
感想

2011.08.31

 今⽇は⽇本にいる第⼆⽇です、毎⽇とても楽しいです、これからの⽣活はすごく期待しています。⼀所懸命頑張って、毎⽇を⾒事に過ごしたいと思います。

これは⽇本語で投稿されたものです

⽩ 佳慧さんの⽇記



充実な⼀⽇

2011.08.31

充実な一日

今日は日本での第二日です、なんか信じられませんね、毎日充実過ぎて、もうなんにちかんもすご

したような感じなんです。

朝は朝食を食べて、集合した後、シャツとかを配って、日本での生活について、先生がいろいろ教

えてくれました、ほかに五つの誓いって書いている紙も配りました、それは私たちから、先生方、親

に、そしてすべての私たちのことを見守っているみんなへのちかいなんです、だから絶対それを守っ

て、みんなの期待におたえられるように、そして自分の夢を実現するように、頑張っていこうとおも

っています。

今日、一番面白かったのは、午後の行動でした、ごごは池袋防災館を見学しました、煙体験と地震

体験と消火体験をやりました。最初やったのは煙体験だったです、みんなを分けて、八人のグループ

で火事の後の煙のこもった部屋で逃走っていうか、安全の場所に移動するようなたいけんしました、

もちろん、火事なんかもなくて、煙も本当の煙じゃなかったのです、毒素なんかはありません、でも

面白かったです。

次は地震体験でした、わたしたちは６人づつ特設な部屋に入って、そして地震の模擬を体験しまし

た。部屋には机ひとつといつつなどがあって、普通の家庭に見せかけたんです。これは一番おもしろ

かったと思います。地震のときはわたしたちはすぐ特製のくろいもので頭を守って、つくえの下にも

ぐりこみます、地震はとても激しかったでなべもパンっと急に落ちてしまって、驚きました。私たち

が体験したのは、本当に日本で発生した大震災です、５，６どがあって、本当の地震とほとんどう同

じです、こんな体験は初めてなので、とてもおもしろかったとおもいます。

後は消火体験でしたけど、火は本当火じゃないから、ちょっとね、

でも消火器を使ってとても涼しかったで、みんなで大きい声で、火事だって何度も叫んで、そごくた

のしかったです。

最後に、映画っていうか、ビデオのようなのをみました。名前は

“生きる”だったです。３１１大震災の時、東京で起こったことです。なんかとても感動しました。

物語の主人公はひろしっていう男の子でした。いつもと同じように見えましたが、とんでもないさい

なんが急にこの幸せなところとひとたちを襲いました。いえが激しく揺れ始めて、一瞬ですべてが壊

滅されてしまう、それはまさに地震の恐ろしさです。でも地震は強い人間を倒せるのですか、答えは

もちろんできません。近所の人とひろしが協力して、お母さんとおばあさんを助けました。いえを出

てすぐにまたゆれ始めた、普通は手で自分の頭を守りますが、みんなは自分のではなく、おばあさん

の頭をまもっています、そこまでみて、もう抑えられなくて、涙がでちゃいました。いつでもどんな

ことにあっても冷静でいられ、お年寄りなどを優先に守ります、毎ひとつの命を救うために全力つ

く、絶対命を見捨てないない、命かける瞬間、それは日本人がとった態度と行動だったです、まさに

日本人の知恵です、せかいみんなが感心しています。

その男の子は最後に言ったこともすごく感動しました、地震があって、すべて壊滅したかもしれま

せんが、これでおわりじゃない、ぼくが生きているから、だからやりなおす！こんな言葉を聞いて、

もう一度涙ぐみました、そうですね、いのちがあればそれですべてなんです、いえがなくなったっ

て、まちがおわされたって、命があれば、怖くないんです、この手でもう一度、なんでもやりなおせ

ますから。日本は絶対やり直せるって私はしんじています、世界のみんなの日本の味方で、応援して

ますから、がんばってくださいね。

今日は本当に勉強になりました、いろいろな防災知識をわかったし、こころの感動ももらいまし

た。本当によかったとおもいます。

今日勉強したことはもうしみじみに心に刻んで、忘れられません。

⽩ 佳慧さんの⽇記



あしたもたくさん行動があろので、たのしんでいます。これからも頑張って毎日を過ごしたいとお

もいます。
これは⽇本語で投稿されたものです



やっとネットがつながった

2011.09.12

感激、感激、やっとネットがつながった︕︕

先週の⾦曜⽇から今夜まで、あれこれと⼿を尽くして、PCのサポートスタッフさんと、計３時間以上も電話で話しながら作業して、やっとつながったの。

今⽇から毎⽇⽇記が書ける、嬉しいな︕前に書き溜めた⽇記もこれからアップしていいのかな。とにかくたいへんだったよ。

でも接続作業の間は、PCサポートの⽅や、ホストファミリーにもずいぶん迷惑かけちゃった。本当に申し訳なくて。ここでも改めて、お詫びさせてもらいます。本当に、あり
がとうございました︕︕

⽩ 佳慧さんの⽇記



那賀との出会い

2011.09.14

那賀⾼校、これが私の通う学校の名前です。

⾏く前から、マンモス校だとは聞いていたけれど、実際⾏ってみたら、すごく広くて。もうここに通い始めて２週間がたちます。でも、まだ校内のことが完全にわかっていませ
ん。グランドだけでもいくつもあるしね。

学校が広いだけではなく、もちろん⽣徒も⼤⼈数です。全部で1000⼈以上、先⽣も９０⼈以上で、⼀クラス４０⼈以上の⽣徒がいます。各学年９クラスずつあって、⼀学年で
も３００⼈以上になりますね。

校内にはたくさんの植物が植えられていて、毎⽇校内を散歩するだけでも楽しいです。

部活動も盛んで、⽂化系と体育系クラブ、それぞれ⼗いくつもあるんです。いったいどれにしたらいいのかな~~どれもやってみたいし~~今は、部活体験真っ最中、でも今週
中には決めます。でも⼤事なのはどの部にするかってことじゃなくて、⼊ってからしっかりやることですけどね。

この学校の制服はスタンダードなセーラー服です。夏は⽩で、冬は⿊、とても気に⼊っています。着た感じもとてもいいですよ。

とにかく、とてもいい学校です。もちろん勉強も頑張らなくちゃ︕ここでの⽣活も始まったばかり、きっとこれから素晴らしいことがたくさんあるはずです。がんばるぞ︕ 

⽩ 佳慧さんの⽇記



通訳に︕︕

2011.09.15

 明⽇、中国河北からの訪問団が、那賀⾼校にやってきます。学校で⽇本語も中国語もわかるのは私だけなので、光栄にも通訳を仰せつかりました。すごくうれしいな︕これっ
て、いい機会ですよね︕

でも楽しみなだけではなく、やっぱり⼼配なこともあります。ちゃんと全部⽇本語が聞き取れるか、それにちゃんと通訳ができるのか。やっぱり⽇本語と中国語は全然違います
し、うまく翻訳できないような⾔葉もあるだろうし。でもがんばります。少しでも多く、訪問団の先⽣⽅や、団員のみんなに⽇本⽂化を理解してもらえるように。これも私が中
⽇の懸け橋になる第⼀歩ですものね。とにかく、精⼀杯がんばります︕

⽩ 佳慧さんの⽇記



バスケットボールとギター

2011.09.15

私たちの学校は、体育と芸術の授業は好きなものが選択できます。体育は、野球、サッカー、ダンスにバスケの中から、芸術は、⾳楽、美術、書道の中から選べて、私はバスケ
と⾳楽を選択しました。

なぜかバスケが好きで、中学の時は仲のいい友達や、お⽗さん、お⺟さん、クラスの男⼦ともバスケをしていました。みんなと⼀緒に汗を流す感覚は、とてもいいものです。今
週、体育の授業は２回、⼆⽇続けてありました。まだバスケの班には参加し始めたばかりですが、みんなとても親切にしてくれます。⼥⼦が少なくて、たったの９⼈、他は全部
男⼦です。今⽇は⼥⼦で２チームに分かれて試合をしました。最後、私たちのチームが勝ちました。１２対0ハハ、最後に私は３ポイントシュートを決めましたよ。嬉しかった
な。でも結果よりも、みんなと過ごすことが楽しかったです。

ギターは初めて弾きました。今までやってみようと思ったことはありません。好きなので⾳楽を選択したのですが、授業に出てはじめて、⾳楽の授業はギターが主なんだって知
りました。これには驚きと嬉しさが⼊り混じった感じでした。でもギターが習えるのもいいことですよね。私の⼀番仲のいい友達は、ギターが上⼿なので、中国に帰ってから、
もしかしたらデュエットが組めるかも。しかも⽇本のいい歌をたくさん習えます。すごくいいですよ︕でも私は途中から参加しているので、はじめは何もできなくて、初めての
授業の時は、みんながギターの演奏をする中、私はギターを抱えて座っているだけ、なんにもできませんでした。でもギターの先⽣はとても親切で、時間を⾒つけては私のとこ
ろに来て教えてくださいます。おかげですぐに⼊⾨レベルに追い付いて、今では⼀曲演奏できるようになりました。すごく達成感があります。これからもがんばりますね。やる
からには、上⼿になります︕

がんばります。きっとたくさんの素晴らしい曲が私を待っているから︕

⽩ 佳慧さんの⽇記



初めての通訳体験

2011.09.16

期待していた通訳の仕事は今⽇で本番です。

昨⽇の夜は興奮してしまってあまりよく眠れなっかたです、でも今朝は通訳をやることを思い出すたびに、なんか元気になってやる気が出ます。

あさ⼀時間⽬が終わったら、国際科の部屋に⾏って、先⽣たちといっしょに、訪問団を迎えにいきました。⽣徒９⼈と先⽣２名でした。なんかみんなの顔を⾒て、少しどきどき
していました、でもすごくたのしかったです。中国の同胞はお久しぶりですね。那賀⾼校の制服をきているから、みんな最初は私を⽇本⼈だと思って、こんにちはと⾔いまし
た。

その後はみんなでいっしょに図書館に⾏って、歓迎会を開きました、ここでそろそろ私の出番です︕まずは校⻑先⽣と⽣徒会⻑は歓迎の挨拶をして、わたしはそれを通訳しまし
た、まあ原稿はは先⽣が昨⽇わたしに渡したんですげどね。あまり⻑くなっかたですけど、ある単語は通訳しにくくて、直接中国語にしたら、通じない⾔葉もあって、なにか⾔
葉を加えなかればならない場合もあって、また順位を変える必要がある場合も、その辺にはちょっと⼿間をかかりましたけど、まあ、最後はよくできたと思います。通訳にも学
問がたくさんありますね。

歓迎会の後は、校内を⼀周まわりました、訪問団といっしょに来ている先⽣の⼀⼈も⽇本語すごく上⼿で、その後は先⽣が通訳して頂ました。みんなはここで中国⼈に会えるな
んてとても親切な感じがしますって⾔っていて、私とすぐに友達になりました。みんな私に⽇本の学校⽣活とかについていろいろ聞いて、私は詳しく紹介しました。

午後は⽇本⽂化の体験です、まずは体育館で剣道と柔道と空⼿のショーを⾒ました、実は私も始めてです、とてもすばらしかったと思います。特に柔道です、⼆⼈で試合をする
時、相⼿を投げる時はすごく⾳がします、痛そうなあと思うと、投げられた⼈はすぐに⽴ち上がって、何でもないようで、また試合を続けます、そんなすごい根性と最後まであ
きらめない精神に本当に感⼼しています、これはまさに武道の魂ですね。

最後に作法室に⾏って，茶道を体験しました。これも初めてです、茶道の礼儀とかは知らなくて最初はちょっと⼼配でした。でも茶道部のみんなは親切に招待してくださって、
緊張感はすぐになくなりました。部員たちはまずお茶の前のお菓⼦をみんなにあげました、⼩さい菊の形をしていたきれいなお菓⼦でした、⾷べてみたら、⽢くて本当においし
かったです、それからはお茶のつくり⽅を実演しました。実演をやったのは、すごくきれいな⼥の⼦でした、、まずは茶碗を洗って、茶の葉を茶碗のなかにいれて、お湯の⼊っ
ているやかんのような容器からお湯を汲んで、茶碗に⼊れます。最初汲むときはひしゃくに⽔をいっぱい汲みます、でも⼊れる時は半分だけ⼊れます、最後に残った半分はまた
やかんに戻します。茶道部の先⽣になぜかを聞くと、最初汲むときはひしゃくに⽔をいっぱい汲むのはわざわざ遠くからきたお客様への誠意がいっぱいっていうことです。でも
全部⼊れてはいけません、なくなった⼈を送る時だけ、全部をいれますと詳しく答えました。なるほどですね,ひとつの細かいやり⽅にも結構いろんな学問が含んでいますね。

最後に茶道部のみんなが作った抹茶を拝⾒しました、とてもおいしかったです、お茶の⾹りとお菓⼦の⽢さは⾒事になじ合って、本当に⾔葉では表せないほどの奇妙の味でし
た、いまでも⼝に⾹りが残っています、本当にすばらしかったです。茶道は本当に広くて深いことだと思えるようになりました。なんか茶道部に⼊りたいような気がしますね。

茶道⾒学終わったら、これで今⽇の通訳体験はおわりです。訪問団の皆さんはすごく楽しかったそうです、私もうれしかったです。ここで中国⼈に会えて、それに友達になれ
て、本当によかったと思います。茶道には⼀期⼀会の⾔葉がありますね。私もみんなとの縁を⼤切にし、この美しい思い出を⼤事にしたいとおもいます。最後にみんなからプレ
ゼントもたくさんもらいました、本当に感動しました。

今⽇みんなの那賀での⼀⽇はきっと楽しかっただろうと思います。今⽇のためにいろいろ準備して忙しくした校⻑先⽣をはじめ、先⽣たちとクラブのみなさまに本当にありがと
うございました。わたしは今は⽇本にいって、留学⽣ですけど、中国⼈です、⽇本のみなさんは私にも、訪問団の皆さんにも私たちにいつも親切してくださって、本当にありが
とうございました。

最後に訪問団のみなさんに⽇本での訪問をとおして、すばらしい思い出が残られることを⼼よりお祈りいたします。

これは⽇本語で投稿されたものです

⽩ 佳慧さんの⽇記



那賀の夭折2011.09.07永遠に忘れられない記憶

2011.09.16

 

あまりにたくさんのことが起こりすぎて、今⽇は3限⽬で学校が終わった

でもちっとも嬉しくない

こんなに早く学校が終わったのは、みんながもう授業を受ける気分になれなかったからだ

今⽇3時間⽬の体育が終わった後、教室に戻り、4時間⽬が始まったのにも関わらず、⼀向に先⽣が教室に現れなかった。うちらは先⽣が授業を忘れてしまったんだろうと気軽
に考えていたんだけど、少しして、全校⽣徒に体育館に集合するよう校内放送が⼊った

なにがあったんだろう。わたしはわけがわからないまま、みんなと⼀緒に体育館へ向かった

体育館に⼊ると、何故か、異様に重苦しい空気が流れていた。先⽣が台上に上がり、⼀つ皆に知らせなければならないことがあると⾔った。体育館内が⼀⻫に静まり返る。先⽣
がゆっくりと⼝を開く。もうすぐ⽂化祭です。皆さん毎⽇⼀⽣懸命練習に取り組んでいることと思います……なんだ、なにかと思ったら体育祭の話か。わたしは⼼の中でほっと
息をついた。⼀呼吸置いて、続けて先⽣は更に重たい⼝調で⾔った。2年のあるクラスの男⼦⽣徒が、あまりに激しい練習をしてしまったため……ここで不意に変な空気が漂い
始めた。列の隣にいた先⽣が急に上を向き、まるでなにかを堪えているようだった。体育館の向こうでは、⼥⼦⽣徒のすすり泣きが聞こえてくる。⼀体何があったというの︖わ
たしはただ⾸を傾げるばかりだった。そして先⽣は続けて⾔った。今朝体育の授業のときに、彼はランニングをしていた。突然具合が悪くなり、グラウンドに倒れ込んでしまっ
た。すぐさま救急⾞を呼び、病院に運び込んだ。お医者さんがありとあらゆる応急処置を施した。が、それもむなしく、彼はこの世を去ってしまった……このとき例の⼥⼦⽣徒
のすすり泣き声は既にあちこちに広がっていた……皆その男⼦⽣徒と同じクラスだった⼦たちだった。話が終わると同時に、急に涙がこみ上げてきた。すごく悲しかった。確か
にわたしはまだこの学校に来て少ししか経ってないし、その男⼦⽣徒とは全く⾯識がないし、名前すら知らない。けれどそれでもわたしは悲しかった。だって命より⼤切なもの
なんてなにもないんだから。⼀つの命が消えてしまったことよりも悲しいことなんてないんだから。

あの⼥の⼦たちがなんであんなにも苦しそうに泣いていたのかわたしにはよくわかる。⾃分のクラスメイトで、昨⽇まであんなにいきいきとしていたのに、なんの前触れもなく
急にいなくなってしまった。いきいきとしていた命が、突然冷たい死体になってしまったなんて、誰が受け⼊れられるだろう。教室に戻っても、みんなぎくしゃくとしていた。
泣いてる⼈はいなかったけれど、みんな上⼿く笑えていなかった。誰も何もしゃべらなかった。だって、なにをしゃべったらいいかわからなかったから。誰も泣かなかったの
は、全てのことがあまりに突然で、誰⼀⼈それを受け⼊れられなかったから、そもそもどうやって泣いたらいいかわからなかったんだ。おばあちゃんが亡くなってから初めて、
⾝近にいる⼈が亡くなった。どこかで誰かが亡くなったというニュースなら以前たくさん聞いていたはずなのに、いつもどこか他⼈事で、傍観者の⽴場だった。かわいそうと呟
いて、ため息をつくくらいだった。でも実際に現実にこういうことが⾃分の周りで起きたら、わたしはもうただ傍観者ではいられない。⼼を揺さぶられずにはいられなかった。

あまりに突然過ぎる

みんなそう⾔っていた

誰も予想など出来なかった

彼はもしかしたら今⼀番輝いていて、⼼の中にはこれから実現していくだろう夢がたくさん詰まっていたかもしれない。彼は⼀⽣懸命頑張って、練習して、体育祭でいい成績を
残そうとしていたのかもしれない。その体育祭がもう来週まで迫っていたのだ。あと何⽇か待てば彼の努⼒は実を結ぶかもしれなかったのに、それなのに、彼はそれまで待てな
かった。彼の夢はもう叶えられないのだ。

⼀つの若々しい命が、こうしてなんの前触れもなく消えてなくなってしまった。

彼はもしかしたらまだ恋愛をしたことがないかもしれない。もしかしたらまだやり残したことがたくさんあるのかもしれない。もしかしたら死ぬ直前まで、彼はクラスメイトと
楽しくおしゃべりをしていて、まだ⾒ぬ素晴らしい明⽇へ思いを馳せていたのかもしれない。けれど、もう明⽇はない。⼀輪の花のように美しい命は、今⽇2011.09.07という
永遠に忘れられない⽇に、その⼀⽣を終えてしまったのだ。

その後クラスの中でも何⼈かが泣き始めた。この会ったこともない男⼦⽣徒のことを偲び、命の儚さを悔やんで。

帰るとき、真由と⼀緒だったんだけど、このことに関しては、2⼈とも⼀⾔も話題に出さなかった。というよりなにを話したらいいのかわからなかった。⼀つの命が⽬の前で消
えてしまったとき、誰もそれに冷静に向き合うことは出来ないし、ショックを受けないではいられないのだ。

教室の前で真由を待っていたとき、クラスメイトがみんな帰ってしまって、わたし⼀⼈になったんだけど、そこで急に泣き出したくなってしまった。⼀⼈の男⼦の死が、わたし
に中国の友達のことを思い出させたのだ。ずっと会ってないけど、みんなどうしているんだろう。離れ離れになってる時間はたった1年しかないのに、賛ちゃんはわたしのため
にあんなにも泣いてくれた。お別れのあの夜のことをわたしはきっとずっと忘れることはないと思う。もともとはすごく楽しくおしゃべりをしていた。笑ってお別れが出来るな
ら、それが⼀番だと思ってた。けれど最後にハグをしてたときに、この⼀瞬で、彼⼥の⽬から涙が溢れてしまった。薄暗い街灯の下で⾒た彼⼥の涙を、わたしは今でも忘れられ
ない。すごく感動した。だけどそのときはまだ理解できなかったのだ。永遠のお別れでもないのに、どうしてもみんな泣くのだろうかと

でも今なら少しは分かるような気がする

ずっと近くにいた⼈が、突然いなくなるというのは、誰でも受け⼊れがたいことなのだ

それがたった1年のお別れだとしても

⽩ 佳慧さんの⽇記



それじゃああの男⼦の友達や、両親、彼のことを愛し彼のことを気にかけていた⼈たちは、どうすればいいんだろう。きっと死ぬほど悲しいに違いない

帰り道は、ずっと気分がよくなかった。昨⽇歌いきれなかった歌のことを思い出し、少し⼝ずさんでみる。曲名は“天⾼地厚”

けれど、“私たちはまだ叶えられていないいくつもの夢がある。向かわなくてはいけないいくつもの明⽇がある“という部分まで歌ったところで、我慢が出来なくなった。涙がこ
み上げてくるも、⽬から零れ落ちることはなかった。ただただ悲しくて、切なくて、なんともいえない気持ちだった。でも会ったこともないし、親友でもない。だから胸を裂く
ような想いはしなかった。

家に帰り、お弁当を開くと、これまでと変わらない美味しそうなご飯が詰まっていた。けれど⼀⼝も⾷べれなかった。それが悲しいからなのか、それともただ単にお腹が空いて
いなかったからなのかは分からなかった。

それでも少しずつ⼝に運んでいると、さっきまで楽しそうにしゃべっていた真由が急に静かになった。彼⼥の⽬が潤んだのを⾒て、また急に悲しさが胸に込み上げてきてしまっ
た……

夜になっておばあちゃんが帰ってきた。このことを話したら、おばあちゃん、ずっとその男の⼦の死を悼んでた。きっとその⼦は今⽇も「いってきます」って、家の⼈に笑って
⾔ってから家を出たんだろうねって。

本当無常だな。誰も先のことなんて予想できない

世の中ってこういう⾵に出来てるよね。不⾃然こそ⾃然なんだ。ここ何⽇か川上弘美の《花野》を勉強してるんだけど、この男の⼦の死によっておじさんの⾔っていた⾔葉の意
味を更に深く理解することが出来た気がする。

わたしたちだってこの男の⼦と同じように、ある⽇、急に倒れて、そのままだめになってしまうことがあるかもしれない

だからこそ⼤切にしなければいけない。命を、毎⽇を⼤切に、⼀⽣懸命⽣きていかなければならない

⼈が死んでしまったらそこで何もかも終わりだけれど、でもきっとあなたのために悲しみ、あなたのために涙が枯れるまで泣いてくれる⼈がいる

それはあなたを愛してくれてる⼈たち

孤独な⼈なんていない

だから、その⼈たちのためにも、わたしたちはしっかり⽣きていかなければならないんだ︕︕彼らを傷つけないためにも。そして⾃分の夢のためにも。⽣きて、⼼残りを作らな
いためにも

しっかり⽣きていく

⾔葉にすれば簡単だけど、その重みは、わたしたちが⼀⽣をかけて知っていかなければならない

どうか、あの男⼦⽣徒が安らかに眠れますように。

これからは、しっかり⽣きていこう。そして周りの⼈⼀⼈ひとりを⼤切にしていこう



私のことを気にかけてくださる皆さんへ

2011.09.16

この間は私の那賀学校に対する初めての印象を紹介しました。

きれいなキャンパス、さらに美しいのはキャンパスにいる⼈たちで、私が⾏った初⽇に、国際部の先⽣が親切にも私のために制服などの購⼊⼿続きをしてくれ、キャンパスを案
内してくれました。最初の授業の⽇、教室に⼀歩⼊ると、⿊板にはカラフルな⾊でとても⼤きく「ようこそ⽩佳慧さん」と書かれていました。その時は本当にとても~~とても
感動しました。⼤きな字が⿊板いっぱいにかかれているのを、先⽣たちは消すのが忍びないようで、⼤きな字の合間に⼩さく時を書いていました。授業が終わってからまた慎重
に消していました。本当に感動。ありがとう。授業が終わるたびに、クラスのみんなはこぞって私の席まで来て話しかけてくれました。私が覚えられるようにクラスメートの名
前もたくさん書いてくれました。カリキュラムが決まったばかりで私はまだ教科書がなく、でも授業のたびにクラスメートが教科書を⾒せてくれました。時には先⽣が⾃分の教
科書を私に貸してくれました。先⽣達は私が聞き取れないのを⼼配して、授業の途中で私についてこれているか尋ねてくれました。お昼はお弁当を⾷べたけど、みんな⼀緒に⾷
べよう誘ってくれました。体育の時間は体育館まで連れていってくれました。⾳楽の時間は私にギター&hellipの弾き⽅を教えてくれました;…その外、まだまだたくさんありま
した。みんなが私にしてくれたすべてのこと、私は本当に感激しました、本当にみんなありがとう︕︕私は⼀⼈初めて郷⾥を離れて新しい環境で⽣活することに、あこがれや期
待、もちろん不安もあります。もちろん不安もあって、恐れや臆病な気持ちもあります。でも⽇本に来てから、たくさんの親切な⼈々に出会って、基⾦の丸⼭先⽣、諸⽥先⽣、
後井先⽣、それにあの⽇町歩きの練習のボランティアの⼈、柴⽥のおじいさん、みんな私達にとても親切で、本当に私達のことを考えてくれ、気にかけてくれて、特に丸⼭先
⽣、2⽇前にはわざわざ電話までくれて、のどの調⼦はどうかと⼼配してくれました。東京を⽴ってからも、先⽣はずっと私の具合を⼼配してくれていて、丸⼭先⽣は毎⽇⼤変
なのに、いつも遅くまで私達のために忙しくしていて、ご⾃分の具合も悪いのに、私のことを気にかけてくれて、あの⽇先⽣に買ってもらったマスク、あの夜に私のために買っ
てくれたアメ、それに電話まで、先⽣がしてくれたすべてのことに感動し、⼼に深く残っています。実は先⽣が電話をくれた⽇、午後学校から帰ってくるとき、坂道を⾃転⾞で
上っていて、⾃転⾞をこぐのに疲れていて、道もよくわからなかったこともあり、上り坂で⾞をよけたときに、うっかり道端の溝に⾃転⾞ごとはまり、けがをしていたのです。
その時先⽣のなつかしい暖かな声を⽿にして、涙が出そうになりました。でも先⽣に⼼配をかけたくなかったのでガマンしました。もう今はよくなったので、この2⽇間バスケ
ットボールまでできるようになりました。⼼配しないでください︕

先⽣達だけではなく、ホストファミリーもみんな私にとても良くしてくれます。お⺟さんは仕事が忙しく、毎晩早くても8時、遅い時は11時に帰って来るのに、毎朝早起きして
私のために朝⾷を⽤意してくれて、お弁当まで作ってくれます。お⽗さんはとてもかわいらしくてやさしく、私はお⽗さんの笑い声が⼤好きで、とても⾯⽩くて、お⽗さんが笑
うたびに私まで可笑しくなります、ふふふ。私よりひとつ年上の真由お姉ちゃんは、年上っていう感じがあまりしなくて、とてもかわいくて、とても可笑しくて、それにとても
やさしいし、わからないことがあったらいつも熱⼼に教えてくれます。私は⾃転⾞に乗るのがあまりうまくないので、お姉ちゃんはいつも私がついていけるスピードに合わせて
くれて、放課後は私の⽤事が済むまでいつも待っていてくれるのです。かさばる制服をもらった⽇など、お姉ちゃんは私が⾃転⾞に乗るのは危ないと⼼配して、持つのを⼿伝っ
てくれました。本当感動。かわいいお姉ちゃんに⼤感謝です。⼀番私が感動したのはおばあちゃんで、おばあちゃんは⾼齢で背中もすこし曲がっているのに、毎⽇私のことを気
にかけてくれて、毎⽇午後⾞を運転して家に来て、家事して、家族みんなのために晩ご飯を⽤意してくれて、毎晩10時ごろまで忙しく働き11時にようやく家に帰ることができ
るのです。来たばかりの頃、私が咳をするのを⾒て、おばあちゃんは冷えないように⼩さいタオルを⾸に巻いてくれました。私が⽔を飲みにいちいち1階に降りなくてもいいよ
うに、私の部屋に⽔を2本置いてくれて、そのうえボトルのフタに中国語で⽔をたくさん飲むようにと書いてくれて、本当に感動です。おばあちゃんは中国語ができないのに、
中国語を書くのは⼤変だったでしょうね。おばあちゃんが疲れないように、私は毎⽇晩ご飯を⾷べると後⽚付けを⼿伝おうとするのだけど、おばあちゃんは絶対に⼿伝わせてく
れません。毎⽇家に帰ると、おばあちゃんは私のためにあたたかいお茶とおやつを⽤意してくれます。それに私の⼤好物のミカンも。毎⽇必ず。私が⽇本のことをもっと理解で
きるよう、おばあちゃんは⽇本のファッション誌を探し集めて、⼩さいプレゼントといっしょに私の机の上の置いてくれていたりします。またあるときは⾊紙を買ってきて、時
間があったら佳慧ちゃんに折り紙を教えてあげてねと書いてお姉さんの机に置いてくれたり。その⽇私は本当に感激しました。おばあちゃんはみんなの世話をするために、忘れ
ないように好きなものなどをメモして時間があったらそれを⾒ていて……その外、まだまだたくさんありあます。多すぎて書ききれません。おばあちゃんは私に本当に良くして
くれて、私達は⾎が繋がっていないけど、この家に来てまだ2週間にも鳴ってないけど、本当のおばあちゃんみたいに私を⾃分の孫同様かわいがってくれます。おばあちゃん本
当にありがとう。本当にとても感激です。でもおばあちゃんあまり無理しないでください。⽇本に来てから今まで、たった2週間、でも私のことを気にかけてくれる⼈、愛して
くれる⼈にたくさん出会いました。みなさん本当にありがとう。みなさんへの恩は決して忘れません。

私達はまだ⼗代の⼦どもで、独りで留学にきて、時には不安になることもあります。でも私達は⼀⼈ではありません。私達の周りには私達を⽀えてくれる⼈、愛してくれる⼈、
気にかけてくれる⼈たちがたくさんいるのです。みなさんのお陰で私達の不安は次第に消え、愛情とぬくもりの中で成⻑することができます。みなさんのお陰で私達は恐れるこ
となく、孤独だと感じずに、努⼒して、勉強に励み、頑張って⽣活して、悔いのない1年を過ごせます︕︕私は頑張ります︕︕

私を気にかけてくださるみなさんへ︓本当にありがとうございます。みなさんの期待に応えるよう、私は頑張ります︕

⽩ 佳慧さんの⽇記



めったにない⼤⾬

2011.09.17

ここ数⽇、⼭⻄の太原、つまり私の故郷ではとても珍しい⼤⾬が降っているらしい。浅い場所でも膝まで、深いところでは腰まで⾬がたまっているって。本当にすごい。私は太
原で⼗数年⽣活してきたけど、そんなにすごい⾬は⾒たことがない。

私の学校も⾬に浸かってしまったらしい。窓から外を⾒るとまるで⼤海原にいるみたいらしく、皆毎⽇授業もそこそこに“海”を眺めているんだって。笑。どんな光景だ~~

この⼤⾬で、多くの学校が休校になったんだよ。まさか太原でこんな⼤⾬が降るなんて、思ってもみなかったな。

はあ、でもやっぱり早く⽌んで、皆の⽣活が元に戻ってほしいな︕

⽩ 佳慧さんの⽇記



お墓参り

2011.09.17

今⽇はホストファミリーといっしょにお墓参りに⾏きました。真由ちゃんのおばあさんのお墓でした。

場所はとても遠かったです、岩出市ではなくて和歌⼭市にあります。１０時から出発して、１時間半ぐらいかかってやっとつきました。

みんな⾏く前にお花を買って、お墓にいったら、お墓の両⽅にあるお花を⼊れる容器のなかに⽔を注いで、お花と松を中に挿し込みます。その後はお墓に⽔を揚げた、みんな⼀
⼈づつ参拝してから、お墓参りはこれで終わります。

中国では⼀⼈にひとつの⾃分の名前が刻んでいるお墓があります。でも⽇本では、家族の名前が刻んでいて、”なになに家之墓”って書いていて、家族みんなが同じお墓に⼊りま
す。それにお嫁さんも夫といっしょに埋めます。これは中国とまったく違います。

夜、おばあちゃんが帰って、お墓参りの話して、中国ではお嫁さんは結婚しても名字が変わらないことを聞いて、不思議と思っています。でも中国では当たり前のことです。

⽇本⽂化と中国⽂化はいろいろ違ってるところがありますね、でもどっちでも⽴派の⽂化だと思います。これからの⼀年は⽇本の冠婚葬祭などの活動にできるだけ⾃分の⽬で⾒
てみて、その違いを知りたいとおもいます。また、⽇本の⽂化をより深く味わいながら、中国の⽂化を⽇本⼈に伝わりたいと思います。（もう結婚式は⼀度参加したことがある
んですけど、今⽇はもう遅いから、後で感想をかきますね︕）

これは⽇本語で投稿されたものです

⽩ 佳慧さんの⽇記



後記

2011.09.18

今⽇、また数⽇前の⽇記を⾒返してみた。あれは“那賀の痛み”についての⽂章なんだ。あんなに重い話題でごめんね。あれを発表するかすごく悩んだんだけど、最終的にはたく
さんの⼈に⾒てもらうべきだと思ったんだ。

男⼦⽣徒の死は本当に悲しいもので、那賀の全⽣徒が永遠に忘れることのできない痛みになった。でも私達に改めて命の重さと尊さを教えてくれた。

あの後、先⽣達は⻑い⻑い会議を開いて、⽂化祭と体育祭を中⽌するという決定を下した。その⽇の午後、全てのクラスで、展⽰品が解体され、それを分別して捨てた。私も皆
を⼿伝って解体した。私は制作には携わっていないから、皆ほど強い思い⼊れがなく、⾃分の⼿で作った作品をバラバラに解体していく気持がどのようなものか分からなかっ
た。

三年⽣には泣いてしまった⽣徒もいたそうだ。⾼校の最後の思い出が、こうして無くなってしまった。男⼦⽣徒の死、楽しみにしていた学園祭の中⽌、そして卒業。三年⽣にと
って、⾼校⽣活最後の⽇々はきっと明るい思い出にはならないだろう。……

でも、どうしようもない。誰も間違っていない。でも、事件はこうして起こってしまった。何もかもうまくいくということはない。

留学⽣として、私ももちろん残念ではある。でも、私は学校の決定を理解できる。これは⼀つの命に対する尊重であって、正しい決定なんだ。命の重さは、他のもので量ること
なんてできないんだから。

今、あの⽇からだいぶ時間が経った。学校は平静を取り戻したようだ。でも、私も、学校の全⽣徒、全教師も、あの時刻んだ胸の痛みを忘れることはできない。

 

⽩ 佳慧さんの⽇記



焼⾁⾷べたよ

2011.09.18

今⽇は朝ごはんが遅かったから、昼ご飯がなくなって、夜ご飯の時間が前倒し、5時に夜ご飯を⾷べたんだ。なんと焼⾁だったんだよ︕

家族全員でテーブルを囲んで焼⾁を⾷べるって⾔うのはなかなか素敵だね。久々に家族って感じがしたよ。クーラーをつけてたから家の中は冷えてたんだけど、やっぱり焼⾁を
してると、すごく温かかったし、暖かかった。焼⾁も美味しかったよ。野菜もあったし。かなり焦がしちゃったけど、それでもすごい美味しかった~~~

初めて⽇本で焼⾁したよ。すごい貴重な体験だった~~

もちろん写真も撮ったよ。ただ今はアップ出来ないの~~

カードリーダーを買ったらまたアップするね~~~

⽩ 佳慧さんの⽇記



おぉ……写真アップ出来そう

2011.09.18

さっきカードリーダーの問題だって⾔ってたけど、まぐれを期待してもっかい試してみたら、なんと普通に使えたという……あぁ、でもなんでさっきはだめだったんだろう……

はぁ、お⽗さんに申し訳ない、お⽗さんのせいじゃなかったよ……︓

⽩ 佳慧さんの⽇記



制服の写真

2011.09.18

写真がアップ出来るようになったから、さっそく制服を撮ってみたよ︕

どう︖なかなかいいでしょ。セーラー服、⼤好きなんだ︕

しかしカメラの⾃撮り機能には頭が下がるよ……

冬服もあるから、とりあえずそれは楽しみに取っておいて、冬になったらまたアップするね︕

⽩ 佳慧さんの⽇記



回転寿司

2011.09.20

本当はコレは昨⽇の⽇記なの

今⽇は回転寿司を体験しました。嬉しかったあO(∩_∩)Oハハ!

有賀先⽣がおっしゃってた通りに、本当にいろいろなことを体験できています。すごく好い感じです。でもこれも、学校、ホストファミリーのおかげで、⽇本にも温かく迎えて
くれるい家族ができて、私を愛してくれるたくさんの⼈がいるから。本当に皆さんには感謝しています。みんなのおかげで、私はバラエティに富んだ素晴らしい毎⽇を送ってい
るのです。昨⽇、お⺟さんからのメッセージに感動してしまいました。“感謝する気持ちを持っていれば、⼤きな困難にぶつかることもないのよ。⼈に対するときも⼀緒、いつ
も⼈に感謝のできる⼈は幸せなのよ”って。だから、私もいつもきちんと感謝の気持ちを持てる⼈間になりたい。そしてみんなからもね。

今⽇は敬⽼の⽇で学校はお休み。

お⽗さんお⺟さん、真由、そしておばあちゃんと⼀緒に⾏ってきました。なんだか今⽇のおばあちゃんはとてもイキイキしていて、格好もおしゃれです。⼝紅を塗って、ペンダ
ントもつけて本当にきれい。おばあちゃんは頭はもう⽩いけれど、気持ちはとっても若いんですよ。おばあちゃんは可愛いカーアクセサリーをつけたり、服装もおしゃれです。
その上おばあちゃんのお料理はとってもおいしくて、⽣活の⼀つ⼀つをとても愛しています。そのおかげか、おばあちゃんは、ますます元気になってきてるんですよ。これこそ
元気のヒケツ、ですね︕

みんなでお寿司さんでご飯を⾷べるって、とってもあたたかい気持ちになります。本当の家族みたいです。回転寿司は、その名の通り、コンベアの上をいろいろなお寿司が回っ
てきます。その場で好きなお寿司を取って⾷べるんだよ~~初めて来たのでまずどれがおいしいのかわからないので、いろいろ⾷べてみました。 すごくおいしかったのもあれ
ば、あまり⾒たことがないものもあって、勇気を出して⾷べてみました。納⾖を初めて⾷べたときみたいに︕でもどれもおいしくて、特にお刺⾝は私も⼤好きです。。

説明するより写真を⾒てね。

直接注⽂することもできます。注⽂したのが回ってくるんだよ。

⽩ 佳慧さんの⽇記



どう︖すごくおいしそうでしょ

左が「いくら」，変な名前だよね。⿂の塩⾟い卵なんだって。⽇本の⼦供たちはこれが⼤好き。でも私はあんまりおいしいとは思えなかったな。ヒンヤリしたかんじはいいんだ
けれど、やっぱり⽣臭くって〜〜

右が「海胆，うに」なんて⾔ったらいいのかな、ちょっと苦い~~

これはおばあちゃんとのツーショット。おばあちゃん、きれいでしょ~~

真ん中の⾚いのが、私が⼀番好きなマグロ~~みんながお寿司屋さんに⾏ったら、絶対に⾷べてみてね︕新鮮なお⿂に、ちょっとワサビがきいていて、どう︖よだれが出ちゃい
そうでしょ~~

この⻩⾊いスープみたいに⾒えるのも、すごくおいしかったよ。でもこれはスープじゃないの。表⾯はゼリーみたいのがかかっていて、その下は卵と海⽼の蒸したものが。海⽼
は5個も⼊ってたの。すごく満⾜、これもおすすめ︕

最後ね、ハハ、これが私たちが⾷べた分。多いでしょ。もうみんなお腹がいっぱい。お⺟さんが⾔ってたけど、お⽗さんなんて15⽫も⾷べたんだよ。ハハ~~

本当に楽しかった。みんなも機会があったらぜひ⾏ってみてね。⾷って⽇本⽂化の重要な部分を占めているからね。すごく丁寧に、⾷べる⼈のことを考えて作られていて、ちょ
っと⾷べなれないものもあるけれど、勇気を出して、⾷べてみて。きっと新しい発⾒があるよ︕





⽂化祭

2011.09.20

今年の⽂化祭は中⽌のはずだったんだけれど、やっぱり何か⽉もかけて準備をしてきた三年⽣のことを考えて、規模を縮⼩して開催することになりました。例年の⽂化祭とは⽐
べられないけれどね。本来は⼆⽇間開催するんだけど、今⽇は体育館で半⽇だけの開催に。それでもみんな、満⾜していたよ。

朝の9時に体育館に着くと、吹奏楽部の部員はもうステージで演奏のスタンバイ。

みんなが会場に着席するのを待って、演奏の開始です。例の男⼦⽣徒のために、吹奏楽部で特別に曲を準備しました。曲名はよく聞き取れなかったんだけれど、とても静かでい
い曲でした。

それから何曲か続けて演奏し、演奏中は席を⽴たないように、というはずだったのに、みんなそんなこと全くお構いなしに、曲が始まるとワッとステージの⽅に集まって、⼀緒
にはねたり、叫んだり、騒いで⼤盛り上がり。すごくhignな雰囲気で、これは⽇本語で「盛り上がってる~~」って⾔うんですって。⽇本の⽣徒たちがこんなふうに“騒いで
る”のを⾒るのは初めて。なんだかカワイイ⼀⾯︕でもそのほとんどが3年⽣で、⾼校最後の⼀年、良い思い出を作るために、⼀⽣懸命になって、⻘春を楽しんでいたのかな。ほ
んと、うらやましい~~1年⽣は後ろの⽅に座っているので、前が⽴ち上がってしまうと、何にも⾒えなくなっちゃう……でも盛り上がっているからいいよね~~嬉しい気持ちっ
て伝染するよね。なんだかこっちまでワクワクしてきちゃって、最後のほうでは春⽇さんたちも前にいっちゃった。ホント、楽しかった~~~

みんなステージ前で⼤盛り上がり~~

それから「世界にひとつだけの花」の演奏が

みんなで歌うため、歌詞が配られていたの。フフ、この曲は中国で、私がいた⽇本語科のクラスソングだったし、歓迎会でも歌ったから、歌詞を⾒なくても歌えちゃうもんね︕
みんなと⼀緒に歌えるって、すごく楽しい︕本当は⾯接の時も歌おうと思っていたんだけど、機会がなかったの。……ギターが弾けるようになったら、中間研修の時にでも、弾
き語りをしちゃおうかな︕こうご期待。他にもみんなが聞きたい曲があったら、⾔ってね。練習をしてみんなに聞かせてあげるからね︕フフO(∩_∩)O~

 うーん、写真ではあまり伝わらないかな。雰囲気だけでも感じてね︕動画がアップ出来ればよかったんだけれど︕

⽩ 佳慧さんの⽇記



ダンス

2011.09.20

素晴らしかった吹奏楽部の演奏の後は、これももっと、すてきなダンスが︕︕

まず吹奏楽部がAKB48の曲を何曲か演奏。聞いたことのある曲もあったよ~~~すっごく感激、演奏に合わせて、ステージ下では男⼦も⼥⼦も⼀緒に踊ってます。その振りは
AKBのと⼀緒︕︕︕もう会場は超high︕まだあのメロディーが⽿に残っていて・・・「会いたかった、会いたかった、会いたかった、yes︕」もう最⾼︕

それからホップなダンス︕︕みんなかっこよくて︕会場は最⾼に⼤盛り上がり︕

写真良く⾒えないの。私も興奮しちゃってブレまくり︕

今⽇は本当に楽しかったな。吹奏楽部の皆さん、お疲れ様でした。ダンスのイケメン、イケ⼥さん、お疲れ様でした︕そしてホットな三年⽣に感謝を。そして、私たちの気持ち
を汲んでくださった先⽣⽅、本当にありがとうございました。

最後に、これだけは⾔っておきたいのは、学校祭を⾏うことは、男⼦⽣徒の痛ましい事故を忘れるためではなく、彼の不幸な事故を通して、⽣命の尊さを改めて考えるため。で
も私たちはこれからも⽣きていく、いつまでも悲しみだけに浸るのではなく、しっかりと考え、準備を整え、これからの⼈⽣を迎えること。命は儚い、まさにその通りだけれ
ど、私たちは⼀瞬⼀瞬を精⼀杯⽣きていくんだ︕︕彼の夢はもうかなわないけれど、私たちはその分何倍も努⼒をして、彼の分まで背負って、夢への船出をするんだ︕未来より
も、今がもっと⼤事。だから今⽇から、⻘春をみつめ、せいいいっぱい、悔いのない毎⽇を送るんだ︕

⽩ 佳慧さんの⽇記





⾬上がりの校内

2011.09.20

ずっと学校の写真をのせたかったんだけど、なかなか落ち着いて写真を撮ることができなくて。今⽇は台⾵の影響で⼀⽇⾬が降ったりやんだり。久しぶりの涼しい天気、⾵もち
ょっと湿っぽくて、ヒンヤリして、そっと頬を撫でていく。スカートのすそを揺らし、吹き抜ける⾵が本当に⼼地いい。⾬上がりの校内は、とても詩的で、ついカメラを取っ
て、何枚か写真をパチリ。

秋⾬と真っ⾚な情景。これが⼀番のお気に⼊り。真っ⾚な花がゆらゆらと⽔に流れていく。何とも⾔えない味わいが。ずっと眺めていたくて、シャッターを切る。でも写真の中
に切り取られた⾵景は、やっぱり⽬の前の本物の美しさにはかなわない。

⽩ 佳慧さんの⽇記





台⾵︕台⾵︕

2011.09.21

今⽇は台⾵で学校はお休み。

昨⽇の夜から降り始め、今朝までずっと降り続いてたの。こんな⼤⾬初めて。⼟砂降りの⾬が、空から唸りをあげて、まるで空の底が抜けちゃったみたいに降ってくる。朝、半
分寝ぼけてリビングにはいって、ホストマザーにおはようございますっていったら、今⽇学校はお休みよって⾔われたの。テレビではもう台⾵の警報がでていたので、学校もお
休みに。学校に⾏かなくていいんだ。

でも誰から連絡もないし、本当に休校なのかなってちょっと不安だったんだ。テレビを⾒ただけで学校に⾏かなくていいなんて、やっぱり中国とは違う。お⺟さんはこれが⽇本
では当たり前なのよって⾔ってくれたので、やっと安⼼して、部屋に戻って⼆度寝。

でも⾬の⽇って寝るには最⾼︕涼しいし、ここ何⽇かの疲れも寝だめのおかげで回復︕あースッキリ︕

でもね、本当は学校に⾏きたかったんだ︕だって学校って、毎⽇楽しいんだもん~~~

こんなにすごい⾬が降ったら、きっとあちこち⽔があがっているかも。そう思って外を⾒ると、全然⽔なんて溜まっていない。⽇本の下⽔設備ってすごいね。どの道の両側にも
側溝が設けられていて、全然⽔なんてたまらないの。太原での⼤⾬のことを思い出しちゃった。でもここほどは降っていなかったはずなのに私たちが学校に⾏こうとしたら校⾨
の前はもう“⼤海原”状態。これが⽇本との差なんだよね。いろいろなことを、⽇本からしっかり学ばなくちゃ︕

でもみんな、⼼配しないでね。台⾵って⾔っても、そんなにひどくはないから。⾬が降るぐらいだよ。岩出市は災害時要警戒地域じゃないからかな。でもやっぱり台⾵は早く遠
くに⾏ってほしいな。早くみんなが普段の⽣活の戻れるように︕

⽩ 佳慧さんの⽇記



台⾵休み~~

2011.09.21

台⾵のおかげで、思いがけないお休みに~~家に⼀⽇いても、ゆっくりなんてしてられなかった。今⽇はスペシャルなお客様が来たから。お姉さんの真由の、彼⽒さん︕︕前に
写真を⾒たことがあって、会ってみたいなって思っていたら、なんと今⽇、家に来たの。もう⼤興奮︕

彼⽒さんは10時過ぎに来ました。お迎えに出て「こんにちは」とだけ挨拶を。そうしたら真由に、このコ⽇本語上⼿だねって。ハハ。それから三⼈で、真由の部屋でトランプ
を。“⼤富豪”，って⾔うゲーム。だいたいのルールは中国の“争上游”といっしょだけど、カードをきるルールが全然違うの。キングは2枚で、でも2枚とも同じなんだ。中国みた
いに⼤王⼩王ってわけないの。それに⽇本のは、7,8,9，みたいに続いている数は「かいだん」っていって、しかも同じマークじゃなきゃ出せないんだ。中国だったら、3枚以
上の同じカードだったらこれが⼀番強い⼿なんだけど、⽇本では3枚以上のカードは“⾰命”，っていって、かいだんとはちがって、数の⼤⼩は関係ないの。ルールが違うからな
かなか理解できなくって。でも⽇本なんだから、やっぱり⽇本のルールでやらなきゃね︕

ゲームスタート~~負けた⼈は罰ゲームアリ、のルールで︕罰ゲーム︕初戦は真由の負け。ピアノを弾いてってお願いを︕（真由お姉さんは、今ピアノを習っているの。でも本
⼈はまだまだ下⼿だって⾔うけれど）しぶしぶ、2曲弾いてくれたんだ。でも思っていたよりずっと上⼿︕

彼⽒さんが負けたときは、50回の腕⽴て伏せを。でも最後の⽅は5回だけ。ハハ~~

私が負けたときは、つばを飲み込みだけでいいかなって⾔ったんだ。それからジュースを⼀⼝飲んで。⼆⼈もしぶしぶそれでいいよって~~ハハ、だから、つばを飲み込むだけ
で私はOKに。

でも私が負けたのは⼀度だけ。実はトランプ、強いんだ。中国にいたときから、みんな知ってるし︕ハハハは︕

それから、トランプをしながらおしゃべりをしたり、まだゲームをしたり、あっという間に⼀⽇が過ぎちゃった。楽しかったな︕（あれ、もしかして私って⼆⼈のお邪魔だっ
た︖）でもみんな、楽しそうだったしね︕

今⽇⼀⽇のおかげで、真由お姉さんともっと仲良くなれたかな。やっとみんなとリラックスして話せるようになったし、今⽇たくさん話せたおかげで、⽇本の⾼校⽣のことがも
っと理解できて、⾔葉の勉強にもなったしね。いいことばっかり︕

今⽇は真由をピアノに送っていくので、お⺟さんは早めに帰宅。みんなで話をしているときに、お⺟さんが⽇本の好きな芸能⼈はいるのって聞かれたの。⾚⻄仁が好きで
す、“ごくせん”を⾒ていたのでって答えたんだ（⽇本で⼤⼈気のドラマだったんだよ。たくさんの⼈が⾒ていると思う）お⺟さんも⼤好きで⾒ていたんだって。家には映画版の
DVDもあるの。ハハ、お⺟さんもごくせんのファンだったなんて。それからみんなでそのDVDをみたんだ。もちろん中国でも、みたことがあるんだけど、みんなと⼀緒に観る
ってそれもまた楽しいよね︕しかも、いろいろ話しながらみられるんだから、もう、楽しくて︕おばあちゃんも仲間由紀恵を指さして、このこ、ケンカが強くて⾯⽩いねって︕
途中、お⽗さんも帰ってきたので、みんなで⼀緒に観ることに。おかしなところではみんなで⼀緒に笑い声をあげて、本当に楽しかった︕

この家に来てもう半⽉。はじめは緊張していた。お⽗さんの⽅⾔もよく聞き取れなかったし、お姉さんともまだあまり⾔葉が通じなかったし。でもいつの間にか⾃分もこのにぎ
やかな家族の⼀員になっていたみたい。毎⽇みんなと楽しく過ごして、私もだんだんと、以前友⼈や家族と過ごしていた頃のような思いっきりの笑顔で笑えるようになってい
た。家族みんな、とてもいい⼈たちで、ご飯の時にはお⽗さんが必ず⾯⽩い話で笑わせてくれる。⽅⾔がわ かりずらいときもあるけれどね……へへ。みんなが私を愛してくれ
て、私もみんなが、この家が⼤好き。⼀緒にいられるのはたったの3か⽉かもしれないけれど、こうして出会えたのも、ご縁なんだから、みんなとの縁を⼤事にしたい。そして
みんなと過ごす⼀⽇⼀⽇を、⼤切に、楽しく過ごしたい。そしてみんなにも楽しく過ごしてもらえるようにしたい。それが私のこの家族の⼀員としての責任なんだから。

本当に、みんなと出会えてよかった︕

（あら、いつも間にかこんなに書いていた。，最後まで読んでくれてありがとうねO(∩_∩)O）

⽩ 佳慧さんの⽇記



運動会︕

2011.09.22

今⽇ようやく台⾵がいなくなったから、わたしたちは予定通り運動会を⾏うことが出来ました︕

全体を通して、すごく楽しかったよ︕わたしは1種⽬参加したんだけど、すごい疲れたぁ︕

今⽇はかなり疲れたから、早く寝たいなぁ。それに写真も200枚くらい撮っちゃったから、カメラも完全に電池が切れちゃって。今回の運動会は本当にすごく良かったんだよ。
みんなにももっと⾊々お話したいんだけど、短い時間じゃ話しきれないから、それはまた明⽇にするね︕明⽇は秋分の⽇だから、1⽇休みなんだぁ︕

楽しみにしててね。みんなに忘れられないような運動会のレポをしてあげるから︕

⽩ 佳慧さんの⽇記



忙しくて、楽しくて

2011.09.27

ここのところ異常なほど忙しい、そしてすごく充実している。

何が忙しいって、学校の⾏事は多いし、来週は試験だから、復習もしなくちゃ。でも私にとっては復習ではないの。だって私はまだ全然勉強していない範囲だから︕⽥中先⽣に
も、試験を受けるのか、受けるのなら何教科受けたいかって、聞かれた。私は全部受けますって答えたけどね。⽥中先⽣もビックリしながら、わかったっていってくれたよ。で
もね、⾔ってから後悔しちゃった。だって、ずっと⽂化祭やら、体育祭やら、しかも2度の三連休もあって、全然授業を受けていないんだよね。全然みんなと勉強していない範
囲になっちゃうし、試験、どうしよう︕

でも初めての試験だしね。結果はどうあれ、がんばればいいよね︕とにかく、やってみよう︕でもね、私は⽇本語の分、みんなより1教科多いんだ。今⽇、清家先⽣から出され
た⽇本語の問題も、半分以上間違ってるだろうし~~と、とにかく、がんばるぞ

もうこれからは忙しくて時間が無くなるし、⻑い⽇記なんて書いてる時間なくなっちゃう~~あーあ、書きたいのはやまやま、たくさんのことみんなに話したいんだ。和歌⼭で
遊んだこと、週末に奈良に⾏ったこと、学校の⾏事のこと、運動会の続き、最近⾷べたおいしい⽇本料理のこと……たくさんあって、みんなにどれも教えてあげたいのに、ザン
ネン……これから時間があったら、また書くからね~~~

さっき、丸⼭先⽣からお電話をもらって、嬉しかったな︕⼀番好きな先⽣だから︕先⽣の声を聞くとホッとしちゃう~~翻訳の⽅にもごめんなさい、いつも⻑い⽇記を書いてお
⼿数をかけて、たくさんの翻訳をしなくちゃいけないんですよね。そりゃあ、ミスだってしますよ。運動会の⽇記はバックアップもありますので、ご⼼配なさらないように。ま
た時間のある時に投稿します。でもちょっと今は忙しいので、また今度に~~

忙しいけれど、楽しいです。⼀番忙しい⼈がイチバン時間を持っている。だっていろんなことが毎⽇ぎっしり詰まっているから。だから毎⽇が充実している。充実しているか
ら、こんなに楽しいんです︕これからもこんなに忙しいといいな。とても充実しているし、これからどんなことがあったって、私は受けてたつつもりです︕がんばるぞ︕

今朝のテレビの星占いでは、やぎ座の運勢が最⾼︕うれしいなって、ウキウキしながら⾃転⾞に乗って学校に向かっていたら、途中、男の⼦が後ろからやってくる気配が。私は
⾃転⾞をあまり速く⾛らせられないので、道を譲ろうと思って、⽤⽔路に落ちないように右によけたら、その男の⼦は⾃転⾞のテクニックをみせつけたいのか、他の理由か、わ
ざわざ私の右側を通っていったの。怖くないのかなって考えていたら、私の右を通り過ぎてすぐに左に曲がって、男の⼦の⾃転⾞の後輪が私の⾃転⾞の前輪に接触してしまっ
て、その⼦は無事でも、私が転んでしまったの。けがは軽かったけど、もう、いやになっちゃう。何が最⾼の運勢よ︖こんなけがまでしちゃってさ、あったまくる︕でも前より
はいいのかな、こんな軽いけがだけで済んで。ちょっと⽪が擦り剥けただけだから。あのコも、もうちょっとゆっくり⾛ってほしいよね。特に⼥の⼦、わたしみたいな⼦を抜か
していくときは。ここの男の⼦たちって、ホント、⾃転⾞の運転が乱暴なの。……

もう寝なくちゃ。またこんなにかいちゃった。みんなおやすみなさい~~O(∩_∩)O~

⽩ 佳慧さんの⽇記



諸⽥先⽣、ごめんなさいね

2011.09.28

ああ、もろた先⽣、本当にすみませんでした。
あのう、昨⽇の電話の最初はよく聞こえなかったんで。。
先⽣たちはみんな同じく親切で暖かい⼝調で、声も近くて、前の⼆つの電話は丸⼭先⽣がかかってきたから、つい勘違いしました、本当にすみませんでした。
でも、もろた先⽣のことも⼤好きですよ、美⼈だし、優しいし、いつも⽇記を読んでいただいていますし、私たちのことはずっと⾒守っていますし。
きのう電話してくださって、本当にありがとうございました。
このことは許していただけますか︖お願いします︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⽩ 佳慧さんの⽇記



テスト、ファイト︕

2011.10.02

明⽇からはテスト。まるまる１週間あるんだ。だからこれから１週間、ここにはこられないの。ゴメンね~~ハハ

テストがあるって知ったときは、始まるまでもう１週間しかなかったの。だからその１週間、すごく頑張って勉強したんだけど、全部勉強しきれなかった。だって範囲広すぎ~
しょうがないよね~~でもめいいっぱい、がんばったんだから、悔いはない。テストって、⾃分の実⼒がわかればいいんだよね。ま、とにかく、がんばるぞ︕︕

⽩ 佳慧さんの⽇記



那賀のためにお祈りを

2011.10.03

今⽇、学校は試験の予定だったのに、登校したら、1時限⽬は⾃習、その後はすぐ下校に。試験は中⽌でした。

その理由は、また同じような悲しいことがおこってしまったため。吹奏楽部の2年⽣の⼥の⼦が、昨⽇病気でお亡くなりになったそうです。

またこんなことが起きてしまった。１カ⽉もたたないうちにまた同じようなことがおこってしまい、前回の悲しみもまだ完全には癒えないうちに、新たな悲劇に⾒舞われてしま
った。あの笑い声に満ち溢れていた学校も今は息の詰まるような重い空気に包まれてしまっています。

どうして︖

どうして︖

どうして︖

どうしてこんな悲劇が次々とこの美しい学校に降りかかるのか。どうしてこんな⾮情な病魔が夢にあふれる若い命を奪い去っていくのか。彼⼥も彼も、まだ⾼校⽣なんです。こ
の花のような若い命は、その花が開く前に散ってしまいました。こんな⼩さな学校で受けた衝撃は⼤きなものです。誰⼀⼈として、こんなことが現実に起こったということをす
ぐには受け⼊れられるはずがありません。

なんでこんなことが︖その吹奏楽部の⼥の⼦とは、私は知り合いでもなく、顔を合わせたこともありません。でもつい最近の⽂化祭で、あんなにも朗らかに響いていた吹奏楽部
の演奏の中に、彼⼥の声もあったのでしょう。あんなに⽣き⽣きとした演奏を⾏ったステージで、私たちに喜びを与えてくれた。それがたった1週間前のことなのです。こんな
に⽣き⽣きとして、良い⼈が、この世から消えてしまうだなんて︖どううけとめればいいのか︖先⽣がこのことをみんなに伝えたとき、亡くなった彼⼥と同じ吹奏楽部の⼆⼈の
⼥の⼦たちは声を押し殺して泣いていました。

あの⼥の⼦の最後の演奏を、私は忘れません。那賀の⽣徒、⼀⼈ひとりすべてが絶対に忘れません。彼⼥が私たちに与えてくれた喜び、希望、最後の演奏を、そして彼⼥の⼈⽣
で最も素晴らしい思い出になったであろうあの時を、決して忘れません。

謹んで、彼⼥の魂が安らかに眠れますようにお祈りしています。

謹んで、那賀のためにお祈りを。那賀に神様のご加護がありますように。もうこんなことが再び繰り返されないように。私たちのもろくて弱い⼼では耐えきれません。⼼から那
賀の平安をお祈りして︕

 

 

⽩ 佳慧さんの⽇記



試験終了~~

2011.10.07

今週の試験がやっと終わりました。でも試験は全部終わりではありません。⽉曜⽇の試験が延期になったので、来週の⽕曜⽇にも、試験があるんです。まあ、でもほぼ終わった
ともいえますけれどね。

感想は、難しかった、かな。どの科⽬も難しくて、しかも問題もたくさんあって。特に数学。最後の⽅の⽂章題は、何も書けずに出しちゃいました。時間がなかったので、解け
る問題かどうかも、みていません。⽇本の数学は簡単だ、なんて誰が⾔ったのかな。テキストの問題は簡単なのに、試験の問題はどこから探してくるんだろう……もっと勉強す
るぞ︕

現代⽂と古⽂は、国語総合として、⼀緒に試験をしました。これも問題数が多くて。私は古典の授業はまだ受け始めたばかりで、いったい何を勉強したらいいのかもわからない
まま、試験を受けちゃいました。結果は推して知るべし……でも思っていたよりは良かったです。古⽂はほぼ何も書けなかったけど、その他はちゃんと答えを埋められましたか
ら。漢⽂はよかったですよ︕中国でも勉強したことがあったので、ほぼ答えられたんです~~

英語もちょっとホッとしています。英語はもともとあまり得意じゃないけれど、試験はまずまずでした。試験範囲をちゃんと覚えれば⼤丈夫だったので。英語だけでも試験が⼆
つありました。

物理化学は、物理はやっぱり計算問題が難しくて、科学は専⾨⽤語が多いし、読んでもさっぱりわかりません。⾚点になりませんように。……

そうそう、試験で⼀番成績が良かったのは⽇本語です。ハハ……これは、まあ簡単で、ブラジルから来ている⼥の⼦と⼀緒に受けました。私たちにギターを教えてくれている先
⽣が試験監督でした。……広い教室の、⼀番前の席に、私たち⼆⼈だけが座って、先⽣は⼀番後ろの席で雑誌を読んでいました……

まあ、でも試験全体から⾒れば、今回はあまりいい結果ではなかったですね。とにかくまだ勉強する時間が⾜りません。教科書も全部みていないのに、まだドリルをする時間な
んてもっとありません。……理科の計算に関してはもっと頑張らないと。ほぼ試験はもう終わったとは⾔っても、まだまだ気は抜けません。まだ成績はでていませんが、⾃分に
⾜りないところを深く痛感させられました。のんびりしている時間なんてありません。これからもがんばります︕次の試験ではもっといい成績をとるぞ︕次は12⽉のはじめ︕
がんばるぞ︕学校の試験なんだから、時間さえ⼗分にあれば、きっといい成績が取れるはず︕

来週もいろいろあります。⽕曜⽇は、卒業式と始業式を⾜したような⾏事があって、そこでまた、私は⾃⼰紹介をみんなの前でします。でも今回は全校⽣徒の前でするんです。
まだ原稿覚えていないよ……それに⾦曜⽇は遠⾜︕私のクラスはusjに⾏くんです︕ハハ。どこにあるのか実はよくわからないんだけれど、みんなと⼀緒にいられれば、きっと
楽しいよね︕楽しみだな︕

11⽉にはスピーチコンテストが。参加する予定なので、今は原稿を準備しています。でもテーマがまだ決まらない︕とにかく、がんばるぞ︕

10⽉25⽇は全国模試があります。しっかり準備しなくちゃ︕

やることが多くて、⼤変なこともたくさんあります。でも私は頑張ります。しっかり、たちむかっていくぞ︕

⽩ 佳慧さんの⽇記



がんばるよ︕︕

2011.10.08

⽇本に来て1ヶ⽉。ほんとにたくさんのことを吸収出来た気がする。知識だけじゃなくて、⾊んなことを通して、⾊んな⾯でたくさん勉強できた。

勉強は⽣活。⽣活は勉強。

命がある限り、⽇々勉強。頑張りますよ︕

⽩ 佳慧さんの⽇記



意外な収穫~~~

2011.10.09

 

意外な収穫︕︕

今⽇朝起きてから、ホストファミリーのお⺟さんに真由と同じような学校に⾏くときに穿く⾰靴と、⽂房具とかを買いに⾏きたいって⾔ったの~~で、朝ごはんを⾷べた後、部
屋で少しだけ宿題をやってから1時半くらいに出発~~結果1時半から夜の8時までずっとお買い物しちゃった;&hellip…でもわたしが⾊々選んでて遅くなったわけじゃないんだ
よ。今⽇⼀⽇の経緯は以下の通り……

出かける前にお⺟さんがおばあちゃんもお買い物に⾏きたいんだけど、⼀緒に来てもいい︖って聞いてきて、もしおばあちゃんが⼀緒なのがいやならおばあちゃんの買い物が終
わってから出かけましょうって⾔われたの。でも、きっとおばあちゃんの買い物もそんなに時間がかかるわけでもないだろうし、それにわたしはおばあちゃんと⼀緒にいるのが
好きだったから、ついでに⾊んなところをまわれていいかなって思ったの~~そんなわけでみんなで⼀緒に出掛けたんだ~~

おばあちゃんが買い物に⾏きたかった場所̶̶そこは原⽣林だった。ふふｍわたしもどう説明したらいいか分からないんだけど。家から出発して、1時間くらい⾛ってたら、不
意に海抜がどんどん⾼くなってきて、⾞は絶えずくねくねと曲がりくねった⼭道を進み始めた。最初は道路の両側にぱらぱらと住宅も⾒えてたんだけど、次第に、うっそうとし
た森林に囲まれるようになってきて、そしてその後、両側の⽊々はどんどん⾼さを増し、気付いたら樹林の中を⾛っていた。樹林は⼀番⾼いところで互いに重なり合い、わたし
たちを包囲しているようで、本当に原⽣林の中に迷い込んじゃった感じがしたよ。そこに⽣えていた⽊々は都会で⾒るようなものとは全然違って、すっと⾼くて、真っ直ぐで、
頭を思い切り仰がないとてっぺんまで⾒えないくらい。それに様々な珍しい植物も両側から⾶び出してて、ひとつひとつにじっくり⽬を向けられなかった。それからまた30分
が経ち、わたしたちはようやく⽬的地に着いた。遠くから2本の⼤きな樹と樹の間にレトロな雰囲気の看板がかかっているのが⽬に付いた。そこには、ＸＸ陶芸の⽂字が~~そ
こでおばあちゃんに、わたしたちは陶芸の体験をしにきたの︖って聞いたら、おばあちゃんは今⽇ここで陶芸の展覧会があって、好きな陶器を⾊々買って帰れるのだと教えてく
れた~~その後わたしたちは⼭道に沿って展覧会の会場に⼊った。⼭の上の空気はやっぱりすごくいいね。そのときはぎらぎらと太陽が照り付けてたんだけど、うっそうとした
⽊々が影を作ってくれたおかげで、すごく涼しかった。会場に⼊ると、中にはたくさんの陶芸品が飾ってあり、どれもここで陶芸を勉強している⼈たちによって作られたものら
しい。展覧会とは⾔っているが、実際会場はすごく⼩さかった。けれど配置の仕⽅がすごく細かくて雰囲気が出てた。きめの細かい陶磁器で作られたランプは、真ん中に⼩さな
ろうそくが⼊っていて陶磁器のランプカバーの上に細かく彫られた透かし彫りの模様を通して、淡いオレンジの光を漏らしていた。暖かく、神秘的な⾊彩をばらまく光。彩り豊
かで美しい光の波がゆらゆら動き、部屋全体が暖かさで満ち溢れていた。ひとつひとつの陶器のランプは、静と動、陶芸と美の完璧な融合。わたしはそれに完全に⼼を動かされ
てしまった。後になって知ったんだけど、このひとつひとつの灯りは、希望の象徴なんだって。制作者さんが希望を込めてこれを作り、ここにおいて縁のある⼈に持って帰って
もらうんだって。そして残ったお⾦は、台⾵12号の被害を受けた⼈たちの⽀援に繋げるらしい。ほんとに⾔葉通り希望の光だよね。最終的に陶器のランプは買わなかったん
だ。こういう細かい芸術品はほんとにすごく⾼かったから。それに灯りがたくさん寄り集まっているからこそあの美しさは際⽴つのだ。あの完璧な美しさを壊したくなかったん
だ。でも⽀援のため、そしてこのような芸術品で感動を与えてくれた感謝の気持ちを表すために、ろうそくを1個だけ買って帰ってきたよ。（おばあちゃんがプレゼントで買っ
てくれたの。へへ。おばあちゃんありがとう。すごく嬉しいよ）可愛いでしょ~~

ただ⼼残りなのが今⽇こんな場所に来るとは思ってなかったからカメラを持っていかなかったんだよね。だから全然写真撮れなかった。でも希望という⽂字は写真よりもわたし
たちにもっとたくさんのことを想像させてくれるはず。まるでその場にいるような素敵な感じがするでしょ~~

それでもやっぱり1枚⼩さな蝋燭の写真を貼っておくね ~~

⽩ 佳慧さんの⽇記



ほんのりバラの⾹りもするんだよ~~いいでしょ~~

改めましておばあちゃん、今⽇は素敵なところに連れて⾏ってくれてありがとう。しかもこんな可愛いプレゼントまで買ってくれて、本当に感謝です~~

でも、意外な収穫はこれだけじゃないんだ。この後もっと素敵なことが残ってるんだから~~まだ書き終わってないから、明⽇に続くよ~~



質問~~~

2011.10.10

あの、ちょっと聞きたいんですが、9⽉の⽉報ってもう書いていいんですか︖

こないだまでアイコンがあったのに、クリックしたら間違ってて、今ではアイコンすら消えてしまったの……

10⽉ももう3分の1が過ぎちゃったよ……

⽩ 佳慧さんの⽇記



いろいろ〜〜

2011.10.11

ええと、もうすぐスピーチ⼤会ですので、⽂章を書く感じを養うために、きょうからイカ⽉、⽇本語で⽇記を書くことにきまりました〜〜書き間違えてところや表現がふさわし
くないところがあったら、みんなぜひご指導ください、おねがいします〜〜

今⽇は最後の数学のテストがおわり、これですべてのテストが終わりました。意外に思ったよりよくできたんだ︕まあ、成績はどうであろうが、とにかくこれからもがんばりま
すから。テストが終わったあと、体育館で終業式と始業式が⾏われました。私とナタりさんは留学⽣として、みんなの前で⾃⼰紹介をしました〜〜全校⽣徒の前では初めてです
から、ちょっと緊張だったなあ〜〜でも、よくできたと思います。はは〜〜

午後は授業を受けました、授業では成績を発表しました、、まさか、まさか先⽣のスピードがこんなに速いとは思わなかった、、⼼の準備もちゃんとできなかったのに。。今⽇
は化学と国語現代を発表しました，化学はあんまり復習しなかったから、ちょっと。。国語は思ったよりよくできたと思います、クラストップには７点の差があります、しかも
わがクラスは特進ですよ〜〜クラスメートに"おまえ、⽇本⼈か︖”って聞かれました〜〜（笑）でも、時間が⾜りないために復習できなかったところがたくさんありますから、
次はもっとがんばって、もっといい成績をとりたいと思います〜〜

今⽇は帰りに⽂房具売り場に寄りました、ノートをたくさん買いました、その店は⽂房具だけじゃなくて、本も売っています、とても広くて、さまざまな⽂房具はあるべきもの
は何でもそろっています、どっちに選ぶかわからないぐらいで。。でもね、っていうか、⽇本の⽂房具はなんでそんなに⾼いだろう、普通の３０枚のノートひとつでなんと２０
０円も要ったですよ︕中国のやく５倍ですよ、いいですか、本当に五倍ですよ︕ほかのものもほとんど中国の何倍の値段で売っています︕めっちゃ⾼くない︖でも買わなければ
ならないから、⻭をくいしばって、かいました、全部で２６００円ぐらいでした。。。わたしの⼩遣いが。。。でも、きれいだったですよ、へへ、すきですから、何よりですね
＾ー＾

写真も載せますね〜〜

 

これに注⽬︕これを買ったら、なかに紙をいれることがでこます、これはひとつちょっと⾼いですけど、ひとつ買ったらずっと使えるし、なかに⼊る紙の替えはノートを買うよ
りずっと安いですよ〜〜それにいろもだいすき〜〜

⽩ 佳慧さんの⽇記



この⼆つをあわせて⼀番やすい選択とおもいますね〜〜

この５枚はセットです、⼀冊ずつ買うより、⼀冊は１００ぐらいもやすいですよ︕

⼤切な買い物経験ですから、お⾦を稼ぎたいみんなは覚えてね〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです



テレビを⾒よう〜〜

2011.10.11

ずっと⾔いたかったんだけど、テレビをなめたらあかんで︕

テレビを⾒るだけで、たくさんのことを知ることができますよ︕

テレビを⾒るには⼆つのいいところがあると思う。

まずは、楽しいが⼀番だね、⽇本のテレビ番組はどこかよくわからないが、とにかく中国と違います、⾯⽩い番組がたくさんあります。でも⾃分ひとりで楽しむより、家族みん
なで楽しむことは喜びを何倍も倍増するよ︕私はよくホストファミリーといっしょにテレビをみています、お⺟さんがいつも帰りは遅いから、とっちゃんと真由ちゃんとおばあ
さんでいっしょに⾒ているんだ、とっちゃんはにぎやかな雰囲気⼤好きで、なんかいつもわたしにみんなといっしょに⾒てほしがって、私が⼆階勉強に⾏く時はいつも残念そう
な顔してね。。⾯⽩いところがあったら、みんなでいっしょにとても派⼿に笑う、その時は⼀番楽しくて幸せと思うんだ、家族の暖かくて⼼地良い雰囲気がかんじられる。先⽇
はテストでずいぶん悩んでたけど、いつもみんなといっしょにテレビを⾒たら、気持ちはよくなって、勉強の効率もあがるきがする、まさに⼀挙両得でね、ちょっと待って。両
得だけじゃないよ

テレビを⾒るだけで、知識を広げることもできるんでだよ、私たちは⽇常⽣活に通じてそのところのことしか詳しく味わうことができないが、テレビを通じたら、家で⽇本各地
のことが知ることができるんだよ、さまざまな番組に通じて、⽇本⽂化をより深めることができるのね。

さて、昨⽇⾒た漢字についての番組は⼤変勉強になりましたから、みんなにも⾒てほしいから、写真を撮った〜〜⽇本⼈もほとんど知らない超難問もたくさんありますよ〜〜

⽩ 佳慧さんの⽇記



はは、みんなでいっしょにテレビを⾒よう︕得ることたくさんあるよ︕まさに⼀挙多得ってことね〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです





楽しかった〜〜

2011.10.12

p>今⽇は楽しかったね〜〜今⽇で⼤体全部の科⽬の成績を発表しました、思ったより良かったよ、⾚点なかったで、クラス平均よりずっと⾼かった、はは、でも思ったよりよ
かっただけで、やっぱり点数はちょっとね。。。でも頑張ったから、悔いないです。今度のテストで⾃分の不⾜の点はたくさんあることに気づいて、本当によかったとおもいま
す。これからも頑張って、次でもっといい成績をとりたい思います、いや、絶対とります、とって⾒せます︕

今⽇は⼀年⽣のために志望と進路の指導会を⾏われました、みんなといっしょに聞いていただきました。先⽣のスピードは速くて、ぜんぶ聞き取れなかったですけど、⼤体の意
味がわかりました、⼤体は⾃分の好きな進路を選ぶとか、いまから努⼒すべきとか、勉強のいい⽅法やスタイルも教えてくれました。指導会が終わったら、なんかみんな困った
ような顔だったですね、⾃分の進路とかにまだ迷っているかもしれないとおもいます。⼀年から進路とかの問題にもう考え始めたとは、⽇本の⽣徒も⼤変ですね、感⼼していま
す。その後は⼤学キャンパスへ参加するチャンスもあるんですけど、いきたいですね、でも⼈数限定があって、いけるかはまだわからないですね。

今⽇は数学授業で⽊の⾼さを求めよっていう問題があった、中国の先⽣は普通は線分はひとつ書いて代表だけで済むが、私たちの先⽣は本当に⽊を描いました、⽊だけじゃなく
て、⽊に⾊筆でりんごを描いました、これで終わりと思ったら、先⽣は少し⿊板の前にぽうっとして、なにか⾜りないようで、"バナナもあるかな”って⾔って、⽊にバナナを添
えました、めっちゃおもしろくない︖りんごとバナナは同時にある⽊はどこにあるのよ。。⽇本の先⽣も授業も本当に⾯⽩いと思います、⽇本は⽣徒たちに知識だけじゃなく
て、想像⼒と創造⼒を⽣徒に教えてくれたかったのではないだろうと思います。

今⽇は放課後、茶道部に⾒学に⾏きました、それに今からわたしは茶道部の正式部員です〜〜⻑い時間畳に正座するのはちょったつらかったね、でもお菓⼦とお茶は本当におい
しかったです〜〜それに、ブラジルの留学⽣もいる、同じ留学⽣だからかな、なんか親近感がかんじますね、でも私は英語は下⼿で、彼⼥はほとんど⽇本語できないので、交流
はちょっと難しかったね、でもおかげで英語だんだん上⼿になっています、少し話せるようになりました、これからも頑張りたいと思います〜〜しかし茶道ってマナーは本当に
複雑です、どんなことでもいろいろなたしなみはたくさんあります、いまはまず基本的なマナーを覚えて、この後はゆっくりなかから少しずつ茶道⽂化の深さを知りたいと思い
ます。

⾦曜⽇は遠⾜ですよ、楽しみ〜〜⼤阪のUSJに⾏く〜〜みんなでいっしょに⾏くから、きっと楽しいね〜〜

でも楽しいことばかりではないよね、もうすぐスピーチ⼤会なのに、テーマはなかなか決めなくて、ああ、とにかく頑張りますから〜〜

 

⽩ 佳慧さんの⽇記



遠⾜〜〜

2011.10.13

明⽇はずっと期待してきた遠⾜〜〜

みんなといっしょにUSJに⾏く、きっと楽しいよね、楽しみ〜〜

今⽇は⽇本語能⼒試験の申し込み⽅はやっとわかったんで、放課後はクラスメートといっしょに本屋さんに⾏ったけど、もらったのは⽇本語検定のパンフレートだったで間違え
た〜〜帰ったら諸⽥先⽣に聞いたら、もう締め切りが過ぎた。。。（久しぶりの先⽣の声聞いてうれしかった、いろいろ詳しく教えてありがとうね、先⽣に迷惑かけてごめん
ね）あ、ちょっと残念だったんだね、最近はいろいろな⾏事で忙しすぎて、あんまりこのこと考えなかったから〜〜でもまだチャンスあるやで、７⽉にもう⼀回ある、今度は絶
対忘れないように〜〜⽇本語検定も良くないと思ったんだけどね、でもなんか⽇本⼈に向けてる試験で、ちょっと難しいし、料⾦は⾼いだよ、２級は５０００円も要った、あ、
ほんまたかいなあ。。まあ、いいわ、もともとは２級を受けてから１級を受けるつもりだったけど、こうなったら７⽉に直接１級受ければいいね、申し込み費⽤も安くなるしね
〜〜

しかし、最近は本当に忙しかったね、これからももっと忙しくなるのよ、１０⽉１９⽇にスピチーのテーマを出す締め切りで、１０⽉２９、３０は試験で、１２⽉はテストとお
茶会⼆つと関⻄⼤学の⾒学〜〜ああ、いっぱいあるけど、楽しみね〜〜

とにかく遠⾜、楽しんでいく

 

これは⽇本語で投稿されたものです

⽩ 佳慧さんの⽇記



今⽇は遠⾜︕︕

2011.10.14

楽しかったよ、今⽇の遠⾜〜〜

天気はちょっとよくなかったけどね、朝から曇りで、午後になったらすごく⾬が降ってきた、でもUSJの施設はたいていが室内だったから、まあ、⼤丈夫だったけどね、でもち
ょっと寒かったわ。。

朝集合して、８時から出発した、今⽇はみんな私服着ていった、きのうはどんな服を着ていこうかけっこう決めたんだけど、やっぱ今⽇みんなの服⾒たら、どうしても⾃分のは
変だなあっておもった、みんななんか⼤⼈のような格好していて、私は⼦供のような感じで。。ほんとうよくわからないな、⽇本の⼦のファッション〜〜まあ、だんだんなれて
いくと思うけどね〜〜

途中でトランプでばば抜きをみんなでやった、楽しかったなあ〜〜

９時３０ごろに着いた、⾦曜⽇だから、⼈はっちょっと少なくなるかなと思ってたんだけど、やっぱ⼤勢いた、約１０校以上の⽣徒が遠⾜しにきた、やっぱUSJは学⽣に⼈気あ

るよね。

前⾨のとこ

かわいいチケット〜〜

⽩ 佳慧さんの⽇記



最初乗ったのはここの⼀番規模が⼤きいジェットコースターだった、ほんとう怖かったね、前回⽇本に来た時、ディズニランドーに⾏ったから、そこのジェットコースターはあ
んまり怖くなかったから、ここのもだいたい⼀緒かなと思ったのに、本当に怖かったよ、思わなかった、すごく⻑くて、落差の⼤きいところは何個もあった、上に上がる時は別
にそんなに怖くないけど、下に下りる時はスピードは速くて、⻑くて本当に怖かった、どういうかな、すごく緊張したのよ、両⼿はきっちりとずっと⼿すりをつかんで、⽬もほ
とんどずっと閉じていて、途中でちょっと⽬を開いたが、⽬の前の⾵景はなんかゆがんでいて、天と地はどこがどこかわからないからいで、怖くてすぐに閉じた、ディズニラン
ドーではみんなもっと⾯⽩くなるためにわざと叫んだが、今度は思わずずっと叫んだ、だって本当に怖かったもん、最後に帰ったとき少し涙も出た〜〜ああ、怖かったけど、楽
しかったね〜〜正直、ここのはディズニランドーよりも刺激的だったよ〜〜 

これは⽇本語で投稿されたものです



よかったね

2011.10.15

さっきは⼀気頑張って、やっとスピーチコンテストのスピーチを完成した、⼀気に何千字も書いてしまった、でも字数限定があって、これから減らさないとね。。。まあ、これ
でも⼀件落着じゃないか、この間はずっとこのことで気にかかったけど、できてよかった。

これからのコンテストも頑張ってね︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⽩ 佳慧さんの⽇記



遠⾜、続き

2011.10.15

昨⽇はあんまりも疲れたから、少ししか書いてなかった、さて今⽇は続きよ〜〜

ここはディズニランドーにすごく似ってると思わない︖

これはこのランドーの象徴のような建築なの

少し⾬でみんな傘さしてる、でも傘さしながら、⾬幕から童話のような町をみながら歩くのも悪くないな〜〜

⼀番怖かったやつから降りたら、この中に⼊った〜〜

ここはみんな特製のめがねをかけて、やっぱりジェットコースターのようなものに乗っていた、中にはspider manの映画の場⾯に基づいて、ジェットコースターの動きとすば
らしい３D効果にあわせて、映画のなかにいるような感じをつくり出している、そのめがねをかけて、映画の⼈物はまるで本物のように⽴体的で、私たちに触ることができるよ
うな感じだった、とても⾯⽩かった、化け物は私たちに⽔の銃で撃った時、本当に涼しい⽔を感じた、炎があった時もすごく熱く感じた、まるで本当のように〜〜短かったけど
本当すばらしかった、すばらしい３D技術に感⼼しないとね

⽩ 佳慧さんの⽇記



 

列に並ぶときの場⾯だった、なんか神秘的な雰囲気が作られてるいね

そこから出たら、別の乗り物も試していた

いつの間に、昼ご飯の時間になった〜〜



ここはお弁当を持ってくることは禁⽌なんで、友達とレストランで⾷べるつもりだったが、あんまりも⾼いので。。。

クッキーのようなものを２個買って⾷べた、⾼かったけど、おいしかった、⽢くて幸せな感じだったわ〜〜

どう、おいしく⾒えるだろう〜〜

みんな楽しく⾷べた〜〜（これ私が撮ったから私はいないよ、探しても無駄よ、笑）

この建築、いい感じするだろう〜〜

その後はもう２個乗り物乗って、そろそろ時間だったから、残りの時間は買い物〜〜

買い物の店はいっぱいあって、どっちも広くて、さまざまなきれいなキャラクタ商品が売っている、きれいだけど、⾼かったね〜〜



最後に、三つ買った〜〜⾼かったけど、やっぱりかわいいキャラクタのアピールに抵抗できなくて〜〜

かわいいスヌピー︕︕クッキーもすっごくおいしかったよ︕



これはみんな⼀緒のやつ〜〜

はは、これで終わりにしようか、結構写真載せたのね〜〜

とにかく、疲れたけど、本当に楽しかった︕みんなとももっと仲良くなったし、いっしょに美しい思い出を作って、本当に良かったと思うんだ〜〜

みなさんもできたらぜひUSJに遊びに⾏ってください、ディズニランドーに負けないと思うよ

 

これは⽇本語で投稿されたものです



坂道を上る⼥の⼦

2011.10.17

坂道を上る女の子

那賀高校から山奥の間に、空いている静かな坂道に毎日一人の女の子の姿が見えます、自転車で帰りの生徒は坂道に着いたら、自転車を降りて歩いていくけど、こ

の子は違います、いつも全力を尽くして、自転車で頑張って上っています、坂道はますます切り立っていますけど、女の子はだんだんきつくなるけど、一度もあき

らめることなく、歯をくいしばって、全力尽くして上っています、力がそのままなくたっても、汗がぼたぼたたれても、セーラー服がびっしょぬれても、くたくた

になって息を切らせていても、しんどくて、つかれて、限界になっても、一度もとめたことがないです。ここまできたら、あきらめるわけにはいかないって彼女は

いつも強く自分に言っています。絶対できます、最後まで上り遂げられます、私ならできるって。

でもやっぱり限界があって、頑張っていったんですけど、自転車のスピードはだんだん遅くなっていて、それでも諦めていなかったですけど、いつの間に足が必死

に動いていますが、自転車は動けなくなりました、で、仕方なく降りて、息を切らしながら、自分に、明日も頑張るぞ、いつか絶対上れるようになるって。

次の日も必ず女の子の姿が見えます、自転車に乗って坂道を上るその頑張っている姿を。

毎日毎日、息抜きしたことは一度もなかったです。長くて切り立ている坂道に最後まで上るのはなかなか難しいけど、いつも失敗していますけど、気抜けしたこと

はありません。少しだけですけど、毎日越えています、少しずつ進んでいます、それは女の子にとっていちばんうれしいことです。

毎日毎日つらい挑戦でした、でもつらいけど、きのうよりちょっと進んで、きのうの自分を越えた瞬間は、女の子にとってその喜びはことばにはいえないです。

そして、ある日、やっとできました、女の子はつらい毎日を続けて、やっと最後の勝利を迎えました！今日はきのうのところまで上って、もう限界に感じています

けど、そう、まだすこしだけだ、頑張れ！って女の子は自分に言って、まるで自分がもう感じがないように、両足をただ機械的に動かされていました、一歩一歩も

すごくつらかった、でも諦めるわけにはいかないです。どのぐらいかかったのだろう、やっと、やっと、目に見えている風景は自分と同じ平面になってました。そ

うだ、そういうことです、最後まで坂道を上ってきました、長い挑戦はこれでやっと成功しました。女の子は自転車から降りて、振り向いて、身の後ろの自分が征

服した坂道を勝利者の姿態で覗くいていました。坂道、そして町のすべてが一望のもとに見渡せています。そして、女の子笑っていました。日暮れの夕日はもう奥

山に半分隠していて、その残りの輝きは長い坂道をオレンジ色に染めて、そして女の子の笑顔も。

美しいなあ、夕日も、この町も、そして坂道も。

こんなすきっりな気持ちななったのは初めてだったです、これからの人生もだんな坂道も征服していきたいと女の子は自分にまた誓っていました。

途中で分かっていると思いますが、その女の子はわたしですね～～２ヶ月もつづけて、やっと自転車で坂道を上れるようになりました。その過程はなかなかつらか

ったですけど、最後に上り遂げたときのその気持ちは本当にすばらしかったです。この一年で、後の生活にこの坂道のようなこんなやなかなか越えられないことは

いっぱいあるかもしれませんけど、今度のように、たとえどんな困難があろうが挑戦していきます。やり遂げるまでに絶対にあきらめあせん。ずっと頑張って乗り

越えていこうと思います。

これは⽇本語で投稿されたものです

⽩ 佳慧さんの⽇記



国際交流︕︕

2011.10.18

今⽇は国際交流をやってた︕楽しかった、でもちょっと規模は⼩さかったけど、６⼈しかなかったけど、国籍は３国あったよ︕中国⼈の私と、ブラジル⼈のナタりちゃんと那賀
⾼校の国際クラスのナタりの友達の⽇本⼈たちがいた。

今⽇は⽇本語の授業でナタりちゃんに誘われて、私が⾏ったのだ〜〜

ああ、いってよかった︕本当に楽しかったよ︕私たちはまずマクドナルドに⾏って、軽い⾷事をした、今⽇はこんな活動があるって知らなかったから、あまりお⾦持ってなかっ
たから、ジュースとポテトしか頼んでいなかった、初めて⽇本のマクドナルドに来ただよ、わたし、味はね、まったく中国と⼀緒だった、マクドナルドは世界中で同じ味ってこ
とは本当ね〜〜中ではナタりちゃんの友達の友達たちに会った、みんなすぐこちに来て楽しく話した、でもなぜだかしらないけど、こちらは中国⼈って紹介されたときはいつも
相⼿に、ええ︖中国⼈︖⽇本⼈じゃないん︖って聞かれていてね〜〜やっぱ私は⽇本⼈らしい顔してるのかな。。。

その後はみんなでプリクラを撮りにいった︕⼤きなデパートの中であった。⽇本のプリクラはやっぱ中国とは違うね、きれいに撮れるけど、時間制定があって、時間内に選択
し、ポースーをできなければならない、でもうれしいことに落書きができるんだよ︕撮影が終わったら、みんな別の機械のとこに⾏って、落書きをする、私は⼤きいなハートを
ある写真に描いた、で、みんな笑ってる、なぜだかしらないから聞いてみたら、みんなはアーチスチックっていってる、なぜだろうね、やっぱ国が違うと美意識は違うかもね〜
〜でも楽しかったよ︕

その後はまたいっぱい話しした、若者のファッションとかについて、各国の⽂化について、あ、国際クラスの⼦はみんな英語だけでなく、中国語も勉強しているの、私と中国語
で話して、ナタりと英語で話した、はは、お互い勉強になるね︕

このデパートはプリクラだけでなく、いろいろ遊びがあるんで、今週の⼟曜⽇、同じく暇同⼠のわたしとナタりはいっしょに遊びに⾏くって約束した、楽しみね〜〜

ところでナタりはすごいだよ、ブラジルのポルトガル語もできるし、後はスペイン語、イタリア語も少しできて、英語ももちろん、後はこの⼀年間⽇本語できたら、これで５つ
の国の⾔語ができるようになるよ、すごくない︖ああ、私もナタりちゃんのようになりたいな、まずは⽇本語と英語、頑張ってね︕ナタりちゃんのおかげでいまはもう英語はだ
いぶ上⼿になったよ、後もよく話しして、ひょっとしてポルトガルごもすこし習えるかな〜〜はは、ナタりちゃんと友達になって本当によかった、おかげでまた友達が増えてあ
りがとう︕後も留学⽣同⼠、ずっと⽀え会っていくね〜〜

 

 

    

これは⽇本語で投稿されたものです

⽩ 佳慧さんの⽇記



現地研修〜〜

2011.10.26

最近はいろいろ急がしくて⽇記書かなっかった、にんなごめんね〜〜

今⽇は⼀⽉の末の現地研修のことについての⽇程とかについて話した。現地研修っていても、実は修学旅⾏みたいなイベントでね、⼀年⽣だけで、韓国、台湾と沖縄の中のひと
つ選んで⾏くけど、私は⽇本以外のところはいけないので、沖縄に⾏くしかないの。でも沖縄もいいね、クラスメートはいっぱい⾏ってるし、⾏ったことないし、ｃｈO７さん
にも会えるかもしれないしね〜〜

楽しみね、本当に、もっとたくさんの友がを作れる絶好のチャンスに違いない〜でも１⽉といったらまだまだこれからのことだもんね〜〜その前は頑張ってやりたいことをちゃ
んとやって、頑張って勉強して、すっきりな気持ちで⾏きたいと思うんだ〜〜

とにかく毎⽇頑張ろう︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⽩ 佳慧さんの⽇記



華道体験〜〜

2011.10.26

昨⽇は華道を体験した〜〜 めっちゃ⾯⽩かったわ〜〜

華道部はいま先⽣を加えて４⼈しかないけど、⼤きな和室のなかでちょっとさびしいね〜〜でもお花には静かな環境でもいいじゃないかなあ

 

今⽇の花は雲⻯柳と⽩いバラ３本とカンネーションだったこれは雲⻯柳なの、どう、アーチスチックでしょ︕この形⼤好きなんだ︕

まずは雲⻯柳を主枝として、次は⽩いバラだ、このバラはなかなかいいバラだそうで、先⽣はこんなバラはお稽古だなんてちょっともったいないと⾔ってるけどね

出来上がれ︕これは私の作品だよ︕なかなかいい感じじゃない︕まあ、先⽣がいろいろ教えてくださったからね、先⽣ありがとうね〜〜

⽩ 佳慧さんの⽇記



みんなの作品で〜す〜〜

きれいだよね、同じ材料でもいろいろ美しい形ができるよね〜〜

華道は簡単に⾒えるけど、実はなかにたくさんの学問があるよ、⽴体感とか、判断⼒とか、かさみの使い⽅もそんなに簡単じゃなかったよ、植物のくきは硬くてなかなか切りに
くかったよ〜〜でもちゃんとした作品ができてよかった〜その作品はいま家に持って帰って飾っています〜〜

ちなみに今週から私は華道部の正式部員になったよ〜これからもこのような上品の芸術を通じて、たしなみのある⼈にないたいんだ

 

 

                  

これは⽇本語で投稿されたものです



ホストファミリーについて

2011.10.26

昨⽇、国際科の岩橋先⽣から、ホストの変わりのことについて聞きました。１２⽉に新しい家に⾏って、⼀⽉でまた３軒⽬の家に⾏くことになりました。

⼆軒⽬は電⾞で通学することができ、三軒⽬は学校から近くて歩いて通学できるそうで、どっちでも⽴派なホストですが、いまの家から離れると考えたら、なんとなく切ない気
持ちになっています。本当にみんなとはなれたくないですね、いつも私のことを本当に⾃分の孫のように優しくしてくれているおばあちゃん、いつも⾯⽩いこと⾔ってわたしを
笑わせるとうっちゃん、いつもお弁当を作ってくださって、家族のために毎晩遅くまで働いているお⺟さん、いつも親切に⼿伝ってくださって、いっしょに笑ったり、遊んだり
していた真由ちゃん、みんなと本当に離れたくないです、こんなみんなはもうほかにはいないだろう、⾃分の部屋に⼊って、わあ、⾃分の部屋はこんなにかわいくて広いことを
始めて気づいた、この家のすべてのもの、庭のかわいい植物、こんなに美しいことは前はきづいなかった、本当にはなれたくないです。

この前は試験勉強とかで家族たちとの交流を怠ったことなどは本当にいまさらになって、とても後悔しています、まさかたった３ヶ⽉、こんな短い時間で分かれるなんて思わな
かったから。。。

今⽇はご飯を⾷べる時ずっととうっちゃんと話した、なにを⾔ようがわからないが、ただ話したいです、⼣⾷のあとのおばあちゃんと⻑い時間ずっと話をした、⾃分の部屋に戻
りたくないぐらい、これから離れると思うたびに涙で出そうです、できるだけ、⻑く、⻑くみんなといっしょにすごしたいです。

いつの間に、私はもうこの家族の⼀員、みんなは私の家族になっています。たった３ヶ⽉ですが、もう深い感情が繋がっています。

離れたくないけど、仕⽅ないですね。でも、離れてもえんえんの家族だってことを信じています︕

まだ１２⽉のことなのに今からこんな気持ちだなんて、まったく〜まだ１ヶ⽉あるから、これからのみんなと⼀緒の毎⽇を⼤切にし、みんなで楽しく過ごしたいと思います、頑
張れ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⽩ 佳慧さんの⽇記



コンサート

2011.10.27

⽕曜⽇にコンサートを聞きました、ほかのところに⾏ったわけじゃなくて、学校はみんなのためにわざわざそのグループを学校に誘ってくださいました。というわけで、午後５
時間めから体育館でコンサートを聴きました〜〜

５⼈のグループで〜す、名前はよく覚えていないけど、席は最後だったからはっきり⾒えなかったですけど、でも声はちゃんと体育館に響いていた、⾼々と上げていた歌声は本
当にすばらしかったです、５⼈のなかに⼥の歌⼿が３⼈いて、⼀⼈は主唱であと⼆⼈は和声の部分で男の歌⼿の⼆⼈は⼝で⿎をたたくような声を出していて、なんっていうか、
⼝特技かな〜五⼈だけで、なんの楽器も伴奏とかもぜんぜん要らなくて、ただ５⼈の声を合わせてそんなに美しい和声ができるだなんて、なんとすてきだろうと思います。

歌だけじゃなくて、歌の歌の間に歌⼿たちは私たちと親切にはなししました、その主唱はうまれながら⾳楽名⾨じゃなくて、本気で歌を始めたのは⾼校なんです、でもそのあと
はずっと頑張って、ここまで来られたのです、ほかのメンバーも⼤体同じです、だから私たちはまだ⾼校⽣でいまはどんなようであろうが、いろんな可能性、限らない未来があ
ります。⾃分の夢を実現したいなら、本気にやれば、いつだって遅くないんだっていうことを教えてくれました。

最後にみんながよく知ってる歌もたくさん歌いました、世界にひとつだけの花も〜〜みんなはリズムに合わせて体を動かしたら、体育館はめっちゃ盛り上がっていました。本当
に楽しかったです。

まさに⻘春っていうことですね。あしたはなんて美しいだろうね、⻘春は⼀回だけ、逃がしたらもう⼆度とこないから、⼤切にしなきゃいけないですよね。悔いの残らないよう
に毎⽇頑張って⽣きていこう︕

いつも⾯⽩くて楽しい毎⽇をもたらしてくださっている学校の美しい歌声で感動させた歌⼿たち、ありがとうね︕

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

⽩ 佳慧さんの⽇記



最近

2011.11.01

あっという間にもう⼆ヶ⽉も経った、時間って早いもんですよ、ほんまに。だんだんみんなと同じように⽣活するようになったね

最近はいろいろあったね、⼀番のは今⽇から世界⼈⼝は７０億になったってこと、信じられないな、６０億って数字を覚えたばかりなのに、あっという間にもう７０億になった
ような感じなのね、それにこのままいくと２１世紀中に世界⼈⼝は１００億になると⾒込まれる、本当怖いなあ〜〜

最近はまた怪我してしまった、まあ、すり傷だけで済んでよかったな、みんなにまた⼼配をかけて、本当にごめんなさいね、後は注意するから〜〜

先週の⼟曜⽇は模擬テストに参加した、ああ、どういうか、めっちゃ難しかったわ、難しいし、ぜんぜん時間は⾜らんなかった、まだまだ努⼒しなきゃならないだなあ〜〜

⽇曜⽇は近畿⼤学の学園祭にいった、⾬でたくさんのイベントが中⽌になちゃってちょっと残念だったけどさ、でもやっぱ⾯⽩かった、⾬の校庭も悪くなかったな〜〜

今週もいっぱい楽しみがあるで、週末にカメラマンさんがビデオを撮ってきてくれるんだよ、いままでビデオを撮ってもらったことは⼀度もなかったわ、これで初めてなのよ︕
ちょっと緊張しちゃうね〜〜何をとったらいいかしらね、しかっり考えなきゃ〜〜

最近はいいことも悪いこともあったけど、毎⽇楽しかった、初めのように毎⽇イベントがある⽣活じゃなくなって、だんだん⽣活は普通になっている、でもそれでも毎⽇を楽し
んでいる、普通は⽣活の常態だ、私たちにできるのは、どうやって普通の⽣活を⾒事にする、どうやって楽しんでいくってこと。楽しいという気分はいいことにあったからじゃ
なく、⽣活にのある態度である、どんなことにあっても、いい気分は絶対変わらない、⾃分に不快させられるのは所詮⾃分⾃⾝だけだ、だからわたしはこれからどんなことにあ
ったって、正⾯に向かって、ずっと笑って⽣きたいと思うだ

最後にみんなに暖かい英語の⼀⾔をあげるよ〜〜

To be happy is  quite simple,when you keep

your face to the sun ,the shadows fall behind

これは⽇本語で投稿されたものです

⽩ 佳慧さんの⽇記



そろそろ明⽇だ︕

2011.11.03

 ずっと期待してきたビデオ取材はそろそろ明⽇だ︕めっちゃ興奮してるけど、やっぱ緊張してる︕だって初めてなんだもん︕

明⽇の夜はおばあちゃんとコンサートを聞きにいくので⼟曜⽇から撮ることになってます︕みかんを摘むにいくそうで、楽しみだね、でも天気がちょっと⼼配しているけど、⽇
曜⽇は近畿全体があめだそうで、いけたらよかったけどね。

今⽇は⽂化の⽇で⼀⽇休みでした、⽇本の休⽇は多いですね、⾬でどこでもやけなくて、宿題とかやってただけで、ちょっとつまらなかったわ、まあ、仕⽅ないね、いつから
か、毎⽇学校に⾏くのを楽しみにしている、休みはいつも退屈と思って、より学校に⾏きたくなってしまう。

とにかく明⽇がんばるぞ︕いろんな意味で︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⽩ 佳慧さんの⽇記



ビデオ撮影

2011.11.07

先週の⾦曜⽇の夜から⽇曜⽇まで⻑い時間をかかって、ビデオの撮影はやっとできました、みんなお疲れさまです︕本当に疲れたですけど、やっとできて本当によかったです、
休みは休めなかったけど、得たものがたくさんありました。ビデオ⾃体以外の⼤切なものを。

カメラのおじさんたちは⾦曜⽇の午後からホームステイ先に着きました。

その⽇のことです。

⼟曜⽇から本番だって思ったんですけど、なぜか今⽇も少し取材してくださいました。おばあちゃんと⼀緒に⼣⾷の準備をしている所を映しました、初めて取材されて、まだな
れてなくて、ちょっと緊張しちゃって、どうしたらいいのかわからなくなってしまうんですけど、おじさんはカメラの存在に気にしないでいつもどおりにすればいいとおっしゃ
いましたから、すこしは気楽になりました。

おなべの準備ができたあとは、例のコンサートを聞きに⾏きました。すぐ近くて家に⾞で１０分くらいだったです。

ピアノとバイオリンとクラリネットの出演者は３⼈いて、およそ１０曲も演奏しました。まあ、本当にすばらしかったですよ。こんなようにまともなコンサート、しかもクラシ
ックを聞くのは初めてなんですよ、美しいメロディーは本当に感動させました、歌のように歌詞とかはないのに、こんなに⼈の⼼を動かす⼒ってあるんだなあって初めて思いま
した、ピアノの⾳は時には緩やかで時には強く、⽔にような滑らかなメロディーはホールのなかで時間とともに流れています。バイオリンは⾼かったり低かったり抑揚があっ
て、美しいおとがずっと⼼に響く、⼼にせまっていました。クラリネットはピアノとバイオリンとは違って、柔らかい⾳⾊をしています、いっしょに演奏する時はバイオリンの
ような⽬だたない⾳だけど、なくてはならない、⾳楽を調和している存在です。わたしは⼤好きのはやっぱりバイオリンでした、演奏者は華やかなドレスを着て、舞台なたっ
て、バイオリンは柔らかい光沢、なんとも⾔えない⾳⾊に⼼はしっかり引っ張られています。

短かったけど、本当にすばらしかったです、初めてのコンサートは本当に忘れかれないです、⾳楽から与えられた感動は⼤事な宝物としてえんえんに⼼に残します。

つれてきてくれたおばあちゃん、⼀緒にきてくれたカメラマンのおじさんたち、本当にありがとうございました︕

あしたの撮影も頑張ります︕ 

ということで、初めての⽇はこれで終わりです、あしたは続き〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです

⽩ 佳慧さんの⽇記



かみのげ切った︖

2011.11.08

かみのげ切った︖って⾔う⾔葉はこの２⽇間⼀番多く聞かれたことです、でも実はぜんぜん切ってないです、みんながこう聞くにはひとつしか理由を考えられません、それは私
はいつも縛っていた髪を下ろしたからです。

⽇本に来たばかりのごろは⽇本に⼥⼦はほとんどかみを下ろしていることにすぐ気づいた、⾃分も同じようにしたほうがいいかなあと思ったけど、来る前にかみのげを短くし過
ぎて、おろしたらあまり格好良くないとおもったからです、毎朝起きたら髪をおろした⾃分を⾒て、どう⾒てもどこかが不⾃然と思って、やっぱり今⽇は昨⽇と同じようにしと
こうかなっとおもって、毎⽇縛って学校に⾏っていました。だんだん⻑くなっていて、その間も⼆つとかにしたことがあったけど、やっぱおろすにチャンレンジできなかったで
す、どう⾒ても縛ったほうが元気でキュートみたいなっと思ったからです。

でも今週はなぜかしたないげど、⽉曜⽇の朝は思い切って髪をおろしていきました。で、いったらすごく評判がよかったですよ、先⽣たちも、友達もびっくりして、この髪型の
ほうがかわいい、めっちゃかわいいって⾔ってくれています、おばあちゃんもこのほうがかわいくて⼥の⼦らしいって⾔ってくれました。（なるほど、以前の髪型は男らしかっ
たのか。。。笑）

でもなんでみんなはかわいいという前にまずかみのげ切った︖と聞くかおばあちゃんに聞いたら、おろしたら短く⾒えるからっと答えてくれました、なるほどなあって。

しかし、イメージチェンジが成功してよかったですね。いまでもあまりなれていないけど、とりあえずこの髪型にしておこう。でも⾃分はやっぱりどう⾒ても縛ったほうがきれ
いと思いますね、やっぱり国が違うと審美観も違いますかね。。

でもたまには少し変わっても悪くないですね、周りの⼈にサプライズをもたらすことができるし、新たな⾃分を発⾒することができて、何かを変えることによって新しい⽣活に
改めて最初の希望と勇気がわいてくるんで、やる気がでるのです。⽣活を熱愛しているひとだけ、⽣活のなかのささいところをときどきわざわざ変えていきます、とお⺟さんの
この⾔葉は忘れられません。だからこれからも⽣活を愛して、毎⽇未知のことにチャンレンジして、⾒事な毎⽇を送って⽣きたいとおもいます。

（っていうかこんなちちゃいこともこんなに書いただなんて。。。ここまで読んでくれてありがとうございます〜）

 

これは⽇本語で投稿されたものです

⽩ 佳慧さんの⽇記



ビデオに関する〜〜

2011.11.09

ビデオ撮影の感想の続きを連載したいんですけど、急に気づきました、もし撮影の内容をいま全部⾔ってしまったら、みんなビデオの⼤体の内容を前もって知ったら、ビデオが
でたら楽しみがなくなるじゃないですかね︖

みんなはどう思っていますか︖もし先に知りたいなら続きを書きますけど、どうしますか︖

これは⽇本語で投稿されたものです

⽩ 佳慧さんの⽇記



ああ、忙しいわ〜〜

2011.11.10

 最近は本当に忙しいですね、そろそろ１９⽇で例のスピーチコンテストです︕今までずっとそのために準備してきました、まあ、やっよ暗唱できたんですけど、時間限定はど
うしても超えているんですよ、でももう出来上がった⽂章から減るのはなかなか難しいですよ、ああ〜〜とにかく頑張ります︕

 ２１⽇試合が終わったあと、私は卓球部の正式部員になります︕スポーツのクラブな⼊るかどうかずっと決めかねていました、⼊ったらきっと楽しいとおもうけど、勉強の時
間は少なくなるとかいろいろ考えてきましたが、いまやっと決めました、⼼から⼊りたいと思うなら何も考えないで⾃分の⼼に従えばいいって思ったからです。せっかくの⼀年
なんだから、絶対悔いの残らないように⽣きていこうと思っています。

で、２１⽇から私は華道部、茶道部、卓球部の三つのクラブに同に⼊ってることになります、（なんか去年の徐先輩も同じだったようです、やっぱり中国⼈の考え⽅は近いです
ね。）毎⽇遅くなで練習することになりますし、⼟曜と⽇曜も練習することになります、これからどれほど忙しくなるか⼤体想像つくでしょう。でも忙しくても、I love it.⾃分
が選んだ⽣活ですから、絶対後悔なんかしません。でもひとつだけ残念なことに、家にいる時間が少なくなるために、いまのように毎⽇⽇記を書くことができなくなるかもしれ
ません、せめて⻑い⽇記はたぶん無理ですね。みんなに申し訳ないけど、仕⽅ないですね。

１２⽉はまたテストですよ、ああ、テストはなんでそんなに多いでしょう、でも今度ちゃんと勉強したから、せめて前回より成績があがると思います。これからも頑張らなきゃ
ならないです。

明⽇のために頑張ります︕

 

 

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

⽩ 佳慧さんの⽇記



初めてのボーリング

2011.11.12

 今⽇は午後からとっちゃんと真由ちゃんとボーリングをやりに⾏きました〜〜以前は⾒たことがあるけど、やったことは初めてです、とても興奮していました〜〜

広いボーリング場〜

最初はなかなかできなかったです、いつもボールがピンにぶつかないまま流れになっていました。でもだんだん上⼿になっていました、⼀気で全部倒したこともありましたよ、
⼀回だけでしたけど。だんだん上⼿になってもっと重いボールに変えたんですけど、やっぱり重ければ重いほどコントロールしにくくてなかなかむずかしかったから、最後にや
っぱり元のボールに変えました〜

⼀番上⼿だったのはとっちゃんでした〜⼀気で全部倒すのは２０パーセントでしたよ︕

真由ちゃんもなかなか上⼿でした〜〜

わたしは最初は調⼦よかったですけど、その後はボールを変えたせいか、なかなかよくできなかったです〜

⽩ 佳慧さんの⽇記



でもすごくおもしろかったですよ〜〜

そこの画⾯でみんなのポイントが展⽰されています。

全部で５ラウンドで、毎ラウンドは１０回があります、毎回で⼀⼈は２回ずつチャンスがあって、つまりみんな５０から１００回もなげました、疲れましたね〜

最後にやっと終わりました、とっちゃんは⼀番で６００点以上を取りました、真由ちゃんは３５０点ぐらいで、わたしは２６９点でした〜〜低かったけど、楽しかったです︕

初めてのボーリングは本当に⾯⽩かったですね︕とっちゃんがつれてきてくださっ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



今週、頑張れ︕

2011.11.13

もうすぐ新しい⼀週だよ、今週もがんばるぞ︕発表会がもうすぐなので、今週は英語部の練習は毎⽇やるので、⽇記は少なくなるかもしれないけど、（私は英語部員じゃないけ
どなぜか知らないけどいっしょに英語の発表会の演劇に参加することになった、台詞はすくないけど、頑張ります︕）終わったら発表会の写真を載せるので、楽しみにしてね︕
結構⾯⽩い劇だよ、名前はsuing santaって、とにかくみんなといっしょに頑張るぞ︕⾃分のスピーチも頑張らなくちゃ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⽩ 佳慧さんの⽇記



最近の⽣け花〜

2011.11.17

華道部に⼊ってからもうたくさんの作品ができていました、学校でお稽古で⽣けた花はそのまま捨てるのはもったいないで、いつもホストに持って帰って、もう⼀度⽣けて飾っ
ています、こうして家に毎週に新しく美しい花が飾ってあって⽣活も美しくなっている気がします〜華道部に⼊って本当に良かったと思っています、さて最近の作品を⾒せます
〜

この鮮やかな⻩⾊い花は⾒たことはありますか、私は始めてみましたよ、すごく不思議な花と思われます、なぜなら、よくみるよ、華やかなドレスを着ている⼥の⼦にそっくり
じゃないですか、頭にも飾りがあって、本当にきれいですね、この花はオンシジウムと⾔って、ラン科の植物です、先⽣も⼤好きだ花だそうです、本当に勉強になりましたね〜
〜

これは今⽇の作品で〜す、いい感じするでしょう、初⼼者なのでいままで全部⽴てる形に⽣けたんですけど、これは初めての傾ける形です。

⽩ 佳慧さんの⽇記



みんなは今までもういっぱい練習したから、今は並ぶ形に⽣けています。

早くみんなのように上⼿になりたいですね〜

これは⽇本語で投稿されたものです



あしたの発表会頑張れ︕

2011.11.18

 発表会はいよいよあしたです︕

 たった今は諸⽥先⽣から電話をもらって、先⽣いつものようなやさしい声で明⽇のスピーチ頑張れって励ましてくださって、とても感動しています。いつも⽇記を読んでくだ
さって、⾒守ってくださって、本当にありがとうございます︕

 最近は英語部みんなは明⽇の劇のために毎⽇遅くまで練習していました、この間は急に寒くなってきて、テストも近くて、勉強は忙しくなったため、たくさんの⼦は⾵邪にな
りましたが、みんなやっぱり毎⽇練習を続けてきました。担当の吉本先⽣とジェ先⽣も毎⽇最後までずっと練習しています。ジェ先⽣はもともと警察を演じて明⽇は⼀緒に舞台
に⽴てるはずだったのに、あまりにも疲れがたまったせいかもしれません、昨⽇は突然にインフルエンザーを引いてしまいました。そのため、発表会の直前に⾏けなくなりまし
た。ジェ先⽣は先⽉からずっと今度の劇のために取り込んでいて、台本もほとんど先⽣が完成したし、みんなの道具とかも全部先⽣が準備しました、みんなはたまには休んだり
はしているけど、ジェ先⽣だけは毎⽇遅くまでずっと練習していました、私たちの発⾳を直すとか、この劇にどんだけ⼼⾎を注いだだろう、でも急に⾏けなくなるだなんて。だ
から私たちはジェ先⽣のためにも、先輩たちの最後の作品のためにも、いままで⾃分の努⼒に答えるためにも、あしたは頑張って絶対那賀⾼校の劇を成功させます︕

英語劇も⾃分のスピーチも成功できるように

頑張ります︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⽩ 佳慧さんの⽇記



⼤成功︕発表会︕＜１＞

2011.11.20

昨⽇の発表会は⼤成功でした︕

朝みんな駅で集まって、⼀緒に電⾞に乗って有⽥市⽂化福祉センターに⾏きました、ここでは和歌⼭県総合⽂化祭第２５回英語発表会が⾏われます。和歌⼭県のたくさんの⾼校
から学⽣代表が来ていました。

天気はあまりよくなかったです、すごい⾬が降っていて、⾵も⾮常に強かったです、傘をさしたらすぐに⾵で壊れてしまう、演劇の道具を守りながらスカートの注意もしなられ
ばならなくて本当に⼤変でした、こんなに強い⾵は初めて⾒たんです、みんな叫びながら⾛っていた、最後にいっそ傘を差さなくなりました、怖かったけど、なんとなくおもし
ろかったです〜〜

有⽥はきれいな市です、⾬が降ってるけど、その特別な美しさは隠せない

きれいな町並みとナタリー〜

⽩ 佳慧さんの⽇記



ここです︕私たちの出番のところです︕

主催団体は最初の挨拶をしたあと、発表会は１０時から始まりました。

私たちの劇は３番⽬ですから、まずはほかの学校の発表をみていました。

ほかの学校の発表も⾯⽩かったです。

そろそろ私たちの番です︕

いままでいっぱい練習した満々なる⾃信とジェ先⽣のために、みんなのために全⼒を尽くすという強い使命感をもって舞台に⽴ちました。

みんながんばてるところ

 先⽣も含んで全員が舞台に⽴ってたんだから、写真をとる⼈がないはずですけど、この写真はどうやって撮ったって聞いたら

私たちの劇はsuing santaで、⼀⾔といったら⼀⼈のおんなの⼦はサンタクロースを訴える話です、この劇では弁護⼠も裁判官も証⼈もあって、みんな法廷でいる場⾯で物語を
展開します。それで私のキャストはサンタのトナカイのrudolphですから、途中で警察に捕まえて幕の後ろに⾏ったからこのありがたい唯⼀の写真をとりました。

結果はみんなの望むとおり劇は成功しました︕最後の最後にみんな⾃分のせりふをちゃんと覚えて、頑張って劇を⾒事に完成しました、途中でちょっと緊張してすこし間違えた
ところがありますけど、まあ、全体的は完璧とおもいます。劇に伴う観客の笑い声と最後のときみんなの拍⼿を聞いて、本当にうれしかったです。結果はどうであるが、みんな



全⼒をつくしたから、悔いはないです。

全員の記念写真〜

⼆年の先輩たち〜

これでやっとみんなほっとして、楽しく笑っていました。私もすごくうれしかったです、でもわたしとナタリーはまだ午後の発表会の最後にスピーチがあります、午後も頑張り
ます︕

これは⽇本語で投稿されたものです





⼤成功︕発表会︕＜２＞

2011.11.20

ほかの学校はみんな⾒事な発表作品をくださいました、演劇だけじゃなく、歌とかダンスとかもあってとても⾯⽩かったです。

昼ご飯を⾷べて、そろそろ私とナタリーの出番になりました。

私のスピーチのテーマはしっかり⽣きていく、先⽇那賀⾼校の⼆⼈の⼦がなくなったことについて話します。初めて⽇本でみんなの前にスピーチをするのはちょっと緊張してい
ました。それにその当⽇にみんなはとても楽しい出し物を出していますけど、私のスピーチだけはちょっと悲しい話で、ちょっと雰囲気に似合わないかな、いいかなと思ってい
ましたが、吉本先⽣はいいじゃないですか、楽しいこともあって、悲しいこともあるこそ⽣活じゃないですかと⾔ってくれました。そうですね、確かにそうなんです、だれでも
楽しいことが好きですが、悲しいことのない⽣活はありえないです。それに対する⼤事なのは逃れることじゃなく、正⾯に向かって、その中から何かを学ぶことです。これも私
がもともとこのテーマを取ってみんなに伝えたい気持ちです。こんな⼤切なことはなんで忘れたんだろう、先⽣のおかげでこの気持ちはもう⼀度強くなりました。そうさ、私は
⾃分の気持ちをこめて、みんなにしっかり⽣きていくということを伝えるためにここに⽴っているんです。

まずはナタリーの出番です、ナタリーのスピーチのテーマはブラジルと⽇本です、写真を⾒せながら、みんなにブラジルのことをいろいろ紹介しました、ナタリーは⽇本語はま
だあまり上⼿ではないですから、原稿を⾒て話しました、発⾳とかはまだ完璧ではないですけど、本当に頑張りました。

次はわたしの番です。

⽩ 佳慧さんの⽇記



最初はもちろん緊張していました、声もちょっと震えたように感じましたが、状態に⼊ったらもう後はよくなりました。だんだん話が進んで、このスピーチは何度何度も練習し
たから、⾃分に対してもうすでに慣れ切った内容のはずですけど、なぜかマイクから出た⾃分の声を聴いて、⾃分の声ではなく感じました、また新しい感動がわいてきたような
感じがして、あの⽇々のことをもう⼀度⽬の前に浮かび出し、いつの間に声も落ち着けなくなりました、⾃分はもう⼀度⾃分に⼼を動かされたんです。

スピーチが終わっても、その気持ちから出ることができなくて、⾃分を冷やすためにすっと幕の後ろに⻑く座っていました。

落ち着いたら、みんなのところに戻って、みんなはすごくいいスピーチだったよってほめてくれました、あさひちゃんは涙も出たそうで、⼼を動かす⼒があると⾔ってくれまし
た。みんなありがとうございました。途中には原稿とおりにいけなかったところもありましたけど、気持ちだけはちゃんとみんなに伝えたと信じています。まあ、成功とは⾔え
るんですね。いままでの努⼒はやっと成果になって本当にうれしいです。

これからはニュージーランドから⽇本で英語教師をやている先⽣に話したいただきました。スピーチのテーマはA Journeyで、⾃分がなぜ、どうやって⽇本にきて、⽇本とニュ
ージーランドの違いとかいろいろ話してくださいまして、⼤変勉強になりました、全部英語で分からないところがいっぱいあったけど頑張って聞きました。

これでプレゼンテーションは全部終わりです、次は各学校の代表の投票によって、発表作品の順位を決まります。

私たちの劇はいけるかなとみんなどきどきしていましたが、結果は２位でした︕那賀⾼校の今まで⼀番よかった成績です︕みんなすごくうれしかったです。

わたしも外国⼈スピーチの⼀位をとりました、賞をもらうところ、本当になんともいえない気持ちでした。



賞品ももらいました〜〜

最後にみんなの劇もわたしとナタリーのスピーチも成功して、今⽇の発表会はまさに⼤成功といえるでしょう。

先輩が優勝カップを持って、吉本先⽣に“先⽣、マジうれしいですよ”と聞いたとき、そのときの先輩と先⽣の顔に抑えられない笑顔を⾒て、本当になんともいえないです。⾃分
も英語部のみんなも本当にうれしかったです。みんなでいっしょに努⼒して、汗をかいて、最後まで⼀緒に頑張ってみんなの勝利を獲得することよりもうれしいことはほかには
ないでしょう。いままでみんないろんな努⼒はきっと⼀番美しい思い出になるでしょう。本当に、本当にうれしいです、うれしくてたまらないです。ジェ先⽣もこの結果知った
らうれしすぎて泣いてしまうでしょう。（笑）

やっと終わりました、⼤成功できて本当に良かったです︕

センターから出たら、いつの間に⾬はもうやめました、有⽥川の向こう側の⼭々は霧に包まれて、輪郭ぼんやりしていて、はっきり⾒えないけど、神秘的な美しさが感じます。
素敵ですね

有⽥、きれいな⼩さな町よ、さよなら︕いつか、また、会おう︕

さっき⾔ったニュージーランドの先⽣のスピーチのテーマA Journeyについて、彼はこう解釈していました。⼈⽣は実はある意味で⼀回の旅です。私たちはずっと旅の道を歩い
ています。いろんなところに⾏って、いろんな勉強によって、⾝体と⼼をいつも道にいかせます。旅で何かを発⾒し続けて、新たな⾃分を探し出してゆく。旅の道は途絶えるは
しない、だから私たちの進む⾜取りはえんえんにとまらない。Always on the wayこれこそ⼈⽣です。

これからの旅の道はまだまだ⻑いです、だから私は迷わずにずっと歩いてゆく

 I hope myself and also hope you

Stay hungry ,Stay foolish

これは⽇本語で投稿されたものです





卓球初めての⽇〜

2011.11.21

 今⽇から私は卓球部に⼊って、みんなといっしょに活動するようになりました。

 卓球部は２０⼈ちょっとですけど、⼥⼦は私を含んで３⼈しかないです。ちょっと少ないですね。

 初めての⽇で、まだみんなのように上⼿にできないから、まずは⼥⼦の先輩に教えてもらいながら練習しました。卓球は以前は上⼿でしたけど、ちょっとお久しぶりで、最初
はあまりよくできなかったですけど、先輩たちがとても優しくて、いろいろ教えてくれて、だいぶ思い出しました、うまいってほめられまして、うれしいかったです。

 もうすぐテストですのでそれまでまだ２回しかできないですが、頑張りたいです、早くみんなのように上⼿になりたいですね︕

 終わりは７時半でちょっと遅いですけど、みんなといっしょに運動してとても気持ちいいです。これからもずっと頑張って続けていくと思います〜

 明⽇は⼆年の家庭の授業は餃⼦を作りますので、先⽣に呼ばれて⼿伝いに⾏きます︕⽔餃⼦ですよ︕久しぶりの餃⼦、楽しみですね︕

 明⽇で１１⽉の最後の⽇記にしたいです、テスト勉強しないといけないからごめんね〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです

⽩ 佳慧さんの⽇記



餃⼦おいしかったわ〜久しぶりの中華料理〜

2011.11.22

 今⽇は国際科の⼦たちの中国語の授業で中国の飲⾷⽂化を勉強するために、調理室で餃⼦を作りました、私は餃⼦の故郷の中国⼈として、先⽣に⼿伝いに呼ばれました。

時間は⼀時間だけで最初からやったら⾜りないので先⽣はこの前はもう⾃宅で餃⼦の中⾝と⽪を作るのに使う捏ね終わった⼩⻨粉を作って、学校に持ってくださいました、次は
⽪を作ると包むだけです〜

みんな頑張っています〜

このグループは私がいるから⼿作りの⽪を使っていて、本格的な餃⼦を作っています〜ほかのグループはスーパーから買ってきた⽪を使っています〜

⼀番難しいのはやっぱり⽪を作ることですね、以前は中国でいつも家族みんなで作っていましたけど、⽪がいちも⽗しか上⼿でした、それにちょっと久しぶりで、最初は⻑⽅形
の⽪ばかり作っていましたが、だんだん思い出して、よくできていました〜

⽪ができたら、みんな包んでみると、包みかたの違いが出てきました、私はいつものように⼩さくて、⽴体的な形に作っていますが、みんなはめっちゃ⼤きくて、薄く平らな餃
⼦を作っています、びっくりしました。

⽩ 佳慧さんの⽇記



出来上がれ︕

すぐ煮って⾷べたいと思っていますが

誰かがフライパンを持ってきました、今⽇は本格の⽔餃⼦を作るじゃなかったって聞いたら、⽔餃⼦も作るけど、みんな焼き餃⼦が好きなので、焼き餃⼦も作りますっていいな
がら、餃⼦をどんどんフライパンに⼊れています、私の強い希望で、⽔餃⼦を三分の⼀ぐらい作りました。なんでみんなそんなに焼き餃⼦が好きですか、わからないですね、も
ともと本格な餃⼦は⽔餃⼦ですし、どうか考えても⽔餃⼦のほうがおいしいし、体にいいじゃないですか。やっぱり各国はそれぞれの好みがありますかね。

できました︕調理室はあっというまに⾹ばしいにおいが漂っていました。⽔餃⼦と焼き餃⼦、デザートは杏仁⾖腐で、飲み物はジャスミン茶です︕全部先⽣が準備してください
ました、先⽣お疲れ様です、ありがとうございました︕みんなの使ってるお⽫とかも中国の模様です、みんな本当に中国⾵を満喫してましたね︕

 ⾃分が作った餃⼦は本当においしかったです︕久しぶりの懐かしい味が最⾼でした︕杏仁⾖腐もおいしかったと思いますけど、⽇本の⽣徒はみんなはなぜかタイヤの味がする
と⾔ってました、とはいっても、みんな楽しんで⾷べきりました〜おいしかったもんですね〜

 今⽇は本当に楽しかったです、ご馳⾛様でした︕みんなありがとうね〜〜

 テストが迫っているので、この⽇記を１１⽉の終わりにしようと思います、これから約２週間は来ないかもしれませんけど、理解してくれたらうれしいですね〜

 １１⽉はすごく忙しかったけど、すごく充実した毎⽇を送ってきました、本当に楽しかったです。テストをはじめ、これからも頑張ります︕

 １２⽉はまた会いましょう︕今度は和歌⼭の美しい⾵景の写真をいっぱいアップするから、ぜひお楽しみください︕

 では、また。みんなお元気で︕

これは⽇本語で投稿されたものです





テスト〜〜テスト〜〜

2011.12.02

 今⽇までテストはもう半分が終わりました、でも⼟⽇は⼆⽇間休みでまた三⽇間テストを続けてからやっと終われるそうです。⼤変ですね、⻑い時間テスト準備状態が続くよ
り⼀気に終わるほうがむしろ好きですね〜〜

 今までのテストはどういうか完璧じゃないけど、前回よりずっと落ち着いたし、柔軟に対応できたんです、成績ももちろん全体的にあがるに違いないです。

 さて、いったん落着したけど、これからのテストの準備もしないといけないですね〜これからは⼀番困っている古典があるんですよ︕でも今度は頑張って勉強したからきっと
せめて前回よりよくなると思います〜〜

 テストが終わったら旅⾏に⾏きたいですね〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです

⽩ 佳慧さんの⽇記



みなさん︕私が戻ってきたよ〜

2011.12.09

 みんな久しぶりですね︕

 ⼀週間もつづけて、マラソン式なテストはやっと終わりました、疲れましたわ。テスト返しも⼤体全部終わりました。どういうかな、よくできたのもあったけど、よくできな
かったのもありました、でも全体的は前回よりだいぶよくなりました。特にうれしいことに古典もよく勉強した結果としてぜんかいより３９点をとりました、ちなみに満点は５
０点です〜本当にうれしいですね〜やっぱり本気でやればなんでも問題にならないですよね、これからももっと頑張って、もっといい成績を取りたいと思います〜

 今週の⽇曜⽇はとうとうホストチンジーです、三ヶ⽉は本当に⼀瞬のように感じますね、新しいホストは楽しみですけど、今の家族みんなと分かれるのはちょっとつらいです
ね、やさしいおばあちゃんと⾯⽩いとっちゃんと広ちゃんと真由ちゃんと本当に離れたくないですね、せっかく家族になったのに、特におばあちゃん、いままでいろいろ親切に
してくださって、いろいろ教えてくださって、孫のように愛してくださって、本当にありがとうございました。みんなは私の⽇本の始めての家族です、初めて⽇本に⼀⼈で留学
してきた私に、本当に家族のような温かさをくださって、本当にありがとうございました。今は毎⽇学校から帰ったら、部屋にも戻りたくなくて、おばあちゃんとずっと座って
話すことはいちばん幸せなことだと思って、残りわずか何⽇の⽇々を⼤切にしています。これから離れても、おばあちゃんはわたしのえんえんのおばあちゃんと思います。ホス
トが変わっても、時々尋ねて⾏きたいと思います、（交流センターの許可はもらえますか︖）現地研修のときもぜひみんなにお⼟産を買いたいです〜唯⼀残念のことに今広ちゃ
ん（ホストのおかあさん）は⼊院中なんで、最後に分かれる⽇は会えないんです、今は毎⽇学校で、⼟⽇も予定いっぱいだから、お⾒舞いにいきたいですけど、⾏けません。お
かあさんは今⼤丈夫ですかね、早く回復できるように願います〜きっとまたいつか合う⽇がくると確信しています︕

マラソン⼤会は近いので、今週からそのための準備をしています、縄跳びとかもやってきました。⾛るのは嫌いじゃないですけど、マラソンはつらいけどできたらきっとすごく
うれしいと思いますけど、せっかくのマラソン⼤会はみんなといっしょに参加したいですけど、⾮常に残念なことに、参加できません。なぜなら、マラソン⼤会の⽇は、２⽉四
⽇ですから。。。。参加できないけれど、それでもそれまでの練習をみんなといっしょに頑張りたいと思います、みんなで⼀緒に頑張ってる⽇々はきっとすばらしい思い出にな
るでしょう。

 つらいこともあったけど、うれしいこともいっぱいです。失望もあるけど、楽しみもいっぱいです、何があっただろうが、これからなにがあるだろうが、とにかく私は今の⽣
活を楽しんでいます。これからもずっと毎⽇を愛していきていこうと思います︕みんなもね︕

（ちなみにこれからいろいろ写真をアップするから楽しみにしてくでさいね。）

これは⽇本語で投稿されたものです

⽩ 佳慧さんの⽇記



そろそろ来年だね

2011.12.20

 いつの間にもう新しい⼀年が迫っていた、ホスト変わり、テスト、年賀はがき、お茶会、マラソン⼤会、卓球部。。。ホストが変わった後いろいろありすぎて、かわってから
まだ⼀週間だという事実はどうしても信じられない、年末はいつも忙しいね、忙しすぎて、いそがしい毎⽇のなかに⾃分のペースを失ってしまうくらい。。だけど何かが変わっ
てる、少しずつ、気づけにくいくらい、いろいろ経験して、⾃分はだんだん成⻑している、⼼の中に、何かが変わっている、⼾惑いとかもあるけど、⼾惑ったり、また⼤切の何
かを確信したり、こんなやり取りをし続けて、⾃分の⼼は強くなって⾏っているような気がする。とにかく頑張るわ、どんなことがあっても、いままでのすべてのできことは何
かの縁だと確信して、⾃分の未来と絶対何かがかかわってることを信じる、それに迷っても絶対怖くなく、⾃分なりに頑張ればいいんだ、いつか絶対なにもかもよくなるに違い
ない、未来は喜びはいっぱいだ、だからもっと頑張る︕

 そろそろ来年だね、今年はのこりわずかの⼗⽇間、今年の最後に悔いの残らないように、尽くしたいんだ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⽩ 佳慧さんの⽇記



お久しぶり〜〜

2012.01.13

みなちゃん、あ〜け〜お〜め〜（ちょっと遅かったけどさ）本当にお久しぶりだね、それはね、いろいろ事情があったんよ、⼆軒⽬のホストの家は学校から遠かったので、往復
三時間ぐらいで、休みも毎⽇クラブがあったので来れなかった、ごめんな〜       

つい最近、もう⼀度ホストが変わった、今は学校の近くにいて、やっと早起きしなくてもよくなった、でも無線のネットがないので、パソコンはみんなのいるリビングでしか使
えないので、⻑い時間使うとちょっと邪魔なので、以前のようによく⽇記をかけないかも知れないけど、とりあえず少しずつがんばるわ︕

今週は那賀⾼校にオーストラリアから留学⽣⼆⼈も来たよ、めっちゃうれしかったよ、来週から⼀緒に⽇本語の授業を受けるのよ︕楽しみ楽しみ︕︕これで留学⽣は４⼈になっ
た、仲良くなれたらいいなあ〜〜

もうすぐ修学旅⾏だよ︕︕あと⼗⽇ぐらい、楽しみすぎですわ︕沖縄にいくやで︕沖縄︕︕︕ちょうちちゃんに会えるかも︕中間研修もめっちゃ楽しみ︕

楽しみいっぱいあるよな、よし、未来に向かってがんばるぞ︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです

⽩ 佳慧さんの⽇記



⼆度⽬のユニバーサル〜〜

2012.01.30

新しいホストファミリーの皆さんといっしょにもう⼀度ユニバーサル（USJ）に遊びに⾏った〜〜〜

なんと今度は年間パスポートを購⼊してしまった︕︕︕︕︕これからはなんかもいけるで︕

今回は遠⾜の時に⾏かなかったアトラクションにいってた、めっちゃおもしろかった︕

これめっちゃこわかったぜ︕帽⼦かぶるのをわすれたからびしょぬれになってしまった

 

⽩ 佳慧さんの⽇記



WATER WORLDのショーは⼀番⾯⽩かったと思う︕

このショーではぬれます、めちゃくちゃぬれます。なぜかというと、⾃分で⾏ったらわかるだろう︕

 

外⼈のお姉ちゃんもいてる︕

ここでびっくり︕なんと背中にファスナーが︕︕︕︕

まさか⼈間が⼊ってるなんて、ショックだ︕︕︕



これ⾒て︕⾒て︕まっすぐ落ちてるで︕

これおいしかったよ︕おいしかったよ、⼆⼝でたべました、あかん︖

司会のおっちゃんがめっちゃおもしろかった︕⿊⼈のお姉ちゃん歌めっちゃうまかった︕びっくりした︕ 多分のど⿊飴たべてるで︕

みんなかわいいでしょう︕



スヌピーといっしょに歩いてる〜〜〜本物ですよ︕

夜まで遊んでしまいました〜〜〜

みんなといっしょに⼀⽇めっちゃ楽しかったで︕

PS︓関⻄地⽅のみなさん、興味のある⽅は、またいっしょに⾏きますので、

ここの前でずっと待ってます︕今も待ってますよ︕

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです



バレンタイン

2012.02.18

今週のバレンタインウェークはめっちゃ楽しかった〜

⽕曜⽇は本番だったので、その前の⽇チョコを作ってみた〜

ホストのお⺟さんが材料をいっぱい買ってくれて、まどかちゃんといっしょに作ってた〜

まずかったチョコレートをちちゃく切って

お湯で溶けて

⽩ 佳慧さんの⽇記



かわいい容器にいれて

上にアンモンドを乗せて、後は固まるのを待つだけ〜

簡単すぎるって︖簡単っていうな、初めての⼿つくりチョコやから、⽟ちゃんみたいな⾼級チョコレートはさすがにできないから、こういう⼀番簡単のしか作れないさ〜でもい
いじゃないか、簡単でもおいしさは同じやし、気持ちもちゃんとこめてるもん〜

ホワイトチョコも作った〜おいしそうやろう〜

これは⿊チョコとホワイトチョコの混ぜたやつで、⼀個しかなくて、今世紀⼀番おいしいチョコさ〜



最後にかわいい袋に⼊れたらできあがれ︕めっちゃ達成感あるのよ、何時間もかかって、やっとできた、疲れたけど、楽しかった〜お⺟さんとまどかちゃんにも⼿伝ってもらっ
て、みんなありがとうね〜〜

で、そろそろ期待していたバレンタインがやってきた︕

朝の学校はめっちゃいいにおいが漂っていた、⾔うまでもなくそれはチョコレートのにおいさ〜

昨⽇作ったチョコレートをみんなに渡して、みんなからもいろんなチョコもらった、もちろん全部ともチョコだし、⼥の⼦同⼠が渡しているのよ〜チョコケーキ、チョコたる
と、チョコクッキー、絵が描いてるチョコ、なんとチョコ餃⼦もあった︕みんなめっちゃうまかったよ︕びっくりした、ほとんど学校で⾷べたけど、さすがに多くて⾷べ切れな
かった、この⼀週間も少しずつ⾷べていて、みんなの気持ちのこもっているチョコをたべたら、めっちゃ幸せの気分になる〜

⾯⽩いことにバレンタインは⼥の⼦がいっぱいチョコもらってるけど、男の⼦はあんまりもらってないみたいな〜となりに座った男の⼦は⼀⽇期待してたけど、結局だれからも
もらえなかった〜⼀⽇落ち込んでた〜ああ、かわいそうになあ〜やっぱり恋⼈より、友のほうが⼤事ってことさ〜（笑）

とにかく今週は楽しかったわ〜でももうすぐ来週はテストだ、気持ちを切り替えて、頑張らないとね︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです



カラオケ〜最⾼︕

2012.02.18

今週の⽔曜⽇学校が早く終わったので、家族みんなといっしょにカラオケに⾏った︕⽇本でのカラオケはこれで⼆回⽬、いや三回⽬だ（宮崎に⾏った時も⾏ったからな）

でも家族みんなとは初めてなの〜

今度は全国採点の機械もあったから、⼀曲が終わったら、点数と全国同時に歌ってた⼈のなかの順位も展⽰してた、こんなの初めてだから、めっちゃ楽しかった〜

私は意外に歌上⼿だったよ︕⼀曲⽬で全国21位を取ってしまった︕その後みんな盛り上がって、どんどん歌ってた、私もいっぱい歌った、⽇本語のうたは⼀曲だけは3千⼈のな
か全国10位に⼊ってた︕めっちゃやばくない︕中国の歌を⼀曲歌ったらなんと全国⼀位︕っていっても同時に４⼈しか歌ってなかったけどな〜

やばいな、私はもしかして歌⼿のセンスもあるかもしれないなあ〜

2時間ぐらい歌って、みんなとこどん楽しんだ〜お⺟さんの歌声も聞いたし、⼤満⾜だった〜いい点数を取ったことより、みんなが⼀緒に盛り上がったのが⼀番楽しかった〜み
んなありがとうね〜

家にも近いし、今度もっと歌を覚えてからまたみんなでいこう︕今度こそ⽇本語の歌も全国⼀位を⽬指そうじゃないか︕はははは〜〜〜O(∩_∩)O

 

これは⽇本語で投稿されたものです

⽩ 佳慧さんの⽇記



やまとくんの誕⽣⽇〜

2012.02.22

今⽇はやまとくんの誕⽣⽇︕やまとくんは私の今のホストファミリーの末っ⼦の弟なの〜今年はやまとくんもそろそろ6歳で、⼩学⽣になる年になったね、めでたいめでたい︕

ということで家族みんなでケーキを⾷べた〜︕

これは家の知り合いのケーキ屋さんに頼んでやまとくんの⼤好きなポケモンのキャラクターのとっておきのケーキなの〜こんなかわいいケーキ⾒たことないだろう︕めっちゃお
いしそう〜

かわいいやまとくんとマーちゃん（⼀番上のお姉ちゃん）

いただきます〜

⽩ 佳慧さんの⽇記



でかくて、でけうめのイチゴ〜幸せの味がたっぷり〜

今⽇はやまとくんの誕⽣⽇でみんなでおいしいケーキも⾷べたし、本当に楽しかった〜

私の今のホストは⼦供3⼈がいてるにぎやかで楽しい家族なんだ、私も⼊れて⼦供4⼈がいてるから、⼀年で誕⽣⽇は4回もあって、ケーキも4回以上⾷べれるよ〜本当に楽しい
だね〜

今まで私は中国でずっと⼀⼈っ⼦として育てられてた、兄弟とか⼀⼈もいなくて、ほしくもなかった、兄弟なんてうるさいし、喧嘩するし、いらないいらないってずっと思って
きたけど、この家族に馴染んで初めて、兄弟あっても悪くないな、むしろ最⾼の幸せのことだって初めて思うようになった。もちろんケーキが⾷べられるだけじゃなくて、家が
いつもにぎやかで楽しくて、温かいから。確かに兄弟がいるとうるさいって感じられる時もあるけど、でもみんながうるさく遊んでる時こそ、家らしい温かい雰囲気が感じられ
る。みんなと⼀緒に笑ったら、遊んだり、毎⽇本当にすごく楽しかった〜みんながいてくれてるから毎⽇ですっごく幸せなの〜

兄弟っていいなあってつぶやいたら、お⺟さんは、⼤丈夫よ、かえちゃんも⽇本の兄弟がいるじゃないって⾔ってくれた。そうだな、みんなは私の兄弟じゃない、今は私はみん
なのこと⼤好きでみんなのこと本当に⾃分の弟と妹のように思うんだ〜

広い世界でみんなと出会ったこと奇跡は本当に感謝してる、これからもこの絆を⼤事にしたいと思います。

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです



留学⽣会〜

2012.02.24

 今⽇はテストが終わった後、ナタりーとオーストラリアの留学⽣のベンと ダーシーとアメリカ⼈のジェー先⽣といっしょにカラオケに⾏った︕

松屋でご飯を⾷べた〜みんな外国⼈で結構⽬⽴つだった、店員さんはめっちゃびっくりしてた〜⾯⽩いな〜

ダーシーめっちゃ歌うまかったよ︕びっくりした〜

みんなは⽇本語の歌そんなに知ってないから英語の歌いっぱい歌ったけど、私は⽇本語の歌少し歌った〜

⽩ 佳慧さんの⽇記



ジェー先⽣が歌いながら踊っていてめっちゃ盛り上がってきた〜

そのカラオケは飲み物は飲み放題で、いろんな種類があった、私とベンは紅茶と濃いコーヒーと炭酸飲料⽔としいたけお茶と⽜乳を混ぜて、今世紀の⼀番まずい飲み物を作って
ナタリーにあげた〜ナタリーが飲んだ時のあの表情。。。ハハハ〜〜本当にまずかったわ＾〜

時間限定がなかったけど、4時間ぐらい歌ったらみんなはもう疲れたからこれで今⽇は終わり〜

今⽇は本当に楽しかった、みんなありがとう︕私たちはまだ⾔葉完全に通じないけどやっぱりいい友達ができるだね〜だって同じ留学⽣で同じ仲間なんだからね〜これからも頑
張って英語を勉強してみんなともっと話しできるようになりたいね〜

今度またいっしょに遊ぼうね︕これからも留学⽣同⼠⽀えあっていこうね︕

 

 



コンサート．海〜

2012.02.27

 先週の⽇曜⽇は⼀応テスト期間中だったけど、まどかちゃんとやわらちゃんのピアノの発表会、ウィンターコンサートが⼤阪で開催されるから、どうしても応援しに⾏きたい
と思って、みんなといっしょに⾏ちゃった〜

朝8時出発で、9時くらいに会場に着いた

マーちゃんとやっちんはこの⽇の発表会のためきれいなドレスを着ていて、かわいいメークもした

⼊場する前はぜんぜん緊張そうに⾒えなく遊んでいたが

こんな⼤きいな会場に⼊ったら

なんか緊張そうな顔になっていまった〜

⽩ 佳慧さんの⽇記



さっそく挨拶のあと、コンサートが始まった

演奏の順はちいちゃい⼦からやるのでやっちんは７さいで、7番で出場した。この⼦は初めて発表会に参加するので、きっと緊張してるなあ〜私とお⺟さんもなんとなく緊張し
ちゃったけど、やっちんは意外に普段よりも良くできた〜やっぱりやればできる⼦だね

マーちゃんもその後登場して、いつもどおりに上⼿に弾けた。このコンサートに出場している⼦は⼩さい⼦いっぱいあるけど、みんな上⼿だった、その集中してる⼩さな後姿を
⾒てちょっと感動してるね〜

発表会無事に成功した︕みんなお疲れ〜

その後は頑張ったみんなへのご褒美のため、寒かったけど、海辺に遊びに⾏った︕

海賊の船みたいな建物があった



⽝の餌の会社の建物もかわいい⽝の形しているのよ︕しかも2匹︕

きれいな海

その⽇めっちゃ寒かったにもかかわらず、海でヨットをやってた⼈もいた、すごいね︕なんかうらやましい

⽩い波しぶきを⾒て、海の歌声をきいて、潮⾵に髪を靡かして、本当に素敵な感じだった



海はもちろん美しいだけど、みんなのいない海はつまらない

砂浜は宝物いっぱい秘められている宝島なんだ、美しい⾙とかいっぱいあって、みんな広い砂浜で⾛ったら、笑ったりしながら⾙を拾っていた、海辺はみんなの笑い声に満たさ
れていた〜

⾙だけでなく、こんなおもしろいものも︕



私も⾙探し探検隊に⼊ってしまって、きれいな⾙いっぱい集めた〜〜寒さもテストも忘れて、ただ⾙拾いに夢中した〜こんな⼦供気分になって楽しむのはもうどのぐらい久しぶ
りのことだろう

なんと⻲もいた︕しかも2匹︕でも発⾒した時はもう死んでしまった、やはり寒かったかな、⻲さんかわいそう

まるを書いて、ここを⻲さんのお墓にしましょう︕⻲さん安らかに眠れますようにと

きれいな⾙いっぱいゲットした︕

きれいな海だったね、でも海よりも美しいのはみんなの笑顔なんだ、楽しい時間を⼀緒に過ごしてくれたみんなありがとうね︕

 

 

 

 

 



これは⽇本語で投稿されたものです



試験終わった~

2012.02.28

2週間にまたがったテストがやっと終わった~~これでやっと⼀息つけるよ~

⼆⽉って短いね。あっという間に過ぎちゃった感じ……とは⾔っても、毎⽉そんな気がしちゃうんだけれどね~今⽉はいろいろなことがあったよ。もう、たっぷり思い出に浸っ
ていられるぐらいにね~

テストの結果がどうであれ、また新しいひと⽉が始まるんだ。さあ、またがんばるぞ。

新しく始まる⽇々は、もっともっと、楽しいことが待っているかもね~

あさっては三年の先輩⽅の卒業式。いなくなっちゃうなんていやだよ~三年間の⾼校⽣活なんて、このあっという間の2⽉みたいなものだよね。思い出がいっぱい詰まった学校
とさよならをする、先輩⽅はどんな気持ちなんだろう︖もしかしたら泣いてしまうかも。もしかしたらすごく感動的な卒業式になるのかも。

 

 

⽩ 佳慧さんの⽇記



先輩の送別会

2012.02.29

今⽇は学校は卒業式の予⾏式やった〜みんなすっかり卒業式の気分になってしまった。。やっぱりお別れは⾟いなんだね。。

今⽇は午前授業終わって、クラブ3つにいった、英語クラブと茶道部と卓球部、卒業式の後は各クラブの先輩を送る会になる、そろそろ本番の卒業式は明⽇だなあ〜先輩たちの
最後の思い出が最⾼になるように、卒業式が成功できるように願います。

⼆⽉に⽇記１０件書こうと思ったけど、これで⼆⽉はもう終わるよな、本当に早いよ、10件はさすがにできないけど、最近はよく書いてるじゃないか、最初のかえちゃんが戻
ったって感じしない︖3⽉もこの調⼦で頑張りたいと思うんだ︕私を⾒守ってくれている⼤切に⼈たちに⾃分の元気の姿を伝えるためにも、⾃分の⼤事な思い出のためにも、こ
れからも続けたいと思うんだ

これは⽇本語で投稿されたものです

⽩ 佳慧さんの⽇記



ふれあい祭り〜

2012.03.05

 先週の⽇曜⽇は岩出市のふれあいまつりだったで、部活の後、ホストのお⺟さんとまーちゃんと⼀緒に遊びに⾏ったの〜

折り紙を教えてくれているコーナーもあったので、やさしいおばはんたちに教えてもらってUFOゴマを作ったの〜

回ってます〜

⼿芸の展⽰品〜

⽩ 佳慧さんの⽇記



出来上がり︕いっぱい作ったんだ〜

地球に優しくするために作られた発電機︕でもお湯を使わないと利⽤できない、お湯を沸かすのにもエネルギーが要るから、結局発明になれないね〜ってエジソンの偽者のエジ

さんが⾔った、おもしろかった

⾷育講習会に参加して、おもしろいゲームもやった〜ちいちゃい⼦供が喜びそうなゲームばかりだったけど、最初いっしょにやりたくないと思ったけど、お⺟さんは楽しいから
いっしょにやろうって⾔って、みんなで⼀緒にやったら本当に楽しかったの〜



⾷育についてのこともたくさんことも教えてくれて、いい勉強になった。

岩出市の⼦供たちの想像⼒いっぱいの作品︕なんか感動するな、⼦供たちに〜

⼤好きな⽣け花〜

今⽇は本当に楽しかった〜みんなありがとう〜

このふれあい祭りでいろんな知識に触れてだけでなく、いろんな⼈に会って、みんなと楽しくお話もして、⼈々お互いにも触れ合って、本当に良かったと思うんだ。

岩出市はとても⼩さい町で、5年前に市になったばかりで、本当に正真正銘の⽥舎なんだけど、昔都市が⼤好きな私がここに来て初めて、⽥舎でもこんなにいいところなんだっ
て初めて思うようになった。確かに⽥舎は⼈も少ないし、お店や⼤きなショッピングサンターとかもないけど、でも都市にはない、⽥舎ならではの⼼を暖める⼈々の優しさがど
こにも溢れているんだ。朝学校に⾏く時知らないおばちゃんから優しい笑顔でおはようってあいさつしてくれたら、⼀⽇も幸せな気分になる〜⽥舎にいって本当に良かった︕こ
れからもみんなともっと触れ合って、もっと強い絆をたくさんつくりたいなあ〜

これは⽇本語で投稿されたものです



卓球⼤会〜⼈⽣初デビュー︕

2012.03.05

 12⽉から卓球部に⼊ってから、今になってもう3ヶ⽉も経っただね〜毎⽇練習があってちょっとしんどいなあって思う時もあったけど、⾃分がやるって決めたから、頑張るし
かないって思って、ずっとやり続けてきた、これからもずっとやり遂げたいと思うんだ。

 3⽉18⽇は岩出市の卓球の市⺠⼤会があって、卓球部全員参加だけど、三ヶ⽉の初⼼者の私のレベルはやっぱりみんなについてないし、試合とか⼀回もやったことがないし、
やっぱり試合はまだ無理かなと思ったけど、ホストのお⺟さんは参加してよ、負けてもいいじゃん、いい思い出になるから、先⽣たちもこれをはくの初デビューにしてもいいじ
ゃないっていってくれたから、やっぱり参加するって決めた︕︕結構勇気の要る決定やで︕︕⼀回戦でぼろ負けになるかもしれないけど、やっぱり頑張ってやってみたいと思う
んだ︕

 というわけで最近は先⽣もいっぱい新しいうち⽅を教えてくれて、以前休憩だったチーム内のゲームも初めて参加させてくれた〜（負けたけどなあ。。。）

 今⽇も先⽣なんと新しいラケットも買ってくれた︕私に渡す時先⽣はよし︕これで⽩は強くなるぞって⾔ってくれた〜先輩たちも私が頑張ってるのを⾒たらいっぱいコメント
してくれて、最近どんどんレベルアップしている感じがするの︕先⽣たちも、先輩たちも、家族のみんなも私を⽀えてくれて本当にありがとう︕私も絶対頑張るから︕⼈⽣初め
ての試合で、⾃分なりに頑張って、悔いの残らないように精⼀杯戦いたいと思うんだ︕︕

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

⽩ 佳慧さんの⽇記



最⾼のホワイトディー〜〜

2012.03.15

バレンタインが経って⼀ヶ⽉間ついに昨⽇はホワイトディーになったの︕めっちゃ楽しみにしてたホワイトディーは収穫いっぱいだった︕

いっぱいもらってきた〜

これは⼀番おいしかったの︕卓球部の⽵⼝先⽣からもらった、なんと先⽣の奥さんが作ってくれたんだ︕めっちゃおいしかったわ︕先⽣ありがとう〜〜

これはJay先⽣からもらったお返し〜〜めっちゃかわいい〜

⽩ 佳慧さんの⽇記



袋もお洒落でしょう︕

こんなおもしろいメッセージの書いてるのもあった〜〜

卓球部の先輩からのお返しです〜

⻄君の⼿作りクッキー︕︕めっちゃうまかった︕男の⼦も頑張ってるなあ〜感⼼するわ〜



ほとんど卓球部からもらった〜ちなみに我が卓球部は２８⼈いてるけど、⼥⼦は私を含めて４⼈だけ〜つまりほとんど男⼦なんだよ〜普段は⼥⼦が少ないでちょっと寂しいけど
ホワイトディーはめっちゃ最⾼だよね︕卓球部の先輩たちと同級⽣みんなからいっぱいいただいて、本当にありがとうございました︕︕めっちゃうれしいんです〜〜

 

これは⽇本語で投稿されたものです



明天⽐赛︕︕

2012.03.17

马上明天就是乒乓球的岩出市⺠⼤会了︕⼀直觉得很远的⼀天很快就来了

第⼀次的⼤会还是有点不安。今天的部内⽐赛也惨败了。。。有点没有⾃信。。即使如此每天也要也平常的的状态努⼒

决定出席⼤会后，到现在每天都⾮常努⼒。觉得⽔平也确实上升了。但不⾜的地⽅还是有很多。只要努⼒了，就没有什么后悔了。不管怎样，想尽最⼤努⼒，保持平常⼼、踏实地⽐
赛︕

加油︕

⽩ 佳慧さんの⽇記



得たものたくさんの卓球⼤会＜１＞

2012.03.20

⼤きな会場

みなみ先輩

⽩ 佳慧さんの⽇記



応援しにきてくれたお⺟さん〜〜顔を隠してる。。

仲良しのダブルス

試合前の不安な私。。。

出番だ︕





審判も初めてやってみた

 

２０１２年３⽉１８⽇

忘れがたい卓球⼤会〜

⼤会に出るって決めてからまだまだ遠いのことで時間がいっぱいあるっておもいながら、ついにこの⽇がやってきました︕岩出市卓球⼤会︕私の⼈⽣初めての試合︕今⽇は卓球
部全員参加〜２８⼈で同じ那賀⾼校のユニホームを着て、結構勢いあるんだね︕よし〜今⽇はみんなで存分に暴れようじゃないか〜

早めに会場に⾏って、１３台の試合⽤の卓球台はもうきちんと並べてあった、めっちゃ試合雰囲気あったね〜試合が始まる前に、少し練習してた、でも緊張のせいかどうか知ら
ないけど、⾃分は最近結構レベルアップしたと思うけど、今⽇は普段よりもよくミスしてしまって、⼤会の選⼿たちは⼩学⽣から⼤⼈までみんなめっちゃ上⼿にやってるのを⾒
て、⾃分はこんなレベルで本当に⼤丈夫かな、本当に⼤会に出られるのかなって不安で落ちつかなくなってしまった。でもこんな所まで来たら、諦めるわけにはいかないだろ
う、何年間もやってきた⼦とは⽐べ物にはなれないかもしれないけど、私は頑張ってきた、それで⼗分だ、結果とか考えないで、ベストを尽くしたらいいんだって⾃分に⾔って
落ち着こうとしたけど、緊張の気持ちはたまらなく、観客席でいてもたってもいられなかった。

いよいよ⼤会が始まった、最初は偉い⼈の話を聞いた、これはいつもの慣例だね（笑）、

最後に選⼿代表の宣⾔で⼩学⽣の男の⼦がやった〜あのこめっちゃかわいかったよ〜

ほっとして笑って、緊張の気持ちが少し解消できた気がする〜

今⽇はホストのお⺟さんも昼から応援してくれた〜もともとすごく不安だったけど、お⺟さんはあんまり結果とか気にせず、その過程を楽しんで、頑張ったらいいのよって⾔っ
たくれた、お⺟さんと話したらなんとなくほっとした、落ち着けるようになった〜

最初は団体戦だった、私はまだみんなのレベルに着かなくて、那賀⾼校の⾜をひぱったらいけないから、団体戦に出ないけど、ひまにしていなかったのよ〜私は応援専⾨で、那
賀⾼校の応援団⻑に先輩に任命された〜

⼀回戦は那賀ｖｓ岩出クラブ（岩出の卓球好きのおばちゃんたちのクラブ）やっぱり若いものは元気があるっていうか、毎⽇精⼀杯練習してきた成果として、楽勝したの〜〜お
ばちゃんたちも頑張ったけどな〜やっぱり若い⼦は元気やな、頑張ってねってほめてくれた〜

次の相⼿は岩出SPC．だった、これは⼩学校⼀年⽣から卓球をやり始めて、ポロのコーチもいて、岩出の最も強い卓球グループのひとつだ。今はまだ中学⽣だけど、みんな結構
強くて、うちらとは⼒が伯仲していた。うちらのキャプテンの⽷島みなみ先輩は相⼿の⼀番強い今は中学校⼀年⽣の遠藤あさみちゃんとはもう初めての対戦じゃないんだ。もう
何回も試合で出会って、すでに友達になってるけど、試合は友情なしで、みんな真剣に戦っていた。結構⻑い戦いだった、先輩は頑張ったけど、やっぱり負けてしまった。ちょ
っと残念だったね〜並松先輩は負けた後、悔しい涙も出てしまった。みんな真剣そもものだね︕ついに感動した、本当にみんなに勝ってほしくて、⼼ずっとどきどきしながら、
⼿も拍⼿で真っ⾚になったくらい必死に応援したけど、相⼿はさすがに強くて残念なことに⻑い戦いが続いて最後はやっぱり２対３で負けてしまった。でもみんな頑張ったし、
めっちゃいい試合ができたと思うんだ︕︕

みんなの応援で必死になっていた間に、気持ちはすでにみんなと⼀緒になって、⾃分の試合のとこをしばらく忘れていて、緊張感もだんだんたくなったけど、団体戦が終わった
ら、すぐにシングルスが始まって、⾃分の名前が呼ばれたって聞いた時、本当にどうしたらいいのか分からなくなった、切り替えの時間もなく、⼼の準備はまだできていなかっ
たのに、名前が呼ばれていた︕その⼀瞬で本当に頭が空っぽになった気がした。

その時に観客席からかえちゃん頑張れって暖かい声が聞こえてきた︕⾒上げたら、お⺟さんと先⽣の笑顔が⽬に⼊ってきた、みんな私を応援してくれてるんだねってなんか⼼が
ぐっと温まって、緊張感が半分ぐらい解消されて、めっちゃ⼒ついた気がする。先輩たちもあやねちゃん（同級⽣の⼥の⼦）も緊張しないで、なんとかなるよ、試合っていうの
は⼊ったらいいんだよ︕って応援してくれて、本当に感動した。審判も我が卓球部の⼤野君だし〜そうだ、私は⼀⼈で戦ってるんじゃない、みんな応援してくれてるから、⼒強
いだ︕

⼼を静めて、使い慣れてたラケットを持って、卓球台の前に歩いていた。対戦相⼿は中学⽣の岩坂さんだった。友好な試合ができるように、緊張感を発散するために、ずっと笑
顔だったけど、相⼿はいっこも笑ってくれなかった。。。やっぱり相⼿も緊張してたかあ。。。

岩坂さんは中学⽣だけど、結構強いらしい、先輩も以前この⼦に負けたことがあるっていってた。それでも頑張ってやった。確かに強かったわ。。。結果、０対３で負けた、ま
あ、思った通りの結果だったなあ、でも頑張ったから後悔することないわ、ちゃんと得点もできたし〜負けてもよかったと思うだ〜今度の試合は負けたけど、試合ってそんなに



怖いものじゃないよなあって思うようになった、そして⾃信も少しついてきた〜これからもっと頑張って、もっと強くなるぞ︕

ほっとした。。。

To be  continue

これは⽇本語で投稿されたものです



得たものたくさんの卓球⼤会＜２＞

2012.03.20

その後は先輩たちもシングルスの試合に出て、男⼦は全員負けたけど、みなみ先輩はずっと勝ってきて最後の⼥⼦決勝に進出した︕

みなみ先輩の最後の相⼿はあきのさんだった、以前負けたことがあるけど、今度はリベンジするぜって先輩が⾔った〜本当に激しい戦いだった、先輩最初０対２で負けてたけ
ど、３回の時から逆転した、２対２の引き分けになった。私たち応援団も本当に必死だったよ︕得点が⼊った時、思い切り拍⼿して、負けそうになったときもめっちゃ焦って
た、試合しているのはみなみ先輩だけだけど、私たちの⼼もすでに先輩と⼀緒になって、ずっとどきどきしていた。この試合はみなみ先輩だけじゃなく、みんなの戦いだった。
隣のおばちゃんたちもサポーターに⼊って、⼀緒に応援してくれた〜

最後の５回戦は勝負にかかわる決定的な⼀回だ。すべての⼈はその⼆⼈を⾒つめていて、会場の空気は凍ったみたいに、静かすぎて、ボールの跳ねている⾳と⾃分たちの胸がど
きどきする⾳しか聞こえなかった。こんな時の戦いはもうすでに球技の対決じゃなく、まさに⼼理戦、精神的の勝負だ、焦ってきたら絶対負ける。みなみ先輩も焦らないよう
に、⾃分にドンマイドンマイ、⼀本⼀本って呟いてるのを聞こえた。さすがに先輩、本当に偉いね。さすがに決勝戦、ボールはすごいスピードで⾶んでいた、私の初めて⾒た卓
球の光景だ、本当にすごい︕最後の決まりのナイスボールと嬉しい叫びで試合は先輩の勝ちと決定した︕︕︕会場は拍⼿の⾳に満たされていた︕︕︕みなみ先輩最⾼︕︕我が卓
球部の誇りだ︕︕︕この勝利は応援団のおかげだよって先輩が⾔ってくれた、本当にうれしかった〜〜そうだね、これはみんなの戦いだ︕みんなの⼼が⼀つになったから、最後
の勝利が決まったんだ︕

⽩ 佳慧さんの⽇記



今⽇は市⺠⼤会に参加して、本当によかった。悔い残らずに⾃分の⼈⽣初めての試合をできたし、先輩たちを応援して、みなみ先輩の⽴派な勝利をこの⽬で確かめたし、本当に
よかったと思う。初めての試合は負けたけど、それは今までの努⼒は無駄になったわけじゃない、試合に出ると決めてから、⾃分は本当に頑張った、そして確かに成⻑できたと
思う、それで⼗分なのよ︕これからももっと頑張って、先輩のように、卓球だけでなく、どんなことも、体育の精神を覚えて、真剣で⼀所懸命になりたいと思うだ。

岩出市⺠⼤会で、得たものは本当にたくさんあった。参加して本当に本当に良かった︕︕今回でもっと思い知った、参加することの⼤切さ。勝つか負けるかと関係なく、参加す
ること⾃体は意味があるんだ。めんどくさい、不安って考えてその時の弱い⾃分に克服できなくて、今度の⼤会に出なかったら、私は⼀⽣後悔するでしょう。参加しなかったら
何も起こらないけど、成⻑もしない。参加を選んだら時間もかかるし、⼼も緊張したり、不安だったりしるけど、いろいろ背負ってしまうけど、それを乗り越えた時、参加した
後の気持ちは本当に最⾼だった。いろいろあったけど、得たものも本当にたくさん。



最後に応援してくれたお⺟さん、先⽣、先輩たち、本当に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



たんどろ〜〜

2012.03.21

たんどろって⾔うのは探偵と泥棒の略称、ゲームの名前だ︕中国語って⾔ったらʻ警察抓⼩偷ʼかな。。みんなたぶん⼩学⽣の時はやったことあると思うけど〜こういうゲームは
昨⽇卓球部みんなでやったの︕

ほんま久しぶりやったわ、⼩学校以来にやったことなくて懐かしいなあ〜でもめっちゃ楽しかった〜範囲は学校内、⼤きさはちょうどよかったの。最初は探偵やってたけど、卓
球部はほとんど男⼦やし、みんな⾛るのがめっちゃ早かったし、⾒つかっても追いつかなくて、ぜんぜんだめだったわ。。。結局みなみ先輩しか捕まえられなかった、でもみな
み先輩に もうかえちゃん嫌い︕︕って⾔われてしもった。。。（まあ、冗談だけどなあ〜〜）

私が泥棒になった時は何⼈かに追いかけられて、ほんましんどかった、３⼈ぐらいの探偵から逃げ切って隠したばかりの所でまた⾒つかれて、もう限界だったから、逃げもせず
に捕まえられてしまった。。。

どっちにしてもめっちゃ⾛ってしまった、ほんまに必死で疲れてしまった。でも探偵をやってた時逮捕成功の時のうれしさと泥棒をやったときのその緊張さはほんまはんぱじゃ
なかったわ〜〜とにかくめっちゃ楽しかった〜〜

でも悪結果として、今⽇は筋⾁通はひどくて歩きにくかった。。今度またやろう〜〜

っていうか卓球部は⼀応卓球専⾨だけど、こんなゲームとかよくやってるし〜練習のあとはサッカーやってるし、バドミントンもたまにやってるし、みんなすごく元気で本当に
⻘春って感じやなあ〜〜私はこんな活発している卓球部が⼤好きだ︕先輩たちとの毎⽇がすごく楽しいんだ、卓球部に⼊って本当によかった︕︕これからもみんなと毎⽇楽しん
でいきたいね〜

これは⽇本語で投稿されたものです

⽩ 佳慧さんの⽇記



桜が咲いた〜〜

2012.03.22

朝⽬覚めたら、机の上の薄桃⾊が柔らかく⽬に映ってきた

桜が咲いた

桜がやっと咲いた︕

丁寧⽣けてきて、毎⽇⽔をやって

毎朝⽬覚めて真っ先にするのは

桜の⽊を⾒ることだった

ああ、まだ咲いていないね

いつ咲くかな

明⽇になったら咲くかな

⽩ 佳慧さんの⽇記



“桜の花はいつ開く〜”

って歌いながら放課後の帰り道

階段を上って 真っ先に⾒るのは

桜の⽊

まだ咲いてないか

明⽇になったら咲くかなあ

咲いたらどんなふうなのかな

桜の⽊を⾒るたびに

咲いたころのことまで想像し続ける⽇々だった

来る⽇も来る⽇も

桜は咲いてなかった

いたずら好きの⼦供みたい

なんで咲いてくれないかな

桜の咲いてない⽊はつまらなかった

卓球⼤会 終業会 クラス分け

いろいろ忙しかった

⽣活のリズムは誰も待たず

ただただ流れてゆく

忙しいけど 充実な毎⽇

いつの間に桜のことを忘れていて

ただただ忙しくかけ回っていた毎⽇だった

桜の⽊も何⽇もそのまま佇んで

寂しかったことでしょう

桜の⽊のことにほとんど気にしなくなったころ

今朝 桜咲いた

静か 静かに

ゆっくり ゆっくりに 咲いた

薄桃⾊の微笑み

ちら ちらりと 枝の先から咲いてきた

春の始まりを告げるさくら





⻩⾦⾊の菜の花

情熱の真っ⾚のカーネーション

その中にいる桜の花

ちっとも⽬⽴たない



柔らかで和やかな存在

もお互いちゃんと馴染んでいる

ともに漲るのは春の活気

桜の花ってこんなんだなあ

⽬⽴たないけど

柔らかい 暖かい

⼈の気づかないうちに

こっそり 静かに咲く

待つことが⻑かったこそ

咲いたときの嬉しさは最⾼だった

桜は三⽉の⾵物詩だ

桜の花の⾹りが漂っている

今この部屋から

三⽉の息吹が広がってゆく

ｐｓ︓華道部の⽣け花の作品で〜す︕活気横溢の春を主題にして、桜と菜の花とカーネーションを⽣けたってわけ。和歌⼭いまはまだ少し肌寒い天気で桜はまだ咲いていないけ
ど、私の部屋にある桜はもう満開になったの。私は桜を⾒るのは初めて、すごく期待していた。

桜の花って本当に美しいだね〜期待があったから、咲いたときの喜びも倍増したんだ︕

⾃分の部屋でお花⾒できるなんて、本当に最⾼だね︕︕和歌⼭の桜の花も、早く咲いてほしいなあ〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです



春假

2012.03.28

好不容易进⼊了春假

还有些冷，但充分感到了春天的⽓氛

休息时也不闲着，每天有乒乓球的练习，在⽇本最后的练习，得去很多地⽅旅⾏

之前去了神户，从明天开始去两天间的⽩滨温泉旅⾏，⼤阪环球影视城最少也想去⼀次，到4⽉和朋友去奈良、想去的地⽅很多，很忙〜

在⽇本的⽣活也进⼊了倒数，期待着不留下遗憾，把想做的事情⼀个⼀个完成。

今天是回到岩出市第⼀次去第⼀家的寄宿家庭去看⼤家。奶奶邀请我去吃晚饭，真的很⾼兴。好久没见⼤家了，⼗分期待。⼤家都好吧〜〜期待着︕︕

⽩ 佳慧さんの⽇記



新しい学期がやってきた

2012.04.14

春休みはあっという間に終わったね、めっちゃ早かったわね。

新学期が始まって、私もようやく２年⽣になった。理系のクラスに⼊ったから、⼥⼦は少なくて、４４⼈のなかに１３⼈しかないんだ、少ないけど、少ないからこそ、みんなの
⼼がひとつになれるかなと思って、みんなと仲良くなりたいんだ。

卓球部も、新⼊⽣が⼊ってきて、私もようやく先輩になった︕後輩ができて、嬉しいって⾔えば嬉しいけど、やっぱりちょっと不安やなあ。。みんな中学校から卓球をやってき
た⼦ばかりで、⼀年⽣とはいえ、めっちゃ上⼿なんよ、でも１２⽉始めて、いままで４ヶ⽉しかやってきてない初⼼者とも⾔える私は、まだそんなにうまくない、こんな私は先
輩になれるかな、先輩って呼ばれた時、本当に安⼼できるのかな、むしろ卓球の世界で、あの⼦たちのほうが先輩なのかな。。っていう不安がずっと続いていた。。。いままで
受け（ほかの⼈の練習の相⼿）できなかったけど、あの⽇は先⽣に受けもやってみてって⾔われて、やってみたけど、なんとなく相⼿の思うとおりに受けてあげられなくて。。
すっごく申し訳ない気持ちになってたけど、⼀所懸命やった。

最初は遊びの気持ちで卓球部に⼊ってたけど、だんだん分かってきたんだ、卓球は遊びじゃない、卓球部のみんなも卓球は勉強と同じくらい、⽣活の⼀部の気持ちで、真剣で⼀
所懸命やるものなんだ、そう簡単にはうまくいけないけど、でも努⼒はうそをつかない、⼀所懸命にやるしかないんだ。

卓球部に⼊って、悩みもいっぱいあったけど、学んだこともたくさん、後の残りわずかの何ヶ⽉なんだけど、私はどのぐらいレベルアップできるのか、卓球部でどこまでいける
のか、挑戦したいんだ、新学期もっと頑張るわ︕

今の私はボールで⼼を磨き、そしてみんなとの絆の深めていく毎⽇がすごく楽しんでいる︕

新学期になって、勉強も頑張らなきゃ︕⼀回くらい絶対学年⼀位になりたいんだ︕そのために頑張る︕春の新学期、⾃分も新しい⾃分になって、新しい毎⽇を充実にしたい。

これは⽇本語で投稿されたものです

⽩ 佳慧さんの⽇記



イチゴ狩り、バーベーキュー︕︕

2012.05.02

この前は那賀⾼校は＜留学⽣とホストファミリーを囲む会＞（名前はちょっとダサいけど。。）を⾏って、わたしたち留学⽣の家族が招待されたのだ〜〜

イチゴ狩りとバーベーキューがあった〜〜

あの⽇めっちゃ天気が良かったけど、真夏みたいに暑かった、特にイチゴのビニールハウスのなかはすっごく暑かったわ

私の始めてイチゴ狩りだったので、暑さとか気にせずいっぱい取って⾷べた〜

私とブラジルの留学⽣のナタリー〜

取⽴てのイチゴはすごく新鮮で、みずみずしくて、めちゃくちゃおいしかった〜

⽩ 佳慧さんの⽇記



おいしそうやろう︕︕

全員の写真だ︕左からはオーストラリアーのダーシーとベンちゃんとオーストラリアーからの留学先⽣のべん先⽣（なんてオーストラリアーはべんが多いねん︕笑）で、ナタリ
ーと私〜

⼀年分くらいのイチゴを飽きるぐらいいっぱい⾷べて、次は本番のバーベーキューだ︕

めっちゃ豪華やろう︕︕私の⼤好きな焼きそばもあったで︕わあ︕︕



暑い⽇にバーベーキューはめっちゃ暑かった、汗もめっちゃかいたけど、みんなといっしょに⻑い時間を楽しめた〜

その後は留学⽣とそのホストの家庭紹介もあった、こちらが中国から来た留学⽣の⽩さんですってしょうかいされたまでにみんな私が留学⽣ってことはぜんぜんしらなかったよ
うだったで︕

ほかの留学⽣のホストファミリーに始めて会ったけど、みんなすごく優しそうでよかった。

その後はみんな⼀緒に楽しく話したり、ベンたちとサッカーとかやっていて、すごく楽しかった〜⼦供も⼤勢いったからかなりにぎやかだった〜マーちゃんらも喜んでた〜

短かったけど、今⽇はほんまに楽しかった、みんなほんまにありがとう︕︕

やっぱり今⽇来たわたしたち留学⽣も、ホストファミリーも、みんなもともとお互いのことぜんぜん知らず、なんのかかわりもなく、⾚の他⼈だったけど、なんだかのつながり
で今⽇ここに集まって、いっしょに楽しい時間をすごして、国境とか⾔葉とか関係なく仲良くなれて、友達にもなれて、ほんまに不思議に思う。絆があったこそ、こんな美しい
出会いでできたと思うんだ。

⽇本語を勉強してきてよかった、⽇本に来てみんなに出会ってほんまによかったっていつもそう思うんだ

私は留学⽣のみんなが⼤好きで、いまのホストファミリーも⼤好きだ︕みんながいてるからすごく幸せなんだ、だからこの絆を⼤切にしたい。

こんな楽しい交流会を主催して、いろんな⽀度をしてくれた学校の先⽣たち、今⽇いっしょに楽しくすごしたみんなほんまり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



春の遠征̶̶初めての合宿︕初勝利︕

2012.05.03

２９、３０⽇は卓球部の遠征で、⼀泊⼆⽇で⽥辺とかに遠征しに⾏った︕先輩たちはもういっぱい遠征したことがあったけど、私にとって初めての遠征で、興奮あったけど不安
も少し混ざってた気持ちだった〜〜

朝早く学校で集まって、監督の⽵内先⽣と東先⽣の⾞に乗っていった。およそ⼀時間半くらいかかって、さっそくついたのは、南部の南部⾼校やった。

岩出⼤会から、試合に参加するのは、これで４回⽬だった。初めて試合に出る時のことを思い出したら、⾃分はここまできて、ほんまに道が⻑かったなあ、最初の試合の時、⾃
分の名前が呼ばれたとき、頭はさっぱりになって、ほんまにどうしようもなくて、先輩たちにずっとどうしましょう︕私どうすればいいですかってめっちゃ不安だったそんなわ
たしだったけど、いままで何回も試合に参加してきて、先輩にもなって頼られる⽴場になった今の私は、勝敗はともかく、だんだん落ち着けて、試合を楽しめることになって、
すごく成⻑できたと思うだ。ただし、いままで⼀度も勝ったことはなかった。

みんな中学校からやり始めたから、かえちゃんにまけられへんわ、プライドちゅうことあるからなってみなみ先輩の慰めのことばだったけど、確かにそうだ、私は今まで本格的
に卓球をやり初めて５ヶ⽉しか経ってない、時間的にみんなに勝てるわけがない、でも、それでも悔しいんだ。

で、今⽇は南部⾼校で６試合したけど、なんと２勝４敗で２勝できた︕初めての勝利だったし、喜ぶはずだったけど、相⼿の⼦に聞いたら、⼆⼈とも卓球を始めたばっかり、私
に負けるのも当たり前だった。。。つまり私が強かったじゃなく、ただ相⼿が弱かっただけなんだ。ちょっとがっかりしたけど、⽵内先⽣は相⼿と関係なく勝つこと⾃体はすご
いってほめてくれた、だって相⼿より強くても気持ちが負けたら負けてしまうこともほんまにあるでって⾔ってくれた。 気持ちは負けてないけど、やっぱり私には勝てるまで
にまだまだ⻑い道歩かなきゃあかんってことか︕これからも頑張り続けたいと思う。

午後４時くらいに終わって、気になるホテルにまっすぐ向かった〜

向かったのは、紀州南部ロイヤルホテルやった〜

そこのへんの唯⼀のたたずんでいた⽩い建物やった、⾊鮮やかのツツジに囲まれて、すごくきれいで⾼級そうなホテルだった︕︕ただの合宿の泊まり先とは思えないくらい︕び
っくりした︕みんなきゃあきゃあ⾔いながら、ホテルにはいていた〜

⽩ 佳慧さんの⽇記



広い⼆⼈部屋〜

窓の外のきれいな眺め︕海も⼩島も⾒えていた︕あたまだけを窓の外に出したら、波の歌が聞こえてきて、潮⾵に吹かせて、ほんまに最⾼やった︕︕

晩ご飯はうどん屋で⾷べた〜

みんな疲れたのでいっぱい⾷べた〜



夜はみんな浴⾐を着て、いっしょに温泉に⼊って、⼀⽇の疲れを取った〜〜

変顔⼤会〜〜

先輩たちといっぱい楽しくお話して、みんなもっと仲良くなってよかった〜

これで⼀⽇⽬が終わり〜すげー疲れたけど、収穫いっぱいだ〜なにより楽しかった︕︕

初めての合宿最⾼やわ︕︕

 

 

 

 

 

 



これは⽇本語で投稿されたものです



⾦環⽇⾷︕︕

2012.05.21

みんな⾒た︕︕今⽇はめちゃくちゃ珍しいの⾦環⽇⾷やったで︕近畿で８２８年久しぶりやって︕

朝７時に起きて、テレビから状況を伺いながら、特製のめがねを使って太陽が右上からかぶりはじめるところから最後まで完璧に⾒えた︕︕ほんまに興奮したわ︕こんなの初め
てやな〜めったにないわ、しかも⽇本でこの奇跡をこの⽬で確かめただなんて、ありがたい、ありがたい︕

そらがちょっと暗くなった時はうちの猫もずっと鳴いててなんか気づいたようだった、やっぱり猫はなにか感じれるのかな〜

写真も撮ってみたけど、あんまりきれいに取れなかった。。

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

⽩ 佳慧さんの⽇記



総体

2012.05.22

今⽇⼆時間のテストのあとは、体育館で総体壮⾏会がおこなわれた。

総体壮⾏会っていうのは６⽉のはじめにある各体育のクラブにとって⼀番⼤事で肝⼼な⼤会だし、三年⽣の先輩にとって、⾼校時代に最後の試合、最後の思い出だから、すごく
⼤切なの。それで今⽇は各クラブの試合に出る選⼿が全部学校のユニホームを着て、舞台に⽴って、必勝の宣⾔を全校みんなの前で申し上げた。

私は留学⽣として、正式な試合に参加できないけど、⼥⼦がすくなかったので、卓球部の⼀員として、卓球部のみんなといっしょに舞台に⽴ってもらったんだ︕

最初の⼊場の時は全校のみんなに⾒られて、緊張したけど、めっちゃいい感じだった︕

We can be as oneって⾔葉が校⻑先⽣からもらった、私たちはひとつになれる︕っていう意味で、みんなで⼒を合わせていっしょに頑張ろうっと⾔う、めっちゃ良い⾔葉だ
ね、⽣徒会⻑から仲間って⾔う⾔葉を贈ってもらった、試合っていうより、仲間との絆を⼤切にし、その絆をいかし、お互いを信じて、みんなで協⼒して、いかにも⼤きな⼒を
発揮できるように頑張ろうっていう意味で捧げてくれた。

その後は各クラブの男⼦と⼥⼦のキャプテンが⾃分たちの気合の⼊れた宣⾔をした、みんな⾃分のできる限りの⼤きな声で、“私たちは⽇々の練習の成果を発揮し、絶対優勝を
⽬指します︕”、”私たちは⾃分らしく試合をして、最後まで⾃分の試合を楽しんでいきたいです”とか熱い決意のこもった⾔葉をいっぱいあげた。ほんまに感動したわ︕熱い⻘
春だなあ︕って感じ。こんな決意があったら絶対勝てる︕私は試合に出れないけど、いままでずっと卓球部の⼀員として、卓球部のみんなと毎⽇頑張って練習してきて、みんな
といっしょに汗と涙を流して、みんなと信じあって、みんなのことずっと⾒てきて、最後までいっしょに戦えなくてちょっと残念だけど、みんなに絶対に勝ってほしい︕みなみ
先輩もありさ先輩にも、最後の試合で絶対頑張ってほしい、私はみんなのことずっと応援してるんだ︕みんな頑張れ︕
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Ben's goodbye speech

2012.05.22

今⽇の総体壮⾏会の後は、オーストラリアの留学⽣がお別れのスーピーチをやった。

Ben、とダーシー私たちのだいじな仲間、６⽉９⽇にオーストラリアーに帰ることになる。⼀⽉に那賀⾼校に来て、ちょうど５ヶ⽉間。ほんまに短かったなあ。。。彼らの初対
⾯の挨拶を聞いたとき列の最後に⽴って、⾜を必死に引きずって舞台に⽴ってたBenを⾒ながら、嬉しくてたまらなかった⾃分をはっきり浮かんできて、まるで昨⽇のようだ。
それなのに、今⽇はまた⾒慣れた場⾯だけど、もう別れのスピーチになった。。。たまらなく悲しかった。。。泣いてしまうかなと思ったけど。。

意外なことにBenはすごく⾯⽩いスピーチをしてくれた︕今⽇は話するのが知らなかったようで、即興でスピーチをしたらしいで︕

初めは 僕の名前はBenですって⾔った、早速はじめての爆笑を起こした︕もう半年もいてるのに、そんなの分かるに決まってるやんか。。

で、その後、Benはなんと⾃分の感謝したい⼈の名前を全部⾔った、○○ありがとうございました。。○○ありがとうございました。。。ってしか⾔わなかった。。野球部のた
まきくんもありがようございましたとかいって（たまき先輩野球部のキャプテン、、）結局何回もいったのもあるし、いうのを忘れたのもあった、”みんなほんまにありがとう
ございました”って⾔ってようやく終わるかなと思って、みんなもう拍⼿したのに、Benはまた

今⽇はさようならじゃない、僕は那賀⾼校⼤好きです︕帰りたいです︕って⾔った。。いいか、”帰りたくない”じゃなくて、“帰りたい”って⾔ってしまったで︕はははは。。。
ここでもう⼀回爆笑で終わった。

さすがにBenやな、最後でもユーモアで別れスポーチしてくれたね（笑）

後で彼に聞いたら、緊張しすぎて、⾔葉失ってしまって、帰りたくないって⾔いたかったのに、間違えてしまったらしい。。Ben、ほんまに。。

でもそのために、みんなはすごく笑ってて、私も涙ぐみになりそうだったけど、彼の⾯⽩い⾔葉を聴いて、笑顔に変わった、これがBenの最後のやさしさこもしれないな。。楽
しいGoodbyeスピーチしてくれてありがとう︕Benのスピーチは今⽇の全校の話題になって、みんなは”Benめっちゃかわいい︕”っていう合意もできた。。

って⾔っても、後⼆週間で会えなくなるって思ったら、やっぱり寂しいなあ。。

私が那賀⾼校から国に帰る時もスピーチするのだろう、⾃分の番になったら、私は泣かずにスピーチできるだろう。。。ありがとうって伝えたいひとはまだいてるのだろ
う。。。私は分からない。。。

Benが帰るまで後⼆週間、⼀瞬みたいに短いけど、残りの毎⽇をたいせつにし、いっしょに思い出をいっぱい作ろうと思う︕︕
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