
学校が始まります〜〜

2011.08.31

     今⽇は８⽉３１⽇、中国では学校は始まってるよね。こっちでも今⽇から４泊５⽇の研修が始まりました。これからの⽣活が楽しみです。⿅児島ってどんなところなんだろ
う~これから会う先⽣や、同級⽣の皆さん、よろしくおねがいしますね~

盧 ⾬聡さんの⽇記



吹奏楽部に⼊りました。

2011.10.07

 久しぶりの⽇記です。

 ⽇本に来てから、もう⼀ヶ⽉になりました。最初学校に⾏ったとき、ちょうど体育祭だった。毎⽇の午後練習があって、⼤変でした。それに、その時の⿅児島は太陽が強った
し、ひどく焼けてしまいました。でも、体育祭のおかげで、すぐ友達ができました。そして、⽇本の本場の応援団を⾒て、とてもかっこういいと思いました。それに、うちのク
ラスはムカデ競争で３位になりました。先輩に負けたのはとても悔しいと思ったけど、いい体験だと思って、とても楽しかったです。

 体育祭が終わってから、普通の学校⽣活が始まりました。⽇本の授業は中国ほど難しくないけど、世界史とかは外来語がいっぱいあるから、困りました。もうすぐ試験なの
に、どうしようかな、今悩んでいる。

 私は吹奏楽部に⼊りました。サックスを習っている。サックスはキーが多くて、難しいです。私は初⼼者だから、まだ半⾳階しか吹けないです。でも、とても楽しいです。そ
れに茶道部にも⼊りました。本場の⽇本⽂化を体験して、嬉しかったです。でもずっとそのまま座っていて、⾜が痛かったですね。

 これが私の最初の⼀ヶ⽉です。もうすぐ試験ですから、勉強しないといけないです。これからはもっと頑張ります。

これは⽇本語で投稿されたものです

盧 ⾬聡さんの⽇記



やっと試験が終わった

2011.10.15

 昨⽇やっと試験が終わった。わたしはまだ武岡台⾼校に⼊ったばかりで、習ってないことも試験範囲ですから、今度は数学と理科の試験だけ受けました。数学はあまり難しく
なかったけど、試験の時間がただ５５分で、⾒直しの時間はあまり残らなかった。私はいつも計算で負けているので、結局どうかな、ちょっと⼼配している。理科はもっとヤバ
い、基礎化学ですけど、元素の名前とか、いっぱい分からない単語があって、中国語と漢字が違うのもいろいろあるし、もう絶対ヤバいToT。どうしよう

 試験がないとき、私は学校の図書室で⾃習しました。その時、うちの学校のもう⼀⼈の留学⽣に会った。その⼈はカナダから来たのです。⼆年⽣の先輩ですが、実はも⼗⼋歳
になりました。彼は双⼦の兄弟がカナダにいて、もう⼤学⼀年⽣になりました。どうして⽇本に留学に⾏きたいと聞いたら、ただ⾔葉習いたいって⾔った。そして、たった⼀⼈
で⽇本に来て、留学⽣活を始めました。本当にすごいと思っている。その間にカナダからのグレック先⽣も図書室に来て、いろいろ話してくれた。グレック先⽣は⼆度中国に⾏
ったことがあって、中国はどうですかって聞いたとき、なんか、中国と⾔ったら，お腹すいたって⾔った。ほんとうに⾯⽩かった。

 今⽇は⼀⽇もサックスを練習した。もともと午後だけ部活があるけど，午前は専⾨の先⽣が来て、いろいろ教えてくれた。結局今⽇７時間も練習しました。とても疲れたけ
ど、だいぶ進んだのです。本当に嬉しかった。

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

盧 ⾬聡さんの⽇記



調理実習〜〜

2011.10.21

 今⽇は調理実習があります。メニューは親⼦丼ぶりです。なんで親⼦丼っていうのか、と聞いたら、鶏⾁と卵をいっしょに使って作る料理だから、親⼦っていうの。

 今⽇は初めての調理実習で、とても興奮でした。みんながワープロを着て、まじめに料理を作る様⼦がとてもかわいいです。わたしの責任は鶏⾁を切って、そして、調味料を
計ります。⽇本⼈は料理を作るとき、調味料の量はとても重視しています。それはちょっとびっくりしました。もともとドイツ⼈だけそれほど量を重視にしていますが、⽇本⼈
もそうだったかな。１時間ぐらいで、ご飯ができました。卵の⻩⾊で、とてもいい⾊でした。みんなでいっしょにご飯を作って、そしていっしょに⾷べるこそ、もっとおいしく
なります。今度のメニューは何かな〜もう楽しみにしています。>o<

これは⽇本語で投稿されたものです

盧 ⾬聡さんの⽇記



⽂化の⽇〜〜

2011.11.11

 先週の⽊曜⽇は⽂化の⽇だった。部活が終わってから，⽗さんが迎えに来てくれて，みんなで花⾒に⾏きました。もう⼗⼀⽉だけど，花はまだきれいに咲いている。⼤きい⽊
の下で寿司を⾷べました。これは⿅児島に来てから初めての寿司だった。とてもおいしかったです。寿司といえば、中国でも⾷べたことがあるけど、中国の寿司は巻きずしのほ
うが多いです。でもやっぱり刺⾝が負う寿司の⽅が美味しですね。あ，刺⾝と⾔ったら，⿅児島では⿃の刺⾝を⾷べることがあります。最初は本当にびっくりしましたが、いち
よう⾷べてみたら，とてもおいしかった。ただちょっと噛みにくいけどさあ。＞０＜

 

きれいな花〜〜

 

ホストファミリーファミリの皆さん〜〜

 

かわいい甥と姉ちゃん〜〜

ご飯を⾷べた後，姉ちゃんと天⽂館に⾏きました。はら祭りを⾒に⾏きました。はら祭りで，⼈が多くて，おいしい物もたくさんあった。でももう寿司でお腹いっぱいになっち
ゃったから、⾷べなかった。その時いろいろな⼈がさまざまな服を着て，そしていろいろな表演もあった。かわいい⼩学⽣もいるし、やさしいばあちゃんたちもいた。⼀番好き
なのは沖縄の⼈の太⿎の表演だった。みんないっぱい元気出して、本当にかっこういいと思った。

盧 ⾬聡さんの⽇記



はら祭り〜〜

 

元気いっぱいのおじいちゃんとおばあちゃん〜〜

 

かっこういい沖縄の太⿎〜〜>o<

これは⽇本語で投稿されたものです



充実した⼀週間〜〜〜

2011.11.12

   今週いろいろおもしろいことがあった。

   まず、今週は県⺠週間で吹奏楽部とダンス部はそれぞれ発表会がある。⽕曜⽇の昼休みの時、吹奏楽部が発表した。曲はAKB48のフライングゲットとvictoryです。その曲の
おかげで、AKB48が好きになりました。でも⼈が多すぎて、まだ誰が誰かぜんぜんわからない。予定の曲が終わったら、応援の舞を吹いた。⽣徒のみなさんでいっしょに踊り
出して、本当に楽しかったです。演奏は⼤成功でした。ただ残念なことは、わたしはその合奏に⼊らなかった。初⼼者のわたしにとっては。まだ難しいです。

 そして、⽔曜⽇の昼休みはダンス部の発表だった。その⽇は⾬が降ったんだけど、ダンス部の皆さんはいっぱい元気出して、素晴らしい発表をした。⾬が降っても⼀⽣懸命頑
張って、本当にかわいいと思う。

 その次の⽇、⽊曜⽇の午後、芸術鑑賞会があった。吉林⾷堂という劇を⾒た。その劇はある吉林で⽣まれた⽇本⼈が、戦乱で⺟親と別れて、中国の親で育ててくれた。数年
後、⼆⼈の⼦供ど⽇本に帰って、周辺の⼈の援助をもらって、中華料理店を開きました。そして、彼はもう⼀⼈中国で育った妹がいます。こんな家庭でいろいろおもしろいこと
があった。あの⼈は⽇本に帰っても、中国のこと忘れず、いつも家で中国語を話してる。そういうところに本当に感動した。それに、何年別れても、その親⼦の間の感情は変わ
らないっていうことも感動した。

 今週は本当に楽しかった。でも⼤変なこともあった。それはロードレースの練習。うちの学校も⽟ちゃんの学校のような⼤会があります。でも、こっちはちょっと楽です。４
０分以内で５キロを⾛る。しかし４０を超えたら、また追試があるって……………………いやだ、わたし⾛るのが⼤嫌いです 。そして」４０分に５キロはわたしにはちょっ
と無理です。どうしよう………………でも、本番のは11⽉２２⽇で、まだ時間があるから、頑張らないといけないですね。

 ⽇本に来てもう2ヶ⽉ぐらいだった。いろいろあって、本当に楽しかったです。これからの先はもっとおもしろいことがあると思います。よしゃ、これからも元気いっぱい頑
張ります︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

盧 ⾬聡さんの⽇記



学園祭〜〜

2011.11.23

  先週の⾦曜⽇から⽇曜⽇までは，姉ちゃんの⼤学は学園祭があった。姉ちゃんは今度の学園祭のために、ずっと前から、この学園祭のために毎⽇遅くまで準備しました。それ
に、先週の⽔曜⽇から、学校に泊まってた。

   ⽇曜⽇、午前部活が終わったら、わたしはJRに乗って、姉ちゃんの学校に⾏った。⼈が多くて、本当ににぎやかだった。そして、いろいろの模擬店があって、おいしいものが
たくさんあった。

ダンス部の発表〜〜

⾳楽の発表〜〜雰囲気がめっちゃ燃えた

沖縄の太⿎の発表〜〜

盧 ⾬聡さんの⽇記



現場に伴奏してる︕︕︕

焼きそばの模擬店〜〜

写真部の⼈〜〜

鋼の錬⾦術師の⼤佐のcosplay~~

  ⾦曜⽇と⽇曜⽇の夜は花⽕があると聞いたけど、めっちゃ寒くて、⾏かなかった。残念だね〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです



ロードレース〜〜

2011.11.23

 今⽇はいよいよロードレースの本番だった。11⽉に⼊ったら、ずっと体育の授業でロードレースの練習をして、毎⽇３キロ以上⾛ってた。体育が弱くて、そして⾛るのが⼤
嫌いわたしにとって、なんと⾟かった。でも、みんなといっしょに最後まで⾛るために、ずっと頑張ってた。⼤変だったけど、友達と互いに励まして、なんとか最後まで⾛っ
た。

 そして、本番の時が来た。本番は桜島を⼀周を⾛る。天気はいいけど、桜島では灰が降ってる。⼤変だから、途中なんども諦めようとしたら、となりいっしょに⾛ってる友達
の姿を⾒て、また元気が出た。そうして、友達と、いっしょにゴールした。

 今度⼥⼦は⼀周５キロで、男⼦は2周１０キロです。だが、最後２００メートル残ったとき、数名の男⼦に超えられてしまった。それに、わたしは最後男⼦の１０位といっし
ょにゴールした。なんと速いの︕︕︕本当にびっくりしました。

朝の桜島〜〜ボーンとしたばっかり

⽔族館のかわいいイルカちゃん〜〜

桜島へのフェリ〜〜今⽇わたしたちの学校のためにわざわざ歓迎のカードをつけてくれた

盧 ⾬聡さんの⽇記



ついでに、うちの学校〜〜⼭の上にあるけどさあ〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです



忙しかった⼀週間〜〜

2011.11.27

 今週はけっこう忙しかった。

 ロードレースはやっと終わって、本当に楽になった。体育が下⼿なわたしにとっては、毎⽇三点五キロ⾛るのはなんと⾟かったのか。

 でも、ロードレースが終わって、もうすぐ期末試験が来ます、今度の全教科受けたいと思うから、もっともっと頑張らないといけないです。

 部活はロードレースの⽇から、テスト前休みだった。でも、最近基礎合奏に⼊れると先輩が⾔った。それに、休みの前に、今度の合奏の曲譜をもらった。デイズニーAladdin
の曲です。今わたしにとってはまだ難しくて、今度の発表に出れないけど、わたしがもらった最初の曲だから、なんとかうまくいきたいです。

 明後⽇がもう期末試験です。頑張ります。

これは⽇本語で投稿されたものです

盧 ⾬聡さんの⽇記



⽇本の男⼦バレー

2011.12.03

     今⽇ついに試験が終わった。そこで夜は気楽にテレビを⾒ることに。ちょうど男⼦バレーの⽇本対世界⼆位のロシアの試合がやっていた。

     私は男⼦バレーにあまり詳しくないし、⽇本の実⼒も知らない。今⽇の試合は負けてしまったけれど、とても素晴らしい試合だった。

     第１セット、双⽅とも、まだ本調⼦じゃない感じ。⽇本はミスで5点落としていた。更にロシアはミスで9点も落とした。最終的に第1セットは23対25で⽇本が負けた。

     第2セット。ロシアが真剣になってきた。開始早々⻤気迫るボールを打ってきて、ミスも少なくなった。でも⽇本はまだ迷い半分の状態。ミスが続き16対25で⽇本が負け
た。

     第三セットは本当に緊張した。ロシアが⽴て続けに点を取っていく。でも⽇本が追いついてからは、抜きつ抜かれつの点の取り合い。でも最後は23対25でまた⽇本が負け
てしまった。

     今⽇の試合で、⽇本の男⼦バレーのサーブのスピードがとても速いことを知った。時速112キロだよ。驚いた。しかも、セーブも上⼿。やばいなっていうボールも拾っちゃ
うんだもの。でも。残念だったのは、せっかくセーブしたボールも、準備が整う前に打ちこんじゃうから、アウトになることが多かった。それに、サーブは確かに速いのだけ
ど、サーブミスも少なくなった。ものすごい速いサーブでも、ネットに当たっちゃったりね。惜しかったな……………………、

     それと、⽇本の男⼦バレーの選⼿は⾝⻑がすごく⾼いね。190以下は1⼈だけだったみたいだよ。……………………

盧 ⾬聡さんの⽇記



試験が終わった︕︕

2011.12.03

  昨⽇はやっと試験が終わった。⼀週間を渡って、けっこう苦労したな。

  今度は全教科受けたけど、あまり⾃信ないな。国語と世界史はもう期待してないけど、英語と地理もやばかった。どうしよう、合格できるかな。

  今週⼀番嬉しかったことは、中国の友達から⼿紙が届いた。もう2ヶ⽉ほど前に送ってきたけど、今届いたばかりだった。その中は友達みんなの写真、それに、その裏はみん
ながわたしに書いてくれた話だった。それを⾒て、もう泣くほど嬉しかった。めっちゃ感動した。友達に本当にありがとうね。

   みなさんは最近どうかな、中間研修は宮崎に⾏くようで、その時いろいろ話してね。

   じゃ、みなさん、お元気でね       〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです

盧 ⾬聡さんの⽇記



桜島〜〜

2011.12.06

⽇曜⽇はいい天気だった。それで，家族みんなそろって，桜島に⾏った。

この前ロードレースの時も⼀度⾏ったことがあるけど，その時はめっちゃ緊張して，景⾊を⾒る気持ちがぜんぜんなかった。

今度は展望台まで登って⾏って，とてもきれいな景⾊を眺めた。

きれいな景⾊〜〜

これが溶岩の跡だって

近距離から⾒た桜島の⽕⼭〜〜上まで登ってみたいな〜〜

盧 ⾬聡さんの⽇記



噴出している桜島、なんだかこわい

桜島はほとんどの⼟や⽯はほとんど溶岩で形成したの

埋没⿃居〜〜わたしより低いね

きれいなイチョウ〜〜

展望台から降りて，埋没⿃居に⾏った。埋没⿃居はもともと神社のようだが、⼤正3年の時、桜島は⼤爆発した。その爆発で吹き出した灰が、あの神社を埋めてしまったそうで
す。神社の前もともと3メートルの⾨だが、今は1メートルしか⾒えない。それだけじゃなく、桜島はもともとただの島で、陸地と離れたようだけど、その旅の爆発で、吹き出
した灰が向こうの陸地とつながった。⾃然の⼒って、なんと怖いだろう。

その後、またイチョウを⾒に⾏った。⽬が⾒えたのは全部きれいな⻩⾊で、⼣⽇の下に⾒ると、めっちゃきれいだった。

帰ったときはにフェリー乗ったのではなく、向こうの市を通って帰ったの。家についたのはもう9時半過ぎで、とても疲れた。でも、素晴らしい景⾊を⾒て、本当に嬉しかっ
た。

これは⽇本語で投稿されたものです





やすらぎコンサート

2011.12.12

 今週毎⽇の昼休みの頃、やすらぎコンサートがあった。曲はこの前アンサンブルコンテストでやった曲です。

 前のアンサンブルコンテストで、サックスの先輩のサックス五重奏が２位になって、残念だなと思ったけど、１位のパーカッションの演奏はめっちゃかっこよかった。今度み
んなの前で、発表するために、楽器を⼆階⾳楽教室から校庭まで運ばないといけないから、みんな⼤変苦労しました。パーカッションは楽器も多いし、特に⼤きくて、重いで
す。それに、⾳楽教室のドアが⼩さいから、運ぶために、何度もはずした。かわいそうなドア、⼀週間に６回も外された………………>o<

 ⽊曜⽇のはソロで、１位になったフルートの独奏と、アンサンブルで２位になったサックス五重奏と、３位になった⾦管⼋重奏の予定で、めっちゃ楽しみにしていたのに、そ
の⽇になんと⾬が降った︕︕︕残念なことに、演奏は中⽌した。次の⽇はまだ合奏があるので、後に伸ばすって先⽣が⾔った。でも、来週２年⽣の先輩たちは東京へ修学旅⾏に
⾏くから、再来週の⽉曜⽇に伸ばすことになっちゃった。

 ⾦曜⽇は全員の合奏です。(わたし以外の全員だけとねToT。)曲はオレンジ、恋⼈のクリスマスとAladdin。オレンジは⼀番簡単だと思って、⾃分も練習した。最後はずっと
楽しみにしてたAladdinです。みんなで合奏したら、本当にかっこういいと思った。

 今度の合奏が終わったら、次のはたぶん２⽉ぐらい何かのコンクールだそうで、それに⼊るために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

盧 ⾬聡さんの⽇記



終業式〜〜

2011.12.25

 22⽇は終業式だった。時間の経つのはほんとうに速いものですね。これで、私たち⽇本での第⼀学期はもう終わってしまいました。⽇本に来て、もうすく4ヶ⽉になります。
この四ヶ⽉いろいろなことを体験して、私たちも成⻑してきた。

 終業式のあとは全校的のボランティアがあった。吹部の皆さんで誠光園に⾏った。誠光園は体の不⾃由の⼈のために作られた医療機構です。そこで、私たちは⾞の掃除とか、
庭の掃除とか、⾵呂の掃除などをした。それから、体の不⾃由の⼈たちの⾞椅⼦も拭きました。⾵も強かったし、⽔も冷たかったし、とても⼤変でした。でも、もともと泥だら
けの⾞が、ピカピカになったのを⾒て、本当に嬉しかった。それに、⾞椅⼦を拭いたとき、みんなはとても優しくしてくれた。あるおばあさんは、先輩といろいろしゃべって、
⼤声で笑ったそうだ。そのような笑顔を⾒て、私たちも嬉しくなった。

 今学期はもうこれで終わった。もうすぐ新しい⼀年が始まって、怠けずにがんばりましょう︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

盧 ⾬聡さんの⽇記



クリスマス〜〜

2011.12.25

 今⽇はクリスマス〜〜みんなどうやって過ごしたかな。

 今⽇の午前吹部の中で、クリスマスパーティーを開いた。みんなでいろいろなゲームをしたり、お菓⼦を⾷べたりして、とても楽しかった。

 ⼀番楽しかったゲームは何でもバスケットだった。みんなで丸の形に座って、残りの⼀⼈は真ん中に⽴って、ある特徴を⾔う。その特徴に合う⼈は、席を移動して、⼀番遅い
⼈は席がないから、⻤になって、また別の特徴を⾔う。2回⻤になる⼈は罰ゲームがある。こうやって、始まってすぐに、空気が盛り上がってきた。みんなとても楽しかった。

 吹部のクリスマスパーティーが終わったのはもう12時だった。その後、またうちのクラスの⼥⼦会に⾏った。今度の⼥⼦会は前と違って、友たちの家に⾏った。うちの家は
こっちもそっちもクリスマスしないから、その⼦の家の⼤きくてきれいなクリスマスツリーを⾒たら、本当にびっくりした。その⼦の家で、私たち⾃分でたこ焼きを焼いて、と
ても楽しかった。⾃分でたこ焼きを作るのはほんとうに初めてなんだね。でも、おもしろそうだから、わたしも⾃分で焼いた。やっぱり⾃分で作ったら、もっとおいしくなる
ね。

 でも、⼥⼦会の途中、ある意外のことがあった。えりという⼦は部屋を出る時、私たちの前のたこ焼きを焼くその機械にぶつかって、その機械と焼いてる熱いたこ焼きが全部
落ちちゃった。わたしのところから⾒れば、最初全部あやみちゃんの⾜に落ちたけど、なんども聞いたら、ずっと⼤丈夫っていった。でもその後、冷たい飲み物でそこを冷やし
てる。わたしがその⼦に飲み物を持ってきたとき、あやみちゃんはこう⾔った。“えりには内緒ね。”って。わたし本当に感動した。⼈のためにここまでやったのは、本当に優し
い⼦ですね。

その後、5時ぐらい、私たちは家に帰った。外はめっちゃ寒かった。それに、今⽇⿅児島で雪降ったそうだけど、わたしはぜんぜん知らなかった。もっと降ってきたほうがいい
な。それじゃ、ホワイトクリスマスになるんだ。

これは⽇本語で投稿されたものです

盧 ⾬聡さんの⽇記



⽇本での誕⽣⽇〜〜〜

2012.01.11

今⽇は⽇本で最初の誕⽣⽇だった。

うちの姉ちゃんの⼦は1⽉10⽇だから、この前いっしょに誕⽣⽇過ごしたの。

 

ジャンジャンーーこれ、姉ちゃん⼿作りのケーキだよおいしそうでしょう〜〜実際もとてもおいしかったよ\^o^/

これがうちの姉ちゃんがくれたプレゼント。ちょうかわいい〜〜昨⽇疲れたのに、わざわざ12時まで起きていて、今⽇の始めにプレゼント渡してくれたの。わたしのおしゃれ
を楽しみにしてるって。ほんとうに嬉しかった。姉ちゃん⼤好き〜〜〜

それに、昨⽇原嶋先⽣から⼩包が届いた。原嶋先⽣うちの中国の学校の⽇本⼈の先⽣。この前⾯接を受けるために、たいへんお世話になりました。今度先⽣が⽇本に帰って、う
ちの⺟さんがくれる⼩包を持って来てくれました。その中にうちの友達がくれた本も⼊っていて、本当に嬉しかった。

盧 ⾬聡さんの⽇記



そして、今⽇学校に⾏ったら、みんなが誕⽣⽇おめでとう〜〜って⾔ってくれて、びっくりした。部活が終わったら、またみんなでhappy birthday to youの歌を歌ってくれ
て、サックスの友達がプレゼントとみんなが書いてくれたメッセージを渡してくれて、もうほんとうに感動した。

 

初めて外国での誕⽣⽇、こんないっぱいの思い出⾃⾝はｌもうとてもすばらしいプレゼントだ。ほんとうに最⾼の誕⽣⽇〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです



正⽉〜〜

2012.01.22

 今⽇は中国の正⽉だね〜〜

 ⽇本での正⽉はちょっと寂しいけど、昨⽇またギョーザ作ったから、⼀応正⽉過ごしたな〜〜

 では、みなさん、新しい⼀年もよろしくね〜〜〜

 誰かお年⽟ちょうだい〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです

盧 ⾬聡さんの⽇記



雪じゃ〜〜

2012.01.28

 ⿅児島に来て、今年もう雪⾒えないなと思ったけど、今週急に寒くなってきて、雪まで降った︕︕︕︕

 最初はけっこう⼤きくて、花みたいな雪が静かに降ってきて、めっちゃ嬉しかった︕︕︕︕ 

 でも、やっぱり⿅児島は暖かいところで、ぜんぜん積もらなかった。しかも、昼になったら、雪が⼩さくなってきて、最後⾬になっちゃった

 もっと⼤きい雪みたいな〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです

盧 ⾬聡さんの⽇記



地区⾳祭~~~~

2012.02.11

昨⽇はいよいよ地区⾳楽祭の本番だった〜〜

研修に⾏ったから、5⽇間も練習しなかった私は、本当にやばかった。私はもともとうまくできてないし、⼆年⽣の先輩が先週指が体育の授業で⾻折しちゃった。これで、ファ
ーストを吹いてるのは私⼀⼈になっちゃった。だから、宮崎から帰ってきたあの午後、すぐ学校に⾏った。⼆⽇間もない練習の後は、いよいよ本番が来ました。

地区⾳祭は実際⿅児島地区⾼等学校⾳楽祭。⿅児島各⾼校からの吹奏楽部と合唱部の交流会みたいなもの。この中に、アンサンブルコンテストで優勝を取ったグループもある。
12⽇の時、⿅児島の代表として、九州の⼤会に参加する予定です。

最初からは、そのアンサンブルコンテストで勝った甲南⾼校の打楽器のパート。ただの3⼈ですばらしい演奏ができた。ほんとうにパーカッションってかっこういいな〜〜って
思った。パーカッションの⼈は、みんな何でもできるみたいで、演奏中いろいろの楽器を同時にやることもあるし、忙しいなとも思った。

それから、いろいろな学校の吹部の演奏を鑑賞した。その中に、⿅児島⽟⿓⾼校の“魔⼥の宅急便”と鶴丸⾼校の“吹奏楽のための第1組曲よりシャコンヌ”がすばらしいと思っ
た。

休憩の後、太⿎までもあった。太⿎は吹奏楽のようにリズムある曲はできないけど、その勢いは⽇本らしくて、とてもかっこういいと思った。そして，琴の演奏もあった。20
⼈ぐらいでやってる琴の合奏はほんとうにすばらしかった。私も琴引きたいな〜〜

吹部以外，合唱もあった。合唱はその歌⾃⾝以外、いろいろな動きや伴奏も楽しみがある。とくに松陽⾼校の合唱はオペラみたいで、バービーの話だった。可愛くて，すごくお
もしろかった。

⻑く⻑く鑑賞の後，いよいよ、私たちも準備に⾏った。いろいろの演奏を⾒て、本当に緊張してたまらなかった。とくに、こんな緊張の時、サックスは⾳が出ない
ToT………………もうほんとうに泣くほどショックだったの。でも、本番の時はなんとかできた。演奏が終わったら、本当にほっとした。

私たちが終わったら、後⼆つあった。最後は⿅児島情報⾼校の演奏だったけど、めっちゃかっこうよかった。情報⾼校は吹部がとても強い学校だそうで、全国⼤会でも優勝をと
って、去年はニューヨークにも演奏に⾏ったそうだ。曲が⻑いけど、みんなが全部暗譜だった。しかも、そのサックスのソロが⻑くて、めっちゃ⻑かった。ほんとうに羨ましい
〜〜私もそんなにうまくできたらいいな〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです

盧 ⾬聡さんの⽇記



地区⾳祭〜〜の続き〜〜

2012.02.12

地区⾳祭のあと、サックスのみんなで、餃⼦の王将に⾏った。これはサックスのみんなと初めて遊びに⾏った。久しぶりの餃⼦〜〜ほんまにおいしくて、ついに⾷べ過ぎちゃっ
た＞o＜。

 

たくさん⾷べたから、みんなはアイス⾷べたくなった。私は逆になんで⾟いのを⾷べたら、デザートが欲しいかって分からないけど、⽇本⼈はいくらお腹いっぱいでも、デザー
トは⾷べれるそうだ。それで、ダイエーに⾏った。そこで、またプリクラを撮った。

帰るとき、ダイエーの前にいくつかの彫刻がある。それで、先輩はおもしろそうだから、その⾺に乗りたかった。でも、其の⽯はつるつるしてるから、滑りやすいの。で、いろ
いろ⼯夫して、超うけたの。

盧 ⾬聡さんの⽇記



 

これで、楽しい⼀⽇だった。

これは⽇本語で投稿されたものです



⾵景~~

2012.02.12

最近、すごく良いカンジの写真が撮れたから、アップするね>o<

本当に⿅児島の太陽と曇って⼤好き~~~

盧 ⾬聡さんの⽇記



バレンタイン〜〜（遅くなったけど）

2012.02.23

今週の⽕曜⽇はバレンタインだったな〜〜⽇本のバレンタインほんとうに幸せだな〜〜

⽇本のバレンタインって⼥⼦からチョコあげるか、本当に中国と違うね。しかも、彼⽒だけでなく、ほかの友達にも義理チョコをあげる。⽕曜⽇の昼休みの時、みんなチョコと
か⼿作りのお菓⼦をみんなに配ってた。多くの⼈も作ったから、まるでお菓⼦交換みたいだな。

⽇記を⾒たら、みんなもたくさんチョコとか⼿作りのお菓⼦もらったね。私もたくさんもらったけど、その場で半分以上⾷べちゃったしかも、うちら先週の⽊曜⽇から学年末試
験だから、まだ半分ぐらいの⼈は今週の週末作るって。楽しみだな〜〜

先週部活は試験中で休みだから、私もチョコ作ってみた。でも、私って、そんな⼿作りのお菓⼦とかぜんぜん作ったことないから、どうなるだろうって、⼼配してた。

実際やってみたら、そんな難しいことではないね。姉ちゃんがインタネットで簡単な⽅法を⾒つけてくれた。チョコを溶けたあと、コーンフレークを⼊れて、よく混ぜてから、
そのまま固める。これは型もいらないし、簡単だから、けっこううまく⾏った。でも、ほか、の⽣クリームとかもあまり⼊れてないから、硬そうだと思って、⼼配した。昨⽇出
してみたら思ったよりおいしかった〜〜〜

 

盧 ⾬聡さんの⽇記



それに、私は紙でバラを折って、その中にチョコを⼊れた。かわいいでしょう^o^ でもそれを作るためにけっこう苦労した………………⼀個に平均15分かかった。

これは⽇本語で投稿されたものです



桜〜〜

2012.02.23

もう春になったけど、寒かったり暖かかったりして、ちょっと嫌な天気だけど、太陽さえ出れば，すごくいい天気になる。

最近何回⾬が降ったけど、意外に⾬が降る時の⽅が暖かい。⾬が降る時、南⾵が来るって⽗さんが教えてくれた。

暖かくなったら、うちの桜も咲いた。初めて桜を⾒て、本当にきれいだと思った。

 

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

盧 ⾬聡さんの⽇記





⽇本の春〜〜〜

2012.03.01

  ⿅児島は南の⽅にあるから、最近はもうずいぶん暖かくなってきた。その暖かくなってきた天気によって、さまざまな花も咲いてきた。⼀番多くのはもちろん⽇本の代表――
桜。うちの桜以外、普通の道にも桜が⾒える。

これはJRに乗ったとき撮ったの。いいタイミングだね〜〜

盧 ⾬聡さんの⽇記



うちの庭〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです



卒業式

2012.03.01

今⽇は卒業式だった。

3年の⾼校⽣活がここで終わり、進学、就職などいろいろな問題に対する3年⽣はもっと厳しい将来に直⾯している。

⽇本の卒業式は思ったよりずっと真剣だった。⼈集うの曲に伴って、卒業⽣が続々と⼊ってくる。そして、国歌⻫唱。ここまでの伴奏は全部私たち吹奏楽部が担当する。それか
らは卒業証書授与、全員の名前も呼ばれて、そして、代表が前に⾏って、校⻑先⽣からもらう。

次はいろいろな⼈の発⾔、多すぎほどあった。その間、私たち吹部の⼈はそのまま楽器を持って、そのまま座るかとしかできなかった。ほんとうにきつかった。でも、私たちの
演奏で、先輩たちの⾼校⽣活にいい終わりができたら、それはなにより嬉しいです。

卒業式が終わったら、みんなは吹部の先輩に思い出のしきしを渡りました。最近みんなはそれにいろいろ⼯夫して、とてもかわいい物もあった。ほんとうにすごいなって思っ
た。

これは⽇本語で投稿されたものです

盧 ⾬聡さんの⽇記



⼥⼦会〜〜

2012.03.08

今週の⽕曜⽇から⼊試休みに⼊った。⾼校⼊試で4っ⽇間の休みもあるなんて、ほんとうにびっくりした。しかも、⽉曜⽇も半⽇授業だったし、前後の⼟⽇を含めて、なんと10
⽇間近くの休みをもらった︕︕︕︕幸せ〜〜

⼊試休みは休みじゃなく、⾃宅学習だよってなんども先⽣に注意されたけど、こんなときじっと家にいる⼈はいないだろうせっかくの休みだから、うちもまた⼥⼦会した〜〜も
う3⽉に⼊って、3学期もあと2週間ぐらい終わっちゃうから、うちらにとっても、もう最後になっちゃうかも。だから、今度はほとんど全員が来た。みんなでプリクラを撮っ
て、バイキングを⾷べた。ほんとうに楽しかった。

変顔〜〜

 

みんな可愛い

 

盧 ⾬聡さんの⽇記



そろそろ⾷べ終わったとき、友達が興奮で、そのレストランのガラスの外エスカレーターがあったから、そこを通る⼈に誰でも⼿を振った。イケメンな男もいたし、外国⼈もい
た。⼀番おもしろいのは、ある⾼校の男⼦が嬉しそうにこっちにも⼿を振ってくれて、しかも降りたあとまたエスカレーターに乗って上がってきて、うちの友達とガラスの両側
で話したの。ガラスがあるから、声が聞こえなくて、何度⾔っても分からなかった。ほんとうに超うけた。

これは⽇本語で投稿されたものです



クラスマッチ〜〜

2012.03.22

⾦曜⽇はクラスマッチだった〜〜1年⽣として最後の⾏事だから、みんなも⼀⽣懸命頑張って、勝ちたいと思った。

クラスマッチで、⼥⼦はバスケと蹴り野球、男⼦はバスケとサッカー。蹴り野球と⾔っても、主に野球のルールによってやってるゲームだから、私のような野球について何も知
らない野球⾳痴はバスケを選んだ。上⼿じゃないけど、できることはちゃんとしたいと思う。

うちら練習が少なかったけど、元バスケ部の三⼈のおかげで、結構うまくできた。⼥⼦バスケ初戦、1年1組に対する4対2勝った︕︕ほんとうに嬉しかった。でも、うちらの試
合があったから、⼥⼦の蹴りやも男⼦のサッカーの試合もすぎちゃった。

でも、次はうまく⾏かなかった。⼥⼦バスケは2試合⽬で、2年⽣に負けて、準々決勝に⼊らなかった。男⼦バスケもサッカーも2試合負けちゃって、⼥⼦の蹴りやも1負け1同点
で準々決勝で敗退。これで、うちの4組の試合は全部終わちゃって、本当に全滅だった

午後からは準々決勝に⼊るけど、あいにく朝から少し降ってた⾬はどんどん⼤きくなってきて、仕⽅なく、試合を終えた。それで、⽔曜⽇の午後その続きをした。うちのクラス
の試合がないけど、同級⽣の応援を⼀⽣懸命してあげた。すばらしい試合が⾒れて、楽しかった。

 

これは⽇本語で投稿されたものです

盧 ⾬聡さんの⽇記



終業式

2012.03.24

昨⽇は終業式だった。1年はこれで終わりになった。ほんとうに早いな〜〜

終業式になって、悲しい別れしか残ってなかった。1年ぐらいいっしょに過ごした友達と先⽣、別れることになった。もともとクラスが別になっても同じ学校にいるから⼤丈夫
だと思ったけど、うちの先⽣が転勤することになった。昨⽇はじめてこれを聞いたとき、友達みんなが泣いてきた。私もこれを聞いて、驚いて、寂しいっていうか悲しいと思っ
た。思ったんだけど、私は泣かなかった。この七ヶ⽉間、ほんとうに楽しい⽣活を送った。その思い出は私たちの⼀⽣の宝になる。決めたことは変えられない。私たちにできる
ことはその思い出を⼤切にして、頑張っていくことです。そして、⾃分の元気な様⼦を先⽣に⾒せて、笑顔で“さよなら”っていって、お別れしたいです。

これは⽇本語で投稿されたものです

盧 ⾬聡さんの⽇記



離任式

2012.03.30

  27⽇に離任式があった。うちの担任の先⽣を含めて、今度⼗数名の先⽣が転勤か退職で、うちの学校を離れていく。

  離任式に吹部も校歌と蛍の光を演奏するから、朝早く学校に⾏った。⾳出しをしたり、チューニングをしたりして、もう離任式の本番が始まる。最初教頭先⽣から各先⽣を紹
介して、それから先⽣からコメントを⾔います。

  先⽣たちも武岡台のことを思って、⽣徒たちのことばっかり考えてくれて、ある先⽣が⼊院した時も⽣徒たちのことばっかり考えてくれました。そして、もう⼀⼈の先⽣が昨
⽇の夜何も考えなくて、転勤する先⽣を誘って飲みに⾏ったから、歌を歌おうと⾔いましたけど、やっぱり話をしてくれて、歌は今度にしようになっちゃったけど、先⽣の話が
終わったあと、ステージの裏からピアノの⾳が流れてきて、先⽣も栄光の架け橋を歌ってくれました。先⽣は歌が下⼿だから、⼥⼦バレー部の⼈といっしょに歌った。

  離任式のあと、離任する先⽣⽅にお茶を差し上げるのは定番だけど、⼀年⽣はまだあまりできないから、⼆年⽣の先輩たちにしてもらうはずだけど、⼀年⽣の中で⼆⼈が⼿伝
いに⾏けるみたいで、私も⾏けるようになった。この⼿で、校⻑先⽣とうちの担任の先⽣にお茶とお菓⼦を差し上げました。ほんとうによかったと思った。

これは⽇本語で投稿されたものです

盧 ⾬聡さんの⽇記
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