⼤丈夫だった、ただ⾛るときはちょっと痛かったけど。 結局...... 昨⽇、寮に帰って、シャワーを浴びて、⽖が剥離した。今⽇はまた痛く
なった。 本当に無⾔だわ。 今⽇、保健室に⾏って、先⽣に⾒てもらった。先⽣は、元に戻ったら⼤丈夫だ。でも時間がかかる。 だから、明⽇練習しよう。今⽇はだめだね。今
スリッパを履いても痛い。 まったく、もう...

印 琪さんの⽇記



終了式

2009.03.24

19⽇は学校の終了式です。学校が始まると本当に⾼校⼆年⽣になりました。拍⼿...... 前学期と同じに、まずは体育館で全体会議を開催する。我が学校の⾃転⾞部が本当にすご
いことに気づきました。全国⾼校部のコントロールの第⼆、第四、第六、第七はすべて我が学校です。また七⼈が参加して、24⽇に帰って来ます。 それから⼤掃除、え、午後
寮にまた⼀つの⼤掃除があります。でも私はやはり⼤掃除が好きです。 今度の終了式は前学期よりもう⼀つのことがあり、本をもらいます。来学期の本も1万余りにも達成し
て、本当に⾼いですね。 午後寮の掃除をしてから、約束によって陳芸の寄宿家庭の⻘野家に向って出発しました。ヒヒヒヒ。こちらからいくらかのお⼟産を買ってバスに乗っ
て⾏きました。陳芸に会えると嬉しいけど、交通費は⾼い、京都から三宮までも⾼い。

印 琪さんの⽇記



3.19

2009.03.24

京都駅に到着すると親愛なる陳芸がそこに坐っているところを⾒ました。会うと3⽇の⽇程を話してくれました。まず祗園に⾏って灯籠を⾒て、20⽇に⼤阪に⾏き、21⽇に皇甫
を⾒ます。ですから切符を買ってから、祗園に向って出発しました。 まずは⼋坂神社と舞姫で写真を撮ります。最初の百⼈だけができます。私と陳芸は幸運にも間に合いまし
た。それから灯籠を⾒て、きれいでした。で、そこに⽣け花もあります。ずっと⽇本の⽣け花がおもしろいと思っています。⾯⽩いです。それから時間があったので、花間⼩道
に⾏って⾒ました、⽇本っぽい。その上外国⼈は多いです。その後亜の寄宿家庭と会合します。少し時間がかかって、やっと探し当てました。彼⼥が地図の⽅向が分からないか
らです。 これは第ニ回陳芸のお⺟さん、お⽗さんに会う。おばあさんとおじいさん―か︖）本当に親切な家族ですね。そのお⺟さんは話すことが好きで、そして⼆⼈とも⼭が
好きです。

印 琪さんの⽇記



3.21

2009.03.25

1枚⽬は伏⾒の稻荷神社で、そこに祭ってあるのはキツネです。間違えないでください。 2枚⽬は皇甫学校で（中学と⾼校、これが右側から撮った写真で、⾼校の看板はが左に
ある） 3枚⽬が⽴命館の有名な⽵林だ。

印 琪さんの⽇記



3.24

2009.03.25

24⽇は新⼊⽣が本を予約する⽇です。それぞれのクラブは⼩型のポスターを作って新⼊⽣に配ります。上のポスターは我がクラブの藤⽥が描いて、真⼈によって描いたので
す。超かわいい、超好きです。 初めてこのような活動に参加して、⾯⽩いです。当時はにぎやかで、野球部、バレーボール部、バスケットボール部、吹奏部は全部⼊り⼝で⽴
って、新⼊⽣を⾒ると彼らに⼀枚配ります。1時間あまりでやっと終わったのです。

印 琪さんの⽇記



明らかにする

2009.03.25

上の⼆つの写真の期⽇は誤りました。ごめん、直すことを忘れて間違いました。 そして、陳芸の寄宿家庭に⾏くことは、神⼾での時すでに清⽔先⽣と相談しました。規則違反
にならないかもしれませんね。

印 琪さんの⽇記



冬か︖春か︖

2009.03.27

昨⽇、運動場の上で少し練習するろ、⼩雪は⼤雪になって、結果全体は教室棟に移して、縄跳びと腹筋体操を始めます。でも、半時間のうちに、空は晴れました。その後また全
体は教室棟から出て、運動場で練習します。 第1枚の写真は朝⼩雪の写真で、空はどんよりしています。 第2枚の写真は学校の近くのクラブです。きれいに咲きました。でも、
こちらの桜はまだ咲いていません。⾒たいね。 今週は冬のように寒い。今⼀体冬かそれとも春かということを疑います。

印 琪さんの⽇記



新学期︕︕︕

2009.04.09

新学期︕︕︕ 休みだったので⽇記を書いていませんでしたが、学校が始ったので、また帰って来ました︕︕︕

印 琪さんの⽇記



31⽇の試合

2009.04.09

朝、学校の友達と先⽣といっしょに洛東⾼校へ練習試合に⾏ってきました。男⼦⾼⽣がテニスをするのを⾒るのは初めて。しかも硬式テニスです。ホントかっこいい。コートも
地⾯がソフトで、⾛り始めに感覚が伝わってこないので、まるで綿の上を⾛っているようです。私はコートの脇で記録をとったりしているのに集中していたので球を直接みず、
⽿元を⾶び交う⾳だけ聞いていたのでちょっと怖かったです。 上の写真は当⽇の試合の様⼦です。

印 琪さんの⽇記



桜

2009.04.09

ホームステイ先では忙しかったので、私のみた桜は学校のだけ。だから毎⽇ここの⽊たちを⾒ていました。上の写真は私が撮った連続ショットです。  私たちの学校の⽊はな
んだかすごい「開花」テクニックをもっているようです。なんと新学期の⼀⽇前に咲きました。まるで私たちの⼊学式を歓迎しているようですね。

印 琪さんの⽇記



ぶらぶらと

2009.04.13

上の写真は春休みにホームステイ先で、家にだれもいなかったのでひとりでぶらぶらと出歩いた時のものです。このミニログハウスは全部⾃分で作るのです。しかもおなじよう
なのがここにはたくさんありました。超好きです......でも値段が⾼くて。最後の1枚は2枚⽬の値段です。

印 琪さんの⽇記



体⼒テスト

2009.04.16

 この⼆⽇間は学校の体⼒テスト。⾝⻑、体重、視⼒、座⾼・・・・要するにすごく多いんだよ。  体重を計った時はびっくりした。私が前⽇に寮で計ったのより１．７キロ
軽かったんだ。⼀晩しかたってないのに。不思議。  それから上体起こし、前の⽇の部活で150回やったら次の⽇にはお腹が少し痛くなって、今回30秒のテストで24回やった
ら、もう笑うだけで痛くなっちゃった。もっと鍛えなきゃ。  今⽇は20メートルシャトルラン。皆はやったことあるかな︖⾳楽に合わせて⾛るんだけど、始めはゆっくり、だ
んだんに、だんだんに加速していくってやつ。私知らなかったから、バカみたいに⾃分の速度でやっちゃった。おかしいとは思ってたんだよね。なんで速く⾛らないんだろうっ
て。結局先⽣に⽌められちゃった。  明⽇まだ⼆つ残ってるし、がんばろう︕

印 琪さんの⽇記



桜が散っちゃった......

2009.04.20

先週の⼤⾬で、学校の桜が散りはじめました。上のは私の学校の写真です。 桜の花びらをつかまえようとしましたが、なかなか難しい︕やっとひとひらです。それと⼟曜の部
活動のときにもキャッチできました。 桜が舞い散る様⼦は何とも⾔えませんね。きれいなのになんだか寂しい気持ちに......

印 琪さんの⽇記



新⽶コーチ

2009.04.20

やったあ︕︕ ついにやりました。新しく⼊った1年⽣の⼆⼈は⾼校からテニスを始めたばかりなので、まだみんなとは⼀緒に練習できません。私もまだ始めてそんなにたってい
ないので、実⼒不⾜で試合には出られませんが、基礎練ならもうバッチリ。なので、私が初⼼者⼆⼈を教えることになりました。フフフ......うれしいな

印 琪さんの⽇記



寮の新⼊⽣歓迎会

2009.05.01

先週寮で新⼊⽣歓迎会がありました。屋外でのバーベキュー、どうかな︖でも当⽇ちょっと体調を崩していたので、野菜だけで⾁は⾷べませんでした。楽しく２時間すごしまし
た。 そのあとちょっと⾯⽩いことが。ここの寮では１年⽣が⾵呂当番で、お湯をはるもの１年⽣なんだけれど、その⽇当番の男⼦は忙しかったからか、それとも楽しすぎたか
らか、三年⽣の４⼈が⾵呂に⼊ろうとした時、⾃分たちは外で彼らの雄たけびを聴いたのでした。⾵呂が⽔だったので。 写真は今度アップするね。

印 琪さんの⽇記



写真

2009.05.07

準備中の写真です。

印 琪さんの⽇記



写真

2009.05.07

はじまるよ︕

印 琪さんの⽇記



写真

2009.05.07

はじまりました︕︕︕ 今度、⽇本の昔からの⽂化と天皇陛下の隠居されている場所を紹介するね。

印 琪さんの⽇記



古い建物

2009.05.18

連休中、私の担任の先⽣が⽇本の古い建物を⾒学に連れていってくれた。中野というところみたい。家紋は砂時計のような模様。その地⽅の⺠俗館も⾒学した。昔の着物、⼿
紙、それに⾊々な道具があったよ。

印 琪さんの⽇記



写真

2009.05.18

1はお葬式の時の着物 2は本の台 3は書簡

印 琪さんの⽇記



試合

2009.05.21

⼟曜⽇に試合がありましたが、天気はあまりよくなく、⼩⾬が降っていました。でも、特に３年の先輩⽅は、これが三年⽣の最後の試合と⾔うこともあり、みんな良く頑張った
と思います。これで三年⽣の部活動は終了です。最後の試合が終わった後、みんな泣いていました。ちょと気持ちがブルーです。

印 琪さんの⽇記



明⽇は試験

2009.05.26

⽇本でもう何度も試験を受けているのに、なぜかまだ試験のたびに緊張します。 ウン......明⽇の数学はなんとかいけそう。でもその後のはどうかなあ。国語はまた古⽂と現代
⽂に分けてテストがあります。まだ漢⽂はないみたい。  とにかく、明⽇は頑張らなくっちゃ︕︕︕

印 琪さんの⽇記



源⽒物語博物館

2009.05.26

前にクラスの担任の先⽣が連れて⾏ってくれたときのです。フフ、私って古いものに惹かれるの。このときは平安時代を勉強していました。とくに源⽒物語は三社の出版社のを
読んだので深く印象に残っています。  １枚⽬の写真は空蝉の章の登場⼈物の模型。  ⼆枚⽬は光源⽒の邸宅を復元したもの。春、夏、秋、冬の４つの建物にわかれていま
す。実物を⾒てみたいなあ。でも先⽣⽈く実物の建物はもう残っていないのだとか。  三枚⽬は平安時代の有名な⾙合わせです。きれいだったなあ。これも超すきです。フ
フ。

印 琪さんの⽇記



只今凹み期

2009.06.01

今⽇何科⽬かテストが返ってきました。もう、数学が、２００点満点で、１５８点しか取れなかった。実際ミスして点数を落としていたのならそんな悔しくもなかったんだけ
ど、なにが悔しいって私が問題を最後まで答えられてなかったこと、グスン......答え終わったところは１０点も引かれなかったのに。あああ......  ああ、知らぬ間に１年の留
学⽣活ももう終わろうとしています。ここ最近はいつもこの⼀年のひとつひとつの出来事を頭の中で思い返してます。楽しかったこと、悲しかったこと、興奮したこと、平淡だ
ったこと、⾯⽩かったこと......

印 琪さんの⽇記



ツイテない

2009.06.04

ここのところちょっと凹み気味 ずっとあざができているし それにこのあざ、いつできたか覚えがないの。  そうそう、みんなに聞いてみたいんだけど、みんなのところの⾍っ
てどんな⼤きさ︖なんか私のところの⾍ってビッグサイズな気がするの。蜘蛛なんて掌ぐらいあるし、⽑⾍も指ぐらいぶっといの。蚊もミツバチもこれまで⾒たのより倍ぐらい
あるよ。 、

印 琪さんの⽇記



エッセイ

2009.06.11

⽉曜⽇に書いた⽇記をアップするのわすれていました。ゴメンネ。  ⽇曜⽇同級⽣と散歩（散歩︖）にでかけました。⼭崎さんはクローバーの草むらをみつけては四葉のクロ
ーバーを探しましたが⾒つからず、五葉のが⾒つかりました。双葉や三葉、五葉はみつけたことがあるのに、四葉だけはないと⾔うので、じゃあ私もいっちょ探してみようとし
たらなんとすぐ⽬の前に。ハハ。司書の先⽣の話では、四葉のクローバーをすぐに⾒つけられた⼈はとてもラッキーなことがあるんだって。ホントだといいな。  上の写真は
寮に帰る途中みかけたの。キラキラまぶしいね。  昨⽇もまる半⽇近く、府の実⼒テストを受けました。数学は三箇所間違えて、国語は漢⽂部分4点減点だけど、それ以外は⾃
信ナシ。英語はまだ確認していないけど、試験結果って誰が知っているのかな。汗︕︕  去年、留学試験合格の通知がきたのはちょうど⾼⼀の期末テストの初⽇。パスポート
の申請⼿続きで午後の国語のテストに1時間近く遅れちゃったんだ。今思いだしてもあの時はまるで夢の中にいるみたいで、それが北京でみんなに会って、空港で両親とおわか
れをした時にやっと、1年の留学が本当に始まるんだなって実感したの。ホント、はやいね。もうカウントダウンが始まっている。

印 琪さんの⽇記



アニメ中⼼⽣活

2009.06.18

ここは宮崎駿の『もののけ姫』にでてくる森林みたいです。 とくに⾬がふったとき ⼭中に霧がわいて あたり⼀⾯真っ⽩になって 幻想的な⾵景になります ⼭から煙が⽴ち昇り
ひとり、歩いていると なんとなく探し物をしているところに 突然、可愛い妖精がとびだしてくる。 ヘヘ、もしこんな場⾯に出会えたらいいよね。まるでアニメの世界の中にい
るみたいで。

印 琪さんの⽇記



変⾝

2009.06.22

フフフ、上の写真、私だってわかるかな。⽇曜⽇にホームステイ先のみんなと撮りにいったの。⼀緒に写っているのがステイ先の晴菜です。  朝8時に家を出発して、清⽔寺に
9時半到着。写真館ではお化粧、⾐装選び、着付け、外とスタジオでの撮影......⼀通りで4時間近くかかりました。ちょっと暑かったし、タイヘンだったけれど、すごく嬉しか
ったです。ホームステイ先のお⽗さん、お⺟さんには感謝の気持ちでいっぱいです。⻑い時間、待っていてくれて本当にありがとう。

印 琪さんの⽇記



お久しぶりです

2009.07.09

お久しぶりです。今週、学校の試験が終わりました。みんなお元気ですか︖ はやいですよね、来週にはもう終業式です。そして、1年間の⽇本での学校⽣活も終わりです。 こ
の1年、⼀番多くの時間を学校と寮で過ごし、また楽しかった時でした。同級⽣や友達とおしゃべりしたり、勉強やイベントもありました。中国とは違う、⽇本の学校⽣活を満
喫しました。本当に楽しく、⾃由で、のびのびと過ごせた1年間でした。

印 琪さんの⽇記



おわかれ

2009.07.13

11⽇にホームステイ先で送別会をしてもらいました。お⽗さん、お⺟さん、晴菜、クラスメートとそのご両親も参加してくださいました。ちょっとした屋外のバーベキューパ
ーティーです。たくさんの⼤⼈と⼦供たち、楽しく過ごすうちに⽇も暮れてきました。暗くなったら花⽕です。⼿持ち花⽕や線⾹花⽕、パチパチと燃える花⽕ごしにみんなの笑
いあう姿をみていたら、なんだかとても幸せな気持ちになりました。本当に幸せな…

印 琪さんの⽇記



帰ったよ

2009.08.02

みんな最近どうしてる︖  元気︖７⽇も家に閉じ込められて、昨⽇やっと解放されたよ。ここ数⽇環境に慣れなくて病院で点滴してるんだ。友達皆に、体質が逆になっちゃっ
たんじゃないかって聞かれる始末。⊙﹏⊙b汗  連絡取り合っていこうね、皆、帰っても頑張ろう︕︕

印 琪さんの⽇記



最近

2009.09.06

お久しぶりです。あっという間に2ヶ⽉が過ぎました。みんなともしばらくぶりですね。  ここの授業はとてもはやいのです。8⽉の末にはもう授業が始まりました。慌しい⾼
校⽣活の始まりです。でも正式な新学期は9⽉1⽇から。ずっとネットもこなくて、みんなとも連絡できなくてゴメンね︕  ここのところ新型インフルエンザのことよく聞くけ
れど、みんなは⼤丈夫かな。学校では毎朝、体温を測っています。みんなも体には気をつけてね︕︕  連絡を取りあっている⽇本の友達もいるけれど、やっぱりみんなが懐か
しいな。先⽣、学校のみんな、寄宿先の家族や交流センターの先⽣⽅、みなさん、元気かな︖

印 琪さんの⽇記



懐かしくて

2009.11.01

懐かしいな みんなと⼀緒に過ごした1年間 遠く過ぎ去ってしまったあの慌しかった⼀年間 ⼀⽇中⽇本語を使っていた⼀年間 懐かしくて...... みんな元気かな。新しい⽣活にも
なれた︖  今も授業中、あの1年間のことをしょっちゅう思い出しています。何だか昨⽇のことみたいに思えるけど、もう随分昔のことなんだよね。みんなも元の⽣活に戻った
しね。 みんなどうしているのかな︖元気かな︖ ⼊⽮先⽣、お体、いかがですか︖お元気でしょうか︖ 清⽔先⽣、もうだいぶ落ち着かれましたか︖いかがですか︖ ⼭崎先⽣、
お忙しいでしょうね、お元気でしょうか︖ ⼭名先⽣、新しく来たみんなはがんばっていますか︖ 正⽣お⽗さん、美由貴お⺟さん、、春菜、みんな元気︖ みんなが懐かしいで
す。みんな、元気かな︖

印 琪さんの⽇記



お久しぶりです......

2010.06.23

しばらくネットにこなかったけれど、来てみたらみんなのことがたくさん書いてあったね。⾼校三年⽣になったばかりなのと、学校の引越しや、⽇本語能⼒試験の準備もあっ
て、いろいろなことがいっぺんにきちゃって...... 久しぶりにここに来たので、なんかちょっとおいていかれちゃった感じかな。天彤さんが⽇本に⾏って、もう1年だもんね。本
当に時間が過ぎるのは速いな。  今度の試験は試験⽅式が変わるので、ちょっと緊張。でもがんばって、⼀発合格を⽬指すぞ。

印 琪さんの⽇記



お久しぶりです

2012.12.21

      えっと、みなさんお久しぶりです。ごめんなさい、実はここのログインパスワードをずっと忘れてて、こないだ前に書いた⽇記帳を読み返してようやくログインすることが
出来たの。⼤変だったぁ。。。

     これまで⾃分のIDではログイン出来なかったけど、それでも⼼連⼼のサイトを⾒て回ることは出来てたよ。しかし知らないうちにもうこんなに時間が経っちゃってるなんて
ねぇ。みんなと⼀緒に⽇本にいたときのことがすごい懐かしいよ。同期の⼦達のほとんどはもう⽇本の⼤学で⾃分達の⼤学⽣活を始めてるみたいだね。みんなが時々集まってる
って話を聞くたびに、すごい羨ましくなるし妬ましくもなるO(∩_∩)Oなんてね、ハハ~

     やっとパスが分かってログインも出来たし~これからも引き続き⼼連⼼に遊びにくるよ~~

印 琪さんの⽇記
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