
無題

2011.08.31

同期⽣のみんなが無事にここで１年過ごせますように。

陳 暁悦さんの⽇記



1週間がたって。。。

2011.09.12

すべては寮から始まった。。。。

 

先⽣が寮から出ていくとすぐに、部屋の隅で泣き出してしまった。。部屋は和式と現代⾵がミックスされた感じ。だいたい５０平⽶はあるのかな。そこに⾃分⼀⼈だけ。こんな
ガランとしたところで、泣く以外、どうしたらいいのかわからなくて。。。

寮の先輩はとても親切。初めての夜、私の泣きはらした⾚い⽬を⾒ると、⾷事をとり分けてくれて、，⼀緒に話をしてくれて、買い物にもつきあってくれた。東北の⼈って、聞
いていたとおり、本当になんていい⼈たちなんだろう︕︕

いま私たちのクラスは私を⼊れて４⼈だけ。他の⼈は修学旅⾏中。私以外はみんな男⼦。そんななかに外国⼈の⼥⼦が⼊るのって、やっぱりちょっと無理がある。だから⼀緒に
話をしてくれる⼥⼦はみんな三年の先輩たち。普段クラスにいるときはつまらないし、居⼼地は悪いし。。。

私が転⼊したのは国際クラス英語学科。でも４年も英語とはなれていたので、今のレベルは基本英語過程もおぼつかない= =。現代⽂もちょっと難しいし、毎⽇遅くまで予習を
しなくちゃ。 ，じゃなきゃ、次の⽇の授業がさっぱりわからない。世界史も中国より詳しくやるし。

それに発展国語の授業。はじめ、この授業名を⽬にしたときは、ちょっと期待してしまった。特に初めての授業の時、きれいな先⽣が教室に⼊ってきたときはもっと期待してし
まったの~先⽣が私に気づいて、（……）すごくうれしそうにこう声をかけてくれた「留学⽣なの︕何という名前︖古⽂はわかるかしら︖中国にもあるわよね︖これは難しいと
は思うけど、他の留学⽣たちも勉強しているから、あなたもがんばってね@#￥%&*……」なに︖…発展国語って古⽂のことだったの︖………おかげでその授業は１時限、古
⽂の本を書き写すことに。。

理科は、まあ簡単かな。だからプレッシャーすべては⽂系⽅⾯に。。

もうそろそろ、部活に参加してもいいんだけどね。国際ボランティアか家庭科部に⼊ろうかと。ほんとはみんな参加してみたいんだけど。……

がんばるぞ~

早くクラスのみんなが帰ってきてくれないかな。。。

⼥⼦が早く帰ってきますように。。。

陳 暁悦さんの⽇記



裏通り

2011.09.19

丁夢ちゃんは、突然⼿芸に⽬覚めたみたい（彼⼥と私の学校はすごく近いんだ。通り⼀本隔てた向こう）もしかしたら、私が作ったバッグをみたからかな。……それとこの前、
河原町の本屋さんで⾒つけた『⼿芸屋さん』って本のせいかも。本には京都市内の⼿芸屋さんものってたしね。それから⼀緒に材料を買いに⾏こうってはなしになりまし
た︕。。また河原町まで⾏って、本屋で⼿芸店の住所を２軒分、メモしてきました。

寮で⾕歌の地図を確認したら、どの店も路地の先にあるの。……⼆⽇もかけて、じっくり確認したので、場所は把握していたけど、今⽇ちゃんと２軒ともに、たどりつけた
の︕。。だって⽬的地の前まで来ても、迷⼦になっちゃうような私が。。無事にたどり着けたなんて、カミサマのおかげかな= =。。。

ここに来てから、いままで街の中⼼はよく⾏ってたけれど、こんな路地を歩いたのは今⽇が初めて。どのお店も⼩っちゃくて、⼿芸店も通りの⽚隅にひっそりと建っていたの。
マンションみたいなビルの中に、実は、いろんなお店が⼊っているんです。……あるお店のオーナー（すごく親切なおばサマ） 】が、このあたりは⼿芸屋さんが多いのよっ
て教えてくれたけど、調べていったお店以外は⾒つけられなかった。……

偶然、京都⽂化博物館も⾒つけられたんだけど、↑↑夢丁ちゃんはいきたくないって…………

陳 暁悦さんの⽇記





元離宮 ⼆条城

2011.09.24

今⽇は寮の近くにある⼆条城̶̶徳川家康が天皇を訪ねる際、京都に滞在中の宿所として造った城に⾏った。

すごく良い天気。。

陳 暁悦さんの⽇記



⼆の丸御殿↑↑↑

御殿に⼊る前には靴を脱がなくちゃいけなくて、裸⾜で中に⼊った。すごく不思議な感じがしたけど、でもやっぱりちゃんと掃除されててすごく綺麗だった。中は写真撮影が出
来なかったので、ご了承ください…この宮殿は⼆条城の主殿で、シンプルな造りだったけれどそのシンプルさ故にすごく感動した。。。



外にある⼆の丸庭園。丁夢が⾔うにはここは御台所と将軍が出会ったところなんだそうな……

ここは多分書院かな。⽇本語の解説を読むのすごい⼤変だった……



元離宮 ⼆条城【修正版・ごめんなさい。。】

2011.09.24

さっきの写真、直接カメラからコピーしたので、⼤きすぎてずっとアップロードできなくて、撮ったばかりの写真をみんなにみせることができなくて。。あのようなミスをして
まいました。。。ごめんなさい =。。。。。。。無視してください。。

⼆条城↑↑↑

御殿に⼊る前には靴を脱がなくちゃいけなくて、裸⾜で中に⼊った。すごく不思議な感じがしたけど、…でもやっぱりちゃんと掃除されててすごく綺麗だった。。。これは⼆条
城の本丸御殿で、シンプルな造りだったけれどそのシンプルさ故にすごく感動した。。。

⼆の丸御殿庭園↑お花畑のよう。丁夢が⾔うにはここは御台所と将軍が出会ったところなんだそうな。。。。

は ここは多分書院かな。。。

先ほどの投稿では本当にすみませんでした︕︕︕(;_;)

【 ⾔い訳したけど= =。。本当に恥ずかしすぎる。。。。。】

陳 暁悦さんの⽇記





⼋坂神社

2011.09.25

阪急を降りて、四条沿いにまっすぐ歩くと、鴨川が⾒えてくる。

四条⼤橋を渡ると、建築の感じが徐々に特別な、洋⾵のものに変わっていった。橋を下りてすぐの所には中国式の建物もあって、故郷に帰ったような錯覚を覚えた。……
↑↑↑。

四条通りの端が⼋坂神社。

陳 暁悦さんの⽇記



↑⼋坂神社の本殿↑  埼⽟のボランティアの柴⽥さんに感謝。今⽇は前に習った⽅法で参拝をしたよ。。。

これは本殿の向かいの建物。周りにかけられている横物には厄除けやら消滅やらと書かれているんだけど、どう考えてもこれは結婚式だ。……こういう時、解説してくれる地元
の⼈がいないと分からないことが多いね。……

本殿のほかにもいろいろな建物があったよ。たとえば、この道の先の建物は、悪王⼦社っていうんだ。……いったい何を祀ってるんだろう。。



それから、これは美御前社。周りはお姉さんやおばさんばかり。きっと祀ってるのは⼥神だろうね。。

⼋坂神社を出てもう⼀度⾒た四条通り。どこか世界最後の⽇のような感じがしない︖……



ロングバケーション

2011.09.26

秋休みが終わったら、まだ⾒ぬ同級⽣たちが帰ってくる 。今⽇はみんなの机も並べたし、それだけでなんだか教室がにぎやかになった気が……【ウッこわ。。】

明⽇からは前期試験。でも私たちのクラスはまだ授業をしていないので、試験は無し。おかげでながーいお休みに。。先週は3連休が2回で、今週授業は⼀⽇だけ。それから10
⽉10⽇までずっとお休み。。

お休みなったら、出かけるんだ~~それから。。予習もしなくっちゃ。。。

陳 暁悦さんの⽇記



⾦閣寺

2011.09.27

またまた写真です。。

今⽇は⾦閣寺に⾏ってきました。

なんだか、かぶりつきそうな笑顔= =。。。

陳 暁悦さんの⽇記



やっぱり⾦には弱いってあらためて思ったよ……⾦ピカの⾦閣寺にもう夢中。。あー、抱きつきたいっ。。ハハ…冗談……

⾦閣寺は鯉まで⾦箔貼りなのかな……

鯉⿂⽯&⿓⾨の滝。これは“滝”…⾵景のミニチュアかな。。

⽩蛇塚&安⺠沢（⽩蛇塚のそばの湖）



三千院

2011.09.27

⾦閣寺をみて、まだ時間があったので、丁夢ちゃんの先⽣おすすめの三千院へ。

辺り⼀⾯の曼珠沙華︕南京にいたとき、校⾨のところの花壇に1本だけはえていたのをみたことがあるけれど、もうこのときは感動しっぱなし。…

先⽣によると、⾦阁寺や、清⽔寺、⼆条城よりも三千院のほうがずっと京都らしいんですって。ここは京都の昔の⾯影が、良く残されているから。

陳 暁悦さんの⽇記



⼭道を登ること10分ちょっと、やっと三千院に到着。

三千院はお寺です。でも中に⼊ったときは、どこかの貴族のお屋敷かとおもっちゃった。1階は⼤広間で、ここでみんなが修業したんですって。



外の景⾊はすごくきれい。。

これは⾦⾊不動茶。表⾯に浮いているのは⾦箔なんだよ。⾊はピンク⾊。お茶碗が⼩さいから、良く⾒えないかな。味はちょっとかわっていて、しょっぱいの。あんまりおいし
くない= =。。。



でもやっぱり。。本当にたくさん、たくさんの曼珠沙華だったよ…………



お好み焼き

2011.09.28

午後は図書館へ。だって⽇本の本はすごく⾼いので、参考書を借りようと思って。でも図書館の本って、どれも資料のなるようなものばかりで、すごく厚くて重いの。……結局
図書館を⼀巡りして帰ってきちゃった。帰り道、お好み焼き屋さんを⾒つけて、これって関⻄のが有名だけど、丁夢ちゃんいわく、たこ焼よりすごっくおいしいって。……

⼩⻨粉に⽔を加えて、豚⾁、イカ、野菜をあわせて鉄板の上で焼くの。

下の⽅は照り焼きソースかも。丁夢ちゃんのはサラダなんだけど。

サラダなしだとあまり⾒た⽬が良くないね……でも味は⼀緒かと。。

丁夢ちゃんにきいていた、お好み焼きとたこ焼の⽐較の話のおかげで、ちょっと誤解してたかも。もっと⼩さい、軽く⾷べられるようなものかなって思ってた。こんなに⼤きい
なんて、ピザハットの⼀⼈⽤ミニpizzaぐらいあるの……⾷べ⽅もピザみたいに、⼩さく切り分けるんだよ。味の⽅はすごくおいしかった︕

陳 暁悦さんの⽇記





ホームステイ〜〜の⽀度。。

2011.09.30

今⽇の内容は簡単だから、⽇本語で書いてみよう〜

南京の友達に⼿紙を出した︕だから天気が悪くてもずっと喜んでるかな。。

今度の秋休み、丸⼭先⽣のおかげで、ホームステイのチャンスをもらった【ありがとうございますね〜】。今⽇の⼣⽅は先⽣といっしょにホストファミリへ。荷物の準備はわた
しにとってやっぱり無理だね。ちょうど丁夢ちゃんは寮を訪ねて、やっと助かった。。

「これはおもいよ。スーツケースに⼊れよう。。」

「シャツはこのようにたたんだら、しわだらけになっちゃったよ。」

「パジャマ⼊れた︖これまでもわすれたか。。。」

お⺟さんのように……

最後、、

「じゃね。あ、机の上に置いたのは⼿紙だろう。出すのは忘れないでよ。」

「ああ︕⼿紙︕︕忘れちゃった︕︕︕」

「……」

これは⽇本語で投稿されたものです

陳 暁悦さんの⽇記



銀閣寺

2011.10.01

今回のホームステイ先のお家は、銀閣寺のすぐそば。だからまた観光に⾏ってきたよ= =。。。たぶん、来て1か⽉にもなるのに、まだクラスメイトに会っていない⼈なんて、
私以外にいないだろうな> <。。まるで京都に⻑期旅⾏に来ているみたい。。【まあ、私⾃⾝、予習もしっかりやっていないけど。。お家の⼈と積極的に交流してるよ……】

この通りは全部京都のお⼟産屋さん。京都の名産品て、何だか知ってる︖……あぶら取り紙 ………………初めて聞いたときは、聞き間違いかと思ったよ。。

さっきの⼩道を過ぎると、銀閣寺の⾨。ここは⾦閣寺とかよりも⼈が多い。しかも外国⼈がいっぱい【あ、私もだった= =】。。

陳 暁悦さんの⽇記



銀閣寺は、⾦閣寺とは違って、銀箔が貼ってあるからこの名前になったわけじゃないんだよ。理由までは私も知らないけど……銀砂灘があるからかなあ。。。↓↓

この構図すごく変= =。。右下の円台は向⽉台っていって、横の銀⽩⾊の砂は銀砂灘っていうんだよ

道沿いに歩いていくと、まるで⼭登りのように。

でも⾼いところから下を⾒る感じはやっぱりいいよね~



学園祭

2011.10.02

銀閣寺の写真、この前アップしたのに、今は探せないの。なくなっちゃったのかな⊙ ⊙︖。。

今⽇はホストファミリーのお兄さんの学校、同志社⾼校に⾏ってきた。⽂化祭を⾒に⾏ったんだよ。この学校は制服がなくて、みんなラフなかっこうで学校に⾏くんだ。 し
かも学校がすごく広くて…すっごくうらやましい…………

⾼⼆のイベントステージ↑↑。どのクラスの演しものも、みんな⼀⽣懸命準備されたものばかり。ちょっと前まで、ずっと落ち込んでいたんだ。私の登校初⽇が、両洋⽂化祭最
終⽇だったのに、私は外国⼈登録や、銀⾏でカードを作る⼿続きなんかがあったので、⼀番楽しみにしていた⽂化祭を⾒ることができなかったの。……今⽇でやっとそれがとり
もどせたよ。

いちばんショックだったのは、あの男の⼦。。クラスの演しものの中で。。⼥装してたんだ∑( ° △ °|||)︴ミニスカ+⿊タイツ。。。衝撃だったよ……

陳 暁悦さんの⽇記



夢・駅・道・家

2011.10.03

今⽇は寮によって服を取りに⾏こうと思っていたの。だんだん寒くなってきたし、ホームステイをしているところは⼭の近くだしね。でも私みたいにまる⼀⽇家でじっとしてい
るなんてできない⼈が、寮に戻るって⾔っても、ただ、戻りはしないよ= =。ついでに（どこがついで。。わざわざ遠回りしてるのに。。。）京都駅の⽅まで⾜を延ばし
て。

↑↑京都劇場↑↑

↑↑↑京都駅↑↑↑

今⽇の空は変なお天気。雲がむくむくわいて出たと思ったら、⻘空がのぞいたり。なんだか夢の中みたい。ちょっとしたら、この道は三⼭街に似てるなって思った。まっすぐ⾏
くと、プールに着くの。…でもまた歩いていくと新街⼝にも似ている気が。……もちろん“似ている”ってだけってことはわかってるけど。でもなんだかちょっと気分がワクワク
してきたよ。。でもしばらくしたらはっと気が付いたの。ここって、全然来たことがないところだって。全然⾒知らぬ場所に来ちゃって、もうボーゼン。。。

アセって、地図を広げ、そこから道に迷いまくり……地下鉄を乗り間違えて……駅を⼀つ乗り過ごして…………

↑↑道に迷っていたら京都タワーのところに出た↓↓

陳 暁悦さんの⽇記



ちょっと前に⾒た夢。夢で私は阪急電⾞にのっていて、どこに⾏こうとしているかわからなかったの。突然駅のアナウンスが流れて︓“珠江路、糖果駅に到着です……”

ついたんだ…………

家に帰ってきたんだ……



いたたまれない……

2011.10.04

昨⽇の夜に起こった、落ち込んでしまったちょっとした事件。。

私のホームステイ先ってちょっと特殊なの。私以外にも、⼆⼈のアメリカ⼈⼥性と、タイ⼈の⼥性、それにマレーシア⼈の⼥性も⼀⼈ずついるんだ。昨⽇、みんなで⼀緒にテレ
ビを⾒ながら、お⺟さんの解説を聞いていた時のこと。実は私はあまりその番組の内容がよくわかっていなかったの。…でも番組の中で“にせもの”って⾔葉が出てきて、「偽
物、知っていますか︖中国、あっ、陳さんは知ってるでしょう。中国はいつも売っていますね、⽇本はだめですよ……」

突然⾃分の名前を呼ばれてびっくりしちゃった。でも話の続きを聞いたら。。ボーゼンと。。今までにも何回も聞いたことはあったけど、こんなところであらためた恥ずかしい
思いをすることになるなんて。でも初めてこんな話を聞いたらちょっとたえられない。しかも他の国の留学⽣たちのいる前で。お⺟さんには悪気はなかったんだけど、いたたま
れない気持ちになってしまった。いろいろ⾔いたいことがあったはずなのに、頭が真っ⽩になってしまって、何も⾔えなかった。結局そそくさと部屋に引き上げてしまっ
た。………

【ええと、ええと。ええと。。もう恥ずかしくって何を書いたらいいかわかんない。。とにかく。。ウーン。。コンナコトガアリマシタ= =。。。】

陳 暁悦さんの⽇記



博物館×3→京都⽂化博物館

2011.10.08

今⽇は元々漫画博物館を探しに⾏く予定だった。お⾦を節約するために…バスを降りた後に地下鉄に乗り換えずに、⼀駅分歩いた………でも、この⼀駅分、無駄じ
ゃなかった。。。だって、更に⼆つの博物館に⾏けたんだもん。。。そう。。今⽇は博物館ツアー。。。

前に⽇記の中で京都博物館の話題を出したけど、その当時はまだ⾏ったことがなかった。でも先⽣⽅がコメントで絶対⾏くべきだっておっしゃるから、今⽇こそは京都博物館
へ。

外観↑この写真、⾓度まで前回の写真と同じ。。

⼊ってすぐに⾒える、三つの⼤スクリーン。古画に描かれる昔の京都の様⼦が、次々に映し出される。

室町時代↑

江⼾時代↓

陳 暁悦さんの⽇記



室町時代後期の『源⽒物語』の写本↑↑

京都で出⼟した中国製の磁器↑

これらを⾒た時急に思い⽴った。京都は家から⼀番近い場所だ。。。

⽇本の古代書画↑

 

第⼆展⽰室は現代アート

こんな感じ↑↑。。

私は絵画や芸術には全くの素⼈。。こういうものを⽬の前にしても、出てくる感想は“素敵︕”と“すごく素敵︕︕”だけ。…………だから周りの⼈が芸術家の眼で鑑賞しているの
を⾒て、写真撮るのが申し訳なくなっちゃった……（⼀つの絵を５分間眺めてるおばさんもいた= =。。。私って無知だなと痛感……）

でも、どの絵も彫刻も、皆本当に素敵だった………

 



 

予告︓次は京都伝統⼯芸館。



博物館×3→京都伝統技術館

2011.10.08

お次は伝統⼯芸館。

さっきの路地を出て（ずいぶん回った= =）四条に戻ると、向かいが伝統⼯芸館。

⼈形↑↑

ここは⼈が少なめ。⼊⼝のおじいさんに、⼀階から三階の⼯芸品は⼀つ⼀つ撮っちゃだめだって⾔われたから（全体像はＯＫだっ
て）、ここの写真は多くないよ。。。

あ。。フラッシュ強すぎた。。。お茶碗に絵を描いているんだよ……

（これって失礼かな(⊙ ⊙!)。。。でも⼈の顔を載せてもダメでしょ。。。。】
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四階は建築関係。街や建物の模型がたくさん。

 

私の中国語の表現能⼒はほんと拙い……どうしてこんなに素晴らしい博物館（しかも⼆つ）のレポートがこんなにつまらなくなってしまうんだろう………T.T……

 

次は終点、漫画博物館~o(>▽<)o~



博物館×3→京都国際漫画博物館

2011.10.08

ごめんね。…私の⽇記、まだ２０篇も書いていないのに……毎回写真を載せるから、ＴＯＰ３に⼊っちゃった………申し訳ないなあ…………秋休みが終われば私の
学園⽣活も始まるから……………その時はしっかり⽇記書くね。。もう絶対旅⾏記は書かないから。。ごめんね︕︕>.<

 

午前中歩き回って、ようやく当初の⽬的地、漫画博物館に到着。

漫画の壁↑↑

京都って⽇本漫画の発祥地なんだって。漫画博物館は４階建て。全ての廊下が全部漫画。どれだけの漫画があるか想像できるでし
ょ︖……⼀階(撮影禁⽌T.T)、私を虜にした『テニスの王⼦様』の声優のサインや原画集まで飾られてた……もちろん、ＮＡＲＵＴＯや
死神、ワンピース、宮崎駿作品も………興奮する〜︕︕

どこもかしこも漫画を読む⼈々。廊下や階段にも。皆、横には漫画の⼭。……
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屋外の草地にまで。。。

 

この漫画博物館は、⼩学校を改築したものなんだって。改築といっても、階層も⾼いし、床も綺麗だし、この⼩学校も豪華すぎるで
しょ。………彼らの新校舎がどんなだか⾒てみたい= =。。。



複雑な1ヶ⽉。。

2011.10.09

わたしは多分この中で⼀番運が悪いんだと思う……

登校初⽇が、ちょうど⽂化祭の最終⽇だったのに。銀⾏のカードやら、外国⼈登録証やらを作りにいかなきゃいけなくて、結局⽂化祭に参加出来なかった……

2⽇⽬になって、やっと、先⽣の“⽇本の学⽣はみんなニュージーランドにいて、中国の学⽣はみんな上海にいる”という⾔葉の意味を理解した。。クラスには3⼈しかいなくて、
しかも男⼦だけ。その上この状況が1ヶ⽉も続くという……

⽇記の中で、みんなホストファミリーのこととか、学校⽣活のことを書いているのに、ただわたしだけまるで京都に観光に来てるみたい……観光写真ばっかりアップしてる。。

いつもわたしに話しかけてくれるのはみんな中国⼈で、先⽣と話をするときだけ⽇本語が使える。みんなの⽇本語が⽇に⽇に上達してるのを⽬にしながら、わたしは毎⽇寮に引
きこもり、単語を覚え⽂法を覚えの繰り返し= =。。

これじゃだめだよぉ。。

明後⽇には他のクラスメイトに会えるんだ。

多分相当焦ってたんだろうね= =。。。もう今から緊張でどうにかなりそう。。以前はずっと、クラスメイトたちがみんな帰ってきたら、友達も⾒つかるだろうと思ってた。そ
う⾃分に⾔い聞かせて、学校ではほとんど⼀⼈で⾏動してた。。実際のところわたしはみんなと話をするのが怖かったんだ。でもどうやら今ではみんなもわたしに話しかけるの
をためらってるみたいで。。今考えてみると、この1ヶ⽉なんて無駄に過ごしてしまったんだろう︕結局なにも出来なかったよ………

どうしようどうしようどうしようううo(> <)o。。。

 

あぁ。。もっと気合いを⼊れないと。。。

でも実際この1ヶ⽉たくさんのことをしてきたんだよ。。

例えば寮の3⼈部屋をわたし⼀⼈ですごい綺麗にしたんだよ。丁夢ちゃんはずっと⼈が住む場所には思えないって⾔ってたけど……（かなりがらんとしちゃったから
ね。。）以前は⾃分の部屋すら掃除したことなかったわたしがだよ……

それから写真撮影。。ずっと観光ばかりしてたから…ずっと写真ばっかり撮ってた。。前のわたしの撮影技術と⾔ったら= =。。おそらく10枚とって9枚がブレてたと思う。。
でも今はだいぶ上達したよ。。カメラをちょっとかじったことのあるお⽗さんですらわたしのこと褒めてくれてたし。。。【これは進歩だよね 。。⾃分で⾔うのもなんだ
けど。。。】

それから。。⽅向感覚はまだそこまで進歩はなくて。。地図がないとどこがどこだかも分からなくなっちゃうけど。。。それでも⾃分で地図を⽚⼿に⾊んなところに⾏ってみた
んだよ。。⼋坂神社に、昨⽇の三家博物館、、全部⾃分ひとりで⾏ったんだよ~こないだ路地を⾏ったり来たりしてるうちに細⼯屋さんを発⾒したのも地図を⼿に探し当てたん
だよ。。。うんうん進歩してるな 。。。⼀ヶ⽉で京都の地理はおおよそ理解した気がする。。これは以前のわたしだったら全然やろうともしなかったことだと思う。。多分
南京の地理は未だに分かりきってないだろうし。。。

 

あぁ。。頑張ろう。。これでやっとスタートラインなんだ︕︕戦意を失ってはいけない。。Azは神頼みするような⼈間じゃないよ︕。。。
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授業のことイロイロ…………

2011.10.12

やっとクラスメートとご対⾯。。。

たくさんの⽇本⼈のクラスメートと同じ教室で、⼀緒にすごすようになって。。道を歩いてても、突然男の⼦から挨拶されたり、コワイよ= =。。。。。。。。

それで。。授業も正式に始まった。。。。

ずーっと、のんびりしていたからかな、それとも両洋って勉強たいへんだからかな。。。。

とにかく今はついていくのに必死。。すごいプレッシャー= =。。。。。

英語の授業も、もっと簡単だろうってみくびりすぎてた。。。。

明⽇は単語のテスト。。。。

テスト範囲は【英語単語4500】の本から。。“⺠族·社会問題”から“学術⽅⾯”まで、40以上。。。。

⽇本語を聞いて英語を書く。。。。

これって、40以上もの抽象的な英単語を覚えて、さらに⽇本語でも覚えなきゃっ、てこと 。。。。

さっきまでで“⺠族·社会問題”と“農業”まで覚えた。。。。

もうボロボロ。。ここでちょっと吐き出したくて= =。。。。

それに現代⽂。。。。

新聞記事を切り抜いて。。感想を書く。。。。

昨⽇も授業でレポートを書いたところなのに。。。。

 

 

おかげで。。やっとクラスメートに会えたっていう興奮も、すでに完全消滅。。。。

今⽇、先⽣にみんなと⼀緒に補習に参加するかって聞かれた。。。。

補習は毎週⽉曜と⽔曜。。国語（⽇本語）の補習と英語。。夜７時半まで。。。。。。。。。

ウーン“さんざん”考えて。。断っちゃった。。。。

今、後悔している= =。。。。

⼀番、補習をしなきゃいけないのは私だよね。。。。

だめだ。。。。

もうツッコむ気⼒もナシ。。。。

やらなきゃ。。。。

これからは⽇記もあまりかけないよ。。。。

バイバイT.T。。。。。。。。。。

陳 暁悦さんの⽇記





最近……

2011.11.01

１か⽉近く⽇記を書いてなかった。。。。

忙しいわけじゃなかったんだけど。。。⼆⽇書かなかったら、書くのがおっくうになっちゃって。。。。。。⼈ってラクなほうに流れるから= =。。。

最近補習授業も始まって。。部活も始めた。。。

部活と⾔えば。。２番⽬の⽇記でも部活を始めたって書いたような。。でも実際には先週、やっと初めて参加したの。。。私は少数派の兼部部員。。。当然、ボーっとしていた
のが、いっきょに忙しくなっちゃって。。。。

ここのダンス部は新しくできた部で。。。たくさんの⼥⼦部員がいるわけでもないし。。⼤きな鏡もない= =。。。私もいれて部員はたったの８⼈。。。。。。。教えてくれる
先⽣もいないし。。だから練習場所もナイ。。。柔道部と⽔泳部の間の廊下にみんなあつまって。。ガラスに映る姿を⾒ながら練習。。。。ショボイ。。。。。。。。

でもこんなことでみんなのダンスへの情熱は揺るがない。。。。。。今、私たちが頭を悩ませているのは。。これまでずっと私たちを引っ張ってきてくれた。。ダンスを教えて
くれていた男の⼦が⾜を怪我して。。⼿術を受けることに。。でも来年の２⽉には京都ドームでダンスの発表会があるから。。振付とかもみんなで協⼒して考えて。。。すべて
が⼿探り状態。。。。

 

 

今⽇帰ってきたときにポストをみたら、↓↓↓

管理⼈さんがくれたお菓⼦が⼊っていた~︕︕感激。。きっと私が部活で、クタクタになって帰ってくるんだろうなって、わかってくれてたんだね。~~。。。

いただきます〜
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シングルデー&ポッキーの⽇

2011.11.11

今⽇はみんな漢字検定があったんだけど、わたしは受けなかったから、このシングルデーに。。いや、違うな。。今年はスーパーシングルデーだ。。このスーパーシングルデー
にわたしは半⽇お休みを頂けたというわけなのです= =。。。。

 

今⽇は⾊んな友達からポッキーをもらったんだ。実は最初はすごく不思議だったの。なんでみんなシングルデーにわたしにチョコレートをくれるんだろうって 。。嫌がらせ
かなにかかと= =。。。。。。。。でもその後聞いてから分かったんだけど、⽇本では11⽉11⽇はポッキーの⽇を指すらしく、シングルデーではないんだって…………

 

京都では秋冬がまじでめちゃくちゃ寒い 。。前に秋の連休のときにホストマザーが教えてくれたんだけど、京都は盆地だから、冬場はすっごく寒くなるらしく、北海道と同
じくらいになるんだって⊙ ⊙︕そのときは信じられなかったけど、どうやら本当にそうっぽい。。クラスの⼦ももう何⼈も⾵邪引いちゃっててさ。まぁわたしはまだピンピンし
てるけどね ，みんなも⾵邪引かないようにね~︕
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⼩包o(°▽° )o~~

2011.11.21

今⽇の午後、⼩包が届いた。。。

さて︕これはナニでしょう︖︕︕

ギターがきた︕︕︕

夢にまでみたサイレントギター(￣ω￣)∕﹋私はは学校の寮住まいで、しかも寮の防⾳はよくないし、……でもなによりも、このサイレントギター、すごくカッコイイ。。。

いわゆるサイレントギターって、ボディがなくて、ヘッドフォンをつけて⾳を聞くギターのこと。コンパクトだしね。↑↑↑⿊いパーツ部分も取り外しできるんだ。練習を始め
たその⽇から、yamahaのサイレントギターが欲しかったんだ︕でも6万円以上もするの= =。。。なので泣く泣くあきらめて3万円のものを。。。。でも実物はカタログで⾒て
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いたよりずっといいよ︕もうワクワクしっぱなし~。。。

そこでハッと我に返って↑↑= =。。。

まだ弾けないじゃん。ヘッドフォンも、アンプなんかもまだ買ってないんだから。調⾳できないよ。。。。⼀弦しか合わせられない。他も⼀弦にあわせて調⾳してみたけど、な
んか違う。。。

来年の2⽉、⾳楽の授業でバンドの発表会をするんだ。今は準備の真っ最中。私は⼀⼈ぼっちかなって思っていたら……(-。-|||)三⼈のクラスメートが誘ってくれたの。私はギ
ターとボーカル担当だよ(=v=)さあ今から寮で練習が始められるぞ︕
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