
今、⽇本東京

2012.08.29

26⽇から今まで、ずっと留学前の進修をしているんだ。今は東京の国⽴オリンピック記念⻘少年総合センター（⻑いからオリセンと呼ぼう、と、後井先⽣は⾔った。これから
もうこの⻑い名前を話したくないって）にいる。

さっきIDをもらったばかりなので、「せっかく⽇本に来たらこのサイトで⼀⾔⾔おうか」と⾔われた。今じゃ⽇記を書いている。オリセンの隣には明治神宮と代々⽊公園で、東
京の真ん中にあるのに、環境が良くて⽊が多くて、まるで⼭奥にあるようだ。時々カラスの鳴き声が聞こえるのは中国で珍しい。暑いから蝉はうるさいだ。

⾷堂はどれほど⾷べても⼤丈夫だ。ご飯はとても美味しくて、今は⽇本の飲⾷に慣れてきていると思う。部屋の窓から朝、⼣⽅と夜の東京都の写真をとった、後で⾒せるからし
ばらく待っててね。

これからもこのブログを使うと思う。

今は他の⼈も使えようとするから、短いけどこれで終わる。

それでは。

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



中野区、街歩き

2012.08.30

今⽇はボランティアの堀江さんと中野区で街歩きをして、いろいろ発⾒ができました︕みんなで⼀緒に壁新聞を作ることも楽しかった︕

街歩きをする時、百円ショップ、「ライフ」というスーパー、区役所や商店街に⾏きました。

百円ショップでかき氷にかける物さえ売ってる︕そして、三階もあって、とても広くて、なんでもあるっていう感じがする︕税⾦を加えると、百円の商品は105円になる。レジ
のおばあさんは、⻭が半分なくなってるのに、頑張って働いていて、お客さんが⼊ったときに「いらっしゃいませ」と丁寧に⾔ってた。ほんとに感⼼したのだ。⽇本⼈が、精⼀
杯働いて、社会に役に⽴つ⼈になるようにする精神はすごいと思う。

スーパーで、全部の野菜のパックに産地が書いてある。例えば、秋⽥県のアスパラガスや、埼⽟県の⼩松菜や、⻑野県のキューリなど。そして、国にはない商品をたくさん⾒え
た。弁当とおにぎりを買って、みんなで公園で⾷べた。稲荷寿司はとても美味しかった︕酸味も⽢味もしてるし、油揚げもご飯も美味しかった。お稲荷様が⼤好きだからさ。餅
⽶からできた⾚飯も淡く⽢い⾹りがしてる。梅⼲⼊りのおにぎりを⾷べて、堀江さんから⾷べ⽅がわかった。「⽇本に来て、おにぎりの⾷べ⽅がわからないとだめだよ」って、
本当のことだね。でも梅⼲はマジ酸っぱい

⽇本では、9⽉20⽇はバスの⽇で、エコの為に、マイカーの代わりにバスにのることを宣伝するために⽴てた⽇だ。

とにかく今⽇はちょっと疲れた…あとでもっと話すから今じゃおやすみ〜

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



頑張って、蕨⾼︕

2012.09.03

ずっと⽇記書かなくてごめんね、学校のことが忙しくて、帰った時はもう疲れちゃった

1⽇はホストファミリーの川名さんのうちに着いた〜みんな親切だよ︕⼦供は半年ぐらい年上の亜美と中⼆の弟の賢⼈がいる。賢⼈くんは陸上部で、恥ずかしがり屋（笑）。亜
美も陸上部（のマネージャ）です〜

⽚付けて、定期の電⾞券とバス券を買って、⼀緒にお好み焼きを⾷べた。お⺟さんの友たちの店で、広島お好み焼きだって︕最初は野菜とお餅とチーズを⾼くしたけど、最後に
とても薄くなった︕美味しかった︕

⼆⽇は⽂化祭で⼀⽇過ごした。美味しい物をいっぱい⾷べて、バトン部、ダンス部と⾳楽部の発表も⾒た。ダンス部かっこいい︕めっちゃかっこいい︕⽊曜⽇学校が始めたら絶
対⾏ってみる︕できたら⼊部〜バトン部もすごいよ〜

三年六組の先輩たちが、AYK40と書いてあるシャツを着て、AKBの歌を三曲歌った。それから組に帰ってフリーマーケットをやった。財布⼀個、⼗円で買ったよ︕古本市場
で、50円と100円の本が並んでいる︕結構読めるいい本から⼆冊買った:P

私⼀年⼀組だよ〜友たちもできて、⾚外線忙しかった︕帰ったとき唯希ちゃんから⼀緒にとった写真をケータイメールでもらったよ〜

↑これです︕

今⽇は、オリエンテーションをして、制服のサイズも量った。私の制服ができるまでまだ10⽇から、とりあえず今は卒業した先輩たちの制服を借りる。⾷堂で味噌ラーメンを
⾷べて、図書館で本を読んで借りて（有川浩の＜図書館戦争I＞だよ）、これから電⾞で読もうと思う。⽇本でみんな電⾞で本を読んだり、勉強したりするから、私も時間をも
ったいなくしなくて、頑張ると思う︕

それからは部活⾒学だった。途中でクラスの友たちに会ったから、まずは卓球部。それからバトン部、バスケ部、体操部も⾒た。⽂化部は⽂化祭が終わったばかりだから、まだ
⽚付けてる。ダンス部に⾏ったら、⽉曜⽇と⽇曜⽇に部活がないって聞いた。ダンス部におばあちゃんが中国⼈の男⼦がいて、中国語よく話せる︕亜美のクラスにもおじいさん
が中国⼈の可愛い⼦がいるね︕実にうちのクラスにも⽇本で育った中国⼈がいて、魏さんで、私と同じぐらいの⾝⻑で、漫研にいて、絵が上⼿︕

蕨⾼といえば、バレーボールの顧問の先⽣の鈴⽊典⼦先⽣だと聞いて、バレーボールにも⾏った、それから⼆年⽣の阿部さんと少しやった︕おもしろいね︕みんな頑張って練習
してた︕⼆年⽣の中で先輩の王さんと同じクラスだった先輩も会えた︕⽟ちゃん⽟ちゃんって呼ばれてる。私はゆえちゃんだよ〜お⺟さんが名づけてくれて、みんなに可愛いと
⾔われてる

じゃ今⽇はこれで〜

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



⼊部しました︕︕︕

2012.09.07

今⽇はなんとなくダンス部の⾒学ができて、⼊部したよ︕部活の時間は⽕曜⽇から⼟曜⽇で、⽉曜⽇は漫研か書道部に⾏ってみたいなぁ〜

中間研修がある→発表しなきゃ→運動部なら発表しにくい→ダンス部かっこいいし→よしダンス部に⼊ろうか︕

↑こういう考えだった。

9⽉はだいたい筋トレで、10⽉から本気にチームでダンスをやる。初⼼者だからちょっと不安だ。でもやっぱりがんばらなきゃね︕顧問の先⽣の所に⾏く時、篠⽥先⽣を通っ
て、「お前、ダンス部だと︖︕」と⾔われた

明⽇も部活があるよ

そして浦和からのボランティアさんから授業もうけた〜ドイツとデンマークからの留学⽣と⼀緒だった︕

疲れたから今⽇はこれで〜

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



学校忙しいなぁ〜

2012.09.13

今⽇は浦和に⾏って⽇本語授業を受けて、先⽣は去年の⽟ちゃん先輩の先⽣の北村さんですよ︕⼆級の⽂法から勉強して、来年の7⽉にいっきゅうができることを⽬指して勉強
してます。後は毎週⼟曜⽇の五時間⽬は留学⽣みんなで⼀緒に⽇本語勉強をして、私はだいたい⾃分でプリントで⼀級の⽂法を勉強してる。⼀級の⽂法、⾒ると難しいけど、⽂
に使ったらかなり分かりやすいと思う。その中には、⾃分も気づかなく友たちとおしゃべりをしてる時に使う⽂法があるよ︕

とにかく今の学校⽣活はほ〜んとに忙しい︕毎⽇学校が終わったら、部活に⾏く。⽕曜⽇はダンス部の基礎練でやり過ぎたから、今でも筋⾁痛です…⽇本の学校の部活、みんな
真剣だね︕デンマークからのヨハネスくんが「運動部のみんなが真剣すぎるから怖いなぁ〜」って⾔った。でもたいへん疲れるけど、みんなで⼀緒に頑張ることも楽しいんじゃ
ない︖

⽔曜と⽊曜は先⽣に誘われたから、茶道部、華道部と料理部を⾒学した。実に料理部の⾒学は、華道部で終わったらおなかがすいたから、部⻑さんと⼀緒においしい物を⾷べに
⾏ったのだ（笑）。料理部に同じクラスの⼥⼦たくさんいて、この部活に参加したら絶対⼥⼦⼒が⾼まるよ︕クリームのお菓⼦本当においしかった︕茶道部と華道部は本当に⾯
⽩かった。茶道部は男⼦⼀⼈しかいなくて、名前の漢字難しい…でもあだ名可愛い〜だからすぐ覚えたよ、ヨッシーくん︕

今⽇は⾃販機についてのグループ勉強だった。⽇本の⾃販機が⾚字になるのが多いこと、初めて知った︕同じグループの友たちが「値段が⾼いからみんなコンビニやスーパーで
⼤きいサイズの飲み物を買うんだろ、1リトルと⽐べてやはり2リトルのほうがいいなぁ〜全⽇本の⾃販機の値段がみんな蕨⾼の⾃販機と同じなら⾚字できないよ」って発表し
た。AKB⼤好きの男⼦が「AKBのように、数量が多いほうが⽬⽴つだよね」って⾔って、よく考えたら本当にそうだね。

それでは〜

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



秋分の⽇

2012.09.22

    今⽇は起きた時最初クーラーがついてるのかと思ったんだけど、関東地⽅の気温が⼀気に下がったんだね。「暑さも寒さも彼岸まで」（原⽂ママ）って⾔うけど、秋分の⽇
の今⽇、ほんとに涼しくなるなんて。みんな⻑袖に着替えてたよ。明⽇も涼しくなるみたいだけど、来週からまた残暑が厳しくなるみたい……来週の球技⼤会の⽇はどうか快晴
でありますように。サッカーが出来なかったらせっかくの練習も⽔の泡だもの><

    今週は毎⽇忙しかったなぁ。携帯のディズプレイにはいつもスケジュールがびっしり。3⽇のスピーチ原稿を書いて、数学と英語の練習問題をやって、部活（わたしは茶道部
に⼊ったんだ~）をやって、1級の語法を⾃分で勉強して……⼤変だったけど、先⽣が⽇記に書いてくれた励ましの⾔葉とか、⼀⽣懸命頑張ってる周りのクラスメイトを⾒てい
たら、わたしも頑張らなきゃって思えるようになったんだ︕

    明⽇はまる⼀⽇暇だから、また改めて⾊々書くよ。

胡 玥さんの⽇記



レイクタウンに⾏ってきたよ+近況報告

2012.09.28

    今⽇は久々のリフレッシュデーということで、タイとデンマークから来た留学⽣と、スピーチコンテストの準備を終えてから越⾕レイクタウンに⾏ってきました。なんでも
埼⽟出⾝の⼤学⽣は同窓会とかで埼⽟にはなにがあるのか聞かれたときに、みんな“埼⽟にはレイクタウンがあるよ︕”って答えるらしいんだよね。

    クラスメイトからレイクタウンは⼀⽇じゃとても廻りきれないって話は聞いていたんだけど、今⽇実際に⾏ってみて、初めてどれだけ広い所か分かったよ……2時間歩いて、
まだ全体の半分も廻れなかったんだから。まず最初にcold stoneのアイスクリームを⾷べたの……すっごい美味しかったんだけどめちゃくちゃ⽢かった︕⾷べたのはチョコミン
ト。最初はミントの味がチョコレートの⽢さを中和してくれるかと思ってたけど、それでもやっぱり⽢かったよ。このお店のお冷が飲み放題な訳が分かったよ……デンマーク君
はストロベリー味の⼤盛りを頼んでたんだけど、⾷べ終わってから3杯もお冷おかわりしてたからね︕そのあとは適当にブラブラしてた。g.u.でダンス部⽤のシャツを買った
よ。もうすっかり秋だから半袖がすごい安くなってたんだ。

    午前中の終業式では全校⽣徒の前でスピーチをしたよ。⾃⼰紹介みたいな感じだったけど、⽇本と学校に対する⾃分の感想も⾔わなきゃいけないんだ。わたしの出番は⼀番
最後。すごい緊張してたせいで名前と“おはようございます”の順番を間違えちゃったの︕︕︕途端⽣徒たちがざわめき始めてね……ふと思いついて“はい︖”ってわたしが⾔った
らちょっとだけ静かになったんだけど……その後は⽐較的順調だったよ。後でクラスメイトから、あれはわたしの⽇本語が前の2⼈の留学⽣とあまりに違ってて、⽇本⼈と⼤差
ない発⾳だったからだって聞いてさ……なんだ、順序の問題じゃなかったのかぁ わたしの考えすぎだったみたい……

    明⽇もダンス部の練習なんだ。ここ何⽇かで⾃分でも分かるくらい上達してる気がする︕筋⾁痛がすぐに治るようになったり、freestyleも段々とよくなってきたり~ダンス
部にいると本当すごい楽しいの︕今まで出来なかった動きが出来るようになると、⼤きな達成感が得られるんだ︕

    後は球技⼤会かな……⾬が降っちゃったからわたしが参加する予定だった⼥⼦サッカーはドッヂボールに変更になっちゃって。うちのクラスは第⼆回戦で恐ろしい三年⽣を
前に敗れちゃった。男⼦サッカーも初戦敗退だったけど、みんな⼒を尽くして頑張ってた︕⼥⼦バスケも第⼆回戦で先輩に負けちゃって、男⼦バスケは最初の２戦三年⽣に勝利
してた︕ほんとすごいよね︕でも三回戦で⼆年⽣に完敗だったけど……ちなみにそのクラスが最終的に優勝したんだよね……

    来年の3⽉にまた球技⼤会があるからそこでまた頑張ろうw

胡 玥さんの⽇記



⼼はまだ元気です︕（1）

2012.10.06

今週は「頑張る週」と「節約週」だから、1⽇からずっと⽇記書いていないごめんなさい。今はマジ疲れた状態だけど、「頑張る週」だから、ここに来ました︕

⽉曜⽇は4×800の⻑距離⾛った。⽇曜の夜は台⾵だったから、⽉曜⽇は⼤晴れで、雲ひとつもない︕そして始業式だから、みんな上着とリボンで体育館に⾏かなきゃ…でも司
会の先⽣は暑いから脱いでもいいって⾔ってくれたから、脱いだ後すっきり ⾛った後はいっぱい汗が出て、ほんとに疲れた。それでもダンス部の⾃習練をみんなとやりまし
た︕これから私たちは新しいダンス作って、来年の4⽉か5⽉のイベントのために準備︕楽しみにしてください︕

⽇曜の真剣の勉強のおかげで、⽉曜の漢字⾖テストで満点取ったよ〜頑張ればできるね、私︕そして最近は国語の先⽣からもらった現代⽂と古⽂の問題集で勉強していて、今は
もう古⽂の勉強しかた⾒つけた︕活⽤表も覚えました︕これからのターゲットは助動詞︕

⽕曜⽇はもっと厳しい⻑距離…四⼗分間で5000メートル⾛って、陸上部の⼦が6300メートルも⾛った︕中⾝のベストも体育着もびっしょりで、部活の時教室にかけてほして
も、⼆時間後まだびっしょり︕帰ってきたらもう死にそうほど疲れた…

⽔曜⽇はスピーチコンテストのフリーコーナに出ました︕ずっと忙しくて、⼀回しか練習しなかった。スピーチは⽇本語で、この⼀ヶ⽉でもらった⼩さな感動について3分間ぐ
らい話した。練習不⾜で、メッチャ緊張した︕今はどうやってスピーチやったこともさっぱり忘れた︕でもすごく良かったそうだから、安⼼しました︕ダンス部の事について話
していたとき、ダンス部のぴよちゃんがメッチャきれいに笑ってくれた〜よかったね︕

つぎの⽇記へどうぞ〜

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



⼼はまだ元気です︕（2）

2012.10.06

⽊曜の⽇本語の授業で、もっと資料をもらった。N1の漢字と語彙の⼀⽇1ページずつの練習プリントもくれたし、⽂法のプリントもくれた。重くなっちゃったね、ファイルフォ
ルダ︕きっといい勉強になれる︕（⽊曜はもうぐったり）

次の⽇は元気なく職員室に⾏ったから、担当の先⽣に「クマひどっ︕疲れた︖」と聞かれて、思わず「はいつかれました」って答えた。この時ちょうど⽟ちゃん先輩に返信を書
いているから、先⽣が私の状況を「疲れた」って伝えようとしているけど、私は「元気ですってぜひお伝え下さい︕」と強く⾔った。

「でも疲れたじゃん」

「体は疲れたけど⼼は元気です︕」

「オッケー︕」

という会話があった。

今⽇は学校公開だから授業がある。あさ学校に電⾞で⾏って停⾞しているとき、となりの⾞両から⼤きな泣き叫び声がした。「たすけて」って本当に怖かった︕⼦供の指がドア
の隙間に挟まれたから、お⺟さんが叫んだ。そして隣の⼈が緊急停⾞のボタンを押して、他の⾞両の⼈も駅員さんもたすけに⾏った。電⾞がちょっと遅れたけど、無事でよかっ
た︕

社会⼈講演会の時留学⽣五⼈で川⼝市の中学校の茶道部イベントに⾏った。おいしいお菓⼦もたべて、お茶も飲んだ。そこにやっている「平点前」はいま茶道部で練習している
ことだから、そこの先⽣に練習させてもらいました。

今⽇は学校公開で部活全部⾏っている。だから書道室は使えなくて、多⽬的ホールを使った。近所迷惑しないために窓を閉めて、部屋の中はメッチャクチャ暑かった︕湿度絶対
やばい︕みんなどれほど汗が出てきても、「窓を開けてよ」って⾔う⼈はひとりもいない︕シャツもズボンもびっしょりでも、⽂句⼀⾔も⾔わなかった。本当に感⼼しました︕

明⽇は去年うちにホームステイした⽇本⼈に会いに⾏くから、午後またレイクタウン〜

それじゃ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



のんびり三連休

2012.10.09

⼟曜⽇は学校公開⽇で授業があったから、今⽇は⽕曜⽇なのに休みだよ〜

⽇曜⽇はららぽーとのABCマートに⾏って、ダンスシューズを買った〜かっこいいでしょ︕そしてレイクタウンでうちにホームステイしたことがある⼥の⼦と遊んで、お揃いの
スポーツタオルを買った︕可愛い⽩い⼦⾺の柄があるタオルだよｗ

せっかくの連休だから、どこのデパートもすっごく込んだ。レイクタウンのディズニーストアは、レジを待ってる⼈が店の外まで並んだ。だから気に⼊ったペンも買えなかっ
た…帰りはミスドで、ホストファミリーのみんなにミスドのハロウィン限定スペシャルを買った。かぼちゃの形をしているのはみんなに⾷べたいと⾔われて、やはり⼤⼈気︕で
も最後の各ひとつ買えてよかった…晩ご飯の後みんなと⼀緒にドーナッツを⾷べてほんとに楽しかった〜

昨⽇は中間テストまでの最後の部活で、だから普通より三⼗分練習時間を延⻑した。「G6」と「EMERGENCY」というのは先輩たちが⼤会でやったダンスで、今⼀年⽣たちが
練習して、私もなんとなくできるような気がした︕これが練習の成果だね︕そして⾃分でダンスを作ることも楽しいね(´・ω・｀)

昨⽇はみんなで「くら寿司」という回転すしの店に⾏った。予約したからあまり待ってなかったけど、予約してなかったら三⼗分も待つようになる︕怖いほど⼈気があるね、く
ら寿司︕好きな種類が回ってきたら⾷べてもいいし、なかなか来ない場合は注⽂してもいい。そして⽫五枚に⼀回、くら寿司のキーホルダーに当たるチャンスがある〜いろいろ
⾷べて、やっぱり⼀番好きなのはマグロ︕そしてエビ︕それからはおいなり︕納⾖も⾷べてみれば、意外にいけるね、この味…最後にみんなが切りよく65⽫⾷べて、わらび餅
のキーホルダーに当たった〜

今⽇の午前は勉強だった。数学のサクシードがやっと終わった︕この前苦⼿なチェバの定理とメネラウスの定理も、問題をたくさんやったから、もう上⼿に使えるようになっ
た。こんな調⼦で⾏けば、来週⽔曜⽇の中間テストは全科⽬受けられるかもしれないね︕

これからホストファミリーのこと⼀緒に中学校の部活を⾒学しに⾏く。中学校の部活が⾼校と違うだって、楽しみだね︕

それでは。

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



中間テスト︕︕︕

2012.10.16

最近こっちのホームページがちょっとおかしくなったから、更新しなくてごめんなさい。

明⽇からは三⽇間の中間テストだ。先⽣と相談して、⾃分も⾊々考えたら、全部の教科に参加したいです。国語は現代⽂と漢⽂で⼀時間、古⽂で⼀時間で、最近⼀⽣懸命勉強し
た。古⽂の活⽤表と助動詞の丸暗記は難しいなぁ…でも最近の漢⽂と常⽤漢字⾖テストがよく出来たし、これも努⼒の成果だね︕現代⽂は練習やったし、どれほど出来るかまだ
わからないね…

化学と地学は休⽇に問題集をやって、「あっ、これまだよく分からない」というところもたくさん⾒つけた。世界史はこの前の⽳埋めプリントで復習して、中国史だから⼤丈夫
だと思う。今は漢字を知っているけど、読み⽅分からない場合がある…でもどうせ紙に書くテストだから漢字覚えばいいや〜

英語と数学は最近問題集ばっかりだ。サクシードの問題が終わったら、最初やった数Ⅱの複素数などはもう忘れたかもなぁって思って、先⽣に教科書の問題の答えがほしいって
⾔って、もらって、⾃分でもっと問題をやった。やっぱり数学というものは、問題をやればやるほど上⼿になるね。最初難しいと思った問題も、簡単になった︕英語の
Workbookは先⽣にやらなくてもいいって⾔われたが、友たちに聞いて、テストの問題がWorkbookの問題のふうに出るから、⼀気にやりました︕よく分からない⽂法も完璧に
解決☆

国語は全⼒を尽くします︕合格できなくても、いい経験だから、やらなかったらちょっと残念だね︕

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



中間テスト以外のこと

2012.10.16

先週の⽇曜⽇は地元のお祭りに⾏って、伝統的な踊りを⾒た。三⼈の男が⿊い獅⼦のマスクと服を着て、ひとりの⼦供が⾚い猿のマスクと服を着て踊りをした。おばあちゃんの
話によると、もともと猿も⼤⼈でやるけど、今年はなんだか分からないけど、⼦供がやった。カメラでビデオ撮ってる時は、前に背が⾼いおじさんがいるからよく撮らなかった

そして体育…最近ずっと40分強⾛だから、なんとなく⻑距離に慣れた︕今⽇は⾃分のペースを⾒つけて、最後はぜんぜん疲れなくて、逆に⾛れば⾛るほど体が軽くて早くなっ
てきた。でも⼆⼗分ごろの時はやっぱりつらくて、すねが硬くて痛くて、スピードが下がってきた。今⽇も⽌まらなく、7×730の⻑距離を40分で完⾛︕体脂肪率下がったかな
〜体育の先⽣が、⻑距離は⼼拍数が150か160ぐらい維持しているから、完⾛したら脂肪が消費されるけど、⼀度途中で⽌まったら逆に脂肪がたまるってみんなに⾔って、「こ
れから痩せる︕︕︕」って⼥⼦のみんなが⼤喜びだった〜

今⽇は先⽣に東京のテンプル⼤学の学園祭のパンフレットをもらって、今週の⼟曜⽇だそうだ。でも⼟曜⽇は部活で絶対疲れるし、東京で道知らないし、⾏くかどうか今悩んで
る…

後は昨⽇の付いていないことだ。朝は寒いかなって思って、上着を着て学校に⾏った。でも急に雲なし⼤晴れになって、暑くなって上着を学校に置いた。しかし…電⾞を降りて
駐輪場に歩いて⾏く途中、急に「チャリーの鍵を上着に忘れたぁぁぁぁぁ︕」って気づいて、⼀緒に帰ったアミに「気づいたのが遅過ぎるだろ」って⾔われた…だからバスで帰
って、今⽇も朝普通より15分前家を出てバスで駅に⾏った。友たちに話したら、相⼿が「うちもこうゆう事あるからいいや、わかるよ、わかる」と⾔った。なんや、私だけじ
ゃないか でもこれからやらないから

最近は暑くなったり寒くなったり、ちょっと⾵邪気味がした。だから今⽇は⽔をたくさん飲んだり服を調整したり、絶対⾵邪にならないようにしている︕

なんで昨⽇も今⽇も空に雲がぜんぜんないの…⼟曜⽇あんなに綺麗なうろこ雲あったのに…部屋で勉強し疲れて、窓から外をみると、うろこ雲がそらを覆って、とてもきれいで
写真も撮った。そしてたくさんの友たちが「私も撮ったよ」って⾔って、テレビニュースもこの盛況を放送した︕

明⽇テスト頑張ります︕︕︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



秋の⾬

2012.10.18

今⽇は中間テストの⼆⽇⽬︕昨⽇は世界史と英語で、今⽇は国語（現代⽂＋漢⽂）と数学だった。国語以外の教科は余裕だったけど、国語は…⼀時間って本当に短かった︕でき
るだけ多くの点数を⼿に⼊るため、まずはすべての選択問題と漢⽂と漢字の部分を終わった。それからは現代⽂の他の問題。本⽂から何か抜き出す問題はまだいいけど、⾃分の
⾔葉でまとめる問題は難しいなぁ…でも最後まで諦めずに頑張りました︕⼀回⽬の国語テスト、難しいけど⼒を尽くした︕

数学のテスト時間は⼀番⻑くて、100分間だった。数Aと数Ⅱの内容は各⼀枚の試験⽤紙で、やればやるほど興奮してきた︕その中に四⾯体の体積を求める問題が出たが、その
授業の時私はちょうどくすのき⾏ったから求め⽅が分からない。それでも「円錐と同じ公式かな」って思って、完璧に解きました☆

お昼は家の近くの松屋のどんぶりで、七味唐⾟⼦かかっておいしかった︕昨⽇の午後からずっと⾬で寒くて、体もだるくなって、やっぱりこういう⽇には唐⾟⼦︕

そして電⾞の中で⾃分のことを考えた︓「留学⽣として、特別の⽅になるのと、みんなと同じ⽅になるのと、どっちがいいのか」

他の留学⽣は、試験が分からないから試験を受けなくてもいい、授業が分からないから毎⽇かばんに⽇本語学校の教科書しか持たなくてもいい、会話が上⼿じゃないから部活で
適当にやってもいい。留学の時間に、学校のことが少ないからあちこち遊べる。でもこの「特別」と「暇」は何を代価としてもらえたのだろう。こういう「特別」の学校⽣活、
本当に⽇本の学校を了解することができるだろう。だから、蕨⾼に来て、私はずっとみんなに「特別」と思われないように頑張ってきた。⻑距離⾛は、できるだけ途中で⽌めな
く、試験も全部受けて、部活は良く出来なかったらみんなに教わればいい。こんな気持を持っている。もちろんつらい時もあった。それを乗り越えてきた今は、せめて⼀⼈で闘
っていない。「特別」じゃないから、⼀⼈じゃない。

中間テストが終わったら、気軽に家族みんなであそびに⾏こうって⾔われた。⽇本に来てからのこの50⽇間ぐらい、ずっと忙しくてまだみんなで遊んだことがなかった。よ
し、あしたも頑張る︕

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



テスト終わった〜

2012.10.19

あまり実感がないけど、今⽇はテストを、⽴派に終わりました︕

昨⽇の⽇記は、中国での家族と⼼連⼼の先⽣からのコメントをもらって、「努⼒が無駄にならないよ︕」って励ましてくれてありがとう︕

今⽇は地学と化学と古⽂です︕古⽂は、⽂学史と古⽂単語を頑張って覚えたから、選択問題が全部正解だった︕でも「あづまくだり」と和歌は問題をやってもやっぱり…ちゃん
と分からなかったからね。でもこれはいい経験だね︕

化学の先⽣がテストの時、試験⽤紙の中に「今学期勉強した問題だけやればいいよ」って書いてある紙を挟んだ。でも、前の内容は国で勉強したことがあるから全部解いた。

久々の部活、今⽇は疲れたなぁ〜

最近⽇本全国寒くなってきて、みんなも体に気をつけてくださいね:D

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



上京したー

2012.10.21

今⽇はホストファミリーのみなさんと淺草寺とスカイツリー（登らなかったけど）に⾏った︕浅草駅で電⾞を降りて、すぐ東京の感じが来たね…下町を歩いて、淺草寺についた
ー

なんだかまた写真をアップロードできなくなった…なんでだろう…

スカイツリーの下はソラマチというモールとすみだ⽔族館があって、今⽇はソラマチしか⾏かなかった。たくさんの店があって、Hello Kittyの専⾨店も⾏ってみた︕何もあるけ
ど、本当に値段が⾼くて買えないね。Kittyちゃんの顔がある梅⼲はひとつで315円だって…さすが東京︕

淺草寺で、薄焼きせんべいとKittyちゃんの浅草キーホルダーと北斎のTシャツ買った︕本当に⼈⼤勢いるね、外国の観光客ばっかり︕やっぱり⼤都市の観光地はだいたい同じ感
じだね。

今⽇は時間がなくてここまで、あとで詳しく話しまーす〜

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



テスト報告

2012.10.23

今度のテストの点数がひとつずつ出てきた。国語の現代⽂の部分は50点で、古⽂の部分は難しくて33点しか取らなかった…でもこれは⾃分で少しずつ勉強して⼿に⼊た点数だ
から、かなり満⾜です︕そしてOCIは86で、数学は94で、世界史は95だった。でも化学は答え⽅間違ったので、84点だった…他の教科はまだ出てきてなかった。

今度テストを受けて、⾃分のこれからの勉強の進む道が明らかにした。テスト受けて本当によかったなぁって今は思ってる︕

そして昨⽇と今⽇は連続強⾛で、今本当に筋⾁痛でたまらない︕昨⽇はいつもより⼀周多く⾛れるようになって、今は730×8だよ〜でも今⽇は⾬だったから、体育館で30分⾛
った。⼥の⼦はみんなマイペースでゆっくり⾛ったけど、男⼦は外より狭い体育館で、競⾛みたいに⾛って、早すぎて危ないから先⽣に注意された。最近も⻑距離に慣れてき
て、確実に体が丈夫になってきた事に気づいた︕

11.3には進研模試で、12.4は⼆回⽬の中間テストだ。これからも勉強と部活両⽅で頑張っていこう︕

P.S.⼟曜⽇の⾯⽩いこと︕朝御飯のかぼちゃを⾷べながらテレビの朝占いを⾒て、牡⽜座のラッキーアイテムがかぼちゃだった︕良かったなぁー

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



やり過ぎたぁ〜

2012.10.25

⽉曜と⽕曜の強⾛で、あまり⾛って、そして部活もやって、昨⽇起きたときもう動けない気がしてた…でもなんとなく起きて、学校に⾏って、廊下の隣の⽇当たりがあって温か
いところでみんなとおしゃべりしながら休んだら、ちょっと治った。でも今朝の肩と腰はまだ痛かったから、ホストファミリーのお⺟さんは「ピップ貼れば︖」と⾔って、痛い
ところに貼って、かなり効いた…よかったー

昨⽇の部活は茶道部だったから、運動しなかった。でも痛みが消える前に本当にダンス部の部活を⼼配した︕チーム練があるから、⾒学したくない。でも治ってよかった︕やっ
ぱり⻑距離の時やり過ぎたなぁ…

⼆年⽣の先輩たちが北海道に修学旅⾏に⾏って、部活の先輩にメールして、調⼦を聞いたら、「今9℃だよ︕制服で⾏かなければならないから、寒くてみんなマフラを装備し
た︕でも楽しいなぁ」って返事が来た。でも⼆年⽣の留学⽣の⼆⼈は修学旅⾏には⾏けないから、ギフトさんはいま家で暇で、リリーさんは⼀年⽣のクラスにいる。まぁ、うち
のクラスじゃないけど…

今⽇のくすのきは、私がまた部活に学校に帰るから制服で、私服着ているシンディとギフトさんを⾒てびっくりした（もちろん学校に⾏かなくてもいい場合）。なんか…おしゃ
れだね…私服姿が地味すぎるかな、私…まぁ気にしない⽅がいいよね〜アハハ〜

試験勉強がなくて、電⾞で暇すぎるから、図書館から「天使のゲーム」という新しい本を借りてきた。今は引き込まれた︕作家さんはスペイン⼈で、⽇本語に訳された本だ。今
は⼀番悲しいところだ︓主役の作家は、⾃分の恋⼈の、先⽣の秘書のために、⾃分の最⾼の作品を先⽣に捧げて、先⽣の名を付けて出版した。もともとアイディアが出なく、ご
く普通の⼩説を書いた先⽣が、主役が書きなおした事が知らなくて、成功の喜びに酔っている。結局、有名⼈じゃない主役の本が有名⼈の先⽣にの模倣だと思われて、ぜんぜん
売れなく、主役も出版社と決裂した。あとは、ひどい病気があって、あと⼀年間が死んでしまうと医者さんに⾔われて、恋⼈とも別れた。でも⼩説はまだ半分あるから、どうい
う展開があるかぜんぜん分からないね︕⽴ち直せるかな…

昨⽇はアミと31のハロウィンサンデーを⾷べた︕ちょっと⾼いけど、でも⼆種類のアイス以外は、チョコケーキも⽣クリームも、クッキーもチョコも⼊ってる︕ハロウィン限
定の「魔⼥のトリック」は葡萄とりんご味で、⾒た感じもいいし美味しいし…⾼さは甲斐があるよ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



普通の⽣活に戻る

2012.10.28

⼟曜⽇は先輩たちが帰ってきたから、普通の部活になった。来週も、いつもどおり五時間の授業＋部活、そして⼟曜⽇は進研模試だ。国語、数学と英語で、昨年の問題はやって
もらった。数学はやっぱり、良く考えないと解けない問題だね︕国語は現代⽂だから、来週は問題集やったり、⼩説をもっと読んだり、問題を解くスピードを上げたいと思う。

そして、来週の⼟曜⽇（11⽉1⽇）は華道部のハロウィン活動で、国際交流係の先⽣が顧問で、部員が少ないから、私を誘った。なんで⽇本はハロウィンがこんなに盛んだろ
う…部活もパーティーをやるって聞いて、帰るとき家の前にジャック・オー・ランタンなどを飾っているのもあるし、変装している⼈もいるし、ハロウィンスペシャルもどんど
ん出てくるし、ディズニーランドもハロウィンモードになった︕地元の祝⽇じゃないのに…

「天使のゲーム」について、今⽇は⼀冊⽬をほとんど終わった、来週は⼆冊⽬で、全部終わる。天使の翼のピンをスーツに飾っている謎の編集者が来て、主役の病気を治して
（︖）、「⾦はいくらでも差し上げますから、この⼀年間、本を書いて宗教を作ってみませんか」と⾔った。主役の本を憧れている若い⼥がアシスタントとして、主役と⼀緒に
住んでいる。「忘れられた本の墓場」から「不滅の光」という本をもらった主役は、偶然にこの本は今住んでいる館の前の主⼈が書いたという事に気づいた。とりあえず今は謎
だらけになちゃった…蕨⾼の図書館は⼆週間しか借りる事ができないから、今は頑張って読んでいます︕⼀気に⼆冊借りないほうがいいかな…でも⼆冊⽬は誰かに借りられたら
どうしよう(*´∀｀)

昨⽇は部活が終わったとき、⼀緒に帰る友たちが⾃販機に温かいおしるこを買って、30円のお釣りなのに60円をもらった︕誰か⾃分のお釣りを忘れたかな…

よし、来週も頑張ろう︕

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



今週の息抜きは…あさってになる︕

2012.11.02

明⽇は進研模試で、今週もいろいろ忙しかった︕だから今回の⽇記はちょっと⼿抜きをします:P

⽔曜⽇はハロウィンだから、クラスの⼥⼦はみんなでうちからお菓⼦持って学校に⾏って、お菓⼦パーティーを開いた︕その⽇の茶道部もみんなでお菓⼦を交換して、⾷べ過ぎ
て帰るときぜんぜんおなか空いていなかった…そして、昨⽇の華道部で、ハロウェンの⽣花を作って、みんなに可愛いと⾔われた︕そしてダンス部の部室に飾って、ほんとに綺
麗だね〜まぁ⾃分で作ったからだね︕

昨⽇はくすのきの先⽣に⾃家で作った柿（種あり）をもらった︕今年はいつもより柿の実が多くなったって︕美味しかったなぁ〜

明⽇は模試だから息抜きは明後⽇だなぁ…進研模試頑張ります︕

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



全くの秋

2012.11.04

昨⽇の進研模試、ほんとに難しかった︕国語が75点で、数学が72点だった…でも英語は平気で95点だった︕数学もっと頑張らなきゃね…今度は難しいから点数が低かっただけ
ど、答えの冊⼦を⾒ると、⽅法が思いつかなかったからかな…

今⽇は住んでいる早稲⽥町の祭りのパレードに⾏った︕警察の⽩いバイクが⼀番前で、それからは三郷の市⻑などの偉い⼈と、マスコットの「かいくん」。ちなみに⼩さいのは
「つぶちゃん」で、そのモチーフは「かいつぶり」という⿃だ︕後についていっているのは三郷市の⼩学校のマーチで、校⻑先⽣が⼀番最後に歩いていた。幼稚園の⼦も出てき
て、親たちが真剣に付いて⾏って、ぜんぜんマーチが⾒えなかった…阿波踊りと、でっかいバイクのマーチもあって、⾯⽩かった︕

来週からは朝読書の活動があって、「⾃叙伝、伝記」がテーマで、今⽇は本屋に⾏って、⽇本⼥⼦サッカー代表の澤穂希さんの⾃叙伝を買った。楽しみだね、来週︕

最近は寒くて、うっかりしてかぜ引いちゃった…でも今⽇はもうすぐ治る気がするから、⼤丈夫だよ︕

茶道部で、みんなでドイツの留学⽣に茶道の道具の名前と、やる時⾔う⾔葉をひらがなに書いてあげた︕嬉しそうでよかったなぁ〜

それじゃ︕みんなも体に気をつけてね〜

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



強歩⼤会︕

2012.11.09

強歩⼤会には出られないけど、私も先⽣に聞いて、⾃分のやり⽅で参加したよ〜

会場はさいたま市の彩湖公園で、すごっく綺麗だ︕彩湖は荒川のすぐそばで、荒川の⽔を調節するために建てられた。そして管理橋によって、北彩湖と南彩湖に分けられてい
る。今⽇は⼤晴れで空が綺麗だから、⼟堤や坂に登ると、遠くに富⼠⼭が⾒える︕校⻑先⽣が「関東地⽅は富⼠⼭が⾒えるから『富⼠⾒』という場所がたくさんあるよ」って教
えてくれた。

まずは本部のテントを準備している時、早く彩湖公園についたから、みんなに⼿伝った。それから、始まったら、チェックポイントでティッシュをあげたり、応援したりした。
そこは坂道だから、⾛るみんなが⼀番きついところで、応援してる⼈もたくさんいる。バスケ部のベンチの⼈と、バトン部の⼈はもうすぐ⼤会に出るから、みんな役員で、けが
や病気などの⼈も役員になった。天気は⼤晴れだし、彩湖公園が綺麗だし、私⾃分もいろいろ練習したし…ほんとに⾛りたかった︕絶対いい思い出をつくるから︕

今度の強歩⼤会は、⼥⼦14.4キロで北彩湖を三周回って、男⼦は19.2キロで北彩湖を四周回る。他の役員さんと⼀緒に「頑張ってください︕」と応援して、「ありがと︕」
「頑張ります︕」という返事が来たときと、やる気なしの状態の⼈がからもう⼀度⾛りだす時は、ほんとに嬉しくて、⾃分も役に⽴ったねって思った︕知り合いの⼈が来たら、
ウェーブやハイタッチをして、励ました︕終わった後で、「応援ありがとう」の声もどんどん来て、ほんとに嬉しかった︕

午前中は、⼋時から⼗⼆時半までずっと⽴っていて、でも⾛ったみんなに⽐べて、これはほんとに⼩さな疲れさだから…

それからアミとユイと⼀緒に、川⼝の不⼆家に⾏って、1380円でケーキ⾷べ放題を注⽂した。最初のケーキは楽しんだけど、四個⽬になると気持ち悪くなった…でも残したら
また料⾦を払うから、我慢して⾷べた…それから不⼆家を出ると、「もう不⼆家嫌い…ケーキ嫌い…ペコちゃん嫌い…」とみんなが⾔った。でもそれからのモール「アリオ」ま
では⼆⼗分ぐらい歩いてたから、お腹の苦しさもだんだん消えちゃって、今はまだお腹空いてないけど

今は⾜が疲れていて痛い…明⽇は部活の⼆⼈のコーチがわざわざ来られるから、3時間の部活をやらなきゃ︕でもみんなが⾛っても⾏くから、我慢して楽しもうと思う︕今⽇は
ほんとにいい思い出だった︕

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



⽣徒会選挙＆いろいろ

2012.11.09

今週⽔曜⽇は⽣徒会の選挙で、うちのクラスのケンタくん（ダンス部だからみんな呼び捨て〜）は会計になりたくて参選して、そしてできた︕後は茶道部のよっしーは、⼀年⽣
の会⻑候補だ︕昼休みの時図書室に⾏ったとき、ドアでよっしーの⼿書きポスターが貼ってあって、似顔絵はそっくりで思わず写メ撮った…今度画像を⾒せて差し上げますか
ら、どうぞお楽しみにしてください︕

もう⼀⼈の会⻑候補は⼆年⽣で、応援している⼈は前⽣徒会⻑の先輩だった︕よっしーを応援した⼈は⼆年⽣の先輩で、模試が学級⼀ですっごく頭いい⼈だって。そしてよっし
ーはスピーチの時、ポスターを作ってくれた⼈と応援してくれた⼈に感謝の⾔葉をしたから、みんなに認めて、次の⽇の朝結果発表の時、当選した︕終わったときあんまり結果
に気にして顔が硬かったけど、当選になる時嬉しそうだね。そしてメールで「当選おめでとう」って祝って、「どういたしまして☆」って返信された。これから蕨⾼で⽂芸部を
作るって、楽しみだね︕

今週は「天使のゲーム」を終わって、東野圭吾さんの「探偵ガリレオ」シリーズにハマっちゃた…豊川先⽣、すみませんですが、⼆冊⽬を読み終わってから、私はこの本はつま
らない本と意識しました。謎だらけの⾯⽩い⼀冊⽬なのに、その謎は⼆冊⽬でぜんぜん解けなくて、結末は主役の好きな⼈が病気で無くなって、アシスタントが「忘れられた本
の墓場」の主⼈になって、先⽣が⾃殺して、主役⾃分が⼀⼈で旅⽴ちのいみわからない結末でした。

今⽇は讃岐うどんを⾷べる︕⼗五分もゆでて、すっごく美味しいうどんだって︕楽しみ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



これこそ私の成⻑である︕

2012.11.09

昨⽇くすのきに⾏って、先⽣に「最初よりほんとに⽇本語が上⼿になったね」って⾔われた︕たしかに、話すことも読むことも前よりよくなって、今⽇本語の本を読むスピード
はもう中国語と同じぐらいになった︕「探偵ガリレオ」の本、四⽇間で読み終わって、今は同じシリーズの「ガリレオの苦悩」を読んでいる。おもしろくてハマっていて、友た
ちのアンナさん（⽇本⼈ですよｗ）が「ガリレオシリーズなら、『聖⼥の救済』と『真夏の⽅程式』の⻑編も⾯⽩いから、図書室にはなかったらこちらから貸してもいいよ」っ
て⾔ってくれて、ほんとにありがとう〜

蕨⾼に来てから、ずっと図書室を利⽤してきた。毎⽇きっと図書室からの本を読んでいた。最初は中国語で読んだことがある本や、アニメでストーリーが分かる本を読んだけ
ど、だんだんスピードが上がってから、「天使のゲーム」からストーリーが分からない本を読んで、やっと今こんなスピードになって、ほとんど全部分かるようになった︕読書
がもっと好きになって、いい勉強になった〜

あとは敬語の使い⽅も慣れた。実にこれはクラスのオカちゃん（漫研でほとんど誰にも敬語を使ってる）と話したおかげだ…本のこと、話し⽅のこと、部活のこと、勉強のこ
と、全部このクラスで相談する相⼿がいて、ほんとに良かった︕蕨⾼に来てよかった〜

楊さんのビデオを⾒て、こっちも羨ましいなぁ〜〜〜いつかビデオ撮らせたいねぇ〜そして国の友たちと家族にも⾃分の⽣活を⾒せられていいなぁ〜

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



今週は何ウィークかな…

2012.11.12

⼟曜⽇と⽇曜⽇は、部活の後ゆっくり休んだ。ガリレオシリーズの本を読んだり、勉強をやったり、うちでゴロゴロしたり…そして⽇曜⽇はホストファミリーのみんなにスープ
を作った︕⼟曜⽇そう決めた後、真剣にウェブで調べたり、メモを取ったりして、そして⾷料品を買って来て頑張って作った︕⼩松菜と卵とお⾁のスープで、⾁をなめらかにす
るステップが難しくて、⽩⾝を⼊れすぎたからちょっと失敗…でもみんなにおいしいと⾔われてよかった︕ちなみに⾃分で作ったから、⼣飯の残った分も次の⽇の朝全部⾷べ
た。ちょっと味が薄かったかな

⽇曜は家でアミとケンでWiiのスポーツゲームをやった︕ボウリング、カヌー、テニス、卓球とゴルフをやった。卓球とテニスはぜんぜんダメだったけど、ボウリングはいけた
かな︕ゴルフやったとき、⼀⼈やるなら、他の⼆⼈は⾒るだけだから、私がやってたとき、よく分からないけどアミとケンは最近テレビでヒットの曲を盛り上がって歌ってい
た。あんまり盛り上がってゴルフに集中できなく、ぜんぜんゴルフ経験がない私が勝った…実にゴルフ⼤好きなお⽗さんが教えてくれたからね。ありがとう〜兄弟三⼈でゲーム
をやるのがやっぱりたのしいね︕

今⽇はこの前やった中間テストのレポートシートが返ってきた︕なんだか国語が33点と50点なのに、クラス3位で学年29位だった 他の科⽬がよく出来たかな…後ろの席のさ
だくんが「国語頑張って今度トップ⽬指そう︕」って励ましてくれてありがとう︕

強歩が終わって、⼀年⽣⾒事全員完⾛（制限時間以内）︕これから⼥⼦の体育はバレーボールとソフトボールだ︕今⽇はバレー部の顧問の先⽣ののりこ先⽣の授業だから、すご
く楽しかった〜パスとスライディングをやって、仲間に「お願いします」と「ありがとうございました」と元気に声をかけた。スライディングはちょっと肘と膝が痛かったけ
ど、バレー選⼿のかっこよさがするから楽しくやってきた〜

ちなみにのりこ先⽣は蕨⾼卒業で、ずっと体育の先⽣やってきて、蕨⾼の超強い⼥⼦バレー部を育てて、今は「蕨⾼といえばのりこ先⽣」ほどの有名⼈︕明⽇のソフトボールは
どうなるかな〜ソフトボール経験無し、ちょっと⼼配:P

⽔曜⽇の11⽉14⽇は埼⽟県⺠の⽇で、学校の休みだ。でも家族みんなの時間が揃えないから、遊びにいくのはむり。なんだかのんびりの予感がするね。今週は何ウイークだろ
う︖

P.S.「探偵ガリレオ」⾯⽩かった︕今は「ガリレオの苦悩」を読んでいて、これからは「聖⼥の救済」です。後井先⽣が勧めてくれた本、覚えました︕今度図書室で探してみま
す。でもまずは「のぼうの城」のリクエストを提出するね︕映画が⾯⽩そうだから、本も読みたいな〜

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



埼⽟県⺠の⽇(・∀・)

2012.11.14

学校は休みだけど、なんだか、会社は休まないから、今⽇はみんな揃えないので、家でのんびりに過ごした〜

午前中は休みの宿題をやった。朝読書の感想⽂と、漢⽂の復習プリント、数学サクシードと進研模試の復習ワークブックだった。そして化学、地学と英語も復習とかやって、充
実だった︕来⽉の4⽇は⼆回⽬の中間テストで、その前の⼆週間は部活なし。今⽇は14⽇だと…もうすぐだね…テスト直前慌てないために、今からしっかり勉強したことを⾝に
つけないと︕

「ガリレオの苦悩」も終わって、⾯⽩かった︕昨⽇の昼休み、「のぼうの城」のリクエストを図書室の先⽣に渡したけど、先⽣に「⽂庫じゃないならありますよ」って⾔って、
⼀瞬間超恥ずかしかった…本屋さんに⾏って出版社、著者と値段をしっかり調べたのに…でもよく考えれば、もう映画化だったから、かなり前の本はずだ。今⼈気があって本屋
にポスターが貼られて、そのヒットは映画のおかげだ。やっぱり良く考えなかったなぁ…でも先⽣がリクエストを予約に変えて（今その本を読んでいる⼈がいるから）、本が返
されたら担任の先⽣から連絡が来るって︕楽しみだね〜

ちなみに今はガリレオシリーズの⻑編「聖⼥の救済」が始まった︕「ガリレオ」と呼ばれている湯川先⽣は、かっこいいね︕「容疑者Xの献⾝」の映画を⾒たことがあるから、
湯川先⽣役の福⼭雅治さんの顔が、本を読んでいるときいつも顔に浮かんでいる︕代表的な⾔葉はやっぱり「実におもしろい」だね〜そんなにかっこいい⼈になりたいな〜豊川
先⽣、続けますから、⾯⽩い本をどんどん教えてください︕

なんだか最近誰かに「⽇記で本の事を話しすぎ」と⾔われて…でもほんとに好きだし、⾔葉と⼼の勉強にもなるし、読んだらここで話したいだし これから気を付けます〜

明⽇また学校だね…あと、明⽇もくすのきに⾏く︕頑張ろう〜

最近⻄⽇本で⻯巻や雹があったそうで、みなさん⼤丈夫ですかー

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



写真特集

2012.11.17

すごく⻑いやきスルメ

市⺠⽂化祭のパレードです︕その緑の⼩⿃ちゃんはマスコットのカイくん〜

阿波踊りです〜

胡 玥さんの⽇記



かっこいいバイクに乗ってる⼈

ハロウィンの華道部活動の作品〜

３１のハロウィンサンデー

数学課題が帰って来たら、これが付いている︕



数学課題

地元のお祭

これは⽇本語で投稿されたものです



写真特集（2）

2012.11.18

まずは強歩⼤会の写真︕

⼥⼦出発前の体操、⼟堤に⽴っているのはお⺟様チーム

当⽇のきれいな空︕

⾶⾏機雲もあるんだ〜

胡 玥さんの⽇記



⼥⼦はまだ出発してないのに男⼦はもう⼀周返ってきた…すごいなぁ…

もうすぐ出発の⼥⼦たち

出発したー

うちのクラスの教育実習⽣のケイ先⽣︕順天堂⼤学出⾝で、爽やかで明るい⼈〜



チェックポイントに準備のみんな

もうすぐゴールだ〜頑張って︕

昨⽇レイクタウンで⾷べた本物の讃岐うどん。美味しかった︕︕︕左のはでっかいお稲荷で、中⾝は普通のご飯じゃなくきのこご飯だ〜

冬は⾜が寒いからユニクロでヒートテック買った

こんなに薄いなのにすっごく温かい︕

これは⽇本語で投稿されたものです



教育実習⽣の先⽣たち

2012.11.19

今週の⽊曜⽇、うちのクラスの教育実習⽣のケイ先⽣の教育実習を終わるのだ。ほんとにいい先⽣で、みんなで⼀緒に楽しい思い出を作った。だから、送別会のために、クラス
のみんなで秘密でプレゼントをあげたいと思った︕

昨⽇ホームルーム員のユウカちゃんがみんなにメールして、⼀⼈150円で、サッカーボールとスポーツタオルを買ってあげたいと思うって。さらに、マーカーで⼀⼈⼀⾔書くつ
もりだ。クラスの⽣徒以外は、誰も知らないから、ちょっとその⽇を楽しみ…でも別れの⽇はやっぱり来ないほうがいいけど…

他の⼤学出⾝の実習⽣たちはもう帰った。9組の先⽣（ケイ先⽣とは仲良し〜）はちょうど誕⽣⽇で、⽣徒にシュークリームを顔につけられた。10組の先⽣はうちのクラスにも
授業をやったことがあって、本当に情熱のある先⽣だ︕そして蕨⾼ダンス部出⾝の⼥の先⽣もよくダンス部に来て、帰る⽇はギターを持ってきて奏でながら歌ってくれた。歌も
ギターも上⼿だし、選んだ曲は「三⽉九⽇」という卒業曲だったから、みんなひかれた…若い先⽣たちの頑張り姿を⾒ながら、もっと前へ進む⼒をもらいました︕

短い間ですが、本当にありがとうございました︕また会える事を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

胡 玥さんの⽇記



最近の事

2012.11.22

国語の授業で伊勢物語の「筒井筒」をやって、先⽣がその中の和歌の「振り分け髪」を説明するために、こんな絵を描いた。次の授業の先⽣はこれを⾒てびっくりした…

実にはこんな⼿順だった:さて、平安時代の美⼈を描きましょうか→まずはまん丸い顔→⼩さな⼝と細い⽬→細⻑い⾸となで肩→振り分け髪→あれ、こんな感じになった…まぁ
これは先⽣の絵の限界だからね括弧笑い

これがうちの国語の先⽣の絵の技でござる︕

美術でやったデッサン、クラスで⼤好評だよ〜

この花は⾃慢作︕

胡 玥さんの⽇記



この壺と洋なしも⾃慢作︕葡萄はもう狂った感じだけど…

ケイ先⽣がプレゼントもらって、⼥⼦たちと写真撮った〜

ちなみにそのサッカーにみんな⼀⾔書いた︕「先⽣はイケメンだけどオレのほうがイケメンだよ。⼀組のイケメンより♥」が書いてあって、びっくりした…みんなとプレゼント
を準備するのが楽しかった︕

これは⽇本語で投稿されたものです



地震初体験︕

2012.11.26

和歌⼭の李博涵さんの⽇記がみえて、やっぱりこの件について話したほうがいいかなっておもう。李さん、関東のことを考えてくれてありがとう︕

初体験と⾔っても、実には⼆度⽬と三度⽬かな。9⽉の時、朝⼆時ぐらい地震があった。そして先⽣が授業で「強かったよ、ゆらゆらして、先⽣が地震で起きた」ってみんなに
⾔って、返事は「へぇ〜〜知らない〜〜〜」だった。

先⽣︓「幸せな⼦たちだな、感じられないなんって」

実はあんまり疲れて、死んでいるように寝たから。

そして⼟曜⽇の地震だ。⾦曜の午前中の部活で疲れが溜まって、午後我慢できなく3時間も昼寝した。そして本番夜になって、逆にぜんぜん眠れなくて、数学のサクシードをや
ってた。グラフの細かい作業だったから、すっごく集中して、時間はあまり意識してなかった。そして急にゆらゆらとして、本棚の本がガタガタの⾳をした。三⼗秒ぐらい続い
てから、また静かになった。時計を⾒ると、ちょうど⼀時ぐらい。実は別にそんなに⼤きな揺れることじゃなくて、歩くことができるぐらい⼩さい⽅だった。

そして午後、三⼈でWiiをやった。お⺟さんが「六時までだよ、コナン⾒たいから」って⾔って昼寝した。そして六時ぐらいになって、起きるようがなかったので、アミが「別
にもっとやってもいいかな」って、ボウリングからゴルフに変えた、そしてその瞬間、急にひとつの⼤きな揺れがあって、そして静か…

Wiiをやめて、NHKを⾒れば、東京は4級で、埼⽟の⽅は3級だった。

まぁ、初体験というのは、実に初意識だったかな︖これからも地震の応対のやり⽅をもっと勉強しなきゃ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



⼆⽇連続誕⽣⽇祝い

2012.11.27

昨⽇はケントの誕⽣⽇で、家族みんなでお祝いした。まだ誕⽣⽇プレゼントが決まってないから、明⽇アミと買いに⾏く。ついでに冬を過ごすためにコートも買わなきゃ…そし
て今⽇はアミの誕⽣⽇で、また誕⽣⽇祝うんだよ〜

蝋燭を差してるケント（の⼿）

成品

誕⽣⽇おめでとう〜

そして予想以外の事が起きた︕

実にこの前、友たちとレイクタウンに⾏ったとき、カーズのアニメが⼤好きなアミにカーズのぬいぐるみを買って、誕⽣⽇プレゼントとしてあげたい。そして昨⽇、アミがケン
トへのお祝い⼿紙のカバーに「カーズのぬいぐるみ買ってきて」って書いてあって、読まれた。それを聞いて、すっごく慌てた︓

「買っちゃダメ︕」っておもいきり⾔った。

そしてみんなに「なんで︖」の⽬で⾒られた。

「実は、私もうアミにカーズのぬいぐるみ買った…」

っていうパターンで、⼀⽇早く、バレました。もらったときすっごく嬉しそう〜ずっと欲しかったって︕よかった〜

胡 玥さんの⽇記



あとは⾬での素敵な出会い︕昨⽇は⾬で、バスを待ってた時、先輩がとなりに来て、傘を忘れて、びっしょり濡れた。そして傘に⼊れてあげて、⼀緒にバス待った。⼗五分も遅
れたので、⼗五分もあいあい傘の状態で話した。今⽇は教室に来て、お菓⼦とお礼の⼿紙をくれた〜うれしいなぁ

メッチャおいしいですけど︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです



⼀番⼤事なのは前向き︕

2012.12.01

今⽇はホストファミリーが変わった。私は別れの時、三ヶ⽉で初めて泣いちゃった。ほんとに優しくて、真⾯⽬で、私のことをよく考える⼈たちで、今はありがたい気持ちばっ
かりだ。短い間でしたが、お世話になりました︕来年の春、早稲⽥の桜並⽊がピンク⾊に染められた時、絶対遊びに⾏きますから︕

もうこれ以上書けない。また泣いちゃうから。

新しいホストファミリーもとても親切だ。前のアミと今のハルは学校ではクラスメートで、今⽇はハルが私と⼆⼈で協⼒してすぐ荷物の⽚付けを終わった。明るい⼥の⼦だか
ら、おしゃべりもすぐ楽しくなってきた。これからの⼋ヶ⽉、ずっとこのうちにいるから、仲良くしなきゃ︕また武蔵野線だし、南浦和駅からバスに乗るし、アミと会うチャン
スはかなりあるから、これは別れじゃない︕⼤事のはこれからの事だから、昔の思い出は仕舞いましょう︕

来週の⽕曜⽇またテストで、今は試験勉強中。化学は有機化学の処に⼊って、最初は全部丸暗記で、⽚仮名でいっぱい︕世界史も、中国史のところが終わって、モンゴルとイス
ラムのところに⼊って、⽚仮名が…でも頑張って覚える︕テストが終わって後15⽇間ぐらいで冬休みになり、国⽴天⽂台に⾏って、コミケに⾏って、あとはお正⽉になる︕今
年ももうすぐ終わったなぁ…来年の事も楽しみだね︕

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



明⽇またテスト︕

2012.12.03

⼟⽇はちゃんと勉強してきた、そしてあしたいよいよ中間②になる︕今度は、ちゃんと国語などを勉強したから、60点を挑戦したい︕そして勉強も慣れてきて、今度は早めに
試験勉強に⼊って、中間①より気軽だった。今は気軽とは⾔えるけど、部活も勉強もやるあの⼀週間は本当に⼤変だった…もうストレッチしながら古⽂単語覚えたい気持ちが出
てきた＠⼝＠

⽇曜⽇の昼は安⾏町会に⾏って、お餅を⾷べた。できたてのお餅おいしいなぁ〜お餅つきは、⼒のある⼤⼈がまず⼗分やって、それから⼦供に「やりたい⼈ならんで〜」って⾔
って、⼦供いっぱい並びに⾏った︕⼦供は軽いほうの槌を持ってついて、結構上⼿な⼈がたくさんいたんだ︕私とアヤカ（妹）も並びに⾏って、体験した〜お餅はきなこ、つぶ
あん、あんこ、⼤根おろしと納⾖五種類で、⼀つずつ⾷べて、おいしいけど、やっぱり喉渇いたなぁ…でもお茶と焼き芋ももらえる︕

そしてバスケ部のハルに、好きなバスケ漫画の「⿊⼦のバスケ」を勧めた。読んだら「ヤバい︕もうハマっちゃた︕全巻揃えたいわ〜〜」って⾔って、気に⼊てよかったね〜同
じバスケ部のとなりのクラスのマイちゃんも、「⿊⼦のバスケ」が⼤好きで、ハルが好きになっちゃったと聞いたら、嬉しそうに「うちのパパまで好きだよ」って⾔った。でも
全巻揃えるとか、やっぱ試験が終わった後にするね︕そういえば、漫画の⼒はほんとに強いねぇ…お⽗さんまで好きというか…

試験が終わったら、「⼼霊探偵⼋雲」シリーズを読みたい︕ガリレオシリーズが全部終わって、何がいいかなって悩んでる時、図書委員会のモロちゃんは「⼋雲まだよんでない
でしょ︖めっちゃおもしろいよ〜〜」って勧めてくれた。昼休みの時間、ちょっと図書室に⾏って、少し読んだら、やっぱり⾯⽩いね︕やっぱ私ミステリー⼤好きだなぁ（笑）

最近は⼀気に寒くなって、コートを装着︕今年の冬は前より寒〜いから、埼⽟は雪がふるかもしれない︕地学で勉強したフェーン現象で、関東地区はあまり冬は雪ふらなくて、
埼⽟も去年しか降らなかったから、楽しみだね〜

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



夜、六本⽊、イルミネーション

2012.12.09

昨⽇はテストが終わったから、夜みんなで東京にドライブに⾏った︕川⼝市は東京とぴったりで、荒川を渡るとすぐ東京になるから、南の⽅に住んでいる⼈がほとんど東京で仕
事と学校やっている。住んでいる安⾏は植⽊屋さんが有名で、川⼝の北東にあって、三⼗分の⾞で東京の真ん中に⾏ける。

真ん中といえば六本⽊︕Midtownでイルミネーションがやっているから、⾒に⾏って、やはり半端じゃないわ、この綺麗さ…

まだ着いていないよ〜でもこの滝のようなイルミネーションはきれいね〜

Midtownのサンタツリー〜サンタさんや雪だるまのアクセサリをたっぷりかけて︕

胡 玥さんの⽇記



かわいいでしょ(・∀・)

空に浮かんでるみたい︕



偶然撮れた︕

クリスマスの雰囲気がジュワ〜って来た

Midtownから出てきたら、東京タワーの真正⾯のどおりに⾏った。そこの⽊も全部イルミネーションになって、夢みたいな通りだった〜

このイルミネーションは桜の花になったらまさに絶景だわ︕



東京タワー

今⽇は浦和駅の近くのくすのきコンサートに⾏きます︕

こんな時はやっぱり埼⽟いいなーって思うんだね…東京に近いし、そんなにうるさくないし、マスコットのコバトン可愛いしｗ

これは⽇本語で投稿されたものです



テストと地震

2012.12.09

今度のテストは楽だったなぁ…まぁ国語以外がね。今度の国語は漢詩の問題が出た。その前のグループ学習で漢詩やったばかりだね。

このグループ学習は、うちの国語の先⽣が発明した授業のやり⽅。最初はみんなを三⼈か四⼈のグループに分けて、Aグループたちはみんな同じ資料をもらって、勉強する。そ
してBとCグループたちもこういう感じでやって、終わったらまた違うグループに分けられて、このあとのグループはAの資料もBのもCのも貰っているから、⼀緒に研究する。
ほんとに楽しかった〜美術の先⽣も採⽤してる︕

漢詩を作るグループ学習という、実ま⾔葉の表を配って、規則に合わせて⾔葉を組み合わせること。うちのグループはよくできたｗ。まぁ、私がいるのは反則かもねｗ

⾦曜⽇埼⽟では震度3の⻑い地震があった︕最初はトラックの⾳かなって思って、テレビまで揺れ始めたから、地震だと気づいた。30秒か40秒続いたかな︖ちょっと怖かったけ
ど平気〜

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



試験が終わったよ〜

2012.12.12

今回の中間②もやっと終わったなぁ…まだ全部の教科の成績は出てこなかったけど、今度はやっぱ進歩した︕国語の現代⽂と漢⽂は58点で、古⽂は47点だった。やはり難しい
ね…でも前回より10点と15点の進歩があって、平均点数にもっと近づいた︕あと2点︕数学は普通の94点で、英語、地学と化学は全部クラス⼀位だった。英語は91点で、地学
は90点で、化学も91点で、なかなかの進歩︕

でもテストと引越しはストレス溜まって、⾵邪引いちゃった。⽉曜⽇はちょっと⾵邪気味だけだったけど、昨⽇は朝から喉が壊れて、声が出なくなった。薬を飲んで、今⽇はま
だ声が枯れているけど、話せるようになった。痛みもない、熱もない、⿐⽔もない、ただ声が出ないだけ…おかしい⾵邪だね︕でも薬は眠くなる薬で、今⽇の⼀時間⽬はつらか
ったわ…

映画⾒られなかったから昨⽇図書館から「のぼうの城」の本を借りた。すごい⾯⽩い︕今⽇はもう半分終わった〜これからは⼋雲シリーズだなぁ〜図書館は冬休み特別貸し出し
だから、今本を借りれば、⼀⼈⼗冊以内、冬休みが終わるまでに返していいって。だから⼋雲の4から8を全部借りて、家に詰まって、⾦曜⽇ぐらい「のぼうの城」が終わった
らそれを読む︕

「のぼうの城」は埼⽟の⾏⽥というところで起こったことを述べた本で、五百⼈対⼆万⼈の戦争を書いた。どんな戦略を使うのか楽しみだね…ちなみに私はかっこいい甲斐姫が
⼤好き><

百円ショップで発⾒した可愛いしおり︕

本を閉じたらこんな感じになる︕

象さん以外はひよこ、カバ、クマとブタがあって、五種類で⼗個。可愛くて本を読みたくなるw

胡 玥さんの⽇記



難しい有機化学を理解するために、⼿作りプリント︕中国語と⽇本語が混ざり合ってる状態だけど…でも分かりやすく書いたから復習にも役に⽴てるだろう。

午後の紅茶のミルクティーの特別パッケージ︕

ちなみにレモンティーはプーさんで、ストレイトティーはミッキーとミニー︕

今週からグラウンドは⼯事で、ソフトボールは出来なくなる。でもほんとにつらいのはグラウンドを使う運動部だよ…野球部とサッカー部と陸上部で、ほとんど毎⽇校外の運動
場で練習して、こんな⽇は来年の3⽉まで続く︕アミは陸上部のマネジャーで、「⻑い冬期練に毎⽇⼾⽥に⾏く︕キツイィぃぃー」って⾔った。ほんとにしょうがないことだ
ね…

それでは。

これは⽇本語で投稿されたものです



本⾷い⾍

2012.12.17

蕨⾼の最⾼の場所といえば、図書室だよぉぉぉぉぉ︕︕︕

ちょっと考えたら、蕨⾼に来て、こんなにいっぱい本読んだ︓

図書館戦争 天使のゲーム（上と下） 傾物語 傷物語 探偵ガリレオ 予知夢 ガリレオの苦悩 真夏の⽅程式 聖⼥の救済（この五冊は東野圭吾さんのガリレオシリーズ） 
のぼうの城 ⼼霊探偵⼋雲1〜4（5〜9はうちに詰まっている）

読みたいのはFate/Zeroの⽇本語バージョン（全6巻）、「悪の教典」（上と下）、ソロモンの偽証（⻑編サスペンス⼤好きな宮部みゆきさんの新作︕すごく⻑そう…）、プラ
チナデータ、「DRRR︕︕︕」の読んだことがない9〜13巻、後はトワイライトシリーズ︕

こんなに予定が⼊っているため、私は今⼀⽣懸命本を読んでいる…ちょうどテストが終わったし、冬休み特別貸し出しもあるし、⼋雲の4〜9を全部借りて家に詰まっている。
昨⽇4も三⽇間で終わった︕⾒た⽬がちょっと怖いミステリーで、実は⾯⽩いよ︕読んでいる時はよく結末を当てるけど、⼀度も当たらなかった…主役の⼋雲さんなんでこんな
にかっこいいですか 今は5を進める中〜

ちなみに4巻のカバーは私の⼀番好きな⽅です︕返さなければならないから写真をとった︓

指先に燃えてる光ってる炎、「なにこれめっちゃかっこいい」って思った><そしてカバーの⾊に合わせて⾚いブックマークを選んだ︕

のぼうの城も⾯⽩かったよ︕⾯⽩くて三⽇間で終わった><500⼈対⼆万⼈の壮絶な戦いで、ほんとにすごい戦略を使った︕でも映画の中の「のぼう様」は本の中の「のぼう
様」とずいぶんイメージが違うね。なんでだろう…

やっぱり私はミステリー好きだね…くすのきの先⽣が「若いだからミステリーの緊張感がすきでしょ︖もう年取ったし、ゆっくりの⽅が楽しめるから、あまり読まなくなってき
たわ」って⾔った。ミステリー⼩説の中のかっこいい探偵役を⾒ると、「私もこんな⼈になるといいなぁ」って思う…

ちなみにうちのクラスで⼀番本好きな⼥の⼦はかなり男っぽくて、いつも平気に「俺」とか「アニキ」とかの⾔葉を使ってしゃべっている。ホラーとミステリーが⼤好き。そし
て今⽇朝「おはよう」⾔ったら、その⼿に持ってる本はまさか「ちはやふる」︕

「ええええ少⼥漫画︖︕︕︕︕」って思いっきり突っ込んだ。

「なんだよ、俺は⼀応少⼥漫画読むぞ」

そしてオカちゃんが通って、「ちはやふるはね、少⼥漫画だけど少⼥漫画じゃない⾯⽩さがあるよ︕」

「ほーら」って⾔われた。

私も読んでみようかな

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



いろんな⾯⽩いこと︕

2012.12.21

くすのきに⾏って、北村先⽣から柚⼦（ちっちゃいよ）とみかんもらって、みかん⾷べた後、⽪を仕舞おうとしようと思った時、「あ、腹巻きだ︕」って気づいた。

友たちに写メって、「ほんとだwwwwww」って返信された。

友たちがディズニーランドに⾏って、おみやげの可愛いせんべい︕塩味だよ〜他にはツナと蜂蜜醤油という不思議な味があって、やっぱ蜂蜜醤油っていうのは…

そして今週の⼀番の⾯⽩い本︕

これだ︕埼⽟の逆襲︕

⼋雲5を返しに⾏った時、くすのきに⾏ったから雑誌付き商品のジャンケン応募に間に合わなくて、落ち込んで新しい本を探していた。と、その時︕

胡 玥さんの⽇記



「埼⽟の逆襲」、にしてもデカ字︕「なにこれ⾯⽩そう」って思って、借りた。図書委員の先輩がニヤニヤしながら「埼⽟のことについてもっと知らなきゃなぁ…」って⾔っ
て、「でも逆襲って無理だからさ」ってさいたま市⺠のオカちゃんが⾔った。

この本は埼⽟のことをたくさん書いて、逆襲計画（勝⼿ですけど）さえ書いた︕そして読んでいるとき、驚くこともあるし、共感になることもある。美味しくて安いパスタ屋さ
ん「サイゼリヤ」も、おしゃれで安くて安⼼な「しまむら」も、いろんな⽇本でも有名な会社の本社は埼⽟にあるよ︕⾹川県の下の⽇本⼆番⽬のうどん県︕⽇本⼀でっかい
IKEAは新三郷にあって、ケーキとパスタの消費量⽇本⼀、川⼝の苗⽊⽣産量⽇本⼀（ほぼ安⾏産）、川の数量⽇本⼀、晴れの⽇⽇本⼀…こんな埼⽟はまさに「彩の国」の⾔う
とおり︕広々な武蔵野もすごいきれいで、国⽊⽥独歩は「武蔵野」という作品も書いたし…

「ダサイたま」なんてじゃないよ=3=別に「なんでもない」「存在感ない」じゃないよ〜ちなみに海がないから、⾃然災害で死亡しで⼈数は⽇本最下位︕

⼀番共感があるのは埼⽟と埼⽟をつなぐ「Interline」のアイツ、すなわち武蔵野線の紹介である︕ずっとこの温厚な鉄道乗ってきたから、本の中に書いてあるイメージにすごい
共感がある︕

「のんびり、じっくり」（駅と駅の間の時間が⻑い。これはも慣れたなぁ…逆に京浜東北線とかに乗る時すごい速く感じる）

「武蔵野線⺠は我慢が強い」（本数が少ない）

「トコトココトコト」（こういう⾳めっちゃする）

「⾵に弱い」（昔は荷物だけの線路だったから⾼いところを⾛っていて、⾵邪が強くなったらすぐ⽌まるか遅れる。でも経験したことないなぁ…）

「なんかかわいそう」（あれ︖）

「なかったら困る、埼⽟が分裂する」

「ギャンブルに⾏くおじさんとディズニーランドに⾏くカップルが混ざり合ってる状態」（競⾺場の駅がたくさんあって、舞浜のディズニーランドにも⾏ける）

「新しい駅が次々と出る」（越⾕レイクタウン︕新三郷︕）

…ぜひ読んでみてください︕作者は東京都出⾝だけど、埼⽟の魅⼒を満載している本です︕「息⼦にしたいナンバーワンの⽯川遼くん」を育った⼟地︕

まぁ、最後はあれだよ、あれ。電⾞で⾒た切ない広告。JTの⽸コーヒーの広告で、武蔵野線と京浜東北線に貼ってある。実に、切ない。

「気持ちは⼀番のプレゼントだよ」と彼⼥が⾔った。→何かあげないと⾔ってくれないけど

「寒いね」「うん」「⼿をつなごう」→「⼿袋があるからいい」と彼⼥が⾔った

「クリスマスから出張する」→と彼⼥が⾔った。

こんな切ないセリフばっかり…広告にイケメンの写真付いていて、「これこそ空気よめない彼⼥だなぁ」って思われる…

じゃ、ゆず湯に⾏ってきます〜

これは⽇本語で投稿されたものです



騙されクリスマスパーティー

2012.12.28

今週は冬休みに⼊りました︕冬休みというけど、やっぱり忙しいなぁ。部活もあるし、宿題いっぱいいるし、あと年末の活動もたくさんあるし…

この三⽇間、毎⽇朝から部活で、寒い⾵の中に家に帰る時、もうお腹が空いて疲れて寒くて死にそうになる…そしてお昼⾷べて、少しぼーとして、寝る。四時ぐらい起き

て、筋⾁痛を耐えながら机の前に⾏って、宿題やって、⼣⾷⾷べて、また宿題やって、寝る。

それでも筋⾁痛が治らない︕治らない筋⾁痛︕それがなぜというと、多分あまり寒くて、前より冷たい体で無理やり筋トレやったから、筋⾁痛になった。そして昨⽇先輩が「明
⽇⼀年⽣⼤会のオーディションと基礎練チェック、全員来てよ」って⾔われて、真剣にうまくできない基礎練の振りを⾃習練した。そして今⽇は朝部活に⾏って、「とりあえず
⼗分間ぐらいでストレッチやって。⼀年⽣は書道室、⼆年⽣は廊下。」と⾔われた。みんな不安にストレッチをやって、そして突然⼆⼈の先輩が⼊ってきて、ビデオカメラを装
着した。

「これはまさかビデオを撮る︖」と、もっと不安になった。

ストレッチが終わって、久光先輩が⼊ってきて、「⼀班から三班の順番でやって、私たちがビデオを撮ります」って⾔って、「実は…」

「うそでーす︕」

(*´Д｀)←⼀年⽣全員の顔。

そしていきなり部⻑のユウナ先輩がサンタさんの服を着て、でっかいお菓⼦の袋を持って⼊って、「クリスマスパーティー始めまー
す︕」と⾔った。

これが聞こえたら、もうねーさんとちえみは泣いていた…久光先輩は「なんで泣いてるの︖(´・ω・｀)」って聞いて。「わかりませ
ん」しか⾔えなかったようだ…

⼤体こんな⽬に遭う時は泣く…よね︖

そして先輩たちのクリスマスダンスの披露︕もともとダンス部は美⼈が多いだし、可愛いダンスを踊って、みんな盛り上がった。そ
して⼆班の先輩たち（⼀⼈しか男じゃない）はみんな学ランで踊った…ナツキ先輩だけ中学校のセーラー服で、メッチャ可愛かっ
た︕なんで私カメラ持って来なかったの(´︔ω︔｀)

それからはお菓⼦会、ビンゴゲーム、最後は盛り上がって踊った〜でもギャグ担当のユウタロウ先輩は体操着だったから、ずっと
「さむっ︕」って⾔ってた…

ちなみにユウナ先輩から「騙して申し訳ありませんでした」って謝罪された。

やっぱりダンス部って楽しくて仲良くて⾯⽩いなぁ〜もう⼀度、ダンス部に⼊ってよかったと思われる︕みんな頑張ってるし、元気
に笑ってるし、本当によかったなぁ、ダンス部に⼊って〜

ぜんぜん練習しなかったけど、今⽇はやっぱり昼寝…起きてから、年賀状をデザインして、印刷して、お世話になったみんなに書い
た。25枚ってやっぱり⾜りないなぁ…明⽇また印刷しに⾏こう︕

中国っぽいに作りたかったから、こんな感じʼに作った〜

胡 玥さんの⽇記



さっきまでずっと作業やってて、疲れたなぁ〜

おやすみ(・∀・)

これは⽇本語で投稿されたものです



国⽴天⽂台

2012.12.28

⾬でした。

晴れた後のNikon製の太陽観察専⽤望遠鏡。雲が来た時は観察を⾃動停⽌する。

望遠鏡のコントローラ

ここは農場じゃありません︕三鷹の天⽂台です︕広いよね〜

胡 玥さんの⽇記



昔使った観察設備

でっかい望遠鏡「スバル」。いろんなきれいな天⽂写真を撮った。

感動するほどの美しさ

春の天⽂台、⾏きたいな〜



⼤昔の星図

秒まで細かい三⾓関数表。電卓がない時はこれしか使えない。

講座も受けて、とても楽しくて充実した⼀⽇だった︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです



コミックマーケット83︕

2012.12.30

今⽇は⾬の中、埼京線直通りんかい線で東京国際展⽰場のコミックマーケット83に⾏きました︕⻑いからこれからはC83や冬コミと呼びます。ものすごいたくさんの⼈が⾏くか
ら、⾃分の⾞や⾃転⾞で⾏くのはダメで、公衆交通⼿段を使わなければならない。そして朝ついて、駅のエスカレーターから、並ぶ…いっぱいスーツケース持ってる⼈がいて、
その中は同⼈誌の商品やコスプレイ⽤の⾐装だ。

⾬だからみんな傘差していて、スタフの⼈は「友たちといっしょに来た⽅は友たちの傘に⼊れてもらってくださーい」ってみんなに⼤きな声で叫んでいた。そして⾔ったり⽌ま
ったり、やっと会場に⼊った。

やっぱり、会場の中も、⼈⼈⼈⼈だらけ…また⾏ったり⽌まったりして、⻄棟の⼀階に⾏って、すぐコスプレイの⼈を⾒つけた。他の写真撮ってる⼈のように「写真お願いして
いいでしょうか」って聞いて、「はい︕」って笑って返事が来た。

最初はマドカ︕

「タイガー＆バニー」のコスプレイ︕バニーと折紙さん⼆⼈ども美⼈だなぁ…

綾波レイ(・∀・)

胡 玥さんの⽇記



巨⼤キュウベー

ざっと⾒れば美⼈のSaber Lily。でも話しかけたとき、答えが男の声で、びっくりした…

『銀魂』の⻑⾕川さん。お年⽟あげたらティッシュと名刺が配られるwww

会場で⼀番キラキラしている四⼈のSaber︕隣の雁夜さんは「やっぱ私存在感が奪われたなぁ」って⾔った…実に雁夜さんもかわいかったから、写真を撮った︕



ハウルのコスプレイ︕⾜が綺麗美⼈だねw

『銀魂』の⼟⽅さん。「マヨネーズ星の王⼦」

そしてお昼は鮭おにぎり⼆つ︕⾷べる途中に撮りたかったコスプレイに⼈が⽬の前から通った︕︕︕残念だけど…頭の中に焼き付けるしかないなぁ…

お昼を⾷べ終わったら、企業ブースに⾏った。そこにC83の記念Tシャツが売っているから、⼀枚買った。

いい記念だ0w0

これを買ったから、近くのゲーム会社のキャンペーンの宝くじに応募できた。そして当たった︕⼆等賞で、4000円のグッズセットだった。ちなみに⼀等賞は12000円で、ゲー
ム本体とグッズセット全部もらえる。

うれしいなぁ(・∀・)



カレンダーは⾒やすい⽅だしｗ

すぐ使える、繰り返し使えるカイロももらった︕

メッチャいい⼿帳だぁー

ペルソナ4の袋︕七⾊マカロンのアクセサリーも付いている︕

昨⽇はまだ⾏くかいかいないか迷ったけど、やっぱ⾏ってよかった︕でも⼈が多くて途中で迷っちゃった。どんなに⾏ってももとの所に戻って、何回もスタフに聞いて、やっと
ビルの外のすごい⻑い坂道で、⼀階から四階の企業ブースに⾏けた…疲れるわ、あの坂道︕だからコスプレイしている⼈は歩きにくい靴で登れなくて、みんなエレベーターで⾏
った。

とりあえず楽しかった︕でも⼀⼈で五時間も歩きまわるのはちょっと寂しかった…今度またイベントがあったら⼀緒に⾏こう(*´∀｀*)

これは⽇本語で投稿されたものです





明けましておめでとうございます︕

2013.01.01

さっき初詣から帰りました︕家から五分間歩いて着けるお寺に⾏って、除夜の鐘をついて、初詣して、おみくじして、帰ってきた。もう⼀時なのに、お⽗さんが寝に⾏く時に
「それではみなさん、また来年」って⾔ってて、

「この⼀年間どこかに⾏きますか︖」ってアヤカに突っ込まれた…

「実には、この家にタイムスリップの設備があるよ〜」ってまあくん（お兄ちゃん）が⾔った。

鐘つき。顔が⾒えないけどそこにやっているのは私です。この間のC83も同じ格好だったから、男に⾒られてしまった…

初詣のところ︕五円⽟（ご縁）を⼊れてお祈りをする。

おみくじはこんなだるまに⼊っている。みんなのだるまは顔が違う︕

胡 玥さんの⽇記



今年は⼤吉だ〜︕まあくんといっしょで、アヤカとハルカは吉で、「凶とか⼊ってるかな」ってアヤカに疑われた。

⼀番気になる学問は「安⼼して勉学せよ」で、本当によかった(・∀・)旅⾏も「楽しき旅になる」だし、ラッキー☆

とりあえずこんな感じです︕2013の初⽇記〜みんな来年もいい年になるようにね〜よろしく〜

これは⽇本語で投稿されたものです



忙しいお正⽉

2013.01.04

1⽇はおせち⾷べて、近くの東沼神社に⾏って初詣に⾏って、⼆回⽬のおみくじをした︕今度は末吉で、ハルカは「末⼩吉…むしろ何︖こんな吉って聞いたこともないわ」って
⾔って、アヤカは「まぁ、これが凶とか⼊ってない証拠だな」

「それでお前のつった意味はこれが凶と同じぐらいなの」ってハルカ。

「別に⾔ってません」（てへっ）ってアヤカ。

おせちはママの⼿作りで、すごいきれいだからいっぱい写真撮った︕でも今充電中だから、またあとでお正⽉写真特集を作ります︕伊達巻、⿊⾖、かまぼこ、栗きんとん、ブリ
の味噌漬け、⽥作り、お麩、桜えび、こんにゃくの煮物…すごいいっぱい種類があって、つくるために⼆⽇間もかかった︕そして私とハルカとアヤカは、ごぼうと⼈参を切った
り、⽥作りを分けたり、昆布を結んだりして、⼿伝った。⿊⾖を煮て味付ける時、きれいな⿊⾊をつけるために、錆った釘も⼊れるんだ︕あとお麩も⼈参の煮物も、きれいな⾊
と梅の花やもみじの形していて、かわいいなぁ〜

でも⾷べ過ぎて苦しい…

そして⼆⽇はテレビの『ラッキーセブン』の特別放送⾒た︕⾯⽩いなぁ〜松潤と瑛太のキャラは⽝と猿の仲だけど、本番になるとちゃんと協⼒して、いろんな事件を解決した。
嵐の歌ったテーマソングも盛り上がってるし、本当に⼈の⼒になれるな〜

1⽇と2⽇は休んで、3⽇から部活と勉強︕正式の部活は明⽇からだけど、2⽇の夜ちえみから「あしたとあさって⼀年⽣⾃主練、⾏く⼈返事して」っていうメールが来て、私は
「このまま休んだら5⽇きついかなぁ」って思って、「⾏きまーす」って返事した。だから昨⽇も今⽇も、朝九時から12時はダンス部の⾃主練で、お昼セブンのおにぎり⾷べ
て、午後四時か五時まで学習室で勉強した（これからまだ課題テストと進研模試がある）。⾃主練は⼀年⽣全員来ていて、私その時来るって決めてよかった︕忙しくて疲れてい
るけど、充実していて楽しいね（笑）。今⽇は数学の進研模試の往年問をやって、全部できるけど、かかった時間は半端なかった︕本番の時はやっぱりスピードを上げなけれ
ば︕

明⽇からはいよいよ正式部活︕まあくんも⼤学で京都に帰らなければならないし、アヤカの塾も始まったし、ハルカもバスケ部に⾏ってるし、パパとママの仕事も始まったし…
お正⽉はこれで終わり︕2013年が始まった︕みなさん、今年も宜しくね〜

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



新年初お茶︕

2013.01.09

2013年に⼊って、私もしっかり勉強と部活頑張ろうと思っていました︕ちょうど最近⼿帳⼆つもらって、カレンダーも三つもらって（どれでも捨てられないから全部机の上に
並んでいる）、はっきりして計画することもできた。⼿帳は普通のスケジュールと毎⽇の勉強スケジュールに分けている︕⼀年の最初の⽇々は、やはり遊ばずに頑張る︕これで
この⼀年にいいことが来るかなぁー

っていう感じで、勉強の隙間にここに来て素早く⽇記を書こうと思っていました。化学のノート整理にも疲れたし。

今⽇は新年初の茶道部だった︕茶道部のみんなはお道具とお供えを拝⾒して、新年の濃いお茶を飲んだ。顧問の先⽣⼆⼈ども、ちゃんと着物着てきて、先輩たちも⽩い靴下にし
た。最初はお点前をしている先⽣が「飲めないかもしれないから薄めにしよう」って⾔って、濃いお茶を飲んだことないからちょっとほっとした。

最初は桜餅みたいなお菓⼦で、中にごぼうが挟んでた。結構美味しくて、みんなもリラックスの気持ちになった。そしていよいよお茶の出番。裏側に⾦箔と銀箔が塗ってある⼤
きくて重いお茶碗で、⼀⼈三⼝半飲んで、お懐紙で飲み⼝をしっかり拭いて、次の⼈に続ける。でっかいほうのお茶碗は五⼈分で、ちっちゃいほうは三⼈分だった。ミサコとナ
ツミは三⼈で飲んで、私は⼆番⽬だった。

最初先輩がお茶持ってくる時、となりから⾊を⾒て、「やばっ」って思った。

何この⾊…めっちゃ濃いじゃん…市販の⻘汁もより⼀層濃いじゃん…

そして飲んでいるミサコの顔が歪んでいる。

「苦いです。喉が苦しいです。」と、ミサコのコメント。

頑張って飲もうって思って、お茶碗を⼝に寄せた。そしてお茶がどろっと来て、液体じゃないでしょこれ︕って思った。飲んだ時はまるでお茶の粉をそのまま⼝にするような感
じで、苦くて苦しかった。やっと飲み終わって、ナツミにパスしたとき、モモコに「顔厳しいぞ」と⾔われて、「やめなさいよ」って反論したかったけど、のどが声が出さな
い…しばらくして、やっとよくなった。

「恐ろしいなぁ、濃いお茶」とミサコ。

「全部飲み切る私のほうが⼀番苦しいよ」とナツミ（顔歪んでいる）。

「お疲れさまでした」と私とミサコ。

先⽣の⽅に⾒ると、あっちがニコッとしている。

これが使い終わったお茶碗。まだドロッとしている。

胡 玥さんの⽇記



ナツミと同じ最後の⼈のミユキ。サリアが「頑張って」って励ましてあげている。

お供え。下から上は九合のお⽶、炭、昆布とみかん。お箸の左側は昆布で、右側はスルメ。

お道具。これでお正⽉のお茶を作る。



飾ったお花。年明け前は⽩いツバキを使うけど、年明けて、⾊付いているツバキを使う。でもこの椿の花はまだまだつぼみみたいだね。

それから、苦しみから私たちを解放させるために、「お薄を飲みましょう」と先⽣が⾔った。でも普通はおいしいお薄は、今⽇はなんだか苦い…マジ苦い…帰る時喉の奥が苦い
味に満ちている…「グルメシティに⾏ってなんとか⽢いもの買おう」って思って、時間を⾒たらもうすぐバスが来るから、諦めた。

で、初お茶です。

この間⾔ってたお正⽉写真特集は、時間がなかなか出せないからまだ写真をアップロードしてない。休⽇時間が開いたらまたアップロードしてやります。実に、今⽇の写真は写
メで撮ってパソコンのメアドに送ったからここに登載できるからです。

今年もお茶部よろしくお願いします＞w＜

これは⽇本語で投稿されたものです



お正⽉写真特集

2013.01.12

実は、この時間部活に⾏くはずですが、今⽇朝起きて、いつもより肩と⾸が⾟くて、なんだろうって思って、⾸を動かすと、

「いってぇぇぇぇー」

というわけで、⾃分が寝違えたことに気づいた。そして部活を休んだ。今はじわじわの温かい⾸枕が⾸に巻いている。

新年の鏡餅。鏡餅が⼩さくてみかんが⼤きすぎに⾒えるから、⾦柑を載せた。

おせちでーす。四⼈で2⽇間で作った︕そして四⽇まで⾷べてた…

⼀番下の「三の重」。伊達巻、かまぼこ、桜えび、ブリの味噌漬け、⽥作り、ホタテ。

胡 玥さんの⽇記



真ん中の「⼆の重」。⿊⾖、栗きんとん、鮭の煮付け、⼤⾖と⼈参とこんにゃくの煮付け。

⼀番上の「⼀の重」。⾥芋、凍え⾖腐、こんにゃく、タケノコ、⼈参（梅の花の形をしている）、お麩、レンコン。

お雑煮。⼈参は花の形で、⼤根は⽵の葉の形に切ってある。

神社の絵⾺。よくみるといろんな⾯⽩い物が書いてある。「今年こそ、⽔樹奈々さん（アニソン歌⼿）と結婚させてください︕」っていう絵⾺の前で、ハルカが「そんなわけが
ないのに」って突っ込んだ。でもほとんどは「就職できますように」「志望校に合格できますように」って書いてある。



初詣の神社。メッチャ並んだ。

毎週蕨⾼に来て留学⽣の授業をやっている⾼柳先⽣は、「嵐のみんなが⾼尾⼭に初詣に⾏ったから私もそこに⾏きましたよ」って⾔った。後は⼤宮の氷川神社や鷲宮町の鷲宮神
社に⾏った友たちもいて、そこでもっと並んだかな…

最後の写真はお正⽉には関係がありません。この間⾯⽩いなぁって思って撮っただけです。毎⽇部活が終わって教室に戻って着替えるのです。8⽇はヒナコの誕⽣⽇で、みんな
が祝に遅くまで学校にいて、教室に戻ったとき⿊板前の電気をつけると、

こういう感じだった。いつも⿊板前の電気より教室全体の電気のほうがつけられるから、初めてこのホラーの感じに気づいた。幽霊役のマミとチエミ、ご協⼒ありがとうござい
ます。

これは⽇本語で投稿されたものです



⻘春は、純⽩だ︕

2013.01.14

タイトルは実にJR東⽇本も使っている広告のやつから来ました。あのスキーツアーの広告。

今⽇は⼤雪が降って、あちこち雪に覆われていた︕午前中は部活が雪のために休みで、ママとハルカと浦和美園のAEONに買い物に⾏った。⾏ったときはまだ⾬だけど、だんだ
ん雪になって積もってきて、買い物の途中で「屋上に⾞を⽌めたお客様は⼤雪のため下の⽅に⽌め直してください」というアナウンスもあった。

そして店を出て、真っ⽩。

⾞はみんなゆっくり動いていて、帰るために普通の倍以上の時間もかかった︕

こんな感じになったから、うちにいるアヤカに雪景⾊の写メを付いたメール送った。

「雪だるま作ろう♥」

「いいよ☆」

というわけで、お昼の後いっしょに雪だるま作った。庭の中も雪ですっごくきれいになった︕でも雪が分厚くて、つま先が冷たかった。

胡 玥さんの⽇記



「寒いわぁぁぁー」

「雪が⾸から服の中に⼊っちゃった︕」

「それでも頑張ってつくるぞー」

「おおっ︕」

ずいぶん熱々な気分になってきて、アヤカは⼿で作った雪のボールでごろごろして頭を作って、私はまず雪を積もって、そして⼀気に倒してゴロゴロして体を作る。雪のボール
はでかくて重かったから、割れないようにゴロゴロするのは⾟かった…⼀休みと思ったら頭をあげると、⽬の前はおじいちゃんとおばあちゃんの飼っている柴⽝のジュン（6⽉
⽣まれだからジュン）だった。

普通はおとなしくて優しいジュンは、寒くてかなり厳しい顔をしていた。そして低く吠えていた。「寒いよって⾔ってるんだよ、ジュンが」とアヤカが⾔ってた。

なんだかこういういかつい顔がかっこいいな、ジュンちゃん。

そしてようやく体の形も丸くして、アヤカが頭を持ち上げようとしていた時、せっかく作った頭の雪ボールが割れちゃった。⼆⼈で黙ってその割れたボールをじっと⾒たら、
「挫折があるこそ⻘春だぞー」って上から誰かの声が聞こえた。⾒上げると、ハルカが部屋の窓からこっち⾒ていた。

「こんな話をする余裕があるなら⼿伝いに来なさいよ︕」ってアヤカ。

「寒いからいやーだー」ってニヤニヤのハルカ。

「⽴派なやつ作ってみせるぞー」ってアヤカ。

これこそ⻘春だなぁ…って私は考える。

そしてもう⼀度頭を作って、⼆⼈で持ち上げて体の上に載せた。後は雪で⾸のところを固めて、形が完成だ。

そして庭の中から樹の枝や⽊の実を持ってきて飾った。



完成︕⼆⼈で作ったよ〜

もう⼆⼈がびっしょり濡れているし寒かったし…でも楽しかった︕

帰ってきてテレビに関東と東北の⼤雪情報ばっかりだね…お⾵呂⼊ってポカポカで、「明⽇武蔵野線⽌まるといいな」「今⽇成⼈式の⼦たち⼤変だ」「学校に⾏きたくないな」
「三連休ってこんなもんだよ」と⾔いながら、餃⼦を作った。お鍋に⼊れて⾷べて体が暖かかった…

これは雪の中の純⽩な⻘春だよ

PS.最近の本はライトノベル︕2012年電撃⽂庫第⼀位の「ソードアートオンライン」で、「⼼霊探偵⼋雲」の後読んだ。友たちのおすすめで、先週の⽕曜⽇から⼀巻で、もう三
巻まで突⼊︕やっぱ⾯⽩いなぁ〜私からもおすすめします︕

これは⽇本語で投稿されたものです



レ・ミゼラブル

2013.01.20

最近のレ・ミゼラブルの映画に気になって気になって本当にたまらなくて、今⽇浦和美園の映画館に、アヤカと⾒に⾏っちゃいました。

そしてぐちゃぐちゃ泣いていた…本はざっと読んだ事があるけど、こんなに泣かなかった。社会の現実を反抗する⾰命軍たちは、最初からこんな悲惨な結末を知っているのだろ
う。それでも銃と剣を持つ、家具に作られたバリケードで⽕砲も出している軍隊と向き合う。最後まで、戦⼠らしく死に⾄る戦いを続ける。その「Can you hear the people
sing, sing the song of angry men」の曲が⼤好き︕もうこれからこの曲を聞いたとき泣いちゃうかも…

でもアヤカはまだまだ若いからそんなに分からなかった(*´∀｀*)フランス⼤⾰命を説明してあげたけど、どうやらまだ分からないらしい…まぁちょっと早かったかな〜

来週は進研模試︕頑張って勉強するぞー

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



題名が分かんないけどとりあえず読んでくれてほしいなぁ

2013.01.25

「Library News  ⼀⽉⼆⼗五⽇（⾦）

⽩き魂がこの⼤地へ降り⽴つ中、導かれた戦⼠たちは⾃らの信念と共に戦場へと⾜を踏み⼊れた。四⼗⼋の時を越え⼀つの戦いは終を告げた。しかし戦⼠たちはさらなる戦いに
向け剣を研いている。我々もいつかは後を追う事になるのだろう。しかし我らはまだ無⼒な卵に過ぎず、今はただ戦⼠たちの背を遥か遠くにミルばかりである。いずれ訪れるそ
の時まで、今は⼒を蓄えておこう。これは避けることのできぬ運命なのだから。

時に我が同族たちよ。この⽂が読まれている頃はちょうど多くの試練がおり注いでいる最中であろうか。これから始まるのかもしれないが、我には時の流れが読めぬので了承し
てもらいたい。これらの試練は⾃らに秘められし⼒を解き放ち⼰の実⼒を測る良い機会である。これらで⼒を試しさらに腕を磨きさらなる⾼みへと⽬指すのだ。今は⼀時も無駄
にせず、常に⼰を⾼めていくのである。それが今我らにできる⾏動だ。

さて、どうもみなさんこんにちは、図書委員⻑の須藤柊平です。今回はいつもと違うテイストにしてみました。いかがだったんでしょうか、ではまた今度。」

この図書館新聞を読んだ時、私は「須藤先輩Good Job︕」って思いつつ、笑いました。須藤先輩は漫研のひとりだけの男の先輩で、図書委員⻑で、この間漫研に遊びに⾏った
とき、ちょうど先輩が図書館新聞の事について悩んでいた。

「中⼆病にすればどうですか︖」

しばらくの沈黙で、

「…まさにそれだああああああ︕ありがとうございますぅぅ︕︕︕」とでっかい声で⾔われた。

それで、この上のLibrary Newsが⽣まれました。雪が「⽩い魂」、センター試験が「四⼗⼋の時を越え⼀つの戦い」、受験は「運命」で、試験は「試練」…中⼆ですわ〜でも
⾔葉遣いはとても素晴らしくて、これから作家になるかもしれないよ、須藤先輩︕今度教えてもらおうかな〜⽂芸部も早くできるように︕

あと今⽇は南浦和駅についたら、隣の武蔵浦和駅で⼈⾝事故が起きて、武蔵野線⽌まっちゃったわ…それでママに「どうすればいいの」ってメールして、「ハルカのチャリが壊
れたからちょうど学校の⽅に向かっている、駅前で待ってて」って返信されて、ほっとしたわ…これは怖いわ、⼈⾝事故…

明⽇進研模試でがんばりまーす︕

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



中間研修Yes︕

2013.02.06

埼⽟に戻ってきましたァァァァ︕︕︕︕

４泊５⽇、ほんとに楽しかった︕でも別れる時も悲しかったわ…別に⾃分の学校とホストファミリーに戻りたくないわけじゃないけど、また今度半年後に会った時、留学⽣活が
終わるということが⼀番寂しいよ…

今の被災地の様⼦を⾒て、いろいろ考えた。まだあちこち⽡礫が積もっていて、⼭の上は新しい⽊しか⾒えなくて、建物も鉄⾻しか残っていない状態で⽴っていた。

仮設住宅の7-11

新しい南三陸ホテル観洋から⾒えた海。

NICEのさあやさんが、被災地の⼈の事を⾊々紹介してくれた。これから畑仕事がどんどん始まって、漁業も回復されている。海の⼈の「私たちは海にやられました。でも私た
ちはまだ海があってよかった」という⾔葉に感⼼しました。この⼼の強さと、⾃分のふるさととしての海への愛は、本当に深いですね。交流会で会ったおばあちゃんたちは、⾃
分の息⼦たちが東京に⾏って、お⾦を儲けて、新しくて丈夫な家を⽴てたいと教えてくれました。おばあちゃんたちの顔には、元気な笑顔でいっぱいでほんとに良かった。すべ
てが海に巻き込まれても、「頑張ればまた始まる」と信じるこの強さは、すごいと思う。

そして東北弁も教えてくれたよ︕「かわいい」は「⾯っけ」や「⾯っこい」と⾔って、「兄ちゃん」は「あんちゃん」と⾔うんだって︕餃⼦の⽪などをいっしょに作ってくれ
て、楽しい交流会が出来ました︕

雄勝町での⽯運びのボランティア活動も、経⽊についての可能性の探究活動も、被災地のみなさんの強さが感じました。全てなくなってる上に、新しい店ができたり、⼩さいけ
ど商店街さえ出来ました。積極的に雇⽤や産業の回復を考え、ふるさとを去るじゃなく建て直す。飲⾷店の⼈がとても元気にやっていて、そこのみなさんに⼿のひらの⼤きさの
ホタテも頂きました︕

胡 玥さんの⽇記



⻘葉城と松島の観光。えびせんでかもめに餌をやった

⻘葉城から⾒えた仙台全景。写真がちっちゃいけど…

ずんだ味のソフトアイス。

おみやげはお菓⼦やストラップなどを買った。宮城限定の「政宗なめこ」のファイルをアヤカに買ってあげて、おお喜んだ〜「他の⼦は絶対こんなもの持ってないね」って⾔っ
てた。

ちょっと寂しいけど、我慢してまた半年間頑張りましょう︕また新しい出会いとかもできるし、新しい就活もらえるんじゃないんですか。中間研修ほんとにいろいろ経験して、
楽しかった︕

これは⽇本語で投稿されたものです





地元愛で勝負︕

2013.02.07

今⽇は仙台⼟産を学校の友たちに分けた〜みんなが「いいなぁ修学旅⾏みたい」って⾔ってた。なんだか昨⽇の寂しさが治ってきてよかった︕そしてお昼の時アンナさんと理⼦
と埼⽟についてまた話し合いました。

「⾹川はうどんしかなくて、和歌⼭はみかんしかないと⾔ったら、埼⽟はどういう感じかな。何がある︖」

「お⾦じゃない︖」

「はぁ︖ 別に埼⽟はそんなに⾦持ちじゃないでしょ︖」

「だって、『しまむら』も『サイゼリヤ』も本社を持ってるし、ロッテとグリコとガリガリくんの⼯場もあるし、⽇本⼀のAEONもあるし」

「あれ聞いたよ、ロッテの⼯場は南浦和にあるでしょ」

「そうよ」

「南浦和はそんなにすごいところもあるんだ」

「でもお⾦しかないならちょっとかわいそうじゃない。特産品、特産品だよ」

「川越のさつまいも」

「⿅児島に負けてるわー」

「B級グルメの⾏⽥のゼリーフライと草加せんべい」

「よく普通って⾔われてるじゃない」

「深⾕ねぎ」

「それはさすがに⼈におみやげとして持っていけないわ」

「……」

「……やっぱりお⾦しかないね、埼⽟」

「でも埼⽟住み⼼地いいよね。雰囲気がいい」

「安定な鉄道線も持ってるし、静かすぎるなら⼤宮に⾏けばいい。東京でもいいし」

「……」

「やっぱ埼⽟県⺠ってあれだな」

「何︖」

「埼⽟にいる時は地元愛なしだけど、この武蔵野から出てくると不安になる。埼⽟イコール安⼼、安⼼イコール埼⽟」

これが結論です。

やっぱり埼⽟っていいよね…後井先⽣にビデオを申し込んでいる時はこの地元愛でアピールした︕ビデオチームはもう何年も埼⽟に来てないから今年マジで来て欲しいんだけ
ど…だから今⽇もアピールしてまーす〜

P.S.今⽇は華道部のバレンタインスペシャルに⾏きました︕

胡 玥さんの⽇記



⾒えますか︖後ろの葉っぱは⼆つのハートだよ〜「⼼連⼼」のあのシンボルをイメージしてるよ〜〜

⾒て⾒て〜(´・ω・｀)

今は家に飾ってます〜

これは⽇本語で投稿されたものです



部活復帰

2013.02.08

今⽇は七時まで部活やりました。いつもより⼀時間遅かった。明⽇は⼋時から部活をやります。

なぜというと、⼀年⽣は3⽉の⼤会に出て、オーディションが近いからです。フリが作られて、⻤のように速い⾳楽だった。研修の間にはもう進んでいて、今も新しいフリがど
んどん⼊ってきてる。曲はLudacrisの「Girls gone wild」で、速いしか⾔えないよー

そして今⽇頑張ってなんとなくフリを覚えて、ゆっくりのカウントならできるようになってきた。でもやっぱり曲の速さに合わせるのが難しい。

だから部活が終わったら、みんなで中庭で⾃主練やった。寒くて顔と⼿が痛くなってきた。でも「⼀年⽣全員⼤会デルから頑張ろうぜ」という⾔葉を聞いて、あゆみとちえみも
フリを教えてくれていたから、「頑張ってやらないと︕」と思うんだ。でもなかなかうまくできなくて、⼀瞬泣きたくなってきた。

「ゆっくりでできるなら慣れたらできるよ」

とりあえず今この⾔葉が私を⽀えている。

後は最近始まった「図書館戦争」シリーズ。奈須きのこさんの「空の境界」と「DDD」は研修中で終わりました。「空の境界」はまさに神作だけど、「DDD」はそんなに⾯⽩
くなかった。今⽇は返すのを忘れて、図書室の先⽣に思わず「すみません、きのこたちを忘れてしまいました」と⾔っちゃった。

「きのこたち︖」

「奈須きのこさんの本たち」と説明した。

そして⼋時ぐらいに帰って、録画した「PSYCHO-PASS」を⾒た。未来世界の警察アニメです。

このアニメの中で私の⼀番好きなキャラは縢秀星（かがり しゅうせい）という⼈で、主役じゃないけどかっこよさ満点︕声優は⽯⽥彰さんだし。今週のストーリーは、主役の
狡噛さんと朱ちゃんがタワーの上に⾏って犯⼈を捕まえて、縢さん⼀⼈だけで地下に捜査に⾏った。この「PSYCHO-PASS」のシナリオ作者は⾃分の作ったキャラをいじめるこ
とが⼤好きな虚淵⽞さんだから、縢さんが⾏ったとき「死亡Flagが出てきたかな」って思った。そして最後まで⾒て、犯⼈が逮捕されて、みんな無事だと思ったら、いきなり縢
さんの⽅の画⾯が出た。

そして警察の縢さんは、局⻑に殺された。にしても逃れないと意識したとき、笑って「やれやれ」って気軽そうに⾔ってた。

局⻑は実にロボットだし。

その時ほんとに「ふざけんなよ」って⾔いたかったよー

なんで私の⼀番好きなキャラは⼀番⽬に死ななければならないのよー

⽯⽥彰さんは前に虚淵さんの作品のアニメ化に出てきた時、やったキャラも⼀番⽬に死んじゃったけど。

もうー今⽇ついていないなー

明⽇部活早いから寝る。おやすみ。

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



ここ久しぶりー

2013.02.15

久しぶりですね〜

最近いろいろ忙しいから、あまり⽇記書かなかった。旧暦の⼤晦⽇は、友たちとチャットやりながら国の定番のパフォーマンスを⾒た。やっぱ突っ込みながら⾒るのが楽しい︕
時差で、全部⾒たら朝⼆時まで起きなければならないし、とりあえずパソコンをベッドの上に持ってきた。イヤホンで⾒て、チャットやりながら、⼀時ぐらいの時寝てしまっ
た…それも仕⽅が無いことですよ、その⽇の午前中は部活だったし。

それでまた起きたとき、イヤホンから歌声が聞こえて、どうやらまだ終わってないみたい。でも私はパソコンを閉めました。

なぜというと、寝たかったから。

そして次の⽇は後悔しました。どうやらたくさんのいいパフォーマンスを⾒逃した。

後はIpod touchを⼿に⼊れたから、連絡とかはあれでいいからあまりパソコンを開けなくなっちゃった。でもやっぱりパソコンのキーボードを打つ感じって最⾼だな、Ipod
touchのキーボードʼは⼩さすぎるんだ。でもいまはもう慣れた。

最近部活で⼀年⽣⼤会のフリをやっている。今度こそ本気を出そうと思ったら、意外に出来ていた。⾳楽は早いけど、よく聞いてそのリズムを頭の中に刻んだら、慣れてきた。
明⽇はオーディションだから、頑張ります︕

バレンタインの⽇はチョコをもらいまくった︕そして部活で⾷べたチョコの分を全部踊った…本当に疲れるよ、ダンスっていうこと。研修の時他の運動部の友たちに「ダンスっ
てそんなに疲れるものかい」と聞かれて、「それはそうですよ」と答えた。まだまだ寒いんだけど、⼾外で練習していたときは、みんなの顔が真っ⾚になってきた。フリが早く
て、やっている時息ができない…

友チョコはすごい︕先輩が百⼈分のを作ったって︕ホワイトデーに返さないと申し訳ないな。でも私も⼀応⼥⼦⼒マイナスで友たちの中で男⼦役やっている⼈だし、⼤丈夫か
な…

写真また時間があればアップロードします。今⽇はこれで失礼します。

ねむーい

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



お久しぶりぃぃぃぃ

2013.03.01

今⽇の⼤掃除が終わった後、解放感半端じゃなかった︕とりあえずこの⼆週間で、私は試験勉強と⼤会前の部活で忙しくて、ぜんぜんパソコン開く暇がなかった。後もうひとつ
の理由は、勉強道具で机がいっぱいで、パソコンを置く場所がぜんぜんなかった。

まぁテストも終わったし、⼊試休みでちゃんと遊ぼう︕⽇記にも復帰︕

テストについて、今度の世界史は難しかった。⽚仮名でいっぱいで、ぜんぜん覚えられなかった。「トゥール＝ポワティエ」とか、「アレクシオス」とか、復習の時⼤変だっ
た…テストも、できたかできなかったかぜんぜん分からなくて…他の科⽬は⼤丈夫︕国語もちゃんと勉強してからテストうけたから、良い点数取れると思う︕

明⽇は友たちの岡ちゃんと東京に⾏って、上野公園で開いたラファエル展を⾒に⾏く。待ち合わせとか相談してた時、アンナさんが「⼥⼦⾼⽣がモールじゃなくてラファエル展
の待ち合わせに相談しているシーンは珍しいね」と⾔った。

「じゃアンナさんも⾏こうよ」と岡ちゃん。

でも結局どうやら⽤事があって⾏けないアンナさん。

明⽇はラファエル展の初⽇だから、ちょっと込むかもしれないけど、観に⾏けるのはもうラッキーだからね。

そして計画によって午後は池袋でぷらぷら〜駅の東⼝から出て、ずっと前から⾏きたい⼄⼥ロードに⾏くのだ︕⼥性向きのアニメグッズだけじゃなく、安い洋服屋とか、猫カフ
ェや執事カフェとかもあるそうで、マジ天国…でも執事カフェなどは⾼いし、私が⼊ったら思わずニヤニヤしちゃうから、⽌めましょう…

後は⼾⽥スポーツセンターで部活︕⼤会前だから、⼊試休みの後は部活がびっしり並んでいる…みんな頑張ってるから、絶対⼤丈夫︕春キャンが終わる前に友たちとディズニー
に⾏こうと思ったら、私からの誘いが遅くて、⼤体誘った⼈は他の友たちと⾏っちゃうんだ…どうしよう…

それから⼊試休み中のオープンキャンパスと3⽉31⽇の東京ビッグサイトでのアニメ公式展⽰会︕3⽉の計画がたくさんあるね〜でも財布の厚さも減るだろう…

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



もうディズニーなんか⾏けない

2013.03.04

ラファエル展はすごかったよ︕本物の「聖⺟⼦」も⾒えたし、たくさんのラファエルの関連作品も⾒えた︕そんなに⼩さいキャンヴァスの上に、どうやってそんなに細かく描け
るのだろう。私も美術の授業で油絵を描いたことがあったから、その難しさが確かに分かる。そして記念として、ラファエルの作品が印刷されているロールメモを買った︕⼋百
円でこんなに⾒れるのは本当に得だわ。

上野なら込むかなと思ったけど、⾏列ができても順調に進んでいった。でも、私たちが⼊ってすぐ、⼈が多すぎて⼊場制限されたと︕さすが初⽇︕早く⾏ってよかったなぁ。ラ
ファエルの企画展を終わった後、国⽴⻄洋美術館での常設展も⾒た。たくさんの素晴らしい作品が集まっていて、モネやピカソやロダンの名作さえ︕

上野から出て、池袋まで⼭⼿線を乗って⾏った。⼄⼥ロードまで⾏って、九階もあるアニメートに⾏った。

これは︕これは︕伝説の中のアニメート本店だあああああーーー

もう⼤興奮︕ここまじ天国だわ︕

カメラを忘れて、Ipodで写真を撮ったから、まだパソコンで⼊れなかった。

とりあえずいろいろ⾒て、TYPE-MOONの⼗周年記念公式書を買った。2800でこんなに分厚い公式書を買えるとは︕TYPE-MOONというのはゲームと⼩説の会社で、この間⾔
ってた奈須きのこさんを中⼼として、独特な世界観と壮⼤な物語によって、多くのファンを惹いている。私もそのファンの中の⼀⼈だけど…そして、「⿊⼦のバスケ」の同⼈ア
ンソロジーも2冊買って、これで6000円ぐらいになった。財布の中をチェックしなくても、私は分かっています。

確実に分かっています。

本当に分かっています。

私は。

私はもう。

貧乏⼈になってしばらくディズニーなんかには⾏けなくなったあああーーー

でもこれは公式書とアンソロジーの悪いじゃない︕確かにその値段にふさわしい質量です︕私の、この私のコレクションにするのはとても幸運な事だと思います︕そして私は⼄
⼥ゲームのキャラクターも好きだけど、アニメート本店⼋階の⼄⼥ゲームの専⾨売場「ガールズマーケット」の商品には⼀品も⼿を出していませんよ︕となりのお姉さんは三万
円ぐらいで⼤⼈買いして、岡ちゃんが「私、⼄⼥ゲームに⼿を出さなくてよかった」とコメントした。

つまり︕誰のせいでもない︕

「らしんばん」という中古アニメグッズの店にも⾏ったけど、⾒るのが⼗分幸せだったから何も買わなかったよ︕⽕神（マジ天使どうしよう⽕神くんご飯作れるんだよマジ天
使）の「SEIRIN 10」って書いてあるTシャツも、梶浦由記のOriginal Sound Trackも︕ちなみにここの⽂字が読めなかったら無理しなくてもいいですよ…

今部活に⾏く⼾⽥スポーツセンターへの交通費も、「くすのき」まで⾏く交通費も、これからのカラオケも、岡ちゃんの誕プレのお⾦も出さなければ…15⽇まで5000円で⽣き
る︕よし決めた︕今から節約︕

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



⼊試休みが終わるぅー︕︕︕ 

2013.03.10

⼊試休みを振り返ると、私は課題をやり、池袋と上野に⾏き、部活をやり、⼆⼈の友たちと激安カラオケで四時間熱唱し、それだけでした。最近お⾦のほうやっと回ってきて、
本当によかった。

課題は数学しかやる気が出ないのに、ちゃんと終わりました︕共分散と相関関係の計算は気持ち悪いけど…

最近埼⽟はもう夏の気がする。昨⽇薄い上着とTシャツを着てお昼買いに⾏ってくる時、熱くて上着を脱いで半袖で帰ってきた。これで逆に家の中のほうが涼しいよ。アヤカが
「もう冷房つけようアイス⾷べよう」とわくわくしているんだけど、私にもこんなに早い夏⽇に悩みがありますよ。

ベスト出したいけど、学校はまだ冬服を着なければならない。

セータじゃ熱い、卒業式の16⽇はブレザーを着なければならない。

ブレザーはクリーニングから帰ってきて、まだ校章付けてない。蕨⾼の校章はまさに悪夢、付けにくい、取りにくい、にしても⼿が刺されやすい。初めてブレザーに付ける時、
三⼗分もかかったかないか分からない。

そしてついさっき、強い⾵が網⼾から⼊ってきた。⾬雲が来て、多分もうすぐ⾬だろう。

北部と東北は冬の嵐なのに、関東が夏⽇。

柴⽝のジュンも暑そうにしている。

でもいいこともあるよ︕ダンス部⼀年⽣の出る新⼈⼤会の予選ビデオ、通ったよ 〜私ももっと練習しないと︕やっぱりみなさんと⽐べて、まだまだ上⼿いとは⾔えないなぁ。
よし明⽇も頑張ろう︕

明⽇の球技⼤会も頑張ろう︕このバスケにトラウマが出来ていた私が、バレーでどんだけ出来るのだろう︕

「休みタイマー」と「フィットタイマー」というアプリをダウンロードして、毎⽇きちんと勉強時間と休み時間をとり、勉強効率☆⼀直線急上昇。

国⾊天⾹才徳兼備⼤盤振舞四元素←この間のカラオケで⾒えた⼀番⻑い漢字だけの歌詞。

今⽇はこれで〜アイス⾷べに⾏きまーす(´・ω・｀)

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



最近のこと

2013.03.16

まずは⼀組の⼥バレーのみんな(私を含める)におめでとう︕連続四回で相⼿が⼆年⽣だったのに、この球技⼤会で⼥バレーの三位を取るのはすごいことだぞー︕あと⼥バス、男
バスと男バレーも、負けたけど頑張ったね︕男バスは引き分けだったから、最後にシュートのPKで決めた。うちのクラスの河野くんがバスケ部で頑張っているのに、外れて、
勝利を相⼿に譲した。とても悔しそうだったなぁ...でも頑張ったね︕これで悔しいこと⼀切なし︕ ⼥バレーの場合では、うちのクラス元バレーが五⼈いるから、サーブが強
⼒︕このサーブで連続六回点数を⼿にいれたこともあるよ︕ ⼆⽇⽬は三回も試合やって、筋⾁痛がひどかった... ⼀⽉の進研模試結果も出た︕奇跡の学年⼀で偏差値78.2︕願念
のS1レベルにも⼊ったし、本当にうれしかった︕これからも勉強に怠けてはいかん︕ ⼀番疲れているのはやっぱり部活...⼤会に近いから朝練も⾃主練もきつくて、体があちこ
ち痛くなって、帰ってからぐったりしてそのままお⾵呂に⼊って寝るから、ぜんぜんチャットとか⽇記を書く余裕がない。でもせっかく⼤会に出られるし、準備の練習はいろい
ろ⾟いけど、これはきっといい経験と思い出になるのだろう。みんなに迷惑かけないようにもっと頑張らないと︕今⽇の卒業式が終わって練習に来た三年⽣の先輩たちも、蕨⾼
校のダンス部は練習がすごく⾟いけど、他の学校のダンス部を⾒たら、やっぱり蕨⾼校のダンス部がすごいと思うんだ。我慢できなくやめようと思う⼈がいない訳がないけど、
⼤会とかイベントとかいろいろ経験して、他の部員との絆を深めて、とてもいい思いでと素晴らしい成⻑になる。私も最後まで諦めなくやり続けないと︕ 卒業式と⾔っえば、
私また花道部の卒業式スペシャルに⾏かせてもらいました︕ また時間があれば写真をアップする。本当にいいお花だった︕桜、デルフィニューム、躑躅や蘭など、盛⼤で美し
い⽣け花になった︕でも卒業式の私は爆睡した...⼀つ⼀つのクラスの担任の先⽣が⽣徒の名前を読んでる時や卒業⽣代表の講演の記憶がなかった。起きたのは⽣徒代表の前⽣徒
会⻑の遠⽮先輩が話を始めた時(ほぼ終わり)だった。遠⽮先輩の美声が...︕歌がうまいそうです︕顔がかっこいいそうです︕⽣徒会⻑としてすごいそうです︕東北⼤学に合格し
たそうです︕どんだけ完璧の⼈なんだ... 起きたあと、周りの⼈みんな寝ているに気づいた。 これこそ暇からの不可抗な睡眠欲だ︕この話かっこつけてるけど... 泣きながら⽣徒
の名前を読んだ先⽣がいたんだ... はいこれで今週です。 明⽇部活offだし満⾜するまで寝よー
これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



ディズニーシーまで息抜き︕

2013.03.27

これはこれは、みなさん、お久しぶりです。

この間ずっと忙しくて忙しくて時間がなくて、ほとんど毎⽇部活と春休みの課題になったから、今⽇やっと休みを頂きました。そしてディズニーシーに⾏きます。私は今、電⾞
の中でキーボードを叩いていますよ、不思議でしょ。

どうしてディズニーシーに⾏ってもこのノートパソコンを持っていくというのは、２４⽇の⼀通の電話でした。

「取材のテーマは埼⽟を紹介するに決めました。だから埼⽟の全体的なイメージを⾔ってみてください」

やったあああああああ︕←本⾳

「えっ、全体的なイメージ︖平和というか、普通というか…」地元愛があっても、この問題はなかなか難しい。

「じゃゆっくり考えましょう。ちょっと書いてみて、私の⽅へ送ってください、いつごろ出せる︖」

「とりあえず⼤会が終わった後ねぇ…じゃ２７⽇はどうですか」

ということで、私はこのことを決めました。昨⽇も⼀昨⽇も⼤会の応援に⾏ったから、ぜんぜん時間がなくて、気がついたらもうディズニーシーに⾏く直前だ。

「駄⽬だ、何とかしなきゃ︕」と思いつつ、パソコンをソフトケースに⼊れて電⾞の中まで持ってきました。絶対座れるために、武蔵野線の⼀号⾞を選び、ディズニーに⾏く⼦
供たちがいっぱいいて、予想ほど静かではなかった。

それでもやらないと︕

 

さて、⽇記の本題に⼊りましょう。

やっと願念の春休みに⼊ったけど、部活のスケジュールが配られた。ぎっしり並んでいる部活から⾒て、この春休みは学校より忙しくなるかもしれない。⼀年⼀組はもうバラバ
ラになって、みんなが担任の⼭崎先⽣にアルバムをプレゼントした。おしゃべりでもした時、⼆年⽣になるとまた同じクラスかなと思った。

「クラスは選択科⽬で決めるでしょ」

「でも物理と⽣物には関係ないらしいよ、⽇本史と地理が別々になるけど」

「でもそういえばアンナさんって…」

「⽇本史に決まってるだろ︖地理なんかできないよ」

「じゃ岡ちゃん…」

「私が⽬指しているのは⽂系国公⽴だから⽇本史です」

「かとうさん…」

「わるいな、うち理系なんてできないぞ」

「なんてみんな⽇本史なの︖地理楽しいのに」

「⼤丈夫だよ、だって私も地理と物理だよ」

「も、もろちゃああああああああん︕(︔´Д｀)」

クラスだけじゃなく、ダンス部と茶道部の友たちも、⼤体⽇本史選択でした。ということは、⼆年⽣のクラスに⼊ると、友たちづくりに励まないと駄⽬だ。でも⼤丈夫だよね、
同じ選択科⽬なら⼼も通じている（かもしれない）から︕

それから部活→浦和図書館で課題→帰る→部活→浦和図書館で課題…の感じのループが始まった。同じ県⽴図書館だけど、浦和は熊⾕と久喜のと違って、埼⽟の資料や企業の資
料などの本が多くて、⾯⽩い⼩説などはほとんどない。多分県庁所在地だからかな。でも静かだし、明るいし、勉強は集中できるから、⼀⼈か友たちと⼀緒によく通う。

で、今⽇はディズニーシーでござる(*´∀｀*)

ここまでにしましょう。もうすぐ舞浜ですから。

胡 玥さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



アニメコンテンツエキスポ2013

2013.04.02

三⽉三⼗⼀⽇、私は⼀⼈で武蔵野線を⼀時間乗り、海浜幕張で降りて、降り注ぐ梅⾬の中に、幕張メッセでのアニメコンテンツエキスポに出ました。

「アニメの最前線で、キミを待つーー」

この⾔葉を⽬にした瞬間、私はもうニヤケて⽌まらなくなった…なんと、ここはまさに天国じゃないですか︕アニメを作る会社も放送するテレビ局もアニメイトも羅針盤も︕な
んとこの千葉の幕張メッセ国際展⽰場でお揃いになりました︕なんと︕

終わったばかりの「PSYCHO-PASS」の完結メッセージ︕シナリオ担当の虚淵さんと清⽔さんのサインが︕縢くんと宜野座のかっこよさが…

胡 玥さんの⽇記



ここは新アニメのお試しブルーレイを配っている。私は三⼗分待っててやっと虚淵さんの新作「翠星のガルガンティア」の第⼀話と第⼆話が⼊っているブルーレイディスクを⼿
に⼊れた︕これは私の⼈⽣の⼀枚⽬のブルーレイだぜ︕でも帰ってからホストファミリーのところの機械はブルーレイじゃ流せないって聞いてちょっとがっかりした…今度鳩ヶ
⾕のコジマに⾏ってUSBのDVDドライバーを買おう︕ブルーレイを流せるやつ︕

うきゃああああああ(*´∀｀*)

神回（かみかい）シアターDA☆ZE︕なんか私が2chとニコニコやっていることがバレてる気がするけど（笑。私も超電磁砲（レールガンと読むよ）第⼀期の最終話を⽴って⾒
ました。美琴が空を向いて「⿊⼦︕︕︕︕」と叫んだ時マジワロタwwwwwwwでもこれは本物の神回だ︕

数多くのアニメを作り、神作を次々と出したアニメの神様、アニプレックスだ︕

ニコニコ動画のやっているアニソンのど⾃慢⼤会︕テンション上がるわ〜



司会の⼈は「ジョジョの奇妙な冒険」の中の三代⽬のジョジョの空条承太郎をコスプレイしている。承太郎は⼀番かっこいいジョジョだけど、無⼝なイケメンだね…司会者が承
太郎をコスプレイするって…ってか相棒の花京院も誰かにコスプレイしてほしいけど︕最近のジョジョオルースターPS3ゲームのCMも承太郎がこういうセリフがあった。「再
びこのオールスターで戦いを挑む。これで俺が、花京院の魂を取り戻す」

花京院の死なんて…⼆部のシーザーの死と同じぐらい悲しいよぉぉぉ︕

コスプレイ区に会ったシーザーとジョセフ（⼆代⽬ジョジョ）。

シイイイイイイイイザアアアアアアーーーーーーー(︔´Д｀)

なんか話が別どころに⾏っちゃったな。

休憩時間にカタログの中のマニアレベルのクロスワードパズルをやった。⼀⽣懸命考えても50％しかできなかった…だから私まだマニアなんかじゃないよ︕

⼤体こんな感じです︕ほかもいろいろやったけど多分⾔ってもみんな分からないから…

これは⽇本語で投稿されたものです



撮影のいろいろ＋⼆年⽣になりました

2013.04.11

写真をアップロードするとビデオのネタバレになるから、⽌めさせていただきます。最近よく分からないけど敬語を使いまくっています︕これは癖になりますわ…

とりあえず今⽇は撮影のために、学校の屋上に埼⽟県マスコットのコバトンが来ました︕着ぐるみがとても可愛らしくて、さわり⼼地もいいですね〜撮影する前の打ち合わせの
時、向こうのB棟の三階から、⼤騒ぎが聞こえました。

「こばとおおおおおおん︕︕︕」

「かわいいよぉぉぉ」

「なんでそこにいるの︖」

ロングホームルームをから抜き出して、廊下の窓まで来ていました。どうやら三年⽣の先輩たちが⾒えましたね︕って思いまして、私はここで顔を出すのが困りますね知り合い
に⾒られたらどうしましょうと思ったら⼀旦引きました。そして屋上から、先⽣が⼊ってきました。「怒られるんですね」の覚悟をして、先⽣に向き合うと、

「すみません、⽣徒連れてきて写真撮ってもいいですか︖カメラ撮ってきますので︕初めて⾒ましたね」

えっ。

ええええええええええ︖︖︖︖

三年⽣の担任かなと思ったら、来た⽣徒たちの上履きを⾒ると、「これは⼀年⽣じゃないか︕」。⼀年⽣も⼆年⽣もこの屋上のA棟にいるから、⾒えるわけがないのに…

そしてみんなのテンションがどんどん上がってきて、ある男⼦は顔を出すのに他の⼈におんぶしてもらいましたし︕これはこれは…

「ありがとうございます︕」

⾒送りました。

リハーサルでも楽しかったけれども、今⾔うと本当にネタバレになりますから。ビデオ楽しみにしてください︕緊張してるんですけど、撮影の⽅に「ぜんぜん⼤丈夫です」と⾔
われてちょっと安⼼しました。それでも今の成品は⾒たくないです︕⾃分の顔⾒たくないです︕きゃああああああーーーー

ちなみに⼆年⽣になりました︕新しいクラスは男⼦クラスで、男⼦26⼈に⼥⼦16⼈です。中学校から⼥⼦クラスの私にとっては久しぶりです︕座席は隅っこで男⼦に囲まれて
いて…でも男⼦のほうが物理と地理選んだ⼈いるから、多分これからは男⼦と仲良くなれるんですね︕今⽇の朝「ああ物理やりたいな」という⾔葉聞こえると、⼼の中が温かい
です︕ちなみに⼥⼦の中に物理にしたのは⼆⼈だけです…

寂しいですよ︕みんなで物理やりましょうよ︕（泣

桜が散った後南浦和駅の近くにチューリップがたくさん咲いているんですね…今⽇も北村先⽣からチューリップいただきました︕かわいいですね、お花って。

みなさんにもご進級おめでうございます︕

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



反省会

2013.04.11

私は、ここで反省します。

春休み中夜更かし過ぎました、ということについて反省します。

ニコニコ動画やり過ぎました、ということについて反省します。

いろんなところに⾶び回してお⾦かけすぎました、ということについて反省します。

でもこれはコンテンツエキスポとディズニーとサンシャイン⽔族館と池袋のアニメイトのせいじゃないんです︕

と⾔っても私の罪は隠れませんけど…

昨⽇の学年集会で「みんな早寝早起きして朝勉強しましょう︕」と⾔われて、これはいいなと思って、⼀回やりました。もちろん九時寝て三時起きるわけじゃないんですけど、
⼗時寝て、今⽇の五時起きました。早く起きて、頭を冴えらせて、勉強の効率が本当に進みました︕それで⼀⽇中頭シャ☆キーンとして、気持ちいいですね…これからもそうし
ますので、どうか私を許してください︕

これから勉強しないと帰国する時はヤバいですから、これからは必ず勉強中⼼に頑張ります︕後はニコ動をやり過ぎることを⽌めます︕節約します︕以上です︕

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



いい誕⽣⽇だったよ︕

2013.04.22

昨⽇は私の16歳の誕⽣⽇だった〜ぱちぱち〜

そして渋⾕のBUNKAMURAで開かれていたルーベンス展の最終⽇だったから、おかちゃんとぎちゃんといっしょに⾒に⾏った。前⾒たラファエロと違って、「バロックの神
髄」と呼ばれて、似てるだけじゃなくて「美術」のいい感じが出てきた。素晴らしい版画も油絵もあって、全部ルーベンスとその⼯房の⼈が作った物だと考えたら、やっぱりす
ごいな、ルネサンス︕

ここで⼆件⽬の誕プレ「たけのこの⾥」をもらいました。

⼀件⽬は埼⽟⼤学の主催した留学⽣交流会でもらったモンスターペンケースだった。

ありがとうございます︕

昨⽇ホストファミリーのみんなとステーキ⾷べに⾏ってまた誕プレをもらった〜よく考えれば今年もらった誕プレ全部LOFTだね…でも良いプレゼントだったよ︕（うれしい涙

でも昨⽇渋⾕で迷って歩きまわって疲れて遅くまで起きて…今朝寝ぼけた…定期ほぼ忘れて、財布を忘れて、暖房を消すのを忘れて、体操着の短パンを忘れて、電⾞が遅れて、
バスに間に合えなくて、南浦和から学校までダッシュしてやっと間に合った︕︕︕これで⼀旦終わり…激しい朝だったぜ…

これからスピーチコンテストに出るけど、国際交流について4分30秒から5分の原稿を書きます。誰かいいアイディアがあったらぜひ教えてください︕

はい以上っ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



5⽉のもろもろ

2013.06.01

みなさん、お久しぶりです︕

「アイラブ埼⽟」のビデオはご覧いただきましたか︖実に私は⽊曜⽇、くすのきに⾏ったとき、先⽣⽅たちが私を⾒た時の最初の⼀⾔はほぼ全部︓

「ビデオ⾒たよ〜」

「あっ、そうですか。どうでしたか」

「いい感じよ〜」

「えーそうですか︕私⼀回⾒て恥ずかしすぎてこれ以上⼿を付けないと決めましたけど…私そんな顔してるのかって初めて知りました︕」

「そんな〜そういえばくすのきの看板もちゃんと映しましたね︕よかったですね〜」

っていう感じで、先⽣⽈く「時の⼈」になりました。

5⽉といえば五⽉病︕でも私、ちゃんと病気せずに過ごしてきましたよ︕5⽉19⽇は東京⼤学の五⽉祭に⾏きました。本郷キャンパス本当にかっこ良かったです︕特に⼯学部の
本館はかっこいいですね。そのちょうどいい階段の露出度（︖）がたまらないですね…法⽂と教育学部の⽅は主に屋台がやっていて、合格通りはもう⼈がいっぱいでぎゅうぎゅ
うしていますよ…理学部は合格通り広場で「テニスの王⼦様」のミュージカルの再現をやっていて、⼯学部は⾃分の作った機械などをいっぱい展⽰して、安⽥講堂の下のステー
ジは⼀⽇中空いていなかったです︕本当にいい学園祭ですね︕

そして⼯学部の中にぷらぷらすると、そこの⽣徒さんに⽣徒談話室に誘われて、⼯学部のポスターでいっぱい紹介してくれて、資料もたくさんくれました。「⼥⼦は⼯学部では
珍しいからぜひ頑張って来てください︕」とある科学⽣命⼯学科の先輩が⾔ってくれました。おかげで進学についての情報、たくさんいただけました︕

あとダ・ヴィンチ展にも⾏って…そうだ︕運動会だ︕

まず、2-5運動会第⼆位おめでとう︕︕︕

みんな本当に頑張りました︕私は三⼈四脚リレーに出て、⼆番⽬に⾛るグループでした。いっしょに⾛るグループたちは緑の⼆年⽣が多いから、先頭のグループが帰ってきた時
タスキを間違えてとなりのクラスに渡しそうだった。でも端の⼈がすぐ気づいて取って、「せーの」で三⼈でいっしょに⾛りだして、途中のUターンもすごくなめらかで、最後
はグループ⼆位だった︕総合は4位でした︕

⼀番盛り上がったのは男⼦の⼋百メートルリレーでしたね。先頭のはサッカー部（陸上部は出られない）のヤナイくんで、本当に⼀瞬で⼀位まで⾛って、隣のクラスに「ヤナイ
さまぁぁぁあ︕」と呼んでいる⼈もいた…最後はグループ⼀位でよかったです︕でも総合成績は⼀位より0.3秒低くて…でもみんな本当に頑張りました︕

はいこれで5⽉も終わり︕紫陽花⾊の6⽉に突⼊します〜

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記



⼤変なことだ

2013.06.04

ピンポン〜まずは埼⽟に関しての⾖知識︕今⽇は、浦和美園にある「埼⽟スタジアム」について紹介いたしたいと思います︕「埼⽟スタジアム」は、略称して「埼スタ」とみん
なに呼ばれていて、地元チーム「浦和レッズ」の練習場と試合場となっています︕交通アクセスについて、まず武蔵野線で「東川⼝」について、そして「埼⽟⾼速鉄道線」に乗
り換え、最寄りの浦和美園についたら到着です︕埼⽟⾼速鉄道線は南北線と東急⽬⿊線を直通していますので、お⾦に余裕があって、⼀本で⾏きたい⽅は、ご利⽤ください〜

って、こんなこと⾔わないと、今⽇の⼤変なことはみんなが分からないと思うね。

今⽇は6⽉4⽇⽕曜⽇、埼スタで⽇本対オーストラリアの試合があった。私の最寄り駅は⼀応埼⽟⾼速鉄道線だし、東川⼝で乗り換えるし、だから「今⽇は早く帰らないと電⾞
と駅また込んじゃう︕」と思って、さっさと学校の最寄り駅の南浦和について、⽇本代表のユニフォームを着ていた⼈がいくつかのグループもあった。

しまったー(︔´Д｀)

ホームも電⾞の中も、ぎゅうぎゅうになった︕

東川⼝駅の階段が降りられないほど混んでいた︕

いつも「王様マンゴプリン」とか売っている東川⼝駅のコンビニの前がユニフォームとか売っているところになった︕

今⽇暑かったし︕

何とかして帰ると、家にいたかっちゃんが「もう⼤変なことになったの︖みんな暇だなー」と⾔った。

そして夜はやっぱり中継を⾒た。後半三⼗分ぐらいまでぜんぜんゴールが⼊っていなくて、「これは引き分けだな」と思って、その後すぐオーストラリアが⼀点⼊った。そして
⽇本の逆転の仕⽅が⾯⽩かった…って⾔うか中途半端という⾔葉のほうがいいかも。

相⼿のハンドによるファールだった︕⼀点逆転して引き分けだった。

なんだか残念なゲームだなぁ…でもすごく激しくて⾯⽩かった︕

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 玥さんの⽇記
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