
⽇本に到着しました

2008.09.03

きのうの昼東京について、交流センターの先⽣⽅とお会いしました。先⽣⽅はとてもよくしてくださり、海辺にも⾏きました。 昨晩は研修センターに泊まりました。毎⽇やる
ことはたくさんあるけど、でもとても充実していて、友達と⼀緒にいるととても楽しいです。⽇本のファミリーのところに⾏く前に、わかっておかなければいけないことがまだ
たくさんあると思います。 ⽇本は初めてではありませんが、来るたびにもっとも印象深いのは⽇本⼈が親切で、仕事に真剣なことです。学ばないといけないことがたくさんあ
ります。 今は毎⽇楽しく過ごしています、お⽗さんお⺟さん安⼼してね〜

王玥 ゆえさんの⽇記



⽇本に到着しました

2008.09.03

昨⽇の正午東京に着いた。交流センターの多くの先⽣に会った。彼らは私たちにとても親切なんだ。午後東京の海辺に⾏った。みんな楽しかった。 ⼣べ、埼⽟県の研修センタ
ーに泊まった。毎⽇たくさんのことがあるけど、充実しているわ。たくさんの友達を⼀緒にいるのも楽しい。ホームステイ先に⾏く前に勉強しなければならないことがたくさん
あると感じた。 ⽇本へ来るのははじめてではないけど、来るたびに⽇本⼈の親切と仕事に真⾯⽬な所が印象的だ。私たちの勉強すべきところがたくさんある。 今ここでの⽣活
は楽しい。家族よ、安⼼してね︕

王玥 ゆえさんの⽇記



⽇本料理に慣れにくい。。

2008.09.04

最近毎⽇⽇本料理を⾷べています。。 毎⽇の料理の味が⽢すぎだと思っています。 そしてほとんと冷たい物でした。 暖かくて⾟い料理が好きな私にとって本当に慣れにくい。
でもまだ⼀年間⽇本で⽣活するから。 どうしても我慢しなければなりません。 早く慣れたいな〜
これは⽇本語で投稿されたものです

王玥 ゆえさんの⽇記



やっとホーストファミリに着きました

2008.09.06

今⽇は友達と別れて、 那賀⾼校の⼭⽥先⽣といっしょに新幹線と電⾞で五時間ぐらいかかって、和歌⼭県に着きました。 友達と別れた時、本当に泣きたかった、もう半年ぐら
いあえなくなります、そして、これから⾃分でちゃんと頑張らなければなりません、新しい⽣活がもうすぐ始まります。本当に不安でした。でも先⽣たちは私たちにたくさん応
援してくれて、友達も頑張ってって私に⾔いました、感動して、⾃信がありました。これからどうしても⼀⽣懸命頑張らなければなりませんと思いました。 夜七時ぐらい家族
と会いました、お⺟さんもお⽗さんもとてもやさしいひとです、そして朗らかで私にいろいろ話してくれました、もともと緊張な気持が安⼼しました。⾞もとても⼤いです。そ
して、学校に⾏く時の⽪の靴とかばんを買いました、お⺟さんがデパートで働いているから、安くなりました。おもしかった。 家が⼤きくてきれいです。お⺟さんが料理が上
⼿でいろいろおいしいものを楽しみにしています。 中国のお⺟さんとお⽗さん安⼼してください、私はここでとても元気です、最近電話がたぶんできません、⼼配しないでく
ださい。あっさては学校に⾏って、校⻑先⽣と学校の先⽣に会いますから、ちょっと緊張しています、でも、絶対に頑張ります。お体を⼤切にしてね。 皆さんももうホースト
ファミリに着いたでしょう、どうだった︖⼀緒にがんばってね︕
これは⽇本語で投稿されたものです

王玥 ゆえさんの⽇記



学校の友達と

2008.09.11

クラスのみんなは優しい︕︕たくさんの友達が作りました、うれしっかた〜毎⽇話せることがいっぱいあります︕最近毎⽇とても忙しい、勉強もクラブ活動も。。でもとても充
実だと思っています。今学校の⽂化祭がすぐ始まるから、クラスのみんなはとてもがんばっています。今⽇はテニス部に⼊りました、クラスの友達はテニス部の部⻑〜ラッキー
だな〜テニス部の新しい友達も出ました〜３時間も習ったちょっと⼤変だったけど、そんなにがんばって運動するのは始めてです、楽しかった。これからも頑張ります。 おと
といの夜、⾃分で電⾞で家に帰りました、駅に着いたら、もう暗くなりました、家の道が⾒つけませんでした、迷⼦になった。。本当にどうしようかわからなかった。。３０分
ぐらいまわって、ホストファミリのお⽗さんが私を⾒つけました。。ほっとしました。。だから昨⽇と今⽇は家の道をちゃんと覚えて安全に帰りました。。 写真は友達と学校
でとりました、⾯⽩かった〜
これは⽇本語で投稿されたものです

王玥 ゆえさんの⽇記



疲れても楽しかった

2008.09.14

今⽇は休みの⽇だけど、テニスグラブは練習がある。だから朝６時起きて電⾞に乗る。私は学校へ⾏くなら、まず神前駅から和歌⼭駅に着く、それから、乗り換えて、岩出駅に
着く。朝私和歌⼭駅に着いて、クラブの部⻑のメールが来た、内容は”⾬が降っているから、今⽇の練習は休み。”それで、私は家に帰るしかありません、だから、神前⾏きの電
⾞を待って、電⾞の中に⼊りました、電⾞がすぐ⾛るの時、部⻑が電話が来た、”もう晴れたそうです”って。。。私はすぐ電⾞を出て、岩出⾏きの電⾞を待った。でも、この前
乗った岩出⾏きの電⾞はすべて王寺⽅⾯の電⾞、この電⾞は奈良⽅⾯の電⾞、だから、私は岩出駅にたぶん着かないと思いました、もう１回部⻑に電話して、”もう電⾞がない
だ”って。。だから部⻑は”じゃ、今⽇ゆえ（私はゆえと呼ばれる）休みにしようか”と⾔いました。それで、もう１回、神前⾏きの電⾞に乗りました、神前駅に着きました。で
も、家に帰るの途中で、”たぶん奈良⽅⾯の電⾞も岩出に着く、私は間違えたかも。。。”って思いました。それから、部⻑に電話して、確認しました、もう１回電⾞に乗りまし
た、やっと学校に着いた。。⼤変だったなー。。 学校に着いて、すぐ着替えて、テニスの練習をはじめました。もうすぐテニス⼤会だから、みんな⼀⽣懸命がんばっていま
す。とても忙しいけど、いつも私にたくさん助けてくれます。テニスの先⽣もとても優しいです、いろいろ教えてくれました。本当にみんなの世話になりました。。この前ずっ
と簡単な練習をしていましたが、みんなのおかげで、今⽇は少し上⼿になりました、だから、もうみんなと⼀緒に打ち合うできるようになりました、とても暑くてもやっぱりう
れしいと思う。 練習が終わったら、テニス部のみんなは私の歓迎会をしたいから、みんな⼀緒に回転寿司を⾷べに⾏きました。私はハンバーグ寿司とサラダ寿司とか⾷べまし
た、デザートはチョクバナナ、おいしかった︕それから、１１⼈と⼀緒にプリクラをとりました。 帰るの時、私は⾃転⾞ができないから、友達は⾃転⾞で私を駅まで送ってく
れました、中学校からずっと⾃転⾞に乗ったことがありません、本当に⾯⽩かった。。 今⽇はとても疲れても、友達と⼀緒にだから⼤丈夫だ、とても楽しかった。 最初来た
時、ずっと⼀⼈でたくさんのことをしました。友達もなくて⾔いたいことはだれにも⾔えません。寂しかった。。実は私の性格はあんなに朗らかではありません、だからずっと
友達を作れるかどうかわからない。でも意外にたくさんの友達を作りました。みんなはとても熱⼼で親切です、本当にうれしかった、今なんでも話せる友達もできたと思いま
す、私はその友情を絶対に⼤切にします。私にとって友達は宝物です。 最近やっと中国の家族と電話で連絡しました、最初は連絡できなかったとき、やっぱり不安だった、で
も今はもうだんだん慣れました。中国のお⺟さんとお⽗さんに最近の⽣活を⾔いました、お⽗さんとお⺟さんも安⼼したそうです。 これからもがんばります︕︕︕
これは⽇本語で投稿されたものです

王玥 ゆえさんの⽇記



ラッキー︕︕

2008.09.14

昨⽇の夜、仲良しのいる友達とメールをしました。私は”好きな俳優とかいますか”と聞きました、それから、彼⼥が好きな俳優は私が⼀番すきの⽇本の俳優だ︕︕︕この⼈は若
くないから今の⽇本でたぶん⼈気ではないから、私は本当にびっくりしました、中国でこの俳優のドラマと映画をたくさん⾒ました。１２⽉のこの俳優が出演する”⽣存者２５
２”という映画が公開するらしいです、その友達は⼀緒に⾒に⾏こうと約束してくれました。うれしかったなー、本当にラッキーだ、⼤事な友達が同じ俳優が好きって〜１２⽉
楽しみにしています〜
これは⽇本語で投稿されたものです

王玥 ゆえさんの⽇記



英語をちゃんと習いたい

2008.09.18

昨⽇学校はオーストラリアの交流⽣が来ました、クラスのみんなと⼀緒に話しました。オーストラリアの⽣活とか、⾵物とか、いろいろ教えてくれました。そして、本当にきれ
いな英語だった〜交流⽣と話して、⾃分はやっぱり英語が⼤好きだと思いました、中国で中学校の時、もう英語の授業がなくなりました。だから今回⽇本で英語の授業が受けら
れて、本当にめずらしいチャンスと思ってる、これからちゃんと⽇本語も英語も頑張ります︕︕︕ 最近台⾵が来るそうです。。ちょっと怖いそう。。明⽇の体育祭も時間が変
わるかもしれません。。 ⽂化祭は来週の⾦曜⽇です、クラスのみんなは２５００枚ぐらいの写真を撮って、全部並べて、⼤きな笑顔になります。今⽇はできました、本当にす
ばらしかった︕⽂化祭を楽しみにしています〜
これは⽇本語で投稿されたものです

王玥 ゆえさんの⽇記



⾯⽩いこと

2008.09.19

 最近毎⽇電⾞に乗っていますから、⾯⽩いことが発⾒しました。毎⽇同じ時間の電⾞に乗っているから、毎⽇駅で待っている⼈はすべて同じ⼈です、そして、駅で電⾞を待っ
ている時、⽴っている順番も場所も同じです、電⾞に乗って、座るの順番でも毎⽇同じ同じです〜中国の武漢では電⾞がないです、バスも固定な時間がないです。だから、そう
いうこと全然経験したことはありません、本当におもしろいと思っている。  中国では "何か失ったら絶対に何かもらえる”という話がある。そうですね、毎⽇電⾞に乗るのは
５０分ぐらいかかります、ちょっと⼤変だけど、⾃分の⽬で⽇本のいろんなものを⾒られて、⾯⽩いことを発⾒して、これもいい経験になるじゃないですか。
これは⽇本語で投稿されたものです

王玥 ゆえさんの⽇記



体育祭、感動だった

2008.09.23

今⽇は那賀⾼校の体育祭です 本当にすばらしかった。。 そして、⽇本の体育祭と中国の運動会の雰囲気は違いがあると思います。 今⽇の朝学校に着いて、みんなは早く体操服
を着替えました。⼥の⼦は⾃分の髪を頭の上にしました。友達も私をこのような髪型をさせてくれました、⾯⽩かった。 私が那賀⾼校に来る前に、体育祭に出る⼈はもう決ま
りました。だから、体育祭に出ることができません。ちょっと残念でけど、みんなに応援するのも楽しい事です。 元々体育祭は先週の⾦曜⽇に⾏われるですが、台⾵のために
今⽇になりました、みんなはずっと楽しみにしていました。 だから、今⽇はみんなの熱情は⾮常に⾼いだよ、天気はとっても暑くても、みんな⼤声で校歌を歌って、まじめに
ラジオ体操をしました。 中国の学校の運動会では、ほとんど⾛るとか、ジャンプとか、とても普通の試合です。でも⽇本の体育祭はこれだけじゃなく、いろいろな⾯⽩い試合
があります。 名前だけでも⾯⽩いです、”台⾵””三⼈四⾜”とか、全部の試合を⾒たかった。私たちのクラスの組は⻘です、全部５種類の⾊がある。だから、三年⽣でも⼀年⽣で
も、⻘組のみんなに応援しました、⾛る時、転んだ⼈もいたけど、みんなは最後まで頑張りました、それなら、結果はどうなっても⼤丈夫だと思います。 これは試合というよ
り、むしろゲームというほうがいいと思います。みんな⼀所懸命遊びました。 試合は⾯⽩いから、選⼿たちは笑いながら努⼒しました、その試合の過程を全部⼤事にしまし
た。それなら、試合は怖い物ではなく、楽しいことになれる。選⼿たちの⼼の中に、絶対きれいな思い出になれると思っています。 最後は三年⽣全部の⽣徒のホックダンス。
これはみんな⼀番楽しみなのだった。三年⽣のみんなは⼿作りの帽⼦をかぶって、同じ服を着て、歌を歌いながら⾳楽によって踊りました、グランワンドで、三年⽣の男でも⼥
でも担任の先⽣でも、すべてきれいな笑顔だった。⼀年⽣と⼆年⽣はグランワンドに回って、拍⼿したり三年⽣と⼀緒に歌を歌いました。本当にすばらしい画⾯だった。三年⽣
たちは本当に頑張りました。三年⽣たちはもうすぐこの学校を卒業します。だから、絶対この学校で、何か頑張りたいです。今回のダンスを通じて、本当に三年⽣たちはみんな
の前で⾃分の⻘春を残らずに表しました、すばらしかった。 成績を発表したとき、みんなとても緊張だった。 優勝は”⻘組︕︕︕︕”と発表して みんなはすごくすごく喜ん
だ︕︕泣くくらいのうれしさだった。 私は始めて体育祭に参加して、優勝ができて本当に信じられない︕たぶん⼀⽣でもこの⼀回だけと思ってる。体育祭に何も出ないけど、
みんなが⼀⽣懸命頑張ったの姿を深く頭に残しました。みんなの努⼒は本当に⼼から分かっている。だから、この優勝の難しさもよく分かってる、優勝はみんなの努⼒の証明だ
よ。おめでとう、⻘組、おめでとう、２年Ｆ組︕ この体育祭、いい思い出を作ったと思います。これからどこへ⾏っても、みんなの努⼒を思い出して、⾃信を持つようになれ
ると思っている︕ ２年Ｆ組で勉強できてよかった、本当にうれしかった、F組のみんながくれた思い出を⼀⽣でも忘れられません。⼀⽣でも⼤事にしています。
これは⽇本語で投稿されたものです

王玥 ゆえさんの⽇記



奈良⽇帰りの旅⾏

2008.09.24

今⽇、学校のオーストラリアの短期留学⽣と⼀緒に奈良へ遊びにいきました。 私はもう何年間も英語を勉強していないから、オーストラリアの学⽣との交流はちょっと⼤変だ
った。 オーストラリアの学⽣の話を分かってるだけど、⾃分が英語を話すとき、頭の中に全部⽇本語だらけだった。。 例えば、元々”telephone to my family"と⾔いたいです
が、”telephoneする to my family"と⾔ってしまいました。。でも、みんなはとてもまじめに私の話を聞いて、ゆっくりいろいろと私に話しました。本当にやさしかった。 こ
れは⼆つ⽬奈良へ⾏きました。 奈良公園に⼊って、たくさんの⿅を⾒ました、おととし初めてここに来たときもこのような光景だから、なんか親しい感じがしていました。 お
ととしここに来た時、暑くてたまらなかった。でも今⽇の天気はとても涼しくて気持ちいいです︕ 奈良の緑はどこでも⾒えて、⿅もあちこちいて、空気もとても新鮮です。そ
して、奈良は古い⽇本の感じがして、とてもきれいで気に⼊りました。 観光の途中で、オーストラリアのいる⼥の⼦は私に話しかけてくれました、その⼥の⼦の⺟は中国⼈で
⽗はオーストラリア⼈です。そして、５年間も⽇本語を勉強して⽇本語が上⼿だし、中国語も少しできます。すごいです︕私たちいろいろ話しました、⽇本の⾷べ物とか、好き
な動物とアニメとか。。彼⼥はまだ中国へ⾏ったことがないから、中国に興味があります、私も中国についてのことたくさん彼⼥に話しました。いい友達になった。 ⽣まれた
国は違うけど、⼼が通じ合って友達になれる。これは私が⽇本に来て、とても深い感じです。 今⽇は楽しかった、明⽇とあさっては⽂化祭で楽しみにしています。
これは⽇本語で投稿されたものです

王玥 ゆえさんの⽇記



⽂化祭

2008.09.25

おとといは体育祭、昨⽇は奈良の旅⾏、今⽇⽂化祭が始まった。明⽇も⽂化祭。。 今週確かに忙しいですね。 でも本当にたくさんの新しいものを⾒て、学校の⽣活は本当に⼗
分充実だと思ってきました。 今⽇の天気も涼しくてよかった。 この前、ただ⽇本のドラマの中で⽇本学校の⽂化祭の様⼦を⾒たことがある。今⽇は本当に経験して、考えより
もっと⾯⽩い︕⽇本の⾼校⽣の創意は最⾼︕︕信じられないの創意がいっぱい出ました。 まずは私たちのクラス、クラスのみんなは⼀緒に２５００の⻩⾊、⻘い、⾚い、⿊い
の写真をとりました、これを全部順番で並べて、⼤きな笑顔になった。今⽇これを完成した時、やっぱりみんなをびっくりするぐらいかこよかった。みんな本当これを完成する
ためにすごく頑張りました、写真みあるよ。 そして、他のあるクラスは⾃分の教室を飾って、宇宙みたいのスペースになった。中に⼊って、本当に宇宙の中にいる感じだっ
た︕周りの星も⽉もきらきらで光っていました、おもしろかった︕あるクラスは劇です、私と友達はShakespeareの劇を⾒に⾏きました。この劇の服装も道具もよくて学⽣た
ちもとてもまじめだった、すばらしかった︕ 今⽇⼀番すきなのは⾷べ物︕︕たくさんのクラスは⾷べ物の販売をしました、いろいろな独特な⾷べ物があった。餃⼦とか焼きそ
ばとか、アイスてんぴらとか、全部おいしかった︕そして、学⽣たちはほとんど⾃分で料理を作って、⾃分で売って、サービスもとてもよかった、なんかみんな⼤⼈みたいだな
ー︕ 中国では⽂化祭のような活動は全然ないです。だから、学⽣たちの創意と勉強以外の考えはよく発揮できないと思う。⽂化祭は現在の⾼校⽣にとって本当に有意義でいっ
ぱい勉強になれると思っています。今⽇はいろいろ⾯⽩いものを⾒た本当に楽しかった。 明⽇も⽂化祭で楽しみにしています︕
これは⽇本語で投稿されたものです

王玥 ゆえさんの⽇記



最近の⽣活

2008.09.29

先週の⼟曜⽇、和歌⼭県の新聞に私のインタビューが載せました、友達と担任の先⽣との写真も載せました。ちょっと恥ずかしいけど、本当に⾯⽩いと思います。。中国での１
５年、武漢の新聞に載せられたことは全然なかったです、ここに来て、すぐ⽇本の新聞に載せられた、うれしかった。 今⽇は本当に寒くなりました、秋が来ましたね。再来週
に冬の制服を着るそうです。中国の武漢も急に寒くなったそうです、みんな⾵邪を引かないように、体を気をつけてね︕ さっき家に着いた時、埼⽟からの⼿紙をもらいまし
た、これは私たち埼⽟にいる時、街歩きのボランティアの⻘⽊さんからの私の⼿紙の返事︕⻘⽊さんはいろいろ私の⽣活についてのことを聞きました、そして”中国と⽇本の違
いをちゃんと⾃分で感じてください”と書いてくれました。本当に感動だった、うれしかった︕ボランティアたちは私たちをずっと忘れていないだね︕ちゃんと返事をしたい︕
来週は試験です、私は英語と数学と⽇本語と現代⽂の試験を受けます、そして、⽂化祭も体育祭も終わったから、今週はちゃんと勉強しなければなりません、英語はまだちょっ
と⼤変だけど、⼀⽣懸命単語を覚えています、絶対頑張ります︕ 最近おいしい物をいっぱい⾷べました。。もうずいぶん太ってきたかも。。仕⽅ないなー、⽇本のお菓⼦がお
いしいし、家族のお⺟さん料理が上⼿だし。。とりあえずやっぱりこのままにしようか。。＾＾
これは⽇本語で投稿されたものです

王玥 ゆえさんの⽇記



家事が好きになった、ところで、そろそろ試験

2008.10.05

来週は学校の第三回定期試験なので、今週はたくさん勉強しました。数学は難しくないけど、中国でやらなかったことはあるから、⾃分で教科書を読んで、⾃分で習わなければ
なりません。英語も新しい単語がいっぱい出てきました。クラスのみんなも試験のために、とても頑張っています、いる友達は夜５時まで勉強しました、すごいです︕ ⾦曜⽇
の時、⾃分で和歌⼭市のデパートへ⾏きました、このデパートは私が乗り換えるの駅の近くにあります。家族のお⺟さんは最近忙しそうだから、⾃分で⾏きたいです。⽉曜⽇か
ら、学校の授業が終わって、ずっと探しました、でもやっぱり探せなかった。家族と友達は私にとても詳しい地図を描いてくれて、⾦曜⽇の時、もう⼀回探しに⾏こうと決めま
した。私ちゃんと地図を⾒て、やっとデパートを探して、⾃分のほしいものを買いました、うれしかった。 昨⽇お⺟さんは仕事のために、遅く帰りました。だから、お⽗さん
に晩御飯の料理を⼿伝いました。私はにんにくを切って、⾁を炒めました、初めて料理を作りました、おもしろっかた、これからももっと⽇本料理の作り⽅を習いたいです。ご
飯を⾷べたら、私は⾷器を洗いました、初めてだからちょっとゆっくりだった、でもだんだん上⼿になれると思います。中国で私全然家事をしなかった。だから、ここに来て、
勉強以外のものをたくさん勉強できました、中国に帰っても、家事もしたいです。 私毎⽇晩御飯を⾷べている時、家族と⼀緒に⽇本の番組を⾒ています。私本当に⽇本の番組
とドラマが⼤好きです︕本当に⼈を笑わせられると思います。好きな歌⼿と俳優もいつも⾒られる、好きな⽇本の歌もいつも聞こえます。よかったね。 みんなは⽇本での試験
はどうでしたか、すぐ試験に受けるなら、頑張ってね〜
これは⽇本語で投稿されたものです

王玥 ゆえさんの⽇記



テストとコンテスト

2008.10.10

今週は学校の第三回定期テストです。 今⽇はもう⽊曜⽇で私はもう数学２、数学Ｂ、現代⽂、英語２、⽇本語のテストを受けました。 数学には中国で習ったことがない物があ
るだけど、あんなに難しいではないです。テストの前、⾃分で教科書を読んだから、⼤体できました。でも本当に数学の時間が短いだったね、最後の問題を解く時、もう５分だ
け残りました＞＿＜問題を解く時、ちょっと急いで書いたから、たぶん少しの中国語を混ぜてしまった。。先⽣はたぶんちょっと⼤変です。 現代⽂も時間が少なくてただ半分
ぐらい読んだけど、やっぱり考えよりできました。⽂章の意味だいたい分かりました、単語もほとんど⾃分が家で覚えた単語だった。でも、⽇本語の⽂章を深く理解して、ちゃ
んと⾃分の考えをきれいな⽇本語で書くのが⼀番難しいと思います、頑張らなければなりません。 英語は本当に難しかったなー、ずっと単語を覚えていたのに、分からない単
語がやっぱりいっぱい出た。。⽂法の内容も習ったことがないです。。でも英語が好きだから簡単にあきらめない。 今⽇先⽣は１１⽉に和歌⼭県の留学⽣のスピーチコンテス
トを私に参加させたいと⾔ってくれました。あの時、ほとんどの和歌⼭での留学⽣が集まりますから、とても楽しみにしています。今はぜひ⼀⽣懸命原稿を書きます、どうして
も頑張ります。 今週の⽉曜⽇、うちのお⽗さんは私を和歌⼭のお城に連れて⾏きました。お城の中で緑が多くて空気もよかったです。いろいろな種類の花と⽊が植えてありま
す。太極拳をするお年寄りたちも⾒ました。ここにお⽗さんの⼩さい時の思い出がいっぱいあるらしい。お城にたくさん⽇本の国宝があります、お⽗さんは私と⼀緒にこれを⾒
ながら、⽇本のあの時の歴史や⽂化もいろいろ教えてくれました、本当に勉強になりました。お城の上にのぼると、和歌⼭県は全部⾒えます。本当に美しかった。私もこの⼀年
間⽣活する町の様⼦を全てちゃんと⾃分の⼼の中に残したいです。 明⽇は久しぶりにテニスのクラブ活動が始まります、もう２週間もテニスをしなかった、クラブのみんなに
も会いたいです。楽しみだなー＾＾ 明⽇の夜は学校の中国に留学した三年⽣と⼀緒にご飯を⾷べに⾏く、いろいろ話したいだなー〜
これは⽇本語で投稿されたものです

王玥 ゆえさんの⽇記



中国で気づかなかったこと

2008.10.14

私のホーストファミリーのお⺟さんとお⽗さんはお茶が⼤好きなそうです。 だから、先週私は中国の両親から届いた中国の有名なお茶をホーストファミリーのお⽗さんとお⺟
さんに送りました。 このお茶の産地とか種類とかいろいろお⽗さんに紹介しました。 お⽗さんはすぐお湯を⼊れて、温かいお茶を作りました。家族三⼈で⼀緒にこの中国のお
茶を飲みました。 お⽗さんもお⺟さんも”いいにおいがして、とてもおいしかった。”と⾔ってくれてうれしかった。 実は中国で私もいつもお茶を飲んでいました。でも普通の
時、私ほとんどお茶を⽔のようにして飲みました、全然お茶の味をゆっくり感じたことがありません。でも、先週お⽗さんとお⺟さんと⼀緒に同じお茶を飲んだ時、私は始めて
ゆっくりお茶を飲んで、しっかりこの味を感じて、本当にめっちゃおいしかったと思った︕︕ たぶん外国にいて、中国のたくさんの物は私にとって珍しくなりました、だか
ら、中国のものを中国にいる時よりもっと⼤事にしました。中国で気づかなかった事は⽇本でたくさん感じました。これからどこにいても、⾃分の周りの物全部⼤事にしたい︕
昨⽇お⺟さんとお⽗さんに武漢だけあるの”熱乾麺”という麺を作ってあげました。 熱乾麺は武漢⼈が毎朝⾷べて⼤好きなものです。武漢にしかありません。 これを⾷べている
時、武漢のいるみたい。 お⺟さんとお⽗さんはこれを⾷べて、”おいしかった、⽇本の焼きそばみたい”って⾔ってくれた。 私もうれしかった。暇なら、また作ります。 先⽇の
テニス部の練習の時、私冬のズボンを持ってこなかったから、⾒学して基本的な練習をしました。 それにしても、たくさんのことを習えたと思いました。 先輩たちのテニスを
しているきれいな姿を⾒て、⾃分が後ろにまねをする。 近い距離のボールを当てる練習をして、ボールにもっと慣れると思います。 とにかく私のような頭がよくない初⼼者に
とって、基本的な練習が⼤事です。まじめにしなければなりません。 休憩の時、テニス部の友達はたくさんの中国のことを私に聞きました。みんなは中国についてのことをよ
く知っていません。だから、私は中国の現在の社会とか、都会と⽥舎の様⼦とか、若い⼈たちが好きなものとか、中国の学校⽣活とか、私の故郷武漢とか、みんなにたくさん⾔
いました。みんなは初めて聞いたから興味があるそうだった。⽇本⼈の友達をもっと中国のことを知らせできて、私⾃分も本当にうれしいです、これは中国にいる時、⽇本に⾏
って、すごくしたい事だった。 お⽗さんとお⺟さんはいつも中国についての事を私に聞くとき、私時々はっきり分からなくて、ネットで探してから、正しく答えられました。
このことから、中国のことはまだやっぱり私が知らないことがいっぱいあるっとすごく気づきました。もっともっと中国の歴史や政治を勉強して、⽇本⼈に詳しくて正しい中国
を紹介したいです。そして、いろんな⽇本⼈からいろんな⽇本のことも知りたいです。⽇本の⽂化や歴史ももっと知りたい。本当にまだ勉強するものたくさんあるよね。 今⽇
数学２の成績が発表しました、平均点数は５０点で私は７６点がとりましま。⾒間違ったところがありました。今度はぜひちゃんと問題を⾒ます︕今１２⽉のテストに向いて頑
張っています。 今週の⾦曜⽇の遠⾜は⼤阪のユニバへ⾏きます、楽しみにしています〜︕
これは⽇本語で投稿されたものです

王玥 ゆえさんの⽇記



いろんな⼈と話しました

2008.11.04

ずっと⽇記を書かなかった。。 最近本当に毎⽇忙しい。。昨⽇お⽗さんは私を映画館に連れました。初めて⼀⼈で映画を⾒た。＜容疑者Ｘの献⾝＞だった。私中国でずっと⼀
回⼀⼈で映画を⾒に⾏きたかった。ずっと機会がなかった。今度⼀⼈で⾒られて嬉しかった。映画は本当に⼤感動だった︕︕⼀⼈で泣いた〜特別な経験になったと思う（笑）。
みんな時間があったら、ぜひこの映画を⾒に⾏ってね、福⼭さんかっこよかったよ︕ おとといはテニス⼤会ので先週のクラブ練習は⼤変だった、毎⽇暗くなるまで練習してい
ました。みんなはテニス⼤会のために、毎⽇試合をしていた、⼀⽣懸命頑張っていました。私はまだテニス⼤会に出られないから、⼀⼈で壁打ちをしていた。テニス部の先輩が
教えた⽅法によって、毎⽇３時間ぐらいやっていました。⼿も痛かくて練習に疲れたけど、本当に前より上⼿になったと感じました。先輩の⽅法は本当にすごいだなー＾＾
元々私はテニス部のみんなと⼀緒にテニス⼤会に⾏って、みんなに応援しますが、おととい私は中学校３年⽣に対するの学校の説明会に出ることになりました。みんなに応援し
に⾏けなかった残念だけど、説明会も⾯⽩かった。 久しぶりに中国語の⾃⼰紹介をしましたし、みんなに中国語も教えました。みんなは興味があるそうに聞いてくれた本当に
嬉しかった。 最近は毎⽇忙しいけど、いろいろな⽇本⼈に会って話しできました。 私と⼀緒に説明会に出るほかの⼀⼈の⼥の⼦がいる。彼⼥は去年学校の代表としてアメリカ
に２週間のホームスディーをしたことがある。今度の説明会にアメリカの学校⽣活についてのレポートを発表しました。初めて彼⼥に会った時は説明会の練習の⽇だった。あの
⽇練習が終わって、私たちの電⾞に乗る駅は同じだから、⼀緒に駅まで帰りました。彼⼥は可愛くて朗らかなので⼆⼈は始めて会ったのに全然緊張しなかった。私も１っか⽉ア
メリカにホームスディーをしたことがあるから、アメリカについての話をしました。ちゃんと聞くと、実は彼⼥はおととしアメリカに⼀年間留学したことがあると知りました。
２０分間ぐらいの間に、いっぱい話した気がする。学校から駅までの距離もすごく短くなったと思った。バイバイと⾔った時に、また⼀緒にいっぱい話そうと約束しました。説
明会のおかげで、いい友達ができました。 説明会の⽇に、たくさんの中学校三年⽣が学校に来て⾒学しました。説明会が終わって、私は電⾞で帰りました。電⾞の中で、私の
そばに座っている⼥の⼦は中学校の制服を着ているのでたぶん私たちの学校に⾒学したと思った。電⾞にいる時間は⻑いから⾳楽を聴いていました。１０分ぐらい後、そばの⼥
の⼦は急に私に話しかけた︕私は⾳楽を聴いてちょっとぼんやりしたからびっくりしました。その⼥の⼦は”ちょっと聞いていい︖”って⾔った。声が⼩さくて優しそうな⼥の⼦
だった。その⼥の⼦は今私たちの学校と他のひとつの学校どっちに⼊るか迷っている。だから私に学校の⽣活とか、厳しさとか、先⽣はどんな先⽣とか、いろいろ聞きました。
そろそろ駅に着くとき、私は彼⼥に中国の歌⼿の歌を聞いてあげました。”彼⼥は声がいい”と⾔いました。分かれたとき、彼⼥は”今⽇会えて話しできてよかった。”と⾔ってく
れた。私も本当に楽しかったなー。来年の４⽉に学校で彼⼥を⾒られたらいいですね。 昨⽇の夜家族のお⺟さんの親戚のおじいさんは家に来ました。⼀緒に⾷事をしました。
そのお爺さんはもう７４歳なのに、元気で農業についての仕事を興味としてしています。そして、中国のことをよく知っているから、たくさんしゃべりました。そのお爺さんの
話し⽅はちょっ普通の若い⼈と違ってると思う。すごく標準な和歌⼭弁だった。ちょっと分かりにくかったけど、⽅⾔の勉強にもなったよね。（笑）おもしろかった。 今⽇の
午後、お⽗さんの会社の⼀⼈のスタッフは家に昼ごはんを⾷べに来ました。そのスタッフはもう⼆⼈の中学⽣のお⺟さんなんですが、⾮常に若そうに⾒える。特に私が好きな⼥
優⻑澤まさみに似てる︕︕だから私お姉さんと呼んだ。私たちは最近同じドラマを⾒ているから、ドラマの話をいっぱいしました。そのお姉さんはおもしろいからいつもみんな
に笑わせる。今⽇の昼ごはんも楽しくなった。そのお姉さんはまたここに来るから、楽しみにしています。 今の家族は去年ラトビアからのレナという留学⽣の⼀年間のホーム
スディーを受けました。ラトビアはロシアの近くの⼩さな国です。家族のお⽗さんとお⺟さんはいつも私にレナのことを⾔う。レナの写真もたくさん私に⾒せてくれた。昨⽇イ
ンターネットのテレビでお⺟さんはレナと話した時、お⽗さんは私を呼んで、私をレナと話させてくれました。レナの⽇本語がきれいだった。⽇本に来る前に、⽇本語は全然分
からなかった、⼀年間にたって、もう⽇本⼈っぽいの⽇本語を喋れるようになった、すごいなー︕私今の⽣活はレナの⼀年前の⽣活は似てるから、話せる事はいっぱいある。バ
イバイを⾔ったとき、まだまだ話したいことはたくさんあると思った。レナは”いつか和歌⼭に戻って、会いたい”って⾔ってくれた。あの⽇を楽しみだな。ラトビア⼈と中国⼈
は⽇本語で話している。これは本当に不思議なことと思う︕︕全然違う国だけど、他の同じ⾔葉を使って、⾃分の考えを相⼿に伝えできて、相⼿の気持ちを理解できて、これは
⾔語の魅⼒だな︕ 私たちの⼈⽣で、いろんな⼈に会いますね。その⼈たちは私の⼈⽣の⼀部になった。私のいい思い出になった。短い期間でも、また会えるかどうだ分からな
くても、これからその⼈たちを思い出して、きっとあの時は楽しかったと思うでしょう。だから、私はその⼈たちを、未来のいつでも、どこでも忘れません。 今週の⼟曜⽇は
スピーチコンテスト、原稿はもう書き終わりました。絶対に頑張ります︕
これは⽇本語で投稿されたものです

王玥 ゆえさんの⽇記



みんな、久しぶり〜

2008.11.29

久しぶり〜 ずっと⽇記を書かなかっただな〜来週は第四回定期テストなので、最近はめっちゃ忙しかった。 先⽇、和歌⼭県の留学⽣のスピーチコンテストに出ました。⼀ヶ⽉
間かかってスピーチの準備をしました。 あの⽇、学校の先⽣と英語部の学⽣達と⼀緒にコンテストの会場に⾏きました。会場に着いて、私の考えより何倍も⼈が多かった。。
いろんな国の⼈も来ました。元々全然平気な私もちょっと緊張になった。 午前は和歌⼭の⾼校の英語部の英語劇のコンテスト、私たちの学校の英語部の学⽣達⼀⽣懸命頑張り
ました。めっちゃ⾯⽩くてみんなを笑わせました。本当にすばらしかったと思う。でも、残念ながら、強い学校もいっぱいありますから、最後に優勝できなかった、英語部のみ
んなは泣きました、でも、会場の⼈たちはもうみんなの努⼒を⾒ました、みんなの劇もすごく深い印象を残りました、みんなの劇を⾒て、本当に⾯⽩く思って、楽しくなった。
これはもう完璧な劇だった︕︕ 午後は留学⽣のコンテスト。私の出場順番は最後です。原稿はもう何回も家で練習したから、そんなに緊張しなかった。でも、⼀番⽬出場した
学⽣はもう⼀年間⽇本に留学しまして、⽇本語の発⾳はめっちゃきれいだった。内容もいいと思いました。⽅⾔についての内容だった。そして、後の出場した留学⽣ほとんど全
部もう何年間か⽇本に留学したんだ。⽇本語はうまいだけじゃなく、スピーチの内容もすごく深いだった。なんか、⼈性とか、愛とか、戦争とか、犯罪とか。。。いろんな話題
が出ました。私もびっくりしました。⾃分のスピーチよくできるかなって考えた。でもみんなは私に応援しました。ちょっと緊張だけど、やっぱり⾃信を持って舞台に上がりま
した。 先⽣が教えたのとおりに、はっきりでゆっくり話しました。⾃分がここに来た感想、中国と⽇本の違い、周りの⽇本⼈が持っている中国のイメージと中国⼈の⽇本に対
してのイメージ、近年中国と⽇本の外交の発展とか、最後に未来の中⽇友好も望みました。家での練習のように、話したいことを全て間違いなく話しました。考えよりよくでき
ました。みんなも”よかった、よかった”って⾔ってくれました。 突然先⽣は”ゆえ、ホームスデイのお⽗さんが来たよ”って。私びっくりした、お⽗さんは私を緊張させないよう
に、私を知らずに私のスピーチを聞きました。私本当に感動だった︕︕︕ ⾃分の考えと表したいことをみんなに話しできて、みんなはまじめそうに私のスピーチを聞いてくれ
て私にとってもう⼗分嬉しいです。他の留学⽣のスピーチめっちゃすごかったから、私優勝なんか全然考えなかった。 結果を発表した時、意外に私の名前を呼びました。優勝
だった。。ちょっと信じられなかった。。みんな”おめでとう”と⾔ってくれた。もう⼀回舞台に上がって賞状をもらいました。そんなに競争⼒が強いコンテストに優勝できて、
本当に思わなかった。嬉しかった。 そして、休憩の時、いろんな国の留学⽣といっぱい話しました。台湾⼈も会いました、久しぶりに少し中国語で喋りました。新しい友達も
できて珍しい経験にもなりました。 先週⾦曜⽇の放課後、テストに近づいたからクラブが休みになりました。クラブの３⼈の友達は⾃転⾞で私を連れて学校の近くのコンビに
に⾏って、⾁まんを⾷べました。めっちゃくちゃおいしかった︕︕︕４⼈で⾵が強くて寒い⽇にコンビにの外で温かい⾁まんを⼀緒に⾷べて、本当に⾯⽩かった。そして、私を
デパートへつれて⾏きました。⼀緒にソフトクリームを⾷べて、服を買いました。いろんな話もしました。本当に楽しくていい思い出になった〜 先週の⽕曜⽇に担任の先⽣と
２時間の⻑い話をしました。私は⾃分の最近を気持ちとか、感想とか、⾔いたいことを全部先⽣に⾔いました。なんか、ほっとしたみたいな感じだった。先⽣もいろんな意⾒を
くれて私も勉強になりました。 今は友達との仲は前よりもっと深くなったようです。 やっぱり友達と⼀緒にいる時は⼀番楽しいですね〜 最近はゴルフの試合に興味がありまし
た。 ⽯川遼選⼿みんな知ってるでしょう。最近の新聞やテレビにいっぱい出ていますね〜若いし、実⼒も強いし、すごいな。⼀歳だけ年上なのに。。 紅⽩歌会の歌⼿リストも
出ましたね。好きな歌⼿いっぱい出る〜ミスチルとか、コブクロとか、aikoとか、浜崎あゆみとか、羞恥⼼も初めて紅⽩歌会に出られるそうです、楽しみやな〜 来週はテスト
なんだから、頑張らなきゃ。 早く先⽣が来てほしいな〜先⽣たち会いたい〜
これは⽇本語で投稿されたものです

王玥 ゆえさんの⽇記



もうすぐ２００９

2008.12.27

 やっと冬休みが始まりました。  でも、全然暇にならなかった。。クリスマスは普通の休みのように過ごして、２６⽇からクラブが始まった。毎⽇午前中だけなんだけど、
朝は通学の時間で起きなければならない。。ちょっと疲れても、毎⽇の充実さもすごく感じています。  この前学校で、私とデンマークからの留学⽣と⼀緒に⽇本料理の調理
⾃習をしました。炊きご飯とか、おにぎりとか、味噌汁とか。。いろいろ⽇本料理の作り⽅を習いました。ちゃんと覚えて、中国に帰ったら家族や友達に作りたいと思います。
これも先⽣が私たちにくれた宿題です。そして、私は⼈⽣で初めて中国の料理を⽇本の家族に作ってあげました。中国で⼀度も料理作ったことない。。２時間もかかったけど、
最後に⾒た⽬がよくて味もまあまあな料理を出来上がりました。初めて作った料理として成功だったかな＾＾家族もおいしそうに⾷べてくれて嬉しかった〜  最近友達と⼩さ
いとき⾒た漫画やアニメの話をしました。なんか、いろいろ通じてますね〜⼈気だったアニメはほとんど⼀緒だった。たくさんアニメを考え出して、懐かしかった。  先週に
家族のお⽗さんとお⺟さんは私を会社の若い⼈たちの忘年会に連れて⾏きました。いろんな若い⼈に会いました。みんなはかっこよくてやさしくて喋りやすかった。みんなはす
ごく⼤⼈っぽいけど、実はほとんど私より２、３歳年上。この中に、⼤学で勉強しながらお⽗さんの会社でアルバイト⼈もいるし、⾼校卒業してこの会社に就職した⼈もいる
し、美容師になる試験のために頑張っている⼈もいる。みんなは私と同じぐらいの年なのに、もう早く社会に出て、いろいろ体験しました。仕事に対するのまじめさとか、サー
ビスとか、本当にすごいと思います。今の私にとって、全然できない。そして、彼たちは今のアルバイトだけじゅなくて、⾃分の興味があること、⼤学の勉強とか、美容師の証
明書をとるとか、歌⼿になるとか（笑）。。そういう⾃分の夢のために、⼀⽣懸命頑張っています、本当に偉いと思う。みんなとのいっぱい交流を通じて、⾃分にも勉強になっ
たと思います。  ⾷事の後、みんなで⼀緒にカラオケに⾏きました。久しぶりに中国の歌を歌った〜⽇本の歌もひとつ歌った。。⽇本のカラオケでめちゃくちゃ新しい中国の
歌がある︕︕︕びっくりした︕すごいですね〜  最近の体育授業は２⽉のマラソン⼤会のために、全部の内容は⾛ることになった。。３０分の時間でずっと⽌まらなくて⾛
る。運動オンチの私にとって本間に⼤変。。でも、友達と⼀緒にゆっくり⾛ると、この２週間の体育授業全部最後までに⾛りました＾＾でも、たぶんもう限界だったと思う。。
なんといっても、マラソン⼤会までに、このまま頑張っていきたい。  昨⽇いっぱい年賀状を書きました〜中国であんまり書かなかったね。。やっぱり年賀状は去年の感謝や
今年のよろしくの気持ちや祝福をよく相⼿に伝えられるものと思っています。  昨⽇のmusic station超ＳＰ⾒た︖今⼈気な歌⼿、今年の⼤ヒットの曲ほとんど出ましたね︕楽
しみにしてた浜崎あゆみはけがで来られなかった。。残念︕︕︕︕早くなおってほしいな〜〜昨⽇コブクロと絢⾹が歌った時、現場で感動で泣いた⼈めっちゃいました︕︕本当
に歌うまかったみんな感動させた︕最後出たのミスチル最⾼︕︕︕すごく盛り上がった︕桜井さんは⼀緒懸命歌いましたね〜GIFT⼤好き〜〜  最近のクラブの練習量は多くな
った。最初は初⼼者なんだから、⼀番簡単で基本な練習をしていました。でも今だんだんレベル⾼い練習も初めてきました。実はこの前ずっとレベル⾼い練習は私にとって無理
だと思って怖かった。でも、やっぱり頑張って試したほうがいいと思いました。まだまだ下⼿なんだけど、⾃分が後悔しないように、先輩たちに迷惑をかけないように、絶対頑
張りたいと思います︕︕今はもう前より速度は速くなって、⼒も強くなったと感じています︕  ２００８年はもうすぐ終わりましたね。今年の中国は本当にいろいろありまし
たね、中国が⼀⽣でも忘れられない⼀年だったよね︕  私たちここに来て、もうそろそろ４ヶ⽉になったね、⾃分の⽇本の家族とか、学校とか、ほとんど慣れました。これか
ら、⾃分の⽣活をどのようにして充実にするとか、どんなことを体験したいとか、苦⼿な科⽬をどのように⼯夫するとか、しっかり考えたほうがいいと思う。とにかく短くて速
い冬休みに、有意義な毎⽇を過ごすように、ちゃんと計画を⽴て、新しい⼀年に、もっとすばらしい⽇々を過ごしてね〜  新しい⼀年に、先⽣に会いたいな〜 ＰＳ、今もうめ
っちゃ関⻄弁になった。。
これは⽇本語で投稿されたものです

王玥 ゆえさんの⽇記



⼀⼈で病院に⾏ってきた

2009.02.01

最近すごく忙しいからずっと⽇記を書かなかった。 先週の⽉曜⽇の体育授業で普通のようにマラソンの練習をした時、こけた。。 ⾜の膝はいっぱい⾎が出てきた。。。 でも、
周りの⼈はすぐ”⼤丈夫︖”って聞いてくれて、保健室まで送ってくれた本当に感動だった。 家に帰って、膝のけがはちょっと膿んだみたい、⾎だけじゃなくて、液みたいなも
のもたくさん出てきた。 お⺟さんは家の近くの病院に連れて⾏った。 お医者さんはガーゼをつけてくれました。 お⾵呂も⼊れないって。。 そして、ほとんど毎⽇病院に⾏っ
て、新しいガーゼをつけなければなりません。 昨⽇はお⽗さんとお⺟さんは仕事で家にいないから、⾃分で病院に⾏かなきゃ。どきどきでした。 でも、間違いなく⾃分の名前
を書いて、お医者さんの話を分かって、最後にお⾦を払って、順調に終わってよかったと思う。 ⽇本のお医者さんはやさしいですね。 今⾜はうまく曲げられないけど、もう最
初のように痛くなくなった。すぐ治れると思います。皆さん⼼配しないでください。 私も早くテニス部の練習を始めようとしています。 このあいだ、学校は新しい留学⽣はや
ってきました。オーストラリアの⼆⼈と韓国の⼀⼈。みんなは可愛い〜 前の⽇本語の授業で、留学⽣と⼀緒に中国の餃⼦と⽇本のラーメンを作った。 正直に⾔うと、⾃分は中
国でもあんまり餃⼦を作ったことなかった。。ほとんど家族の⼈が作って、私は⾷べるしかなっかた。。だから緊張しながら餃⼦を作った。。オーストラリアの男の⼦は餃⼦を
作るのはめっちゃ上⼿だった。おいしいかどうか微妙だけど、形はきれいと⾔われた。。（笑 みんなと同じ、初めて中国の新年を⼀⼈で過ごした。中国の春晩を⾒ました︖⾯
⽩かったと思う。舞台もすごくきれいだった。⽇本に来て、ずっと⽇本のお笑いを⾒てたから、久しぶりに中国のお笑いを⾒て、めっちゃ笑った。。 ⼤好きなマジックシャ劉
謙も出ました〜すばらしかったでしょう︕ちょっと緊張だったそうと思うけど、評判はめっちゃいい〜よかったと思う。劉謙の不思議で信じられない魔術はまだまだいっぱいあ
るよ︕ぜひ⾒てください〜 後⼆週間ぐらい神⼾で先⽣とみんなに会えるよね、今本当に毎⽇すごく楽しみにしてる〜１５⽇速く来てほしいなと思ってます。 最近インフルエン
ザはけっこう多いから、皆さん引かないように、毎⽇家に帰って、ちゃんとうがいをして、体に気をつけてね︕
これは⽇本語で投稿されたものです

王玥 ゆえさんの⽇記



ほんとに感謝する、残りの半年、⼀緒に頑張ってね

2009.02.19

短くて、クレージーな神⼾旅がこのまま終わった 四⽇間⼗何時間ぐらい寝た忘れられない旅 先週の⽇曜⽇、和歌⼭駅でお⺟さんと暫く別れた後 ⼀⼈でカバンを背負って、重い
荷物を引っ張って、電⾞に乗った ⼤阪駅で乗り換えた時のことを覚えてる 約束した戴蒙ちゃんが⾒えないので、いらいらしてた 戴蒙ちゃんが電話をかけてきた時、嬉しくて嬉
しくて この前、戴蒙ちゃんとはあまり交流、接触しなかったけど 彼⼥に会った時 ⼼の中には親切と安⼼感が溢れてた 電⾞でこの半年の⽣活を語った 戴蒙ちゃんの朗らかな、
楽観な性格は私を感動した ホテルに着いて、久しぶりに皆さんと会った 安⼼感が興奮に取って代わった 皆さんはもっと美しく、もっと格好よく、もっと可愛くなった ⽯ちゃ
ん、博莹ちゃんと⼀緒にいた時、昔の⽣活に戻ったみたいだ ずっと覚えてるよ ⼀緒に神⼾学院⼤学に防災講座を聞きに⾏ったこと 超素晴らしい⼤学⽣に会った ⼀緒に防災未
来センターに⾏った 阪神⼤地震を経験したおじいさんがその悪夢を語ってくれた これで、その⼤地震がもたらしてきたすべてをもっと詳しく、深く理解できた 災難の後の道、
家 そして親戚を失った⼈たちの涙、祈ってる姿を⾒ると また四川⼤地震を思い出した 今、地震⼗年後の神⼾は繁華な、美しい⼤都市になった でも、四川の復興への道がまだ
まだ⻑い 私たちの努⼒と国際の⼈たちの⽀援で 四川の未来がきっと美しくなると信じてる ずっと覚えてるよ ⼀緒に南京路と神⼾塔に⾏ったこと 南京路の中華料理店で、バイ
トをしてる中国⼈がたくさんいる 親しい中国語を話してくれた 神⼾塔近くのデパートで買い物した ⽯ちゃんと⼆⼈であっちこっちに⾛って、道を聞いた 結局集合時間に間に
合わなかった、ほんとにすみません．． ずっと覚えてるよ ⼀緒に舞⼦⾼校に⾏ったこと ⾏く途中、⼀緒にその決めた歌「⼤⼿拉⼩⼿」を練習した 歌詞を読んでみると、確か
にその時の私たちの気持ちにそっくりだった いつかまたこの歌を聞くと、その時の私たちを思い出すと信じてる ⾼校で、勉強になった授業を受けた ⾼校⽣と交流して、疎いか
ら親しくなったまで 簡単な⾃⼰紹介から⼀緒に喋るまで ⼀緒に弁当を⾷べて、⼀緒に考えて、ポスターを作って、発表した ⼀緒にバスで三宮に遊んでいった ⽯ちゃんとぶら
ぶらして、道を探した 初めて⽯ちゃんと博莹ちゃんと⼀緒に⽇本でプリクラをとった そして、傑靴ちゃんと約束した場所で四⼈で可笑しいプリクラをとった 確かに可笑しかっ
たけど、とても⾼かった 夜舞⼦⾼校の⽣徒たちを送ってた時 皆さんは別れを惜しんでた 短い何時間の交流したけど 深い感情を築いた いつか神⼾に⾏く時、また⼀緒に遊ぼう
ずっと覚えてるよ ⼀緒にホテルにいた毎晩 部屋で、⽯ちゃんの踊りを⾒た、驚いた︕︕︕ 博莹ちゃん、⽯ちゃん三⼈で朝まで喋った 半年話したいことを話したけど、まだ⾜
りない感じ 三⼈でパソコンで歌を流して、思い出のある歌を歌った 博莹ちゃんと⼀緒にメールを送った 東京に着いた時、あなたのメールがまだ続いてるようにね〜 そして朵
朵ちゃんと私の魔術ショー ⾃分のレベルがまだまだだと承知してる ⽯ちゃんと⼀緒にお茶を⼊れながら、ベッドで春節夜会を⾒てた ある夜、疲れて、着替えないで、そのまま
寝た 夜４時ごろ⽬覚まして、またシャワーした そして７時４０分まで寝た…私たちの休憩時間よ… ⼀緒にお互いのプリクラを⾒た、⽇本での新しい友達を話した そして傑靴
ちゃんと⽯ちゃん三⼈で、以前のクラスのスレッドを⾒た 以前のたくさんの⾯⽩いことを思い出した 今は違ったクラスにいる以前のクラスメートを思い出した 実は、お腹が痛
いまで笑ってた時、少し感傷な思いがした そして、ある夜 たくさんのお⼋つを買って、部屋でPARTYを開いた 嘉锍ちゃん、越ちゃん、⾖ちゃん、猿ちゃんと⻑く喋った 次の
⽇が分かれるんだから 最後に、思わず悲しくなった ずっと覚えてるよ 皆さんは隈で、朝７時ぐらい起きて、⾶⾏機に乗ろうとする皆さんを送った ⼀緒に歩いて、バスのそば
まで歩いても、分かれがたかった 悲しかった 泣いた⼈もいたけど、ほとんどの⼈は笑顔で分かれた ずっと⼿を振ってた、バスが⾒えなくなったまで それからホテルに戻った
⾃分で離れた時、相当悲しかった 戴蒙ちゃんと分かれて、⼀⼈で和歌⼭⾏きの電⾞に乗った時 だんだん落ち着いた この何⽇間を思い出すと、夢みたい そして、また現実に戻
った、時間の速さがほんとに不思議なものだ 実は、私たち２６⼈は⼀緒にいた時間が⼀ヶ⽉⾜りないんだ でも、また会った時、よく知ってる友達のようだ この半年、皆さんは
⽇本の各地にいるけど 経験したことや、気持ちなどは、ほとんど同じだった 理解し合って、信頼し合って、語り合って ⼀緒にいないけど、⼼が⼀緒だ だから、今は分かれた
けど、悲しまないでね 皆さんは⼀⼈じゃないから、孤独じゃないから 中間研修、皆さんの所からたくさんの勇気とやる気をもらった 今後 努⼒、２６⼈の⽬標を持って⼀緒に
努⼒しよう 楽しい、⾃分の楽しさに２６倍をかける 悲しい、⾃分の悲しさを２６で割る 残りの半年、あっという間に過ぎるんだ 皆さんはこれからの半年を⼤切にして、⼀緒
に努⼒して、励まし合って、助け合うんだ 「⼩⼿拉⼤⼿」の歌詞が好きだ 你⼤⼤的勇敢保护着我 我⼩⼩的关怀喋喋不休 感谢我们⼀起⾛了那么久 我们⼩⼿拉⼤⼿ 今天加油向昨
天挥挥⼿ 我们⼩⼿拉⼤⼿ 今天为我加油 舍不得挥挥⼿ 東京で会ったら、もっと⼤⼈びてる皆さんが⾒えるように

王玥 ゆえさんの⽇記



いろいろ

2009.03.22

ずっと⽇記を書かなかった〜 昨⽇テニス部の三⼈の友達と⼤阪に⾏ってきた。朝９時から夜６時ぐらいまで遊んでいた。 みんなと⼀緒にマダガスカル２の映画を⾒ました。こ
の１を中国で⾒たことがあります。本当におもしろくてずっと笑ってた。もう⼀回⾒たかった。そして、感動の部分もあるよ、みんなも時間があったら⾒てね〜 映画を⾒て、
四⼈でビビンバを⾷べた、韓国料理だそうです。すっごくおいしかった︕︕みんなにお勧め〜 午後はみんな買い物したり、プリクラをとったり、めちゃ楽しかった。あそこは
海のちかくだから、私たちアイスクリームをアイスクリームを⾷べながら海を⾒ていた、すごく気分がよかった。 四⼈とも違うクラスなのに、クラブのために知り合って、仲
良くできて、本当に珍しい友情だなと思っていました。 最近ほとんど午前中授業やから、クラブは毎⽇４時間ぐらい練習しています。⼤変だった。でも、しっかり考えると、
ここに残りの時間はわずか四ヶ⽉しかないんだね、後悔しないように、もうちょっと頑張ろう〜 先⽇、卒業したテニス部の先輩たちのために、私たちはパーティを作りまし
た。みんなは⾵船や花で教室を飾ったり、先輩たちに⼿紙を書いたりしていた。そして、トトロの歌”未来へ”をみんなで練習していた。この歌は中国語のもあるから、すぐ歌え
るようになった。 先輩が来る時、きれいな教室を⾒て、びっくりしたそうです。私たちはほとんど泣きながら歌を歌いました。最後にみんな⼀緒に”先輩、⼤好き”と⾔いまし
た。そして、⽤意した花束や⼿紙を先輩たちに渡しました。先輩たちもすごく感動したそうで涙も流れました。。 あたしがここに来たとき、先輩たちはほとんど受験勉強でク
ラブに来ていなかった。でも、毎回遊びに来た時、いつもあたしにたくさん話してくれて、教えてくれました。⼀緒にいる時間は少ないけれども、先輩たちに本当にお世話にな
ったと思っている。先輩たちからなんかテニスのやる気をもらいました、これから頑張らなければならない。 先輩が⼤好きです︕ 最初からずっとお世話になった英語の先⽣加
藤先⽣も仕事の原因で他の学校に⾏くことになりました。悲しかったです。 最初学校に来た時、毎週の⽔曜⽇の午後は加藤先⽣と話す時間。最初のとき、⾃分はまだ慣れない
ことがいっぱいあって、先⽣はいつも私のことを聞いてくれて、たくさんの意⾒をくれました。加藤先⽣に⼼からの感謝です。 最近冬のドラマはだいたい終わったそうです。
そろそろ春のドラマが始まっていく〜まちゃ楽しみにしています。 みんなは⽇本のお笑いを⾒ていますか。猿ちゃんからはんにゃを知りました、おもしろいと思うよ。オード
リも⾯⽩いと思う。⽇本のお笑いはまだわかりにくいかもしれないけど、⾒れば⾒るほど、その中の⾯⽩さもだんだん分かるようになれると思っています。 ２Ｆはもうすぐ終
わりになります。 来週の最後の⼆⽇間、絶対⼤切にします。
これは⽇本語で投稿されたものです

王玥 ゆえさんの⽇記



２Ｆ、半年間ありがとう︕

2009.03.25

昨⽇は２Ｆで最後の⽇。。 みんなは泣いた。。 担任の先⽣とクラスの何⼈かが２Ｆの⼀年間のいろんな写真でＤＶＤを作りました。 ２Ｆの４４⼈は全部そのＤＶＤにいます。
みんなは⼀緒にこのＤＶＤを⾒ながら、あの時のことを考え出しました。 おもしろいこと、楽しいこと、頑張ったとこ、感動したこと。。。全て考え出した。。 ＤＶＤの最初
は学校の⾨、２Ｆに⾏くの階段、２Ｆの廊下、２Ｆの教室のドアの全部の写真。 これは本当に毎⽇学校に⼊って、必ず歩いているの道。これを⾒て、初めてここに来るときの
あたしを考え出した。担任の先⽣は私を連れて、２Ｆに⼊った。 不安と緊張な気持ちがいっぱいあって、どきどきして⾃⼰紹介をしました。 でもあの⽇、みんな本当にやさし
かったね、何でも教えてくれたし、親切だった。男の⼦もおもしろくてあたしめちゃ笑ってた。。笑。 球技⼤会の時、あたしまだここに来てなかった。みんなの写真を⾒て、
笑顔がいっぱいで、すごく楽しそうだった。 体育祭から、２Ｆの写真であたしが現れました。。笑 あの⽇は暑かった。。＞＜ 友達はあたしに団⼦の髪型をやってくれたけど、
失敗しました。。笑。。でも、おもしろかった。 みんなは本当にすごく頑張りましたね、あたしも頑張って応援しました。 最後に２Ｆがいてる⻘組は優勝できて本当によかっ
た。 ⽂化祭、私たちのクラスは２５００枚の違う⾊の写真を並べて、⼤きな笑顔の写真展⽰を作りました。 その笑顔は４４⼈の⼆ヶ⽉の努⼒が⼊ってると思います。 最後の表
彰で、２Ｆは何も得れなかったけど、私の⼼で、これはもう最⾼の作品だ︕ ユニバと海の遠⾜もめちゃ懐かしい︕ ユニバで⾷べたり遊んだりして、海でのきれいな景⾊、今で
も覚えています。あの海をみて、気分もすごくよくなった。 ＬＨＲでの植物採集〜いい天気だったね、冬の晴れだった みんなはお菓⼦を持って、学校から歩いて神社に⾏っ
た。 神社の近くで、ゲームを遊んだ。寒い冬の⽇なのに、いっぱい汗をかいて、楽しかった︕︕ お菓⼦もおいしかった。 マラソン⼤会、みんなは⼀⽣懸命最後まで頑張りまし
た。 すごかった︕︕ あたしは怪我でタオルを配って⾛れなかった。 その代わり、２０００字ぐらいのレポートを書きました。。 これもいい経験だったかな。。笑 中国で全然
運動できなかったあたしは、今⻑い⾛るにも、バレーボールも、バスケットボールも、本当に上達したと感じています。これは本当にみんなのおかげでですね︕最後の体育の授
業、みんなと⼀緒にバレーを遊んで、初めてバレーの楽しさが感じました︕︕痛かったけど、本当にたのしかった︕ そして、 朝教室に⼊って、おはようを⾔ってくれたみんな
放課後、バイバイを⾔ってくれたみんな みんなと喋ってたの休憩時間、 ⼀緒にお弁当を⾷べる時間 教室から移動する時間 写真いっぱい貼っている教室の壁 ちょっと開きにく
いの後ろのドア 昼休みいつもくさいにおいがするの教室 全て忘れません︕︕ みんなはたくさんの思い出を作ってくれて本当にありがとう︕ 半年間速かったですね。。 今ＤＶ
Ｄ⾒て、全てのことはまるで昨⽇のことのようです。 ２Ｆでの思い出、楽しいことばかりだった。 それほどいいクラスに⼊って、あたしのラッキーだ︕ みんなが教えてくれた
こと、助けてくれたこと、⼩さな事でも、私ちゃんと覚えています。 中国に帰って、家族や友達に伝えたいです。 担任の先⽣は川⼝先⽣と岡ミ先⽣でよかった︕︕ 岡ミ先⽣と
あまり喋ったことがないけど、おもしろくていい先⽣と思っています。 川⼝先⽣はいつもイベントの時、私たちの写真をいっぱいとって、カメラで私たちの思い出を残してい
ました。 とても感動です︕ いつも私たちの気持ちをよく分かってくれて、私たちのことを⼤切に⾒ているすばらしい先⽣と思っています。 ⼀年間本当にたくさんお世話になり
ました。 お疲れ様でした︕ 本当に⾔葉にできないの⼤感謝です。 みんなは三年⽣になって、それぞれ⾃分の選択によって新しいクラスに⼊るわけですね。 川⼝先⽣はみんな
三年⽣になって、⾃分の⽬指す⽬標に向かって頑張ってと⾔ってくれましたね。 あたし、写真の中で２Ｆのみんなの笑顔を⾒て、頑張ってる姿を⾒て、エネルギーがもらえま
す。 ＤＶＤの最後に扇で書いた⾔葉のように、⾃分の夢を諦めるな。みんな、三年も⼀緒に頑張ろう︕ 三年⽣になっても、クラスが離れても、２Ｆはずっと私の⼼にいます。
⼀⽣でも忘れません。 去年の九⽉から今まで、２Ｆのみんなと過ごすことができてすごく嬉しかった︕ この半年間、２Ｆのみんないるから 楽しかった 最⾼だった ありがとう
ございました。
これは⽇本語で投稿されたものです

王玥 ゆえさんの⽇記



⼼連⼼ウェブサイトの上のゲームについて

2009.03.31

新出したその留学のゲーム〜 みんながきっと遊んでみて〜真実で、⾯⽩いです〜〜 でも最後に帰国する⼀環はそんなに順調ではありません。。 みんなにはこの現象があるよう
ですね。。 修復できるかどうか分かりません〜。

王玥 ゆえさんの⽇記



⾹名と演奏会に⾏った

2009.04.19

今⽇⾹名と⼀緒に那賀⾼校の吹奏部の演奏会に⾏った〜 初めて⾹名との制服以外のデート〜 ⾹名めっちゃ可愛かった。。さすが〜 吹奏部の友達は三⼈います。 いつも学校で
みんなはこの演奏会のために頑張っている姿を⾒ていた。 静かな曲をうっとり聴けました。 熱い曲はすごく盛り上がって、雰囲気はめちゃよかったです。 その中のダンスもお
もしろくて、楽しかった〜 本当に震撼で感動しちゃった。 本当にみんなすごいなと思った。 その後は⾹名と⼀緒に駅の中で買い物した。 ⼆⼈ともおそろいのやつを買おうと
思ってた。 それで、めちゃくちゃおもしろいやつを発⾒した︕︕ ⾛っているエルモのやつ。 これを⾒て、⼆⼈ともめちゃ笑った。。＾＾ 本間におもしろい〜（写真ある） こ
れを⾒たら、絶対⾹名のことを思い出せる。 だって、⾹名に似てるから。笑 ⾹名と⾹名のお⺟さんはこれを買ってくれました。 ⾹名、⾹名のお⺟さん、ありがとうね〜 今ち
ゃんと置いとくわ、中国に帰ったら使う。 絶対⼤事にする〜 それから、マックで⾷べました。 窓に近いところに座って、いろいろ喋りました。 ⾹名と⼀緒にいて、すごく楽
で楽しかった。 外はだんだん暗くなって、夜景はきれいに⾒えた。 時々⾹名のことを思い出して 不思議だと思う。 最初から今まで 全然知らない⼈から今のように⼤親友にな
ったまで。 ⼆⼈の間に、絶対何かつながっていると思う ⾹名はいろんな思い出を作ってくれました。 その友情を⼀⽣⼤事にします。 ご飯を⾷べて、⼆⼈はゆっくりと駅に歩
いていきました。 その途中で、誰かに呼ばれて、何か落としたって 後ろに向いて、地⾯を⾒て、ひとつのバナナだった。笑 その⼆⼈の男は⾃分はマジシャって⾔って、マジッ
ク⾒せたいって。。 あたしと⾹名は急いでなかったから、この⼆⼈のマジックを⾒ようとした。 この前劉謙のためにマジックにめちゃ興味があった。 この⼆⼈のマジックも⾯
⽩かった。 突然⼝からトランプが出てきたのをびっくりした。。 しかも劉謙のこと知ってるって⾔ってくれてびっくりした。 嬉しかった。 でも最後はメール交換って。。 ち
ょっと怖かった。。笑 ⾹名魅⼒的〜 それから、⾹名とちょっと喋って、電⾞に乗って家に帰った。 今⽇また楽しい⼀⽇になりました。 ⾹名と友達になれてよかったと思いま
す。 ずっと仲良くしていきたい。 ⾹名が⼤好き。 今⽇はいい感じな⼀⽇だった。 笑
これは⽇本語で投稿されたものです

王玥 ゆえさんの⽇記



無事に武漢に着きました

2009.07.28

今⾃分の武漢の家で⽇記を書くなんて まだ不思議な感じ。。 先週和歌⼭駅で、学校の友達三⼗⼈ぐらい駅まで送ってくれて本当にドラマみたいなシーンでみんな泣いた。 東京
⾏きの新幹線で、みんなからの⼿紙を読みながら、送別会でみんな歌ってくれたあの歌を聴いていました。 涙は⽌まらなかった。 その⼀年間、みんなとの出会いは私にとって
⼈⽣の宝物です。 困ったときに助けてくれた⼈、寂しいときに話しかけてくれた⼈、分からないときに教えてくれた⼈、みんなに感謝しています。 その⼀年間の嬉しいとき、
楽しいとき、つらいとき、寂しいとき、悲しいとき、みんながそばにいることを ⼀⽣忘れません。 わざわざ東京まで送ってくれたホストファミリーのお⽗さんに感謝していま
す。 どんなに忙しくても毎朝おいしいお弁当を作ってくれてたお⺟さんに感謝しています。 ありがとうございました。 東京の研修は短かったけど、すっごく楽しかった。 み
んなとのすばらしい思い出が増えました。 空港での別れはすごく急ぎましたから、先⽣たちやみんなとちゃんとさよならできなかった。。 とても残念でした。 でも本当に先⽣
たちやみんなとまたいつかどこかで会えると 絶対信じています。 その⽇のために、⼀⽣懸命頑張ります。 今武漢にいて、こっちの学校の勉強など、いろいろ⼤変そうですが、
⾃分の⽬標に向けて諦めずにみんなと⼀緒に頑張っていきたいと思います。 清⽔先⽣、⼊り⽮先⽣、⼩島先⽣、⼭崎先⽣、佐治先⽣、橋本先⽣、⼀年間お世話になりましてあ
りがとうございました︕
これは⽇本語で投稿されたものです

王玥 ゆえさんの⽇記



お久しぶりで〜す︕郵便物が届きました︕＾＾

2010.03.23

 今⽇は交流センターからの報告書とアルバムが家に届きました。本当にびっくりしてすっごく嬉しかった︕︕  そのアルバムと報告書を読みながら、私たちの⼗⼀ヶ間⽉の
留学⽣活をもう⼀回振り返ってみました。本当楽しい事や⾟い事、すべて私に思い出させて、涙も湧いてきました。本当に私たちはいろんなことを⼀緒に経験して、⼀緒に成⻑
できましたね。  今は林ちゃんと同じ、トフルの試験の為に毎⽇英語の勉強をしている。いつも夢の中でも英語の単語を覚えている。。（笑）試験の⽇はどんどん近づいてき
たから、今はすごく不安です。どんな成績が取れるか全然分からない。。でも今⽇は報告書とアルバムを読んで、あの時の私は今より何倍も⼤きい困難を乗り越えたねって気づ
いた。だから⾃信を持って、⼀歩⼀歩前へ進めばいいですね︕  私の⽇本のクラスの友達は今みんなが卒業しまして、たくさんの友達は⾃分が好きな⼤学に合格した。ずっと
メール交換しているんで、友達から⼤学に合格したっていうメールを読んだ時、私もすごく嬉しかったです。そして、いつも⽇本の友達はメールで私を応援している。⽇本のお
⽗さんとお⺟さんもいつも電話で私を励ましてくれている。  私は交流センターんの先⽣やホストファミリーや学校の先⽣と友達の期待を忘れずに、夢に向かって頑張ってい
きま〜す︕  交流センターの先⽣たち、こんなすばらしい報告書とアルバムを作ってくれて本当にありがとうございます。私は絶対⼀⽣の宝物にします。
これは⽇本語で投稿されたものです

王玥 ゆえさんの⽇記



最⾼な⼀週間

2010.05.24

 みなさん〜︕︕お元気ですか︖︖  先週、私の⽇本のお⽗さんとお⺟さんは武漢まで遊びにきました︕︕本当に本当に感動して楽しくてたまらない⼀週間だった︕︕ 始め
の⽇に、私と中国の親と親戚たちと⼀緒に空港まで迎えにいきました。花束を持ってドキドキしながら⽇本のお⽗さんとお⺟さんを待っていました。出⼝から出てきたお⽗さん
とお⺟さんの姿を⾒た時、嬉しくて涙も出てきた。中国の親と⽇本の親は初対⾯ですけど、まるで以前からの友達のように抱き合って、たくさんの話をしました。お⽗さんもお
⺟さんも元気そうで本当によかった︕  私たち⼀ヶ⽉前からこの⼀週間のスケジュールを⽴て、便利なホテルを探して、家族全員が⼼から⽇本のお⽗さんとお⺟さんの到来を
楽しみにしていました。  そして⽇本のお⽗さんとお⺟さんと⼀緒に船に乗って、三峡に遊びに⾏きました。船でいろんなおもしろい出来事があったり、家族といろんなこと
を喋ったりすごく楽しく過ごせました︕ ⽇本のお⽗さんとお⺟さんは⻑江の雄⼤さにびっくりして、中国の広さに感⼼したそうです︕   三峡から帰ってきて、私と中国の
親、いとこのお姉ちゃん、親戚たちのおばちゃんやおじちゃんたちは⽇本のお⽗さんとお⺟さんを武漢の観光地や繁華街を連れて⾏きました。武漢は本当に和歌⼭と違って、⼈
や⾞がいっぱいあると⾔いました。武漢の有名な料理もおいしいと⾔ってくれて本当によかった︕  最後の⽇には、家族の親戚たちがみんなおばあちゃんの家に集まって、⽇
本のお⽗さんとお⺟さんのために料理を作りました。ギョーザもみんなで作りました。 ⽇本のお⺟さんと私のおばあちゃんと初めて会ったとき、⼆⼈の⼿がきつく握り合っ
て、話しながら涙が出てきた。その瞬間、私は思っていた。⾔葉が通じなくても、⼈の感情や⼼は私たちが⾒えない絆でつながっているんだね︕これは⾔葉で伝えても、伝えき
れないぐらい⼤きくて深い感情なんだ。 ⼩さい時ずっとおばあちゃんと⼀緒に暮らしてたから、すごく仲いいです。最初⽇本に⾏ったとき、おばあちゃんは毎⽇⼼配して眠れ
なかった。でも私はいつもおばあちゃんに電話して、⽇本のお⽗さんとお⺟さんは私にすっごい優しくて、何でも思ってくれてるっておばあちゃんに伝えたから、おばあちゃん
は安⼼した。だから今回もずっと前から⽇本のお⽗さんとお⺟さんが来るのを期待してて、⼀秒も早く会いたがっていた。  家族みんなで最後の晩御飯を⾷べるとき、⽇本の
お⽗さんは、本当に神様が私たちこの⼆つの家族に縁をくれて、⼀緒にここに座って、ご飯を⾷べられるやな〜って⾔いました。そして中国に来る前に、やっぱり中国に対して
分からないことがいっぱいあって、偏⾒を持ったところもありました。でもこの⼀週間を通じて、中国に対しての考え⽅もだいぶ変わって、中国の歴史をもっと勉強したくなっ
て、また何度も中国に来たいと⾔ってくれました。それは私にとって本当に⼀番嬉しいことです。   ⼀週間が経つのが速かった。今朝家族と⼀緒に空港までお⽗さんとお⺟
さんを⾒送りに⾏った。中国のお⺟さんは悲しくなって泣いてた。私も本当は泣きたかったんですけど、またもうすぐ会えるって思うと我慢してた。こっちの家族も⽇本のお⽗
さんとお⺟さんを会いに⾏くし、⽇本のお⽗さんとお⺟さんもまた中国に来て、⼀緒に九寨溝に⾏くって約束したし、会える機会がまたいっぱいある︕やっぱり笑顔でお⽗さん
とお⺟さんに⼿を振ってバイバイと⾔いました。  三峡の船で⽇本のお⺟さんと話をした時、お⺟さんは ⼈は誰かに幸せをしてもらうじゃなくて、幸せは⾃分で決められる
ものなんだ と⾔いました。私はそれがすごくいい⾔葉だと思っています。今回⽇本のお⽗さんとお⺟さんが武漢に来て、家族の⼈と⼀緒に喋って、笑って、感動して、そのす
べての⼩さいの出来事は私にとって最⼤の幸せです。その幸せは私の成⻑をさせました。 本当に⽇本のお⽗さんとお⺟さんとの出会いを感謝しています︕︕    皆さんと交
流センターの先⽣たちは元気にしていますか︖＾＾  私と⽯⼦ちゃんは７⽉に東京の⾔語学校に⾏って⽇本の⼤学の⼊試を準備します。来⽉⽯⼦ちゃんと上海の万博を⾒にい
きます︕これからも⼀⽣懸命頑張ります︕︕また⽇本で会いましょうね〜︕︕︕
これは⽇本語で投稿されたものです

王玥 ゆえさんの⽇記



みんな、お元気ですか︖︖

2010.07.30

みんな〜〜 お久しぶりです〜〜＾＾ 私と⽯⼦はやっと⽇本に戻ってきましたよ〜 今は毎⽇東京の⾔語学校に通っています︕ ⼆⼈とも元気に⽇本の⼤学に向けて頑張っていこ
うと思っています。 来⽉⽯⼦と国際交流基⾦に⾏きます︕ 先⽣たちに会えるのを楽しみにしています。 みんなはどうですか︖夏休みはどう過ごしますか︖ 最近暑いから熱中
症にならないように体に気をつけてね︕ また⽇本に来る時連絡してね〜︕ では、お元気で︕
これは⽇本語で投稿されたものです

王玥 ゆえさんの⽇記



再会は試験⽇︕︕

2010.11.16

昨⽇⽯⼦と⽇本留学試験を受けに⾏った〜︕ この何ヶ⽉間で⽯⼦といっぱい勉強してきてその⽇がやっと来ました︕緊張しすぎて前の夜全然眠れなくて試験中におなかも痛か
ったけど、最後まで頑張りました。⼆⼈ともいい結果が出ますようにと祈っています。 さて、⾖ちゃんと同じ試験場なので⼀年半ぶりに再会できた︕︕まさか再会は試験の⽇
とは思わなかった︕︕⾖ちゃんは元気そうでよかった︕相変わらず可愛かったです＾＾ 試験が終わったの帰りに三⼈でいっぱい喋れて楽しかったです︕︕ 写真はとれなかっ
たんでちょっと残念ですが、今度秋葉原で遊ぼうと約束した︕楽しみん〜〜 やっと留学試験が終わって楽しみたいことがたくさんある〜︕観たい映画もいっぱいあるし、KinKi
Kidsの年末コンサートも⾏きたいです︕︕今年KinKiの⼆⼈に会えたらいいな〜〜 ちなみに１２⽉１⽇に発売されるKinKiのニューシングルは剛作詞、光⼀作曲で本当に素晴ら
しい曲なんです︕︕ぜひみんな聞いてくださいね〜〜 ⽯⼦と⼆⼈で暮らせる時間がわずか四ヶ⽉しかなくなったな〜 そう思うと寂しくなっちゃう。。Ｔ＿Ｔ これからは⼆次
試験︕︕これもすごく⼤切だ︕︕ 受験のみんな、頑張ろう〜〜︕︕
これは⽇本語で投稿されたものです

王玥 ゆえさんの⽇記
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