
無事⽇本につきました

2011.08.31

    ついにずっと楽しみにしていた⽇本に来ました。興奮しっぱなしです。家族も元気と聞いてほっとしています。１年間の交流活動が
始まります。ホストファミリーもとてもいい⽅々だと聞いて、すっと、緊張がとけました。ここで過ごす１年、勉強や感じることも
たくさんあると思いますが、負けずに、⾃信を持って、くよくよしないで明るく⽴ち向かっていきます。中⽇⽂化の交流を果たしな
がら、⾃分も充実した良い時間を過ごしたいです。がんばります︕

王 珏さんの⽇記



充実した⼀⽇

2011.09.02

   今⽇は中国駐⽇⼤使館教育部と、⽇本外務省と、⽇本科学未来館と、それから夜にはパーティーにも参加して、すごく充実した⼀⽇だった︕外務省では⽣徒代表として発表も
させてもらって、本当にドキドキだったよ。みんなわたしの発表に賛成してくれて、すごく嬉しかったなぁ。努⼒した甲斐があったよ。未来館では願いの泉のところでお祈りを
したんだ。どうか明⽇がもっとより良い⽇になりますようにって。お昼のバイキングもすごくおいしかった。⿇婆⾖腐も味わえたし、フライドポテトも⾷べたよ。あと⽇本のピ
ザがすごいサクサクしてることに気付いた（多分薄いからだと思う）。

    ここ2⽇東北の⼦とずっと⼀緒にいたせいで、⾃分もすこし東北のなまりが出てきちゃったよ。⾯⽩いでしょ。明⽇にはもう友達とお別れだから、すごく寂しいんだけど、で
も新しい⽣活に対する期待もあるんだ。明⽇のわたしたちファイト。頑張ってね︕

王 珏さんの⽇記



⽇本で感動したこと（1）

2011.09.18

       8⽉30⽇、⽇中⽂化交流の使者として⼀⼈の⽣徒が⽇本へのフライトに乗った。⾶⾏機の上では、新しい⽣活に対する憧れや期待、それから⽣活習慣に適応出来るか、⾔
葉が通じなかったらどうしようなどの不安もあった。しかし、⾶⾏機を降りてから、⽇本での⼀つ⼀つの感動がわたしの⼼の中にあった不安を消し去ってくれた。

       ⽇本外務省での顔合わせのときに、光栄なことにわたしは学⽣代表で発表をすることになった。先⽣⽅の信⽤に満ちた眼差しはわたしを更に⿎舞した。同時にこの発表は
わたしの⽇本語にたいする⾃信とこの交流プログラムにたいする使命感を更に強くさせた。

       ⼩さなグループに分かれ、さいたま市のボランティアのおじいさんたちと⼀緒に街をぶらついているときに、蕨市から来たおじいさんがわたしが蕨⾼に⾏くことを知っ
て、わたしに蕨市の地図をくれたの。それでわたしと蕨市の距離が⼀気に縮まった感じがしたし、⽇本⼈のフレンドリーさと親切さに触れたような気がした。

       ホストファミリーの家に⾏ってからは、お⺟さんの細かいところまで⼿の⾏き届いた丁寧な気遣いに家庭の暖かさを感じることが出来た。それに超ハイレベルな料理もわ
たしのダイエット計画を台無しにしてしまった。でも毎⽇美味しい料理が⾷べれるのは、すごく嬉しい︕毎朝、お⺟さんが綺麗にたたまれた洗濯物を部屋まで持ってきてくれる
とき、なんだか⼼がすごくぽかぽかするの。ホストファザーはいつもにこにこしてる。わたしたちの間でうまくコミュニケーションが取れないときに、いつも漢字を書いてわた
しに理解しやすくしてくれる。。 家に来てから3⽇⽬のあの⽇、放課後お⽗さんと⼀緒に買い物に⾏く約束をしていた。だけど⾏き⽅がよく分からなくて電⾞に乗り間違えちゃ
って。わたしがあまりの恥ずかしさに、汗だくになってお⽗さんのところまで⾛り寄ったときに、彼は満⾯に笑みを浮かべ、そしてわたしが⼤好きなチョコレートケーキを渡し
てきたの。お⽗さんの⼿から渡されたケーキは、わたしの⼼の中に⽢く⽢く染みこんだ......
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⽇本で感動したこと（2）

2011.09.19

     学校での感動も絶えずわたしの⼼を暖かくしてくれる。

     初めて会ったとき、先⽣の優しい笑顔に不安が⼀気に消え去った。すごい早さで、わたしは学校を⾃分の家のように思うように
なった。先⽣がわたしのためにやって下さったことがありありと⽬に浮かぶ︔毎⽇の⽇記にはいつだって細かいコメントが残されて
いて、通学に使う路線から、制服のオーダーメイド、部活動のことに⾄るまで全⾝全霊で、⾯倒くさがらず全部話をしてくれた。教
科書もすぐ届いたから、みんなと⼀緒に授業が受けられるの。⼀⽇⼀⽇が感動に溢れてて、すごく充実した毎⽇を送ってます。

      クラスメイトの親切さにもすごく感動した。⼀⽇⽬に登校するとき迷⼦になっちゃったんだけど、すごく親切なクラスメイトが
学校まで連れて⾏ってくれたんだ。しかも路線の覚え⽅も教えてくれて、クラスメイトの友好さに触れた気がした。友達もいつだっ
て優しくわたしを助けてくれる。毎⽇お昼にはお弁当を持ってわたしと⼀緒に⾷堂でご飯を⾷べてくれて、しかも学校のこととか⽇
本での⾷⽂化について⾊々紹介してくれるんだ。おかげで⾊々物知りになったよ︕テニス部でも感動を得てる。みんな積極的にわた
しにテニスのルールや打ち⽅を教えてくれて、ユニフォームやラケットも貸してくれる。技術⾯ではまだまだ全然だめだけど、それ
でもみんなわたしのミスを許してくれて、たくさん練習すればよくなるよってフォローまでしてくれる。おかげでテニスに⾃信がつ
いてきたよ。

      ひとつひとつの感動が、わたしの⽇本での⼀⽇⼀⽇を構成している。⽇中⻘少年の友情のバトンを受け取り、広く友達を作り、
⽇中の友情を次の世代に受け継ぐということがこの交流プログラムの⽬的だということをわたしは忘れはしない。わたし絶対頑張る
から。みんなにもぜひ機会があったら中国に来て欲しいな。万⾥の⻑城の雄⼤さを肌で感じて、故宮博物館の壮観に触れ、天安⾨広
場の荘厳さに感動して欲しい。故郷の千年古橋̶趙州橋にも案内してあげるよ。⼀年後のわたしも、同じように親切かつホスピタリ
ティー精神いっぱいで皆さんをお迎えするよ。
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ひとりで初めてのお買い物

2011.09.21

    先⽣から、台⾵が来ているので、午後から学校は休みと通達が。クラス中がワッと沸き⽴って、さっそくみんな、これからどこに⾏こうかと、⼤騒ぎ。私はあんまりみんな
とカラオケに⾏く気分じゃなかったので、⼀⼈で買い物に⾏ってみることに。

     超⽅向⾳痴の私は、乗り物から降りたとたん、もうどっちに⾏くのかわからなくなっちゃって。なんとかお⺟さんと⼀緒に来た時の記憶をたどって、やっと⼊り⼝に到着。
店員さんが“本⽇のお買い得品”ですよ、と声をかけてくれて、ご案内しますよっていわれちゃった。でも今⽇は“⾒るだけ”ですから、とやんわりお断り。まずは⾷品コーナー
へ。おいしそうなものがずらっと並んでる。ここのおすしはなかなかおいしそう。お刺⾝もいいなあ。あれ、ここのオニギリ、すごくよくできてる。あわてないあわてない、ぜ
ーんぶひととおり⾷べてあげるからね︕

     それから⽇⽤品をみに。テニス部にいるので、⽇焼け⽌めが気になっちゃって。⾒た⽬だけでもいろいろあるし、種類もたくさん。あ、これって中国で私がずっと使ってい
たやつだ。どれどれ、値段は・・600円しない。中国で買うより安い、お買い上げ︕

     ⽂房具類もたくさんある。しかもどれもすてきなの。デザインもオシャレだし、定規が200円もするけれど、このカワイさには勝てない。買い︕ 

     お会計では囧。レジの⼈は、何か⾔ってくれてるんだけど、私の⽇本語⼒では聞き取れなくて、ニコニコうなずくだけ。後でわかったんだけれど、これってレジを打ちなが
ら、他のおすすめ商品の案内をしていたんだって︕もう神、⼆つのこと、同時にできちゃうなんてね。でも私にとって⼀番⼤事なのは、いくら払うのかを聞き取ること。そして
最終段階、お⽀払い。そういえば⽇本⼈って、おつりのないよう、きっちりお⾦を渡すのが好きみたい。だから私も⼩銭をジャラジャラ渡しちゃった。お財布が⼀気に軽くなっ
たよ。戦利品をかかえて、⼤満⾜︕

    これが初めての⼀⼈でのお買い物。笑われちゃうようなこともいろいろあったけど、度胸がついたし、これぞ実⽣活体験だよね。これからもたくさんの初体験があるんだろ
うな。さあ、⼀歩踏み出して、がんばるぞ︕  
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助けて︕

2011.09.25

     ここ数⽇、学校のスピーチコンテストの準備でとても忙しい。やっとの思いで中国語を英語に翻訳したのに、留学⽣は⽇本語でスピーチするんだって聞い
た。もう︕丸⼀⽇原稿を変えてるけど、今は語順がごっちゃになって、英語を喋ってるのか、⽇本語を喋ってるのか、中国語を喋ってるのか分からなくなっちゃっ
た。疲れた。でもコンテストでいい成績をとるためには、このぐらいの苦労は当然のことなんだろうな。それに、中国の恥になるわけにはいかない︕いかないんだ
けど、翻訳のことでちょっと困ってるんだ。“千年古橋̶̶趙州橋”の⽇本語の読み⽅がいくら調べても分からない。みんな助けて︕ありがとう︕
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お⽗さんミラクル

2011.09.27

     今朝は早くから、1階から、ずっとガタゴト⼤きな⾳が聞こえてきたの。⼀体何があるのかな、と、1階へ。でも、お⽗さんの姿が⾒えない。お⺟さんに、どうしたの、と慌
ててきくと、ニヤッと笑って、部屋の中を指さした。ドアを開けると、⽊材の間で、忙しそうに働くお⽗さんの姿が。釘をうったり、今度は錐に持ち替えたり、なにをやってい
るのかな。お⽗さんのＤＩＹ、⽇曜⼤⼯だ︕ここのところ寒くなってきて、畳の上で布団をひいて寝るのは寒い、でもベッドを買ってくるのもたいへんだし、ということで、お
⽗さんが材料を買ってきて、ベッドを作ってくれている。本当にすごい︕お姉さんの⾔い⽅では、本当に男らしいよね。

      私は不器⽤なので、お⽗さんを⾒習わなくちゃ。⼿作りのベッドで寝られるなんて、きっと気持ちいいだろうな。頑張ってつくらなきゃ︕

     お⽗さん、がんばってね。出来上がり、楽しみにしています︕
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強歩⼤会前の準備

2011.10.04

     11⽉11⽇は蕨⾼校伝統の“強歩⼤会”です。強歩⼤会って、ようするにマラソン⼤会のこと。去年は20キロ（⼥⼦）だったのが、今年は短くなって１５キロ︕ゴールする
と、パンがもらえるんですって。すごい賞品じゃないけれど、がんばった⼈だけがもらえる何よりもの勲章ってことかな。この学校に⼊ってからずっと楽しみにしていたのに、
留学⽣は参加できないんですって。「残念だね︕」

     今、体育の授業は、⻤の特訓中。。。。。。。

     今⽇初めてその授業を受けたけど、もう最初からビックリ。まずは８００メートルトラックを４周︕初⽇だからということで、制限時間はなかったけれど。。。。。。ほん
と、神な⼈もいて、3200メートル、11分12秒。私の１周半よりスゴイの︕私より背の低い⼥の⼦なんだよ。私は⼈が多くて前が詰まっていたので、思いっきり⾛れなかった
の。で、17分26秒。普通だよね。がんばらなきゃ。しっかりやるぞ︕

     でもね、いちばんおどろかされたのは、同級⽣たちのがんばりです。ある⼈は、運動があまり得意じゃないのに、⼀⽣懸命みんなについて⾛っていたの。みんなの表情をみ
ていたら、こっちまで⼒が湧いてくる。⾛り終わったら、顔を真っ⾚にしている⼈、⻘⽩くなっちゃった⼈、もうみんなぐったりして、ゼーゼーいいながら、地⾯に寝ころんじ
ゃう⼈も。でも、⾻折している⼈以外、全員授業に参加していたんだ︕もう本当に驚いちゃう。⽇本の⼦たちって強い︕︕︕⾒習わなきゃ︕⾒習わなきゃ︕⾒習わなきゃ︕

     私は強歩⼤会には参加しないけれど、みんなと⼀緒に練習できたっていうのは貴重な経験でした。せっかくの機会です、私もしっかり頑張ります。
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スピーチコンテスト初お⽬⾒え

2011.10.05

    楽しみにしていたスピーチコンテストが開かれました。私は留学⽣として、このコンテストに参加しました。みんなと⼀緒に審査してもらえると思っていたのに、私たち留
学⽣の発表はコンテストの最後に。残念だったな。この⼆⽇間は、暗くなるまでコンテストの準備を。学校に⾏く時も、ブツブツと暗記をしながら歩いているので、道⾏く⼈た
ちににヘンな⽬で⾒られちゃいました。とにかく、それも今⽇で無事、全部終わりました。私がステージに⽴つと、あんなに騒がしかった会場が⼀気にシンとなったのは意外で
した。声もだんだんと⼤きくなり、緊張もほどけていきました。⼆つのジェスチャーも⾒せたんですが、みんなあっけにとられてましたよ。ハハ。すごく達成感があります。努
⼒が報われたってかんじですね。これからもがんばります︕
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スピーチコンテストで視野が広がる︕︕︕

2011.10.05

     今⽇のスピーチコンテストでは、意表を突かれました。まず、スピーチコンテストって⾔えば、⾃分で書いた原稿をみんなの前で話すと思っていたのですが、蕨⾼校のスピ
ーチコンテストはすばらしかったです︕参加⽅法は⼆つから選べます。まずはテキストの朗読、それと⾃分で書いた原稿を暗記して発表することです。どれもそれぞれの特⾊が
ありますね。朗読の材料は、⼤統領のスピーチ原稿や、有名な詩、それにお⺟さんと⼦どもが書いた⼿紙などもありました。⾃分で⽤意する原稿のテーマも様々です。教育に関
する意⾒、⾷⽂化の紹介、中国に⾏った時のことを書いた⼈もいて、本当に⾯⽩かったです。みんなしっかりと準備をし、まさにスピーチの⼀⼤イベントです。表情も豊かで、
ジェスチャーも⾃然で、英語の発⾳も完ぺきで、まさに甲⼄がつけがたいものばかりでした。

     成績発表後、校⻑先⽣⾃らが、表彰をしてくださいました。私たちの校⻑先⽣は、とても穏やかな⽅で、ちっとも偉ぶったところがありません。賞をもらった⼈は握⼿とギ
ュッとしてもらって、うらやましかったな。よし、次は私も頑張るぞ︕その後は、2年⽣の外国語クラスによる発表会。ドイツ語学科は合唱、フランス語学科はミュージカル
を、中国語学科は、唐詩の暗誦と、流⾏歌を歌うときには⼆胡の演奏までついていてすごかったです。それから中国語の先⽣が⽣徒みんなに“ニーハオ”と“シィェシィェ”，と⾔
わせました。この先⽣は学⽣の時に中国に留学されたことがあるので、発⾳がとてもきれいです。みんなに⾔わせた後、私に、これでいいのかしら、と聞いてくださって、すご
く感激させられました︕⽇本で中国語勉強するなんて、本当に不思議な体験です︕

     ⽇本の⾼校⽣たちの多才さには感⼼してしまいます。しかもみんなの⼒が集まると、本当にすばらしいですね。周りの⼈たちのおかげで、様々なことが可能になるのです。
スピーチコンテストは、本当に勉強になりました。収穫がたくさんありましたよ︕
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残念がないように頑張りましょう︕

2011.10.14

  み校なさん、久しぶりですね︕もうすぐ中間テストですから、今ほんとうに忙しいです。蕨⾼校にきて、まだ⼀⽉間だから、先⽣は『参加しなくても⼤丈夫だよ』と⾔いまし
たが、参加したほうがいいとおもいます。⾃分の能⼒に挑戦したいです。いい機会だと思います。今は⼤変ですが、後は後悔しないようにがんばりたいです。でも、国語と世界
史のしけんはだしません。  

    みんな⽇本の勉強がずいぶん簡単だと⾔いますけど、私ほんとうに難しいとおもいます。中学校で全然勉強したことありません。でも、⼤丈夫です。⾃分は『頑張って、で
きるよ︕』という気持ちを持てば、どんな困難でも解決できるとおもいます。毎⽇疲れますが、すごくたのしくて充実した毎⽇を送っています。未来のために、頑張りましょ
う︕

これは⽇本語で投稿されたものです
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今の私

2011.10.22

   やっと試験が終りました、ほんとうに疲れた、今は体のどこも痛い感じがします。でも、もう歴史になりました。今はずいぶん楽だ。どこかへあそびに⾏きたい︕でも、ホー
ストファミリーのみんなは毎⽇忙しそうですから、いっしょにでかける機会が少なくて、ちょっと寂しいね。機会があったら、周りをあそびにいきたい、楽しみにしているね︕
    今はだんだん学校の⽣活にれ慣れました。前はよく交流できなかったから、ちょっと寂しいこ思ったけど 、今は毎⽇たのしい。よく友達とおしゃべりなどをして 、学校の⽣
活に⾃信いっぱいついているよ︕やしみの⽇も早く友達に会いたいとおもう。先⽣もよく関⼼してくれて、いろいろなことを助けてくれます。優しい先⽣と友達に会えて、幸せ
だね︕
    後9ヵ⽉しかないから、時間を⼤切にしよう︕頑張ってね︕               

     

これは⽇本語で投稿されたものです
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楽しい⽔族館の旅

2011.10.23

     試験が終わったので、⾝の回りの整理を。カメラの電源を⼊れると、⽔族館の写真が⽬に⼊って、先⽉の楽しい外出が思い出された。ホームステイ先が、短期交流⽣を⼀⼈
迎えたので、私が通訳になって、皆で池袋の⽔族館に⾏ったんだ。⼤興奮の楽しい思い出︕︕︕

     午後⼆時ごろ、⽔族館に到着。⼊⼝は⻑い⾏列になっていた。⽇本でも⼈でごった返すことがあるなんて、思ってもみなかった。やっとの思いで⼊場券を⼿にした時には、
本当に興奮したよ︕︕︕あ、紹介が遅れたけど、この⼈は⻩ちゃんです。⼆⼈ともテンション⾼くなってるのが⾒て分かるでしょ︖

     ⾨を⼊ると、噴⽔と軽快な⾳楽がお出迎え。お次は⾊々な⽔⽣動物と海底動物︕

⽔のカーテン。気持ちいい︕

 ⾒て、ここの野⽣の珊瑚、⾵になびく菊の花みたいでしょ︖

 ⼤きい⿂と⼩さい⿂のロマンス
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保護⾊を持ってて、⾜のはえている⿂（⾒えづらいけど、なんせ保護⾊だから︕笑）

 海の縮図

巨⼤な蟹

 綺麗な発光⿂



透明なお⿂。⾻まではっきり⾒えるよ

ウミガメ

 トカゲの親⼦愛

カラフルな⼩⿂

可愛いペンギン家族



 ちびっこ広場。美しさと涼しさのコラボレーション。

 

 

 

 

 

 

 

 



疲れた︕でも、充実した︕

2011.10.25

 今⽇はほんとうに。。。。。。疲れた。午後⼀時間⽬の授業は体育で、40分で7キロぐらい⾛った。27度の温度で汗いっぱいかいた、⼤変だね︕そして、学校から
 ずいぶん遠いテニスコ⼀トに⾏って、テニスを2時間練習した。7時ぐらい学校を出て、1時間掛かって、家に帰った。途中ずっと乗り換えたので、寝ることもできない。疲れ

た・
    でも、毎⽇ずいぶん充実しています︕よくみんなと交流して、いい勉強になった。教科書に書いてないことだね︕今も時々ミスしますが、みんな私を許してくれて、正しい
やり⽅を教えます、本当にありがとう。みんなの期待に背かないように、疲れても頑張ってます。頑張れ︕

これは⽇本語で投稿されたものです
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楽しくて美味しい⼀⽇!!!

2011.10.27

     今⽇は普通と同じで「くすのひ」という教室へ⽇本語を勉強しに⾏きました。ボランティアといっしょに本を読んでいろいろします、ほんとうに楽しかったよ︕終ってから
普通と同じで学校に帰ようとする時、オ⼀ストラリァ⼀からの留学⽣のホ⼀ストマザ⼀は迎えにきた。それから、私たちを連れて昼ご飯を⾷べに⾏った。浦和駅の近くの店だ。
⼊ってから、本当にびっくりした。ここは⽇本に来て始めの⽇⾏ったレストランじゃない︖友達と先⽣のことをいっぱい思い出した。懐かしいね。美味しい物はたくさんあっ
て、お腹いっぱいになった。みんなといっしょにいろいろ話して、英語はちょっと久しぶりだから⽇本語を混ぜて話した。おもしろかったよ。ホ⼀ストマザ⼀にいろいろ聞い
て、いい勉強になった。嬉しい︕︕︕
    今⽇は料理部の始めの⽇で、美味しい料理を作って、楽しかった。

     楽しくて美味しい⼀⽇、よかったね︕

これは⽇本語で投稿されたものです

王 珏さんの⽇記



初めての料理部、おいしい︕︕︕

2011.10.27

   今⽇ははじめて料理部に⼊った。前は料理したことは全然なかったので、ちょっと⼼配した。でも、⾏ってみてから、そんな⼼配はぜんぜん必要じゃないと思う。

    みんな親切に料理部のことを紹介してくれます。物の置き場所や庖丁の使い⽅などを教えてくれます。いろいろな所から助かります。すごく感動した。みんな優しいね

真⾯⽬な先輩

いただきます

ご馳⾛さまでした

これから何をするか、楽しみにしています︕

これは⽇本語で投稿されたものです
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超残念な強歩⼤会!!!

2011.11.11

  今⽇は2011年11⽉11⽇で「独⾝者の⽇」だ︕4つの1が⼀緒で珍しいね︕今⽇は何か珍しいなことがあるかな!
     6時。夜中からの⾬、やみそうな感じは全然ない。携帯をしっかり持て、先⽣からの連絡をつ。。。。。。「中⽌しないで」と⼼から祈る。

    6時半。⾬がだんだん激しくなった。⼼配と差し迫っている気持ちが混ざって、眠気がなくなった。
    7時。友達から連絡きた、「中⽌の連絡がないから、会場にきてね︕」。安⼼して、⽚づけて、友達と待合せのことを相談する。楽しみしている。。。。。。

   7時半。家を出る。⾬のなかでバスを待つ。1分、2分、3分、5分、10分、20分、30ふん。。。。。。やっとバスが来た。道が込んで、⼼が焦がれる。
    8時40分、会場の着いた。

    9時。先⽣から指⽰きた。とうとう中⽌した。
    悲しくて、残念だった。でも、同じような活動がまたたくさんあるね︕ちょっと残念だが、悲しくても仕⽅がないから、未来にむいて歩こう︕笑顔で、次の活動を楽しみしよ

う︕

 

 

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです
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初めての秋葉原

2011.11.11

   今⽇は⾬で強歩⼤会が中⽌した。授業もないし、暇だった。
     オ⼀ストラリァの留学⽣から電話きて、「いっしょに秋葉原に⾏こう︕」と⾔った。駅に何回も⾏ったけど、電器屋に⾏くのははじめだ。

 

   

  ⾬のなかに⽴っているビル

   ビルに⼊って、中国語の放送にびっくりした。実に中国の店だと思った。おきゃくさんは中国⼈いっばいで店員さんも中国⼈だ︕⺟と買い物の時のことを思い出すとちょっと

懐かしい︕

   電器だけじぁなくて、様々なものいろいろあります。紹介しよう︕

 着物もあるよ︕すごい︕

 さまざまだね︕
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   超安いよ︕

８階にレストランもある。

 ⾷べに⾏こう︕

  おいしそう︕



私とほかの留学⽣

いかだきます︕

可愛い時計︕

便利な⾃動掃除機もかわいい︕

  今⽇は楽しかった。買いものしなかったが、いろいろみて、いい勉強になった。ほかの留学⽣との仲もよくなった。いい体験だね︕

これは⽇本語で投稿されたものです



はばた会、超嬉しい︕

2011.11.14

   今⽇は「くすの⽊」の⼀年に⼀回のお祭りで「はばたき会」を⾏いました。
     興奮な気持ちで友達と⾏きました。まずは交通安全についての教育です。交通のル⼀ルなどを聞いて、怖い交通事故のビデオも⾒ました。⽣命については油断することがで

きませんよ!

  まず、交通安全についての講座

  そして、学習者たちのスピ⼀チが始まりました。各国の⽂化や⾷事などをいろいろ紹介しました。写真を⾒せる⼈もいるし、歌を歌う⼈もいます。楽しかったです。ほかの国
のこともいろいろ知りました。

  ベトナムからのかた

  マリ共和国からのかた、⽇本に6年も住んだ
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  スピ⼀チをしている私

   質問に答えている私

    フランスの珈琲の広告についての紹介

    マックスくんのスピ⼀チ



  ブロウディ⼀くんのスピ⼀チ

  幸福な家族三⼈(お⺟さんはフィリピン⼈でお⽗さんは⽇本⼈です)

  ボランティアの先⽣たちで合唱

  お世話になった北村先⽣、優しいでしょう

  

  ⼀緒に撮りましょう



  はじめて会った中国⼈のお姉ちゃん

プレゼントとしてもらった桜草という花

  「くすのき」で⽇本語だけでなく、ほかの国のことを知るいい機会でもあります。この機会を⼤切にしたいです。そして、⼼からお世話になったみなさんに「ありがとうござ
いました」と⾔いたいです。これからもっと頑張りたいと思います。

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです



ただはき会での奇遇

2011.11.14

 またただはき会の話ですが、昨⽇はびっくりしたことが起こりました。それは街歩きの時お世話になったおじさんに会ったことです。
    この会では、学習者の皆さんがスピ⼀チをします。私も参加しました、そして、テ⼀マは「⽇本からの感動」でした。そのなかはこの話がありました。「さいたま市でボラン

ティアと街歩きをするときに、蕨市のおじいさんは親切に蕨市の地図をくれました。」私はそれを⾔ってから、下は笑い声が起きました。わけがわからなくて、スピ⼀チを続け
ました。しかし、スピ⼀チが終わって、席に着いたときに、その「おじいさん」が来ました︕本当にびっくりしました、でも、もっと驚いたのは彼の話でした。「スピ⼀チのな
かに俺のことを⾔って、嬉しいけど、なんで「おじいさん」と呼ぶの︖俺はまだ若いよ︕」そして怒るふりをしました。

   私は急いであやまった。でも、みんな「おじいさん」と呼ぶじゃないですか︖それからその「おじさん」は笑顔で話をしました、「⽇本の⽣活にもう慣れた︖学
 校はどう︖」などを聞きました。私もパ⼀ティ⼀でおじさんといろいろ交流しました。始めはちょっとびっくりしたが、ほんとうは優しいですから、交流が楽しかったです。

   偶然な出会いでもう⼀回お世話になったおじさんに会って、嬉しかったです。これからも友達だと思います。いい記憶ですね︕

お世話になった先⽣たち(左側はそのおじさんだよ︕)

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです
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今⽇も休み︕

2011.11.14

   今⽇は埼⽟県「県⺠の⽇」でやすみだ︕⾦曜⽇から休みが4⽇も続けた。友達に会いたい︕

   今⽇の予定は︖  

   もちろん図書館だよ︕

   原因は︖ 

   前は埼⼤図書館で「読者」と⾔う雑誌を⾒つけた︕⼤好きだよ︕

  ちょっと写真を撮りましょう

埼⽟⼤学の正⾨

  埼⽟⼤学のなか

  家の近く
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  怖い雲

  美味しい鯛焼き

  ⾃分で作った料理、可愛い顔みたいね!

  ⽣活の中の美しいこと、いっしょに⾒つけよう︕みなさんのところでも県⺠の⽇ある︖返事待っているよ︕

これは⽇本語で投稿されたものです



古い神社さん

2011.11.14

   今⽇は県⺠の⽇で、⼀⽇休んだ。もうすぐ「七五三」と⾔う祭りだから、神社さんに⾏った。これは埼⽟県で⼀番歴史のある神社だと⾔われているよ︕

  古い神社さん    

  うさぎの絵も付いているね︕

  きれいな噴⽔、蛙の形だね︕

  いろいろな松⽴て、すごい︕
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  可愛い⼦供  ご協⼒ありがとうね!

   いいでしょう︖みなさんは来たら、案内するよ︕

   お休みなさい!

 

これは⽇本語で投稿されたものです



テストの後の楽しいご飯

2011.12.08

 やっとテストが終わった!ちょっと楽になった。夜早く寝られるね︕今本当眠い。
   今⽇はまた「くすのき」が終わってから、留学⽣の友達とブロウディ⼀君のホ⼀ストマザア⼀といっしょに昼ご飯を⾷べた。ピザとパスタで、めっちゃ美味しかった。そのほ

かにも、いろいろなことが知った。そのお⺟さんのお家には、2期⽣の林さんと4期⽣の陳さんが住んでいた。林さんは今早稲⽥⼤学の⼀年⽣ですごい⼈だと⾔った。本当に早
稲⽥⼤学の学⽣みたい!きっといい経験でしょうね︕楽しみ中。。。。。。

これは⽇本語で投稿されたものです
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防災訓練

2011.12.17

  ⾦曜⽇の昼休みから、教室の外はずっと五⽉蝿かった。みんな何をやってるか分からないから、出て⾒た。そして、これを⾒つかった。

滑べり台みたいのもの、⼀体何でしょうか︖

  午後⼀時間⽬、国語の授業だったのに、担任先⽣が来た。みんな防災訓練のあることが知った。13時15分、予定どおりに地震が来た。みんな早く机の下に隠した。うちは急ぎ
すぎたので、頭が机に当たった。「バン」という⼤きい⾳がした。皆うちのところを⾒た。痛いという感じより恥ずかしいと思った。先⽣は"王さん、⼤

 丈夫︖"って聞いた、恥じをかいたわ! 幸い出る時は注意したから、⼤丈夫だった。(笑)

次は集合、みんな楽しそうだね!

 それからは⽕事についての練習だ︕滑り台が登場した︕︕︕先⽣はやってみたいを募集して、うちも⼿を挙げった。⼼がポカポカした。どんな感じだろう︕
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最後の安全確認

 みんな注⽬している

  滑べる時はおもしろかった︕⾼いけど、あまりスピ⼀ドがないから、全然怖くなかった。⽬のまえは⽩い布しか⾒えなくて、そとはみんなの激しい叫び声で、いい体験だと思
う。

 友達から聞いたのは、この滑り台みたいなものは、下の⽕事で階段から降りられない時使う。早くて便利だね︕
   これからもいろいろ体験したいと思う︕

これは⽇本語で投稿されたものです



Merry Christmas!

2011.12.24

 マリクリスマス︕ 今⽇はクリスイブだ︕
  やっと休みだね。嬉しい︕

  前はずっと学校のことで忙しくて、楽しいことを⽇記に書く時間はなっかたけど、今はみんなと    分かち合いたいと思う。
  ぜひ⾒てください。

これは⽇本語で投稿されたものです
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ギョーザパーティー

2011.12.24

 23⽇、がいちゃんの家でギョーザパーティーをやった。ていけいちゃんも来た。⽔ギョーザを作って、久しぶりな味だね︕
  8時、ポカポカして、出発!

  10時ぐらい、がいちゃんとていけいちゃんに会った。久しぶりで、いっぱい話した。そして、スーパーに⾏って、買いもの。ギョーザの⽪は売っているから、便
 利だった。野菜と⾁も新鮮でいい感じだった。

  家に着いて、作る。想像以上の困難がいっばい出てきた。まず、韮ギョーザにしたけど、みんな違う所から来たので、作り⽅もさまざまだった。⽣姜や⼤蒜や調味料の料など
のことに迷った。そして、⽪は買ったから、早くできると思ったのに、⽪は固くて、超作りつらかった。仕⽅がなかったから、ちょっと⽔をつけて、柔らかくして作った。
  作るのは⼤変だったけど、すごい楽しかった。みんなずっと⽇本語をしゃべったので、中国語ができない感じがした。学校や⽣活などいろいろ話して、新しいことをいっぱい
知った。ホーストフャミリーのみんなも優しかった。

頑張ろう︕

 

 がいちゃん
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 ていけいちゃん

 美味しそう

 稲荷ずし、⼤好き!

 団⼦もある!



 ⿂だ︕

 最後に今度また何かやろうと約束した。
  

これは⽇本語で投稿されたものです



蕨⾼校セミナー

2011.12.25

  今週の⽔曜⽇、学校で特別セミナーをやりました。ニューヨーク⼤学の先⽣が私たちの学校に来ました。それも学校からのクリスマスプレゼントです。
   始めは英語の授業だから、先⽣の意味は分かるかどうかちょっと⼼配しました、実は全然⼼配は要りません。とても簡単な内容でしたが、すごい勉強になりまし

 た。
  主な内容は英語をきれいに発⾳する⽅法を教えます。始めは"How are you?   Fine. How  are you."などの簡単な会話で、次第に難しくなります。⼀番気に⼊ったのは"Pizza 
pizza  pizza  pie ,    he  likes  pizza  so  do  I ." でした。簡単だけど、早く読むときはいい感じになります。読んでみましょう︕

   おもしろいですね︕この講座のおかげで、英語に興味が深くなりました。

  皆さんの学校でもありますか︖教えてくださいね︕

これは⽇本語で投稿されたものです
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東⼤⽂化祭

2011.12.26

 ⽇本語教室で会って、すぐ友達のなったおねえちゃんと駒場祭に⾏った。
 

  ちょっと遠いなんだけど、電⾞はすごい便利だね。駅を出て、すぐ看板が⾒える。

 

⼈いっぱいいた。

 看板もすごい、今⽇の展⽰内容ははっきり⾒える

⼀号館  ヨーロッパ⾵な建物、きれいだね
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 ⽣物部の学⽣たちが作った⿃と蜥蜴の⾻格標本だ。
 ⽣きている動物から作ったものだよ。けっこう⻑い時間をかかって、やっと終わった。学⽣たちは"全部の⾻を集めるのは⼤変だったけど、⼀つもなくさないで、⽖

 もあるよ!"と⾔った。難しそうだね!

 詳しい絵も書いた。

 これは何だと思う?

 実は折り紙だよ︕本物みたいね。始めもびっくりした。紙だけでそれを作るのも難しいよ。何回も間違えてから、素晴らしい作品ができる。私も体験したいと思っ
 たけど、ちょっと早かったから、まだ開いてない。残念だった!でも⾒るだけでも楽しかった。



 それもすごいね︕

 感想を書く看板、みんな⾔いたいことを書いた。"元気を出してね!"や"⼈⽣の⽬的が達成されるまで頑張ろう!"などの励ます⾔葉もいっぱいあって、地震の被災地
 区のみんなへの⾔葉もあった。読んで、すごい感動した.

 うちも書くよ!



 公演は⼤⼈気︕︕︕

 雰囲気はいいね。⽊がいっぱい。静かで⿃の鳴き声がときどき⽿に⼊って、空気も新鮮だった。公園みたいね。みちを歩いて、気持ちよかった︕

 きれいな運動場

 今はテニス部だから、テニスコートに興味があって、わざわざ捜した。広いコートで、きれいでった。みんなの技術もすごいよ。



ごみの分別もすごい、9種類もあって、びっくりした!

 学⽣たちがやってる店、可愛いね︕全部⾃分のアイディアだよ!東⼤⽣の創造性に感⼼した。お腹は空かなかったけど、これを⾒て、⾷べてみた。形だけじゃなく
 て、味も美味しいよ︕

 ⼈もすごい



学⽣たちがデザインした⾃動⾞,かっこいい!

                                         (続く )

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです



東⼤⽂化祭(2)

2011.12.26

 ずっと歩いたから、お腹すいた︕⾷べよう︕
 

 次は⾷堂だ。東⼤の⾷堂は種類いっぱいで安いよ!寒かったからカレーライスにした。⾁と野菜たっぷり︕営養もあるよ︕さすが東⼤⽣のための⾷堂だね︕

 静かなみち

王 珏さんの⽇記



 駒場池もすごいきれいだった。原始林みたいで⽊もあるし動物もいた。猫ちゃんやあひるは可愛くて、ぜんぜん⼈のことは怖くない。

 猫ちゃん

 夢の中みたい



 ガーデン

 男⼦と同じものを練習した。やる⼈は名前を呼ばれると、⼤きい声で"おす"と答えた。内容は⼿で10枚の煉⽡を割ることや、⾜で⽊も板をきれいに割るなどののも
 があった。床を拭く⼈は⼀番⾯⽩かった、"あ---"と叫びながら⾛った。空⼿道に興味を持ってきた。

 "河童"も⾒た、寒そう



アナウンサ体験、⼤学⽣が作った放送番組

 洋⼸道体験

  東⼤、⼀⽇ありがとう。いろいろ体験して、視野が広くなった。今の感じたことを覚えて、5年後の私、どう思うだろう︖

これは⽇本語で投稿されたものです



鉢植えも楽しい

2011.12.28

 今⽇はホーストマザーと花を買って、鉢植えを作った。
 始めて花屋さんに⾏って、種類が多くて、⾊もきれいでびっくりした。もともと鉢植えに興味がなかったのに、これを⾒て、好きになってきた。

 

 ほら、可愛いでしょう

 キャベツみたいね

王 珏さんの⽇記



 お正⽉寄せ植え

 ⾳が違うから、防犯防草できるそうだ

 このような店も⾒つけた、なんか⾯⽩い!

今、鉢植え作品頑張っている.

これは⽇本語で投稿されたものです





2012年になりました︕

2012.01.01

  皆さん、明けまして おめでとうございます!
   翻訳する先⽣、ご苦労さまでした!

   今⽇は友達からいっぱい年賀状をもらいました。すごく嬉しかったです!思いがけなかったのは、⽇中交流センターの先⽣から年賀状ももらいました!!!先⽣たち、誠にありが
とうございました︕
  留学⽣活はもう1/3も過ぎました。時間は早いものですね!残りの時間を⼤切にしましょう!

   今年もよろしくお願い致します!⼀緒に頑張りましょうね︕

これは⽇本語で投稿されたものです
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優しいおばあちゃんとおじいちゃん

2012.01.03

   2⽇は家族でホーストマザーの⽥舎に⾏きました。隣の栃⽊県にあって、きれいなところです。栃⽊県は⼭と森が多いです。⾼速道路で⾛って、埼⽟県を出て、栃
 ⽊県に⼊る時は、急に⾼くなり、⼭に囲まれてきました。すごい景⾊でした。

 

 

  ⾞が⾛っていますから、あまりうまく撮れなかったですが、実際に⾒る時は畑が広くて、⼭がはっきり⾒えて、空と雲もきれいでした。

 おばあちゃんとおじいちゃんのお家に⾏くのは始めてですから、⾏くときずっと緊張して、ドキドキしました。そして、家に着いて、迎えに来たおばあちゃんの笑顔を⾒て、
⼼配が⼀気に消え去りました。ずっと"いらっしゃい"と⾔いました。私はお⼟産を贈るとき、"⼤したものではないです。"と⾔いましたが、おばあちゃんは"中国から持ってき
たお⼟産だね!⼤したものだよ︕ありがとうね!"と⾔いました。みんな笑ってきました。

 

 

 昼ご飯はおせち料理で美味しかったです。

 おじいちゃんの趣味はものを作ることで作品をいっぱい⾒せてくれました。
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  ロボットですよ。電源を⼊れるといろいろなかっこいい動作がでします。これはおじいちゃんが1年半ぐらいかかって作ったものです。

 

 

 

  ギターです。実は紙で作りましたよ。本物みたいですね!

 

 

  これは紙で作った家の模型ですよ。窓などの細かいところまで家の形と同じです。びっくりしました。すごいでしょう!

 そして、おじちゃんは囲碁の倶楽部にも参加しました。去年は宇都宮市の試合で優勝しましたよ!

 



 

 

  これはおばあちゃんの趣味です。ヒョウダンに⾯⽩い顔をかくことです。怖い顔もあります。

 

 可愛い⼈形もおばあちゃんの⼿作りですよ。

 

 



 

  これは造花です。私始めて⾒たとき、"毎⽇⽔をやりますか?"と聞きました。おばあちゃんは笑って、"これは造花ですよ。"と教えました。恥ずかしかったですが、
 感⼼しました。⼿で触らないとぜんぜん分かりません。そっくりですね︕

 

 

 庭に植えてあるきれいな松。これは本物です。

 

  優しいおばあちゃんとおじいちゃんに会って、楽しかったです。春に庭のフジが咲くとき、また⾏くと約束しました。楽しみですね。また⾏きたいですね︕

これは⽇本語で投稿されたものです



感動溢れた電⾞

2012.01.07

  昨⽇は普通どおりに部活から家に帰る。⼀⽇の練習、疲れた!
  

  普通どおり電⾞に乗る。ちょっと寝たいと思って、ドアに近い椅⼦で座った。ぼんやりして眠っているところに、"ドン"という⼤きい⾳が⽿にした。びっくりして、誰かの荷
物が棚から落ちたと思った。⽬を開けて⾒ると、⼤変なことが起こした。隣のドアのところで40代の男性が倒れた。みんな囲んで、⽅法を考えた。

   

   誰かがSOSのボタンを押して、電⾞が⽌まった。ある⼥性はとても焦って、男性を起こしていた。奥さんかなと思った。周りの⼈もずっと"医者さんがいますか?"と聞いた。
そのとき、⼀⼈の若い⼥性が来て、"意識がありますか?"などを聞いた。そして、男性の⾜を上げて、呼吸しやすくしてやった。やっと男性は意識が戻った。みんな息をつい
て、ほっとした。そのあと、乗務員が来て、男性を病院に送った。

  

  奥さんは放⼼しただろうと思った。振り向いて、席で本を読んでいた。⼆⼈は互いに知らないということが知った!優しいね!彼⼥はうちの⼼の英雄だ!
   

   知らないひとを私⼼なく助ける⽇本⼈に感⼼した。偉い⺠族ですね!感動溢れた電⾞を通じて、⽇本についての認識が深くなってきた。

これは⽇本語で投稿されたものです
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雪、ゆき!!!

2012.01.21

  ⾦曜⽇の朝、窓を開けると、びっくりした。外は⽩い世界になった。雪が舞いて、踊ってる仙⼥みたいに、ゆるゆると落ちった。
   学校に⾏って、みんな興奮しています。

   前は他の県が雪の降るのを⾒て、羨ましいなぁって思ったけど、今度は埼⽟県で降ってるよ!めっちゃいい感じだった!オーストラリアからのマックス君はまだ雪を⾒たことが
ないから、"スゲー"ってずっと⾔った。休憩時間に、寒いけど、みんなベランダに⾏って、雪を⾒ていた。

   ゆきちゃん、いろいろ楽しいこを与えてくれて、ありがどう!

これは⽇本語で投稿されたものです
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⼼を暖めるお正⽉会

2012.01.30

  1⽉22⽇、中国の⼤晦⽇でした。
  

  この中国⼈にとって⼀番重要の⽇に、特別な⼀⽇を過ごしました。それは、林先⽣とカメラマンのナナさんとお正⽉会の⾏きました。優しいみんなは私の⼼を暖め てくれまし
た。そのために、今思い出しても、熱いものが胸にこみ上げます。    朝9時、駅の出⼝、⾏ったり来たりする⼈ごみから捜していました。

    

   前の⽇は⾬が降りました 。地⾯はまだ濡れてますが、太陽が隠された雲の間から出てきました。
   

   "いい天気だね!"と思って、空を⾒ていました。
    

   そのとき、"⽟ちゃん、久しぶり! "という声が⽿に⼊りました。なんと林先⽣でした!クリーム⾊のコートを着ていて、かっこよかったです!そして、隣のカメラマンさんの七
咲さんを紹介してくれました。明るくて、きれいな⼈でした。

    

   さぁ、お正⽉会、⾏きましょう!   
     

   ⽞関の所に⼤きく"お正⽉会"と書いてありました。予定は10時から始まりますが、9時半にもう⼈いっぱいでした。着付けの部屋でボランティアの先⽣の会いました。着物を
選んで、着てみました。⾒るのは奇麗ですが、着るのは難しかったです。でも、先⽣は上⼿に着てもらいました。そして、帯びを可愛く結んでくれました。ほかの先⽣に""七五
三"みたいね!  "と⾔われました。まじでそんなに若く⾒えますか!まだ若いですね!    ha ha!

    

   それからはお正⽉遊びをやりました。こまは難しいと⾔われますが、4回⽬のときで成功しました!剣⽟はやっぱり難しいですね。⽻根つきも⾯⽩かったです。
 相⼿は⼩学⽣の男の⼦で、試合をやりました。習字も⼤⼈気でした!先⽣が教えてくれました。"うまくできるまで練習してください"って⾔われましたので、何回もやりまし

た。最後に書いた"福"を逆さまに置いて、"福"がきました!
  

  昼ごはんはごちそうたっぷりでした。印度やフランス料理などがありました。でも、⼀番⼈気なのは、やっぱり⽔餃⼦ですね!美味しいでした!
  

  午後は初めて紙芝居をみました。始めのときは分からなくて、カメラマンさんに説明してくれました。⾯⽩い説明が深く印象に残りました。
  

  ビンゴゲームもやりました。ビンゴしたひとはプレゼントがもらえます。番号はいっぱい出て、ほとうど全員もらいました。うれしたっかです!
   

   ⼀⽇で七咲さんと友達になりました。いつでも写真を撮ってる感じがしました。始めは緊張しましたけど、だんだん慣れてきました。林先⽣も荷物などをいろいろ助けてくれ
ました。時間が短くて、林先⽣とあまり話しなかったですが、会えるのも嬉しいを思います!

    

  お正⽉会の後もナナさんと歩きながら、写真を撮りました。⽣活についていろいろ話しました。困ってることにアドバイスをしてくれました。⼈⽣や夢についても話しまし
た。⼈⽣って、深いものですね!

    

   留学の⽣活は困難がありますが、優しいみんながいますから、なんの恐れもなくなりました。ナナさん、林さん、ボランティアのみなさん、お疲れ様でした!ありがとうござ
いました。
  

   ⼣焼けが⻄の空を真っ⾚の染めて、バス停のそばに話をしている⼆⼈、永遠に、⼼の中の写真になりま
す。。。。。。                                                                                                             

これは⽇本語で投稿されたものです

王 珏さんの⽇記





元気を出して、笑顔で⼀緒に頑張りましょう︕

2012.02.09

  中間研修、終わらせかくなくても、終わりました。
  

  みんなの⽇記を⾒て、⼀緒に過ごしたこの五⽇のことを思い出しました。友情は時間で評価するものじゃないですね、ただの五⽇間ですが、深い友情んを収穫しました。私も
みんなを同じで、中間研修のことをいい記憶にしたいと思っています。でも、⽣活は続んでいます。太陽は毎⽇新しいものです!

  

  皆さん、元気を出しましょう!私たちは友達から、先⽣から、親から、⾊んなひとから愛されています。そして、私たち32⼈の家族は最も強⼒のバッキングです。
 何があっても、どこにいても、⼼は⼀緒です。先⽣たちもいつも私たちを応援しています。私たちは笑顔で頑張らない理由はないです。

  

  今⽇の分かれは再びの出逢うのためであります。⼼の中に友情の種はもう植えられました。分かれる⽇に発芽させましょう!
  

  先⽣たちも私たちの出会いのためにいろいろやってくださいました。ここで、⼼から"お疲れ様でした。ありがとうございまいた!"と伝えたいです。
  

  皆の楽しい瞬間をシェアしたいで、良い思い出を永遠に⼼に残してほしいです。

 ⽻⽥空港で集まった

 

 やっと着いた、お久しぶり!

 

王 珏さんの⽇記



 ホテルの窓から撮った写真

 

 親切な農家のひと⾒て、やるき満満になってきた

 

 しいたけ!!!

 

 暖かい家族、いただきます

 



 お⽗さん、ぜひまた⾏きますよ。待ってください!

 

 姉妹のように親しい

 

 バイキング、アイスうまい!

 

 宮崎⼤好き!!!

 



 離れたくない!!!

  皆さん、元気を出して、笑顔で頑張りましょう︕また七⽉ね!

これは⽇本語で投稿されたものです



びっくりいっぱいのバレンタイン!

2012.02.14

 今⽇はバレンタインだ!

 昨⽇頑張ってお菓⼦を作ったよ!実は夜8時半の時、⾜りないのが気づいて、もう⼀回原料を買って、作った。めっちゃ忙しかった。でも、⼤丈夫だった。忙しかっ
 たから、写真忘れちゃった。ごめんね、みんな。でも、今⽇はもっとすごい写真を⾒せたい。

  朝、学校に着いた時、ちょうど先⽣は進路のプリントを配っていた。普通だったら、みんな⾒ないで横に置くけど、今⽇はみんな⼤切にしている。原因はこれだ!

 

    

 

  実は、今⽇のプリントにチョコレートがついてる!明治チョコだよ!そして、バレンタイン特集号って書いてある。先⽣たちはわざわざだね!中国だったら、信じられないね。

  SHRガ終わって、皆配リ始めた。私も頑張って配った。⼈数を確認するのは⼤変!でも、それよりもらう時は嬉しかった。席に戻るとき、机の上にある⾊とりどりの
 お菓⼦にびっくりした。丸でお菓⼦の店だね!昼ご飯は意外にもらったお菓⼦でお腹いっぱいになった。次の体育は⼤変だったけど、みんなお菓⼦のことばかりだっ

 た。

   

  

    

 

   ⾃分作ったやつ。
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   すごいでしょ。

 

   

 

   

 



   

 

   

 

  これを作った⼦はいつもみんなに⼥⼦じゃないって⾔われているけど、今度は本当にみんなを驚かした。

   

 

   

 



   

 

   

 

   ⼀番美味しかった!

 

  今⽇は⾬で部活は中⽌した。でも、みんな約束したようにお菓⼦をもって、部室で集めた。部室は"おいしそう!"、"可愛い!"、"作り⽅教えて"などの⾔葉でうるさかった。友達
に"⼥⼦⼒すごいね!"って⾔われた。始めてそう⾔われて、嬉しいなあ!⾃分が作ったものは友達のと⽐べて、すごい下⼿だった。でも。みんな私を励ますために"美味しい"、"す
ごい"と⾔った。みんな優しいなあ!

  今⽇⼀所懸命⾷べたけど、いっぱい残した。残りの分を楽しにながら⾷べよう︕︕︕

 

  皆のバレンタインはどうだった? 

これは⽇本語で投稿されたものです



『も』と『は』---------⽇本語の⾯⽩さ、⼤発⾒!!!

2012.02.18

  今⽇は道に歩いた時、意外にボランティアの先⽣に会った。先⽣はきれいな服を着ていたので、"先⽣、今⽇はきれいですね!"と⾔いました。そして、先⽣は、"『今⽇は』 を
⾔わないで、『今⽇も』きれいですね!と⾔ってください。"と⾔いました。初めはちょっとびっくりして、"なんで?"と考えたが、すぐ分かった。

  

  『今⽇は』だったら、今⽇⼀⽇だけきれいっていう意味なんだけど、『今⽇も』だったら、毎⽇きれいだとい意味みだね!

 

  ⽇本語はすごいと思ってる。ただの⼀⽂字の助詞を変わると、意味が⼤分違くなってきた!これからも⽇本語のおもしろいところを注意しよう、勉強になるね!

これは⽇本語で投稿されたものです
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びっくりひな祭り

2012.03.04

  3⽉3⽇は⽇本伝統的な祭り-------ひな祭りだった。埼⽟県の鴻巣市はひな祭りの⼈形で有名だから、そこに⾏ってみた。

 

  けっこう寒い⽇だった。かぜは強かったけど、開ける前1時間にもう列になった。⼦供たちもおばあさんたちもいっぱい⾏った。外に⼩さな店のいっぱい出てきた。
 桜餅とか、草餅とか可愛くて美味しいお菓⼦も売ってた。桜餅の中は普通のあんこで外は本当の葉っぱが包んでた。塩っぱいと⽢い味、意外に⼝に合った。

 

  さっそく⼈形を⾒ましょう!

 

 

  びっくり!⼈形さんはピラミッドの形に並んでいた。今年は33年⽬だから、33階もあるらしいよ!1年1階ずつ上がってるんだ。でも、今年はもう⼀階の屋根まで積ん
 でるから、来年はどうしようね。2階の床を⾼くするかしら。(笑)
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  ⼈も⼈形もすごかったわ!

 

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  初めでひな⼈形は⼥の⼦の⼈形しかないではないことが分かった。そのほかに親王や三⼈官⼥や五⼈ばやし とかもいろいろあるんだ!

 

  

 

  

 

  かわいいマスコットとの写真。マスコットは⼦供のなかでけっこう⼈気があるようだ。すごい並んだ!

 



  

 

  

 

  出⼊り⼝の所の⽵にも⼈形があった。かわいいなあ︕

 

 

 

  私もひな⼈形だ!おもしろい!

 

 



  ひなあられだ!⾊が4つあって、⽩、⾚、⻩⾊、緑であって、それぞれ健康や幸せなどの意味を持っている。

 

  

 

  鴻巣市のお⼟産-------川幅うどん。川の幅のような太さがあるから、その名前を付けてきた。⼀⼈分は⼀枚だけだよ!さすが"川幅"だなあ。

 

  ちなみに、昨⽇の夜ご飯はお⺟さんが発明した"横⽥流ちらし鮨"を⾷べた。うまかった!!!

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです



ミニ京都-------鎌倉!(第1話:円覚寺)

2012.04.12

   駅を出て、すぐ歴史のにおいがした。鎌倉、やっときた!

  ⾬の次の⽇、床はまだ濡れていた。御蔭で⼼も潤してきた。狭くて古い道、苔の付いているそばの⽯、道の奥にぼんやりしているお寺も私たちに⼿招きしているようだった。
さすが歴史のある町だなあ!

 

  

 

  先ず円覚寺に着いた。円覚寺は約700年前、鎌倉幕府⼋代執権北条時宗公が開基した⽇本現存する最古の中国建築である。

 

 

  

 

  ⼤きな⼭⾨、ちいっちゃな私

 

  

王 珏さんの⽇記



  妙⾹池の向こうは⻁頭岩だ、すごい奇麗なところだっ た。あの岩は⻁に⾒える?

 

  

  ⼭⾨から右へ、これは鎌倉で最も有名でもあり、最⼤の寺院銅鐘である、歴史は古くて、1301年に建てられたそうだ。

    

 

  朝まだ早かったから、掃除する⼈もいたんで、いっぱい聞いた。

  

   国宝である舎利殿

 

これは⽇本語で投稿されたものです



ミニ京都-------鎌倉!(第2話:建⻑寺と鶴岡⼋幡宮)

2012.04.18

 円覚寺を出て、道しるべに沿って15分歩いて、建⻑寺に着いた。

 

  

  

 

   

 

 

  ⼊る前に、左をちょっと⾒るを、⼤発⾒!鎌倉学園だ!
 

  朝早いのに、観光バスがいっぱい来た。静かだったお寺は賑やかになってきた。

 

   

王 珏さんの⽇記



 

  建⻑寺は鎌倉五⼭の第⼀位で臨済宗建⻑寺派の⼤本⼭であり、今から約760年前に建⽴した⽇本最初の禅寺である。
  

   

 

  重要⽂化財である『唐⾨』。唐⾨とは、屋根が唐破⾵(反曲した曲線状の破⾵)になっている⾨のことで、中国式という意味はない
らしいよ!

  

  坐禅するところ、⼤きい声出すな!
  

    

 

  デカイ⽊⿂!たたいてみたいなあ!
 



    

 

   ⼤覚禅師の作庭でさんべき池を中⼼とした貴賓を応接するための禅寺を象徴する
 庭園である。

 

   

 

   まっすぐな⽵を発⾒!

  鶴岡⼋幡宮はちょっと離れている所で、めっちゃ歩いた!

   

 

  やっと⾒えてきた。残念ながら、裏⾨らしいだ!

   

  



   稲荷鮨の⼤好きとしての私は、稲荷神社に⼊らないわけにはならない!

   

  

  神様は狐であるらしい!

   

 

 

    

     

  また発⾒------栗⿏だ!全然⼈間のことを怖がっていないわ!動物と⼈間が平和に住んでいることの物語すぐ思い出した!(笑)

 



      

 

   ⼤銀杏の⽊。しかし、⼀昨年強⾵に煽られ、根元から倒伏した。これは不完全の⽴派だ!
 

    

 

 

   

  裏のある池、⽔の中にあるデカイ鯉、⽔に浮かぶ鴨、枝に⽌まってる鳩。頭に浮かぶ感じはただ⼀つ:⾃然だ!近くの店で鯉の餌を
買って、鯉にやりたかったけど、鴨に⾷べられちゃった。鯉かわいそう!

 
これは⽇本語で投稿されたものです



ミニ京都-------鎌倉!(第3話:鎌倉⼤仏と⻑⾕寺)

2012.04.20

   鎌倉と⾔えば、すぐ⼤仏のことが頭に浮かんでくるね!江の電に乗って、⼤仏のある⾼徳院まで来た。

   さっそく⼤仏が登場!  (拍⼿)

   

 

    ⼤仏の⾃⼰紹介を聞いてください!

   "みなさん、こんにちは!鎌倉⼤仏です。1252年から前後⼗年間かかって造⽴されました。秘密なんですが、⾝⻑は11、3mで、体重は121トンです。昔は⾃分の家(仏殿)を持
ってたが、1334年と1369年に⼤⾵に損壊されました。ですから、今は家がないです。"

 

   

 

   

 

   そして、胎児みたいに⼤仏のお腹の中に⼊った!しかし、暗くて何も⾒えなかった!
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  すぐ近くにある⻑⾕寺にも⾏った。⻑⾕寺は鎌倉有数の古刹である。本尊の⼗⼀⾯観⾳菩薩像は⽇本最⼤級の⽊彫である。

   

 

   お寺の中のレストランで昼ご飯を⾷べた。メニューを⾒ると、全部"お寺のカレー""お寺のパスタ"などだった。気になったから、"お寺のカレー"を注⽂してみた。
 やっと、"お寺の"が付けてある意味が分かってきた。ちゃんと⾒ると、⾁が⼊ってなかった!騙たれた感じ!でも、美味しかった。

 

     

 

    レストランから⾒た海。ちょっと曇りだったなあ。

 

   

 



   

 

   桜はまだ咲いてなかったけど、梅の花は奇麗だった!

 

   

    地蔵家族だ!

     

 

   

 



  可愛い地蔵の側に、頑張って地蔵顔を表している私

 

   

 

  ⼈⼒⾞の⾞夫はみんな結構イケメンだと聞いてたから、わざわざ撮った。どう?

 

   

 

   駅でまた⼤仏発⾒!兄弟かい?(笑)

 

   

 

 

    



 

   すごい美味しかった鳩サブレー!最⾼のミツク味!

 

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです



油断⼤敵!

2012.07.06

 昨⽇起こった悲劇から述べよう。
  今⽇の⼀限の数学テストのために、蒸し暑さで汗ダラダラの私は⾃転⾞に乗って、図書館に向かった。いつも安全運転している私はいつもどおりにスピードを15km/hぐらい

に控えた。遠い所に⼤きい交差点が⾒えて、「あそこ通ったら、図書館はすぐだ! がんばれ!」と思った。しかし!!! その時、向こうから⼀匹の⿊い⾺(実は⿊い服をきて⿊い⾃転
⾞に乗った⼈)が⾶んできて、避けようもできずに、そのままぶつかた。私は 悲惨に転んでた! 痛っ!

  でも、それよりは借りた⾃転⾞はブレーキがずれちゃって、動けなくなった。仕⽅なくて、まず修理店まで運んで修理してもらった! 勉強はもちろんできなくなった、おまけ
に⾜にデカイあざができて、歩く時若⼲痛かった。

  皆さん、あと2週間で留学⽣活が終わるね。今の時間を⼤切にして、いろいろ思い出を作る同時に、安全第⼀も忘れないでね! いつまでも、油断⼤敵!!!

 

これは⽇本語で投稿されたものです

王 珏さんの⽇記



⼗六歳を迎えます!

2012.07.09

  ⼗五歳の最後の⽇だ! 今⽇は何をやったほうがいいかと友達に聞いたら、「Fifteen」という歌を勧めてくれた。聞いてみたら、今の気分にちょうど似合う!

  「⼗五歳で何をやり残したか?」⾃分に尋ねる。親に離れて、⼀⼈で留学したこの⼀年間、いろいろあった。いろいろ楽しかった、いろいろ寂しかった。何が成⻑したと聞か
れても、⾔葉に⾔えない、⾃分しか分からない、⼼から少しずつ出てくる感情、多分「責任感」というものかな。「⼀年前の⽬標に達したか?」⾃分を反省したい。いいことも
悪いことも忘れず、残りの時間を⼤切にして過ごすべき。

   今⼀番やりがいのことは、物理の「落下運動」の練習問題と戦うことだ! 最後のテスト、遺憾のないように。そして、お⾵呂に⼊って、さっぱりする気持ちで⼗六歳を向かえ
る。

  部活も頑張ります!

これは⽇本語で投稿されたものです
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家に着いた︕

2012.07.22

 皆さん、ヤッホー︕家に着いた︖北京のほうの⾬はひどいよ︕みんな⼤丈夫かい︖

 私は昨⽇⼤⾬の影響で、家に着いたら、もう１０時ぐらいだった。あちこち中国語で書いてあって、逆にちょっと慣れてなかった。（笑）

 ⽇本の友達から何通かのメールが来て、うれしい︕メールの返事と荷物の⽚付けで⼤変だ︕でも、これこそは本当の幸せだと思っている︕

 ⼀年間、お疲れ様でした︕先⽣⽅、ありがとうございました! これからも頑張りましょう︕またいつか会いましょうね︕

これは⽇本語で投稿されたものです
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