
はじめまして~どうぞよろしく~

2009.09.02

今⽇は東京での⼆⽇⽬。あいかわらずさっぱり⽇本語はわかりません。ユーウツ︕頑張るしかないよね︕でも昨⽇はぐっすり眠れました。疲れていたからか、何もかもが新鮮だ
からかな。まだホームシックにはなっていないよ〜〜ハハ︕でもこれからも頑張っていかなきゃ。両親とも無事な帰国を待ってくれているしね〜頑張るぞ︕はじめまして、どう
ぞヨロシク︕みんな、良い友達になって、⼀年間、楽しく過ごそうね︕

王菊⼒慧さんの⽇記



みんな到着︕

2009.09.06

昨⽇...ツライけれどわたしたちはみんなそれぞれの場所に旅⽴っていきました。でも、ここのお⺟さんはとても良い⽅です︕すごくリラックスできました〜〜みんなはどうか
な︖なんだかもうホームシックです。情けないよね。でも、がんばるぞ︕みんなもね︕私たちは最⾼の友達なんだから、また⽇本で会える⽇を楽しみにしてようね︕楽しい毎⽇
を︕ここではすごく良くしてもらっているので、私のほうは⼼配要らないよ〜〜じゃあ、バイバイ︕

王菊⼒慧さんの⽇記



今の...私達

2009.09.13

学校⽣活楽しい︕友達もたくさんできたよ〜〜皆ほんとに良い⼦︕でも、部活はまだ決めてないんだ。皆にハンドボール部やバスケ部、ダンス部を勧められてる︕他にも⾊々。
困ったなあ。私はどれでもいいんだけど〜何か特別なことをやってみたいな〜。中国にはないようなもの︕ふう・・・何でも良いか︕ あとは、今⽇本ではＨ１Ｎ１型のインフ
ルエンザがすごいことになってるんだよ〜。いくつかの学校でももう⼤流⾏しちゃってるみたい︕皆も気をつけてね︕愉快に来て、無事に帰ろうね︕それと〜今私数学以外の授
業はほとんど聞き取れない・・・どうしよう︕でも努⼒するよ〜。きっとさ・・皆も同じだよね︖フフ。諦めずに頑張ろう︕︕ 2/3⽉の中間研修、毎⽇楽しみにしてるよ〜早く
皆と再会したい︕その時にはきっと皆⼤成⻑してるよね︕頑張ろうね︕ フフ。それじゃあ、またね︕

王菊⼒慧さんの⽇記



疲れた︕︕︕⾒て︕

2009.09.13

私はどうしてここにきたのかな︖今ツライのは体ではなくて、さびしいこと︕みんなどうしてる︖⼿紙を書くこともできないのかな︖パソコンがないって悲劇だな。みんなの仲
間に⼊れなくて…ナンちゃって、冗談だよ︕ちょっとみんなと話がしたかっただけ〜難しいよね︕︕フウ・・・・・・

王菊⼒慧さんの⽇記



⼼配...

2009.09.25

ああ、どうしよう、今⽇いきなり試験に参加させられた。そのうえ，，，ぜんぜん準備なし。でも⼤丈夫、やってのけますよ。はじめは皆通る道でしょうけど、ちょっとつらか
ったです。えもいわれぬあの恐怖感。 ここでの成績が最低なのではと⼼配で、もしそうでなかったらぜんぜん落ち込まないのですが、でもこのちんぷんかんぷん、さっぱりわ
からないのには本当にがっくりきますよ︖︕数学はまあちょっとはできるでしょうが、私の学校では物理化学はないし、これはどうすれば．．．ほかの⽇本史、世界史、古典、
現代⽂などは⾔うまでもなく、聞くだけでもう超憂鬱。この階段をこえるのにあとどれだけかかるやら…。でもやっぱり努⼒しなきゃでしょう。誰が⾃分にここを選ばせたにせ
よ、まだまるまる１０ヶ⽉あるんだし．．．帰るとき得る所があるようにしなきゃ、でなきゃ無駄⾜だもんね。 試験もいくつか受け終わり、数学や英語、世界史など皆受けま
した。だからいつも⾃分をしからないで、プレッシャーになってしまいます︕気持ちを発散する場所もみつからず、この感じわかります︖でもまああそこでの⽣活に⽐べたらと
ても良くて気に⼊っているし、その上だんだんなれてきた感じがしますしね。きっとすぐにしのげるようになります。 部活はまだ決めていないですが、私の学校には剣道や武
道部はなくて、普通の体育活動が多くなるだけでしょうから、まだ考慮中です︕ 今回の修学旅⾏はいけなくて本当にがっかり，，，もう何も⾔いません。誰がそうさせるの
か、誰にでも思い通りに⾏く・⾏かない物事はあるものですね、きっと。でも⾃分は乗り越えていきますよ︕ うん、ガンバレ︕

王菊⼒慧さんの⽇記



いま わたくしは ひとり〜

2009.09.25

初めて⽇本語でにっきいおはっぴょう します。ちよっと難しいな〜ときどき単語お⾒つかれない、こまったな︕きようは気持が悪い。でも、もうだいじょうぶだよ︕⼼配しな
いで〜 じゃ、いようはここまでよね︕またね〜
これは⽇本語で投稿されたものです

王菊⼒慧さんの⽇記



ホームステイ

2009.09.26

ホームステイ 河北武⾢中学  趙煉達 8⽇間の⽇本の旅は瞬く間に過ぎ去っていった。忘れられない思い出がたくさんある。初めて⾶⾏機に乗ったあの感動、⽇本の環境への
陶酔、⽇本経済の発展に対する驚き。しかし、やはり⼀番⼼に残っているのは、たった2⽇間の、でも⼀⽣忘れることがないであろう、あのホームステイの⽇々だ。 9⽉11⽇の
⼣⽅、僕達は焦りながら、また不安を感じながらホストファミリーが来るのを待っていた。とても気持ちがざわついていた。息⼦さんとは⾯識があり、⼝数は少ないがとても親
切だということもよく分かっている。でも、だからといって彼の家がどのような雰囲気なのかまでは分からない。もしかしたら、という思いが頭をよぎる・・・ 不安な気持ち
でホストファミリーと対⾯した時、僕はその不安がただの取り越し苦労であったことに気がついた。僕を迎えてくれたお⺟さんの会⼼の微笑みで、僕の不安は⼀瞬で吹き⾶んで
しまったのだ。お⺟さんは、最初から最後まで、常に慈愛に満ちた微笑を浮かべていた。とても温かい、優しさに溢れた微笑を。 家に着くと、お⺟さんはまず僕の部屋を⾒せ
てくれた。その後は僕の⼀⽇の⾏動の習慣や好きな飲み物のことまで詳しく聞いてくれた。僕が⽩湯を飲みたいといえば、⼤急ぎでお湯を沸かしてもってきてくれる。フローリ
ングの床が、パタパタとなる度に、それがお⺟さんの優しさの⾳に聞こえて、とても嬉しく温かい気持ちになった。 晩御飯の後、たくさんの話をした。中国と⽇本のグルメ
（家族の皆はとても中華料理が好きで、お⺟さんと⼀番上のお姉ちゃんは中国に⾏ったことがあるほど中華料理が⼤好きだそう。）や、息⼦さんが⼤学に進学すること、川端康
成や村上春樹のことまで話した。僕らは英語や漢字を使ってコミュニケーションをとった。英語はあまり得意ではないらしいが、僕の為に真剣に辞書を引いて調べてくれてい
た。その光景を眺めていた僕は、まるで本当に⾃分の家にいるような温かさを感じた・・・・・・ ⼆⽇⽬は朝ごはんを⾷べた後に、貴⼤（息⼦さん）と真⼦（下の娘さん）と
⼀緒に海を⾒に⾏った。海⾵が運んでくる太平洋のしぶきを顔に浴びると、えもいわれぬ⼼地よさであった。波が寄せては引いて⾏くのを⾒ながら、僕と貴⼤は浜辺で話を、真
⼦は砂遊びをしていた。今あの瞬間を思い返してみると、本当に絵画から⾶び出してきたような美しい瞬間であったと感じる。 それから家族全員で浜名湖へ遊びに⾏った。数
百メートルの崖の上から、遠くを⾒渡す。鏡のような浜名湖と、浜松城を眼下に、僕らは記念撮影をした。その写真が映し出したものは、浜名湖と同じように美しい、温かい家
族のつながりだった。 夜、僕は真⼦とお⽗さんと⼀緒ににオセロやドミノで遊んだ。僕もお⽗さんも⼦供のようにはしゃいで、恥かしがりやのはずの真⼦も満⾯の笑みを浮か
べていた。温かい灯りの下で、温かい気持ちが⾄る所に溢れていた。思い返せば、この時が、僕が⽇本で過ごした⽇々の中で⼀番楽しい時間だった。 3⽇⽬のお別れの時、僕は
必死に涙を堪えながら、家族の皆と抱き合ってお別れをした。僕は、お⽗さんとお⺟さんがいつまでも若々しくあるように、貴⼤が楽しい⼤学⽣活をおくれるように、そして必
ずここに戻ってくるという約束を⼿紙に書き残した。 帰りのバスの中、僕は突然嬉しくなった。もしも、⼈と⼈との関係が全てこんなに素晴らしいものであったら、どんなに
いいことだろう︕ 今回のホームステイにとても感謝している。優しさは何ものにも勝るということを⾝をもって体験することができた。 さようなら、僕の⽇本の家族︕ さよう
なら、浜松︕ ⼼から皆さんの幸せを祈ります。この温もりを僕は⼀⽣忘れません。

夏尔さんの⽇記



京都から帰還︕

2009.10.01

9⽉27⽇~9⽉29⽇の⽇程で⽇本のお⺟さんと⼀緒に京都に⾏ってきました︕さすが古都京都、⽇本に来た⼈はみんな訪れたがる場所ですよね。わたしもいっぺんで好きになり
ました︕ 5時ぐらいに出発したので、まだはんぶん寝ぼけたまま〜でもついたとたん、しゃきっと⽬が覚めて、もうなにもかもがワクワクさせてくれました。 まず京都駅近く
のホテルでちょっと休憩。ベットもふかふか︕そして観光に出発〜 はじめに清⽔寺へ。ここは200年以上の歴史があるんですって︕持国天，增常天，広天⽬，多闻天の4天王を
まつっているの〜ここで⼀番有名なのは⻘⻯さん、観⾳菩薩の化⾝なんですって。その⽇はすごく暑くてたいへんだったけれど、楽しかった︕ 次は⼆条城へ。ここは徳川幕府
の施政所だったんですって!広々として厳かで、展⽰されている⼈形もリアルだったんだけれど、写真撮影は禁⽌だったの。残念〜ここは世界遺産に登録されているの。すごい
よね〜 以上で1⽇⽬の予定は終了。もうホテルに戻ってきたらクタクタ。早々に寝てしまいました〜ハハハ︕ 翌⽇はまず⾦閣寺へ〜本当にキラキラ輝いている︕建物全て⾦
⾊︕すごくキレイ︕でも⾬の中を歩くことに…⼩⾬が降ってたので…ああ、もう︕でも⾒に来たかいがあったな︕~そこでは⽇本のお抹茶を頂きました。緑⾊で…にっがーい︕
でもちゃんといただいたぞ〜OK︕ その夜は茶道、いけばな、狂⾔、雅楽、能などを⾒学。本当にすばらしくて、50分があっという間︕すごく勉強になりました︕ ⼆⽇⽬もこ
んな感じ〜夜はぐっすり︕ 三⽇⽬はアトム記念館へ。アトムは80周年〜1600円の記念メダル2枚買ったよ~⾼い︕でもアトムが好きなのでお買い上げ〜家にもって帰るぞ〜 最
終⽇は街でお買い物。京都の⾷べ物っておいしい︕また⾏きたいな︕︕︕︕ 絶対おすすめだよ。みんなもぜひ、いってみてね〜

王菊⼒慧さんの⽇記



⺟なる中国~

2009.10.01

今⽇は⺟国中国の、おめでたい60才の誕⽣⽇~傍で娘としてお祝いできなくて残念︕でもいつも想っています〜ここからいつもあなたのことを⾒守っています。あなたは私のよ
りどころ、私の誇りです︕ もちろん⼼から愛しています。どこにいても祖国を愛するあなたの娘です︕ここでもすばらしい毎⽇と、教育を受けさせていただき、⽇本政府と中
国政府には⼼から感謝しています〜きっと、期待にこたえますね︕ここからあなたへお祝いを︕私もがんばります。だって私もあなたの代表の⼀⼈なのですから。 中国、愛し
ていますよ︕︕

王菊⼒慧さんの⽇記



服を買ったよ〜〜ラララ︕

2009.10.03

服を買いに⾏ったよ〜〜激安店のしまむらにね〜フフ︕上着2着で3000円。安いほうだよね︕ とってもかわいいと思うんだ。でも他のお店の服は⾼くて⾼くて︕もう買うのや
めとこう〜今は帰る時のお⼟産をどうしようか考え中。友達たくさんだしな・・どうしよう︕でも今はまだ考えなくていいか〜ラスト1ヶ⽉が⼀番⼤変そうだね・・・ フフ、こ
こでの⽣活とっても楽しいよ。今は毎⽇⼀所懸命に⽣活してる。頑張るぞ︕GO !!

王菊⼒慧さんの⽇記



部活〜

2009.10.03

まだ部活を決めてなくて。まずい︕だから意を決して〜ダンス部にすることにしたよ。POPをやるんだよ〜いいでしょ︕まあ、うちの学校では体育会系の部活以外があまり充実
していないからなんだけど。毎⽇汗だくになるのはいやだよ・・中国では出来ない事がやりたかったけど、まさかこっちの学校にもないなんて︕︕ひどい・・だからダンス。な
かなか個性的じゃない︖ これからは帰りが少し遅くなっちゃうけど、⼤丈夫。楽しければいいんだ︕⼀年間充実して、有意義で、楽しい⽇々をおくらなくちゃ。それが⽬標︕
GO!

王菊⼒慧さんの⽇記



ドキドキとびっくり...

2009.10.05

今⽇、初めてうけたテストの結果が出ました...なんちゃって、⽇本の国語（現代⽂）のテストを受けました...何点とれるかな︖本当に何点かっていう結果になりました...これも
点数っていえるのかな︖︕......結果は38点...何も⾔わないでね...がんばったんだけれど。。。でも驚いたことに、ビリではないの︕︕︕3⼈も、私より点数が低い⼈がいたなん
てもう、びっくり...とりあえず、もうすぎた事なんだし、せいいっぱいやったって、⾔えるもんね︕ほっとしたなあ~ それから...明⽇、基⾦会の先⽣がいらっしゃるので、ち
ょっとドキドキしています~~どうしよう。テストは、イマイチだったし、明⽇どうすればいいのかな。明⽇は修学旅⾏の前⽇なので、学校はお昼でおしまい。でも午後からま
た学校に⾏かなくちゃいけないの。もうそろそろ近況報告をしなくちゃいけないけれど、今⽉分の明細はもう送ったよ〜とりあえず、明⽇を楽しみに〜いいことなんだし
ね...bai~!

王菊⼒慧さんの⽇記



ハハハ、アニメキャラのような...

2009.10.06

やっと⼀⽇が無事意におわりました、、、今⽇、⼭崎先⽣がお⾒えになって…でもすごくたのしいひとときでした〜ここでの⽣活のことなど、たくさんお話しをしました〜たっ
ぷり、お⼩⾔もいただいましたけれど〜授業中、姿勢が悪いとか、授業が終わってから、何か⾷べているとか…たしかに、認めますけれど、でも、それはみんなと⼀緒にやって
いることだし︕やっても良いいと、確認してからしていますよ。授業が終わってから⾷べに⾏くのも、⾃分だけ⾒ているってわけにも~~授業中の姿勢なんて、みんなそれぞれ
だし、、、。でも、厳しくしていただく⽅が良いです〜だって、私は中国の⾼校⽣の代表なんだから〜︕気は抜けないね…疲れきってでも帰らなきゃ〜そうです︕もちろん、悪
いところはキチンとなおさなきゃね〜︕へへ 他にもたくさんお話しをしましたが、今頃になって、⼭崎先⽣ってかわいい︕と気付きました。今⽇、⼭崎先⽣って、本当に優し
い⽅なんだなって、あらためて思いました。でも...以前の同級⽣達から、⼭崎先⽣って、ちょっと厳しいよって聞かされていたので、昨⽇は⼼配だったのです︕でも、今⽇お会
いして、それはウソだったとわかりました。だって今は⼭崎先⽣が⼤好きですから~~アハハ︕なんだか可愛らしくて、アニメキャラみたいですよね~~~なんで、みんなはそう
思わなかったのかな︕ホント、どこから⾒ても、そう思えてしょうがない〜プフフ︕ とにかく、今⽇は、本当に有意義な⼀⽇でした︕ 早いうちに先⽣⽅からアドバイスをいた
だけてよかったです〜これから悪いところはなおしますからね︕難しいだろうけれど、少しずつ直していきます。先⽣⽅も焦らず、私を信じてくださいね〜︕谢谢︕

王菊⼒慧さんの⽇記



⼤感激︕

2009.10.06

明⽇から同級⽣達は、オーストラリアへ修学旅⾏〜でも台⾵も来ているって聞くし、みんな気をつけて⾏って来てね〜︕ 今、受け取ったばかりの同級⽣からのメール、「明
⽇、⾏ってくるけれど、またすぐ帰ってくるからね。がんばってね︕」すごく嬉しかった︕私もすぐに返信〜「ありがとうね。あなたも気をつけて。みんな楽しんできてね︕み
んなが帰ってくるのを、ここでまってるからね〜みんなにもよろしく〜」こんなにいい同級⽣達に恵まれて、私ってすごい幸せ者じゃない︖絶対にオーストラリアのお⼟産買っ
てくるからねって、みんな前々から⾔ってくれてるの〜嬉しいな︕韓国に⾏く別グーループの⼈たちも、お⼟産を買ってきてくれるって︕もう、本当にどうしよう、幸せすぎ︕
⼤感激だよ︕みんなありがとう、このこと、絶対に忘れないよ︕ もう⼀度、みんなの無事を祈って。みんな元気に松枝に帰ってきてね︕私もがんばってるからね〜

王菊⼒慧さんの⽇記



台⾵だ︕︕︕︕

2009.10.07

どうしよう、台⾵が来ているのに、同級⽣達はオーストラリア⾏きの⾶⾏機に︕遅延になるのかな~~とにかくみんなが無事でありますように︕ 明⽇は台⾵のおかげで、学校に
は10時50分までに⾏けばいいの~~アハハ︕ でもすっごく怖いよ︕今、外は暴⾵⾬が...家にいたときは、こんなときは家の⽝を抱きかかえて寝ていたから、今⽇は眠れない
よ。コワイ︕フウ...ガマンガマン︕︕︕ 台⾵、はやく⾏ってくれるといいな︕

王菊⼒慧さんの⽇記



《私より幸せな⼈いる︖︕》

2009.10.09

すごく幸せな感じ、みんなで⼀緒に頑張るこの感覚︕本当においしかった︕︕初めてだったけど、またの機会に期待してる.....♥♡❤︕︕︕︕ ふぅ．．．家庭科の時間にクレー
プつくった。教室には何でもあるんだ〜鍋茶碗⽫とかとか全部︕︕材料の半分はみんなで持ち寄って、半分は先⽣が買ったよ︕すごく良いの、けーきみたいなやつ。みんなは⾊
んなお菓⼦を持ち寄ったよ。チョコレートとか果物とかクリームとかたくさん︕そして、ケーキに挟んで、すごくおいしかった︕本当に半端なくおいしい。先⽣も居て、みんな
楽しそうに⾷べた︕⾃分の労働の成果だよね〜〜本当のこと⾔うと、私⾃分が作ったやつ⾷べられると思わなかった︕はは、でもみんなで作ったのはとてもおいしかった︕︕
めちゃ うまい︕ はは〜〜カメラ持っていけば良かったな〜そしたら全部記録したな︕本当に感動するよ︕でもまた機会あるよね︕焦らない〜︕ 体育の時間はみんなでバレー
ボールしたよ︕⾝⻑低くても、結構うまくいったよ︕私もびっくりした〜︕本当に上⼿かったよ︕︕ボールも落とさなかったし︕みんな頑張ったよ〜〜〜みんな何事にも努⼒す
るの︕あなたたちもそうだといいな〜私もね︕私が⾔いたいのは、そろそろなんか意義あることしたいよね〜ってこと。ふぅ．．．．．．．． 今⽇バレーボールをしてすごく
すっきりした︕︕︕今までこんな能⼒発揮したことなかったわ、ボールを落とさなかったのが良かった︕はは、私センスあると思う、どう思う︖わかんないけどさ、⼀つの⽬標
に向かって頑張る感覚は幸せだと思うの︕ 今⽇は結構学んだな︕もっと学んで、何事にも⼀所懸命になること、じゃなきゃ命を無駄にしてるよね︕⼤事な時間だよね︕︕︕
ね︕

王菊⼒慧さんの⽇記



どうしよう︖

2009.10.20

今⽇のマラソンは、3000メートルよ︕︕︕もう死にそう、体中ガタガタ...もうダメ…どうしよう…やっぱり⾛らなくちゃいけないの〜︖ 今度の本番ではなんと8200︕〜どう
しよう︖⾛りたくないんじゃなくて、本当に無理なの〜今⽇だって、息がとまりそうになったのに、8.2キロなんていったら… 本当にどうしよう︕⾛りたくないけれど、留学⽣
の⽴場で、棄権なんかしたら、この学校にいられなくなるか、まさか帰国されられちゃうなんてことにも。ああもう、どうしたらいいの︕〜私って本当にダメだよね。⾛ること
すらできないなんて。でも、ほとんどの⼈も無理だと思うけれど…どうしよう︖ねえ、みんなはどうする︖ ⾛ったとしたら、ゼッタイ1週間は、⼼拍停⽌状態で復活できない
な。先⽣、もう、どうしたらいいの︖みんな、助けてくれない︖もう、どうしたらいいかわかんないよ。 それとね、私はサボりたいわけじゃなくてじゃなくて、ホント、無理
なの。どうにもならないからこんなことを⾔っているの。他の、球技⼤会だとか、短距離⾛だったら⼤丈夫だけど、どうしてもこれだけは…絶対ダメ。⽇本のお⺟さんと先⽣に
も話してみたんだけれど、わかってもらえなくて、やっぱり⾛るようにって。でも…どうしてもだめなら⾛るしかないけれど、どうなるか本当にわからない…ちょっとコワイ
よ。 これを読んでくれた⼈は応援してね。⼼から、感謝。

王菊⼒慧さんの⽇記



久々の100点~カンゲキ︕

2009.10.21

今⽇は~体中で痛くないところなんて全然ないけれど...でもすごいことが~久しぶりの100点をやっと⼿にすることができたの~~もう⼤興奮~︕正式なテストではないけれど、
それだって、数学とかの主要教科...（英語です）でもやっぱりうれしいよ〜単語は私を知っているのに私は彼らを知らない...汗︕覚えるのってホントたいへん〜しかも⽇本語
で...実はいまだ意味が良くわかっていないのもあるんだ〜外国に住んでいると、こんなささいなことでも嬉しいな︕優秀なみんなにとってはめずらしくもないことなんだろうけ
れどね〜でも私は満⾜〜うれしいよ〜へへ︕これからもがんばるぞ〜 マラソンも、ここでの勉強も、みんなとのつきあいもどれもがんばるぞ︕全てを犠牲にしてでもがんばる
んだ...これはみんなが⾔ってくれたことだよね〜その通りなんだけれど、ちょっと気が重い〜でも⼤丈夫、この100点で勇気百倍〜 ⼤丈夫︕きっと⾃分に勝てる〜 今⽇、古⽂
の先⽣が話してくれたんだけれど、⼈から美しい⼥性と思われるには︖それはかっこよくクールであること。かっこよくてクールってどういうこと〜︖それは、⽬標を持ち、さ
らにそれに向かってがんばる姿。それからつまらない事にくよくよしない、経済的にも⾃⽴しているようなこんな⼥性︕すごく⼼にひびきました︕さすが私が⼀番⼤好きでかっ
こよく深い考えをお持ちの先⽣です〜そのとおりだと思います︕だから今⽇から私も⽣まれ変わるんだ︕かっこよくクールな⼥性に〜これが私の⽬標、なんにでも真剣に︕さ
あ、忙しくなるぞ〜楽しみだぞ、新しい   ⾃分︕ ----王菊⼒慧

王菊⼒慧さんの⽇記



ok︕8.2km⾛りきったよ︕

2009.10.28

やったあ、終わったよ。ついに⾛りきったけど、もう脚が、ももが、腕が~フウ…でも、終わったんだ〜いまボロボロの体とちょっぴり嬉しい気持ちでこの⽇記を書いていま
す︕  8キロも⾛りきれるなんて考えてもみなかった。⽣きて帰れるのかな︖ほんとに︖でもいまはイタイよ〜⾜にはマメもできてるし、体中が痛くて、⾜にさわっても感覚が
ない…でもとにかく終わったんだ〜嬉しいな︕  正直、本当に⾛りたくなかったんだ。実際、⾛らなかった⼈もいたしね〜なら私だって〜でも、ここでちゃんと⾛ったら、私
のことをみんなの⼀員だって本当に認めてくれるんじゃないかって思ったの。みんなに私が弱⾍でも怠け者でもないってことをわかってもらうために、がんばったんだもん〜つ
いにやったよ︕コレが⼈⽣最初で最後のマラソンになるだろうけれど〜やっぱり誇らしい経験になるだろうな〜ハハ︕終わったんだ︕︕︕︕︕︕︕︕  そうそう、成績も報告
しとくね〜215/301〜へへ、でもビリじゃなくてよかった︕  がんばれば後悔しないよ︕

王菊⼒慧さんの⽇記



どうして︖ジャージがみつからない

2009.11.09

ジャージの下がなくなって2週間、最近ますます寒くなってきて、もうガマンできない︕今は、膝上の短パンを穿いて、外での体育の授業を受けています。たった1⽇しか穿い
てないのになくなっちゃって...ヒサン︕︕︕  先⽣は良く探すようにおっしゃったけど、ホント、何度も探したんです。みんなも⼀緒に探してくれたけど、⾒つからない〜  
もう本当にいやになっちゃう。ちゃんと⾃分のタンスにいれておいたのに何でなくなっちゃうの︖みんなも同じようにしているのに。どうして私だけ〜なにより、ジャージも短
パンも、⼀緒にたたんでおいたのに、なんでジャージだけがなくなるの︖どういうこと︖すっごいフシギ︕  くどくど⾔ってもしょうがないよね。先⽣も⾯倒だろうし。新し
いの買わないと寒いし。でもまさかジャージが⾃分からいなくなるなんて︖ああもう︕スカートをはかなくちゃいけないだけでも寒いのに、体育の授業でもこんな寒い思いをし
なくちゃいけないなんて...ユーウツing  なんとかのりきらなくちゃ。ジャージのこともね...本当にどういうことなのかな︖フシギすぎ︕

王菊⼒慧さんの⽇記



やっと落ち着いて...

2009.11.09

気がついたら⽇本に来てもう2ヶ⽉〜みんなも『光陰⽮のごとし』って実感してるかな︖〜私の⽅もやっと少し落ち着いてきました。いろいろなことに慣れてきて、なかなか快
調︕  学校では嬉しいことや、不安なこと、ツライことやたくさんの感激が。みんなにもすごくお世話になってるよ。同級⽣達と⼀緒にいるのはとても楽しいし、幸せだよ。
唯⼀頭痛の種だったマラソンにも負けなかったからね、もう、今は毎⽇が幸せでいっぱい︕  ホームステイ先のお⺟さんのことはあらためていうまでもないけど。⾃分って本
当に幸せだなとつくづく感じている。ここに来たときからずっとそう感じているよ。本当の⼦どものように可愛がって頂いて、もう感激でいっぱい。だからほとんどホームシッ
クになることもなく、これもみんなお⺟さんのおかげ。お⺟さん、本当にありがとう。  それから、12⽉の期末試験後の球技⼤会も楽しみにしているんだ。今回は私達の学校
が主催するので、いろいろな学校がウチの学校に集まるんだよ。主催校としてがんばるぞ〜⼤好きな卓球は私に任せてね︕ぜひご期待を〜ハハハ〜  今の私は⾃信いっぱい
に、毎⽇、朝⽇を迎えているよ︕がんばるぞ︕︕

王菊⼒慧さんの⽇記



すべてのことに対して、すみませんでした。。。

2009.11.18

 今はなんかすごく不安な気持ちをもっています。苦しい、、、  とにかく、すべてのことは私が悪かった、すべてのことは私が間違った。すみませんでした。  今、私は
｛最初から間違ったかもしれません｝とおもっています。でも、⾃分が悪いことがわかってるよ。  だから、だれでも怒られないでください。本当にすみませんでした。もう
わかったよ。これから、私は絶対何も⾔わないだから、許してください。。。。。。。。。。。。。。。
これは⽇本語で投稿されたものです

王菊⼒慧さんの⽇記



楽しいこともあるし。これで充分。お⺟さん、ありがとう。

2009.11.23

 昨⽇、奈良から帰ってきました。すごく楽しかったです。唐招提寺、東⼤寺、平等院や源⽒物語博物館など、いろいろなところへいって、すごく楽しくて、お⺟さん、ありが
とうございました。  私は⼀番幸せだと思っています。  もちろんタイヘンなことだっていろいろあるけれど、それはしょうがないしね。お⺟さんのおかげで、だんだん⾃信
ももてるようになってきました。 だから、これからなにがあってもがんばります。  みんな、⼼配要らないよ。わたしはもう⼤丈夫。それと、ありがとうね。

王菊⼒慧さんの⽇記



うれしいな~数学で学年トップ

2009.12.01

今⽇は期末試験⼆⽇⽬。教科は国語、⽣物と英語読解。ウーン。。。深夜1時まで勉強したよ。おとといは2時までだったけど。でもちょっとユーウツ、覚えられないよ〜  今
⽇、テスト前の準備をしていたら、他のクラスのテスト監督に⾏く⾼橋先⽣が私たちのクラスに来て、試験勉強していた私の傍までいらっしゃって「菊さん、最近がんばってい
ますね」って声をかけてくださったの。「ハイ...まあ、少しは」って答えたら「先ほど、担任の先⽣から、菊さんが数学で⼀番をとったと聞きましたよ」と、おっしゃるのでび
っくりして、 「何のテストですか」 「⽇本全国進研模試ですよ。この前、数学だけ受けましたよね。」 「あ、あれですね。本当ですか。何点だったんですか︖」 「学年トッ
プですって。点数は聞かなかったのですが。」  すごく嬉しい。クラスのみんなも驚いていた。でも本当なのかな。だって、他の留学⽣は私なんかよりずっとすごい⼈たちば
かりだし、⾃分の実⼒はちゃんとわかっているしね。なんかちょっとホッとした。やっぱりすごく喜ばしいことだよね。よし、これにおごらず、これからもがんばるぞ︕  期
末試験はあと⼆⽇間、ファイト。  グッドニュースはみんなにも知らせたくて〜ハハ。みんなはどうかな。期末試験は始まった︖がんばってね︕みんないっしょに︕エイッ︕

王菊⼒慧さんの⽇記



私の誕⽣⽇、、、

2009.12.30

昨⽇はうちの１７歳の誕⽣⽇だった。 すごく楽しかった。⽇本の友達からたくさんのメイルも来たし、中国の友達もqqでたくさん話をしてくれました。ホストファミリの⺟さ
んからもプレゼントをもらった。そしておいしいケ-キも⾷べた。だから、｛私はほんとに幸せな⼈だよな〜｝と思ってる。 そして今⽇は国際交流の先⽣から送ってくれたプレ
ゼントも来た。⾮常に感動しました。 みなさん、ありがとうございましたね︕これから私は絶対頑張って暮らしますよ。
これは⽇本語で投稿されたものです

王菊⼒慧さんの⽇記



今⽇、とても⾯⽩かった

2010.02.03

今⽇は２⽉３⽇、節分だよね︕ 節分の⽇には 家族そろって｛⻤はそと、福はうち｝と⼤きな声で⾖まきをします。 これは 今⽇撮った写真です。私は⻤だった、 とても⾯
⽩かったです。
これは⽇本語で投稿されたものです

王菊⼒慧さんの⽇記



なんて、うれしい︕︕︕

2010.03.06

おととい、私の担当の先⽣がかわったので、⼭崎先⽣と諸⽥先⽣が来てくださいました〜校⻑先⽣と、担任の先⽣とも⼀緒に中華料理を⾷べたんだ~~もう…………すごくうれ
しいっ︕ どうしてかというと~それは……本当に嬉しいサプライズだったの。先⽣達には本当に感謝しています。すごくうれしかったな。でも秘密なんですよね。先⽣、私は絶
対に⾔いませんからね〜ハハハ。とにかく先⽣ありがとうございました。私ももっとこれからもがんばりますO(∩_∩)Oハハハ~ それから、研修のことはまだ報告してないよね
〜〜話したいことがたくさんありすぎて、何から話したらいいのかな。何よりも、みんなと⼀緒に過ごした時間は、私にとって、最⾼の時間だったよ。中国はこんなに広いの
に、みんなと知り合えて、⼼から幸せだよ。幸運にも留学⽣に選ばれて、こうしてみんなと友だちになれて、それから⽇本の友達もたくさん出来て、いろいろなことを学べたん
だから。今の家のお⺟さんもすごくいい⼈で、もう幸せすぎるぐらい。みんな、ありがとうね〜本当は、みんなと離れたくないな。⼀緒に暮らせたらどんなに毎⽇が楽しいだろ
うな〜でもそれぞれの⽬標に向かって、がんばらなきゃ︕中国に帰ってもまたみんなで集まろうね。みんなとは⼀⽣の友だちだよ。いいでしょ、ネッ︕    それから研修の
ときに……このセンターのサイトのカッコイイ先⽣がいて〜〜ハハハ、ここに書き込むときには絶対にメッセージ残すんだって決めちゃった〜だって、すっごくカッコイイんだ
もん。ハハハ、しょっちゅう写真を撮ってもらったり、⼀緒にみんなとおしゃべりをしていたよ。すごくやさしい先⽣なの〜名前もしっかり覚えているもんね。忘れっこないっ
て。  今⽇は〜私たち松江市⽴⼥⼦⾼校の卒業式〜すごく感動したよ〜なんたって⾳楽も泣けるものばかりだったしね……へへ。おかげで、全然知らない先輩たちの卒業式な
のに、⼀緒に泣いちゃったよ。みんなの気持ちに感動しちゃったのかな。だから、友だちひとりひとりを、⼤切にしなきゃって思ったよ。この気持ちを忘れないようにしなき
ゃ。  ここのところ本当に忙しいの〜みんなもそうだよね。だって期末試験があるでしょ〜もう私たちは試験が終わったよ。成績よりも、がんばったってことが⼤事だよね。
だから成績がでたって、全然平気だよ〜へへ。  私の近況報告はこんなかんじ。ちょっとごちゃごちゃ話しちゃったけど。でも私にとってはどれも⼤事なことばかりなんだ。
後で読み返したら、懐かしく思えそう〜 最後に、もう⼀度先⽣にはお礼を⾔わなくちゃ。先⽣、ありがとうございました〜例のサプライズも ……もう、本当にうれしいです︕
ハハハ〜

王菊⼒慧さんの⽇記



……

2010.03.31

さっき書いた⽇記はアップできたかな︖…… 多分……アップできてない︖︕あーあ、……⼤丈夫かな、あんなに時間かけて書いたのに~~

王菊⼒慧さんの⽇記



︕

2010.03.31

どうして……２回も書いたのに……みんな消えちゃった。。。あんなにたくさん、もう書かないよ。もういやになっちゃう、どうしてなくなっちゃったの……ウウウウ……エー
ン……

王菊⼒慧さんの⽇記



⿅児島旅⾏~

2010.04.06

{もうこれを書くのは3回⽬〜ゼッタイ発表するぞ……神サマ︕} 先⽉25⽇、春休みの初⽇からお⺟さんと⼀緒に3⽇間の⿅児島旅⾏に⾏ってきました~ ⿅児島はすごくいいとこ
ろでした。美しい桜島、維新の英雄達、きれいな陶器、本当に楽しかったな。  まずは桜島〜⾏った事のナイ⼈は桜の名所だと思っちゃうかな〜私もはじめはそう思っていた
の……でも⽕⼭なんだよ。近年、噴煙が上がる回数が増えてきてるんですって。おそらく何年後かに⼤噴⽕が起こる可能性も。でもきれいなところだったよ〜⾼いビルや、⼭の
上からはよく⾒えるんだろうな。私たちが泊まったホテルからもよく⾒えたよ。毎朝、ベランダで桜島から朝⽇が昇ってくるのを眺めたんだ〜12階の展望温泉からの眺めは最
⾼だったよ〜ハハハ  それから、今回の旅⾏でのイチバンの収穫は〜著名な陶芸家の⼗五代沈寿官先⽣にお会いできたこと︕︕︕本当に信じられない〜こんな⽅にお会いでき
たなんて、ラッキーでした。沈寿官先⽣のご先祖様は16世紀の末、朝鮮戦争のさなか、薩摩の将軍、島津義弘に⽇本につれてこられた88名の陶⼯の⼀⼈だったんですって。こ
のときから薩摩焼が発展し、今に⾄るんだとか。薩摩焼には⽩薩摩と⿊薩摩があるの〜⽩薩摩は地が乳⽩⾊で、表⾯に透明なうわぐすりをかけるの。焼きあがった後、きれいな
絵を描くんだ〜⿊薩摩は地がまじりっけなしの⿊で、荘厳なたたずまいが⼈を惹きつけます〜私はどちらかというと⽩薩摩の⽅が好みかな〜  この陶芸の伝統と技術が現代ま
で連綿と受け継がれているのってすごいことだよね。15代沈寿官先⽣にお会いできて⼀緒に写真もとってもらちゃった〜しかも直筆で書いたものもいただいて、うれしい︕こ
れは宝物だから⼤事にしまっておかなくちゃね。  こんなにいろいろな体験をさせてもらえたことを、イチバンに感謝しなくちゃいけないのはお⺟さんです。これまでにもお
⺟さんに、私が広く⽇本の⽂化を理解できるようにたくさんのところに連れて⾏ってもらいました。本当に嬉しくて、感激しています。このお⺟さんに会えたこと、私って⼀番
の幸せ者だなって⼼から思います。本当の娘のように可愛がってもらっていること、お⺟さんには感謝しています。お⺟さんが中国に来てくれたら、いろいろなところを案内す
るねって⾔っているんだ〜めいいっぱい、おもてなしするぞ〜  また素敵な想い出でき、すばらしい体験をすることが出来ました。⼤事な想い出になりましたよ~~~~

王菊⼒慧さんの⽇記



楽しかったGW︕

2010.05.06

みんな5連休はどこに⾏ったのかな︖遊びに⾏った〜︖私はね、⼤阪に⾏ったよ。  と⾔うのも、ステイ先の次⼥のお姉さんが⼤阪で結婚式を挙げるため。私も参列して、おい
しいものをたくさん⾷べてきたよ。⼀番楽しみにしていたのは着物を着ること〜めったにできない経験だよね。着物はお姉さん達のをかりたの。超きれいで、頭もアップしても
らったんだ。なかなかの出来栄えだったと思うよ。へへ〜︕なんたってこれは⼈⽣でイチバンのスペシャルな結婚式︕お姉さんと旦那様はずっと同じアパレルの会社で働いてい
て、⻑い年⽉を経て、今⽇に⾄ったのです。本当におめでとう。勤め先がアパレル会社なので、同僚のみんなで⽤意したスペシャルイベントは――――――ファッションショ
ー。ハハハ。でもこれがすごかったの。様々なファッションがステージで披露されて、超カッコイイ︕それからお⺟さんのお友だちのアーティストも来てくれたの〜演奏もして
くれたよ。ちょっと特別な楽器で澄んだ⾳⾊に感動的な歌詞との素敵なハーモニー。私は……⾷べながら演奏を聴いて、まわりはみんな感動していたよ。そうそう、着物のこと
ね。着るのはたいへんだったよ〜〜体をギュッと締め上げなきゃいけないの。薄い肌着を1枚着て、それからたくさんの詰め物⽤のタオルを巻いて、着物って、詰め物をたくさ
ん⼊れたほうがきれいにみえるみたい。最後に鮮やかな模様の着物をはおるの。みんなそれぞれ違って、年齢や社会的地位なんかで分けるんだって。私のはちょっとカラフルだ
ったよ。仕上げが⼀番ツラかった〜腰のところで幅の広い帯をしめて、後ろで帯を結い上げると、背すじが⾃然にシャキっとのびるからフシギ。でも疲れたな。腰も肩も凝っち
ゃったけど、1時間もしたら何だか慣れてきたよ。とにかく、今回の結婚式はすごくよかったな。⼼から感動したしね。これからもお⼆⼈の幸せがずっと続きますように︕  そ
れから⼤阪滞在中はショッピングにでかけたり、観光にも⾏ったよ。5⽉4⽇は⼀⽇かけて久しぶりにusjへ︕︕︕うわあ、すごい⼈ごみ〜〜どのアトラクションも最低2時間待
ち︕でもお姉さんがネットでエクスプレスパスを買っておいてくれたので、全部まわれたよ〜通常のチケットだけならゼッタイ無理。なんたって⼈が多すぎ︕お⾦はかかっちゃ
ったけど、すごく楽しかったし、おトクかな︕でもこの⽇はみんなクタクタ、⻑⼥のお姉さん⼀家と、⼀緒に遊んで、ご飯を⾷べて、写真を撮って本当に楽しかった︕それから
絶叫マシーン、あのてっぺんから垂直にまっさかさまに落ちてくるカンジって本当に落下しているみたい。でもしっかり⽬を開けて周りをよく⾒ていたんだ。なんだか現実かど
うかあいまいなカンジがして、この感覚が̶̶̶̶cool︕ホテルに戻る前にお⼟産を買って、ちょっと⾼かったけれど、今回のこの楽しい思い出を残す為にも、記念になる物が
欲しかったんだ。部屋についたらもう限界、さっとお⾵呂に⼊って、ベッドに直⾏〜〜   最後の5⽉5⽇は特に予定はなく、朝ごはんを⾷べたらお姉さん⼀家は⾞で松江に、私
とお⺟さんは午後の新幹線で戻る予定。新幹線までの時間、船で、海遊館ー⽔族館に⾏ってきました〜たくさんの海の⽣き物を⾒てきたよ〜⻘い海⽔にかこまれていると、本当
に海の真ん中にいるみたい。もちろん観光客もたくさんいたけどね。新幹線の時間があったので、美しい⽣き物たちをのんびりと眺めていることはできなかったけれど、楽しか
ったよ〜写真もたくさん撮ったしね。  午後家に着いて4⽇間の楽しい⼤阪旅⾏は終了︕すごく充実した旅だったな︕旅⾏の度に新しい発⾒があって、⽇本の⽂化をもっと理解
できるようになって、充実した気分で家に戻ってくるの。旅は疲れるけど、貴重な⼈⽣経験ができるよね。  何と⾔ってもお⺟さんにはあらためてありがとうを。⼀⽣懸命あ
ちこち連れて⾏ってくれて、本当に、⼼から感謝しています。お⺟さん、いろいろとありがとうございます。感謝の気持ちが届くといいな。お⺟さんのお気持ちはしっかりとう
けとめています。私はちゃんと感謝の気持ちを伝え切れていないかもしれないけれど、わかってくれたらうれしいです。知らないうちに失礼なことをしていたら、本当にごめん
なさい。本当に、全てのことに感謝しています。ありがとうございます。

王菊⼒慧さんの⽇記



最⾼︕笑、

2010.06.10

先週の⼟曜⽇、私は京都に⾏ってきました。なんと、これは４回⽬です︕すごいでしょう。 今度は嵐⼭に⾏きました。朝７時ぐらいにバスで出発して、１１時ぐらいで神⼾に
着きました。そして、２時ぐらいでやっと嵐⼭に着きました。昼ご飯は⾃分で作った⾖腐を⾷べました。まあ、実際に⾔うと、あんまりおいしくないさ＾＾でも、結構楽しかっ
たわ︕ご飯を⾷べたら、みんなと⼀緒に船を乗りに⾏きましたよ︕あの川は嵐峡っていう川です。めっちゃきれいだったよ。そのあと、私は⺟さんと⼆⼈でもう⼀回⼈⼒⾞に乗
りました。もう３回⽬だよ︕笑。。。私はいつも⼈⼒⾞を乗ってる時は⼀番楽しいだと思ってます。すごく気持ちいいよ︕みんなもできるだけで１回乗ってみよう。ほんとにお
もしろいよ︕ まあ、今度は⽇帰りなんですけれども、すごくたのしかった。やっぱり京都は何度も何度も⾏ってもおもしろいね︕京都 ⼤好き︕京都 最⾼︕ ⺟さん、ありが
とうね。いつもあっちこっちに連れて⾏ってくれて、ありがとうございます。感謝してるわ。
これは⽇本語で投稿されたものです

王菊⼒慧さんの⽇記
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