
新しい⽣活が始めた

2012.08.29

昨⽇東京に着きました。東京は⾼層ビルが⽴ち並び、空もずいぶん⻘いです。ちょっと疲れましたが、うれしかったです。

９⽉１⽇に沖縄に⾏きます。学校の⾷べ物はおいしいし、環境もすごくきれいだそうです。新しい⽣活を楽しんでいます。

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



那覇に⾏きました︕

2012.09.09

昨⽇、孫先⽣と⼀緒に那覇のｍａｉｎ ｐｌａｃｅに⾏きました。⽥舎に住んでいる私として、すごくうれしかった。服を買ったし、おいしいお菓⼦も⾷べました。もっとも⼤
切なのは、⾨限の前に戻りました︕よっかたと思います︕

それに、真理⼦先⽣に「性格がいい」と褒められたから、うれしい︕沖縄に来たのはもう1週間になった、ちょっとさびしいだけど、みんな優しいし、きっと⼤丈夫になると信
じる︕

もうすぐ陸上⼤会です。私は⾼跳びに参加して、みんなとともに⼀所懸命練習しています。よし、頑張れ︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



中国語弁論⼤会募集

2012.09.09

昼ごはん⾷べたばかりだけど、やっぱり週末寮のごはんがおいしいやん。

さき、全国中国語弁論⼤会の募集が始まったと知りました。１年⽣は皆積極的に応募したそうですが、２年⽣はまだいないそうです。２年⽣のみなさん、頑張って︕もし決勝戦
に⼊ったら、京都に⾏けますよ︕もちろん、私も⼀緒に⾏けます︕（内緒よ内緒.....)

とにかく、中国語を勉強しているみなさん、頑張ろ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



2012.9.11

2012.09.11

今⽇やっと体操服をもらえたので、これで制服がすべてそろった︕体育館でのバトミントンの授業は、すごく爽快︕

⼊部届も出したんだ。これでバトミントン部の正式な部員に。まあ、前に⻤のようなバトミントン部の猛特訓に参加したおかげで、疲れすぎてご飯もノドを通らなくなったこと
もあったけれど、気合を⼊れて⼊部届を出したんだ。あと⼆⽇で対抗試合があるの。ちょっと緊張だな。……

この週末は三連休。今から何をしようかなって、イロイロ考えているよ。……やっぱりまずは⾝の回り物のを買いそろえなくちゃ、かな︕

期末試験は私は特別に、国語は漢字の試験なんだ~  でも、５００字も︕︕︕全部、覚えられますように……

 

郭雅菲さんの⽇記



楽しかった⼀⽇

2012.09.14

まずは今⽇の向陽⾼校上空の雲の様⼦からお伝えしよう︓なんと、⽩い雲と⿊い⾬雲が繋がっていたのです︕︕そのせいでわたしたちは太陽に晒されたかと思えば⾬に降られた
り。リレーのときとかリアルに全⾝びしょぬれになったあとカンカン照りの太陽の下で⾛ったよ……
あと⽇本のみんなの仕事の速さにもびっくりした︓昨⽇の放課後にようやくクラスのスローガンが決まったのに、今⽇の朝にはもう旗が完成しててさ。速過ぎだよね……

今⽇はね、すごくうれしかったんだ。なんかみんなとどんどん仲良くなってきている気がして。特にクラス対抗リレーのときとか、みんなでお互いに応援したり励ましあったり
しててなんだかわたしももうすっかりクラスの⼀員なんだなぁって思えて嬉しかった。これまでずっと男⼦とはあまりお話ができなかったんだけど、今⽇はいろんな⼈としゃべ
れたし、写真も撮ったし、帰り際には“またね”って⾔ってくれたし、すごく良い感じだったよ︕

予報では台⾵が来るのは⽇曜らしいけど、今夜からもう⾬⾵がだいぶやばいことになってる。明⽇はあまり荒れないでほしいなぁ。スーパーに買い物に⾏きたいんだよう︕︕お
願いだー……

 

 

郭雅菲さんの⽇記



台⾵

2012.09.16

今⽇⽣まれて初めて台⾵というものを体験したよ……   多分家から出てないっていうのもあると思うんだけど、そんなに怖くは感じなかった。⾵は確かに強かったけど、わたし
みたいな強⾵が⼤好きな⼈間からすればむしろ気持ちよかったよね︕ほんとは今⽇は相当暇な⼀⽇になるかと思ったんだけど、実際起きたらもうお昼近くてさ。午後はネットを
繋げて（まさかがネット出来るとは思わなかった）いくつか番組を落として、パンを齧りながらそれを観て。たまにはこんな⽇もいいものだね……

夜は⽇本のカップラーメンを⾷べたんだけど、やっぱり中国のよりも断然おいしかった︕（丸⼀⽇家から出られないうちらからすれば、おいしいカップラーメンが⾷べられるだ
け満⾜なんだ）

明⽇は多分天気も回復するだろうから、みんなと⼀緒に那覇に⾏こうと思ってるんだ。買いたいものがたくさんあるんだよね。でもまぁそれがメインじゃないんだけど。お出か
けできればそれだけで嬉しいからさ。

郭雅菲さんの⽇記



9.17

2012.09.17

今⽇の午後で、ビンボ―になっちゃった。たった６時間の間に6000円近くも使っちゃったの︕︕……

でも収穫もたくさんあったよ。必要なものが全部買えただけじゃなくて（買い物に付き合ってくれたみんなは、たった10分でショッピングカートをいっぱいにしてくれ
た……），サーティンワン（ハーゲンダッツよりおいしい気がする︕）にいって、プリクラも撮って（⽇本の技術はやっぱり超スゴイね……）夜には「たこ焼き」も⾷べちゃっ
た︕さっきもサンナが家から持ってかえってくれたケーキをたべたところ。超おいしかった︕︕これからもたくさんお出かけしたいな︕……

 

郭雅菲さんの⽇記



サプライズ＋感動

2012.09.21

今のこの気持ちをどう表現したらいいのか⾃分でも分からない……みんなから突然こんな⼤きなサプライズをしてもらえるなんて……

ついさっきまで体育の授業だったというのに、教室に戻ってきたらそれまで何もなかった⿊板に突然“熱烈歓迎ガヒ”という⽂字が書いてあった。机も全部移動されていて、上に
はたくさんのお菓⼦が所狭しと置いてあった……あのときの気持ちは本当⾔葉に出来ない。こんな⼤きなサプライズは⽣まれて初めてだったから。ちょうど来週の⽉曜⽇がわた
しと妙華の誕⽣⽇だから、みんなが事前にバースデーソングも歌ってくれたの。しかも中国語で︕︕

本当すっごいびっくりしたしすっごい感動した。みんな本当にありがとう︕︕……

あと今⽇⽣徒会役員の選挙があったの。中国と⼤きく違うところとしては、各⽴候補者に推薦者がそれぞれ1⼈ずつついてたってこと。2⼈ともスピーチをしなくちゃいけなく
て、しかも投票は全校⽣徒がするんだよ（やっぱり⺠主主義なんだねぇ）……

明⽇は午前中テストがあるんだけど（全国⼀⻫って聞いてたのに、なんでわたしの周りの⼈たちはみんな受けないの︕︕）、午後はクラスメイトと⼀緒にケーキバイキングに⾏
くんだ。ケーキたっくさん⾷べるぞ︕︕（ダイエット︖なにそれ美味しいの︖……）

最後に。中間テストまであと10⽇しかないのに、なんで未だにわたしの教科書が届かないの︕︕……

郭雅菲さんの⽇記



ケーキバイキング︕国際通り︕

2012.09.22

まず今⽇の午前中の試験について︓国語と数学がどっちも時間ギリギリだったんだけど、ようやく落ち着いて問題が解けたなって感じ。国語の読解も前回みたいに途中で寝ちゃ
うこともなく、最初から最後まで読み切ることができたんだよ……  数学は2問解けなかった以外は全部出来たと思う︕  英語は時間には余裕があったんだけど、やっぱり語法が
だめだったなぁ。明⽇からがんばって英語勉強しなきゃ︕

そして午後はお楽しみのケーキバイキング︕⽇本でようやくホンモノの英国式お茶会を経験することが出来たよ︕︕⾏ったホテルは沖縄でも⼀番有名なところで、ロビーには沖
縄で第⼀号となるパイプオルガンが置いてあった。窓からは蝶々園と、あとプールも⾒えたんだ……ケーキについてはもう⾔うまでもなく、すごい⼿が込んでたしめっちゃ美味
しかった。うちら全員⾷べすぎちゃってもう⼀歩も動けないんじゃないかと思ったよね……

そして最後に国際通り︕やっぱり沖縄⼀番の繁華街なだけあるね。またみんなと⼀緒にプリクラを撮ったんだ。とにかく、すごく充実した1⽇だった︕

郭雅菲さんの⽇記



誕⽣⽇+補習

2012.09.24

まずは杜⾬萌さん、妙华さんそして⾃分にお誕⽣⽇おめでとう︕なんていったって、これは特別な誕⽣⽇だもんね。いいお誕⽣⽇を︕

今⽇はもう数えきれないほど”お誕⽣⽇おめでとう”っていってもらったよ。なかには下校するときに、校⾨のところまで追いかけてきてくれて”誕⽣⽇おめでとう”って⾔ってく
れた⼈も。（でも名前がよくわからなくて。ゴメンナサイ……），しかも美咲からプレゼントをもらっちゃった。それに先々週のpartyと⼟曜⽇のケーキバイキング、海外で迎
えるお誕⽣⽇も最⾼︕

今⽇の放課後、⽇曜⽇のガーデンゴルフのお知らせが貼りだされたんだ。参加できると思っていたけれど、最後までよく読んだら対象者は⽣徒の保護者。……あーあ、ぬか喜び
させられちゃった。でも来週は中間テストが始まるからね。教科書を受け取ったばかりで、ここ何⽇かは補習、補習でもうキャパがいっぱい。……特に英語。もう⽂法なんてほ
とんど忘れちゃってるよ。……でも数学だって何とか補習をやり遂げたんだから、英語だって⼤丈夫だよね。できるだけはやく、みんなに追い付いて、中間テストが終わった
ら、中国の学校の勉強も始めなきゃ︕がんばるぞ︕

郭雅菲さんの⽇記



前回の⽇記の続き

2012.09.25

昨⽇、⽇記を書いた後にも、続々とうれしいサプライズがあったんだ。……

まずはみんなから次々とケーキをもらったよ。こんなにたくさんのケーキを⾷べた誕⽣⽇は初めて。がんばってダイエットした分が戻っちゃったよ。……それからキエからは洋
服のプレゼント。ミッキーの上着にショートパンツ。洋服のプレゼントって初めてもらったけど、気に⼊っているよ。それに⽇中交流センターの先⽣⽅からもプレゼントが届い
たよ。⼩さなハガキに先⽣⽅からのお祝いメッセージがびっしり書き込んであった。先⽣⽅、ありがとうございます。これからもがんばりますね︕

そして最後に、夜の点呼の時、寮監の先⽣からお菓⼦をもらったんだ。すごーく、おいしかったです。先⽣ありがとう︕

⾃分でも危うく忘れちゃうところだった誕⽣⽇に、まさかこんなにたくさんの⼈にお祝いしてもらえたなんて。みんなと知り合ってまだたったの⼆⼗⽇ほどなのに、みんなにこ
んなによくしてもらって、きっとこれからも⼀⽣忘れられない思い出がたくさんできそう。ワクワクしちゃうよ︕

郭雅菲さんの⽇記



楽な⼀⽇

2012.09.28

今⽇は初めて総合学習をやりました、内容はマナーについての講座ですが、講師が⾯⽩くて、いろいろ教えてくれました。次は海外研修の説明会だけど、私が修学旅⾏にいけな
いので、みんな楽しみそうな顔を⾒て、うらやましいなあと思った。

でも、６校時の中国語コースのみんなの発表会はすばらしかった︕⼀年⽣は「猫の恩返し」（つまり中国の”⼩⼿拉⼤⼿”）を歌った。⼆年⽣は先⽣たちのＣＭと「めんそれ沖
縄」のＰＰＴを作って、発表しました。みんな⼀所懸命頑張りました︕三年⽣は中国のドラマのアフレコをしました。本当によくできました︕３年間だけ中国語を勉強して、こ
んな難しかったのドラマをアフレコしたのはすごくない︖︕

今週また台⾵が来るらしい。何で毎回も週末に来るかわからないけど、今度部屋で漫画を読むしかないな。もちろん、中間テストの勉強も⼤切だな。

よし、頑張ろ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



中秋節

2012.09.30

まずはみんなに、中秋節おめでとう︕

台⾵は来たけれど、あっという間にすぎていってくれたので、外出には問題なかったよ。だから午後は中国語の先⽣と⼀緒に街に⾏ってきたんだ。南⾵原のゲームセンターでで
ゲームをした。勝ってもメダルが増えるだけっていうのはちょっとツマラナイけれど、なんと私たちは⼤当たりをだして千枚以上のメダルをゲット︕孫先⽣も、こんな⼤当たり
は毎⽇出るとは限らないよ、と⾔ってくれて、初めてでこんな⼤当たりをしたので、先⽣に君は“福の神”……だって⾔われちゃった。

それからあちこちをさがしたけれどなかなか⽉餅がみつからなくて、やっと国際通りのお店で⽇本⾵の⽉餅が売っていた。それは・・・たしかにパッケージには“⽉餅”の⼆⽂字
が書いてあるけれど、でもそれって誰も⽉餅だとは思わないんじゃないかな。……でも⽇本でやっとみつけられた⽉餅なのでこれはこれで満⾜。それから屋台みたいなところに
⾏って、そこには⿂やエビ、サザエがあったけれど……もうそれって“わあ、いいなあ”ってカンジじゃない。まるで⽣き物じゃないなにかみたいだったよ。……

⼣飯には中国茶や豚の⽿のあえ物、それに⽺⾁の餃⼦、もう久しぶりのものばかり。……お店の外に出たら、空には⼤きくてまん丸のお⽉様が。何と⾔っても、故郷を離れて異
国の地でも、中国の先⽣と⼀緒に⽉餅を⾷べて、⽉を眺められる。⾃分って、幸せだよね︕

郭雅菲さんの⽇記



10.05

2012.10.05

今週はまだ⽇記を書いていなかったね……やっぱりみんな中間試験の準備をしてるからさぁ。午後も中国語クラスのスピーチコンテストの指導をしたりしてるから、特に取り⽴
てて書くこともないんだよね。でも最近気づいたんだけど、⽇本の⾼校⽣もやっぱりテスト前は必死になるんだなぁって。ここ何⽇か、午前3時に就寝して4時に起きて勉強す
るって⼦をあちこちで⾒かけるもん……

今⽇の午前中に中間テストの初⽇が終わった。まずは⾃分⾃⾝の反省から︓⼀⼈の中国⼈として⽣まれてきた私だけれど、おそらく中国語のテストでは満点は取れないかもしれ
ない……   だって中国語の試験とは名ばかりで、実際は中⽇翻訳だったんだもの︕︕これからはもっと熱⼼に単語や本⽂の⽇本語訳を覚えなくちゃな……化学はまぁまぁかな。
特に⾔うこともない。ただ国語がねぇ。1ヶ⽉の時間を費やして覚えた500個もの単語が、なんと100個しか出てこなかったの……テストの前になってようやく先⽣が、わたし
のテストは全部で2枚あって、1枚は単語、もう⼀枚はみんなと同じ内容で、その割合を換算して成績を出すんだって……先⽣なんでもっと早く教えてくれなかったのおおお。
500個の単語を覚えるのに必死で国語の授業なんて全然聞いてなかったよ︕︕︕まぁでもきっと全部国語のテストってなるよりはいい結果が出るんじゃないかな……

午後スピーチコンテストの補習の後、孫先⽣と⼀緒に学校の周りをブラブラしてきたの。郵便局の近くにある図書館で、貸し出しカードを作ったんだよ。本も2冊借りちゃっ
た。ほんとは写真を載せてみんなにも⾒てもらいたかったんだけど、サイズが⼤きすぎたみたい……

この3連休はまだなんも計画してないんだ。あ、でも英語の復習をしなきゃ︕中間テストではまた英⽂和訳だろうからね。英語を書く⽅のテストだったらこんなに⼤変じゃない
のになぁ……

郭雅菲さんの⽇記



那覇祭

2012.10.06

今⽇の午前に、ついに、⽇本のテレビで字幕のないコナンを⾒ることができた……あまり聞き取れなかったけど、少なくとも、誰が犯⼈で彼が何をしたのかは分かった……もし
時間があれば、これからは毎週⼟曜⽇に毎回⾒たいな︕お昼は真理⼦先⽣と、中国語スピーチコンテストの選抜について話しあった。11⽇に校内で選抜を⾏って、27⽇に沖縄
で試合。今年はうちの学校が主催ではないので、私も司会はやらないのだけど、先⽣は⼀緒に試合を⾒に⾏っていいよって。とても嬉しかった。京都に⾏けるように、皆頑張っ
てね︕

⾼⼀の⼆⼈の⽣徒の補習を終えた後、彼⼥達と国際通りへ⾏って、那覇祭を⾒た。ミッキーとミニーがいたよ︕それからたくさんの学校が、ダンスや吹奏楽、獅⼦舞などを披露
していた（写真は⼤きすぎてアップできないや……）。その後マクドナルドへ⾏って、⽇本のマックのコーラを飲んだ。炭酸が多すぎるし、中国みたいに⽢くない。むせそうに
なったよ……あとは百均に⾏って、安くて、ずっと欲しかったものをたくさん買ったよ。

今⽇⼀⽇を過ごして、⼀番感じたことは、友達を作りたければ、やっぱりその⼦達と遊びに⾏かないといけないなっていうこと︕今は、⾼⼀、⾼⼆、⾼三、全部の友達ができた
から、今後遊びに⾏く機会が増えそうだ︕

郭雅菲さんの⽇記



ショッピング

2012.10.07

今⽇は元々勉強をするつもりだったのだけど、お昼に三年⽣の先輩達が⼀緒にmain placeに買い物へ⾏こうと誘ってくれて。先輩の誘いはもちろん断れないので、先輩が前に
プレゼントしてくれた服を着て、午後にmain placeへ⾏った。

ずっと鞄を買いたいと思っていたのだけど、探しても探しても適当なのは⾒つからなかった。いいなと思うものは⾼くて買えないし、買える値段のものは趣味じゃないものばか
り。その後、先輩がお会計をしている時に、ふと、⽩⿊の鞄が⽬に⾶び込んできた。値段を⾒るとたったの1000円︕印刷ミスかと思ったよ。普通、“鞄”と呼べる物は、少なく
とも3000円はするのに……そこで私は意を決してお⾦を出すことに。割引も加わって、最終的にはたったの900円で気に⼊った鞄を買うことができた。⼤満⾜。その後はスー
パーへ⾏っておやつを⼤量購⼊……最初は買いたくなかったんだけどね、先輩が、ここのはコンビニよりも安いよって⼒説するものだから、耐えきれずたくさん買ってしまっ
た……

夜はマクドナルド。中国のマックとあまり変わらないね。⼆⽇とも遊んでしまったから、明⽇こそは絶対勉強しなきゃ︕うん。⾔ったからにはやるぞ︕

郭雅菲さんの⽇記



テーブルマナー

2012.10.10

今⽇はみんながずっと楽しみにしていた「テーブルマナー」の⽇。午前中に試験が終わって、午後数学の授業を受けた後、2年⽣は⼤型バスに乗ってとても⾵景がきれいでゴー
ジャスなホテルへ。今⽇の料理はフランス料理。もちろん⽇本料理のエッセンスもたくさん取り⼊れられている。たとえば前菜はお刺⾝……隣の席の先⽣はずっとおいしいって
⾔っていたよ。私も残すなんて申し訳ないから⼀⽣懸命⾷べたんだ……それからスープとパン。スープは⻩⾦⾊で、濃厚でおいしい。パンもパリッとしていてみんな⼝々にすご
くおいしいね︕って。そしてメインのお⿂とお⾁の料理。とても⼿が込んでいたよ。最後にコーヒーとデザート。なんとそのデザートは、お店の⼈が説明してくれたけど、イタ
リアのフルーツチーズなんですって。なんておいしい︕︕

ps︓どうしたら画像がアップできるのかな。どうしていつも「アップできません」って表⽰がでてきちゃうんだろう︖絶対に2Mは超えてないのにな……

 

 

 

郭雅菲さんの⽇記



10.12

2012.10.12

今⽇で、中間テストの結果が全部揃ったよ……特にうれしかったのが、数学と化学、あと英語でようやく1位がとれたってこと。この1ヶ⽉であれだけ時間をかけて補習した数
学と英語だったけどようやく実を結んだんだなぁ。次は国語を頑張ろう。馳先輩が古典基礎練習の本を残していってくれて、ここ何⽇かでちょっと⽬を通してみたんだけど、や
っぱりすごい難しい。動詞の活⽤だけでももう数が多くて覚えきれないのに、このまま助詞まで進んだらどうなるんだろう……でもわたしは⾃分を信じてるんだ。たとえ数学み
たいな成績が出せなかったとしても、きっとこれ以上下がることはないってね……

あとは今⽇の午後にあった防災訓練かな。調理室から⽕が出たっていう仮定で、全校⽣徒みんなでグラウンドまで避難したの。やる前までは⽇本の防災訓練ってもっと真⾯⽬に
正式にやるものだと思っていたけど、実際は中国でやってたのと⼤差ない感じだった。でも本物の消防⼠さんがみんなに消⽕器の使い⽅を教えてくれたり、東京で研修してたと
きとおんなじで、まずは⼤きな声で“⽕事だ︕”……って叫ばなきゃいけなかったり。

放課後はまた中国語スピーチ⼤会の指導をしてきたよ。校内予選はもう終わってて、各部⾨から2⼈ずつ選ばれて27⽇の沖縄県⼤会に進むの。それでみんな今からかなり緊張し
てるみたいでさ。当⽇上⼿く実⼒を発揮できるといいんだけどな。でも中国語の先⽣が向陽⾼校からは毎年必ず1⼈か2⼈は全国⼤会に進んでるって⾔ってたから、きっとみん
な⼤丈夫だよね。あと残り2週間、⼀緒に頑張っていこう︕

昨⽇先⽣に学⽣証はどうしたらいいか聞いたら、制服を着た状態での証明写真が必要だって今⽇⾔われて。それで練習の後⼀緒にfamily mart前にある証明写真機で撮ってきた
んだけど、27秒で写真が出てきてさ。ほんとすごい便利だよね︕孫先⽣と⼀緒に真理⼦先⽣に飲み物をおごってもらっちゃったし、その後孫先⽣には⾼3の先輩と⼀緒にシュー
クリームもご馳⾛になっちゃった。今⽇張弛がその先輩にプレゼントを贈ったそうで、駅で電⾞を待ってたときに馳先輩について⾊々お話をしてたんだけど、やっぱり張弛はこ
っちでの1年間すっごい楽しかったみたいだね。わたしも彼⼥と同じように、⼀年経ったあともこっちの友達とずっと連絡を取り続けていたいな。きっとそうなるって信じて
る︕

郭雅菲さんの⽇記



10.15

2012.10.15

今⽇やっと体育館での部活練習だ。みんなすごくうまいよ。ある１年⽣のコに秒殺されちゃった。……それから、あの３籠のシャトルを⾒ていると、以前グランド中、⽟拾いし
たのを思い出しちゃって、テンション下がっちゃう︕……

週末にＴシャツを買いに⾏こうと思っていたら、今⽇、隣のクラスの男⼦がくれたの。お兄さんからだって⾔ってたよ。部活に出ている私を⾒かけて、練習⽤の服を持っていな
いのかなって、これをくれたんだって。本当にありがとうございました︕

明⽇はスピーチの練習を早めに切り上げて、孫先⽣と図書館へ本の返却に⾏かなくちゃ。でもまだ読み終わっていないんだけどね。……

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



10.16

2012.10.16

今⽇から体育のときは新しい内容を始めた。柔道、剣道とダンス三つのコースがあって、⾃分で選ぶ。よく考えた後、剣道をやることにした。実は、ダンスもやりたっかたけ
ど、やっぱり⽇本の伝統的なことを体験したいなあ。友達の話からして、剣道は服も厚いし、⾯倒くさいようだ。でも、中国であまりないから、楽しみにしている。

午後は中学⽣が学校に⾒学に来た。やっぱり沖縄の４Ｋの向陽⾼校だなあ、特に宣伝していないけど、たくさんの中学⽣が来た。放課後、中国語の練習も⾒学された……

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



楽しかった⼀週間

2012.10.19

今週はめっちゃ速くすごした感じをしている。友達といろいろな話をしたからだと思う。周りのクラスメートに漢⽂の意味も説明した。結構難しかったけど、みんなわかったよ
うだから、楽しかった。今⽇も、放送部の友達にインタビューされました。問題は東京にいたときのとほとんど⼀緒だけど、実際に沖縄で過ごしたから、答えはちょっと違った
と思う。インタビューあとで、友達はぺらぺらとほめてくれたから、うれしかった︕

あと、今⽇は学年レクでした。初めてサッカーとバレーの試合に出た。⾒るのが簡単みたいだけど、やっぱり⾃分でやるのは難しかった︕ぜんぜんできなかった︕でも、みんな
と⼀緒にやったから楽しかった︕

明⽇友達と焼⾁に⾏く︕明後⽇は孫先⽣とカラオケ⼤会に⾏く︕楽しみにしてるね︕

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



焼き⾁︕

2012.10.20

     今⽇は寮の友達と焼き⾁を⾷べに⾏った。⾏ってはじめて気付いたのだけど、そこは孫先⽣がずっと⾏きたがっていた焼き⾁屋さんだった。このお店はとても⼈気があるら
しくて、いつも満席。ひどい時は2時間待ちということもあるのだそう。だから着くまでは席があるかどうかとても⼼配だった。運良く、今⽇はあまり⼈が多くなくて、すぐに
座ることができた。店内は中国ほど⼤きくないけど、とても綺麗で、あまり騒がしくない。⾃分達の⼿で、鶏⾁、⽜⾁、それからハンバーグと呼ばれるもの（ハンバーガーに挟
まってるお⾁に似てるからだと思う）を焼いた。めちゃくちゃ美味しい︕ケーキや果物も⾷べて、全員、お腹がはち切れそう……

      その後、初めて那覇のモノレールに乗った。スーパーでお菓⼦をたくさん買ったよ。中国の友達に送ってあげるんだ。

     寮に住んでいるから、⾊んな所へ連れて⾏ってくれるホストファミリーもいないし、学校にも他に留学⽣はいない。だからこそ、友達と出かける機会をとても⼤切にでき
る。みんな、毎⽇をこんなにも充実させてくれて、本当にありがとう︕

郭雅菲さんの⽇記



カラオケ⼤会

2012.10.22

昨⽇は沖縄県のカラオケ⼤会に⾏きました。ルールは、中国⼈なら、⽇本語の歌を歌って、⽇本⼈なら、中国語の歌を歌うことです。今度は申し込みの締め切りに間に合わなか
ったので、ただ孫先⽣に応援しに⾏きました。また１２⽉１６⽇、ほかの組織が⾏うカラオケ⼤会があるんですが、それに参加したいです。残念ながら、孫先⽣は優勝できなか
った。でも、本当によくできたと思います。あと、今⽇は⾼校⽣の選⼿もいます。その⾼校⽣たちは、来週の中国語発表⼤会にも参加するそうです。ライバルになるよね︕

では、写真を⾒ましょう︕

郭雅菲さんの⽇記



 

これは⽇本語で投稿されたものです



ジャズ鑑賞

2012.10.23

まず、真理⼦先⽣に感謝の気持ちを伝えたいんです。私が台湾にいけなかったので、残念しているけど、真理⼦先⽣がお⼟産を買ってくれました︕切符の形のお菓⼦です︕とて
もおいしかった︕ありがとうございました︕

そして、今⽇は、ジャズバンドの演奏を鑑賞しました︕初めてジャズを接しますが、あんまりジャズがわからなくても、バンドのメンバーがジャズに対しての情熱に感動されま
した。⾳楽の国がない芸術という実体をはじめて理解しました。特に最後に、バンドのメンバーと向陽⾼校のバンド部の⽣徒は⼀緒にコナンの主題曲を演奏しました。私はすご
く興奮しました︕ビデオもとって、これからもよく⾒たいと思います︕

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



10.25

2012.10.26

今⽇はインターシップの実習先を決めました。⼈気事業所に⾏きたい⼈が多いので、みんな話し合ったり、ジャンケンしたりして、場所を決めました。わたしが⾏くところは⽷
満市の観光センターです。お⼟産店とレストランの仕事も体験できるし、留学⽣か修学旅⾏の学⽣にも会えるし、いい実習先だと思います。これからは、そっちについてのこと
を調べて、いろいろ準備して、期末テストが終わった跡で、インターンシップに⾏きます。

そして、今⽇は⽇本語の⼩論⽂を書きました。クラスメートと⽐べて、ぜんぜんできなかったけど、先⽣の評価も楽しみにしています。

明⽇の中国語授業は私がやります。今週も⼀⽣懸命ＰＰＴを作りました。明⽇はうまくできるように祈ります︕

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



取材の⼀⽇

2012.10.26

今⽇取材が始まった。まずは、今朝の中国語の授業で、⾃分のパソコンでＰＰＴを作ったが、プロジェクターができなくて、真理⼦先⽣のパソコンでやりました。結局ちゃんと
準備した⾳楽は出来なかった。少し残念だったけど、やっとうまく授業をやりました。でも、⾶⾏機のせいで、中国語の授業の取材が間に合わなかった。

だから、取材は次の英語の授業から始まった。そして学校では、昼ごはんのとき、午後の体育のときと放課後中国語の練習のときは取材しました。ちょっと恥ずかしいけど、初
めてこうのような取材を受けて、⾯⽩いと思います。

明⽇はいよいよ中国語の発表⼤会だ︕みんなは⼀⽣懸命練習したから、みんなに最もよい気持ちを伝えてほしい︕

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



中国語発表⼤会

2012.10.27

今⽇は本当にうれしかった︕向陽⾼校のみんなは発表⼤会で全員優勝しました︕部⾨が違うんですが、⼀位は⼆⼈、⼆位は３⼈、三位は⼀⼈でした︕この間の⼯夫はやっといい
成果になりました︕

そして、⼤会が終わった後で、真理⼦先⽣がご馳⾛して、みんなでハンバーグを⾷べました︕

⼊場する前に。。。。。

 

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記





取材の最後の⽇

2012.10.28

今⽇は取材の最後の⽇ですが、 午前は簡単なインタービューをしてから、妙華と⼀緒に海が⾒えるところに⾏きました。暑かったけど、すごくきれいな景⾊を⾒ました。昼ご
はんは、取材の先⽣がご馳⾛して、古くて、⺠家のような店で沖縄そばを⾷べました。初めて和 室の中でご飯を⾷べて、楽しかった︕取材の先⽣︓ありがとうございました︕

取材が終わった跡で、妙華とアニメショップに⾏きました。ずっと探している雑誌を⾒つけました︕御菓⼦御殿も始めて⼊りました︕ちょっと疲れたけど、充実した⼀⽇を過ご
して、楽しかった︕

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記





10.30

2012.10.30

今⽇、バドミントン部のユニフォームをもらったよ。週末の新⼈戦で着なくちゃいけないからね。まあ、6000円もかかっちゃったけど（経費として認めてもらえないかな。へ
へ）すごくうれしいよ。だってみんなとおそろいのユニフォームだもん︕

週末の新⼈戦には、私も応援に⾏けるんだよ。最近、漫画のテニスの王⼦様を読んでいるんだ。ずっと本当の会場で⾃分の⽬で試合の流れをみたいって思っていたから、やっと
そのチャンスが来たよ。すごく楽しみだな︕

郭雅菲さんの⽇記



調理実習

2012.11.01

今⽇は調理実習をやりました。５⼈ひとつのグループで、親⼦丼を作りました︕初めて⽇本料理を作りますが、みんなで協⼒して、おいしかったよ︕以前、教室で料理を作るな
んて不思議だと思いましたが、今⽇本当に出来ました︕⾷べた後で、みんな⼀緒に⽚付けて、珍しい思い出になりました︕

⾃分で作ったの︕

私たちのグループ︕

担任の先⽣（家庭科の先⽣）︕なんかお医者さんみたいなあ

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



推戴式

2012.11.02

今⽇は最後の授業の時間に体育館で“推戴式”と呼ばれる式典がありました。友達に聞いてからわかったんだけど、うちの学校では毎年新⼈⼤会の前にいつも推戴式をやってい
て、⼤会に参加する選⼿達を激励するのが⽬的らしい。そして今回は新⼈⼤会だけじゃなくて、⾼校⽣⽂化コンクールに参加する⼈たちも⼀緒だった。⾳楽に合わせて、各部活
の選⼿達がみんなそれぞれ統⼀されたユニフォームを着て整然と列を作って体育館に⼊場してくる様⼦は、リアルに試合の選⼿⼊場みたいな感じがしてかっこよかった︕新⼈⼤
会と⾼校⽣⽂化コンクールを合わせて全部で17チームが⼤会に参加するらしい。校⻑と⽣徒会⻑からの激励の⾔葉の後に、各部活の部員たちが舞台に上がり、部⻑から⾃分た
ち部員の紹介と⼤会の⽇程の報告があった。ほとんどが今週末に試合があるみたいだったけど、放送部とか⽂化系の⼤会は来週やるんだって。すごい⾒に⾏きたい︕︕

中国では⾼校⽣の体育⼤会なんてめったにないし、あったとしても運動会みたいなやつで、そもそも参加する学校も少ないから、推戴式なんてもちろんなかった。だから今⽇は
⽇本の⾼校⽣のことをまた⼀つ勉強出来たって感じかな。明⽇はバドミントン部と⼀緒に那覇市⺠体育館に⾏ってきます。⼤会に出場するみんな、頑張れ︕

郭雅菲さんの⽇記



helloween party

2012.11.03

今週の⽔曜⽇はハロウィンだったので、国際交流部で ハロウィンパーティーをやった。写真が届かなかったから⽇記は書かずにいたけど、今⽇書くよ︕

なんといってもまずは皆の仮装。さすがにハロウィンって感じ。私が⾏った時にはほとんど⾐装は取られちゃってたので、仕⽅なく、がらでもないウサギさんの扮装をすること
に。……

次は⾷べ物について。英語の先⽣がわざわざ基地へ⾏ってアメリカのお菓⼦を買って来てくれた。皆、お菓⼦だけでお腹⼀杯に……

これで⼀⼈分だよ︕

お次はカボチャのランプ。へへ。⾃分でやるとやっぱりいいね︕

郭雅菲さんの⽇記



皆でたくさん写真をとったよ︕





バドミントン新⼈⼤会

2012.11.03

今⽇、初めて新⼈⼤会に参加しました。応援だけに⾏きましたが、ずっと前から想像していた⼤会の場⾯を⾒ました。開会式は那覇市⺠体育館で⾏ったが、試合に出るチームは
多すぎたから、向陽⾼校などの学校の試合は真和志⾼校でありました。

残念ながら、今⽇の団体戦で負けちゃったんだけど、みんな⼀所懸命がんばりました。明⽇は個⼈戦があるので、がんばれ︕

⼊場する前

選⼿⼊場

試合の前に練習する

 

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記





11.05

2012.11.06

今⽇で年に⼀回の新⼈⼤会は終わりました。向陽⾼校⼥⼦バドミントン部は負けちゃったんですが、この三⽇間本当に楽しかった。⾼いレベルの試合を⾒て、いろいろ勉強にな
りました。そして本気を出していた選⼿の様⼦を⾒て、本当に⾼校⽣なのかと疑いました。⾃分もそんなに強い選⼿になりたいと思って、これからもっとがんばりたいです。

そして、今⽇先⽣からバドミントン部のメンバー全員の写真をもらいました、早くみんながわかるように。今、⼆年⽣のみんなはもう知りましたが、⼀年⽣はまだ知らないんで
す。やっぱり早くみんなの名前と顔を覚えたほうがいいな。

この三⽇間で、部活のみんなと親しくなった感じをしています。先⽇は中国発表⼤会のため、あまり部活に⾏かなかったので、久しぶりにみんなとおしゃべりしました。そして
今⽇帰るときは、キャプテンからアイスをご馳⾛してもらいました。すごくおいしかった︕

みんなといい友達になるように頑張ります︕

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



11.08

2012.11.08

中国の友⼈に、⾷べ物を郵送したかったんだけれど、何度、郵便局でチャレンジしてもダメで、結局どの配送⽅法でも⾷べ物は送れないっていうので断念しちゃった。年末にな
ったらカードでも送るしかないね。

⼟曜⽇は模試。今⽇、数学の先⽣から、今回の模試は楽しみにしてるよねって⾔われたんだ。その時は何のことかわからなかったけれど、後でその意味が分かったよ。今回の模
試の受験者数は約4万⼈で、⾃分の全国での実⼒や、志望⼤学の合格率もわかるから。数学の先⽣の⾃分への期待をヒシヒシと感じちゃう。……⾃分ではそんなにすごい成績が
とれるなんて思っていないけれど、⼀⽣懸命頑張るぞ︕数学だけじゃなくて、他の教科もね︕

今⽇から、中国語スピーチ全国⼤会の練習を始めたよ。新しい原稿はみんなにとってはちょっと難しいかな。でもここまでがんばって全国⼤会にまで進めたんだから、頑張って
練習しなくちゃね。⼀緒に頑張ろう︕

郭雅菲さんの⽇記



模試

2012.11.10

今⽇初めて模試に参加した。志望⼤学も書いたよ。まだ、中国の⼤学に⼊るか、⽇本の⼤学に⼊るか決めてないけど、⾃分でのレベルが分かるように、担任の先⽣いくつか⼤学
を選んでくれた。たしか、筑波⼤学や広島⼤学あたりだったはず。具体的なところはわからない。でも今回はあまり⾃信がないんだ。国語と地理は⾔わずもがな、残念だったの
は数学。明らかに正解のに、模試で計算過程まで書かなくちゃいけないことをしらなかったから、たぶんあまり点数はもらえないと思う。これまでは答えだけでよかったから、
今回もそうしてしまった。後半部分の回答⽤紙に与えられた空⽩が異常に⼤きいことに気がついた時には、もう時間が来ていた。悔しいけど、もうやり⽅が分かったからね。そ
れに数学のできはやっぱり良かったし。英語も予想よりできなかったかな。おもに、⽇本語訳のとこ。もうなれたと思ってたのに、複雑な⽂が出てくると、やっぱり難しい。も
つと練習しないと︕

１０⽇後には期末試験。今学期最後の試験のためにfighting︕

郭雅菲さんの⽇記



ダンス発表会

2012.11.11

今⽇、体育の先⽣（ダンス部の顧問）に誘われて、ダンス部のみんなと⼀緒にプロのダンス発表会に⾏った。キッズ部⾨、ジュニア部⾨と⼀般部⾨の三つの部⾨に分けて、jazz
やhiphopなどいろいろなスタイルがあった。私はリズムダンスがあまりできないが、こんなにすばらしいダンスは初めて⾒て、びっくりした。特に、キッズ部⾨の⼦供たちは
本当にすごかったと思う。

かわいいでしょう︕

兄弟もいた︕

⽷満⾼校の⾼校⽣︕

郭雅菲さんの⽇記



sexy︕

賞をとった︕

ちなみに、今⽇は１１⽉１１⽇だよね。みんなに「pockyの⽇」といわれている。なぜかというと、pockyの形は数字の１に似ているからだそうです。皆さん、pockyを⾷べた
か︖

これは⽇本語で投稿されたものです



テレビ会議

2012.11.13

まず、今⽇、部活の経費をもらった。センターの先⽣たち、ありがとうございました︕

そして、今⽇台湾の⾼校⽣とテレビ会議を開いた。この前台湾に⾏った⼈はもう知り合ったから、⾔葉が通じてなかったけど、みんないろいろな話をした。向こうの⾼校⽣は私
が知らないから、最初に英語で話した。私は英語で⾃分は中国⼈だと教えて、みんな笑ってしまった。だって、中国⼈なのに、ずっと英語でしゃべった。でも、久しぶりに英語
で会話をして、楽しかった。向こうもアメリカの留学⽣がいたが、時間がなくて、あまりしゃべらなかった。これからも台湾の⾼校⽣といろいろなプロジェクトがあって、楽し
みにしてる︕

ちなみに、サッカーの授業に試合をやるとき、私がシュートした︕キーパーは男⼦だったよ︕サッカーの授業は初めてだから、シュートしてうれしかった︕１２⽉の上旬から剣
道の授業を始めるので、楽しみ︕

来週期末テスト、勉強しなきゃ……

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



礼儀正しい

2012.11.16

もうすぐ期末試験なので、最近みんな勉強に集中していて、特の活動がないが、昨⽇友達と⽇本の礼儀について話して、本当に勉強になった。

今の⼀年⽣はとても活発だし、⼆三年⽣と⽐べてまるで⼦供みたいなと思ったが、普段よく友達に⽂句を⾔われるのを⾒た。先⽣に怒られるときもある。みんなは⼀年⽣に対し
てちょっと厳しいなという考えを友達に伝えた。ところが、友達は今の⼀年⽣は本当に礼儀正しくないと⾔ってくれた。⼀年⽣は勝⼿に先輩に声をかけてはいけないという話を
聞いて、びっくりした。⽇本では、先輩と後輩の間の礼儀が厳しいということはわかるが、こんなに厳しいとは思わなかった。今まで、私は先輩と話していたとき、あまりそん
なことに注意しなかったが、先輩たちは全然気にしなかった。ずっと⼤丈夫と思ったが、今から⾒て、やっぱり先輩たちが留学⽣の私に⼤⽬に⾒ただろう。

そして、友達は「親しき仲にも礼儀あり」って⾔うことわざを教えてくれた。その意味は前からわかるけど、実際の⽣活に⾝に⽣かしたとははっきり⾔えない。たとえ中国でそ
んな礼儀とかなくても、今私は⽇本にいるから、⽇本の礼儀をちゃんと守るべきだと思う。今まで⾃分⾃⾝の不⾜を反省して、これからもっと注意したいと思っている。

ちなみに、今⽇、サッカーの授業で、またシュートした︕最近サッカーの調⼦に乗ったねって友達が⾔ってた。本当にうれしかった︕これからもがんばります︕

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



⻄原

2012.11.17

今⽇、友達と⻄原に⾏った。寮に住んでいるから、友達のおばあちゃんに送ってもらった。おばあちゃんはもう７５さいだけど、運転も上⼿だし、ずっとしゃべってた。初めて
沖縄のお年寄りと話したから、楽しかった。そして、おばあちゃんはいつか沖縄の観光地につれてくれるって⾔ったから、楽しみにしてる︕

お昼は気持ちいい洋⾷の店で⾷べた。注⽂だけでなく、サラダとかのバイキングもあった。初めてスコーンを⾷べた︕いろいろな種類があって、すごくおいしかった︕ほら、定
⾷はおいしそうでしょう︕

そして、デパートに買い物に⾏った。中国の友達にはがきを買ったし、うちのおばあちゃんにも⼿袋を買った。来⽉京都に⾏くから、コートを探してたけど、なかなか気に⼊る
のが⾒つけなかった。今度友達と⼀緒に出かけるとき買おうかな。

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



11.21

2012.11.21

今⽇期末テストが始まった。国語発展、家庭科と国語だったが、私にとって難しかった。でも、家庭科は昨⽇ちゃんとテスト勉強したから、そんなにやばくなかったと思う。

そして、今⽇友達と⼀緒に郵便局に⾏った。中国の友達と雑誌とはがきを送った。明⽇テストが終わった後で送りに⾏くつもりだったが、今⽇友達をちょうど郵便局に⾏くの
で、⼀緒に⾏った。友達が途中で⽇本語についていろいろ⾯⽩いことを教えたから、とても勉強になった。

明⽇の地理と英語は量が多いから、今夜ちゃんと勉強する︕

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



11.22

2012.11.22

今⽇の午後テストが終わった後に、学校主催で交通事故に関する講演会があったんだけど、そこで初めて沖縄県の交通事故の発⽣率が⽇本⼀だと⾔う事を知った。多分沖縄には
電⾞がなくて、みんな出かけるときには⾃家⽤⾞を使うからそれが原因だと思うんだけど。沖縄では、下は⼆⼗歳の学⽣から、上は70過ぎのお年寄りまでみんな基本的に⾞の
運転が出来るんだ。しかもお年寄りの運転スキルっていうのがまたレベル⾼いんだよねこれが……

その後は制服の服装指導だったんだけど、⽇本にも服装指導があるなんて初めて知ったよ。まずは制服を正しく着ているかのチェック。多分冬服はちょっと複雑なせいもあっ
て、それで検査が必要なんだと思う。男⼦のはもう少しシンプルなんだけど、⼥⼦は床に膝をついてスカート丈がちゃんと⾜りてるか⾒られたよ。それから⽖とアクセサリーも
つけていないかチェックされた。もちろん中国にいたときもこういう服装チェックはよく⾏われていたけど、全校⽣徒で集まって⼀⻫に検査されたのは今回が初めてだったよ。

三連休はおそらく復習で終わるんじゃないかな。でも⼀番難しい教科はもう⼤体終わってるから、残ったのは⽐較的楽な科⽬だと思う。でもだからと⾔って油断は禁物だよね。
頑張ろう︕

郭雅菲さんの⽇記



事前訪問

2012.11.27

最近勉強で忙しくて、あまり⽇記を書かなかったが、今⽇で試験が終わって、友達と三⼈のグループでインターンシップの事前訪問に⾏ってきた。今度就職体験の場所は観光地
のレストランだから、修学旅⾏の学⽣が⼤勢いた。訪問する前に、お店を回ってたとき、東京から来たの⽣徒と話した。友達が東京の⼈たちにとって、沖縄は本の⽥舎でしょう
と聞いて、向こうはいいえ、東京にも⼭があるし、いのししもいるよといってくれた。⾯⽩い話だったから、みんな笑ってた。

そして、訪問のとき、担当者の⼭⽥さんにはじめて会った。もう６８歳だが、とても元気で、いろいろな話をしてくれた。インターンシップの⼆⽇⽬は、⻑野県と静岡県からの
修学旅⾏の⽣徒がレストランで⾷事する予定があるから、当⽇に千⼈くらいの⼈がいて、とても忙しいようだ。また、⾷事の⼿伝いだけでなく、お⼟産屋で接客したり、台所で
お⽫とか洗ったりすることもあると⾔ってた。いよいよ来週だから、ちょっと緊張してるけど、楽しみにしている︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



11.28

2012.11.28

今天期末考试的成绩陆续发下来了，（虽然昨天刚考完……）数学虽然仍旧是年级第⼀，但还是遗憾的没有得满分，下次⼀定好好复习，争取满分︕地理和国语都⽐期中考试好了很
多，不但都及格了，⽽且还排到了班⾥中等⽔平，今后⼀定再接再厉︕

这周末去同学家住，同学打算带我去美之海⽔族馆，还要⼀起去买外套。第⼀次去别⼈家住，有点⼩紧张，不过更多的是兴奋。

PS:北海道这⼏天暴风雪，北边的同志们都还好吧︖

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



11.30

2012.12.02

今⽇サッカーの授業で怪我をしまった。ボールが顔に当たった。⿐がちょっと切ったが、保健室で消毒して、⼤丈夫だった。だけど、めがねが壊れてしまったから、⾒えなくな
った。よかったのは、中国からめがねを２つ持ってきたから、今も⼤丈夫になった。

怪我は⼤丈夫ので、予定通りに友達の家に泊まりに⾏った︕友達のお⽗さんが迎えに来て、まず働いているホテルにイルミネーションを⾒に⾏った︕

友達の弟︕

前は映画で⾒たことがあるけど、本物をみて、びっくりした︕

郭雅菲さんの⽇記



友達と私︕

これは⽇本語で投稿されたものです



美ら海⽔族館

2012.12.02

⼟曜⽇に友達の家族と⼀緒に美ら海⽔族館に⾏った︕さずが世界で２位の⽔族館だね。中国でも何回も⽔族館に⾏ったが、やっぱり美ら海のほうが美しいと思うが。熱帯の⿂も
いっぱいいるし。。。では、写真の時間に⼊りましょう︕

⼊り⼝で、友達の弟、妹、友達と私︕

前はよくパンフレットで⾒たが、本当に⾃分で写真を撮って、うれしかった︕

郭雅菲さんの⽇記



さっきの⽔槽の上︕

⽔族館の外の公園。

 

これは⽇本語で投稿されたものです



いよいよ

2012.12.04

今⽇で今週の授業は終わった。明⽇からインターンシップ、そして週末に京都に⾏く︕

そして、今⽇で期末テストの成績は全部出た。数学、英語、化学は前どおり１位だった︕うれしいことに、地理と国語も５０点を越えて、クラスの中等レベルになった︕苦⼿の
科⽬だからこそ、よりいい成績をとって、めっちゃうれしかった︕

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



就職体験⼀⽇⽬

2012.12.05

今⽇ははじめての就職体験だった。今朝早くついたから、周りのお店を回りにいった。お店のおばあちゃんはとても親切で、いろいろしゃべった。そして、店を出るとき、シー
サーのアクセサリをくれて、また遊びに着てねって⾔ってくれた。とてもうれしかった︕

それから、インターンシップが始まった。午前中に包装紙で袋を作った。友達と流れ作業で速く仕上げた。そして、売店の前に⾒送りをした。初めて店員のように、観光客に⼿
を振りながら「ありがとうございました」って⾔ってた。⾯⽩かった︕

昼ごはんはタコライスだった︕⾯⽩いことに、私たち三⼈で四⼈分の料理を⾷べた。店⻑は跡で仕事がいっぱいあるから、たくさん⾷べなさいって⾔ったから、四⼈分をくれま
した。結局、みんなもおなかいっぱいになった。それで、午後は⼀⽣懸命包装紙を作った。約６００枚も作ったと思う。そして、売店で商品の陳列も学んだ。

とにかく、充実した⼀⽇だった︕明⽇、修学旅⾏の学⽣はレストランで⾷事するそうだから、忙しくなるかもしれない。楽しみにしてる︕

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



就職体験２⽇⽬

2012.12.06

今⽇は昨⽇より忙しくて、疲れるようになったが、いろいろなことを体験して、楽しかった︕

まず、今朝また昨⽇のお店のおばあちゃんに会った。そしておばあちゃんの案内で、姫ゆり平和祈念公園に⾏った。その中に、昔⽶軍上陸戦争で亡くなった沖縄の教師と学⽣の
記念碑があった。

そして今⽇修学旅⾏の学⽣がレストランで⾷事したから、午前ずっと⾷事のセットを準備した。またお客さんが来たとき、売店で接客した。⼈数が多かったので、おなかがすい
た感じも忘れて、⼀時半までずっとやってました。

午後はレストランの⽚付けをやった。ただのテーブル拭きとほうきだったけど、場所が広くて、めっちゃ疲れた。でも、⽀配⼈にお菓⼦とアイスをご馳⾛してもらった。とても
おいしかった︕

明⽇は最後だから、ちゃんといろいろ勉強して、体験したいのです。また明⽇の夜京都に⾏くから、楽しみ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記





職場体験最後の⽇

2012.12.07

今⽇で三⽇間の職場体験が終わった。⼤切な経験が出来て、いい勉強になった︕

体験のレストランはきれいだし、⾷べ物もおいしいし、とてもいいところだと思う。さらに、お店のおばあちゃんたちはめっちゃ親切で、いろいろな話をしゃべった︕最後にお
菓⼦とお⼟産の星砂をもらった︕ずっと前から沖縄だけである星砂がほしいから、うれしかった︕

おいしい御菓⼦︕

星砂︕

お店のお菓⼦は国際通りより安いから、帰国する前にそこで友達にお⼟産を買うつもり︕

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



京都

2012.12.09

きのう地震があったよね、東部のみんな⼤丈夫︖

昨⽇の夜京都に着いた。⾶⾏機を降りたのは⼗時半だったけど、ホテルまで五回電⾞に乗り換えて、結局⼀時にホテルに着いた。めっちゃ疲れたので、ぐっすり寝てた。そし
て、今⽇の午前⼗時出発して、中国語スピーチコンテストの会場に⾏った。

向陽⾼校は初級部と中級部に各⼀⼈出て、初級部の美穂ちゃんは1位で、中級部の愛さんは6位だった。上位6位は賞が取れるので、⼆⼈とも賞状をもらった︕⾃分じゃないだけ
ど、うれしかった︕

⼤会が終わった跡で、弁⼠と先⽣たちは交流会があるので、私と孫先⽣は四条に⾏った。デパートがいっぱいあって、尽きにある祇園にも⼊った。初めておみくじを引いて、吉
のおみくじだった︕神社の前でおじぎをして、願い事をしたけど、かなえるようになるかな。

それから京都駅に⾏って、でかいクリスマスツリーのイルミネーションを⾒てからピッツァを⾷べに⾏った︕時間がなかったから、ちょっと買い物してから、ホテルに帰ってき
た。

明⽇は⾦閣寺と清⽔寺に⾏く予定で、楽しみにしてる︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



⾦閣寺、銀閣寺、清⽔寺

2012.12.10

京都編の続きだよ。昨⽇は京都の観光地をみてまわったんだ。ついにあの⾦閣寺にも⾏ってきたよ。やっぱり写真と全く同じだね。でも建物の中に⼊れると思っていたのに、離
れたところから⾒るしか出来なかった。あーあ、ガッカリ。でもなんといっても京都で⼀番有名な観光地だもんね、やっぱりうれしいよ。

⾦閣寺に⾏って、それから銀閣寺にも。友達からね、銀閣寺は⿊い建物だよって聞いて、……そんなばかな、って思っていたけど、実際⾒たらその通りだった。パンフレットに
書かれているふたつのお寺の来歴なんかを読んだら、やっとその歴史の重みを感じられたよ。“北⼭⿅苑寺、東⼭慈照寺”，⾦閣寺と銀閣寺は両⽅ともいっしょにみてこそ味わい
深いね。

最後には孫先⽣にずっとオススメされていた清⽔寺へ。清⽔寺に⾏ったほとんどの⼈は地主神社にもまわるよね。そこのおみくじってすごく霊験あらたかだっていうから。私た
ちも地主神社の外でおみくじをひいたよ。私のは“末吉”。説明は⽇本の古⽂で書いてあったけれど⼤体の意味は、私は春と夏はよくて、秋と冬は良くないんだって。他にもいろ
いろ細かく書いてあったけれど、⼤体はいい内容だったよ。友達はカワイソウに“凶”をひいちゃった。だから近くの⽊に結びつけたの。こうすると悪い運気からのがれられるん
だって。

地主神社では、孫先⽣ともバッタリ会っちゃった。先⽣はお友達と⼀緒だったよ。地主神社の境内に⼊って初めて分かったけれど、ほとんどのおみくじが良縁祈願のもの。急に
興味がひいてきちゃったけれど、いろいろオモシロイものもみられたし、来たかいはあったな。

⾶⾏機の時間がせまっていたので、他の場所には⾏けなかった。でも今⽇⼀⽇、これだけのところに⾏くことが出来て、⼤満⾜。残念だったのは桜の季節ではなかったこと。紅
葉もほぼ終わっていたしね。シーズン中だったらもっとよかっただろうな。初めての旅⾏は疲れたけれど、楽しかったよ。次も楽しみ︕

いいカンジの⼊場券……
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学業成就のロウソクをつけて

銀閣寺……

着物を着たお姉さんたちと⼀緒に……

地主神社の⼊り⼝



おとといの夜、祇園でおみくじを

京都タワー



12.11

2012.12.11

今⽇シンガポールからの留学⽣が学校に来た。クラスの杉⽥君がホームステーに応募したから、男⼦の留学⽣の⼀⼈が1組に来た。彼らは5⽇間だけいるけど、私がずっと⼀⼈
で留学⽣として学校にいたから、ほかの留学⽣と交流できて、うれしいと思う。

そして、今⽇から剣道の授業が始まった。最初は、ただ防具の着⽅と畳み⽅を学んだり、⽵⼑を持ってボールを打突したりすることを練習した。楽しかったよ︕

さっき、取材した映像を⾒たけど、私、こんなに太ってるなのと思っていた。このままじゃ本当にやばいもう︕ダイエット︕︕そして声も太いし、男の⼦みたいな……でも、そ
れは本当の私だから、仕⽅ないわ。

取材の先⽣、お疲れ様でした︕また中間研修で会いましょう︕

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



12.12

2012.12.12

今⽇の午前１０時ぐらいに、クラスメートの携帯が急に鳴ったんだ。⽇本政府からのメールが⼊ったんだって。いったい何事ってビックリしちゃったけど、朝鮮のミサイルが沖
縄上空を通過したので、政府が注意を呼びかけたんだ。やっぱり沖縄ってちょっと特殊なところなんだね。……

本題に戻るけど、今⽇は英語をたくさん話したよ。まず留学⽣とおしゃべり。昨⽇はずっと、なんとかその彼と話をするチャンスをうかがっていたんだけど、彼は毎⽇授業は午
前中だけで、午後は他の留学⽣たちと⼀緒に遊びにいっちゃうの（私も⾏きたいよ……）。しかもいつも男⼦に囲まれているので、なかなか近よれなくて。今⽇は勇気を出して
話しかけてみたんだ。私のイングリッシュネームを覚えてもらったよ。それから放課後に、外国⼈の先⽣と国際交流部のみんなと⼀緒にクッキーを作ったんだ。初めての⼿作り
クッキー、そんなに難しくはなかったよ。外国⼈の先⽣とたくさんお話が出来たのが⼀番うれしかったな。その先⽣も私と同じで今年から向陽⾼校に来たんだよ。男の⼦がその
まま⼤⼈になっちゃったみたいな先⽣で、もうひとりの、もうこの学校に４年間いる⼥性の外国⼈の先⽣とは全く違うの。……

焼きたてのクッキー︕

みんなで飾りつけ︕
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調理実習⼆回⽬

2012.12.13

今⽇また調理実習をやった。今回はシンガポールからの留学⽣も⼀緒にやった。やる前に、家庭科の先⽣が通訳させてくれたから、⾃分に出来るかどうかと⼼配して、ずっと緊
張してた。結局、みんなさまざまな動作を使って、⼤体通じたので、私が少しだけ通訳した。ご飯を⾷べるとき、もっとしゃべりたかったけど、彼が消えちゃった。。。。。た
ぶん、ほかの留学⽣と⼀緒にどこかに遊びに⾏ったかもね。昨⽇ALTから聞いたけど、今⽇⼭に登りに⾏くそうだ。私も⾏きたいのに。。。。

味がちょっと薄かったけど、おいしかった︕

これは⽇本語で投稿されたものです
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留学⽣の送別会

2012.12.14

シンガポールの留学⽣が明⽇には帰っちゃうってことで、今⽇の放課後にみんなで送別会をやったよ。とりあえず美味しいものをたくさん⾷べた。あと留学⽣が作ってくれたシ
ンガポールの料理も。

それから琉球舞踏部の⼦達が沖縄の伝統舞踊を踊ってくれて、留学⽣達も⾃分達の国のダンスを踊ってた。

最後は留学⽣たちとホストファミリーとのお別れのあいさつ。たった5⽇間という短い間だったし、⾔葉が通じないという障害もあったけれど、それでもその場にいる⼥⼦はみ
んな泣いてた。中学の卒業式でも泣かなかったわたしだけど、いざ国に帰るときがきたらやっぱり泣いちゃうのかなとか思わず考えちゃったよね……

みんなも、わたしも、離れがたい想いでいっぱいだった。やっと他の学校の留学⽣と会うことが出来たのに、おしゃべりする間もなくお別れのときがきちゃうなんて。他の友達
は3⽉の修学旅⾏でシンガポールに⾏くからそのときにまた彼らと会えるみたいだけど、わたしはもうそんな機会はないだろうからなぁ。でも、きっとこういうチャンスはまた
巡ってくるだろうから、楽しみにしてよう。

最後にみんなで集合写真を撮ったよ。

郭雅菲さんの⽇記





バド校内交流試合

2012.12.15

今⽇の午前、バトミントンの校内試合に出た。予想どおり全敗だったけど、毎ゲームも３セットまで頑張った。２２対２４までの試合も何回もやったけど、結局負けちゃった。
ちょっと悔しいけど、また今度頑張ります︕

４時間もバトミントンをやったので、めっちゃ疲れた。でも、いろいろなことを学んだから、楽しかった︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです
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初クリスマスパーティー&初カラオケ

2012.12.16

     昨⽇の午後は、同級⽣の家でクリスマスpartyをしたんだよ。7⼈で、友達の家に⼀晩お泊りをしたんだ。友達の家に⾏く前に、お鍋のしゃぶしゃぶの材料、クリスマスの飾
りとケーキを買って。家に着いたら⾃分たちでお鍋の準備。⽇本のお鍋って中国とはちがうんだ。スープで煮るから、タレにつけなくてもそのまま⾷べてもおいしいんだよ。私
がコナンが好きって知っていた友達が、DVDをレンタルしてきてくれたの。みんなで⾷べながらDVDを観て、もう最⾼︕

    ご飯を⾷べたら、みんなでサンタの⾐装に着替えて帽⼦もかぶって、テレビに出てくる⼈の⾯⽩い動きをマネて、写真をたくさん撮ったんだ。

      それから正式にpartyのスタート。さっきご飯を⾷べたばかりだけど、⽬の前のケーキとおかしは、いくらでも⾷べられちゃう。……

     全部⾷べ終わっても、みんな全然眠たくないので、トランプをすることに。初めて友達と⼀緒にトランプをしたんだ。中国とは違ったゲームをたくさん教えてもらった。ク
ラスメートの噂話もたくさんしたよ。その時に、いつの間にかみんなに完全になじんでいる⾃分に気づいたんだ。本当にクラスの⼀員になって、もう⾯倒をかけてばかりいるお
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客様じゃないって。

     あっという間に深夜2時すぎ。2時からテレビで台湾のドラマをやってるよって⾔ったコがいて、みんなでどんなのかなって⾒てみたの。そうしたらそれって、中国でも⼈気
のドラマだったので、みんなで観ることに。……

    昨⽇は寝た時間も遅かったけれど、今⽇はカラオケに⾏く約束をしていたので8時に起床。私はカラオケが⼤好きだけど、⽇本で⾏くのはこれが初めて。スゴクおどろいちゃ
った。いろいろなタイプの部屋があって、⾃分たちで選べるんだよ。私たちが選んだのは⽔族館タイプのお部屋。真っ⻘な壁にイルカの絵が描いてあるの。照明も⻘っぽくて、
すごくきれいだったよ。しかもフリードリンクでビュッフェみたいにいろいろな種類があったんだ。中国のもこうだったらいいのになあ。……

     たくさん歌ったよ。⽇本語のも英語、中国の歌もあったんだ。こんなに楽しかったのは久しぶり。おもしろかったのは歌を分析する機能があったこと。以前にテレビで⾒て
いたことを、実際に体験できちゃった。私は1曲⽬の歌は96点（100満点中）、みんなにうまいねって⾔わて、すごくうれしいかったよ︕

     ⼀⽇中、すごく楽しかったな。帰るとき、バスを1時間も待っちゃったけどね。それに友達の家に⾏く前に4時間半もバドミントンをしていたので今は体中が痛くて。でもこ
んなに楽しいことをたくさん経験できたんだからやっぱりよかったよ︕来週は連続でクリスマスpartyウィーク、楽しみだな︕



クリスマスパーティー2回⽬

2012.12.21

今⽇、international clubの皆さんとクリスマスパーティーをやった︕お菓⼦は⾔うまでもなく、みんなでカラオケをやった︕あＬＴのＪＰはフランス語で歌を歌った︕中国で
クラスメートがフランス語を勉強しているから、私が簡単な挨拶が出来て、ＪＰと話した。発⾳がきれいってほめられた、チョウうれしかった︕

カメラのせいで、あんまりおいしそうと⾒えないけど、本当においしかったよ︕

ＪＰが歌ってる。。。。。

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



イルミネーション2回⽬

2012.12.22

今⽇三年⽣の先輩と⽷満のピースフルイルミネーションを⾒に⾏った︕レーザーショーもあったので、めっちゃやばかった︕︕孫先⽣と彼⽒も⼀緒に⾏ってきた。クリスマスの
雰囲気に、２⼈のカップルはチョウ幸せの感じがした︕︕先輩たちは「うらやましいなあ」って⾔って、私が笑ってた。。。。。⾃分と関係ないけど、そんな様⼦を⾒て感動し
た︕

てんぷらやあげパンなどもいっぱい⾷べた︕そして、寮の友達にも出会った︕びっくりして、楽しかった︕︕しかし、午後は暑かったと思って、コートを持ってなかった。結局
死ぬほど寒かった。。。。。やっぱり沖縄でも夜のとき寒いわよ︕︕

郭雅菲さんの⽇記



きれいでしょう︕

５⼈で楽しかった︕︕

ようこそ、イルミネーションの世界へ︕︕

レーザーショーのビデオをとったけど、写真はこれだけ。。。。

 

これは⽇本語で投稿されたものです



クリスマスパーティー３回⽬

2012.12.25

Marry Christmas!

今⽇はクリスマス、または友達の誕⽣⽇だ。だから、昼ごはんのときは、友達の⼿作りのケーキを⾷べた︕

そして夜に寮でクリスマスパーティーをやった︕⼀年⽣の⼥⼦はダンスで、⼆年⽣の⼥⼦は劇をやった。私も参加したけど、台詞のない⽝の役だった。。。時間がなかったか
ら、昨⽇から練習し始めて、今⽇急いでやったけど、お菓⼦とかいっぱいみんなに配ったので、三年の先輩にほめられた。男⼦は⼤体漫才をやった。漫才の⾔葉はちょっと早い
から、全部聞き取れなかったけど、意味が⼤体わかった。しかも、みんなの表情も⾯⽩かったし、結構楽しかった︕そして、⼣飯はバイキングだったから、いっぱい⾷べた上
で、パーティーの間にケーキとジュウスも配られたので、今でもおなかいっぱいだ︕

明⽇、クラスでもパーティー︕最近パーティー連続だね。。。。

これは⽇本語で投稿されたものです
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Christmas party last!

2012.12.26

今⽇クラスみんなでクリスマスパーティーをやった。今年の最後のクリスマスパーティーだね、もう四回やったから、満⾜した︕

担任の先⽣はピザとかたこ焼きとかいっぱい持ってきて、家庭科室（さすが家庭科の先⽣だね）で⾷べた。事前に⽤意した「幸せの⼿紙」を交換した。宛先は前にくじ引きで決
めたのだから、男⼥交換の場合もあって、みんな記念として写真をいっぱい取った︕ちょっと気にするのは、そんな⼿紙に何が書かれてるかな。。。love letter???。。。。

そして、プレゼントも交換しました。最初にプレゼントについてめっちゃ迷ってたんだけど、結局中国の特徴のあるしおりに決めた。あまりクリスマスと関係ないんだけど、や
っぱり中国のものをあげたいなあ。もらった友達もうれしそうだったので、よかったと思う。

ちなみに、プレゼント交換の間にショートケーキを⾷べた。おいしそうでしょう。。。。

最後にみんなでBingoをやった。（やっぱりパーティーをやるときBingoが不可⽋だね）私は三番⽬で終わったから、賞品をもらったよ︕︕ワンピースの飾りだった︕ワンピー
スにあまり興味ないんだけど、友達が⼤好きだそうだから、友達に送るつもり︕︕

明⽇は学校の最後の⽇、そして明⽇から友達の家に泊まりに⾏く。冬休みの⼗⽇間で友達２⼈の家に泊まりに⾏くことになった。楽しみ︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



⾸⾥城

2012.12.29

今⽇ホストファミリーのお⺟さんに連れていってもらって、友達と⾸⾥城に⾏ってきた。私はずっと前から沖縄の有名な⾸⾥城を知っていて、今⽇やっと⾒ることができた。

今まで⾒ていた⾸⾥城の写真の通り、全部⾚の屋根で、壁も古くて、とても昔の雰囲気が感じられる宮殿だった。天気が悪くて、観光客が平⽇より少なかった。写真をたくさん
とったから、あとで載せるよ。(^^♪

また、世界遺産の識名園にも⾏った。昔の伝統的な庭がそのまま残っていたので、わざわざ⾒に来た外国⼈もたくさんいた。識名園は今まで⾒た庭の中で、最も伝統的な⽇本庭
園だと思う。そんな⾃然が豊かな感じは他のところでめったに⾒られないから、今⽇⾒られて、嬉しかった︕︕

そして、家に着いたら、お⺟さんの作ったケーキを⾷べた︕︕お⺟さんがこんなにおいしいケーキを作ることが出来るなんて、びっくりした︕明⽇から、新年についてのイベン
トがたくさんあるそうで、楽しみにしてます︕

これは⽇本語で投稿されたものです
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⾃分で作った沖縄そば

2012.12.31

今⽇はじめて⾃分でたこ焼きとそばを作った︕たこ焼きのやり⽅でチョコレートを⼊ってるケーキも作った︕とても美味しかった︕

普段によく沖縄そばを⾷べるけど、初めて⾃分で⼩⻨粉で作って、楽しかった︕

私たちの作ったそば︕︕︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです
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初詣

2013.01.03

あけましておめでとうございます︕（ちょっと遅くなったけど。。。。）

昨⽇から新しいホームステー先に来た。前のホストファミリーで五⽇間だけ過ごしたけど、たこ焼きや沖縄そばなどいろいろなものを⾃分で作ったり、⼤晦⽇に団地の⼦供たち
と⼀緒に⼩さな鐘を突いたりしたから、とても楽な五⽇間だった︕それに、⼀⽇に友達のおじいちゃんからお年⽟をもらった。⼀度辞退しようとしたけど、友達のお⺟さんも
「それはおじいちゃんの気持ちだから、遠慮なくもらっていいよ」って何回も⾔ったから、ついに受け取った。。。。おじいちゃん、本当にありがとうございました︕︕

そして、新しい家族も優しくて、私⾃分の部屋でも⽤意してくれた。また、今⽇私を連れて初詣に⾏ってきた。中国でいたとき、「初詣」はよく問題として試験に出られたか
ら、今⽇実際にやられて、うれしかった︕︕O(∩_∩)O

⾯⽩いことに、「⼗分ご縁がありますように」、みんなは「⼗五円」を投げて、新年のお祈りをしてた。そして、また家族と⼀緒におみくじを引いた。京都で引いたのと⼀緒
で、末吉だった。内容も⼤体同じだったから、びっくりした。本当に当てるかな。。。。

それから、お⺟さんは家族の平安を祈るお守りを買ってくれた。お⺟さんは、⽇本ではみんな家の中に飾るが、中国ではたぶん飾らないけど、⼀応お⼟産としてあげるって⾔っ
てくれた。私はとても喜んでいた︕︕そのお守りを中国に持って帰ったら、うちの家族も喜ぶでしょう︕。。。

 

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記





沖縄ワールド

2013.01.04

せっかく書いた⽇記はなくなった。。。。（泣）

それじゃ、写真を中⼼として、今⽇のイベントを紹介しよう︕

まず、⽟泉洞って⾔う鍾乳洞に⾏った。中国では、ほとんど南のほうにあるから、⼀回も⾏ったことなかった。それで、今⽇やっといろいろな鍾乳⽯を⾒られて、楽しかっ
た︕︕だけど、よく上から⽔が頭に落ちたから、冷たかった。。。

友達と⼀緒に︕︕〜〜

出⼝でお⺟さんは記念写真も買ってくれた。とてもきれいな写真だったよ︕お⺟さん、ありがとうございました︕

そして、ハブの博物館にも⾏った︕毒蛇の⼀種類として、ハブが沖縄と⿅児島の南部しかいないよ︕ちょっと怖かったけど、蛇についてのことをもっと詳しく理解できたのだ︕
〜

沖縄ワールドは結構広かったから、そこで昼⾷を⾷べてから、また沖縄の放送局に⾏ってきた︕

初めて⽣放送の流れを⾒て、びっくりした︕アナウンサーが放送している様⼦を⾒て、スゴイなあと思ってた。

とにがく、今⽇はとても楽しかった︕冬休みはあと⼆⽇間しかないから、⼤切にしたいと思います︕〜

 

郭雅菲さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



ボーリング

2013.01.06

今⽇の冬休みの最後の⽇、ホストファミリーと⼀緒にボーリングに⾏った︕ホームステーのお⽗さんはボーリングが⼤好きで、私がボーリングをやったことがないと聞いたら、
すぐ⾏こうと決めた。初ボーリングだけど、お⽗さんが⾟抱強く教えてくれて、だんだん上⼿になってきた︕︕さらに友達と勝負にもなった︕結局１勝２敗で負けたけど、とて
も楽しかった︕〜〜

それから、中華料理を⾷べに⾏った︕久しぶりに中国の⾷べ物を思い出して、懐かしかった︕︕

今のホストファミリーとは五⽇間だけ過ごしたけど、⽇本で始めて家族の暖かさを感じた。私を娘として世話をしてくれた家族、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

郭雅菲さんの⽇記



1.11

2013.01.11

すごい久しぶりの⽇記になっちゃった。ここ最近これと⾔って書くこともなかったし、今⽇テストが終わったばかりだったからさ。

今⽇テストが終わったあと、バドミントン部の部員全員で三年⽣の先輩たちにプレゼントを⽤意したんだ。来週の週末がいよいよセンター試験ってことで、こないだ1、2年⽣
全員で先輩たちみんなに激励のお⼿紙を書いたんだ。全校⽣徒が体育館に集まって、みんな⼀対⼀になって⾃分の⼿紙をこれから卒業していく先輩たちに⼿渡す。なかなか新鮮
な体験だったよ。今⽇作ったものにも“合格”の⽂字が⼊ってる。どうか三年⽣のみんなが素晴らしい成績を出せますように︕

あと中国にいるみんなも明⽇試験だよね。確かに難しくはないけれど、それでもすごく⼤事な試験だから、がんばらないとだよ︕わたしも中国と⽇本の勉強、どちらも頑張らな
きゃ。

郭雅菲さんの⽇記



1.13

2013.01.13

さっき陳君の映像を⾒て、陳君のめっちゃ男⼦⾼校⽣らしい⽇本語にびっくりした︕話すのも速いし、アクセントもいいし。。。。今、学校の男⼦の話し⽅とそっくりだと思
う。うらやましいなあ。。。でもやっぱり男⼥の話し⽅は違うよね。男⼦の話し⽅がカッコイイと思ってるけど、もしそんな話し⽅でしゃべったら、変な⼥だと思われてしまう
でしょう。。。笑

最近のイベントはちょっと少ないけど、⾃分は英語や⽇本語などの映画をたくさん⾒た。初めて⽇本語だけで聞き取れるようになったのに気づいて、とてもうれしかった︕今、
⼤好きな英語もがんばってる︕本当に三ヶ国語が出来るようにがんばりたいと思ってる。

では、皆さん、中間研修で会おうね︕O(∩_∩)O~

 

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



センターチャレンジ

2013.01.21

今⽇、先週末のセンター試験の問題で、センターチャレンジ（向陽だけでやったかな。。）をやった。朝七時半から午後四時半までずっとテストだったから、疲れてしまっ
た。。。

試験が終ってから、すぐ⾃⼰採点をした。おかしいと思ったことに、今回、国語と地理の成績がとてもよかった⼀⽅で、得意な数学と化学は悪かった。。。確かに今⽇の理系の
問題は中国でも⽇本でもほとんどやってないせいだけど、やっぱり⼯夫しなきゃだめだな。

そして、英語は⼀位だった︕初めてセンターの問題もいい成績をとったから、とてもうれしかった︕︕

実は、普段ずっと中国の勉強をやってるから、⽇本での勉強は全然やってないけど。。。まあ、やっぱり両⽴したほうがいいだろう。。。あと、⽇本語の能⼒試験の勉強も始ま
った︕︕帰国する前に、ぜひＮ１に合格できるようにがんばる︕︕O(∩_∩)O~

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



カラオケ最⾼だ︕

2013.01.23

今⽇は⾼校推薦⼊試の⽇だから、学校で準備が終わってから、友達とカラオケに⾏った︕びっくりしたこと、カラオケのところで⼆⼗⼈以上の向陽⽣に出会った︕やっぱりみん
なカラオケが好きだよね^_^

結局友達と三⼈で五時間半も歌った︕ちょっと疲れたけど、カラオケが⼤好きな私にとって、今⽇は最⾼だ︕︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



1.28

2013.01.28

今天是国内的同志们期末考试的⽇⼦，先祝⼤家取的好成绩。

久しぶりに⽇記を書くんだね、昨⽇で今⽉の試験は全部終わったけど、来週にまた⼆回のテストがある。。。（泣）。。。中間研修が終わったら、三⽇間しかないから、すぐテ
スト勉強に⼊らないといけない。。。。まぁ、最後の⼆回だから、がんばろう。

今⽇の総合学習時間に、クラスメートと修学旅⾏のポスターを作った。海外旅⾏だから、⾃分はいけないけど、パンフレットを通して、シンガポールとマレーシアのことを理解
しても悪くないと思う。。。しかも、⼤阪に⾏くつもりだから、楽しみになってきた︕

明後⽇、沖縄テレビのスタッフは、留学⽣の私の⽣活様⼦を取材に来るそうだ︕テレビで放送するらしいだから、ちょっと緊張してる。。。でも前も⼼連⼼の取材を体験したか
ら、きっと⼤丈夫︕︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



取材

2013.01.30

⼀⽇の取材が終わった。沖縄テレビのスタッフ、お疲れ様でした︕

今回の取材は、前のと⼤体⼀緒なんだけど、結構友達と先⽣に取材したらしい。担任の先⽣は緊張して、前もって話す内容について、私と相談した。。。相談って⾔うか、ただ
何を話したほうがいいかと迷ってるって⾔ってただけ。私も何のアドバイスも出来なかった。。。⼤好きな担任の先⽣に何を話されたのか︖。。２⽉１９⽇でわかるかな︕

前の取材は部活の様⼦を撮れなかったが、今回はちゃんと部活の様⼦を撮れた。バドー部のキャプテンはわざわざハンド部と交換して、今⽇中錬が出来るようになった。本当に
ありがとうございました︕

映像、楽しみ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



廿⼆⼗九

2013.02.08

中間研修が終わってからもう⼆⽇間経ったよね。

⽇中交流センターの先⽣たち、カメラマンさん、研修の間に案内してくれた先⽣たち、お疲れ様でした︕先⽣たちのおかげで、最も楽しい五⽇間を過ごした︕

いよいよ明⽇は旧正⽉の⼤晦⽇だよね。初めて⼀⼈で春節を過ごすなんだけど、明⽇孫先⽣の家に泊まりに⾏って、⽔餃⼦を作るつもりだ︕寮のみんなにも⾷べさせると思って
る。ちゃんと「今⽇は中国の春節だよ」とみんなに伝えて、みんなにもっと中国のことを知ってほしい︕︕

さぁ、明⽇はどうなるんだな。。。楽しみ︕︕

中国のみんなも春節を楽しんでね︕

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



旧暦の元旦

2013.02.10

旧暦の1⽉1⽇︕明けましておめでとう。皆にとって蛇年が素晴らしい⼀年になりますように︕

昨⽇の⼤晦⽇は、幸せなことに中国⼈と⼀緒に過ごすことができた。先⽣の家で、伝統的なニラと豚⾁の餃⼦を作ったよ。

ちょっと薄味だったけど、先⽣の作ったピリ⾟⼿⽻先を合わせたら、全くもってperfect︕

先⽣の家は学校からとても近いので、完成した餃⼦を寮の友達におすそ分け。みんなすごく美味しいと⾔ってくれた︕三年⽣の先輩達はもうすぐ卒業なのだけど、その前に中国
⼈が作った⽔餃⼦を⾷べてみたいって⾔われていたんだ。今⽇やっと⾷べさせてあげることができて、本当によかった。中国の春節はどう過ごすのかも教えてあげたよ。これも
交流の⼀環だよね︕

 

昨⽇の夜はみんなで中国のお正⽉番組を⾒た（パソコンで）。司会が「海外の中国⼈の皆さん」と呼びかけた時、⼀瞬ぽかんとしたけど、しばらくして、私達も「海外の中国
⼈」に仲間⼊りしていることに気が付いた。

たくさんの⼈が、今年初めてこの番組を最後まで⾒たと⾔っていた。私はほぼ毎年⾒ているけど、パソコンで最後まで⾒たのは初めて。

0時にはお互いに新年の挨拶。両親は私に爆⽵の⾳を聞けって電話までしてきたんだよ。結果、異国の地で初めて過ごした春節はとても楽しいものだった。今⽇からお正⽉気分
もなくなるけど、こういう特殊な経験は誰でも経験できるものではない。だから孫先⽣や、皆に⼼から感謝しているよ。

明けましておめでとう︕

郭雅菲さんの⽇記



Happy Valentine's Day

2013.02.14

 

今⽇はバレンタインデーだよね。

（私とあんまり関係ないけど。。。）やっぱり、⽇本のバレンタインは中国のと違うんだな。

ずっと前から、⼥の⼦はみんなチョコを作って、好きな男の⼦にあげるという習慣があるが、今は、男の⼦だけじゃなく、クラスみんなにあげるのも普通になってきた。

⾃分は寮に住んでいるから、チョコを作ることが出来ない。でも友達からチョコをもらった︕うれしいO(∩_∩)O~

今週はずっとテストだった。明⽇は学年末テストの最後の⽇だから、がんばります︕

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



2.18

2013.02.18

今週週末にバドの⼤会があるが、この前私がいろいろなことがあって、あまり練習に⾏けなかったから、⼤会に出ない。でも、今⽇はみんなと学校の近くの体育館で練習して
た。久しぶりにバドミントンをやって、さっぱりになった︕︕もうちょっとやりたかったけど、寮の⼣⾷の時間に間に合えるように、早めに帰ってきた。週末にも友達を応援し
に⾏く︕︕

そして、今⽇友達から御菓⼦をいっぱいもらった︕やっぱり先週ずっとテストだったから、みんな忙しくて、お菓⼦を作る時間がなかったなあ。先週⼟曜⽇で、今学期のテスト
が全部終わったから、これから⾼校⼊試とか、修学旅⾏とか休みがいっぱいあって、うれしい︕

もうすぐ卒業式だから、先週テスト終わってから、卒業式で歌う歌もみんなで練習した︕中国では、卒業式はそんなに⻑くないし、歌も歌わないけど、⽇本ではほとんど校歌と
卒業についての歌を歌うでしょう。今までお世話になった先輩たちもだんだん学校に来なくなっているから、最後のときに先輩たちのために何をやろうかなと思ってる︕

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



沖縄テレビで放送された

2013.02.19

この前に取材した映像は今⽇沖縄テレビで放送された︕思ったよりよかったけど、みんなに呼ばれて、⼀緒に⾒たから、恥ずかしかった。。。

先⽣たちはちゃんと録画した︕⾃分も携帯で録画したけど、家族に⾒せれるかな。。。

 

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



2.21

2013.02.21

昨⽇、担任の先⽣からテレビで放送された映像をもらった︕︕先⽣は奇妙なソフトが持ってるから、テレビで録画した映像を普通のビデオに変換できる︕︕本当にありがとうご
ざいました︕

今⽇の調理実習でピザを作った︕仕上げた瞬間、とてもおいしそうだと思った。やっぱりレストランで⾷べたのよりもおいしかったよ︕︕

そして、今⽇の放課後、中国語コースのプロジェクトで、台湾と⼤阪の⾼校⽣とテレビ会議があった。ちょっとインターネットの電波が悪かったが、今まで私たちの作った学校
紹介の映像を⾒せて、いい評価をもらった︕本当に今までこのOTOプロジェクトをいろいろ⼯夫してきたから、みんなは最後までがんばりました︕私も台湾の⾼校⽣といろいろ
交流して、勉強になったと思っている。

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



卒業式

2013.03.01

今⽇、向陽⾼校第１７回の卒業式を⾏った。初めて⽇本の卒業式に参加して、いろいろなことにびっくりした。

まず、卒業⽣の保護者はほぼ卒業式に参加に来た。中国の学校では、保護者たちは来ないでしょう（たぶん⾃分の学校は遠すぎるから︖〜〜）。卒業式は１部と２部に分かれ
て、１部は普通の儀式で、２部は⽣徒会が卒業⽣のために作った映像やメッセージの放送だった︕全部で三時間かかった︕︕

みんな着席した跡で、卒業⽣が⼊場し始めた。組ずつ体育館に⼊りながら、各組の紹介⽂も放送されていた。（中国の運動会の⼊場式みたいな。。。）

それから、卒業式を始めてから、すぐ国歌と校歌を歌った。（済南外国語学校の校歌を⼀度も聴いたことないけど。。。）次に、私が驚いたことに、卒業⽣は⼀⼈ひとり卒業賞
状を取りに⾏った︕︕校⻑先⽣に名前を呼ばれて、舞台に上って、賞状を取りに⾏ってきた︕全部で２３９⼈だから、この部分だけで⼀時間かかった。。。

後は中国の卒業式と⼀緒で校⻑先⽣と卒業⽣代表が話した。最後にみんなで卒業の歌を歌ってから、卒業式の第１部が終わった。

休憩してから、第２部が始まった。今年の映像は先⽣たちからのメッセージだった︕各教科の先⽣はいろいろな⾯⽩い姿で、卒業⽣にお祝いを伝えた。先⽣たちのめったにない
⾯を⾒て、みんな⼤笑いした︕O(∩_∩)O

そして最後のときこちらの気球が破裂して、リボンを散らした︕︕とてもきれいで、びっくりした︕︕

卒業式が終わったら、みんな花道に⾏った︕すべての部活⽣は先輩にメッセージボードや御菓⼦をあげたから、先輩たちはすごくうれしそうだった︕

郭雅菲さんの⽇記



みんな写真を撮ったり、しゃべったりして、あっという間にもう四時間が経ったのだ︕私もお世話になった先輩と写真を撮った。今までいろいろお世話になって、本当にありが
とうございました︕メッセージに書いたとおり、これからも⾃分のやることを楽しんで、がんばってください︕

 

ＰＳ︓毎年卒業式の当⽇、卒業⽣はみんなドレスやスーツを着て、卒業パーティーをやるらしい︕私は卒業パーティーに参加する機会がないけど、その様⼦はどうだろう。。。

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです



公⺠館祭り

2013.03.03

今⽇、第８回⼋重瀬公⺠館祭りに参加した。公⺠館祭りは公⺠館のダンス教室や合唱教室などの発表会だ︕発表する⼈はほぼお年寄りだけど、中学⽣のエーサー発表も⾒た︕

おじいちゃんとおばあちゃんたちのダンスや演奏を⾒て、お年寄りでも⾃分の夢を実現するために⼀⽣懸命がんばっている精神を感じた。仕事がなくても、毎⽇好きなことを楽
しんでいて、豊かな⽣活を過ごせるということがわかるようになった︕本当にそのおじいちゃんとおばあちゃんたちを尊敬している︕

では、なぜ私がこの公⺠館祭りを知っているのでしょうか。答えは、孫先⽣はフラダンスの発表に出たからだ︕

かわいいでしょう︕

私も⼀緒に写真を撮った︕

その後、またカラオケに⾏った︕今⽇はとても楽しかった︕

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記





最近のこと

2013.03.12

昨⽇、⼤阪から帰ってきたよ。⼤阪城には上らなかったけれど、写真はたくさん撮ってきたんだ。USJはすごく⾯⽩かったけれど、なにしろ時間が無くて。でも⼈気のアトラク
ションはほぼ制覇したよ。⽉曜⽇だったから⼈も少なかったしね。とは⾔っても、やっぱり⾏列ってグッタリ。でもパーク内の建物って素敵︕

旅⾏は⼆⽇半のスケジュールで、⼀⽇は神⼾へ。北野異⼈館って最⾼︕特に英国館︕︕だってホームズの部屋があるの。……中華街もすごくよかったな。確かに横浜のとは⽐べ
られないけれど、周り中、あちこちに中国⼈がいて、なんだかホッとする。それから港をブラブラして、タワーにも上ったんだ。通天閣に登れなかったリベンジ替わりかな。景
⾊もすごくきれいだったよ。まあ、⾼い所から⾒渡せたからね。

時間は短かったけれど、すごく充実した旅⾏だったな。

ちょっと前まで、試験ラッシュだったんだ。今⽇、かえってくるのは模試の分かな。今やっと、「均整成⻑」期に⼊ったってカンジ。相変わらず国語と地理に⾜を引っ張られて
いるけれど、学年順位は9位、⽂系では5位だから。なんといっても、国語と地理であれだけヒサンな点を取っても、⽂系で5位なんてすごいと、⾃分でも思うよ。

今⽇の連絡で、新学期からは今の担任の先⽣がこの学校を離任するとのこと。なんだか寂しいな。とてもお世話になったし、すごくいい先⽣だったのに。本当にお世話になりま
した。

あまり時間が無いので、今回の⽇記は中国語で。今の最優先事項は、これまでの睡眠不⾜分を取り戻すことだからね。……

 

 

郭雅菲さんの⽇記



部屋引越し

2013.03.17

久しぶりに⽇記を書くよね。

今週末、寮の部屋を引越しした。今⽇から新しいルームメートと過ごすことになった。私の荷物が少ないから、移動するのが⼀番早く終わった。昨⽇、もとのルームメートにケ
ーキを買ってあげて、新しいルームメートに中国の飾り物を贈った。

明後⽇は校内武道⼤会の⽇だよ︕今剣道の授業を取っている私は試合に出ることになったけど、出来るかどうかちょっと⼼配してる。でも、結果がどうなるにかかわらず、頑張
るつもりだ︕

来週の⼆年の最後の中国語授業でパーティーをやるつもりだから、今中国についてのクイズを⽤意している。お⺟さんが中国から送ってくれた御菓⼦もみんなで⾷べようと思っ
ている。きっと楽しいパーティーが出来るだろう︕

もすぐ春休みだけど、まだどこに泊まりに⾏くかわからない。今回の時間がちょっと⻑いから、三つの家に泊まりに⾏けるかな。。。楽しみ。

 

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記



武道⼤会

2013.03.20

 

昨⽇学校で武道⼤会、すなわち体育学習発表⼤会があった。午前中はダンスの発表、剣道と柔道の演舞だった。

体育でダンスの授業を受けている⼈は様々な洋服を着て。ダンスの発表をした︕とても楽しかった︕

柔道の演舞︕いたそう。。。。

私は剣道の演舞に出た。緊張したけど、ミスがなかった︕笑

剣道の演舞はこんな感じ︕

午後は剣道と柔道の試合だった。私は剣道の試合に出た。⼀回戦でチームの先鋒と⼤将⼆⼈とも同点だったけど、中堅の⾃分が⼀本取ったから、チーム勝ちを決めた︕︕とても
うれしかった︕⼆回戦の相⼿はとても強くて、試合の時間が終わったときまでずっと同点だったから、もう⼀回やりました。結局最後の最後に負けちゃった。。。ちょっと悔し
いけど、試合が楽しかった︕︕

柔道の試合もとても盛り上がった。初めて（そして最後︖）の武道⼤会︕初めての剣道の試合︕とても楽しかった︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記





校内遠⾜。。。

2013.04.19

最近勉強で忙しくて、あまりネットを使ってないから、⽇記もほとんど書いてない。でも、今⽇の「校内遠⾜」はとても楽しかった︕

皆さんは「校内遠⾜」というのがおかしいと思うでしょう。それは、もともと遠⾜の予定だったけど、天気が悪くて、学校の中で学級リレーとバーベキューをやったということ
だよ︕

午前中は学級リレーでドッチボールと騎⾺戦をやった︕︕特に騎⾺戦のとき、みんな結構追いかけたりして、チョウ⾯⽩かった︕︕

お昼はＢＢＱ︕︕確かに海でやったほうがいいかもしれないけど、みんなでいろんなものを作って、チョウおなかいっぱいだった︕

私たち⾃分で作った巨くハンバーグ︕︕すごいでしょう︕︕

そして、私にとっての新発⾒は。。。

郭雅菲さんの⽇記



そのままでもおいしいけど、焼いたら中の部分が柔らかくなって、もっとうまいだよ︕︕

 

午後はクラスリレで警察と泥棒のゲームをやって、みんな気球に⽔を⼊れて投げたりした︕ほぼ全員もぬれてた。。。。

私にとって唯⼀の遠⾜は海に⾏けなくて、残念だったけど、意外に学校の中でも楽しかった︕

ちなみに、来週新しい中国⼈の先⽣が来るらしい。どんな⼈かな。。。楽しみ︕

これは⽇本語で投稿されたものです



四川の無事を祈って

2013.04.21

昨⽇遊びに出かけて、ショッピングセンターのテレビで四川の⼤地震のことを知った。寮に戻ってすぐにネットのニュースをみたら、社会の様々な分野で活躍している⼈たち
が、⾃分たちの出来ることで⼿を差し伸べていることを知って、感動がこみ上げてきた。希望を捨てずにあきらめなければ、きっと困難は乗り越えらえるよ︕︕がんばれ四川︕
がんばれ中国︕みんな、祈っているからね。

郭雅菲さんの⽇記



ビーチに⾏った︕︕

2013.05.04

今⽇、ビーチに⾏った︕今の中国語のALTの陽先⽣と英語のALTのJPと⼀緒に⾏ってきた︕

前の孫先⽣ともう⼀⼈の中国⼈にも会った︕

６⼈の外国⼈でピクニックしたり、泳いだりして、とても楽しかった︕︕

今⽇の空と海はチョウ美しかった︕︕最⾼だった︕

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記





向陽祭⼀⽇⽬

2013.06.15

今⽇は、待ちに待った向陽祭だった︕⼆週間前から、毎⽇少しずつみんなでいろいろ準備していて、⼤変時もありましたが、今⽇、ちゃんと成果を出すことが出来て、とても楽
しかった︕ちなみに、うちのクラスはバザーをやって、今⽇のメニューは沖縄そば、ジューシー、ハッシュポテトとジュースだった︕作るのが⼤変だったが、予定より⼀時間も
早めに完売した︕︕今⽇の収⼊は１８万２千円だったよ︕︕⾃分たちもびっくりした︕さあ、写真に⼊りましょう︕︕

開会式の後、すぐ美ら舞エーサーをやった︕私はやってないけど、みんな毎⽇暑い太陽を耐えながら頑張って練習している姿を⾒て、とても感動した︕︕本場の演舞もチョウす
ごかったよ︕︕

各クラスは映画やゲームなどいろんな展⽰をやって、とても⾯⽩かった︕ちなみに私は友達のクラスで占いをやってもらって、「現在の全ては正しくて、将来もキット太陽のよ
うに輝く」って⾔われたの。とてもうれしかった︕もしあたったらね。。。〜〜

舞台のほうもいろいろな出演があった︕郷⼟芸能部や吹奏楽部の展⽰はとてもすごかった︕︕「さすが」の感じだった〜〜

郭雅菲さんの⽇記



うちのクラスのバザーのテーマはディズニー︕︕明⽇もスコーンとアップルパイを作るので、もっともっと儲けたいなあ〜〜〜

明⽇私は友達と⼀緒に浴⾐を着ると約束した。髪もきれいに結んでもらえるらしい︕︕楽しみ︕︕〜〜

後夜祭にも出るので、⼀⽣懸命歌の練習をした。（友達とちゃんと声を出せるように、海まで⾏って来た。。）明⽇頑張ります︕〜

これは⽇本語で投稿されたものです



向陽祭⼆⽇⽬

2013.06.19

 

向陽祭⼆⽇⽬、バザーで作ったスコーンとアップルパイは⼆時間で完売して、収⼊七万円だった︕みんないろいろな準備して、⼤変だったが、こんな成果を⾒たら、誰でもうれ
しいだろう〜〜

今⽇の調理が終わった後、私は浴⾐を着ていた。コースプレイしていた友達といっぱい写真を撮った︕そして、⼀番楽しかったのは後夜祭だった︕友達と⼆⼈で出て、歌の披露
をした︕最後のとき⾃分がちょっと失敗したけど、舞台の下のみんなはずっと⼿を振りながら、「ガヒガヒ」って応援してくれたから、とても感動した︕︕「チョウうまかっ
た」ってみんなに⾔ってもらったときもとてもうれしかった︕︕ほかのバンドやダンスの披露もめっちゃすごかった︕︕特にダンス部の⼈たちはチョウ格好よかった〜〜

美ら舞エイサーをやった友達︕︕

郭雅菲さんの⽇記



 浴⾐姿〜〜

私にとってはじめての学園祭だが、同級⽣にとっては最後の向陽祭なので、最後のバンドのとき、泣いてしまった⼈もたくさんいた。でも、⼆⽇だけだったが、本当に楽しかっ
た︕向陽祭最⾼だった︕〜

これは⽇本語で投稿されたものです



校内⽇本語弁論⼤会

2013.07.09

今⽇、校内⽇本語弁論⼤会が⾏われた。私はもうすぐ帰国するので、順位に出ない基準として出た。初めて私以外の弁⼠がみんな⽇本⼈の弁論⼤会に出るので、とても新鮮な感
じをした。

 弁論のテーマは「私の役割」だった。私が留学⽣としての異⽂化交流の役割について述べた。⼀番⽬だったけど、意外に緊張しなかった、思ったよりできた。みんなもびっく
りしたようで、「基準のレベルが⾼すぎる」とか「とても感動した」とか⾔ってくれて、本当にうれしかった︕︕

本当の点数は⼀位だったみたいけど、基準は順位に出ないので、奨励賞で受賞した。先⽣たちもすごいといわれて、⾃分の実⼒もちゃんと発揮できたと思うので、全然残念じゃ
なかった。とてもいい経験だと思っている。

⼆週間後の英語の弁論⼤会にも参加したいけど、もう無理やん。。。でもやっぱり帰国のほうが楽しみだなあ。。。

これは⽇本語で投稿されたものです

郭雅菲さんの⽇記
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