
初め

2012.08.29

⽇本にきて、⾮常たのしいですよ

これは⽇本語で投稿されたものです

秦瑞廷さんの⽇記



福井の1週間

2012.09.08

僕は福井の静かな⼭と海がとても好きだ。

⼀週間経って、クラスの皆とも友達になれた。いつも⼀緒に笑いあって、もう孤独じゃなくなったよ。

先⽣は優しくてとても熱⼼。

寮の⽣活はとても⾃由。ご飯もおいしい。

バスケ部の活動は疲れるけど充実してる。

楽しく、愉快に

秦瑞廷さんの⽇記



変化

2012.09.21

最近もいろいろと変化は著しいよ

まず、部活であまり疲れなくなってきたんだ（10km⾛るときは別として……）。頑張って⾛り続けることに慣れてきたからかもね。

あと今週から数学と理科の授業は別の特別進学クラスで受けることになったんだ。他のは進学クラスのまま。そのおかげで念願の⼀週間数学10コマの夢が果たされたわけで。
授業⾃体もすごい進んでるんだ。数学2は今微積分をやってるところで、数学Bは空間ベクトル、物理は波動をやってて、化学はアセチレンの単元。典型的な理系学⽣である僕
にとっては申し分ない内容だよね。

いろんな先⽣から両国の関係の影響を受けてないか聞かれるんだけど、ほんとにそんなこと全くないんだ。クラスメイトも先⽣もいつもすごくよくしてくれてるよ。

それから、⼤事なこと。来⽉からホームステイに切り替わるんだ。クラスメイトの家に泊まるんだよ~楽しみだなぁ

秦瑞廷さんの⽇記



ホームステイ。将棋

2012.09.24

昨⽇はホームステイ先に⾏ってきた。Wowすごくいいところだったよ。クラスメートの家なんだけど、お兄さんは同志社⼤学に⾏ったので、部屋が空いているんだ。家族のみ
なさんはとても親切で優しい⽅々だ。そのクラスメートって、ちょっと⼤⼈っぽい雰囲気があるんだよね。物事をじっくりと考え、他のクラスメートたちのようにあまり⼦供っ
ぽくない。だから話もよくあうんだよ。でも他のクラスメートたちとじゃれあうのも楽しいよ。

今⽇はバスケ部の練習がなかったので、将棋部に⾏ってきた。２局指してどちらも勝ったよ。まだ２週間習っただけなんだ。……だから⾃分がすごいのか、彼らが弱すぎるの
か。⽇本の将棋は中国将棋よりずっと複雑だ。取った駒が⾃分の⼿駒になるからね。勝負もなかなか先が読みづらいんだ。これからはバスケ部の活動がない⽇は（この⼀か⽉で
は、この⽇だけだったけど……）将棋部で脳を鍛えよう。

秦瑞廷さんの⽇記



寮⽣活からホームステイに

2012.09.30

今⽇は⼤⾬と強⾵吹き荒れる中、ホームステイ先に引っ越しをした。家族はみんないい⼈たちだよ~家も素敵だしね。

本棚にぎっしりの漫画本。でもコナン以外は読んだことがない。引き出し⼀杯にスターウォーズのフィギアが。なかなかおもしろそうだ。……

それにガンダム、ワンピース、クレヨンしんちゃんのフィギアもあったよ~こうゆうのを集めるのが趣味みたいだね。

この家には中国語を勉強している同級⽣もいるんだ。お互いに教えあえるね。……

 

秦瑞廷さんの⽇記



ホームステイ1週間⽬

2012.10.08

まず、この家での⽣活環境を紹介するよ。

⾷︓毎⽇少なくとも2時間半以上は運動をしなかったら、⾃分は確実にデブる。…

飲︓なんでも飲みほうだい~

遊︓ps3,pspがあるけれど、⾃分は使わないかな。……

楽︓⽇本のバラエティ番組ってすごくおもしろい︕

 

それからこの⼀週間のこと。

     野球︓⼟曜は2時限続けて体育で野球をした。やっと⼤体のルールを覚えたよ。なかなか打率もいいぞ。同じクラスの野球部のヤツはすごい。ホームランをバンバン打って
いた。ここ⽓⽐⾼の野球部って強いんだよね。県⼤会の決勝戦でも15対４で勝っちゃうしさ。

     原⼦⼒発電所︓今⽇は⽇本でも数少ない原⼦⼒発電所に⾏ってきた。実際は規模も⼩さかったよ。

     回転ずし︓わさびとガリは苦⼿だ。他はだいたいいいけれどね。

 

再来週は中間試験。部活も試験明けまで中⽌だ。復習を始めたけれど、試験範囲は少ないね。1科⽬、たった数⼗ページだ。

 

Fighting!

秦瑞廷さんの⽇記



これは⽣活〜

2012.10.19

これから⽇本語で書きましょう。

中間テストが終わったばかりで、あまりよくないだと思います。特に⽇本史と古典です。

でも、この時先⽣からあるいい情報は この２週間まえの実⼒診断テストの成績が出て、僕は進学コースの１番になりました。 そのテストは国語、数学、英語だけです。国語
は３２点だけですけど、英語は８５、数学は９９だから２番に⾟勝しました。国語に本当にがんばるはずです︕

来週から進学コースから特別進学コースにかわります。勉強は⼤変になるはずです。まいにち７限⽬もあって、夜⾃習もあって、休みの⽇も補習があるようになります。

来週のことは多いですね。まず京都の遠⾜、遠⾜と⾔っても、実は⾜で歩くじゃなくて、クラス（来週だから新しいクラスと⼀緒に）で組を分けてくみで京都のどこへいくか決
まります。でも僕の組はまだきまりませんです。

そして、⼟曜⽇はある福井県の留学⽣交流活動があります。いろいろの国から来た⼈ですからおもしろいでしょう〜

その後の⽇曜⽇はバスケットの⼤会です︕︕以前学校の成績はそんなによくなかったけど、バスケット部は今回⾃分を挑戦して、⾃分が満⾜成績を取りたいです︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

秦瑞廷さんの⽇記



10.25遠⾜

2012.10.28

京都は歴史の雰囲気にあふれています。この⽇⾃分の⽬から⾒ると確かにそうです。この遠⾜はまず学校のバスで京都について、組に分けて４時間⾃由活動です。

僕の組は４つ場所に⾏きました。まずは北野天満宮です。この神宮は毎⽉の25⽇はフリーマーケットがありますけど、時間のため、あまりみなかった。北野天満宮で守りを買
いました。この守りは僕の進学順調を守ることができると祈ります。

そして⽴命館⼤学に⾏きました。感じはきれいです。昼ごはんも⼤学の⾷堂で⾷べて、おいしいです。

僕が⼤好きなのは次に⾏った三⼗三間堂です。世界で⼀番⻑い⽊で作った建物の中に1001神仏の像があるのはめずらしいです。

最後は東本願寺を⾒学してした。世界で⼀番⼤きい⽊で作った建物としてめずらしいです。めっちゃ美しいです。

もしみんな京都へ⾏きたければ、北野天満宮も三⼗三間堂も東本願寺もお勧め。

⽇本の始めての旅⾏として円満です。

これは⽇本語で投稿されたものです

秦瑞廷さんの⽇記



10.27国際交流

2012.10.28

２７⽇に⾚⼗字会が主催する⻘少年国際交流に参加しました。でも交流の重点は⼤学⽣です。福井⼤学から7⼈と私の学校の３⼈、全部で10⼈留学⽣です、この中で、私を含め
て６⼈は中国⼈、１⼈はブラジル⼈、１⼈は韓国⼈、１⼈はウガンダ⼈、１⼈はスイス⼈です。留学⽣たちはまず⽇本⽂化を体験します。茶道を体験したり、⽇本のおもちゃを
遊んだり、カードゲームをしたりします。またすぐハロウィーンになりますので、⾃分の⼿でジャックランタンを作りました。

昼ごはんは留学⽣が作った⾃分の国の料理です。いろいろ⾷べてみた後でブラジルの

ココナツを⼊れるおかしが⼤好きです。

午後は留学⽣と⽇本⾼校⽣で組を分けて留学⽣が⾃分の国について紹介した後で、⽇本⾼校⽣が発表します。中国を紹介する⼈はもう何⼈いますので、私はウガンダの組で紹介
を聞きます。実にウガンダは気候がよくて、⼀年間15度から31度までで、とてもいい温度であることを知りました。

活動全部終わった後で、留学⽣たちは記念品をもらいました。その中記念写真のほかに、ある⽇本特⾊の箸をもらいました。

⼀⽇は成果がいっぱいですね。

これは⽇本語で投稿されたものです

秦瑞廷さんの⽇記



10.28バスケット⼤会

2012.10.28

実に27⽇もバスケット⼤会ですけど、国際交流のため⾏くことができません。今⽇の試合も私は留学⽣として試合に出ることができなかった。

以前たくさんの⼈は私の学校のバスケット部はよくないだといいました。今回は２勝２敗ですけど、敦賀市の⼆番を取りました。（私は今までもどう計算したのか分からない）
そんなによくないに⾒えますけど、実に何⼈もけががあって、試合中もよく痛くしました。こんな場合であっても、かれらは主⼒として我慢してがんばっていました。

つもり、私たちは⾃分を超えました。この後もがんばって新しい⾼度になりたいです。

これは⽇本語で投稿されたものです

秦瑞廷さんの⽇記



福井⼤学科学研究と⾦沢⼤学理⼯系⾒学

2012.11.14

学校はみんなを励ますために、この⼆週間に福井⼤学と⾦沢⼤学にいきました。

先週の⾦曜⽇と⼟曜⽇は福井⼤学でLED、それとも発光ダイオードについてのことを勉強しました。みんなも⾃分の⼿で⼩さなLEDライトを作りました。簡単ですけど、これは
以前ないの体験でした。先⽣の紹介によると、福井⼤学の就職率は⽇本⼤学⼀番だそうです。

今⽇は⽯川県の⾦沢⼤学を⾒学しました。⾦沢に⾏く途中は⼤⾬でした、時々雹も降りました。途中で⾒た海は特に珍しいでした。⼤⾬、⼤⾵、と稲妻と同時に海はすごく逆巻
いていい景⾊でした。⾦沢⼤学の景⾊もいいほうです。学校施設もよくてきれいです。

この⼆ついい⼤学は確かに勉強の雰囲気に溢れています、どこでも勉強している⼈を⾒えます。

これは⽇本語で投稿されたものです

秦瑞廷さんの⽇記



⼤阪の旅⾏

2012.12.19

朝６時の電⾞に乗って、１０時から遊び始まりました。早いから、⼈はまだ少なかった。だから待ち時間がすくなくてたくさん体験しました。

The Amazing Adventures of Spider-Man ,Terminator 2:3-D,Sesame Street 4-D Movie Magic,Hollywood Dream - The Ride,Space Fantasy: The Ride,Back to the
Future - The Ride,Backdraft,Jurassic Park: The Ride,Jaws

などです。

 

１５時から⼤阪城公園に⾏きます。さすか豊⾂秀吉が４万⼈を集めて２年７か⽉を使ってできたのですね。ほんまきれい。

１８から帰ります。⼤阪の美しさは絶対忘れないようにして〜

これは⽇本語で投稿されたものです

秦瑞廷さんの⽇記

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Amazing_Adventures_of_Spider-Man
http://en.wikipedia.org/wiki/T2_3-D:_Battle_Across_Time
http://en.wikipedia.org/wiki/Sesame_Street_4-D_Movie_Magic
http://en.wikipedia.org/wiki/Hollywood_Dream_-_The_Ride
http://en.wikipedia.org/wiki/Space_Fantasy:_The_Ride
http://en.wikipedia.org/wiki/Back_to_the_Future:_The_Ride
http://en.wikipedia.org/wiki/Backdraft_(Amusement_park_attraction)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jurassic_Park:_The_Ride_(Universal_Studios_Japan)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaws_(ride)


新年へようこそ

2013.01.05

やはりたのしかった、この正⽉。

⼤掃除、おせち料理、神社に参拝などはいい年をあけました。

⼤掃除がんばって、床は鏡のようにきれいになった。

おせち料理では⾃分も少し⼿伝いました、めっちゃおいしかった。

さすか北陸第⼀神宮ですね。⼈がいっぱいでした。

３⽇は家族の皆さんに連れておばあさんがすんでいる姫路に⾏って⼀⽇遊んでとまりました

４⽇は⾃分は別のこともないので、⼀⼈旅をしました。まずはもちろん近くの姫路城、「天

空の⽩鷺」と⾔う項⽬を⾒学しました。外から⾒えませんけど、中から⾒てもとても美しかった

。それから神⼾のハーバーランド、南京町、異⼈館、六甲⼭に⾏きました。特に「１０００

万ドルの夜景」と⾔う六甲⼭上の「天覧台」から⾒た夜景に感動しました。

新年で続きてがんばって、忙しくて楽しい⽣活をすごしましょう

これは⽇本語で投稿されたものです

秦瑞廷さんの⽇記



２⽉最⾼︕

2013.01.27

さすか敦賀の雪、３０センチも詰まっていてけっこうきれいです。

このごろ試験は多くて、県模試は今⽇で終わったばかりなのに、２⽉８からまたセンター模試です。

でもその前はずっと期待していた中間研修、⾃分は挑戦として餃⼦班を選びました。寝袋はどんな感じかたのしんでいますね。

最⾼って、もちろんこれだけじゃないよ、２０⽇から４⽇間修学旅⾏︕沖縄でいろいろあります。農業体験もあるし、乗⾺体験もあって、⾃然景⾊の研究もあります。沖縄の海
をみたいですね。

 

時間は私たちが注意していない時ながら流れましたね。今⽇鏡を⾒ているとき、突然に鏡の中⾃分を知らない感じがあった。⾃分の変化がけっこう⼤きいのに、みんなは︖

これは⽇本語で投稿されたものです

秦瑞廷さんの⽇記



補充＾_＾

2013.01.27

２⽉はもう⼀つ⼤切なことがる〜春節だよ

どう過ごしますね。ホームステイの兄さん中国語科の学⽣なので、中国⽂化の春節について教えましょうか。

もちろん残念のは国内の家族と友達に会えませんことです。でも、まあ。。その思念を⼒に変わりましょう。

これは⽇本語で投稿されたものです

秦瑞廷さんの⽇記



随筆

2013.02.13

まず、皆さん新年好。餃⼦を⾷べなかった、僕の家の新年の伝統としての⿇雀もしなかった。インターネットで友達とチャットしたり、テレビ番組を⾒たり過ごしました。今年
の春節に僕は⽇本でいって、お⽗さんは外で出張して、家族三⼈も分けて過ごすのは初めてです。何かちょっと悲しい感じが出てきました。

でもそんな気持ちを捨てて、前向きの気持ちを持って⽣活するはずじゃないですか。後１週間だけで沖縄の修学旅⾏です。四⽇間で⾸⾥城と旧⽇本海軍司令部戦壕と美ら海⽔族
館とひめゆりの塔などの名所に⾏くほかに、⼀⽇は農業体験です。農業のことを助けるのは中国でもやったことがありますし、中国と⽇本はどんな区別がありますか。⼀⽇は
「タクシー研修」という形式でやります。みんなは班を分けてタクシーで⾃分の⾏きたいところに遊びに⾏きます。僕の班はむらさき村といういろいろなことを体験できるとこ
ろを選びました。乗⾺もするつもりです。沖縄の海はどのようですか。

後１５⽇間で１６歳になります。今のクラスメートは⼤体僕より２歳上です。バスケ部での１年⽣も全部僕より年が上です。それとともに先輩として尊敬されているのはうれし
いですね。

学校での⽣活はまた充実でテストがいっぱいあります。最近学校で特にがんばっていることは縄跳びです。⽇本学⽣の縄跳びの強さにびっくりしました。３回旋ができる⼈数⼈
いるけど、４回旋を連続にやる⼈もいます。僕もがんばって練習してやっと2回旋を上⼿にできるようになってきた。

最後、みんなこの新しい⼀年に 万事如意で、⼼想事成で（ちょっと中国語）、今⽇本でいっても、中国に帰っても美妙な⽣活を過ごせると祈ります。

これは⽇本語で投稿されたものです

秦瑞廷さんの⽇記



修学旅⾏

2013.03.09

時間はちょっとおそいですが、修学旅⾏について⾔います。

４か間は短すぎる感じがあります。楽しい時は全部そうだろう。

前回の⾔った内容以外、農業体験の時では想像以外のすばらしいことがありました。ある⼭に登って最最⾼の景⾊を⾒ました。以前海のきれいさについての詩を勉強したことが
ありましたが、意味分からなかったです。今回僕もそんな感じがありました。曹操の「観滄海」︓⽇⽉之⾏，若出其中。星漢燦爛，若出其裏。

夜もホテルでトランプとか遊戯王とかいろいろいたずらして⾯⽩かった。

ほかに旧海軍司令部壕とひめゆりの塔の平和学習をして、戦争の残酷さを⾒て、もっと平和の⼤切さを分かりました。

つもり、楽しさはもちろんいっぱいあって、深く考えられることもありまして、充実の修学旅⾏だった。

これは⽇本語で投稿されたものです

秦瑞廷さんの⽇記



いろいろテスト〜

2013.03.09

修学旅⾏の前で県模試とセンター模試がありました。帰った後ですぐ期末考査だったのでちょっと⼤変ですね。だからおととい試験が終わった後で部活をしたり、帰ったり、天
気もいいし、とても気持ちよかった。幸せはこんなに簡単なことかな。

県模試とセンター模試の成績もでた。うれしいのは県模試で数学２００点とった、福井県で五⼈いるらしいです。残念のは物理と化学は下がりました。センターは逆で物理と化
学がよくできたけど、数学が下がりました。完璧の時がないかな。期末まだ分からないです。普通と思います〜

もう春になった感じ、最近もめっちゃいい天気です。気持ちいい〜〜〜〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです

秦瑞廷さんの⽇記



補充＾－＾

2013.03.09

先⽣、誕⽣⽇のプレゼントありがとうございます〜

これは⽇本語で投稿されたものです

秦瑞廷さんの⽇記



そろそろ甲⼦園

2013.03.18

みんなそろそろ春休みなので羨ましいなあ〜

僕にとって春休み全然ないですよ、学校で補習があって、普通と同じで⽇曜⽇休みます。

これはちょっと悲しいですけど。僕もそろそろおもしろい活動に参加しますよ。

22⽇︕甲⼦園︕

最近、気⽐⾼校野球部は甲⼦園に出場決定のために、全敦賀でも誇りをもっています。どこでも応援のポスターが⾒えます。気⽐⾼校は野球部のために全国有名です。先週は出
場記念としてヘリコプターから「Kehi」の形で航空写真をとりました。そして、壮⾏式も⾏いました。だんだんわれわれ全学校の先⽣たちも学⽣たちも興奮になってきました。

それから22⽇︕朝早くて3時45分学校出発︕全学校応援に⾏きます︕開幕式の後ですぐの1試合⽬すなわち開幕戦です︕全国も⾒ていますよ︕敦賀気⽐⾼等学校VS沖縄尚学⾼等
学校︕相⼿も伝統的強い学校ですが、がんばれ︕気⽐⾼校︕絶対勝つぞ︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです

秦瑞廷さんの⽇記



演奏会

2013.03.21

すばらしかった。昨⽇気⽐⾼の演奏会。

気⽐⾼の吹奏楽部は毎年も定期演奏会を⾏います。昨⽇僕も⾒に⾏った。とても専業な演奏だった。いろいろ有名な曲がありました。⽬を閉めて、⾳楽を楽しめて、終わった後
でも感動を残しました。

有名な曲たとえば、「千と千尋の神隠し」の「いのちの名前」。この名前は知らないかもしれませんけど、聞いてみたらたぶん知っているよ。「The Lion King」（狮⼦王）の
「can you feel the love tonight」これもみんな絶対知っていると思います。Michael Jasksonの「Man in the mirror」と「Mission︓impossible」（碟中谍）の「Mission︓
impossible Theme」この曲はリズムが強くていろいろなところに使われています。皆さんも聞いてみましょう。

あした３時半学校集合で甲⼦園に出発なので、朝2時半に起きなければなりませんね。

だから今はちょっと迷っています〜寝るか寝ないか。。寝てもすぐおきなければならないのに。
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戦況報告

2013.03.27

3⽉22⽇、朝３時、こんな時で⾃転⾞で通学のはちょっと怖かった。そして３時４５分甲⼦園に出発して、８時の開幕式に⾏きます。

そして９時から全国選抜野球⼤会開幕戦でわれら敦賀気⽐⾼校対沖縄尚学⾼校です。沖縄尚学⾼校は2008年の優勝チームでした。今回は11︓2で勝ちました︕はじめからあま
り相⼿に機会をあげませんでした。完勝だった。

３⽉２６⽇、朝７時５０分、普通の通学時間でした。この⽇は⼆回戦の応援に⾏きます。相⼿は京都翔英⾼校です。翔英⾼校ははじめて選抜⼤会に出場ですが、この前の近畿⼤
会では優勝だった。今⽇は本当に最初から最後までずっと緊張感を持っています。点数は最初の0︓2の劣勢から逆転して4︓2になった。そしてまた逆転されて4︓5になりまし
た。そしてだんだん5︓5、6︓5もう⼀度逆転して勝ちました。最後の最後ボールに相⼿はまた機会がありました。この試合では両⽅も⼀つホームランがありましたから、２回
も突然な逆転がありました。

２８⽇は盛岡⼤学付属⾼校に対戦します。気⽐⾼校またがんばれ︕
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戦況報告２

2013.03.31

３⽉２８⽇盛岡⼤学付属⾼校に対戦して、完封勝ちしました。３年ぶりのベスト８進出。

４⽉１⽇の応援に⾏くため朝５時半に集合するはずだけど、僕は起きるのが遅かったので間に合わなかった。テレビで⾒るしかないです。今試合が終わったばかりです。今⽇の
準々決勝でわれら敦賀気⽐が聖光学院を9―3で破り、準決勝に進みました。とくに本塁打が三つあって、以前のクラスメートの⼭⽥君が⼆つあって強かった。ベスト４に⼊っ
てほんとうによかった︕
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