
いま東京でいる〜

2012.08.29

昨⽇東京につきました〜〜〜

きれいです。。

本当にアニメのようです〜〜

好き〜〜〜〜

 

これからの⽣活に楽しみにしています。

がんばってね〜〜 

これは⽇本語で投稿されたものです

李博涵さんの⽇記



和歌⼭。やさしさをありがとう~

2012.09.09

      ここは和歌⼭県。決して⼤都会ではありません。学校に⾏く途中、⽥んぼもひろがっています。東京のような⾼層ビルはない
し、４，５階建てのビルすら少ないんです。ほとんどが平屋や⼆階建ての家ばかりです。そのおかげで、東京では決してみられない
⾵景がここにはあります。⼭々が連なり、雲が沸き起こり、それがずっとつづいています。⼣⽇が稲穂を照らし、⾬上がりにはキラ
キラとしずくが光っています。⽇差したっぷりの道からは新鮮な⼟の⾹りが⿐をくすぐります。⽬の前に広がる⾵景のすべてが美し
いです。きっとみんなには農村なんだねって⾔われると思いますし、⽇本⼈もみんなそう思うでしょう。でも私はここでの暮らしを
満喫しています。この素朴な素晴らしさを享受しています。

      和歌⼭県⽴那我⾼等学校。1年H组。登校初⽇はとてもドキドキしていました。外国⼈だからって仲間外れにされないかなっ
て。でもここの⾵景と同じように、みんな気さくで親切な⼈たちばかりです。千裕、咲穗、中津、穗波、明⽇⾹。私の話をじっと聞
いてくれて、本当にありがとう~

      今週の体育は野球を選択。。。初めてなので、もちろん結果はボロボロ。バットを７，８回も振って、やっとあたるぐらいで
す。やっとボールが打てたとき、後ろからみんなの拍⼿が聞こえてきました。やったことはなくても、勇気があれば挑戦を。やっと
ここに１年間、来ることが出来たんだからと、初⼼を忘れないよう、⾃分に⾔い聞かせています。校舎に掲げられている“那賀⽣，
挑戦︕勇気︕夢︕”

のスローガンのように。
      寄宿先はとても楽しい家庭です。明るくて話し好きなお⺟さん、毎⽇元気いっぱいの三⼈の⼦供たち。ビニール袋がお気に⼊り
の猫チャン。すぐになじむことが出来ました。ここが私が⼀年過ごすところです。ここの暖かさが不安な気持ちを吹き消してくれま
した。

      中国の家族のことは︖もちろん懐かしいです。でもそれよりも、もっとここでの⼀年を満喫したいと思っています。

 

李博涵さんの⽇記



ぶっとんだ毎⽇

2012.09.09

     この前の⽇記は真⾯⽬に書いちゃった。。。だから雰囲気を壊すようなことは書かなかったの。。。ここに書いちゃうね。

     数学の先⽣が⿊板に問題を書きだして、みんなに10分以内にできたら200円をあげる、と⾔ったんだ。そして私は２００円ゲッ
ト。。。まあ、他にも７⼈がもらえたんだけど。。。先⽣ったら、ションボリしながら1600円か、⾼くついたなって。。=。=

     体育の授業の前に、みんな教室で着替えるの。しかも男⼥⼀緒に。もちろん、中はちゃんと着ているんだけど、ちょっとビック
リ。。たしか⽇本って、ちゃんと「着替えるための部屋」があるはずじゃあ。。それとも私が昼メロのみすぎ︖。。。>。<

     来週は⽂化祭。私たちと隣のクラスはお化け屋敷をやるんだ。今、教室の棚の上にはお⾯とか、かつらとか、マネキンとかがの
っかっている。。ビックリさせられた先⽣たちも少なからず。。。

      三年⽣にとっては最後の⽂化祭。男⼦はセーラー服を着て、ミッキーの⽿やリボンをつけるんだ。⼥⼦はワイシャツにズボン。
すごくコワイんですけど。。はじけちゃってる三年⽣。。。。。でも私にとってもこれが最後の⽂化祭だもんね。しっかり楽しまな
きゃ。ハハ。親愛なるゴーストさん~~~

       いろいろ書いちゃった。ムチャクチャでしょ︖でもすっごく幸せなんだ。

李博涵さんの⽇記



これは先週分の⽇記。。。

2012.09.17

      お⺟さんの英語の先⽣の所へ⾏ってきました。もう80歳を過ぎているけれど、すごくしっかりしてらっしゃいました。ご⾃宅に陶芸の作業室があって、中国画のお教室も
開いて、それを全部⾃分で始めたんだとか。中国語と英語ができるそうです。お⼦さんがもう亡くなっているので、何でもご⾃分でするとのこと。⽼後って感じが全然なくて、
むしろまだまだこれからって感じです。ちゃんと今の時代に⽣きていますね。⾃分はこんな年なので、⽼後のことをはなすのはまだまだ早いかな。でも若い気持ちを持って、何
事にもチャレンジし続けていきたいな。

      それから粉河寺へも⾏ってきました。

      そこには、触るとパワーがもらえるっていうご神⽊があって、4，5⼈でぐるっとようやく囲めるぐらいの太さ。。じっと樹にしがみついていたから、朝、ちゃんと起きら
れるパワーがチャージできたかも。。=。=

 

      今まで⽇記を書かなくて。。。ダメだなあ。。

李博涵さんの⽇記



~那⾼祭、最⾼︕︕︕︕︕~

2012.09.17

      今週から那⾼祭がスタート。

      ⽔曜⽇は⽂化祭の準備⽇。1-hのテーマは”Always~六丁⽬のうらめしや~”。意味は永遠の六丁⽬の怨念。⿊いカーテン、⿊いビニール袋、そして⿊いガム
テ。教室を完全に真っくらな遮光状態に。段ボールを貼りあわせて棺桶を作って、トイレットぺーパーで⼈形を作って、⽔が噴き出したり、ドアを開けると⽣⾸が
⾶び出てくる仕掛けも。お化けが迫ってくる多⾯鏡も。まさか教室でここまでのことができるなんて。。。。=。=まったく教室だったおもかげはなし。。。

     ⾚い染料で塗られたナース服、⽩いマスク。お化け役の⼈たちもコワイ。。

 

     ⽊曜⽇が⽂化祭初⽇。

     まず体育館で校⻑先⽣のお話を聞いて、部活の展⽰を⾒学に。吹奏学部は場内を⼤いに盛り上げて、三年の先輩たちもノリノリ。。。

      それから⾃分たちの模擬店や、展⽰、三年⽣のステージ発表。誰も来なかったらどうしよう、なんてちょっと⼼配してたんだけど、はじめて20分もたった
ら、外は⻑蛇の列。1年のブラジル留学から帰ってきた先輩とおなじように⽇本に留学に来ている本先⽣も来て、褒めてくれたよ。すごくうれしい~~~~~

      午後はお茶会へ。場所は茶道部の部室。いつもはフローリングだけれど、今⽇はちゃんと畳を敷いていたよ。和菓⼦がすごくきれいで、おいしかったな。お茶
をいれてくれたのはクラスメートの和枝。茶碗を⼿の上で⼆回まわしてから、客の前に置く。それからどうぞって。中国の⼩さな紫砂茶椀とちがうところは、⽇本
のお茶碗はわりと⼤きいところ。でも中のお茶はそんなに多くないんだよ。それに透き通ったお茶ではなくて、真緑なの。⽢くなくて、何ともいえない味。でも、
正座って中国⼈にとってはやっぱりツライ。。脚がしびれちゃって。家に帰ってから、妹が、書道の授業でもずっと正座をしているから、1時間だって全然平気だ
って。。。まさか正座も⽇本では学校の必須科⽬になっているのかな。。。。

 

     ⾦曜⽇は⽂化祭⼆⽇⽬。そしてこの⽇が最終⽇。

      模擬店で思いっきり⾷べて。。。たこ焼き、おもち、綿菓⼦。。。みーんな、⽣徒が⾃分で作っているんだよ。ときどき売り物にならない失敗作もあったりす
るけれど。。

      たこ焼きは⼤⼈気だね。。30分も並んだよ。でもわさび⼊りのが⾷べられたから。。。わさびは無作為に⼊れてるから、⾷べられてアタリだったのか、ハズ
レだったのか。。。

      お昼12時に展⽰は終了。教室もいつものように元通りに。壊すときは、ちょっと⼼が痛んだな。。。明るい教室が、かえってヘンな感じ。。笑>。<

 

     今年の⽂化祭は、⽣徒主催でもうひとつのイベントが。みんな数字が書かれたカードを持って、これは学年によって⾊が違うんだ。⾃分と同じ⾊、同じ数字の
カードを持つ異性がみつかったら、抽選が出来るの。それから写真を撮って、⽂化祭中に貼りだされるんだ。私も⾦曜⽇に同じ数字のカードを持つ男⼦を⾒つけら
れたよ。カッコイイ男⼦だったよ~~~ハハハ 。。ちょっと⾃慢~

 

     素晴らしい思い出、最初で最後の⽂化祭。さようなら、六丁⽬のうらめしや。

 

     でも来週は体育祭があるんだ。那⾼祭はまだ終わっていないのだ。ハハハ。。ワッハッハッハ~~  

李博涵さんの⽇記



お寿司と花⽕。へへ、⼩さな幸せ

2012.09.17

      ⽊曜⽇に、本物のお寿司を⾷べてきたよ~~~~~

      回転寿司は、2列のテーブルのあいだに回るレーンがあるの。⾷べたいものがあったら、そこから直接取るんだ。テーブルのパネルで、⾷べたいものを注⽂す
ることもできて、すると⾃分たちのテーブルの⾊と同じ⾊のお⽫に乗って、お寿司が運ばれてくるんだよ。パネルにも、もうすぐ注⽂したお寿司が到着しますよっ
て、表⽰が出るしね。

      ⽣物を⾷べたら、おなかをこわしちゃったりしないかなって⼼配していたんだけど、キットダイジョウブだよって誘惑のほうが⼤きくて。。。でも好物のわさ
びと⼀緒に⾷べると超おいしい。。。=。= お⺟さんが⼤⼈の⾷べ⽅ねって。。妹と弟はわさび抜きで、⽢いタレをつけて⾷べているから。。

      お腹いっぱい⾷べて帰ってから、夜は花⽕~~~~~⼿で持つ花⽕で、先端からキレイな⽕花がパチパチでるんだ。楽しかったな。ま、花⽕の袋には⼦供⽤って
書いてあったけれど。。。妹と⼀緒に道路に字や絵をかいて遊んだよ。もちろん、翌⽇にはちゃんと⽔できれいにしておきました。環境破壊はゼッタイダメだから
ネ。。。。

李博涵さんの⽇記



⼈⽣は⼀度だけ。輝かしい体育祭

2012.09.23

      今週の⽊曜⽇は体育祭でした。

      こっちの体育祭は天⼼の運動会とは全く別のものだったよ。重視するのは成績ではなく、運動すること⾃体。こっちの体育祭には100m⾛も、200m⾛もないし、400m
⾛、800m⾛、⾼跳び、幅跳び、順送球もない。あるのはラジオ体操、三⼈四脚、綱引き、台⾵の⽬、騎⾺戦、運動部のリレー、⻑縄⾶び、障害物競争、そして三年⽣のダン
ス。

      ラジオ体操が、わたしが唯⼀参加した種⽬なの。。。TTT___TTTこっちに来る前に、出場選⼿はもう⼀通り決まってたから、これしか参加できなかったんだよ。ほんとは
他の種⽬もめちゃくちゃ楽しそうだったからやりたかったんだけど。。。

      三⼈四脚は、そんなに珍しくもないかな。天津にもあったし。しかも⼗⼈⼗⼀脚だよ。練習のとき、何回転んだか、何回踏まれたかもう覚えてないや。クラスメイトのみん
な、お疲れ様でした~

      綱引きは、先⽣と保護者の⽅が⼀つのグループになって参加してたよ。負けちゃったけど。。。でもよく頑張ったと思うんだ\(￣▽￣)/

      台⾵の⽬は、5⼈が棒を持って前に向かって⾛り、障害物を蛇⾏しながら、また折り返し戻ってくるっていう種⽬。全体的にジグザグしたコースになってた。簡単そうに⾒
えたけど、回転するときに中⼼がゆるんじゃうと、みんな振り落とされて転んじゃうから⼤変そうだった。

      騎⾺戦は、3⼈で帽⼦を被った⼈を担ぎあげて、担ぎあげられた⼈は他のチームの帽⼦を奪い合うっていう競技。相⼿の帽⼦を奪い取ったら勝ちなんだって。

      運動部のリレーでは、全ての運動部がそれぞれ⾃分たちの分かりやすいユニフォームを来てリレーをしていた。柔道部と剣道部の服装はわたし的にすごく眼福だったよ~

      ⻑縄⾶びは、みんな全員縄跳びの真ん中に⽴って、どのチームが⼀番多く跳べるか競う競技。あ、もちろん連続で、ね。天津でやってた、跳んだら抜けるスピード重視の⻑
縄に⽐べて、これは更にチームの団結⼒が試されるなと思ったよ。

      障害物競争は、たぶんみんな参加したくない種⽬なんじゃないかと思うな。少なくともうちのクラスはくじ引きで参加者を決めてたよ。負けた⼈も悔しいとは思うけど、み
んな⼀⽣懸命やってたから、すごい感動したよ~

      三年⽣のダンス。もうまもなく卒業してしまう三年⽣にとっては、これが最後の体育祭。みんな⾃分のクラスカラーの服を着ていて、その服には周りの⼈からのお祝いの⾔
葉でいっぱいだった。男⼥⼀組になって、三年⽣全員が参加してた。最後みんなで中⼼まで⾛り、⾊とりどりのタオルを空に放ったときは、まるで映画のワンシーンみたいだっ
た。沈みかけたオレンジ⾊の⼣⽇の中、空にきらめく美しい虹。あの景⾊を⾒た⼈たちがみんなどんなことを思ったのか、わたしには知る由もないけれど、でもきっと⻘春と
か、夢とか、そういうものが関わっているんだろうなとは思う。わたしたちの時代は、和歌⼭のそよ⾵の中、まさにいま始まろうとしているんだ。

 

      ⼈⽣は⼀度だけ。輝かしい体育祭。

 

李博涵さんの⽇記



今⽇遠⾜に⾏ってきました︕

2012.10.19

またずっと書いてなかったね。申し訳ない。。。

やっとテストが終わったんだけど、なんと数学が第⼀位だったのハハハ︕他の科⽬はやっぱりすごい難しいんだけど。。

 

今⽇は遠⾜に⾏って来たよ。最初は⼩学⽣のときの春の遠⾜みたいなものなのかなって思ってたんだけど。。実際はそれよりももっと⾃由な感じだった。

⽬的地はクラスごとにそれぞれ⾏きたい場所を選ぶの。うちらは本当はUSJに⾏きたかったんだけど、きっとみんな⾏くんだろうなぁって思って。最終的にBBQにしたよ︕

 

焼⾁︕︕美味しかった︕︕︕︕︕︕︕︕

ジャガバターもやばかった︕

いやぁ⾷べ過ぎちゃったよ。。。。。

 

明⽇⾹と穂波がカッパを持って来ててさ。。。それで⽔球もめっちゃ盛り上がったんだ。。

寒くないのかって。。。だって⼭の上だよ   

だから夜ご飯のときに男⼦たちが残った炭⽕で服を乾かしてた。。。

なんともすばらしい光景だったよ。。=。=

 

 

今⽇はすっごい楽しかった︕写真もたくさん撮ったんだけどさぁ。。なんでまだアップ出来ないのかなぁ。。。TTT___TTT

 

李博涵さんの⽇記



⽇本DIYってススンでいるね〜︕

2012.10.21

午前中、植物園に⾏ってきたよ︕すごくきれいなところだった︕

建物の中にあるようなのじゃなくて、本当に⼭の上にある、天井の無い⾃然環境のなかにあるんだ（もちろん温室もあるけれどね）。

 

今⽇はそこで、DIY作品の展⽰もあったの。ほぼ全部⼿作りだよ。カバンやアクセサリー、陶芸品、洋服、もう⽬移りしちゃう。。。

フォトスタンドとミニチェアーを買ったんだ（飾りのだよ。 ）でもね、すごくアンティークっぽいの。。。%>_<%。。⽊製で、錆の浮いた釘を使っていて、⾊が抜けたよ
うな感じになって花⽂字が書かれている。こんな時を経てきたような物って⼤好きなんだ。どこかアンティークみたいで。。。(┙>∧<)┙

 

いいものをたくさん⾒せてもらっちゃった。アハハO(∩_∩)O  作り⽅を習いたいなあ。⾃分で作ったら、もっと好みのものができるんだろうな。。

 

 

⼣飯は外⾷で、うどん屋さんへ︕カレーうどんって初めて⾷べたよ︕それから明太⼦おにぎりと海⽼天も⾷べたんだ。メンタイコって、いったいなんなのかなってずっとフシギ
だったの。野菜の⼀種なのかなって思っていたんだけれど。⾷べたらわかったよ。これって⿂の卵みたいだね。。。

それとね、冬のズボンのことを⼼配しているの。今年が過ぎたら夏のズボンになっちゃうかも。。。太っちゃったし。。⿊くてデブで。。TTT___TTT

最後に、先⽣⽅、タスケテください。。どうして画像がアップできないんでしょうか。。。。

 

 

李博涵さんの⽇記



１０⽉２２⽇に⽇記︕つまらないテーマってすみません。。。

2012.10.22

 

今⽇のお昼は友達と関⻄弁について話した。\(￣▽￣)/

中国で関⻄弁「こんばんは」を聞いた。⽇本語を勉強したばかりの⼦は間違えた発⾳だと思う。おかしいアクセントに⼤笑いだ。そ
れは関⻄弁と知った後、深い興味を持っていく。ママはちゃんと標準語を勉強しなさいと⾔われたけれど、ここは関⻄だから、関⻄
弁になっても仕⽅がない。(╭￣3￣)╭

 

英語部の劇も続いて練習している。発表の⽇は⾃分のスピーチを発表する⽇と⼀緒、両⽅するのは⼤変だから、劇のほうはわき役を
している。わたしの役はもちろん主⼈公をいじめる悪い姉役だ。たまらなく楽しい。（笑）いい⼦の役じゃなくても頑張って練習し
ている。

 

今⽇、友達は病気で休んでいた。急に寒くなって、⾵邪を引いている⼦がいっぱいいるから、皆さんも⾵邪を引かないように気をつ
けてね〜元気でね〜(o^∇^o)ﾉ

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

李博涵さんの⽇記



カラオケに⾏ったよ︕

2012.10.28

昨⽇の午前中で模試がおわったあと、みんなでどこかに遊びに⾏こうってことになったんだ~

で、カラオケと街にでることに決定。

⽇本のカラオケって初めて。⽇本の歌もあまり知らないし。

歌えるのは嵐と東⽅神起TTT̶̶TTT

でもね、なんと中国の歌があった︕︕︕曾轶可の歌を思いっきり歌ったよ~~~~~

カラオケのお店で同じクラスの中川君と児⽟君もみかけたんだ。昨⽇は男⼦バレーの試合。試合が終わったから部員のみんなと遊びに来たんだね。考えることはみ
んな⼀緒。。。

 

それから街に出て。⼥⼦の⾏動ってやっぱり同じ。。。これカワイイね、あっちもすごくカワイイよ。。ちっちゃい⼦のスーツがあった。。。なんかおもしろい
ね。。。

 

8時過ぎにやっと帰宅。ちょっと遅かったな︖でも楽しかったな。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

李博涵さんの⽇記



 

 

 



さようなら、井端先⽣~これからもがんばってくださいね

2012.10.31

 

 

三週間前に、教育実習の先⽣たちが学校に来たんだ。みんなやっぱり⼤学⽣みたい。これは⼤学の教職課程のひとつなんだよね。

私たちのクラスに来たのは井端先⽣。背はあまり⾼くないけれど、超カワイイの︕︕︕すごく、すごくよく笑う先⽣で、笑うとえくぼができるんだ。なんてカワイイ︕︕ 井
端先⽣の担当教科は英語。そして那⾼の卒業⽣︕でも国際科ではないとのこと。先⽣がこの学校にいたときは⼥⼦が多いクラスだったので、この1̶Hみたいにクラスに男⼦が
半数いる以上いるなんて、すごく新鮮な感じがするって⾔ってたよ~

三週間って⻑い気がするけれど、こんなふうに過ぎて⾏って。。。

昨⽇は教育実習の最終⽇。みんなで先⽣にメッセージをおくったんだ。⿊の⾊紙に４１個の⽩いハートマークを貼って、そこにみんなでびっしりと先⽣への⾔葉や応援メッセー
ジを書いたの。真ん中には先⽣の名前が書いてある⾚いハートマーク。放課後、みんな⼀⻫に⽴ち上がって先⽣に「井端先⽣、この三週間、ありがとうございました︕」って。

 

たった三週間だけれど、こんなに仲良くなれるなんて。。

なんだか不思議。。

前に私が⾔ったように、さっぱりしている、これが私のみんなに対する印象。

私がここを去るときもこんなふうに送り出してくれるといいな。

 

 

李博涵さんの⽇記



岩出市⽂化祭~~ (o ° ω ° O ) ノ゙

2012.11.04

昨⽇は⽂化の⽇。市⺠体育館で⽂化祭があったよ︕

個⼈的には学校の⽂化祭より深いカンジが。。。。=。=

アニメやらお化け屋敷って、若者向けだよね。。。

 

 

学校の茶道部の先⽣もみかけたよ︕学校ではいつも洋服だけど、今⽇は着物︕︕︕なんてキレイ︕︕

お⺟さんがおしえてくれたけど、先⽣が若かったころは、茶道部にもたくさんの男⼦部員がいたんだって。。（笑）

 

和歌⼭はぐるっと⼭に囲まれて、森林資源も豊富。あるブースではのこぎりで⽊を切る体験ができたんだ。でも細い⽊で、太さ10㎝ぐらいかな。。。ところがな
かなか難しくて、切りはじめはよくても、だんだん腕がしびれてくる。。。体がなまっているのかな︖。。。TTT___TTT

 

郵便局のブースでは無料でプレートを作ることができたんだ。カバンとかにつけられるヤツね。丸いのとか、芸能⼈の写真のだとか、⽂字を書いたりアニメキャラ
クターのとかね。もちろん東⽅神起のがイイ︕︕︕でもちょうどいい写真をもっていない︕︕︕︕お財布に⼊っていた２枚ともサイズが⾜りなかった。。。。。

 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

最近、週末はイベントがもりだくさんだなあ。。。そういえば⾃分って宅⼥だったはず。。。=。=

 

李博涵さんの⽇記



岩出市の副市⻑に会いに⾏くよ~ (/≥▽≤/)

2012.11.04

同級⽣のお⽗さんが市役所でお勤めしているので、そのお⽗さんが副市⻑さんとお話をしているとき、私のことが話題にのぼったんだとか。。。

副市⻑さんも中国語が話せるので、私と会ってみたい、と⾔ってくれたんだって~~~

そして⽕曜⽇、ケーキをたべにいくことに︕︕︕

 

市⻑さんなんて雲の上の⼈だったのに。。。

 

すごく楽しみだな︕ (/≥▽≤/)

 

 

李博涵さんの⽇記



地震︖⼤丈夫か︖ (°□°︔)

2012.11.24

 

 

テレビで⾒たんのだ。

六時に、関東で地震あったそうだ。

みんな、⼤丈夫か

震度４ってどんな感じ知らないけど、ママの話を聞くと、けっこう⼤きかったと思う。

気をつけてね〜

 

 

 

ママは和歌⼭で地震がいつ来てもおかしくないといった。怖いよ。。。

地震応対を勉強しよう

 

 

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

李博涵さんの⽇記



スピーチ。。スピーチ。。緊張していた (┙>∧<)┙

2012.11.25

 

 

 

 

この景⾊めっちゃ好き︕ ⾬の⽇きれいな〜

 

近畿⾼校総合⽂化祭〜実は、⿃取県からのこもおったよ。遠いな〜

那⾼'beauty and beast' °全員︕

李博涵さんの⽇記



 

お弁当〜   おいしかった︕ママが作ったのはもっとおいしいけど。。。 (｡・`ω´･)

 

 すごく緊張した。。。ミ ﾟДﾟ⼺   原稿もちょっと忘れた。。。

タイの男の⼦といっぱいしゃべった〜

 

参加賞もらった〜シャーボやで〜

 

スピーチなければ、もっとたのしいかも。。。

うそ。。うそ。。スピーチはいい体験やで〜

 

 



楽しかった〜わお〜〜〜〜〜\(￣▽￣)/

 

 

 

 

 

 

この⽇記をママに⾒せたよ。ママは⾃分の写真も送れといった。送りたくない、だってかわいくないもん。。。∑(っ °Д °;)っ

 

 

 

 

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです



家庭科俱乐部

2012.11.30

 

 

明⽇は家庭科クラブへ⾏く︕

ママと友達が開くのよ〜〜

⼿作りあまりうまくないけど、やりたいで︕︕︕︕︕

 

実は九⽉も⾏ったよ〜  バブーシュを作った。。かわいいで〜

明⽇なにを作るの︖今考えてる中〜

 

 

楽しみにしてる〜〜〜

 

 

明⽇作品の写真を⾒せるわ〜かわいいやったら。。。 (*￣∇￣*)

 

 

 

 

 

李博涵さんの⽇記



家庭科クラブ〜 成果発表  (/≥▽≤/)

2012.12.08

先週の話やけど。。

 

家庭科クラブかわいい作品を作ったよ〜

めっちゃ頑張っていたマーちゃんとほのちゃん〜

 

キャンドルやで〜   かわいいやろう〜

燃えたら、においも出てくるよ。。\(￣▽￣)/

燃やしたいな〜〜〜〜〜

 

李博涵さんの⽇記



ストラップやで  ⾃分も作ったのよ〜

私が作ったのはどれかな︖〜 みんな推測してね〜

これは⽪にアルファベットを⾦づちで打ち込んだ。。KEEP THE  FAITH︕

 

 



 

クリスマスリース︕ かわいい︕︕︕︕︕めっちゃクリスマスの雰囲気する︕

 

 

⼥⼦やから、こんなおしゃれなものが好きやな。。

三⽉も家庭科クラブがある〜ぜひ参加したい〜

作れるものも変わるで。。なにを作るかな︖〜

楽しみにしてる〜〜

 

 

 

ちょっと話題が変わったけど、お昼のときママの⼿作りピザを⾷べた〜めっちゃおいしかった︕︕︕︕︕︕︕︕

 

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです



久しぶり!

2013.01.29

久しぶりやな〜

最近忙しいから、⽇記は書いてなかった。ごめんよ〜

何でそんなに忙しいの。。＝。＝

毎⽇やること多すぎるよ

どうするの。。

毎⽇毎⽇。。

もう無理よー

 

 

 

ごめん、うそつき。

すみません。（笑）

李博涵さんの⽇記



私、怠け者です。

 

最近遊ぶばかり、帰ってきて眠くて、そのままねた。

⽇記は書かんなぁアカンやな

ごめん、今⽇から頑張るわ

いっぱい⽇記⾒てもびっくりしないてね〜

 

 

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです



こんにちわ、１７歳︕

2013.01.29

今⽇１７歳の誕⽣⽇やで︕︕︕

 

教室の後ろの⿊板に

プレゼント︕︕︕お菓⼦いっぱいもらったよ〜うれしい〜

 

 

⽇本での始めての誕⽣⽇︕もちろん最後やけどな（笑)

 

ありがとう、みんな

感動したよ〜〜〜

 

李博涵さんの⽇記



クラスメートより年上になったよ〜

みんな、敬語使ってね〜︕（笑）

うそうそ︕（笑）

 

これは⽇本語で投稿されたものです



２⽉１４⽇は何の⽇でしょう︖︕

2013.02.15

 

バレンタインやで︕

みんなチョコもらったか︖︕

 

私いっぱいもらった︕o(*≧▽≦)ツ

⼿作りのチョコとケーキ〜 ⼤好きなシュークリームもある︕

超うれしい︕超おいしい︕

すごいなぁ、みんな〜

店で売ってるみたいなおいしさで感動した︕

ありがとぉ︕(/≥▽≤/)

マーちゃん（ホストの妹ちゃん）もチョコ作るのがめっちゃうまいで︕

わたしが作るとき、そばで⼿伝ってくれた

教えてくれた〜

（実はマーちゃんが作って、私が⼿伝うんやけど。。笑）

李博涵さんの⽇記





完成品、めっちゃかわいい︕︕︕
 

  

  

チョコ作るなんか初めてです︕

⾯⽩かった︕

ひゃっきんで作る道具を買った〜

帰っても作れるように〜

 

初めてやから、絶対おいしくない︕味に⾃信ないっす︕

けど、みんなに⽢さをあげたいって気持ちを込めて作ったから、

それでいいと思いまーす︕（笑）

頑張ったなぁ︕⼥⼦⼒アップ︕

 

ホワイトデーのとき、クラブの男⼦からの返しもらえるらしい〜

待ってまーーーーーす︕︕︕︕︕(｡◕ˇ∀ˇ◕）

 

これは⽇本語で投稿されたものです





世界を⾒せてあげたい。

2013.02.15

 

世界を⾒せてあげたい。

これはホストマザーが⾔った話。

 

今のホストは去年台湾へ⾏った、今年も外国へ⾏くつもり。

遊ぶことがすきな家族かなとずっと思っている。

しかも、今⽇詳しく聞いて

 

「娘に世界を⾒せてあげたい。

世界の⼤きさを⾒せてあげたい。」って

 すごく感動した。

けど、「いいな」を⾔わなかった。

 

⾃分のお⺟さんもそうだと思っている。

外国旅⾏なんか連れてくれないけど、

きっと、世界を⾒せてあげたいって気持ちを持っている。

それは⺟親の気持ちやと思う。

わたしはお⺟さんがなってほしい⼥になれないかもしれない。

これからもよくないことして、怒らせるかも知れない。

１７の⼈⽣でたくさんの迷惑をかけた。

ありがどう。

ありがとう。

これからも

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

李博涵さんの⽇記





三秒ルール︖︕

2013.02.16

 

三秒ルールって知ってる︖

初めて知ってた︕

 

 

⾷べ物を⼝に運んでる途中で、フイに落ちたときあるんかい︖

もったいないやん〜

やから、三秒以内に拾って⾷べたらセーフやで︕

おもろっ︕(o^∇^o)ﾉ

これは⽇本語で投稿されたものです

李博涵さんの⽇記



卒業おめでとうございます︕︕︕︕︕

2013.03.05

  

     先週の⾦曜⽇に卒業式があった。

    最後に制服を着て学校へいき、最後に教室の⾃分の席に座り、担任の先⽣から卒業のお祝いの⾔葉をいただき、⾼校⽣活も終わりだ。

    三年間に勉強も部活も友達との付き合いも、いろんなことを最後まで頑張ったから、名前を呼ばれて、卒業できることになった。

    三年前、三百⼈が那賀⾼校に⼊って、でも今年卒業できた⼦は２９２⼈だ。

    ⼀⼈の男の⼦は体育祭の前になくなった。もう⼀⼈の⼥の⼦は交通事故でなくなった。ほかの六⼈もいろいろな理由で卒業できなかった。

    ⾼校⽣活を完璧に送れるのは当たり前なことじゃないって知ってるから、卒業式も有意義になった。

    卒業式が終わって、クラブで先輩を送る会もあった。

    先輩にお花と⾊紙に寄せ書きを贈った。⼀⼈ずつ前に出て、先輩にお祝いの⾔葉をいった。私はクラブに⼊るとき、先輩たちは⼊試のために練習にこなくなっ
てた。しってる⼈はいなかったけど、みんなが泣いてたので、私もジーンとしちゃった。三年間ずっとクラブを続けて、すごいなぁと思っている。私だったら、た
まにサボるかも知れない（笑）

 

     去年の九⽉から知り合った先輩も卒業になった。先輩といっても、実は友達みたいに付き合ってる。たまにランチにいったりもしてる。先輩は去年ブラジルへ
⾏って、⼀年留学した。留学⽣の気持ちがよく通じるから、めっちゃしゃべりやすい。そんな先輩が卒業して、ちょっと悲しい。。TT＾TT  ⼤学に⼊っても、
時々遊びに来るかな。。

 

     ⾃分が７⽉帰るとき、この学校と離れるときもそんな感動あるかな。。けど、楽しみなんかしてない。

 

     卒業おめでとうございます。

     これからも頑張ってください。

     応援してます︕o(*≧▽≦)ツ

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

李博涵さんの⽇記



マラソン⼤会〜晴れの⽇を祈ってます︕

2013.03.09

 

 

明⽇はホストと⼀緒に岩出市のマラソン⼤会 出る予定っす︕

弟とファミリーコース出るらしい (*￣∇￣*)

２キロ⼩⼀の⼦にとってつらいかなTT^TT

まあ、頑張るわ〜

 

天気予報によって、明⽇⾬ らしいやわ

⾬やったら、たぶんなくなると思う

この前、学校もマラソン⼤会あった︕

けど、中間研修のあいたやから、出れやんかった

やから、もし明⽇も出れやんかったら、ほんまに残念やわ。。。

 

晴れ の⽇を祈ってます︕

お願いします︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです

李博涵さんの⽇記



岩出マラソン⼤会︕疲れた︕

2013.03.11

 

昨⽇岩出のマラソン⼤会に出ました︕

 

２キロやけど、さがいっぱいあって、疲れた。。。

 

クマモンおったよ︕

クマモンのパジャマを着てるだけやけど、写真も撮ったよ︕

 

妹と弟、みんな頑張ったよ︕︕︕︕︕o(*≧▽≦)ツ

 

お疲れさん〜

 

ゴールっす︕

 

楽しかった︕︕︕︕︕︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです

李博涵さんの⽇記





明⽇ユニバ︕

2013.03.11

 

明⽇も⾼校⼊試で休み︕

 

ユニバいこうってかえと約束した〜

 

ユニバってｕｓｊのことっす︕

 

関⻄でユニバと⾔ってる

 

この前も⼆回いったよ〜

 

楽しかった︕

 

アメリカの映画に⼊ったみたい︕

 

夜は少⼥の夢みたい（笑）

 

明⽇楽しみ︕(╭￣3￣)╭

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

李博涵さんの⽇記



３⽉１４⽇何の⽇ですか︖︕

2013.03.18

 

ホワイトデイです︕

 

バレンタインの返しにいっぱいもらった

 

ともチョコやけど（笑）

 

本命おらんわなぁ（笑）

 

ほしいかも（笑）

 

クラブの男⼦作ったのがめっちゃおいしい〜

びっくりした︕

⼥⼦⼒負けたかな（笑）

 

先⽣からもハンドソップもらった︕

 

李博涵さんの⽇記



 

来年もらえやんかな TT^TT

ほんじゃ、来年みんなにあげるわ〜

バレンタインチョコもらえるなんか超うれしい〜

みんなにもうれしさ届けたい︕

（＾∀＾）

 

 

 

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです



警報イコール休み︕

2013.03.18

 

 

今⽇和歌⼭暴⾵警報出てきた〜

学校休みになった︕

 

ママに学校休みってどうやって知ってんのと聞かれた

それはテレビで⾒たのいよ〜

 

九時前に解除されたら、１１時に学校⾏かんなぁアカン

１１時前に解除されたら、１時に学校⾏かんなぁアカン

１１時前に解除されてなかったら、学校休みになる︕

 

それは那⾼の決まりよ〜

学校によって違うと思います〜

 

今⽇⽇本気象警報初体験やん（笑）

楽しんで寝た〜

 

明⽇も頑張ってね、わたし〜

もう寝るよ〜

お休み〜\(￣▽￣)/

 

李博涵さんの⽇記



 

これは⽇本語で投稿されたものです



卓球⼤会︕卓球部のみんなに会えってありがとう〜

2013.03.19

 

⽇曜⽇岩出卓球⼤会に出た〜

みんな、お疲れ様でした︕

団体チームで３位取った︕

試合出たのは四つのチームしかないけど(笑）

中学⽣に負けたよ、ちょっといややけど

確かに相⼿のほうがうまい TT＾TT

あの⼦は中三の⼦やから、四⽉那⾼に⼊るかも知れへん

後輩に負けたなんか TT＾TT

もっと頑張らんなアカンわな

⾃分の不⾜を⾒つけて、これからの練習の⽬標を決める

それは試合の意味やと思う

李博涵さんの⽇記



卓球最初の賞︕うまくできなかったけど、頑張った

賞品〜関⻄のおばちゃんぽいって⾔われた（笑）

 

 

⼤会終わった、打ち上げもした

お好み焼きの専⾨店やった︕

⾃分で作って⾷べる〜

⾯⽩かった

わたしこんな初めてやから、

友達に任せて、写真ばかり撮ってた〜（笑）

おいしかったよ〜



これ名前なんか忘れた

関東でよく⾒られるけど、関⻄で少ない〜

お好み焼きの専⾨店しか⾷べれやん〜

 

おいしかった〜

⼀番うまいのはやっぱりチーズのやつ︕

綾那めっちゃ⾯⽩い〜

チョコパフェも⾷べた

 

先⽣がお⾦払ってくれた〜



バレンタインの返しやでって⾔ってた（笑）

 

先⽣と別れて、場所変わって、アイスも⾷べに⾏った〜

夜のテンションおかしいで(笑)

 

 

卓球部に⼊ってよかったなぁ〜

今思ってる〜

先輩までみんなやさしいし、先⽣も⾯⽩いし

卓球うまくなるだけでなく、性格も明るくなれる

那⾼の卓球部の秘密は笑顔〜

これは⼀⽣忘れない

 

みんなに会えってありがとう〜

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです



最初の気持ち

2013.03.21

 

今⽇は留学ドキュメンタリーの第⼆話「来⽇当初の⽬標」をみた

 

⾃分がこんなこと書いたっけ︖っておもった

「周りの⼈に中国についてもっと知ってもらいたい」（李博涵）

「中国⼈としての偏⾒をなくしたい」（李博涵）

「⼈⾒知りなので、積極的に交流して明るい性格になりたい」（李博涵）

 

 

全然覚えってないけど。。

でもくるときめっちゃこんなこと考えたのを覚えてる

今⾒たらあのときのほうがやる気満々かな〜

 

もう半分過ごしたなあ

四カ⽉しかない TT＾TT

 

残りの時間で初⼼を忘れずにやると思っています︕

 

まあー、頑張ろう みんな〜

 

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

李博涵さんの⽇記



先⽣からもらった︕

2013.03.25

コメントでーす︕

受けてる授業の担当の先⽣が書いてもらった

めっちゃ褒めてもらってうれしかった︕

ちょっと褒めすぎたかも(笑)

でも、もらった時ほんまにうれしかった︕

ちょっと中国語で書いてる部分もあったよ︕

英語の先⽣は中国へ⾏ったことあって、「好︕」はいえる︕

⾯⽩い先⽣やな〜

 

これからも頑張ります︕

李博涵さんの⽇記



 

これは⽇本語で投稿されたものです



⼀年最後の授業⽇〜

2013.03.28

 

ちょうど友達の誕⽣⽇やった

仲いいみたいやろう︕

 

担任の先⽣も⾊紙にメッセージを書いて渡した

 

１－H最⾼︕

みんなやさしいし、変な⼈もいてない（笑）

クラスあまり変わりたくないTT＾TT

 

１ーH⼤好き︕︕︕︕︕

 

 ⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好
き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤
好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕
⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好
き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤
好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕

李博涵さんの⽇記



⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好
き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕⼤好き︕

これは⽇本語で投稿されたものです



のんびりできない

2013.03.28

 

 

奉くんの⽇記⾒て、楽しい春休み送ってるらしいでえ

のんびりできる⽣活、うらやましいやわ〜（笑）

 

今春休み中。

でも、実は休みないです︕

卓球毎⽇⼊ってる

いつも剣道と交替して、朝か午後か四時間の練習がある

明⽇から⼀⽇練習︕︕︕︕︕

しかも、三⽇間連続︕

三⽇⽬ゾンビみたいになってるかな（笑）

 

卓球はね、興味が持ってるから⼊ったじゃなくて、

友達に誘われたから

 

やっぱつらいとき多いわ

もう無理って何回も何回も思ってたTT＾TT

 

 

でも、みんなと⼀緒におるのが楽しい〜

やっぱりあきらめやん（≧∇≦）

 

 

なんか⾃分めっちゃおかしい

いつもつらいとか⾯倒くさいとか⽂句めっちゃ⾔ってるけど、

楽しんでる

おかしすぎ（笑）

李博涵さんの⽇記



⾃分⼤丈夫かな（笑）

 

 

明⽇頑張ってくる〜

ヾ(＠⌒ー⌒＠)ノ
 
 
 
 
これは⽇本語で投稿されたものです



家庭科クラブ第三弾︕

2013.03.28

 

 

予告だけ（笑）

 

明⽇とあさっては家庭科クラブ︕

去年の九⽉と⼗⼆⽉やったことある〜

 

クラブあるから、いけやんTT＾TT

 

⼥⼦になるチャンスが⼀回少なくなった（笑）

 

明⽇妹がわたしの分までやってくれるって⾔ってた

 

いけるなんかいいなあー︕

お願いします︕

 

（≧∇≦）

 

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

李博涵さんの⽇記



打ち上げします︕

2013.03.29

 

明⽇七時半クラスのみんな⼀緒にバイキング⾷べに⾏く予定〜

⼆年になったら、みんなはそれぞれのクラスに⼊って、１－Hもう終わり

だから、最後記念に⾷べに⾏こうって話になった〜

楽しみにしてます〜

 

今⽇クラブ疲れた〜

⼀⽇練習︕頑張った〜

 

学校の桜が咲いてる︕

実物はもっときれいやけど︕

 

 

以上〜

それでは、お休みなさい〜

 

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

李博涵さんの⽇記





花⾒〜

2013.03.31

 

和歌⼭もう満開なん︕

今⽇の午後はちょっと⼭を登って、桜を⾒にいった

 

図書館の前〜

天気がよかったら、めっちゃきれいに⾒える〜

李博涵さんの⽇記



 ⼭の上にも、ピンク⾊⾒えるやん〜

それは⼭桜という〜⾃然に⽣えてる桜やでぇ

 

 

ここは⽥舎と⾔ってもめっちゃきれいなのよ〜

桜の⽊の下にライドもあって、

夜になった、めっちゃきれいらしいわ

⾒たことないけど〜

 

 



 

以上〜

おやすみなさい〜

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです



後井先⽣、誕⽣⽇おめでとうございます︕︕

2013.04.06

 

 

昨⽇ですよね

ちょっとおそいけど、おめでとうございます︕（≧∇≦）

いつもありがとうございます︕︕

これからも頑張ってください︕︕

 

お⺟ちゃんに先⽣の写真⾒せました〜

「３０歳に⾒えへん︕⼤学⽣みたい」って⾔いました（笑）

やっぱ先⽣若いですよね︕

 

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

李博涵さんの⽇記



⼆年⽣になった〜（＾∀＾）

2013.04.10

 

昨⽇⼊学式あって、新⼀年⽣が⼊って、やっと⼆年になった︕

 

去年の⼊学式に、校庭の桜めっちゃきれいやったって美波が⾔ってた

今年はちょっとな╮(╯_╰)╭

 

今⽇の対⾯式も⼀年⽣に対して、⾃⼰紹介した

最初の⾃⼰紹介より、全然違うな〜

落ち着いて、⾔いたいこといえた

成⻑やわ（笑）（＾∀＾）

 

新しいクラスは理系のクラス

男⼦３４⼈で、⼥⼦９⼈︕

李博涵さんの⽇記



この差がすごいやわ〜

 

こんな不思議なクラス絶対おもろい︕

２－Hさんよろしくね〜

 

 

秦君は三年⽣になった

実はね、

わたしのほうが年上やけど、

だから、

「秦先輩で呼べ〜」

「ねーちゃんで呼べ〜」

みたいな会話が出た(*´∇｀*)

 

ちょっと⾯⽩い〜

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです



地震︕TT＾TT

2013.04.13

 

朝五時三⼗三分に地震あったよー

めっちゃゆれてた

携帯が鳴って、すぐ起きた

電気めっちゃゆれてた

怖かった︕

 

でも、家族みんな無事でよかった〜

 

 

関⻄の⼦みんなどうやった︖

⼤丈夫か︖

 

ツイッターでこんな話もあった

ちょっと怖いやわ。。

 

 

 

気をつけてね みんな〜

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

李博涵さんの⽇記





クラブは楽しいことばかりじゃない

2013.04.19

 

新学期が始まったから、⽇記あまり書いてないよね

それはね、いろんなことがあって、最近ちょっとつらかった

 

グラブは毎⽇七時まで練習して、⼟⽇もどこか試合しに⾏った

明⽇と明後⽇も休みなしで試合いく

しんどいなTT＾TT

⼀⽇でも休みほしいな︕

疲れたときも何度ももう無理と思ってた

退部ぐらい考えた

ほんまにしんどい︕

 

 

でも、これより

もっと悲しいこともあった

卓球部に、アーちゃんと、ミーちゃんって⼆⼈おる

めっちゃ仲良い⼆⼈よー、カップルみたい（笑）

あーちゃんはめっちゃうまい〜先⽣とか先輩もめっちゃ気になる

それで、ミーちゃんめっちゃ先輩に差別された

先週の⼟曜⽇、あーちゃんは先輩に誘われて、松屋へ⾷べに⾏った

もちろん、ミーちゃんは誘われてなかった

そんなこと、以前も何回あって、ミーちゃんも限界だ

それで、⼆⼈突然しゃべらんくなって、知らん⼈みたい

こんな状態で⼀週間経った

⼆⼈クラスも⼀緒、クラブも⼀緒

毎⽇毎⽇学校で会って、気まずいな

 

李博涵さんの⽇記



友達とのげんか時々あるやな

すぐ元に戻せると思ってた

でも、もう⼀週間経って、なんも変わらんかった

なんかしたい︕

元に戻してほしい︕︕

とんでもない話で親友を失うなんか意味ないやんか︕︕︕

 

戻せ︕

 

 

 

 

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです



国際交流会in那賀

2013.04.19

 

来週の⼟曜⽇那賀⾼校で国際交流会ある︕︕

わたしはスピーチをする〜

ブラジルから帰ってきた先輩と知り合った伊藤先⽣も来るらしい︕

楽しみやな︕

チャイナドレスで⾏くかなと思ってる〜

 

 

ちなみに、ビデオ撮りたいな︕撮りに来てほしい︕

いまの⽣活をみんなに⾒せたい︕

 

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

李博涵さんの⽇記



総体︕頑張ろうぜ︕

2013.06.03

 

 

⾦曜⽇から総体︕

わたしは出れないです︕

応援は⾏くよ︕

総体は結構⼤きいな試合やから、最近みんな超真剣︕

朝練もあった︕

朝早すぎて、テンション下がるわ （笑）

 

 

この前、学校で壮⾏会もあった︕

体育館の舞台に⽴て、恥ずかしかったわ

各キャプテンの⽬標みたいな話を聞いて、試合出れやんのわたしもやる気出た

頑張ってくるわ 応援でも︕

 

 

 

クラブでいろいろあった︕

前の⽇記にも書いてた

友達がげんかしてた

今直ったけど、やっぱり前と違うな

傷ついたかな

元に戻ってほしいわ︕

 

でも、⼤会の前、こんなこと⾔わずみんなは試合を⼀位とした︕

李博涵さんの⽇記



⽂⾳先輩と綾那からもミサンガ︕

明歩と美波からもキャラクター︕ 「仲間」と「⼼」も書いてる

 

それでみんな頑張れ︕絶対勝つわ︕

 

 

⼼連⼼のみんなも試合出れやんけど、応援頑張ろうぜ︕

 

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです





送別茶会︕

2013.06.03

 

六⽉１９⽇に、わたしの送別茶会があるよ〜

お⼿前は全部わたし⼀⼈でやるんで、よくできるかな

校⻑先⽣もきて、わたしがたったお茶を飲むらしいよ

きれいに⽴てるように頑張って練習してるよ〜

今もう⻘汁じゃないで︕（笑）

 

 

それと、お⼿前は正座してするんよ

でもわたし、⾜弱いかな

いつも、⽴てやんぐらい痛いよ

ほんまの茶会のとき、それ恥ずかしいわ︕

 

なんか楽に正座できる⽅法あるかな

知ってる⼈教えてください︕

 

  

茶道部の集合写真︕

これは⽇本語で投稿されたものです

李博涵さんの⽇記





いよいよ、明⽇から総体や︕

2013.06.06

 

きたぞ︕

本番の総体やで︕

 

みんなからのお守りがあるから、絶対できる︕

最強や︕

無敵や︕

 

頑張ろうぜ︕

 

 

詳しく⼤会終わって、⼟曜の⽇記で書くわ︕

 

 では、おやすみなさい︕

 

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

李博涵さんの⽇記



総体お疲れ様でした︕

2013.06.23

 

⼆週間前のことやけど

遅れてすみません︕(╭￣3￣)╭

 

総体っていうのは⾼校総合体育⼤会です︕

会場なんです

予選と⾔っても、結構⼤会の雰囲気があって、緊張しますわ(´･_･`)

 

 

試合前のみんなです︕笑ってくれてます︕

李博涵さんの⽇記



 

挨拶（＾ν＾）

 「頑張ろうぜ︕」

 

試合中(((o(*ﾟ▽ﾟ*)o)))

わたしにも写真とることと飲み物買うっていう役⽬があります（笑）

 

四時ごろ地震が来ました︕ Σ（ﾟдﾟlll）

⼀時間の間に四回ってほんまにびっくりしました︕

めっちゃ怖かったです︕

⼤きいな地震が来そうなと思ってました︕

結局なかったです︕よかったです︕

 

で、試合はね、優勝は取れませんでした



準優勝も取れませんでしたTT＾TT

 

でも、団体⼀回戦で勝ったから、近畿⼤会はいけます︕

そのときわたしも帰りましたけどTT＾TT

 

総体が終わって、三年⽣の先輩もうこなくなるんですよ

で、最後の⼀⾔も⾔ってもらいました

わたしが⼊部したときまた⼆年⽣で、先輩になったばかりでした

早いですね︕

三年といっても、あという間にすごしましたね

 

それでみんなが感動されました

で、事件（と⾔えるかな 笑笑）が起こりました

同級⽣のけんごくん涙出て、⿐⾎も出で着ました

それが１０分経ってもとまらなくて、救急⾞まで呼びました Σ（ﾟдﾟlll）

 

 

地震も遭って、⿐⾎とまらなくて、⼤会の⽇いろいろありすぎですよ︕

 

まあ、最後みんな無事でよかったです︕

 

お疲れ様でした︕

 

 

 

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです



⽇記を書く気分じゃなかったね

2013.06.25

 

テンション低いわ TT＾TT

 

やっぱ⼈って我慢しやんなアカンこといっぱいあるよな

 

それか、わたしの悪いかも知れへんね

 

ちょっとしんどいね

 

まあ いいわ

 

寝てくるわ

 

起きたら、よくなるかなｗｗｗｗｗｗｗ

 

お休みなさい

 

 

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

李博涵さんの⽇記
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