
初めまして

2011.08.31

 初めまして、済南外国語学校から参りました、張馳と申します。どうぞよろしくお願いします。

これは⽇本語で投稿されたものです

張 馳さんの⽇記



SHOPPING

2011.09.10

沖縄に来て⼀週間。たくさん友達が出来たよ。

今⽇はルームメイトと初めてお買いものに。

那覇のmain placeでプリクラも撮ったよ。

疲れたけど、とっても楽しかった︕

ルームメイトの裕美はとっても可愛いの。

⾒てみてね。

張 馳さんの⽇記



陸上⼤会

2011.09.15

    先週の⾦曜⽇は、私が通う向陽⾼校の陸上⼤会でした。クラスのみんなはずっとこの⽇を楽しみにしていて、私も、⽇本に来て初めて参加する⾏事なので、 ず
っとわくわくしていました~

     当⽇は猛暑でしたが、私たちの気持ちへの影響は全くなし。たくさんのプログラムがクラス全員で参加するもの。これも新しい体験ですね。私は運動があまり
得意じゃないけれど、⼀⽣懸命⾛り切った後の気持ちよさは、何物とも⽐べられませんね。これこそが、スポーツの魅⼒なのかな~

     私たちのクラスは⼊賞はできなかったし、沖縄の太陽にさらされて⽇焼けもしちゃったけれど、これも私の留学⽣活の忘れられない楽しい⼀⽇になりました~

     雰囲気だけでもみてみてね~

張 馳さんの⽇記



試験

2011.09.17

      今⽇は、学校に来て初めての試験があった。予想通り⼤忙し······
      試験の回答⽤紙はファイルぐらい⼤きくて、埋めなきゃいけない内容がたくさん。たとえば名前の漢字や仮名等など。隣の⼦が教えてくれなかったら、全然分

からなかった。
     問題⽤紙にも驚いた。⼀枚じゃなくて、⼀冊なの。⼀教科⼀冊。それぞれ１時間。終わるわけない。

      国語の問題⽤紙を⾒た時には、失望したよ。
      三教科終わった後も、まだ４０分の試験が⼀つ。アンケートだった。だいたい学習⽅法に関するもの。

      私の⽇本での初めてのテストは、こうして終了した。来週からもっと頑張らないと。じゃないと、本当に本のような問題に押しつぶされてしまう。
      じゃあ、来週から頑張ろう~~

張 馳さんの⽇記



⾃分で作ったたこ焼はオイシイ~

2011.09.19

     今⽇は三連休の最終⽇、寮の友達⼆⼈と⼀緒に、同級⽣のお⽗さんに⾞を出してもらって、お友達の家で、たこ焼party~

     まず途中、４⼈で材料を買って友達の家につくと、もうたこ焼き器はスタンバイ済み。さっそく調理開始。

     たこ焼を作るのも、たこ焼き器を使うのだって初めて。おしえてもらいながら、ちょっとずつ作っていきました。⾒て、私の真剣な表情~

    ５⼈で頑張ったおかげで、さっそくできあがり。アッツアツのたこ焼にソースをかけて、いただきます。おいしいっ( ⊙ o ⊙ )︕

     今⽇のたこ焼party⼤成功~みんなでパチリ~

     あっという間にこの美しい島国に来て２週間がたちました。この間にたくさんの友達ができて、たくさんの忘れられない思い出もつくれました。きっとこれか
らもいろいろなことがあるんだろうな。⼀瞬⼀瞬を⼤事にして、すごしていきます。

     みんな、今度はね、私たちがギョウザをつくるんだよ~

張 馳さんの⽇記





わたしたちの家

2011.09.22

     今⽇もまた穏やかで素敵な⼀⽇でした。

     寮に住んでるクラスメイトたちといつも通り⼀緒に学校へ⾏き、放課後は⼀緒に家に帰る。こういう⾃然な雰囲気がわたしをすごく安⼼させます。

    わたしたちは⼀緒に⾷堂でご飯を⾷べたり、ドアの前であいさつしたり、そういうことにもう慣れています。「図南寮」はわたしたちの家であり、わたしたち
はお互いに家族なのです。

     これからも、⼀緒に楽しく過ごしていこうね~

注︓真っ⾚な服を着たわたしの後にいるのがわたしたちの⼤好きな先⽣~

張 馳さんの⽇記



沖縄名物――シーサー

2011.09.28

    先週の⼟曜⽇は、友達と伝統的な祭⽇のお祝いに⾏ってくるので、学校に1泊で外泊許可を取りました。 外出先で、またここでの新しい発⾒がたくさんありま
した。

     沖縄では、シーサーはあちこちでよく⾒かけられる置物です。家の⾨のところや屋根の上，様々なシーサーを⾒ることができるんです。

     ここの屋根の上にも1頭~

     これは空⼿道場⼊り⼝のミニシーサー~

     これは友達の家の屋根の上。シーサーがずらっと並んでる~

張 馳さんの⽇記



     こんなシーサーの置物が、沖縄にはたくさん、たくさんあります。それぞれ特⾊があって、シーサーって沖縄のシンボルになっているのかもしれませんね。



沖縄の印象――家屋の特⾊

2011.09.30

     こないだは友達の家に⾏く道中たくさんのシーサーを⾒たという話をしたけど、実はシーサーだけじゃなくて、他にも⾯⽩くて楽しいものがたくさんたくさん
あったの。

     わたしが住んでいたところは沖縄島の端っこで、ここらへんは那覇みたいににぎやかな感じではなくて、むしろ⾃然に近い場所なの。学校のグラウンドからも
う海が⾒えるし、⻘い空の上で⽩い雲が漂っている様⼦がすごく鮮明に⾒える。樹⽊もたくさん植わっていて、あたり⼀⾯⻘々としている。

     こんな平和な場所で、現地の⼈たちの家々は更に芸術品のように佇んでいる。

     曲がり⾓で発⾒した独特な造りの家。

     ⽣い茂る⽊々に覆われた精巧な家屋から、童話の中に出てくるような妖精たちのお城を連想しませんか︖

     ここに住んでいる⼈々はみんな⾃分の家を⾃然の中に建てるのが好きみたいなんだ。以下全て友達や先⽣の家と友達の家の写真です。ちなみにナントカ公園の
写真でもないし熱帯⾬林の写真でもないので、くれぐれも勘違いしないように。

張 馳さんの⽇記



     ここの⼈々や景⾊はこんなにも⾃然でいきいきとしてる。無意識のうちにそこに近付き、その⾃然を感じたいと思わせるのだ。⼤⾃然の中での⽣活は、毎⽇が
すごく素晴らしくてそして平和なものである。



沖縄の名物――⽯敢當

2011.09.30

     タイトルを⾒て、不思議に思った⼈もたくさんいることでしょう~わたしが初めて⾒たときも良く分からなかったから。それで聞いて説明してもらってからよ
うやくこれが沖縄にしかない⼤変珍しいものだということが分かったんだ。

     まずは写真から⾒てみよう。

     わたしが友達と曲がり⾓まで歩いて来たときに、壁の側⾯の下の⽅にプレートが⼀つ掛かってたの。そのプレートには“ ⽯敢當”の3⽂字が。不思議に思ったわ
たしは友達に、“これは誰かの苗字なの︖不思議な名前だね。”と聞いたら、友達はちょっと笑ってから、わたしに⼀つ⼀つ説明してくれた。それでわたしは⾃分が
間違っていたことに気付いたの。

     曲がり⾓は往々にして事故が起こりやすい場所。そこでこの“⽯敢當”というのはこの曲がり⾓のお守り的な役割を果たし、事故の起こりやすい曲がり⾓がどう
か安全に何事もなく、みんなが無事に通り過ぎることが出来るよう掛けられているんだって。

     ⼩さな⼩さなプレートに過ぎないけれど、これは沖縄⼈の⼼のこもった祈りが託されている。沖縄では、全ての曲がり⾓にこのような“⽯敢當”が掛けられてい
て、沖縄の全ての曲がり⾓の安全と平和を護っているのです。
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沖縄の印象――⼗五夜祭

2011.09.30

     友達と⼤通りを歩いて少し準備をして⼗五夜祭の開催されている場所に向かった。

     着いてすぐにその場のにぎやかな雰囲気に染まってしまい、みんな互いに挨拶をして、飲み物とお弁当を配って、いっしょにお祭りが始まるのを待った。

     イベントの中で、真っ先に登場したのも、登場回数が最も多かったのも、⼤⼈気の獅⼦舞だった。2⼈で扮装して踊る⼤きいな獅⼦が登場すると、必ずみんな
から喝采の声が上がってたよ。

     獅⼦舞だけではなく、他にもたくさんの伝統的な出し物があって、みんな⼤喜び。

張 馳さんの⽇記



     ここでも私は新しい友達ができたよ。

 

     この夜だけで、私は沖縄の⼈たちの情熱と友好的な気持ちを⼗分に感じることができた。⽇本の本州とも違う独特の沖縄の伝統⽂化を観賞することができて、
とてもラッキー。機会があれば、もっともっとたくさん沖縄の魅⼒を知ることができたらと思う。



友達の家族

2011.09.30

     ⼗五夜祭りに参加した後、友達と⼀緒に彼⼥の家に⾏って、初めて本物の⽇本の家庭というものを体験したよ。

     友達の家族は全部で7⼈で、お⽗さんと、お⺟さんと、⼦供が5⼈。5⼈中4⼈が⼥の⼦で、男の⼦は1⼈。その唯⼀の男の⼦は家で⼀番年下で、わたしたちが帰
ったとき、ちょうどリビングの床に寝転がってぐーぐー寝てた。

     ⼀⼈っ⼦として、初めて兄弟姉妹のいる環境を体験した。みんなでテーブルを囲んでご飯を⾷べて、⼀緒におしゃべりをして、そして最後に畳の上で並んで寝
る。友達の家は⼀室だけ特別に畳が敷いてあって、他に家具も置いてないの。それでわたしも⼀緒に畳で寝ることが出来たんだ~

     畳の上でぐっすり眠り、朝は友達のお⽗さんのお⼿伝いで⽊の上の果物を収穫したよ。梯⼦の上にいるときはちょっと怖かったけど、でも果物を摘み取るとき
の興奮と摘み取った後の満⾜感は忘れられないものになった。

     友達の家族に別れを告げ、学校に帰る⾞の中で、友達とまた彼⼥の弟が昨⽇リビングで⼀晩寝たという話題で盛り上がった。こうして、また平和な⼀⽇が終わ
ったのだ。

張 馳さんの⽇記



語劇の準備

2011.10.07

     先⽇中国語の発表会がありました。⼀年⽣は中国語の歌を歌い、⼆年⽣は語劇の発表、三年⽣は吹き替えです。わたしたちはシンデレラをやったんですが、中
国語の劇ということで、チャイナ服を着ることにしました······

     ⾐装から⼤道具まで全部⾃分たちで準備しなきゃいけないから、練習の時間がかなり削られてしまい、それを補うために、⽇曜⽇にみんなで学校に⾏き練習を
しました。

     午前中いっぱい使って練習をしたけれど、みんなやっぱりちょっと不安で、それぞれ家で頑張ろうということになった。わたしたちを労うために、中国籍の王
先⽣が餃⼦をご馳⾛して下さるということだったので、時間がある⼦たちでお⾔葉に⽢えさせてもらったよ~

     餃⼦作りのお⼿伝い~

     久しぶりの中華料理~

     共に発表会に向けて頑張ろう~
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     みんな発表会に向けて少しの緊張はあるけれど、練習に打ち込む妨げにはなりません。たとえ疲れていても、みんなすごく楽しんでやっている。発表会の結果
がどうなろうと、全⼒で頑張るのみだ~



チャイナ服を着たシンデレラ

2011.10.07

     みんなが期待と不安を抱えたまま、中国語発表会の⽇がついにやってきました。わたしたちが演じるのは語劇《シンデレラ》。それもチャイナ服を着たシンデ
レラ。そのためわたしたちは早々舞台裏に周り準備を始めました。

     ⼀年⽣のみんながすごく真剣にやっている。

     それぞれのチャイナ服に着替え、緊張した⾯持ちで幕が上がるのを待つ。緊張を解すために、舞台に上がる前に写真を撮ったよ~

     わたしの演じた役は台詞が少ししかなかったけれど、それでもやっぱり緊張しました。でもだからと⾔って、みんなあんなに頑張って演技をしているし、わた
しが⾜を引っ張るわけにはいかないから。扇⼦をひらひらさせながら、ガラスの靴を奪う悪⼥の登場です~

     みんなの努⼒の結果、劇は⼤成功。観客の拍⼿に包まれながらカーテンコール。今回の発表でチャイナ服を着て《シンデレラ》を演じたのですが、なんとも不
思議な体験でした。
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     練習してたときはみんな時間が⻑く感じられてたけど、いざ発表が終わると今度はあっという間に終わったような感じがする。この短いたった10分間のうちに
みんなの1ヶ⽉あまりの努⼒が詰め込まれているのだ。それが成功だろうとそうでなかろうと、きっとみんなにとって忘れられない思い出になったことでしょう。



琉球⼤学の学園祭

2011.10.07

     先週の⽇曜⽇友達と⼀緒に琉球⼤学の学園祭に⾏ってきました。通称“琉⼤祭”。⻑く険しい坂道を登りきると、ようこそと書かれた看板が⾒えてきた。みんな
で記念撮影~

     あれだけ広い校内をしばらく歩き回ってみたけれど何故か全然⼈が⾒当たらなくて、不思議に思っていたら、ちょうどある建物の後ろから⾳楽が聞こえてき
て。回り込んで⾒てみると、真ん中のステージ上でちょうど沖縄の伝統舞踊をやっていて、ものすごい盛り上がりをみせていました。初めてこういうところに来た
わたしにとっては、かなり衝撃的でした。

    伝統舞踊だけでなく、流⾏のものもあったよ。

     その後みんなで道に沿って⾊々⾒てまわったんだけど、⾊んなお店がありすぎて⽬がチラチラしちゃったよ。もはやどれを⾒たら良いか分からないくらい。
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     途中宣伝の⼈が着ぐるみとおむすびのかぶりものをしてたから、堪え切れず記念撮影。

     楽しい時間はあっという間だよね。みんな時間も忘れて、ぐるぐる⾷べ歩きをしていたら、もう帰る時間になってしまいました。帰る前に先輩にお願いして⼀
緒に写真を撮ってもらいました。

     初めて学園祭に参加しましたが、あの楽しい雰囲気に完全に魅了されてしまいました。6⽉の向陽祭が更に楽しみになってきたなぁ。わたしたちも⼤学の先輩
たちに負けないように頑張ってお店出そう。早く向陽⾼校の学園祭になあれ~



テーブルマナー

2011.10.07

     今⽇は中間テストの最終⽇で、みんなずっと楽しみにしていたテーブルマナー教室の⽇です。

     最後の1科⽬の試験が終わり、⽀度をして出発となりました。まず学校のそばに停まっているバスまで⾏きました。今⽇はとても暑かったけれど、もうすぐフ
ランス料理を⾷べることができると思うと、みんな元気いっぱいです~

     期待に胸を膨らませてバスに乗りました。⻑い道中なんと誰⼀⼈居眠りする⼈はいなかった。おいしい料理にもうすぐありつけるのだから、もうドキドキ~

     ホテルに到着し、2階の⼤きなレストランまで⾏きました。まだ中に⼊らずに外のソファーに座って待っているだけでもうとっても楽しかった。

     レストランの中に⼊ると、⽬の前がパッと明るくなった。真っ⽩なテーブルクロス、とっても⻑いテーブル、ピカピカのナイフやフォーク、ドラマの仰々しい
シーンに出てくるものがすべて揃っていました。
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     みんなが席につくと、レストランの⼈がテーブルマナーについて説明してくれた。テーブルにあるナイフやフォークはそれぞれ使い道が違い、置き⽅によって
も意味が違うということ。マナーはとっても細かい決まりがあって難しかったけれど、とっても新鮮に感じられた。そうそう、乾杯する時はグラスを当てて⾳を鳴
らしてはいけないんだって~

     ⾊々なテーブルマナーを勉強して、実際に⾊々なお料理を⾷べて、最後は私の⼤好きなデザート~⾒ただけでもうヨダレが~

     テーブルマナー教室が終わり、美味しいお⾷事をいただいて、学校に戻る時間になりました。帰りのバスの中で、ドライバーのおじさんがみんなに1本ずつり
んごジュースを配ってくれました~



     本当にすばらしいテーブルマナー教室でした。物質的、精神的にも⼤満⾜でした~今度みんなで集まるときは洋⾷でもいいかもね~



忘れられない誕⽣⽇

2011.10.07

     今⽇はわたしの17歳の誕⽣⽇。もし午前0時を回ったときに寮の友達が祝ってくれなかったら、⾃分でも忘れてたかも。

     今⽇は中間テスト最終⽇。そしてテーブルマナー体験教室の⽇でもあった。こんなに忙しい中でも、たくさんの友達から祝ってもらえて、⼼がポカポカになっ
たよ。

     帰りのバスの中で、近くにいた友達がずっとコソコソとなにかを話し合っていて、変だと思ってたんだ。そしたらやっぱり、彼⼥たちの⼀連の怪しい動きの後
で、わたしは突然友達から地理教室に呼ばれたのだ。友達のキラキラとした⽬を⾒て分かった。わたしの予感が的中したのだ。

     遠くから地理教室のドアが開いてるのが⾒えた。中は真っ暗で、友達の姿がチラチラ。状況を理解するより先にわたしは中に押しやられてしまった。

     部屋に⼊った瞬間、カーテンが開かれ、部屋の中が明るくなった。わたしの名前が書かれた可愛らしいチョコレートケーキが⽬に⼊り、友達のお祝いの歌声が
聞こえてきた。そこでわたしは驚いて⼝を押さえた。これはわたしにとってきっと⼀番忘れられない、そして⼀番嬉しい誕⽣⽇になった。

    

     寮に帰った後も、今度は友達や先輩からプレゼントやお祝いの⾔葉をもらった。メールボックスの中もお祝いメールでいっぱい。中国にいても⽇本にいても、
わたしを感動させるのはいつだって友達のみんな。みんなと出会えて、わたしはほんとに幸せだよ。17歳の誕⽣⽇に、みんなと⼀緒に⼊れて、すごく幸せです。

張 馳さんの⽇記



那霸祭（1）

2011.10.16

     先週は友達と⼀緒に那覇に⾏ってきました。沖縄の伝統的な⼤きなイベント̶̶「那霸祭り」を体験するためです。

     朝早く出発したので、ゆっくり⾒て回る時間が取れました。ついでにお昼ご飯も。

     はじめに⾏ったのは市場です。⽇本の市場は初めて。でも中国とあまり変わらないかな。ので、驚くようなこともナシ。

     あるお店の前を通りがかったら、私たちの⽬はあるものに釘付け。それはきれいな豚の頭。ここは割とにぎやかな⾁や⿂などを専⾨に売っているところ。その
豚の頭のあったお店のご主⼈はとてもフレンドリーで、この写真のポーズもご主⼈のアドバイス。ブタピース。

     これがご主⼈。かわいいオジサマ~

     それから、また「国際通り」をブラブラと。可愛いお⼈形と⼀緒にパチリ~

     Hello Kitty~

張 馳さんの⽇記



     そのお⼈形に気を取られているときに、遠くからにぎやかな声が聞こえてきたの。「那霸祭り」本番前の、ミニパレードがこっちに向かってくる。

     沖縄の⼤神サマ~

     にぎやかなパレードが通り過ぎるのを待って、また散策開始。ついでにウワサの「古着屋」ものぞいて。このお店の服はどれもカワイイのに、ねだんも安く
て。だからお客さんもいっぱい。

     たった１時間で、たくさんのところをまわってきました。お腹が猛抗議してきたので、どこかで、ご飯を⾷べよう、と決定~

     友達の⽅がここには詳しいので、おすすめの沖縄伝統的なおいしいものを⾷べました。さあ、なんでしょう︖こうご期待······





那霸祭り（2）

2011.10.18

     歩きくたびれたので、友達の⾏きつけのお店でお昼ご飯。
     細い路地を⼊っていくと、沖縄の地元っぽい場所に。お店の名前は 「沖縄そば」。⽬的地に到着~

 

     店内に⼀歩はいると、すごく⽇本っぽい感じが。アニメかドラマの中に出てきそうなお店。こんな昔ながらのお店でご飯を⾷べるなんて、ワクワクする体験だ
よね~

     まずお店の⼊り⼝の⾃販機で⾷券を買って、お店の⼈にそれを渡して待つこと少々、ついにあこがれのごちそうが⽬の前に。みているだけでもお腹が鳴っちゃ
う~

     ⼤満⾜の「沖縄そば」のお店の外に出てきたとき、ここが実は市場のそばだったんだって初めて気が付いた。もう⾷べ物のことで頭がいっぱいで、気が付かな
かった。ハズカシー······

 

     今度は「おきなわ屋」というお店の中へ。かわいいフィギアがいっぱい。

     ウルトラマン~~

 

張 馳さんの⽇記



     ヒゲのおじさん~~

    まだまだいたかったけど、やっとそのお店を出て。お店の前で通りすがりの⼈にお願いして、⼀緒に記念撮影。~

 

    それから有名なお菓⼦屋さんをのぞいたら、クラスメートにばったり会っちゃったの。なので、そこにいたアメリカからの観光客にシャッターを押してもらっ
て、またまたみんなで⼀緒にパチリ~

 

     でもその⼈、センスはイマイチ。なので、改めて看板の前で写真を撮り直し。やっぱり、こういうのっておもしろいよね~



    あちこちみてまわっていたら、時間なんてあっという間。そしてついに 「那霸祭り」へ。もう始まるよ~でもすごい⼈だかりで、なかなか先に進めそうもない
よ······



那覇祭り（3）

2011.10.18

     活動センターの⽅に向かって歩いていくと、もう⽬の前の⼈にビックリ······

    なにがなんだかわからないうちに、もう周りと⼀緒に前に進むしかない状態。⾜以外は⾃由に動かせるスペースがないの。完全に⼈ごみの波に飲み込まれてマ
ス。

     やっと、⼈ごみの中から抜け出せて、前の⽅の状況が⾒えてきた。イベントスタッフが綱引きの縄を運んでいる。あんなぶっとい縄を⾒たのは初めて~

    縄をセッティングして、スタッフさんたちは集合。⽬の前に、いろいろな旗や服装の⼈たちが次々と。

張 馳さんの⽇記



     待つことしばし、お祭りの始まり。まずはいろいろな⼈たちの挨拶から。これが⻑くって。それから演奏などのデモンストレーション。そして⼀番ワクワクし
たのは、会場に⾼く掲げられていた⾦⾊のくす⽟が、みんなの頭上でパッと割れて、なかから出てきた⼤量のカラフル⾵船が⼀⻫に⾶び⽴ち、空を埋め尽くした瞬
間。

     それからは団体競技の綱引き。交差点を境に⼆つに分かれて。参加⼈数が多いので、綱にもたくさんの⽀縄がついてるの。ゲーム開始前にまずはみんなで⼀緒
に縄をほどいて~

    縄の準備ができたら、もう汗でびっしょり。でもこれからが本番、さあ、気合を⼊れて。

     やっと綱を引けるスペースを⾒つけたと思ったら、もうゲームが始まっちゃっていた~



     ⼈が多すぎて、はじき出されちゃったり、⾜も何回も踏まれちゃったりで、少ししか引っ張れなかったけど、こんな初めて体験することができただけでも⼤満
⾜。

     ゲームは２回戦⽅式。途中でお休みがあったんだ。この時に、会場で武者⾏列が⾏進~

     まるまる３０分がんばって、やっとゲーム終了。もうどっちが勝ったかなんて⾔うのは重要じゃなくなってた。みんなワイワイと綱引きの縄の上で記念写真。

    それとね、この綱引きで使った縄を持って帰れると、１年間幸せに過ごせるんですって。だからみんなスタッフが取り分けてくれた縄をもらっていたよ。１年
間の幸せを願って。



那覇祭り（4）

2011.10.19

    幸運の縄をゲットして、そこを離れることに。この辺りは、⾞が通⾏⽌めになっているので、まず「モノレール」に乗って、友達のご両親との待ち合わせの場
所へ。

     「モノレール」は、⾼いところにあるレールに吊り下げられて⾛る電⾞なんだ。

     乗るのは初めてなので、切符まで新鮮にかんじる~

     ⾼いところから⾒下ろすと、今⽇はあちこちでイベントが⾏われているね。夜は花⽕もあるんだって。でも寮の⾨限があるから私は⾒られないけど。

     それから、晩御飯を⾷べて、友達のご家族と⼀緒に別の場所のイベントを⾒学。沖縄の伝統舞踊「エイサー」。

張 馳さんの⽇記



     たった⼀⽇で、たくさんのことが経験できて、いろいろなことを知ったよ。これからの留学⽣活のなかでも、もっといろいろな経験ができるんだろうな。楽し
み~



BBQ

2011.10.19

     先週末、もっとクラスの雰囲気を盛り上げようと、担任の先⽣の提案で先⽣のおうちでみんなでBBQ~

     他に予定があって、来られない⼈もいたけれど、ほとんどの⼈がこのクラスイベントのBBQに参加しました。

     先⽣のお宅は海の近く。お天気は晴ではなかったけれど、やっぱり海っていいなあ。

     ちょっと早く着いたので、さっそく準備のお⼿伝い。

    先⽣のおうちってかわいい~

張 馳さんの⽇記



    準備が⼀段落したので、BBQスタート~実はこれも初体験なんだ。しかも、沖縄の伝統的な「焼きそば」まである~

    できあがり。みんなでいただきます~

    お腹がいっぱいになったら、今度はじっとしていられない。テニスをする⼈、バトミントンをする⼈、それからゲームをする⼈も。サイコーに楽しい~

     今⽇の記念にみんなで写真~



     本当に楽しい午後だった。そこで、遊び⼼をわすれない先⽣は、みんなでゲームをやろう︕と提案~何のゲームかというと、もちろんここは、お決まりの集団
ゲームでしょ̶̶ハンカチおとし~

    また新しい体験ができました。いつも⼀緒に勉強をしたりしてすごしているクラスメートたちとも、今⽇のおかげでもっと仲良くなれました。きっとこれが先
⽣の今回の⽬的だったのでしょうね。

    こうして、楽しい午後を過ごすことができました。みんなで⼀緒に楽しい時を過ごして、⼀緒に成⻑していくんですね。これからも、どうぞよろしくお願いし
ま~す。



茶道初体験

2011.10.20

     ちょっと最近いろいろ忙しくて、なかなか課外活動に参加できなかったんだ。今⽇やっと、茶道部の活動にちょっとだけ参加できて、楽しかったあ~

     茶道は初体験。お道具にも興味津々。材料なんかも⼀つ⼀つじっくりみて。うん、チャレンジだね。

    まずたくさんの前準備をして、やっと本番に。部⻑さんがお⼿本を⾒せてくれたので、⼿順はちゃんとわかったよ。こうして教えてもらえたので、茶道ってな
かなか複雑なんだなって、よくわかりました。

     茶碗にお茶を⼊れるような簡単そうな動作だって、いろいろ決まりごとがあります。

     この後がさらに難しいの。⼀番⼤事なところでもあるんだけど。⽵の茶せんを使ってきめ細かく泡を⽴てます。

張 馳さんの⽇記



     この後はお菓⼦を頂きます。お茶を賞味して、もちろん気をつけなくちゃいけないことはたくさんあるんだよ。姿勢とか、茶碗を回す⽅向とかね。

    たった１回の、練習⽤のちょっと気楽なお茶会だったけど、茶道の魅⼒はしっかり味わえて、⽇本のお茶の味も賞味できました。中国のお茶とは違うけれど、
どちらもそれぞれの魅⼒があるよね。

     今度の部活が楽しみ~

 



⽇本語での初司会（1）

2011.10.24

     やっと書き上げたのを、消しちゃった。また書き直しているけれど、いやになっちゃう~

 

     先週の⼟曜⽇、沖縄県⾼校⽣中国語コンテストがありました。今年はちょうど私のいる向陽⾼校が主催するので、初めての⽇本語での司会を体験することがで
きました。

     ⾃分たちの学校が主催なので、会場設置などの事前準備も⾏わなければなりません。朝から学校に集合して作業です。９時半にはスクールバスで会場に出発。

    ⾞に乗っているときからもうワクワクしっぱなし。カメラで外の⾵景を連写。

    あっというまにコンテスト会場に到着。去年の会場はすごく豪華なところだたっそうですが、今年の会場は普通。でも会場内はなかなか良かったですよ。なん
たって、⾃分たちが仕切るんですから、愛着がわいちゃう~

張 馳さんの⽇記



     ２階もきれい~

     時間がないので、急いで会場の準備を開始~

    こうゆう作業は初めてなので、なにもかもが新鮮。例えば、ステージ下の奈落ってこんな⾵になってたんだ、とか~

     みんなで頑張ったおかげで、さっきまでガランとしていた会場があっという間にこんなに⽴派に~



     労働の後は素晴らしい昼⾷の時間~ここのお弁当ってきれい~

     お弁当を⾷べたら、また仕事の続き~午後のコンテストも⼀緒にがんばるぞ~~

 



⽇本語での初司会（2）

2011.10.24

     午前中いっぱいかけて、会場の準備はほぼ終了。お昼ご飯を⾷べて戻ってきたら、会場に続々と⼈が⼊ってきている。なんだか緊張感がでてきたね。

     みんなで２階のミキサー室へ~

     会場がにぎやかになってきたところで、緊張のコンテストの始まり。ステージの上には演台とトロフィーが。選⼿たちも緊張の⾯持ち。

    でも私にも⼼配なことが。私たちの司会原稿は、今朝、あがってきたばかりなの。原稿の敬語とか、選⼿たちの紹介とか、あまり練習できなかったので、⾃信
がなくて。······

張 馳さんの⽇記



    今回の司会は、中国に２年住んだことがある同じクラスの男⼦と⼆⼈で⾏いました。 お互い⺟語とは違う⾔葉で司会をして、男の⼦が中国語で、私が⽇本語の
担当に。緊張していないようでも、やっぱり⼼配はあって、でもお互いカバーし合えるんだからと、ちょっとホッとして。

     おかげで司会は⼤成功。選⼿のことにのみ注意を注げました。対戦相⼿や、審査員、家族や観客、選⼿たちは⾒るからに緊張していたけれど、みんな⼀⽣懸
命、これまでの努⼒の成果を発揮していましたよ。

     選⼿のみんな、がんばって~



⽇本語での初司会（3）

2011.10.25

    ⾼校⽣による中国語コンテストなので、レベルを４つにクラス分け。クラスが上がっていく毎に、エントリー数も減り、レベルもアップ。コンテストもさらに
ヒートアップ。

      そしてついにコンテストも終了。結果を待つ間、参加者、主催側共催によるちょっとしたコンサートが。それから中国に関するクイズ⼤会。会場も活気づきま
した。

    その後に、コンテストの総評と結果発表。まずは教授による総評から。ここで、なんと司会を務めた私たちも褒めていただきました。嬉しいな ~

     それから結果発表と表彰式。緊張して、あまり実⼒を発揮できなかった⼈もいましたが、向陽⾼校の参加者の半分近くが、⼊賞できました。これは満⾜いく結
果ですね~

張 馳さんの⽇記



     最後に参加者全員で記念撮影。この忘れられない思い出を、しっかり胸に刻んでおこう~

    今回は私たちの学校が主催者。コンテストの成功の裏ではたくさんのみんなの協⼒が。コンテストの⼤成功を記念してみんなでパチリ~

     みんな、⼀緒にがんばろうね~~



北⾕へ

2011.10.25

    コンテスト終了後、予定通り、２位を獲得した同級⽣と⼀緒にお祝いを。お祝いっていっても、沖縄の繁華街に繰り出すことなんだけどね。

     ⽬的地は北⾕。那覇でもにぎやかなところなんだ。北⾕にむかう途中、ちょっとおもしろいものがあったので、パチリ~

    コンテストが終わった時間も遅かったので、同級⽣のお⺟さんに⾞で送ってもらいました。北⾕に着くともうあたりは暗くなり始めてる。でもここは夜でもい
つもにぎやかだから。

     沖縄で⼀つだけの観覧⾞にまた乗りました。

     ⾼校⽣⽤のを買ったのに、チケットには⼦供⽤って書いてある。ナニコレ~

張 馳さんの⽇記



    観覧⾞から⾒る夜景ってきれい~

    遅い時間の北⾕はあいかわらずのにぎわい~即席ステージもできていて、若い⼈たちのパフォーマンスが~

    今のった観覧⾞のそばで。もう⾊が変わり始めてる~



     寮の⾨限までには帰らなくちゃいけないので、今⽇、北⾕にいられた時間は少しだけ。帰り道の南⾵原で晩ゴハン。おいしいピザのビュッフェ~

    またまた充実した良い⼀⽇でした。機会があったら、また北⾕をぶらぶらしたいな。それに南⾵原も。まだいろいろな魅⼒が掘り起こせそうだしね。



お絵かき

2011.10.31

     先週の⼟曜⽇に、お⺟さんからの⼩包を受け取った。中には、お願いしていた服のほかにも、思いがけないものも⼀緒に⼊っていたの。受け取らなくもないけ
れど、それは、２枚の⽩いTシャツ。なんでこんなものが︖後で聞いたら、これはお⽗さんが買ってくれたものだったんだって。······お⽗さんが買ったものだった
ら、納得······

     だって２枚ともまるっきり同じで、真っ⽩なんだもの。だからこれは⾃分の⼿で変⾝させちゃうぞ~１枚はルームメートにあげて、絵具借りて、早速お絵かき
~準備はできたけど、何を描こうかな。とりあえず適当にはじめてみよう。

     ルームメートのほうはもうできたみたい。国旗だね~

     私も負けずに、完成~後⽚付けをして、借りた物を返して、部屋を元通りにしたら、ドライヤーで絵の具を乾かして~完成したら、さっそくお披露⽬~

     ⾃分の名前も忘れずに書いておかなくちゃ~ルームメートのイニシャルはY、私はC，O(∩_∩)Oハハ~

張 馳さんの⽇記



    それから、この服のポイントはバックに。⼆⼈で背中の同じ場所に、⼩さな家を描いたの。そこに私たちのルームナンバーとイニシャルを書いたんだ~まだま
だ優雅さには⽋けるけど、服の個性は⼤事だよね~

     O(∩_∩)Oハハ~バタバタしていたけど、良い⽇だったな~寮の中にずっといるのはつまらないけれど、なんでもおもしろいことをみつければ楽しいよ~こんな
ふうに、⾃分の⽣活を楽しめば、ウキウキした毎⽇が過ごせるよね~





ぽっかり空いた時間

2011.11.02

     今⽉の9⽇から、みんなが待ちに待ったインターンが始まります。その前に、昨⽇、11⽉1⽇は、正式に仕事に⼊る前の顔合わせで、わたしたちは皆各⾃職場
の責任者と⼀連の事柄について決める必要がありました。

     わたしの⾏くところは那覇でも有名なお菓⼦屋さんだったので、午前中3時間⽬の授業が終わると同時に、お弁当えお⾷べる暇もなく、友達と⼀緒に学校を後
にしました。友達のお⺟さんが⾞で送ってくれたから、結構早く着いちゃって、外でしばらくぐるぐる回ってから中に⼊りました。

     多分お店が混んでたっていうのと、そんなに話し合うこともなかったので、今回の顔合わせは5分も経たずに終わっちゃって、嬉しいことにぽっかり時間が空
いちゃったんです。たっぷり残った後の時間は、遊ぶことにしたよ~

     そのお店の近くで少しぶらぶらした後、⽇常⽤品をちょっと買って、それからお家に帰ろうと思ったんだけど、でも、その前に、まだやらなくてはいけないこ
とが残っています。それはプリクラだよ~⼈がいっぱいいた⽅が盛り上がるんだ~

     これが⼀番好きなんだ。ポーズがかっこいいでしょ~

     この1枚に関してはノーコメントで······撮る前に、友達が⼀⾔「変ちら」と⾔った後、すぐこんな顔になっちゃったんだ。後で聞いて分かったんだけど、あの
⾔葉は「変顔」の意味なんだって。沖縄の若者はみんなこうやって⾔ってるらしい。だから、みんなが変な表情で撮っている中、わたしだけが普通過ぎる表情だっ
たの······

張 馳さんの⽇記



     この写真は間違ってないね。わたしの顔が⼀番おかしい······

     そういえば⾔うの忘れてた。これ南⾵原で撮ったんだよ。南⾵原、ただいま~

     わたしが⾏くお菓⼦屋さんの名前です~

     ⼤変そうだけど、みんなで⼀緒に頑張ろう~





海までお散歩

2011.11.07

     ⼟曜⽇は⼀⽇中テスト。昨⽇やっと⼀息つけたので、ルームメートと⼀緒に海辺までお散歩に。

     テストが終わった解放感で、歩いているときも⾵景を楽しみながらつい⿐歌を。時にはちょっと駆け出したり。

     道端に花が咲いている。うーん、この花、でっかいな~

    ちょっと雲が出ている。でももうすぐ晴れてくるね~

     ワンちゃん~

    海だ~
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     ギュッ~

     太陽が出てきた~

     いろいろな⾙がらや⼩⽯~

    ⾙殻マンだぞ~



     jump~

    

     影~⽬みたいに⾒えない︖~

     ⼀緒にjump~

     やどかり~ちょっとコワイな。でも本当はなにもしないんだけどね~



     きれいな緑地と東屋~

     たっぷり遊んだから、もう帰らなくちゃ。暑さにやられちゃいそうだし~暑いよ~最後にこここの鈴たちと⼀緒に写真を~

    ここは⼩さなビーチ、学校からも近いしね。いつか、沖縄の離島の広い海を⾒に⾏きたいな~



地震に関して

2011.11.13

     今週の⽔曜⽇から、みんなが楽しみにしていたインターシップが始まった。でもその前⽇、⽕曜⽇に⼈⽣初の地震を体験した。

    地震が起きたとき、私たちは国語の授業中だった。揺れを感がついて、これは地震かなって思った。クラスメートたちも気がついて、シンとしていた教室がザ
ワザワとさわがしくなった。

    揺れていたのは、⾃分の感覚では30秒ぐらい。ロッカーにひっかけていた傘すら落ちてこない程度の⼩さな地震だったけれど、これが地震だって、はっきりわ
かるほどには揺れていた。

     揺れが収まるのを待って、すぐにクラスメートが携帯で震度を確認した。震度は４。⼤きくも⼩さくもない数字。

     みんな騒がしくなってきたので、先⽣が静かにするように、と声をかけ、これでみんなやっと⽬が覚めたよねって、冗談も忘れずに付け加えていた。

     ⼩さな地震だったけれど、これが初めての体験。災害の前では、私たちの⼒はちっぽけなものかもしれないけれど、それでも、私はしっかりと勇気をもって向
かい合っていきたい。
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CM上映会

2011.11.30

     しばらく⽇記書きにきてなかったね。11⽉、向陽⾼校はテスト⽉間だったんだ。模擬試験に期末試験が続いて、間にインターシップがあったんだ。先週やっと
今学期の試験が全部終わって、今⽇からやっとやらなくちゃいけなかったことに⼿を付け始めているの。

     有賀先⽣、ご⼼配おかけしました~

     11⽉に、CMを勉強する授業があったんだ。何⽇だったかよく覚えていないんだけど、その⽇はたくさんのことを学べたよ。

    午前中、東京から専⾨のCMプロデューサーにきてもらって、CMに関する講義を聞いたんだ。たった30秒のCMをつくるのにこんなにたくさんの⼯程があるな
んて初めて知ったよ。たくさんの⼈たちによって作られていたんだね。

     それからCMプロデュースの実習も。難しいのは覚悟していたけれど、すごく楽しみでもあったんだ。⼀緒にがんばるぞ〜

     広告をする商品はABCチョコレート。特徴はとっても⽢いこと。商品のことを理解した後、先⽣の指導の下、早速ABCチョコレートのコピーを考えて。肝⼼な
のはシンプル、かつインパクトがあること。グループみんなで考え始めた。

    最終的に、たさんのコピーの中から⼀番よく特徴を表しているものをえらび、こんどはCMのプランニング開始。グループのメンバーが出演して、直接的、クリ
エイティブな⽅⾯からも⾒ている⼈たちに訴える物をつくらなくちゃ。これってみんな頭を抱えたよ。散々悩んで、やっとアイディアをまとめて、やっとリハーサ
ルまでこぎつけたときは本当にうれしかったな。
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     それから発表。他のグループのCMをみて、そのアイデアには本当に感⼼してしまう。同じ商品なのに、グループそれぞれ全く違った視点から作っているの。
雰囲気も⼤盛り上がり。

     午前中は、CMについての知識を深めて、体験し、午後は実際のCM作成を。ＰＣと専⾨のソフトを使って作業を進めたんだ。テーマは⾝の回りの魅⼒的な⼈。
このCM作成のために、私たちは前々から取材を始めていたんだ。それとCMの主⼈公を私たちの上映会にも招待したんだよ。これは緊張したけれど、とにかく、が
んばらなくちゃね~

     写真や⾳楽、⽂字など、たくさんの素材はあったけれど、でもそれを30秒のCMにまとめるのがたいへんな作業だった。でもみんなで⼒を合わせて、上映会が
始まるまでに、⾃分たちの作品を仕上げることが出来た。

     上映会にはたくさんの⼈が来てくれた。これは進⾏役の私をすごく緊張させたけれど、いったん会が始まると、そんなことは頭から消えてしまって、みんなが
作ったそれぞれのCMの称賛の声をきいて、みんな満⾜感に浸っていた。



     上映会が終わると、たくさんの⼈に続編を作ってほしいと⾔われた。私たちもなんだか名残惜しくて、これがCMの魅⼒なのかもしれないね。

     あわただしく、充実した⼀⽇はこうして過ぎていった。寮に戻った途端、倒れこんじゃうほど疲れていたけれど、すごい満⾜感にひたっていたよ。



職業体験

2011.12.06

    11⽉9⽇から11⽇まで、２年⽣は職業体験、インターシップをしてきました。私たちは事前に訪問した際に決めていた時間通りに出発しましたが、スムーズに
到着できたので、だいぶ早い時間についてしまい、外でぶらぶらして時間まで待ちました。ついでに⼊⼝のところにあった⼤型ディスプレイ、看板商品の「べにい
もタルト」と⼀緒に記念撮影~

    初⽇、準備をすることがたくさんありました。ユニフォームを受け取ったり、この製菓店のことや、⼈気商品についても学んだり、接客についてなども指導を
受けました。製菓店の先⽣から、何度も繰り返して挨拶や、敬語の使い⽅、正しい姿勢を教えてもらい、やっとお仕事の開始です。インターシップの三⼈それぞれ
が、各⼈気商品の担当になりました。仕事の内容はまず商品の紹介をすること、お客様からの質問に答えること、そして試⾷をおすすめすることです。でもお客様
がすごく多くて、しかも初めての経験なので、最初のうちはちょっとバタバタしてしまいましたが、そのうちに慣れて来ました。そして⾃分の仕事にもだんだん慣
れて、午後には挨拶や商品の紹介も落ち着いてできました。朝9時から午後3時まで、１時間の⾷事休憩をのぞいてみんな５時間も⽴ちっぱなしでした。充実感も
あって楽しかったけれど、やっぱり疲れたよ~

   ⼆⽇⽬も初⽇と同じ。でもみんなと担当のお菓⼦をかえてみました。慣れてきたからか、⼀⽇の仕事が終わった後、１⽇⽬が終わった時ほど疲れは感じませんで
した。しかもイートインのアイスがすごく⾷べたかったので、他の近くでインターシップをしている同級⽣たちとも合流して、⾏ってきちゃいました~今⽇も楽し
かったな~
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   三⽇⽬、そしてこれが最終⽇です。なんだか時間がたつのが早いなって思いました。三⽇間なんて、本当にあっという間でした。仕事を教えてくれた先⽣が“君
たちがいなくなったらさびしくなるね”って、⾔ってくれた時、みんな感動してしまいました。仕事が終わって、帰るとき、みんな名残惜しい気持ちがいっぱい
で、スタッフ休憩室でユニフォームを着てこのインターシップ、最後の１枚の写真を撮りました。

   私たちの⽇誌の記⼊を⼿伝ってくれた後、店⻑がお菓⼦をくれたんです。嬉しかったな~

   インターシップの無事終了を祝って、寮の仲間とささやかな「お菓⼦パーティー」。これはみんなの習慣みたいなもので、多分、⼥⼦寮のどの部屋でも同じこと
をしていたんじゃないかな。



     インターシップがおわって、私たちはたくさんのことを学びました。⼼残りはあるけれど、この三⽇間は私たちの⼤切な思い出になりました。これからもがん
ばるぞ~



カラオケコンテスト

2011.12.06

     期末試験が終わった週の⼟曜⽇、カラオケコンテストがありました。参加条件は、⽇本⼈の場合、中国語の歌を歌うこと、他の国の⼈は、⽇本語で歌うこと、
です。本当は私は⾳痴なんですが、中国語の先⽣にひっぱられて、⼀緒に参加してきました。賞を取るためじゃなくて、純粋に楽しむために。

     申し込んだらすぐに参加できると思っていたら、なんとコンテスト本番前の⽇曜⽇に、予選があるとの連絡が。私たちもあたふたと参加してきました。場所は
あるカラオケ店の個室、ここで私は⽇本に来て初めてカラオケの雰囲気を味わうことに。

     予選って、実は選曲作業で、２曲選んだうちの１曲を、正式な登録曲とするのです。この確認をしておかないと、参加者同⼠で曲がかちあっちゃったりするか
もしれないので。この予選の後、⻑い１週間の期末試験、そしてやっと本番です。会場は新しい公⺠館。ウン、なかなかいいかんじ~

     公⺠館のバックもきれい~
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     みんないっしょにがんばろう~

     私たちもがんばるぞ~

     会場内も⽴派です。

     休憩室も広い。ステージの様⼦はテレビのモニターで確認できます。壁は鏡張り。鏡の周りにはたくさんのまあるい照明でかこまれていて、本格的な雰囲気。



     コンテストが始まるまではすごく⻑く待った気がしたけれど、いったん始まってしまうと、あっという間に終わってしまいました。賞はとれなかったけれど、
参加者全員、参加賞をもらいました。すごくかわいいラッピング、中⾝はなにかな︖

     答えはマグでした~でも誕⽣⽇の時にかわいいのをもらっていたので、これは寮の友達にあげました。すごく充実して、良い⼀⽇だったな~



⽟泉洞（上）

2011.12.06

     先週の⼟曜⽇、調査のため私もいれて同級⽣たち５⼈と「沖縄ワールド」へ。調査って⾔っても、ホントは遊んでいる時間も多かったんだけれど。全くしょう
がないよね~

     まだ中に⼊っていないのに、もう懐かしい⼈が。誰でしょう︖シーサー~

     チケットを買って、中に⼊った途端、また懐かしい顔が。今度は誰︖またまたシーサー~

    ここの花もきれいだったよ~

     第１コーナー̶̶⽟泉洞。
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     階段を下りていくと、⼊り⼝が⾒えてきた。ムッとする熱い空気がたちのぼってくる。

     中に⼊ると、⻑い廊下があって、まわりには装飾品やその説明が。よーくみると、またよく知っている⼈。誰だ︖⾔わなくてもわかるよね~

     廊下の先は下に降りる階段。すごい湿気、きっと⽬的地はもうすぐそこだね。

     ビンゴ、階段の下は私たちの⽬的地̶̶鐘乳洞。



    写真の⻘くて丸いの、わかるかな。上のほうの鐘乳⽯から滴ってきた⽔滴なんだ。⾬が降っているみたいにびっしり集まっているところもあったよ。私たちに
もポタポタ落ちてきたよ~



     疲れたのでちょっと休憩~

     それに⽔流だ~



     もうだいぶ歩いてきたよ。

     化⽯~



    それにお酒の貯蔵庫も~



     ここにもいろいろな⽣き物たちが~

     鍾乳洞がほぼ地下を占拠している。いろいろ⾒ながらワイワイさわいでいたら、１時間も歩いていた。出⼝は⻑いエレベーター。やっと光を⾒ることが出来
た。



⽟泉洞（下）

2011.12.06

    ⽟泉洞をでて、ちょっとぶらぶらして、またおもしろいものをみつけちゃった。ガラスの箱の中に⼊った⿊いもの。みためはどうってことないけれど、近寄っ
てにおいをかぐと、アイスクリームみたいな⽢い⾹りが~

     それから表⽰に従ってくねくねと進んで、いろいろな体験コーナーもあって、なんだかここは王国村みたい。

     ガラスを熱する温度ってすごく⾼くて、そばにいるだけでもアツイ。

     おみやげやさん~
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     マンゴーまんじゅう、ちょっとあまいけど、やっぱりおいしい~

     お昼ご飯は外でとることに。でもこのあたりってあまりお店がないんだ。友達からの提案によると、ここから右のほうへ⾏くとおいしいお店があるんだとのこ
と。でもまさか１キロもはなれていたなんて。フウ、たいへんだった。でもとても雰囲気のいいお店で、⾷べ物もなかなか。頑張って歩いてきたかいがあったよ。
でも来た道をまた帰らなきゃいけないんだよね~フウ、いくしかない~



     午後、みんなで⼤⾦蛇を抱えて写真撮影を。蛇ってきれいでしょ。しかもこのコはおとなしくて、頭の部分以外はほとんど動かないの。ここの⼈気商品~

     最後に沖縄の伝統的な琉球⾐装体験も。頭に着けている⼤きな花以外は、着⼼地も最⾼~



     とてもすばらしくて、沖縄をもっと理解できた⼀⽇だったな。これからも機会があったら、いろいろな体験をしたい。さようなら~「沖縄ワールド」~



京都（1）

2011.12.22

     先⽇、全国中国語⼤会に参加した⼦と⼀緒に京都に⾏って来ました（後押しして下さった交流センターと向陽⾼校の先⽣⽅に感謝ですO(∩_∩)O），2⽇しかい
れなかったけど、それでもたくさん忘れられない思い出がつくれました。

     今回の旅⾏は中国語の先⽣がわたしたち3⼈の引率になってくれたの。⾶⾏機の中も電⾞の中でも、わたしたちはずーっとハイテンション。

     スーツケースも素敵でしょ~

     这ここは確か関⻄空港だったはず。
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     ⻑旅の末、ようやくホテルに到着~ロビーには既にクリスマスツリーが飾られてあったよ~

     チェックインをしているうちに、クールなポーズでパシャリ~

     そしてチェックインが終わり、荷物を部屋に⼊れた後は、⼣⾷を⾷べに⾏かなければなりません。そこでわたしたちは京都っぽい雰囲気あふれる麺処に⼊って
みることに。おじゃまします~



     お腹も⼼も満たされた後はそそくさと就寝。次の⽇は全国⼤会。頑張るぞ↖(^ω^)↗

    



京都（2）

2011.12.22

     2⽇⽬は早々起床。準備が終わった後みんなで⼀緒に朝⾷をいただきました。⽇本のホテルの朝⾷も中国のと同じなのかな。興味あるわ~

     午後はついに⼤会本番。みんな、がんばろう~

     ⼤会会場の、京都外国語⼤学です。

     緊張感溢れる選考を経て、なんと友達が初級の部で第1位と中級の部で第4位をそれぞれ獲得することができました。すごい良い成績だよね。努⼒すればきっと
報われるんだ。おめでとう~

     ⼤会が終わった後の交流会はとても和やかな雰囲気でした~

     ご飯もおいしそう~
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     へへへ、わたしたちもガッツリ⾷べてます~

     交流会が終わった後にもまた⼩規模なpartyがあったんだけど、嵐⼭公園に⾏く予定があったから、それには参加しませんでした。

     夜の嵐⼭公園はすごく雰囲気が良かったです。だから⼈気があるんだね。



     これは余談だけど、わたしは写真を撮ってないときにはずっと⼿袋と防寒⽤にマスクをつけてたの。多分暖かい沖縄にずっといたせいもあるんだろうね、京都
の温度に中々⾝体が慣れてくれなかった。

    ⼈の波について橋を渡り、それから少し歩いていくと、⽵林の中にたどり着きました。





     最後に⼩さな神社で、お参りをしてきました。

     神社を出てから友達に指摘されて知ったんだけど、どうやらわたしのお参りするときの作法が間違っていたようで。⽇本では、両⼿を伸ばし、最初に1回⼿を
叩くんだけど、そのときの⾳は⼤きければ⼤きいほど良いんだって。で、その後両⼿を合わせ、⽬を閉じてお祈りをするらしい。こんな⼩さな動作にも深い意味が
秘められているんだね。またひとつ賢くなったよ~

     明⽇にはもう沖縄に帰らなくちゃいけない。朝の時間しか観光できないんだって。さっさと休もう。明⽇はたくさん歩くらしいからね。明⽇も思い切り楽しむ
ぞ~

 



京都（3）

2011.12.22

     京都で過ごす最後の半⽇間。わたしたちは、⾦閣寺、清⽔寺、三⼗三間堂の三箇所に⾏く予定。最初はこんなにたくさん回れないんじゃないかとも思ったんだ
けど、いざ⾏ってみたら意外と全部回れたし、ゆっくり観光も出来たよ。

     最初は、⾦閣寺。
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     京都に来たら、やっぱり本場の茶道を体験しなきゃだよね。こんな雰囲気溢れる場所だったらなおさら。



     この後は有名なお菓⼦を買って帰ったよ~

     次は、三⼗三間堂。

     国宝級のものだから、堂内は撮影禁⽌だったの。だから外からしか写真が撮れなかった。あと、スリッパがなんか⾯⽩かったよ。



     最後に、清⽔寺。



 

     やっぱり京都だよね。どこに⾏っても和⾵って感じ。



     あと偶然トトロにも会えたんだ~

     たっぷり遊んだ後は、昼⾷と帰るときのことを考えなければいけません。結局、予想外のことが⾊々起こっちゃって、帰りは、はちゃめちゃでした。



京都（4）

2011.12.23

     午前中いっぱい遊んで、これから集合写真でも撮って今⽇の旅程を終わらせようってときに、悲劇が起こった。わたしとこの留学⽣活で4ヶ⽉連れ添ったカメ
ラが地⾯に落ちて、そのまま犠牲になってしまったのです~~~~(>_<)~~~~ しょうがないから、帰ってからどうにかすることに。そんなわけで以下の写真は全
て友達が撮ってくれたものです。

     帰る前にまずお昼ご飯をどうにかしなければいけません。そこでわたしたちはまた近くにあった麺処に⼊ることにしました（京都にはたくさん麺処があるんだ
よ）。いただきます~

     その後地下鉄に乗るときに、またもや問題発⽣。地下鉄の駅に⼊り、もう間もなく電⾞に乗り込むってときに、ある⼈が切符を失くしたって⾔い出して。切符
がないと駅から出れないでしょ。だからまた元の道を戻って探しに⾏ったの。地⾯に落ちてたのを⾒つけられたから良かったよ。

     それから関⻄空港に着いたとき、今度は友達の航空券が⾒当たらなくなっちゃってさ。荷物を全部ひっくり返して探してみたんだけど⾒つからなくて。でもラ
ッキーなことに⾝分証でも⼿続きは出来るみたいで、搭乗は問題なかったの。いやぁ、みんなほっとしたよ。

     寮に戻ったときにはもう11時を過ぎていて、次の⽇も⽉曜⽇だったけど、それでもすごく満たされた気持ちになったよ。2⽇間という短い時間で京都を全部回
り切ることは出来なかったけど、それでもこの街に対して少しだけ理解が深まったような気がするんだ。それだけでもすごく嬉しいな。

張 馳さんの⽇記



クリスマスコンサート

2011.12.23

     クリスマスは⽇本ですごく⼈気のあるイベントで、どこに⾏ってもクリスマスの雰囲気が味わえちゃうくらい。クラスでも⾊々なイベントを企画したんだ。例
えばシークレットサンタとか、クリスマスパーティとかそういうの。おかげでワクワクなクリスマスが過ごせたよ。

     うちのサンタクロースからもらったプレゼント~

     クリスマスはワクワクだけじゃなく、ドキドキもあったんだ。そもそも寮のクリスマスパーティで披露する予定だった合奏の発表を校内のクリスマスコンサー
トでやることになっちゃったの。寮での発表だったら練習する時間もあるし、観客もそんなに多くはないんだけど、もし学校でやるとなると、2⽇しか時間がない
し、みんな観に来るから、もう不安と緊張でどうしたら。

     初めての発表会だから記念にと、ほんとは⽣活費⼆ヵ⽉分をつぎ込んで買った新しいカメラで写真を撮ろうと思ってたんだけど、結局持っていくのを忘れちゃ
って。しょぼーん。しょうがないから友達にお願いすることにしました。

     これは舞台に上がる15分前の写真。みんな笑ってはいるけど、きっと⼼の中は⼤変なことになってるはず。

     最初は吹奏楽部の発表。みんなすごく真剣に演奏してます。

     そしていよいよわたしたちの出番。どんなに深呼吸しても、やっぱり緊張。でももう引き受けたからには、ここで逃げるわけにはいかない。当たって砕けろだ
······

張 馳さんの⽇記



     ようやく3曲全部の演奏が終わり、みんなでほっと息をつきました。まだちょっと緊張はしているけれど、でも発表が成功した後の喜びはなにものにもかえら
れない。

     発表は無事成功~

     うちら3⼈も⼼配はしてたけど無事任務を終わらせられました~よかったぁ~今度寮でやるときも⼀緒に頑張ろうね~





冬休み前のクリスマス

2012.01.18

何⽇かいなかったので、今⽇は⽇記を書きに来たよ~

   冬休み前のクリスマス、すごく充実してすごしたんだ。

    まず友達と那覇に⾏ってぶらぶらして、その時はまだクリスマスまで、もうちょっとあったんだけれど、街はすっかりクリスマスモード。サンタの格好をした⼈たちや、⾵
船を⼿にした⼦供たち、楽しげなクリスマスムードでいっぱい。

張 馳さんの⽇記



    それからきれいなイルミネーション。

    イブは、寮のみんなと南⾵原へ。その⽇も充実した⼀⽇だったよ。

   早めに出発して、まずウィンドショッピング。⾵船とクリスマスツリーはどこにでもあったよ。



   それぞれお気に⼊りのものを買ったら、もうお昼。予定通り、その近くの焼⾁屋さんへ。私は初めて⾏ったんだ。⽇本の焼⾁屋さんって、どんな感じなのかな。でもお店に⼊
ったら、頭の中は⾷べることのみ。

   焼⾁後にはデザート。満⾜~次はカラオケへ。なかなかいい雰囲気のお店。



    ここのこのカラオケはバトル形式だったんだ。歌い終わると点数が出るの。８８点以上が出ると、デザートがひとつもらえるんだよ。すごくうれしいよね。友達と私で⼀緒
に歌った曲で、その⽇唯⼀の８８点がでたの。おかげでおいしいアイスクリームをゲット~

   冬休み前にもうこんなに楽しい⼀⽇が。きっと冬休みもすごく楽しいよね。



寮のクリスマスパーティー

2012.01.18

寮のクリスマスパーティーは、みんなが⼀番楽しみにしていたイベント。ついにその⽇が来て、クリスマスパーティーが始まる前からもう私たちはワクワクしっぱなし。

    全学年、何か演しものをするんだ。⼀年の⼥⼦はダンス。⾳楽に合わせて踊る⼥のコたち。これぞ⻘春だ~

    それからいろいろなコント。聞き取れない⾔葉もあったけれど、みんなの表情を⾒ているだけでもおもしろくて吹き出しちゃう。

   ステージが⼀段落したら、こんどは⾷べ物の出番。定番の飲み物とケーキ。そのほかいろいろ~

張 馳さんの⽇記



    これ、ワインぽくないよね~

    それから２年⽣の劇。おもしろかったよ。みんな⾷べながら観て、すごく楽しかったんだ。



    楽しい時ってあっという間。パーティーも、もうすぐ終わり。今⽇はどのステージも素晴らしかったな。みんな、お疲れ様~

   すごく楽しい気分で部屋にもどったのに、⾜がとまっちゃった。いやなヤツがあらわれたから。みて、ヤモリが壁をよじ登ってる。······私はこれ、どうしてもダメなの。勇気
のある⼈に何とかしてもらわなくちゃ~三⼈の１年⽣の⼥の⼦たちがきてくれたよ。

   ヤモリを追い出してくれたんだ。本当にありがとう、勇者さんたち︕





冬休み――伊江島

2012.01.19

 冬休みは、沖縄の離島、伊江島で過ごしました。

   学校から⾞で名護へ。これって北へむかって、ずいぶん⾛りました。

    伊江島へは、船で３０分。 30分なんてあっと⾔う間、すぐに伊江島の港がが⾒えてきました。これから私の伊江島でも冬休みがスタート。

張 馳さんの⽇記



    ここから、初めての体験がいっぱい。まずは伊江島のことからね。

    ホストファザーとマザーがまずここに連れてきてくれました。戦争中、千⼈もの命を守ってくれた洞窟なんですって。



    ⾯⽩い⽯でしょ。⼥性がこれを持ち上げたとき、重いなってかんじたら、その⼈は将来男の⼦を⽣んで、軽いと感じたら、⼥の⼦を⽣むんですって。

    ここも有名な場所で、湧出といいます。きれいだね。



 

    ここは⼩さなビーチ。沖縄の砂浜の砂はどこも真っ⽩で、サンゴ礁だからだとか。ここではみんなと星の形の砂を探しました。そっと⼿で砂をすくって、⼿のひらの上で砂
を広げるようにして、よく探すと星の形の砂つぶが~たくさんみつけました。



    ⻘い空と⽩い雲~

    波~



    港~



    ガーデン~





    伊江島は⾒どころがたくさんあって全部⾒きれないほど。すがすがしくて、広がる⼤⾃然、これが私の伊江島の第⼀印象です。晴れていれば、美しい島々に魅了されます。





⽔族館

2012.02.20

    冬休みに、ホストファミリーと⼀緒に名護の⽔族館に⾏ってきたんだ。 ちょっと曇っていたけれど、めいいっぱい、楽しんできたよ~写真もアップするね~

    遠くに⾒える島が伊江島~

張 馳さんの⽇記



    ロビー~

     チケット~

     体験コーナー。こんな真っ⿊なの、なでられないよ。ヒトデをツンツンするだけでせいいっぱい~やっぱり⽑がある動物の⽅がなでやすいよね。······



     お⿂の名前、オモシロイ~

     スタッフさんも写っちゃった~



     このホール、壮観~

     ここもおもしろかったよ~お⿂が頭の上を泳いで⾏くの~



    次の予定があるので、イルカのショーはみられなかった。ここを出る前に、歩き疲れたので、⽢いものを⾷べてちょっと休憩~





⼤掃除

2012.02.20

    この前、全校で⼤掃除をしました。その⽇はみんな制服ではなくジャージを着⽤。クラスに⼊ったら、⽬に⼊ってきたのは⻘⼀⾊（ジャージの⾊ってハッキリ
しているから）······

    まずはイスと机を教室の外へ。さあ、始めるぞ~

    その⽇はヘンな気候で気温が⾼くて、夏が来ちゃったみたいだった。暑くて汗かいちゃったよ。みんな、いろいろふざけながら~

張 馳さんの⽇記



     掃除もひと段落。仕事をやり遂げるのはスッキリするけれど、疲れたよ。みんなで机に寝っころがってお休み。

     労働すれば報酬が。たっぷり⼀⽇かかった⼤掃除にももちろん︕担任の先⽣がみんなにアイスをおごってくれたんだ~

     働いた後って、気持ちイイね~





バレンタインデーの必修科⽬

2012.02.20

    ⽇本のバレンタインデーって、ちょっと特殊だよね。例えば、友達同⼠で、チョコを贈りっこしたり、しかもほとんどが⼿作りで。私は寮⽣だけど、ちょっと
体験してみたいよね。だから⼟曜⽇に友達の家に⾏って、⼀緒にチョコとクッキーを作ってみました~

    作る前にたくさんの材料を買って。スーパーや、ほかにもたくさんの⾯⽩いお店をまわったよ~

     どう︖この勇ましい梯⼦を上る姿~

    時間がかかっちゃったけれど、急いで家に戻って、準備開始。まず はチョコ作り。⼿分けをしてみっつのブラックチョコを細かくして~

     なかなか上⼿に切ったねって⾔われちゃった。へへ、ちょっと得意に~

張 馳さんの⽇記



       それからもたくさんの⼿順が~未完成のチョコを、じっと眺めるだけなので、よだれがでちゃう~

     チョコを冷蔵庫でちょっとねかして。その間にクッキー作り~悪戦苦闘して、やっとにっくきバターの塊を征服したぞ。多くの苦労を経て、ついにクッキーが
完成。~

    クッキーをオーブンに⼊れて、今度はチョコを取り出す。好みの形をつくって、上にココアをふるう~



     チョコができたころ、オーブンのクッキーも出来上がり~

      ラッピングも完成。これを友達にあげるんだ~

     夜、みんなで⽔餃⼦を作ったよ。友達のご家族と⼀緒においしい中華料理を⾷べたんだ。⼤満⾜の⼀⽇でした~





私の週末

2012.03.05

    ずうっとね、寮暮らしってツマラナイな、って思っていたんだ。でも写真を1枚1枚眺めたり、友達と最近のこととか話したりしていたら、⾃分はちっともツマ
ラナくなんてないって気づいたんだ。······

     ある週末···

     またまたある週末。学校の友達と那覇に⾏って、回転寿司を⾷べてきちゃいました~

張 馳さんの⽇記



     それからカフェして~

 



     それからプリクラ~







卒業式

2012.03.05

     3⽉1⽇は卒業式。私たちのかわいい先輩⽅が卒業してしまいました。しばらくはヘンな感じだろうな~

張 馳さんの⽇記









     センパイ⽅、がんばってください↖(^ω^)↗



伝統⼯芸体験

2012.03.05

        先週末「琉球ガラス村」に⾏ってきました。ガラス細⼯作りの体験をしてきました。あと陶芸もちょっと。テンションあがりまくり~~~

張 馳さんの⽇記











    この⽇はいろいろなことが体験できました。疲れたけれど、充実していたな~O(∩_∩)O~





3⽉8⽇は三板（さんば）の⽇

2012.03.11

     最近、 3⽉8⽇は三板（さんば）の⽇だって知りました。中国では婦⼈デーだけどね。3⽉8⽇当⽇、沖縄の三班教会主催のイベントに参加して、体験してきま
した~

      会場

      三板教会の会⻑でもある、同級⽣のお⽗さんと⼀緒に記念撮影~

張 馳さんの⽇記



       イベント開始前の控室。にぎやか~

     イベント開始前にプレゼントの三板がもらえました~

     すごくたくさんの⼈が来場して、イベント開始前からこの⼈だかり。最後には椅⼦も⾜りなくなっちゃいました。



      中国からの留学⽣として、みんなの前で何かお話をしてね、なんて、急に頼まれてしまったので、ちょっと緊張

      イベントのプログラム開始前に、まず先⽣による三板の弾き⽅の講習会です。実はすごく簡単で、すぐに沖縄の三板の特徴がわかっちゃうんです。みんなまじ
めに聞いていて、会場の雰囲気も盛り上がってきました。



       

       琉球の伝統⾐装を着た先⽣と⼀緒に記念撮影を

       だいたいの三板の演奏⽅法がみんな理解できたら、プロによる⺠謡などのプログラムの始まりです。会場のお客さんたちがそれに合わせて三板の演奏をし
て、こんな場⾯にも、そして歌声にも感動してしまいました。









          最後に、みんなで⼀緒に簡単な踊りを踊りました。毎回、会の締めにはこの踊りを踊るんですって。これは沖縄⼈の習慣です。



         3⽉8⽇は沖縄の三板の⽇。この楽しかった⽇のこと、そして⼀緒に過ごしたこと、きっとわすれません。



⾃分でつくったグラスが届いたよ

2012.03.15

      以前⽇記に書いた「琉球ガラス村」のこと、作ったその場では受け取れなくて、ガラスのグラスは1週間、陶器は焼き上がりまで1ヵ⽉ぐらいかかるんだ。

      陶器の⽅はまだだけれど、今⽇、⾃分で作ったガラスのグラスを⼿にしたときはすごくすごく、嬉しかったな~

     包装まですごくカワイイの~1枚ずつはがして~

      やっぱりガラス製品が⼊っているから、箱の中も何重にも包装されていた~

張 馳さんの⽇記



        ついに私のグラスとご対⾯。⾃分で作ったからか、みればみるほどうっとりしちゃうO(∩_∩)O~

       沖縄の想い出グッズが、また⼀つ増えたね^_^

       陶器も楽しみだな~



冬休み――ケーキビュッフェ~

2012.04.12

      春休みはすごく充実して最⾼だったよ~

     最初の寄宿先のホストファミリーと⼀緒にケーキビュッフェに⾏ってきました~

      ホテルのなか~

     ケーキビュッフェのレストランはすごく雰囲気が良くて、しかも⾒晴らしも最⾼~

張 馳さんの⽇記







      ケーキをたくさん⾷べるって、ツライ。。。

     幸せなつらさだよね~お腹が満⾜したら今度は遊びたい⼼がムクムクと~



       ホテルの前もきれい~



        それから歌いに~移動中も楽しかったよ~



       ⼀⽇たっぷり遊んで、夜も１、2時まで⼤騒ぎ。友達の弟のPSPでたくさんのキャラをやっつけて。充実だな~





春休み――那覇⽇帰り旅⾏。。。

2012.04.12

     このひとつ前に投稿した⽇記のタイトル、“冬休み”って書いちゃったかな。。。

     最初の寄宿先ではホストファミリーの皆さんと、すごく楽しく過ごしました。そして次の寄宿先へ。カワイイホストファミリーのみなさん~

     きっと私をいろいろなところへ連れて⾏ってあげようと考えていてくださったんでしょうね。たくさんの提案をしてくれました。どこへ⾏って、何をして遊ん
で、最終的には那覇⽇帰り旅⾏に決定~~

     映画を観て~

張 馳さんの⽇記



      ⼀番⼤きいって⾔われているシーサー~

      ウィンドショッピング~



     最後にお姉さんたちに迎えに来てもらって、ご飯を⾷べて~

       それから家に帰って、DVDをレンタルして、夜は⼆⼈で部屋にこもって、お菓⼦を⾷べながらコナンざんまい~太っちゃうかも。。。



春休み――3番⽬のホストファミリー

2012.04.13

      わたしの3番⽬のホストファミリーもやっぱり素敵な⽅たちでした~

      お⺟さんはお花屋さんの店⻑なんだけど、聞いたときからピッタリだなぁって思ってたの~お家の中もすごく素敵な感じ~

張 馳さんの⽇記



      家にはあと1匹可愛らしい猫ちゃんもいるんだよ~

      わたしがボーリングやったことないって⾔ったら、ホストファミリー全員で⼈⽣初のボーリングに連れて⾏ってくれたの。6⼈でワイワイ楽しく3ゲームもや
っちゃった~



     その後家族全員でカラオケに⾏って、ついでに夜ご飯も済ませちゃいました~

     お⽗さんとお⺟さんのラブラブデュエット~

      今回も本当に暖かい家庭だったよ~すごく楽しかった~



春休み――スケート~

2012.04.13

      ようやく、春休みの終点地、わたしにとって4番⽬、最後のホストファミリーのお家にやってきました~

      お家にはすごく素敵なおばあちゃんがいました~

      それとわたしの⼤好きなクラスメイト~

張 馳さんの⽇記



      上の階には友達のおばさん⼀家が住んでて、お⼦さんが2⼈いるの。わたしはその⼦たちとよく⼀緒に⼈⽣ゲームとか、⾊んなゲームをして遊んでたんだ~

      沖縄といえば、とにかく暑いっていうのがわたしの第⼀印象だったから、スケートに⾏くって⾔われたときには、なんだかちょっと信じられない気持ちになっ
ちゃった·····

      学⽣は、ボーリング+スケートで割引が効くらしいので、まずはボーリング~





       続いてスケート~







      コケちゃったりするとすごい凹むけど、それでも滑ってるうちにだんだん慣れてくるとやっぱり気持ちがいいね~

      おばあちゃんは料理上⼿なのに、それでもよくピザや中国料理を⾷べに連れて⾏ってくれて。あとよくデザートを買ってくれたりもしたよ~

       もう学校に帰らなきゃってときに、おばあちゃんがわざわざ遠出してわたしの⼤好きなキャンディーを買ってきてくれたの。もうすっごい感動しちゃった~~

       ほんとにあっという間の春休みだった。4組の素敵なホストファミリーと充実した素晴らしい毎⽇が送れて、すごく満⾜ですO(∩_∩)O~





⾃分で作った陶器が届いたよ~

2012.04.13

      この間「琉球カラス村」（原⽂ママ）に⾏ったときにグラス作りと陶芸をやったのね。で、グラスは2週間くらいしたら届いたんだけど、陶器の⽅はすごい時
間がかかるらしく。2ヶ⽉前後かかるって⾔われてたから、届くまでまだまだだなぁって思ってたのに、なんと新学期始まってすぐに届いたの~

張 馳さんの⽇記



       すごい気に⼊っちゃった~満⾜満⾜~O(∩_∩)O~



遠⾜(上)

2012.05.22

     中間テストがやっと終わったので、⽇記をまとめて書きに来たよ~

    まずは４⽉の遠⾜から~遠⾜=おもしろリレー+バーベキュー~

張 馳さんの⽇記















 



遠⾜（下）

2012.05.22

      海に来たらスイカ割りも、お約束だよね~

張 馳さんの⽇記













新⼊⽣歓迎会

2012.05.22

      もうひとつの４⽉の⼤事なイベント。それは新⼊⽣歓迎会。

     クラスごとにおそろいのTシャツを作って、それからバレーボールにスペシャル綱引き~

張 馳さんの⽇記













へへ~

2012.05.22

     gaiちゃんと初めて⼀緒にとったプリクラ~

張 馳さんの⽇記



 



東京――東京タワー

2012.06.09

     最近忙しいのだけど、今⽇はちょっと時間があるので、写真アップするね〜

     ゴールデンウィークの時のだよ。。。。。

張 馳さんの⽇記









東京――ディズニーランド

2012.06.09

     最後の⼀⽇で⾏ったディズニーランド。この⽇はちょうど⼈が少なかったんだ。楽し過ぎて帰りたくなかった〜

張 馳さんの⽇記













中華街・上野動物園

2012.06.09

     横浜の中華街にも⾏ったよ。中国を思い出させる物がたくさんあったよ〜

張 馳さんの⽇記









向陽祭――美ら舞

2012.06.22

     先週の⼟曜⽇⽇曜⽇にうちの学校の⽂化祭があったの。すごい充実してて楽しかったぁ。まずはうちの特⾊でもある舞い̶̶美ら舞をどうぞご覧あれ~~浴⾐
の着⽅もちょっと普通のとは違うんだよ~~

張 馳さんの⽇記











向陽祭――茶道

2012.06.22

⽂化祭には茶道部も参加。初めてだったから、すごい緊張したぁ~

張 馳さんの⽇記





向陽祭――お化け屋敷

2012.06.22

     うちのクラスはお化け屋敷をやったの。みんなでたくさん意⾒を出し合った甲斐あって、効率もすごくよくって、お客さんたちの叫び声もひっきりなし~⼤盛
況で⼤変だったよ~O(∩_∩)Oハハ~

張 馳さんの⽇記







週末~

2012.07.02

      昨⽇は友達と⼀緒に遊びに⾏きました。このメンバーがみんなそろったのは初めてだったので、ずっとhighテンション~

張 馳さんの⽇記



 









向陽祭――後夜祭

2012.07.05

       向陽⾼校の学園祭の後には“後夜祭”って⾔うイベントがあるの。すごく盛り上がって、いいカンジなんだ~~写真⾒てね~~

張 馳さんの⽇記







      最後のほうには、⽴っているだけでもツライし、みんなと⼀緒に叫んでいるからノドもガラガラになっちゃうし、汗びっしょりにもなるけれど、最⾼に楽しい
よ~~
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