
⽇本に着いた︕︕︕

2012.08.29

⽇本は着いた、うれしい。先⽣たちは優しいし、⽇本料理もおいしい。特に⽇本はとてもきれいだ。

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



学校に⾏く

2012.09.07

この⽇記は9⽉3⽇に書いたものです。アップした⽇と違いますのでご了承ください

     ⿅児島に来て3⽇⽬、今⽇は登校初⽇。朝はまず内⽥先⽣と⼀緒に担任と校⻑先⽣に会って、それからわたしがこれから⼊るクラス̶̶1年4組に⾏きました。このクラスの
⽣徒はわたしを⼊れて全部で20⼈。そこで早速感動する出来事がありました。始業式のときに⾃⼰紹介をしなくちゃいけなかったんだけど、移動するときに準備していた原稿
を持っていくのを忘れちゃったのね。そしたら夏代が⼀緒に教室まで戻ってくれて、原稿を取りに付き添ってくれたの。ほんとに⾊んな⼈に迷惑かけちゃって申し訳ない限
り......

     ⾃⼰紹介の後、みんなわたしのことを認識してくれたみたいで、歩いていると⾊んな⼈から「こんにちは」とか「你好」って声をかけてもらえるようになったの。先輩たち
も、すごく暖かく接してくれて、本当に嬉しかった。思うに︓⽇本の先輩達も噂で聞くような感じじゃないんじゃないかな。あ、でもね。学校を⾒学してたときに、優奈が⾊々
教えてくれたんだけど。彼⼥は野球部だから先輩に対してすごい礼儀正しくてね。なんでも︓午前10時から午前中の最後の授業が終わるまでは、先輩に会ったら「こんにち
は」。最後の授業が終わりご飯を⾷べる前までは「お疲れ様」。ご飯の後から放課後まではまた「こんにちは」。で、放課後からはまた「お疲れ様」って⾔わなきゃいけないら
しい。ほんとすごいよね︕︕

    登校初⽇、思っていたよりも寂しくは感じなかったかな。時々⾔ってることが聞き取れないこともあったけど、でもみんなすごい熱⼼にわたしがわかるように話してくれて
嬉しかった。先⽣やクラスメイトのみんなにこの場を借りて感謝を伝えたいと思います。ありがとうございました。

徐幸⼦さんの⽇記



今⽇も楽しました。

2012.09.07

今⽇も楽しました。

英語科だから、毎⽇ほとんど英語の授業です。今⽇の英語の授業は外国⼈教師授業しました。時々英語、時々⽇本語、ちょっと⼤変ですね。そして、合唱をしました。有名な
「ハレルヤ」です。⼀番びっくりしたのは合唱教科書に中華⼈⺠共和国国歌があります。情報の授業に私は⼼連⼼のウエブサイトを⾒て、たくさん⽇記があります。学校のコン
ピューターを使って、不便だと思います。そして、中国の親友に最近のことを伝えたいです。だから、私は放課後に電気屋さんに⾏って、インターネットに接続できるものを買
いに⾏きました。ルーターの本機も⾼いし、毎⽉料⾦も⾼いですから、買いません。安くてインターネットに接続できるものがありますか。知っていたら、教えてくださいね。

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



体育祭と⾃由研究

2012.09.07

    今⽇は⾦曜⽇、そして学校に来てから最初の⼀週間が終わる⽇。今⽇は体育祭でやる体操の練習をしました。中国で⾔う学⽣体操みたいなものだと思うんだけど、⽇本のは
更に⻘春パワーが漲ってる感じ。最初はちょっと動きも鈍かったんだけど、最後の⽅はかなり慣れてきて、ものすごいたくさん汗かいたけど、すごく楽しかった︕話によると、
この学校の体育祭には徒競⾛と体操（ダンス）しかないらしく、中国みたいに⻑時間の運動会って感じじゃないみたい。でも体育祭に向けて毎⽇練習があるんだけどね。    今
⽇の午後、友達から⼀通の“⼿紙”を貰ったの。わたしの友達の友達が書いたもので、わたしと友達になりたいって内容でね。もうほんとすっごい嬉しかった。この⼀週間を振り
返ると、クラスメイトたちがかけてくれた「こんにちは」って⾔葉とか、みんなに中国語を教えてあげてるときの情景とか、どれも暖かくて優しいことばかりだったなぁって思
う。

    ⾦曜⽇の午後の⾃由研究はわたしは⾒学だけだったんだけど、すごいびっくりした。学校でこんなにたくさんのことが出来るんだって分かって、本当にすごいなって思っ
た︕わたしは⽇本の伝統的なものと⾃分の興味があるものでとりあえず9個選択して、今⽇は剣道と、“着物”と、茶道を⾒学したの。浴⾐を着て、抹茶を飲んで、お菓⼦を⾷べ
た。唯⼀⼼残りなのがカメラを忘れちゃって写真が撮れなかったこと......しかし全部興味があるんだけど、どうしたらいいんだろう︖︕

徐幸⼦さんの⽇記



徒競争、テスト、 応援、台⾵

2012.09.14

この⽇記は9⽉12⽇に書いたもので、アップした⽇とは異なります

徒競争、テスト、 応援、台⾵

1．徒競争。もともと体育祭ではわたしも徒競争に参加するはずだったんだけど、体育委員からわたしは参加できないって⾔われちゃったんだ。理由がなんなのかはちょっと聞
き取れなかったんだけど。確かに体育は得意な⽅ではないけれど、それでもこの知らせを聞いた時はちょっとがっかりしたよね。あと、⽇本語をもっとしっかり勉強しなきゃな
って思った。聞き取れないなんて事態はもう免れたいもん...

2．テスト。今⽇は2つテストがあったの。国語と英語。国語のテストは今⽇が初めてで、ひどい点数になったらどうしようとそれなりに覚悟して臨んだんだけど、なんとテス
ト内容が漢⽂--四字熟語だったの。中国⼈のわたしにとってはこんなの難しくもなんともない。クラスメイトが四字熟語の意味を考えてるのを⾒て、「普段熟語を使って話して
て良かったぁ︕」って⼼から思ったよね。漢⽂のテストはそういうわけで満点でした.......

英語の授業では毎⽇テストがあって、わたしは当初の67点から始まり今⽇ようやく満点を取ることができた。これも⼀重に前回⾃分が答案⽤紙間違えたおかげなんだけど。前
回のテストのときにね、わたし他のクラスメイトの満点の答案⽤紙を⾃分のものだと勘違いしちゃったの。喜んでいたのも束の間、それが勘違いだと分かってみんなに思い切り
笑われちゃって。それで今度こそと思ってめっちゃ頑張って、ついに満点を取ることができたってわけ。めでたしめでたし......

3．⽇本の体育の試合にはいつでも応援団がついている。今⽇から練習が始まったんだけど、他のチームを打ち負かせっていうスローガンを何度も何度も声に出して叫んでいる
から、ここは体育館っていうよりも戦場なんじゃないかって思っちゃったよね。中国では友情が第⼀で、試合は⼆の次だから、こんなに迫⼒のある応援は聞けなかったなぁ。

 4．なんでも17⽇に台⾵が上陸するそうで、興奮やら緊張やらでなんともいえな気持ちになってる。今まで台⾵なんて体験したこともなかったけど、ようやくその威⼒という
ものを味わうことができるんだなぁ。ふふふ~~

徐幸⼦さんの⽇記



部活動--⼸道部

2012.09.14

部活動--⼸道部

 

    2回の部活動体験をふまえて、わたしは⼸道部に⼊ることに決めました。

    茶道に関しては、着物とか、⼀旦全部覚えたら、なんだか毎⽇同じことの繰り返しのような気がして、⼤きな進歩が⾒えないなぁって思って。その点⼸道は、今⽇実際に的
を射てみたんだけど、ほんとにすごく難しかったの。テレビとかでみる限りでは、射程距離は⻑いけど的は近くて、簡単そうだったのに。でも実際⾃分よりも⼤きな⼸を持ち上
げたら、左⼿がぶるぶる震えててさ。ようやく⽮を放てたと思ったら、わたしから2mも離れていないところで落ちちゃって。失敗︕だけど同時に⼸道に対する興味が沸いてき
てね、これから頑張っていっぱい練習すればきっと出来るようになると思うの。まさに神村学園校訓の「やかぜ」︓「やればできる、かならずできる、ぜったいできる」（原⽂
ママ）のように。明⽇は前⽇祭。なんでも体育祭の前に気合いを⼊れるためなんだとか。でもクラスメイトが⾔うには⾒てるだけでいいらしい。ハハ。なにはともあれ新しい毎
⽇に期待いっぱいだよ。

徐幸⼦さんの⽇記



初台⾵

2012.09.23

2012.9.17

まだ⽇本に来たばかりだけど、もう台⾵を経験したよ。台⾵で樹も⼤きく揺れて、家もガタガタして、強⾵が窓に打ちつけてくる⾳がコワかった。テレビで⼤⾵で倒壊した家屋
や、なぎ倒された樹や電信柱をみていたら、台⾵って本当に怖いんだなって痛感したよ。台⾵さん、もう⼆度と来なくていいからね︕

徐幸⼦さんの⽇記



まだ校則をよくしらないうちに

2012.09.23

 

   2012.9.19

      もし、まだ校則がよくわかっていなくて、そんなときに厳しい先⽣にあたったら、それってすごくヒサンなことになるよね。今⽇、私はまさにそんな事態にあっちゃった
の。

   登校してすぐに校則のことも聞いたけれど、全部をその場で理解できたわけではなかったの。おかげで今⽇、失敗しちゃったよ。学校は12時55分からお昼休みが始まるけ
ど、その前にすごくお腹がすいちゃうんだ。同級⽣たちもお菓⼦とか持ってきているので、私も学校にクッキーを持っていったの。午前中に、ともだちと⼀緒に⾷べていると
き、でもね、こっそり⾷べなきゃいけないよって教えてくれた。その時はこの⾔葉に意味がよく解らなくて、授業の前にクッキーの包み紙を“捨て”たんだ。それをある先⽣にみ
つかっちゃって。先⽣は私が捨てた包み紙をわざわざごみ箱から拾って担任の先⽣に渡した。酷いよね。もう授業も始まっていたのに︕完璧な⼈間なんていないし、１回の間違
いも許されないの︖それはダメなことだって知らなかったんだから、許されるはずだよね︖

   その時はすごく腹が⽴ったけれど、後から考えれば⾃分が悪かったんだよね。初めにちゃんと校則を理解していたらこんなことは起こらなかったよね︖これも教訓、というこ
とで......

徐幸⼦さんの⽇記



体育祭前⽇

2012.09.23

 2012。9.22

   今⽇は体育祭の前⽇。学校も１２時で下校に。家に帰ってから、⽇本のお⺟さんに川内⽂化館へ⼦供の合唱コンサートにつれていってもらいました。⽇本のお姉さんが幼稚園
の保育⼠志望なので、連れてきてくれたんです。これもいい勉強になるからねって。コンサート会場についてびっくりしました。観客は４種類、幼稚園の先⽣と、⼦供たちとそ
の両親、そして私です。はじめはツマラナイな、なんて思っていましたが、だんだん⾯⽩くなってきました。⾃分が⼀番純真だったころにもどったように、みんなと⼀緒に踊っ
て、童謡を歌って、お話を聞いて.......

    あっという間に夜になってしまいました。川内はずっと⾬で、私たちは⾬の中、バーベーキューを。それから⾬の中、温泉に⼊りました。本当はすごく気持ちがいいんだろ
うけれど、⾬の中の温泉ってタイヘン。寒いんだか、アツイんだか・・・。でもすごく⾯⽩かったですよ。冬になったら、今度は雪の降る中、温泉に⼊ってみたいな.......

徐幸⼦さんの⽇記



2012.09.23

徐幸⼦さんの⽇記



体育祭

2012.09.23

    ついに体育祭本番。中国の運動会とは全然違うんだよ。学年ごとに⾊分けをして対抗するんだ。⾼等部１年⽣は⾚なので、私は⾚組。⼤会の結果は、⾼1が四位、⾼2が三
位、中等部2年が⼆位、⾼3が優勝。

    予⾏練習の時、ほとんどのダンスの発表とかはもうみていたけれど、体育クラスとチアリーダーたちの演技にはやっぱり⼤感激させられちゃった。カッコイイ︕体育祭の
DVDを買って帰って、みんなに⾒せなくちゃ......

    そして今⽇は友達の遥⾹の誕⽣⽇でもあったんだ。体育祭が終わってから、みんなでサプライズを。顔中をケーキのクリームだらけされた彼⼥は、そのまま私たちと校内を
パレード。楽しかったな......

徐幸⼦さんの⽇記



レイン、さようなら

2012.09.30

⽇本に来て、初めて猫と⼀緒に⽣活した。ホームステイの猫ちゃんの名前は「レイン」だ。お兄ちゃんが拾ったそうだ。今⽇は結婚できる恋⼈を探しに⾏って、これから帰らな
いそうだ。煩かったが、⼀緒に遊んだ時はめっちゃ楽しかった。いつもレインと⼀緒に遊んだことを思い出している。 レイン、さようなら。

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



部活動

2012.09.30

 今週の⾦曜⽇の⾃由研究の時間で初めて⼸道の練習をしました。⼤変でした。⼸道の姿勢も難しいし、指令の⾔葉も覚えにくいでした。初めての練習ですから、⼸と⽮を使う
資格はありません。ずっとゴムひもを使っていました。特に左の⼿の⻁⼝は痛くなりました。これから，毎週の⽉曜⽇から⾦曜⽇まで毎⽇⼸道の練習をします。放課後から午後
６時半までです。⼤変だと思いますが、後悔しません。もし、⼸道⼤会に出たら、どんなにいいだろうと何度も思って、だから、ずっと⼀所懸命頑張っています。

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



中間テスト

2012.10.12

今週に中間テストがある。この前にずっと復習した。テストの種類は１１つある。それぞれは英語理解（リスニング）、社会、情報、英語Ⅰ、英語表現、科学、異⽂化理解、数
学、英語会話、国語と総合英語だ。英語いっぱい︕︕︕しかし、テストの第三⽇、私は熱があった。体温は３８．７度になった。我慢できない。科学のテストが終わってから、
すぐ保健室に⾏った。また⼆⼈がいた、みんな熱がある⼈だ。椎茸茶を飲んだ、塩⾟すぎて、おいしくなかった。

 受けなかったテストがある。残念だ。特に英語会話の試験、それは⼆⼈の演劇だ。よく準備したが、参加しなかった。

 熱があったとき、⽇本の⾵邪薬を飲んだ。⽇本⼈の薬を飲み⽅は中国⼈と違う。そして、中国の薬のような⽢い薬がないそうだ。 

 早く元気になると祈っている。あさっての県新⼈の⼸道⼤会に稽古に⾏くことをずっと楽しんでいる。

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



⽇本の調味料

2012.10.12

 今⽇は⽇本のお⺟さんと⼀緒に料理番組を⾒たとき、⽇本の調味料について話した。お⺟さんから⽇本の調味料は地⽅によって違う。南の調味料は⽢い。醤油もソースも⽢
い。北のは⾟い。⾷べ物も違うそうだ。例えば味噌汁、東京の味噌汁は⾚味噌汁だ。⿅児島は⽩味噌汁だそうだ。

 たくさんの⾷べ物についてことを知って、⽇本の料理⽂化は⾯⽩いと思っている。将来機会があったら、きっといろいろな⽇本料理を⾷べよう。

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



⼸道⼤会

2012.10.22

2012.10.14

   今⽇は⾼等部⼸道部員のみんなと⼀緒に、県の新⼈戦に⾏ってきました。朝の９時から始まって午後五時までぐらいかな。私はまだ学校に⼊ったばかりなので試合にはでられ
なかったけれど、先輩⽅の試合結果の記録などを担当。そして学べることはしっかりと......⼸道の試合って、これまで⾒たことのある試合とは全然違います。呼び出しもない
し、沸き起こる歓声もなし。みんなただ、真剣に試合に向かい、もし、的の真ん中を射抜けたら、⼿を三回はたいて嬉しさを表すだけ。私が担当したのは、みんなが的を射ぬい
たかどうかの記録と各学校の成績結果。簡単そうにおもえるけれど、実は難しいの。⽮が放たれたらパッと反応して確認しなくちゃいけない。そして最後に読み上げられた数と
あっているかを再確認しなくちゃいけないんだ。

    お昼は先輩⽅と⼀緒に⼸道場の近くの講演でお弁当を⾷べました。でもちょうどお弁当を⾷べているときに桜島が噴⽕して、⾵に流されてきた⽕⼭灰が降って来ちゃって、
全⾝灰まみれに。でも噴⽕を⾒たのはこれが初めて。想像していたのとは全く違って、真っ⾚な流れ出る溶岩はなく、⿊い雲が覆っていただけだったよ。

    神村学園、これが私の学校なんだけれど、好成績でした。名選⼿のはずの部⻑が⼀⽮しか当たらなくて、それも最後の⼀⽮で。試合終了後、また公園で今⽇の試合について
みんなでミーティングを。部⻑はまず⾃分のミスのことから話し始めて、最後になってやっと感じがつかめたかなってお話を......それからみんなで今後のスケジュールのことを
話して。先⽣が、もしかした来年には、私も試合に出られるかもしれないって⾔ってくれました。ハハ。楽しみだな。まだ今は練習⽤の⼸を使っているけれど、これからも⼀⽣
懸命頑張るぞ︕

徐幸⼦さんの⽇記



⽂化発表会

2012.10.22

 

2012.10.16

⽂化発表会

   今⽇の午後の⽂化発表会はまず吹奏楽部の演奏でスタート。特別進学の⾳楽コースの⽣徒によるピアノの独奏もありました。着物同好会の和服の展⽰、それと私たち英語コー
スによる暗誦の発表も。⽇本の学⽣って本当に多才ですね。和服⽂化もとてもおもしろかったです。

    でも今⽇は２３⼈の⾹港訪問団が来校して、私たち英語コースがお世話をしました。残念だったのは、この⾹港訪問団のメンバーは英語しか話せなくて、しかもメンバーの
⼀⼈が私に、みんな中国語が嫌いなので勉強したくないといってきました（彼らは私が中国⼈だと知っています）。これを聞いたときは、何とも⾔えない気持ちになってしまっ
て、ちょっとムッとしてしまいました。でも⼀⽣懸命お世話はさせてもらいました。クリスマスにはまた別の⾹港からの訪問団が来校するそうです。その⼈たちとは楽しく過ご
せるといいな~~

徐幸⼦さんの⽇記



⼀⽇体験⼊学で

2012.10.28

2012.10.20

⼀⽇体験⼊学

   今⽇は神村学園⾼等部の⼀⽇体験⼊学の⽇。体験⼊学とは、その⾼校に⼊学を希望する中学⽣の受験⽣たちが希望する科ごとに⾒学ができるんだよ。

   私たち英語科のアピールポイントは①留学のチャンスがたくさんあること。留学経験者たちが留学した学校やホームステイした家族のことなどを紹介。②英語科では英語関係
のテストが必須。ビジネス英語、全商英検、国連英検、実⽤英検などなど。③この科ではたくさんの外国からの留学⽣を迎えていること。私も中国⽂化を紹介するスピーチを。
中国の学校のことや、⺠族⽂化、中華料理、名所旧跡など。時間がたったの5分だったので、⾔いたいことを全部はいえなかったけれどね。Pptも準備したんだ。よくできてる
ねって褒められちゃった^_^︕

    なんと⼆年⽣で中国の⻑春に留学した先輩もいたの。中国語が話せて、⻑春での留学⽣活や、中学に対する感想も発表したんだ。内⽥先⽣と私とその先輩の三⼈（内⽥先⽣
は中国語が話せる）で中国語会話も披露したんだ。先⽣が“寄宿⽣活はどうかな。お⺟さんと⼀緒にご飯を作ったりしている︖”“学校には慣れたかな︖”などの質問をして、それ
から私が先輩に“どうして中国語を︖”“中国のどこに興味をひかれたんですか”とかを聞いて。みんなすごいって思ってくれたようで、中国語教えてって続々頼まれちゃった......

    すごく忙しい⼀⽇だったな。スピーチだけじゃなくて、中学⽣のコたちに学校の紹介をしたり、道案内をしたりね。疲れたけれど、なんだかうれしかったよ。嬉しかったの
はスピーチがうまくいったことだけじゃなくて、もっと⼤事なことは⾃分が神村学園の本当の⼀員になれた気がしたこと。⾃分が学校の役に⽴ったこと︕

    そうそう、英語科の⼀⽇体験⼊学に来たコたちが、みんな神村学園に⼊学できますように︕

徐幸⼦さんの⽇記



アジア⽂化フェスティバル

2012.10.28

2012.10.21

アジア⽂化交流フェスティバル

    今⽇は2番⽬のホストマザーと⼀緒に⿅児島に⾏ってきました（最初のホストマザーとこのお⺟さんは仲良しで、最初のお⺟さんは仕事なので、⼆番⽬のお⺟さんと⼀緒
に）。天⽂館のそばの公園でアジア交流フェスティバル開催されていたので。会場に⼊るとアジア各国の国旗と紹介があって、私たちはすぐに中国コーナーへ。中国コーナーで
最初にみたものは“ありがとう”“I  LOVE  JAPAN"の⽂字。いろいろな国の中で⼀番⼈が多かったのが中国でした。

    午前中はイベントを⾒学。ストリートダンスや各国の⺠族舞踊、歌などなど.......お昼にスリランカカレーを⾷べました。これが⼀番⼈気だったみたいで、すごく並びまし
た。でも味はそれほどでも。昼⾷の後は書道体験コーナーへ。ここで2枚書いてきました。“絆”“桜島”，思ったより出来栄えが良かったです。でもこれが私の“初書道”。それか
ら今度はアジアの様々な⾐装の試着コーナーへ。⽇本の着物と韓国の⾐装を着てみました。それぞれ特⾊があって、どれも素敵でした。

    3時ぐらいから“ 仙巌園”というところに⾏ってきました。残念ながらガイドさんがいなかったので、そこのことがあまりよくわからなかったけれど、茶道も体験できて、お
いしいお菓⼦も⾷べられたから......特にすばらしかったのはそこの⼥⼦トイレ。トイレが海に⾯していて、その先には桜島が。なんてきれい︕

徐幸⼦さんの⽇記



ハロウィン

2012.11.04

2012.10.31

 

ハロウィン

 今⽇はハロウィンです。朝、友達からいろいろなハロウィンのお菓⼦もらいました。可愛すぎて⾷べるのは勿体無いと思いましたけど⾷べました。美味しかったです。ハロウ
ィンですから、みんなは⿊板にハロウィンについていろいろかきました。「Trick or treat」を何度もいいました。

 午後の体育の授業でバレーボールをやりました。そして、初めてバレーをやったことを思い出しました。そのときはぜんぜんできませんでした。失敗したとき、友達の「ドン
マイ」を聞いて、感動しました。今はもう上⼿になります。今⽇の試合はうちのクラスの成功です。応援も楽しかったです。「L、U、C、K、Y，L、U、C、K、Y，lucky，
lucky，luckyもう⼀本、もう⼀本．．．」

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



⽂化祭の準備

2012.11.05

2012.11.1

  今⽇からエンジェルスフェスティバルの準備だ。エンジェルスフェスティバルは神村学園の⽂化祭の名前だ。⾦曜⽇まで授業がなくてずっと準備する。グラウンドで設営と
か、販売の練習とか．．．私のクラスのバザー⾷品はペットボトル飲料だ。私は午前の販売者だ。

 教室の椅⼦と机は全部運動場に運んで、昼間のときみんな全部床に寝た。先⽣が⼊ったときびっくりした。私は先⽣に「⽇本⼈はいつもこのような教室の床に寝ていますか」
と聞いて、先⽣の答えは「いいえ、このクラスだけ、可笑しいね︕」だ。

 しかし、私は床でゆっくり寝た︕

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



⼸道⼤会、私も出る︖

2012.11.07

⼸道⼤会、私も出る︖

 ⼸道部に⼊って私の⽬標は試合に出る。しかし、早すぎると思う。

 

先⽣︓「今⽇、幸ちゃんの名前を書いたよ︕」

私︓「何ですか︖」

先⽣︓「１１⽉２３⽇の試合に出る⼈名リストだ」

……

  １１⽉２３⽇で勤労感謝の⽇に吹上浜公園で流鏑⾺⼸道⼤会があるそうだ。この試合に参加する私は⼀所懸命頑張っている。しかし、あまり⾃信がない。団体戦ですから、
もし私のせいで、みんなの⾜を引っ張ることになる、どうしようかな。そして、今はまた素引きを練習している、⽮は使わない。

 ⼸道は思っていた以上に難しいですけど、やると⾔ってしまったうえは、何がなんでもやらなければならない。そして、⼸道のおかげで、私はいろいろ習った。根気とか、い
つでも、とこでもの平常⼼とか、それらはこの前わたし⽋けっていたものだ。

 初⼸道⼤会、楽しんでいるよ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



国連英検と⼸道練習

2012.11.09

 

 先週の⽇曜⽇、国連英検ｃ級を受けた。難しかった。下線部の意味を最もよく表す語を選ぶのは⼀番難しいと思った。単語の意味は何か分からなかった。⻑⽂の読解も難しか
った。軍縮についての⽂章などだ。さすが国連英検、読解は全部国連についての⽂章だ。

 今⽇、先⽣から英検の答案をもらった。満点は１００点だ。しかし、わたしは５０点しか取らなかった。最悪だと思ったとき、先⽣は「５０点、得点は⾼いね︕」といった。
先⽣の話から、ｃ級は難しいですから、４０点以上は合格できる。わたしはその話を聴いて、すぐうれしくなった。

 今⽇の⼸道の練習のとき、先輩はわたしの素引きの姿を⾒て、褒め称えた。そして、⽮を使って、⽴て畳に射した。たぶんはじめだから、ずっと緊張していた。左⼿の親指は
⽮の摩擦のせいで、怪我した。

 明⽇の午前は部活だ。部活の後で友達と⼀緒に⿅児島市に遊びに⾏くつもりだ。

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



友達と遊びに⾏った

2012.11.10

 

 今⽇は友達と⼀緒に⿅児島市に遊びに⾏った。午前は部活だった。九時から⼗⼆時まで、そして、友達と神村学園前駅で集まって、電⾞で⿅児島中央駅に⾏った。⼗三時ぐら
い着いてまずは友達のダンスを⾒た。そして、バイキングを⾷べた。わたあめを作った。「鶏飯（けいはん）」という宮崎の名物も⾷べた。美味しかった。しかし、使うの汁は
うどんの汁が⼤体同じだと思う。みんな取った⾷べ物は多すぎて、沢⼭残った。みんなあはじゃんけんぽうをして、負けた⼈は残った⾷べ物のひとつを選んで⾷べた。本当に⾯
⽩かった。

 ご飯の後で、プリクラを撮ったり、ショッピングに⾏ったりした。疲れるときはマクドナルドでしゃべった。６時６分の電⾞に乗って帰った。

 初めて友達と⼀緒に遊ぶ、楽しかった。今度はいつか、楽しんでいる。中国にいたときいつも友達と⼀緒に遊んでいた。⽇本⼈の友達と⼀緒に遊んだ時、中国の友達と遊んだ
ことを思い出した。

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



育英⼩学校⽂化祭

2012.11.18

育英⼩学校⽂化祭

   今⽇はお⺟さんとお姉さんと⼀緒に、育英⼩学校の⽂化祭に⾏ってきたよ。育英⼩学校は家の近所の⼩学校で、お⺟さんもお姉さんもここの卒業⽣なんだ。だからよく学校の
ボランティアにも参加しているの。今⽇はその学校の⽂化祭。みんなで早起きして、⼩学校のボランティアに⾏ってきたよ。

   まずは⾮常⾷作り。⾮常⾷って、⾮常時に⾷べる⾷べ物なんだ。たとえば、地震や津波の時など。⾮常⾷の作り⽅は簡単で、まず袋にお⽶を⼊れて、それから飲み物をそのお
⽶にそそぐんだ。ウーロン茶とか、オレンジジュースとか、トマトジュースとかね。災害時は⽔が貴重だから、⾃動販売機の飲み物を使ってお⽶を炊くんだよ。それから袋の空
気を出して、輪ゴムで袋の⼝を閉じるの。お姉さんと⼀緒に100⾷ちょっと作ったよ。最後に⾷べたけど、全然おいしくない︕

   お昼はいっぱい⾷べたよ。焼き⿃⼋本に、焼きそば、それからうどんも。おかげで夜におなかが痛くなっちゃった。

    お⺟さんは⽂化祭のステージでダンスを踊ったんだ。ダンスのステージを観てから⽂化祭の10円ショップに⾏ったの。10円ショップなんて衝撃だよね。お⽫を5枚買った
の。熊本県や宮崎県や⿅児島県の⾵景の絵が描かれているんだ。お⽫五枚でもたったの10円。それからきゅうすをふたつ買ったの。ふたが鴨の形になっていて、すごくかわい
いよ。もちろんこれも10円。それから絵本を⼆冊買って、中国に帰ったら、絵本好きの友達にあげるんだ。2冊で10円だったよ。⽇本の物価は中国よりずっと⾼いから、10円
ショップで買い物ができて、本当にうれしかったな︕

徐幸⼦さんの⽇記



初⼸道⼤会

2012.11.26

2012.11.23

  今⽇は勤労感謝の⽇で、初⼸道⼤会に出る⽇だ。朝、５時起きて、学校に⾏って、袴を着替えた。しかし、はじめて、⾜袋をはいて、あまり慣れなかった。先輩から２４セン
チのだびを借りた。２４センチのはきつかったから、試合の準備室で２５センチのだびを買った。

 わたしは神村５番で、５８チームの⼀員だった。チームの順番によって、⽮を射す。ほかのチームが試合中にわたしは先輩と⼀緒にコム⼸を引いたり、素引きをしたり、巻き
わらに射したりした。

 午前に⼀回戦、午後に⼆回戦がある。⼆回戦の後は成績がいいチームの団体戦といい成績をとる⼈の個⼈戦だ。わたしは午前のときとても緊張した。⼊場の⽅法と退場の⽅法
はあまり分からなかった。先輩はわたしに何度も「⼤丈夫」といって、わたしは⼤丈夫じゃない、やめたいと思っていた。午前は４射０中だった。しかし、死ぬ⽮がなかった。
（死ぬ⽮というのは⼟と摩擦する⽮だそうだ。）本当に嬉しかった。午後は全然緊張しなかった。午後も４射０中だった。先輩は惜しかった、もうちょっとだといった。

 神村学園中等部の鮫島君は中学⽣個⼈戦の準優勝できた。うらやましくて、感⼼した。

わたしはこれからも頑張ろうと思う。きばれ、きばれ︕（⿅児島弁）

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



桜島に⾏った

2012.11.26

2012.11.25

 明⽇は期末テストけど、今⽇はお⺟さんとおばあさんとお姉ちゃんと遊びに⾏った。まずは桜島に⾏った。桜島フェリーに乗った。今回は第⼆回桜島フェリーに乗ることだ。
友達から、桜島フェリーで売るうどんは美味しいといった。なぜかというと、友達も分からない。しかし、うどん⾷べなかった。残念だ。

 今⽇はラッキーで、きれいな写真を撮れた。写真を撮った後で、桜島は噴⽕した。空はすぐ暗くなった。去年は９９６回噴⽕したそうだ。次は垂⽔に⾏った。千本⼀チョウと
いうところに遊びに⾏った。銀杏がいっぱいあった。

 そして、温泉に⾏った。今⽇は楽しかったけど、明⽇のテストどうしよう……

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



観劇

2012.12.01

 

 期末テストやっと終わった。あまり復習しなかったけど、試験はよくできたと思う。

今⽇、⾼等部と初等部のみんなと⼀緒にアリーナで「ＴＯＵＣＨ」という演劇を⾒た。

⽇本⼈もわたしもあまり分かりません。愛についての演劇だった。悲劇ですけど、みんなずっと笑った。⾒てから、感想⽂を書くのは宿題だ。

 来週オストラリアからの留学⽣来る。どんな⼈だろう。友達になりたい。

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



⼆つ⽬のホストファミリー

2012.12.01

 

    今⽇の午後、⼆つ⽬のホームステイ先である北園家へ移った。以前に北園家のお⽗さんお⺟さんと焼き⾁を⾷べに⾏ったり、お⺟さんと遊びに⾏ったりしていたので、初め
て橋本家へ⾏った時ほどの緊張はなかった。夜ごはんの時、お⽗さんはご飯を少ししか⾷べなかった。おしゃべりに夢中になってたって。こんなに話をしたのは何年ぶりだろう
って、⾔ってくれた。

   北園家のお⼦さん達はもう皆独⽴して親元を離れているので、今はお⽗さんとお⺟さんの⼆⼈だけ。寂しいよね。だから、北園家にお世話になるこの三カ⽉、できるだけた
くさん、⼆⼈を楽しませてあげようって決めたんだ︕私のお⽗さんとお⺟さんも今中国で⼆⼈きり。きっとすごく寂しがってるよね。なんだかすごく会いたくなっちゃった…

    橋本家を離れる時は本当に⾟かった。たった三カ⽉ではそこまで深い情はわかないだろうと思っていたのに、今⽇お別れする時泣きたい気持ちでいっぱいになった。麗華お
姉ちゃんが、もうすぐ成⼈するのに⼦供みたいに私と⼀緒に遊んでくれたこと、お⺟さんと⼀緒にドラマを⾒て、内容について話したこと、体調が悪いのにそんなそぶりをちっ
とも⾒せずに私のお世話をしてくれたこと、そんな情景が次々に⽬の前に浮かんでくる。まるで本当の家族みたい……。北園家を離れる時も、きっとこんな気持ちになるんだろ
うな.....

徐幸⼦さんの⽇記



七年忌

2012.12.09

２０１２．１２．２

七年忌

 今⽇は⽇本のお⽗さんのお⺟さんの七年忌だ。昨⽇、ホームステイの⿇⾐姉ちゃんは熊本県から帰った。お姉ちゃんはとても優しい⼈だ。あった時私も姉ちゃんもどくろがか
いてある上着を着た。兄弟みたいね。機会があったら、姉ちゃんの可愛い家に遊びに⾏こうと思う。

 朝早く起きて、お⽗さんのふるさと東市来に⾏った。そこに９２歳のお爺さんは⼀⼈で住んでいる。住んでいるところは１５０年の古い家。お⽗さんの親戚が多い。本当に驚
いた。特におじいさんは優しい⼈だ。私に「⽇中関係がよくなるために、頑張ってください」と何度も⾔った。

 九時に坊さんきた。みんな正座して、経を聞いていた。しかし、３０分の正座は私にちょっと無理ので怠けた。昼ごはんはみんなで⼀緒に⾷べた。びっくりしたのは、残った
料理みんな持って帰る。お正⽉のとき、みんなはまたここに集まって、お正⽉を過ごすそうだ。

 初めてこのような祭典に参加して、緊張した。疲れたけど⽇本⼈だけ持っている活動を体験できて、本当にいい経験だと思う。

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



宮崎に⾏った

2012.12.17

2012.12.9

 今⽇はホームステイの親と宮崎県に遊びに⾏った。この前、ずっと⿅児島県で遊んだ。初めてほかの県に⾏った。宮崎県は⿅児島県の隣県ですが、⾞で三時間ぐらいかかっ
た。

まずは⻘島に⾏った。中国も「⻘島」というところがあるね。⻘島から太平洋が⾒える。教科書で太平洋の写真だけ⾒た。本当の太平洋はすごく広い。橋を通って、⻘島に⾏っ
た。⻘島に有名な⻘島神社がある。教科書から神社の参拝の⽅法を勉強したけど、参拝したときちょっと緊張した。神様に⾃分の願いは中国語で⾔うか⽇本語で⾔うか困ってい
た。⽇本の親は神社で受験御守りを買ってくれた。これから受験するとき使いたいと思っている。

くじも引いた。⼩吉だった。まあまあだね。その後で、⽇向神話館も⾏った。⼈形をみながら、説明を聞くのは分かりやすい。

 昼ごはんはバイキングを⾷べた。ご飯の前に、宮崎県の有名なマンゴーソフトを⾷べた。⾷事中に、お⽗さんは後で⼸道をしようといって。わたしあもりわからなかった。⼸
道︖

私してる⼸道だの︖⽬的地に着いて、分かった。それは四射半という⼸道だ。わたしがしてる⼸道と違う。正座をしながら引くことだ。難しかったけど楽しかった。お⽗さんも
頑張った。そして飫肥城（おびじょう）というところに⾏った、⽇本の昔の⼈の家だ。あまり分からなかった。しかし、、⽴派な古いものを沢⼭⾒た。

 お⽗さんは時間がないから、もうひとつの神社に⾏く予定は取りやめになった。これから、時間があったら、だぶんホームステイといろいろなところに旅⾏に⾏くかもしれな
い。

 ⼀⽇運転したお⽗さんに「お疲れさまでした」といいたい。

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



⾳楽祭

2012.12.25

2012.12.15

 今⽇は神村学園の⾳楽祭だ。先⽣たち、初等部の⼩学⽣たち、中学⽣たち、⾼校⼀年⽣、⼆年⽣、三年⽣、男⼦、それぞれ合唱した。

 ⼀年⽣は「ハレルヤ」という歌を歌った。吹奏楽部は伴奏した。本当にすごかった。吹奏楽部は中国にない。練習は⼤変な部活のひとつだと思う。しかし、楽器の⾳のほうが
⼤きかった。私たちの声はあまり聞こえないそうだ。

 ⼀番印象深いのは男⼦たち歌ったの「宇宙船艦ヤマト」だ。アカペラで男⼦の声はよく出た。けれども、私はずっと「パパパパパパパパ〜宇宙船艦ヤマト」と聞いた。

 三年⽣はロシアのある歌劇を歌った。前奏は２分間ぐらい。

 最後は全校で校歌と「サライ」という歌を歌った。私は⾳楽祭の前の⽇に「サライ」習った。頑張ったので、歌ったときよくできた。

 

 夜はホウムステイの親と⼀緒に⿅児島市に和⾷を⾷べに⾏った。普段⾷べてるの和⾷ちょっと違うと思う。沢⼭⾷べて、おなかいっぱい︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



１０８射会

2012.12.25

2012/12/16

 ⼸道は⽇本の伝統的なスポーツだ。正⽉を迎えるために特別な活動がある。それは１０８射会だ。１０８射会というのは、みんな⼀所懸命引いて、当たるのは１０８本だ。当
たるのは１０８本まで、射会終わる。なぜ１０８の︖中等部の担当先⽣は説明をしたが、あまり分からなかった。先輩に聞いて、先輩もあまり分からない。機会があったら、そ
の先⽣に聞きに⾏きたい。⼼連⼼の先⽣は理由を知っているの︖

 ９⼈で、三グループ分けって、引いた。私は午前４本当たった。午後は⼀本だけ当たった。しかし、その⼀本は第１０８本だ。ラッキー︕︕︕⼀⽇は８３本ぐらい引いた。⼤
変だった。体がチョウだるい。明⽇はきっと筋⾁痛があると思う。

 今⽇は５本だけ当たったけど、本当に楽しかった。⾃信も増えて、⼸道はもっともっと好きになった。

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



サム、さようなら。

2012.12.25

2012/12/19

 今⽇はオーストラリアの留学⽣の帰国の⽇だ。オーストラリアの留学⽣は４⼈だ。その中に⼆⼈は今⽇に帰る。英語コースのみんなは歓送パーティを開いた。うちのクラスに
留学したのはイケメンでサムだ。彼は韓国語も読める。私と彼はいろいろな同じな興味を持っている。だから、友達になった。

 歓送パーティに「世界の⼦供たち」「世界にひとつだけの花」を歌った。記念写真も撮った。⼥の留学⽣でシャノンは泣いた。「ぜひ帰る」と何度も⾔った。私はサムに⼿紙
を送った。英語で書いた。これからレインとかｓｋｙｐｅとか連絡するつもりだ。

 そろそろ⽇本に来て、４ヶ⽉になった。７ヶ⽉の後、私は必ず⽇本に「さようなら」という。そのとき、⾃分の歓送パーティがあるかな。そのときの気持ちはどうだろう。い
ろいろ考えた。

 サム、さようなら。将来、また⽇本に君と会いたい。

 

lineはとても便利だと思う。⽇本の友達と喋ったり、電話したり、⾃分の気持ちをみんなに⾒せたりしている。みんなはレインを使っているの︖

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



もちつきと餃⼦作り

2013.01.15

2012\12\30

 今⽇は2012年12⽉30⽇だ。後⼀⽇2013年になる。初めて⽇本でお正⽉を過ごす。楽しんでいる。お正⽉の前、いろいろの準備がある。明⽇は⼤晦⽇で、⼤掃除する。今⽇
は、⽇本のお正⽉になくてはならないもちを作った。中国の春節で、揚げもちを⾷べる習慣がある。でも、それはレストランで売っているもちだ。初めてもちを作った。もちは
私の⼤好物ではない。でも、皆で⼀緒に作ったのもちはきっとたくさん⾷べれると思った。

 いろいろなもちを作った。餅つきとはいっても、搗かなかった。もちを搗く機械を使った。もち⽶はもちになって、もちを作り始めた。いろいろなもちを作った。餡⼦がある
餅、⻘海苔餅、ごま餅など。私が作った餡⼦がある餅はもちじゃない、⼤福だと⾔われた。なぜかというと、作ったのもちは餡⼦が⽪より多いと思う。

 そして、⾃分は新しいもちを発明した。チョコバナナ餅だ。ココアと⿊糖と餅と混ざって、餡⼦はバナナとチョコだ。はじめの「チョバ餅」は今⽇熊本県から帰ったお姉ちゃ
んにあげた。お姉ちゃんはバナナあまり好きじゃないこと知らなかったので、バナナがある餅をあげて、お姉ちゃんは⽪が美味しいといった。お⽗さんももしバナナがなかった
ら、もっと美味しいと思うと⾔った。鏡餅も作った。

 午後は餃⼦を作った。⽇本の餃⼦⽪と中国の違う。⽔を使って、包む。餃⼦を上⼿く作れるお姉ちゃんのおかげで、私はだんだん上⼿になって、きれいな餃⼦を作った。しか
し、⽇本⼈は⼤部分焼き餃⼦を⾷べる。餃⼦を焼いたら、形が分からなくなった。どれは私作ったの、どれはお姉ちゃん作ったの、全然分からない。

 餃⼦を⾷べて、たこ焼きを作った。たこ焼き屋さんに⾏ったとき、作るのは簡単そうだった。実は難しい。私は何度も練習して、よくできるようになったの。沢⼭⾷べた、⾃
分で作ったのは最⾼︕︕︕

 今⽇の⾏事は全部⾷べ物と関係ある。沢⼭⾷べて、ダイエット必要だね。

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



熊本城と初詣

2013.01.15

2013／1／1

 ⽇本のお正⽉と中国の春節と⼤体同じだと思う。違うところの中ひとつは、⽇本⼈は初詣をすることだ。

 朝、５時に起きて、ホストファミリーと⼀緒に熊本に⾏った。10時半に熊本城に着いた。⽇本のいろいろな昔の居城今までもよく留めて、観光スポートになる。例えば、私
⾏った宮崎県の飫肥城、今度⾏った熊本県の熊本城など。熊本城または「銀杏城」という。加藤清正が起⼯し、１６０７に完成したそうだ。加藤さんは本当に頭がいいと思う。
熊本城についての説明を聞いて、熊本城は攻撃、守備ともにすぐれていたことが知るようになった。さすが⽇本の3⼤名城のひとつ。⻄南戦争の際、天守閣などを焼失したそう
だ。

再建した天守閣を⾒て、すばらしいと思った。

 1１時半ぐらいに、熊本城のそばにある加藤神社で初詣をした。⼈がいっぱい︕参拝してから、お⽗さんは夢が叶う⽮を買ってくれた。⾃分は御守り買った。もちろん、おみ
くじをした。私とお⺟さんは中吉、お姉ちゃんとお兄ちゃんが末吉、お⽗さんは⼤吉だ。羨ましいね、私も⼤吉がほしい。皆はおみくじをしたの︖どうだった︖

 ２時半ぐらい、また、熊本城に戻した。天守閣の前に熊本城の武将隊の演舞を⾒た。感⼼した。本当に素敵だった。

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



「ｂｉｎｇｏ」と⼿作り

2013.01.15

2013、１、２と 2013、1、3

 ⼀⽉⼆⽇はお⽗さんのふるさと、東市来に⾏った。そこで、お⽗さんの親戚と集まって、ご飯⾷べた。皆はそれぞれの家で作った料理を持って来て、⼀緒に⾷べた。お雑煮は
美味しかった。ご飯を⾷べてから、「ＢＩＮＧＯ」というゲームをした。ルールは、最初に中央の「ＦＲＥＥ」を折曲げておく。順々に読み上げたれた数字の部分を折曲げ⽳が
⽴て、横、斜めのいずれか⼀列にそろう早さを皆で競うこと。早く「ＢＩＮＧＯ」という⼈は賞品もらえる。とても⾯⽩いがゲームだと思って、中国に帰って、親友とこのゲー
ムやろうと思っている。

 ⼀⽉三⽇は私の誕⽣⽇だ。⼼連⼼からの誕⽣⽇カードもらった。本当に嬉しかった。ありがとうございました。そして、熊本の⼈吉に遊びに⾏った。⼈吉はお⺟さんのふるさ
とだそうだ。そこで、⾰で飾りの⼿作りをした。思っていたより簡単。よくできた。そして、夜は、アイスクリームケーキを⾷べた。「ＨＡＰＰＹ ＢＩＲＴＨＤＡＹ 」とい
う歌も歌ってくれた。感動した。

 ⽇本に来て、皆とあって、よかったと思う。

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



ハウステンボスのイルミネーション

2013.01.15

2013、1、５と1、6

 ⼀⽉五⽇と⼀⽉六⽇はホストファミリーの家族と⼀緒に⻑崎県に旅⾏に⾏った。そこのハウステンボスを遊び、有名なイルミネーションを⾒に⾏った。景⾊がとてもよかっ
た。花がいっぱい咲いてた。⾵⾞が何台もある。川もあるし、昔のヨーロッパの宮殿のような建物もある。そこに住みたいなと思った。

 そこで、ハイテクノロジーで作ったショーを⾒た。いろいろなお化け屋敷に⾏った。お化け屋敷にもいろいろな遊び⽅があるので、楽しかった。お化けがいるトイレもある。
そこに⼊って、本当にびっくりした。お化けの写真も撮ったよ。笑っ

 ⼀⽉六⽇の午前に佐賀県の忍者村に⾏った。⼿裏剣をやってみて、⼸道もした。そこで⽮を引くのは私が⼀番上⼿いと思う。お⽗さんも「さすが⼸道部の部員だね」と⾔って
くれた。忍者についての知識をいろいろ習った。本当に忍者になりたいね。

 旅⾏は楽しかったけど、⻑崎県から、⿅児島県までは、⾞で、６時間かかる。⼤変だった。でも、やはり⼀番疲れるのはお⽗さんだ。「お⽗さん、お疲れ︕」

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



スピーチコンテスト

2013.01.16

2013，1，12

 ⽇本に来る前に、⿅児島に留学した程忻先輩の動画を⾒た。「私と⽇本の⺟」だね。

それから、⿅児島県に外国⼈スピーチコンテストがあることを知るようになった。ぜひ参加してみようと思っていた。参加したいと⾔っても、実は予選まで三⽇のとき原稿を書
いたの。覚えるのは半⽇の時間しかなかった。ちょっと準備不⾜だと思う。

 何について発表すればいい。何度も考えた。「⽇本語の勉強から、⽇本⼈の性格が分かる」とか「笑顔で、留学している」とか「中国⼈の変な⽇本語」とか「キバレ、⿅児島
で」など。でも先⽣の意⾒は外国⼈は⼤部分⾃分の国と⽇本と⽐べる。あまり⾯⽩くない。参加の⼈たちは⼤部分⼤学⽣で、私だけしている、ほかの⼈してないことは何だろ
う。やはり部活だね。そう、先⽣の意⾒は私がしている⼸道について発表すること。私はちょっと考えて、いいと思う。⼸道は⽇本の⽂化で、⼸道のおかげで、「⼼、技、体」
三つの部分がいろいろ習った。その内容について書いた。どうして⼸道部に⼊部することと、⼸道から習ったこと、⼸道の練習のときあいさつをするから⽇本⼈の性格が分かる
など。しかし、先⽣は私書いたの⽂章を読んで、「伝えたいのは何、ちょっと分かりにくいね。具体的なものもないね。ちょっと弱いかな。」といちゃった。私は先⽣の話を聞
いて、悲しくなった。努⼒したものは弱いといわれた。でも、私は反省して、いろいろ考えた。きれいな⾔葉を使うだけ、本当に内容は充実ではない。すぐ直した。⾃分の体
験、⽣活、怒れ、困っていることを書いた。先⽣は⼆回⽬の⽂章を読んで、いいと⾔った。よかったね。でも、⾦曜⽇の午前私は新しい考えが出た。また⽂章を直した。本番は
⼟曜⽇。新しい考えは⼸道をすべてのことにつながっていること。

 ⽂章がいいと思うけど、準備不⾜で、神村の⽇本語科の専⾨学⽣皆コンテストに出ることに知るようになって、皆強いと思う。あまり⾃信持ってない。⾦曜⽇の総合英語の授
業のとき、私はクラスのみんなの前で、発表した。覚えてなかったので、ちょっと原稿を⾒て、笑ってしまった。よくできなかったと思う。でも、スピーチをしてから、「すご
いね」「めっちゃ⾯⽩かった。」「感動したね」みんなが声をかけてくれた。先⽣も⾔った。

 「可笑しいところもあるけれども、本当にいいスピーチだった。笑ったけど、私涙出たよ。久しぶりこんなに強い⾔葉を聞いて、感動した。もっと練習して、すばらしい
よ。」先⽣の話を聞いて、⾃信が戻した。友達もいろいろな意⾒を出してくれた。「は、が、を、も、などの使い⽅ちゃんと注意してね。」「明⽇、頑張ってね、ずっと応援し
てるよ。」

 

 今⽇は予選で、スピーチをした時、全然緊張しなかった。なぜかというと、私も分からない。ちょっと早⼝をして、また、スピーチする時間は７分以上けれど、私、原稿全然
⾒なかった。 とりあえず、よくできたと思う。笑っ

 本選に出る選⼿になった。よかったね。

 私にいろいろな意⾒を出してくださいましたのは内⽥先⽣で、「すばらしい」と⾔った先⽣が⼭下先⽣だ。 

 このいい成績を取って、いろいろな⼈に感謝の気持ちに伝えたい。内⽥先⽣、ありがとう。⼭下先⽣、ありがとう。⽇本のお⽗さん、お⺟さん、ありがとう、私が⼤好きな友
達、ありがとう。

 本選に出る10⼈、私のほかに、全部⼤学⽣か会社⼈、優勝を取るのは難しいと思うけど、いつも私のそばにいる皆の応援する声を聞いて、きっと⼤丈夫だと思う。頑張りま
す︕

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



中間研修までのこと（１）

2013.02.10

 ⼀⽉１２⽇、外国⼈スピーチコンテストの⽇だ。今度私も、袴を着て、「⼸道と私」を発表した。予選のスピーチより、⾯⽩くて、流暢だった。聞きに来た⼈たちも笑い声を
かけてくれた。

 最後に奨励賞をもらった。商品は⼀万円と５キロのお⽶とお茶だ。嬉しかった。スピーチコンテストのおかげで、私は沢⼭習った。いろいろな国の⼈の考えを分かるようにな
って、異⽂化も⼤変勉強した。最優勝をもらった韓国⼈のスピーチは本当によかった。「⼤⼈」についての話ははじめて聞いた。

 スピーチコンテストから、⾃分の不⾜を分かって、私のスピーチの⾔ったとおり、経験を積んで、新しい挑戦をしに⾏こう。もっともっと頑張りたいと思っている。将来、も
し、機会があったら、また、⽇本語のスピーチコンテストに出たいと思ってる。

 最後に、ずっと私のために、頑張っていた⼈たち、応援していた⼈たちへ、「ありがとうございました。」

 

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



中間研修までのこと(2)

2013.02.10

 

 久しぶりの⽇記だね。今、⽇記を書くのはもう私の⽣活に不可⽋なことになった。⻑い時間ずっと⽇記書かなかった。ちょっと不安だった。⾯⽩い⽣活の記憶を保存するため
に、⽇記を書くのはいい⽅法だと思う。

 クラスの皆は⼆⽉九⽇にカナダに留学に⾏く。１⽉17⽇の夜に、クラスの全員で、留学合宿をした。

 午後三時ぐらい、学校の全員はアリーナで、集まって、全⽇本⾼校⼥⼦サッカー⼤会の決勝戦を⾒た。⿅児島県の神村学園と宮城県の常盤⽊学園の決勝戦だ。結果はあまりよ
くなかった。0対３負けて、準優勝もらった。私は本当に緊張だった。神村学園の⼀員として、涙が出ちゃった。けれども、本当にすばらしかった。皆の姿、かっこよかった。
神村本当に体育が強い学校。サッカーだけではなく、バレー、野球、バスケ、ソフトボールなどは全国で有名そうだ。

 ６時ぐらい、調理教室に⾏って、皆の⼣飯を皆で作った。卵焼き、⾁じゃが、薩摩汁、うどん、お好み焼き、おにぎりを作って⾷べた。私の班は卵焼きとおにぎりを作った。
おにぎりを作るのは、思っていたより難しかった。８合の⽶を洗うこととご飯を三⾓形になることは⼀番難しいと思った。卵焼きもいっぱい作った。焼いて，巻いて、焼いて、
巻いて、⼤変だった。でも、きれいな形になったとき本当に楽しかった。

 そして、寮でお⾵呂に⼊った。⾵呂場でずっと友達と遊んだ。（笑っ）

 お⾵呂を⼊ってから、教室で皆は英語で⽇本の⽂化について発表した。私も英語で、中国の⽂化を発表した。春節です︕

 寝てたところは学校にある合宿所だ。畳の部屋で、⼆階がある。私ははじめて、畳に寝た。布団とかの⽚付けはちょっと⼤変だと思った。

 ずっと友達と喋って、あまり寝なかった。そして、次の⽇ＳＬＥＰ ＴＥＳＴを受けたとき、眠すぎて、寝ちゃった。幸いにも、本番じゃなくて、模擬テストで、点数もそん
なに悪くなかった。よかったね。

 

 合宿は本当に楽しかった。

合宿所 私と友達

 私たちの⼣飯 私が作った卵焼きとおにぎり

徐幸⼦さんの⽇記



 

 

                                                                                                                     

これは⽇本語で投稿されたものです



中間研修だよ

2013.02.11

    仙台での中間研修はすごく楽しかったです。まずは、⼼連⼼の先⽣⽅、そして撮影を担当してくださった先⽣⽅、それに仙台（南三陸町）のみなさん、本当にありがとうご
ざいました。

    私は交流会で歌を歌ったんだ。みんなに楽しんでもらえて、嬉しかったな。餃⼦もおいしかったよ。みんな、ありがとうね。南三陸町の⽅々との交流会もすごく楽しかっ
た。震災の被災地の復興を⼼から祈っています。

    私たちは⽯運びのボランティアをしたんだよ。３時間ぐらいずっと、⽯を左から受けて右の⼈に渡す作業を。これだけの繰り返しだったけれど、被災地の⽅々のお⼿伝いが
少しはできて、嬉しかったよ。⾃分たちが運び出した⽯の⼭を⽬にしたときは、すごい達成感を感じられた。でもね、ちょっと⽬を建物のほうに移すと、まだまだ残っている⽯
の⼭が⽬に⼊ってくる。津波の被害の⼤きさを実感できただけじゃなく、再建への道がどれだけ⼤変なことか、⾃分たちだけではどうにもできない、本当にたくさんの⼈の助け
が必要なんだなって、改めて思ったよ。世界中の災害で苦しんでいる⼈たちのために、微⼒でも⼿助けをしたいな。聞こえてくる「はい」や「気をつけて」っていう⼒強い⾔葉
が⼼にしみてくる。“団結は⼒”だって⾔葉を思い出しちゃった。でも時には違った声が聞こえてくることも。⼒強い呼びかけが楽しげな歌声になったり、ワッ声が上がっておし
ゃべりが聞こえてきたりね。現場の空気がおかげで和んだよ。私はボランティア中もおしゃべりをしていたけれど、現地の⼈たちの気持ちを考えたら、申し訳ないことをしちゃ
ったよね。被災地の現場で頑張っている皆さん、そして被災者の⽅々“申し訳ありませんでした”。これからも機会があったら、また、お⼿伝いをさせてもらいます。

    それと、仙台育英学園で、交流会もしたんだよ。先⽣⽅がグループ分けをしてくれて、⽇本の⾼校⽣たちと、⽇中問題についていろいろ話し合った。きっと、両国の⼈々に
平和を求め、ともに歩んでいく気持ちがあれば、中⽇関係はきっと、もっとよくなるって信じている。⽇中関係が改善してゆけるかは、⼀⼈⼀⼈にかかっているよね。⼼連⼼の
⼀員としてそして⽇中間の⼩さな架け橋の⼀⼈として、広い⼼で相⼿を理解し、周りの⽇本⼈と未来をみつめて交流していかなくちゃ。進む道は困難もたくさんあるけれど、が
んばってみせる。きっと⼼連⼼のみんなもおなじように頑張っているから。「⼀緒に頑張りましょう。」

   中間研修はでは、他にもいろいろなことをして、汗あり、笑顔もあった。⼀番ビックリしちゃったのは宿泊したところ（仙台）。想像していたのと全く違って、今住んでいる
ところよりずっとにぎやかなところだったよO(∩_∩)O

    夜は⼤騒ぎして、みんなと⼀緒にいられる⼤事な時間を楽しんだ。空港では複雑な気持ちに。みんな（中国⼈留学⽣）と⼀緒にいたいし、別れは本当に⾟い。でも⿅児島に
も帰りたくて、⿅児島の友⼈たちにも早く会いたい。あと半年、しっかりすごすぞ︕

 p .s ⽇記を書いていたらこんな時間になっちゃった。ハハ、画像もアップしておくね。

仙台のきれいな⾵景、私たち三⼈は誰かな 哪吒だなんていわないで⊙﹏⊙b，楊

貴妃はすごくきれいだね 現地の⼈との交流で⼀緒に記念撮影。北国の春をまた歌いたいな。

徐幸⼦さんの⽇記



私たちが運び出した⽯だよ。河南がバッチリ撮ってくれた。

松島のことも書かなくちゃ。松島はすごくきれいで、カモメもたくさんいて、初めてカモメに餌をあげたんだ。たくさんいすぎてちょ

っとコワかったよ 仙台で仲良しのみんなと



⼸道部の三送会

2013.02.24

2012.02.23

 

 そろそろ卒業式、終業式。今⽇、⼸道部に⼸道部の三送会があった。私たち、現役の⼈たちは⼀週間前から三送会の準備をした。私は三送会の始めの司会だ。「これから三送
会を始めます。本⽇はお忙しい中、三送会に来ていただき、ありがとうございます。皆さんに楽しんでいただけるようなゲームなど考えました。現役の皆さんは先輩⽅に負ける
ことなく、先輩⽅も現役に負けることなく、頑張ってください。」と⾔った。

 ゲームは⼆つあった。遠的を使っている的を近的の的として、点数を計算するゲームと１２本引いて、的数を⽐べるゲームだった。ゲームといっても、賞品もあるし、点数も
ある。私に、ちょっと⾟いと思った。私の成績は⼀番⽬のゲームで、８本４中２２点で、⼆番⽬の１２本は⼀本も当らなかった。

 賞品は、製菓コースの先輩が作ったお菓⼦と、みんながもって⾏ったプレゼントだ。いいなぁ〜私もお菓⼦⾷べたい。おいしそう。そして、卒業⽣の寺師先輩は泣いた。わた
しも感動した。けれども、先⽣は卒業⽣たちに話を⾔ったとき、私たちはずっと正座してた。⼀時間ぐらい。めちゃくちゃ苦しかった。終わったとき、⾜は⿇痺したので、歩け
なくなった。その痛さも⾔葉だげ、伝えない。我慢できなかった。

 ⼆時半ぐらい三送会が終わった。皆はお菓⼦とか持ってきた。集まって、皆で⼀緒に⾷べた。チョコはけっこう多かった。⾷べながら腕相撲をした。私は⼥⼦の中で、⼆番⽬
強かった。絵のしりとりもした。他⼈書いた絵は何だと考えて、⾃分は、思い出した⾔葉の絵を考えてから、かくことは難しかった。私ははじめて、このようなしりとりをし
て、楽しかった。

 ⼣飯はチョコfondueとチーズfondueだった。バイキングみたい。

 

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記





⼿作りチョコ

2013.03.14

 今⽇はホワイトデーだ。そして、今⽇はカナダからクラスメートとあった。

 ２⽉１４⽇はバレンタインデー、部員たちとか、先輩から、チョコ沢⼭もらった。みんなからもらったチョコは、全部⼿作りで美味しかった。皆さんに「⼿作りだね、すごい
ね。」と⾔ったが、相⼿は「⼥だから、当たり前」と答えた。私は中国にいたとき、お菓⼦とかを⼿作りすることはなかった。そんな話を聞いたわたしは、何か⼿作りしたいと
思ってた。その時、ホストお姉ちゃんから、お姉ちゃんが作ったチョコをもらった。形も味もよかった。

 お姉ちゃんは熊本県から帰ることを聞いたとき、とても嬉しかった。⼀緒にチョコレート作れるからだ。先週の⽇曜⽇、午前１０時から、午後４時までずっと作った。溶けた
チョコを冷やしてから、丸くするのは⼀番難しいと思う。私の両⼿はいつも温かいから、チョコは溶けやすくなってしまった。

 飾るのが⼤好き。⾯⽩かった。

 今⽇は先⽣⽅、クラスメート、部員たちにチョコをあげた。うまいといわれた。とても楽しかった。お姉ちゃんのおかげで、美味しいチョコの作り⽅を学んで、作れた。あり

がとうございました。。中国に帰って、中国の親友にチョコレートを作ってあげようを思ってる。楽しみにしてください。 お姉ちゃん
が作ったチョコ

ほら、⼿は汚いよ

美味しそうでしょう。

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記





これは私の全国⼤会、次の⽬標は決勝戦︕

2013.03.24

昨⽇４時の起きて、宮崎県の都城に⾏った。そこで、第２６回都城⼸祭り全国⼸道⼤会が開いた。神村の⼸道部全員はその⼤会に出た。団体戦と個⼈戦があって、わたしは個⼈
戦に出た。２８２１⼈の選⼿がいた。私の⽴ち番はけっこう後ろ、午前三時ぐらい。

 全国⼤会と⾔っても、２３⽇の学⽣の部の試合に出る選⼿は⿅児島県からのが⼀番多かった。たぶん宮崎県の隣県だと思う。開会式のとき、⿅児島選⼿を⽴つところはなくな
って、私たちは、佐賀県の選⼿のところに⽴ちに⾏った。

 今度は私の⼆回⽬の⼸道⼤会だ。違うのは、今度の会場は体育館だ。普通の⼟と草はない。このような会場で⼸を引くことはなかった。引く前に、もし、床に射したらどうし
ようと困ってた。試合の前の⽇に調⼦が悪かった。⽮はちゃんと⾶んでなかった。観衆も多かった。前の試合よりずっと緊張した。

 中等部の⼥⼦のチームの予選の成績がよかった。６中です。団体決勝戦に上がった。その中の⼀⼈は４射三中から、個⼈決勝戦に⾏くことになった。私の順番に回ってきた。
いつもの練習よりもっと丁寧に引いた。ゆっくり引きながら、先輩たちと先⽣から教わったことをちゃんと考えた。⼀本⽬当った︕ ⼆本⽬も当った︕「よし、⾏くぞ︕今度個
⼈決勝戦にいけるかもしれない」と思った。嬉しすぎ、⼿は動かしてしまった。狙いは前の⼆本と違った。もし、その時、調整すれば．．．．．．後悔してた。四本⽬もよく引
いた。練習の時、わたしは、私が眼鏡かけたら当らないことを気付いた。試合のとき、眼鏡をかけなかった。だから、⾃分は当ったかどうかも分からなかった。先輩たちの応援
の拍⼿から、分かるようになった。四本⽬、先輩も、私も、当ったと思ったのに、成績は四射⼆中だった。たぶんちょうど的の周りに⾶んで⾏った。惜しい︕

 この成績を取ったわたしは複雑な気持ちを持った。引く前に、⼀本当ればいいと思ったのに、引いた後は、もし、もっと頑張れば、決勝戦に⾏けると思ってた。嬉しかったけ
ど、反省した。後悔した。（これは⼈間、いつでも、満⾜できない。笑っ）

 五⽉と六⽉に試合があるかもしれない。これから、もっと、頑張って、帰る前に絶対いい成績を取ろうと思う。決勝戦を⽬指しています︕︕︕

徐幸⼦さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



花⾒

2013.04.02

 

 今⽇は久しぶりの部活をした。寮を通るから、寮の近くの川の両側の桜が⾒える。桜はほとんど落ちた。中国にいたとき、桜を⾒なかった。そんなに多い桜を⾒て、⾃分の気
持ちもよくなってきた。花⾒は三回した。けっこう多いね。

 ⼀回⽬は部活が終わって、家の近くの神社に⾏った。⼆回⽬はその⽇の夜、⿅児島のとても有名なところに⾏って、⼣桜を⾒に⾏った。その時、桜は満開だと思う。その時、
新聞社の⼈たちは、そこで取材していた。翌⽇の朝、新聞を読んだとき、私たちの姿は新聞で⾒つけた。

 三回⽬は先週の⼟曜⽇友達と⼀緒に花⾒に⾏った。友達の家族と⼀緒に。弁当とおやつと飲み物を買って、桜の⽊の下で、⾷べた。桜が落ちたとき、とてもきれいですが、カ
メラで、取れない。私のコートは桜の花びらだらけのコートになった。

 中国の国花はボタンだが、ボタンについての歌はほとんどない。けど、⽇本の歌で、桜についての歌がずいぶん多いと思う。⽇本⼈は桜が咲いて、「春が来た」と思ってるそ
うだ。花⾒をした時、いろいろ考えた。私にとって、桜の⼀番特別なところは、花の命が短いということだ。桜は命が終わるまでにも、⾃分の⾹りや美しさなど、⼈間に⾒せ
た。無限の命を持ってない私たちにとっては、どうすれば、桜のような、有限の時間にこの世界のために、貢献するか。

 本当に、桜が⼤好き。

学校の桜

神社の桜

徐幸⼦さんの⽇記



⼣桜

友達の家族と⼀緒に花⾒

私と友達



きれいね

これは⽇本語で投稿されたものです



新学期

2013.04.03

 

 今⽇は新学期の第⼀⽇⽬だ。わたしはもう⾼校⼆年⽣になった。信じられなくて嬉しい。久しぶりの友達を⾒て、いろいろ喋って、楽しかった。英語コースの新⼊⽣が２９⼈
いるそうだ。このクラスの⼈数は中国では、ありえない。少なすぎだ。けど、うちの学校の英語コースにとって、⼈数がすごく多い。私のクラスは２０⼈しかないから。

 新しい教室に引っ越した。元は、製菓衛⽣コースのクラスだった。皆は「いやだ。いやだ。」と⾔ってるが、わたしはそんなに好きじゃない気持ちを持ってない。新しい教室
の壁はお嬢様っぽいのピンクだ。教室は前よりずっと狭いが、掃除しやすいと思う。新⼊⽣は今⽇学校に来ないので、会いなかった。早く新⼊⽣を⾒たい。新しい友達も作りた
い。

 ＳＨのとき、担任の先⽣が国連英検の申込書を配った。わたしは去年国連英検のc級を合格ようになった。今度はB級を受けるはずだが、Ｂ級は⼤学以上レベルそうだ。難し
そう。公式問題を⾒て、⼤体英語で、国連についての問題だ。作⽂もある。⾃分ができるかどうか、分からない。検定を受けるかどうか考えてる。

 午後は部活だった。最近の調⼦は結構よくない。やる気もだんだんなくなってしまった。⽮はちゃんととんでない。体に何度もはじいたことがあった。最初⼸道をやったとき
より、今のほうが下⼿。困っている︕どうすれば直せる、分からない。でも、今の困難に乗り越えたら、もっと上⼿になれると信じている。

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



４⽉四⽇

2013.04.04

 

 朝はとても眠かった。寝坊してしまったので、７時３４分の電⾞に間に合わなかった。⼋時３分の電⾞に乗った。遅くはないが、、いつもどおりじゃない。電⾞に乗ったとき
も、寝た。

 今⽇は今週の⼊学式のために、アリーナで設営したり、⼀年が終わって、記念写真撮ったりした。眠いから、⽬が全然あいてなかった。「顔が死んでるね︕」と何度も⾔われ
た。設営をしてから、どんな⽤事もないので、友達と⼀緒に庭で、恥ずかしい踊りを踊った。なぜ恥ずかしいというと、私たちはその熱帯っぽい⽊の葉っぱを持ちながら踊った
り、髪に挿して踊ったりした。けど、ほかのクラスの⼈は全然注⽬しなかった。たぶん、この景⾊はこの学校で、普通︖写真を撮るときも、そばに待ってた特能コースの⼈たち
の可笑しい踊りを⾒たから。

 午後は今学期の学園祭の名前について、討論した。名前は漢字を⼆つ、いい意味を持てるのほうがいい。私たちのクラスの出した名前は「翔来」だ。とらいという。トライは
ｔｒｙのことで、漢字から⾒るのは、説明しにくい。先学期の名前は「⽻跡」だ。「はあと」という。私は⽻跡がハートの意味かなと思った。平成２１年の学園祭の名前は「蘭
舞」で、「らん」という。わたしは、この名前がすき、名前の意味は分からないけど、中華⾵があると思う。

 名前が決めてから、クラスの委員会を決めた。わたしは7⽉に中国に帰るから、⼀番仕事が軽い委員になった。それは、図書委員だ。

 ⽇本語能⼒試験はもう申し込んだ。お⾦はまだ⽀払わない。明⽇は⼤阪に⾏く。帰ってから、⽀払おうと思う。旅⾏楽しんでいます︕︕今から、旅⾏の準備しなければならな
い。

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



今週のいろいろ（１）

2013.04.14

  旅⾏に⾏ってきました。いい思い出を沢⼭作った。第⼀⽇と第⼆⽇はユニバで遊んで、第三⽇は京都の⾦閣寺、銀閣寺、清⽔寺を⾒に⾏った。半⽇しかなかったが、楽しかっ
た。第⼆⽇と第三⽇は⾬も降ったし、⾵邪も強かった。ちゃんと⾒なかったが、⾬の中の景⾊をすばらしいと思った。

in USJ!!

昼ごはんのお好み焼き、普段⾷べてるのとちょっと違う

お好み焼きさんの椅⼦、かわいい

徐幸⼦さんの⽇記



漫画に出たたこやき、ソースなし、マヨーなし

いろいろな帽⼦をかぶってみた。どこの⼈だと思う︖

私とホーム姉ちゃん、その⽇の昼間暑かった︕

沢⼭の知らぬ⼈がかわいいと⾔ってくれて、嬉しかった︕



これはある動物の餌だが、私が⾷べた。

和菓⼦︖⾁まん︖   ⾁まん︕

ぴかぴかしている⾦閣寺のほうが好き。。。

 

楽しかった  ⼤変疲れた

 

これは⽇本語で投稿されたものです



今週のいろいろ（２）

2013.04.14

 

 やっと授業が始まった。前の⼀週間に何もしなかった。中国で、始業式をしてから、⼤変な勉強が始まる。いろいろな新しい先⽣と知り合って、授業のときもほとんどずっと
喋った。地学を教えるのその先⽣、名前は何々卓だ。みんなその先⽣を「たちゃん」と呼んでる。⾯⽩い先⽣だと思う。その先⽣は⾃分の奥さんと娘さんとペットも紹介した。
現代⽂を教える先⽣も⾯⽩い。どうしても、⾃⼰紹介しない。このような⾯⽩い先⽣は中国に⾒えないと思う。

 部活もだんだん順調になってくる。⾦曜⽇の部活紹介のとき、わたしはアリーナで、発表した。発表するのはそんなに⼤変なことじゃないがその⽇の私にとって、⼤変だっ
た。

 ⽊曜⽇、顧問の先⽣が、⾦曜⽇の紹介会のことを⾔ったとき、私は⽮取りに⾏った、聞いてなかった。帰ってから、先輩に聞いて、先輩たちが何か決まってるみたい、私の話
を全然聞いてくれなかった。そして、ある先輩は私に、「明⽇、⾃由研究のとき、幸ちゃんも発表してみて」と⾔って、⼆⼈は何について発表するのを相談した。私は⾦曜⽇は
⼸道の道場で、紹介会があると思って、また、熱中に喋って、前聞きたいこと忘れてしまった。

 そして、⾦曜⽇の⾃由研究のとき、わたしは道場に⾏って、誰もいなかった。10分ぐらい待っていて、誰も来ない。たぶんアリーナ⾏ったかな、アリーナに⾏ってみようと
思って、アリーナに⾏った。皆は全部袴を着たまま、待っていた。どうして誰も私に知らせてくれないの︖皆は全部私が知っていると思っているそうだ。嬉しくなくなったが、
もっと⼤変なことが知るようになった。それは、全校の前で、⼸道部についてスピーチをすることだ。⼼理準備はなくて、どうしよう︕しょうがない、⾏くぞ︕︕︕

 終わって、皆はさすが徐幸⼦と⾔った。あああ〜〜〜〜恥ずかしかった。けど、嬉しかった。じゃ、私のスピーチを聞いた⽣徒さんは、今年何⼈ぐらい⼸道部に⼊ることを楽
しみにしている。

 先輩に去年の紹介会のことを聞いて、結構たいへんなことが起こった。皆の前で、⼸を引いて、⽮が取れないこととか、畳が倒れたこととか。だから、去年私のほかに誰も⼸
道部に⼊らなかったと思った。今年無事に紹介会が終わって、よかったね︕  

 来週の⽉曜⽇に私の「後輩」と会う。⾃分はいい先輩になれるかどうか⼼配してる。

 

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



みんな違って、みんないい

2013.04.15

 今⽇は友達に⾝⻑についての話をした。その時、わたしは「もし、皆同じ⾝⻑で、同じ体重で、どんなにいいだろう」と⾔った。友達も⾝⻑ほしいけど、彼⼥はみんな同じ⾝
⻑を持っていることがいやだ。

「みんな違って、みんないい」と⾔った。

 そんな話を聞いたわたしはとても驚いた。すばらしい話だと思うけど、実はそれは「⾦⼦みすず」という⼈書いた詩の中の話だ。その詩読みたいと思うが、詩のテーマは知ら
なかった。⼀所懸命探して、それは「私と⼩⿃と鈴と」という詩だ。読んだら、本当に感動した。作者は楽観的な⼈だと思ったのに、その⾦⼦さんは⾃殺した。もし、ほかの⼈
を羨ましい時や、やきもちを焼くときや悲観するときなど、「皆違って、みんないい」と⾃分に⾔いましょう。

 今⽇の体育の授業は体⼒テストだった。腹筋と⻑座前屈だった。腹筋は３０秒に２９個すれば満点で、⻑座前屈は⾃分の腕の⻑さより６３センチを超えたら、満点だ。私の成
績は腹筋２７個、⻑座前屈５４センチだった。全部トップのほう。中国の授業はこれらをやっていたから。私の成績より⾼いのは、体育の部活をしている⼈で、毎⽇練習してい
る。

 部活の新⼊⽣は８⼈ぐらい⼊った。これから、また⼊る⼈がいる可能性がある。これから、皆さんと⼀緒に頑張りましょう︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



不思議な知り合い

2013.04.21

 

 今⽇学校に健康診断がある。私は留学⽣だったら、受けなかった。でも、午後部活の⽉例会があるので、学校に⾏かなければならない。１２時３４分の電⾞に乗って、学校に
⾏った。ちょうど放課後、降りたいが、多過ぎな学⽣たちはすぐに電⾞に乗りに来て、私は降りることができなかった。また、⾵邪を引いて、でかい声は出ないので、誰も気付
いてなかった。だから、電⾞は乗り過ぎた。

 神村に戻す電⾞に乗ったとき、あるおばさんと知り合った。私のそばの席は空いてる。そのおばさんは私に、「ここに座ってもいいですか」と聞いて、私はどうぞと返事し
た。そのおばさんと私の喋りは始まった。

   そのおばさんは私が中国⼈ということを聞いたとき、とても嬉しそうな顔をした。⽇本に来た理由を聞いて、私は「⽇本のいろいろなことが好きで、⽇中関係がよくなるため
に、⾃分の⼒少しでも尽くしたいと思います。」と答えた。偉いといってくれてから、そのおばさんも⽇中関係がよくなるために、⼒を尽くしていることを知るようになった。
おばさんは⻭医者さんで、また、⽼⼈ホームでボランティアをしている。⽼⼈の世話をした時や、⻭医者になりたい⼈たちに指導するときに、中国についてのことも⾔っている
そうだ。おばさんの⼦供さんも中国の⼤連に留学しているそうだ。ある中国⼈はそのおばさんの家でおばさんと⼀緒にギョーザを作った。写真も⾒せてもらった。おばさんは私
の連絡⽅法を聞きたいとき、私は携帯は⽇中交流基⾦会から借りたのです。もし私いないとき、おばさんは今後の⼈に連絡すると、今後の⼈は困るはずだと思って、おばさんに
理由を⾔って、電話番号教えなかった。でも、おばさんは⾃分の連絡⽅法を私に教えた。電⾞でこの親切なおばさんと知り合って、よかったと思う。

   普段私の周りの⽇本⼈ではなく、知らぬ⽇本⼈の中で、中国のことが好きな⼈がいることに、本当に感動した。嬉しいと思う。

 中国⼈の中で、⽇本が好きな⼈もいるし、⽇本⼈の中で、中国が好きな⼈もいるから、両⽅⼀緒に頑張れば、⽇本と中国は友好隣国になることはありえない話じゃないと思
う。

 

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



不運︖幸運︖

2013.04.21

 

 前の「不思議な知り合い」の続き。

 ⼀時部活が始まる。でも私は、降りられなかったので、間に合わなかった。今⽇は⼤事な⽉例会だった。間に合わなかったので、最初は⽴ちに⼊らなかった。みんなはもう始
まったので、私とチームを作る⼈いない。だから、今度の⽉例会私は参加しなかった。

 ラインを使ってから、ライン占いも使った。⼭⽺座の今⽇の運勢はとてもいいそうだ。説明は勝負運がよいではなく、何か勝負をしてみるとよさそうだ。

 私は⽉例会が終わって、⼸を引いた。今⽇の調⼦は意外にすごくよかった。四射三中、六射四中とか。もし、今⽇⽉例会参加したら、⼀位を取る可能性もあると思ってた。で
も、残念ながら、間に合わなかった。

 今はそのライン占い信じるようになった。今⽇は⼸道をやる調⼦はいいので、「何か勝負をしてみるとよさそうだ」といわれた。いろいろな原因で、間に合わなかったことは
「勝負運がよいではなく」と⾔われた。

 電⾞から降りられないことは不運。でも、降りたら、そのおばさんと出会えない。おばさんと出会えて、よかったと思うから、幸運かなと思っています。今⽇⼸道をやる調⼦
がいいのは幸運ですが、⽉例会は参加できなかったのは不運だと思う。今⽇は不運か幸運の⼀⽇は分からない。 

 これは⼈⽣かなと思っている。毎⽇いろいろな⼈と知り合って、いろいろなことに間に合わない。いろいろな後悔することもあるし、いろいろなよかったと思うこともある。

 でも、この占いソフトは本当にいいと思う。びっくりした。⽇本⼈は⾎液型や星座などの占いを信じてる話はどこかで聞いたことある。今から⾒れば、理由はないことじゃな
いと思う。不思議︕本当に不思議だと思う。

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



サンドクラフト

2013.05.26

 

 神村のそばに海がある。私の学校は毎年吹上浜で、サンドクラフト⼤会を開催している。「サンドクラフト」というのはクラスの親睦を深めるために、みんなで砂で、作品を
作るイベントだ。私のクラスは「カナダ」を作った。「カナダ」というのはカナダの国旗と⽂字だ。皆はカナダに留学に⾏って、帰って来たばかりだ。なぜカナダを作ったとい
うと、皆はカナダのことが⼤好きだから。カナダのことがそんなに好きな皆さんの姿を⾒て、私はとても感動している。わたしも皆のような⽇本に留学に来て、⽇本が⼤好きに
なった。

 これは私の初めての砂作りだった。意外に難しかった。私の役は海から⽔を取ったり、カナダの⽂字を作ったりすることだった。波が強かったので、私の腰まで全部濡れてし
まった。

 ⼀所懸命作った「カナダ」やっと終わった。けど、⼭下先⽣は私たちの作品を⾒て、「これはカナダ︖」と⾔った。いい作品がいっぱいあるけど、私はうちの作品が⼀番好き
だ。

きれいな吹上浜。

字は私が作ったの。

カナダの国旗

徐幸⼦さんの⽇記



他のクラスで作ったトトロ、うまいね。

⼀番好きな作品、トイレです。簡単そうですけど 広い海と⼩さい
私

これは⽇本語で投稿されたものです



⼀⽇遠⾜

2013.05.26

 

 今⽇は⼀⽇遠⾜がありました。神村は⼀年⽣と⼆年⽣と三年⽣は別々な場所に⾏きました。私は⼆年⽣なので、動物園に⾏けませんでした。その代わりに、知覧特攻隊基地と
吹き上げ浜海浜公園に⾏きました。

 知覧特攻隊基地は第⼆次世界⼤戦中、沖縄にあるアメリカ軍の基地に⾶び込むための訓練をする基地だったそうです。そこで、ある⼈は戦争についての講話をしました。⾃分
とほとんど同じ年の⼈が戦争のせいで、家族と別れて、なくなりました。その⼈たちが書いた遺書とか、遺体の代わりになるように残した⼈形などの写真を⾒て、⾔葉では表わ
せられない気持ちになりました。特に、あるカタカナで書いた⼿紙を⾒たとき、戦争の酷さをすごく分かるようになりました。それは四歳ぐらいの⼦供が⾃分のお⽗さんに書い
た⼿紙でした。戦争のせいで、⼦供は⽗を失いました。今は平和の時代ですから、私たちはずっと幸せな⽣活をしています。でも、今⽇はいろいろな資料を読んで、講話を聞い
て、平和の⼤切さが分かりました。戦争があれば、どんな国の⼈も、⾟くて苦しい⽣活を過ごします。私たちは資料館の近くの神社で世界の平和を祈りました。

 午前は知覧特攻隊基地で、厳しい話を聞いて、遠⾜の楽しい雰囲気はなくなってしまいました。午後は吹上浜海浜公園で楽しく遊びました。⼦供のような⻑い滑り台で遊びま
した。楽しかった、本当に久しぶりの滑り台ですね。

 残念なことは集合写真を撮らなかったことです。疲れたので、早めにバスに戻った⼈がいました。でも、バスで皆の写真を撮りました。

ここで笑顔を持つわけがないけど、、、

美味しい弁当とお菓⼦、おなかいっぱい︕︕

 ⻑い、危ない、楽しい

徐幸⼦さんの⽇記



特別な集合写真です

これは⽇本語で投稿されたものです



⼼連⼼の先⽣来校と受付⾃習

2013.06.18

 先週⼼連⼼の後井先⽣と野⽥先⽣は私の学校に来た。私の授業を受けるときの姿を⾒たり、私と喋ったりした。授業は保健で、その時ちょうど性教育の避妊する⽅法を習って
いた。私は保健の先⽣に「ビタミンＭを⾷べたら、妊娠しやすくなるそうです。本当ですか。」と聞きましたが、答え貰えなかった。先⽣も知らなかった。中国でこのような直
接に性教育を教える授業はないと思う。

 授業が終わってから、先⽣たちとエントランスホールで喋った。悩みとかしたいことなどと聞かれた。

 私の学校で三年⽣になったら、受付⾃習ということがある。それは授業を受けずにエントランスホールで神村にいらっしゃる客様のために、受付をすること。

 私と先⽣と喋ったとき、その受付⾃習⽣の姿を⾒て、憧れた。私もやりたいと思う。そして、後井先⽣にやりたいことの⼀つは学校の受付⾃習したいことだと⾔った。私は留
学⽣だから、今は⼆年⽣だけど、特別な扱いをされて、先輩たちと⼀緒に受付⾃習をした。

 思ったとおり⾯⽩かった。私は電話で受付することはやはり無理だから、私がしたことはお茶を出すこととか、案内することとか、茶碗を洗うこととか⾳楽を流れることな
ど。最初はすごく緊張して、よくできるかなと思った。でも、客様来なかった時、つまらなかった。お茶を作るのも難しかった。⾊から⾒れば薄いと思うけど、先輩達とあるお
茶を飲まなかった客様のお茶を飲んだとき、苦かった。やっぱり味⾒しないと、⼤変だね。

 受付した時、私は⼆つの間違いがあった。⼀つ⽬は、お茶を出した時、茶碗の花柄はお客様向きではなかった。先輩に⾔われて、直した。ですから、私は全部花柄の茶碗のほ
うが好き、注意しなくても⼤丈夫から。⼆つ⽬は、お客様の席の⽅向が間違った。あるお客さまは⾨向きのソファーに座った。私はそれを⾒て、何も⾔わずにお茶を出してしま
った。その後、先輩は私に「その時、お客様にこちらへどうぞというはずです」と⾔った。

 本当に難しかった。先輩達の⾔葉遣いもすばらしかった。これから、私はもっと頑張ろうと思って、先輩達のようなすばらしい⽇本語を喋って、もっともっと⽇本の⽂化を理
解したいと思う。⽇本語は中国語と英語と違うの⼀つは、敬語があること。⽇本語の⾔葉遣いは難しいが、私にとって、⽇本語の魅⼒だと思う。

 最後に後井先⽣と野⽥先⽣に「ありがとうございました」と⾔いたいです。おかげさまで、悩みもなくなったし、やりたいことも発⾒し、いい経験を作りました。

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



最近のこと（２）全校援

2013.06.18

 もし神村の体育系の部活動は県の決勝戦に上がったら、全校で応援に⾏く。

 今年神村学園の⼥⼦サッカー部と⼥⼦ソフトボール部は決勝戦に上がって、そして、県内優勝を取った。おかげさまで、私も全校応援を体験できた。全校援は本当に楽しかっ
た。歌を歌いながら踊る。曲は何⼗個ぐらいある。

 ソフトボールは野球と⼤体同じだと思う。今度は私初めてソフトボールの試合を⾒ることだ。楽しんでいた。相⼿は投球した時、私たち応援の歌を歌った。七回戦全部終わっ
たが、同点だった。延⻑戦をやって、幸いに私たちが勝った。

 応援の曲の中で、私は「打てよ」という曲が⼤好き。応援のした時、歌った回数は⼀番多かったのは「アフリカン」、しあい終わっても、「アフリカン」のリズムはずっと頭
に回していた。 

 残念なのは全校援⼀回しか⾏けなかった。

⽴派な⾚

 

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



最近のこと（１）⽣放送、ラジオの録⾳

2013.06.19

 

 久しぶりの⽇記だ。書きたいこといっぱいあったけど、いろいろな原因で、書かなかった。ちょっと遅いけど、ここで皆に私の最近やったことを伝えたいと思う。

 

 

 神村学園は⿅児島で有名な私⽴の⾼校だ。そして、毎年の六⽉ぐらいラジオ放送局の⼈がこの学校に来て、学校の⽣徒会の⽅や「名物さん」という⼈たちと⼀緒にラジオ番組
を作る。ラッキーなのは私は学校の名物さんとして、ラジオに出た。6⽉7⽇の午前にＤＪと打ち合わせて、昼間に学校で⽣放送した。そして、その録⾳は6⽉の毎週の⽇曜⽇の
6時から放送するそうだ。

 初めて⽣放送をする、私は打ち合わせしてから、⽂章を書いた。ですから、⽣放送した時、７０パーセントずっと原稿を読んでた。「ええと」とか「あのう」とかなかったか
ら、ちょっと不⾃然だと⾔われた。そして、ホストファミリーはラジオを聞いたときも⿅児島弁だといいながら笑った。

 私はラジオで私の故郷や⽇本に来て驚いたことや、⽇本の学校と中国のと違うところや、部活や将来の夢などと⾔った。⽇本に来て、ラジオも出た。本当に良かったと思う。
もし、もう⼀回ラジオに出るチャンスをもらったら、絶対今度よりずっといいと思う。直したいところがあるから。

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記



hello⽇記

2013.09.15

中国に帰ってから、勉強してばかり、⽇記を書く時間は全然なかった。今⽇は突然⽇記を書きたいと思った。⽇記を書きない⽇々何か⾜りない気がする。

 8期⽣の皆さん、ちゃんと頑張っているかしら。

 おととい今神村学園で留学している上海からの束さんとｑｑをした。私に⿅児島の⾯⽩いところを聞いた。私も彼⼥に向こうの⽣活についてたくさん聞いた。楽しかった。束
さん、頑張って、応援してる。

 今⽇はたくさんのことがあった。⼭⻄省の図書館で偶然でたくさんの友達と会った。その時、私思ったのはいつか⽇本のあるところで私の⽇本⼈の友達と会ったら、どんなに
いいだろう。そして、私は⽇本⼈の友達に中国⼈の友達と⼀緒に撮った写真を送った。みんなはいつか中国に来て、私の友達と会いたいと⾔ってくれた。すごく嬉しかった。楽
しみにしてる。

 今晩ニュースを⾒たとき、⽗に⽇本のロケットを発射したところ知っている︖ときかれた。私は知らなかった。答えは⿅児島だ。⿅児島で⼀年間過ごしたのに、それぐらいの
こと全然知らなかった。悔しいというか。ですから、8期⽣の皆さんに⾔いたい話がある。後回しはできないから。後悔することはないように、頑張ってください。地元のこと
ももっと分かるように。

これは⽇本語で投稿されたものです

徐幸⼦さんの⽇記
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