
東京に着いた︕

2012.08.29

８⽉２８⽇に東京に着きました︕天気がよくて、気持ちもよくなりました。９⽉１⽇に⾼知県に⾏くのが楽しんでいます︕

これは⽇本語で投稿されたものです

許佳傑さんの⽇記



⽂化祭︕

2012.09.04

９⽉１５⽇に⽂化祭を⾏われます︕初めての⽂化祭、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

許佳傑さんの⽇記



動物園︕

2012.09.07

はは︕今週の⽇曜⽇、お⺟さんが⾼知の動物園へ連れてくれますよ︕どんな動物が⾒えるかな。。。

これは⽇本語で投稿されたものです

許佳傑さんの⽇記



初めての地震︕︕

2012.09.08

今⽇は⾼知に地震があったよ︕その時、教室で英語の授業を受けていました。みんな全員、机の下に潜って、私がびっくりしました。でも、震度が３度ぐらいで、無事でした︕

これは⽇本語で投稿されたものです

許佳傑さんの⽇記



ieonへ⾏った︕

2012.09.09

今⽇は⼤⾬で動物園へいけなかった。。。でも、⾼知の⼀番⼤きいスーパー「ieon」へ⾏った︕おいしいアイスクリームを⾷べて、かわいい服も買いました︕晩御飯は焼きギョ
ーザを⾷べました。（⾃分で作ったよ︕）すごくうまかった︕

これは⽇本語で投稿されたものです

許佳傑さんの⽇記



明⽇、⽂化祭︕

2012.09.13

いよいよですね︕⽂化祭︕明⽇︕この間、⽂化祭の準備で、ポスターや、パネルディスカッションの看板など作りました。疲れたが、すごく楽しかった︕

これは⽇本語で投稿されたものです

許佳傑さんの⽇記



⽂化祭、⼤成功︕

2012.09.15

⽂化祭が終わりました。ダンスして、焼きそばを⾷べて、本当に楽しかった︕それに、チャイナドレスを着て、パネルディスカッションに参加しました。きっといい思い出にな
るでしょう︕

これは⽇本語で投稿されたものです

許佳傑さんの⽇記



打ち上げ︕

2012.09.18

今⽇は⽂化祭の打ち上げで、⽜藩という店でクラスの友達と焼⾁を⾷べました︕本当においしかったです

これは⽇本語で投稿されたものです

許佳傑さんの⽇記



⾷べもので。。。

2012.09.19

なぜだか最近、家の⾷事が恋しくて。。。ミルクティー、鶏の⾜、ポテトチップス、オレオ、それから中華料理。。。

>

許佳傑さんの⽇記



トンボ

2012.09.22

ふふふ、やっぱり⾼知は⾃然豊かな場所なんだなぁ︕今⽇の放課後家に帰るときに“⾚とんぼ”（トンボの⼀種。うちの実家だとなかなかお⽬にかかれないんだよね。賢いヤツだ
から。。。）を捕まえたんだ︕（もう逃がしたけどね）

許佳傑さんの⽇記



体験⼊部︕

2012.09.24

今⽇は華道部と料理部の体験⼊部。お花は超きれい、チーズケーキ超おいしい︕ さ
いごに料理部に⼊部を決めたよO(∩_∩)O

許佳傑さんの⽇記



部活⾒学︕

2012.10.02

昨⽇は卓球部を⾒学しましたよ。７時から⾃転⾞で家に帰って、ずいぶん疲れました。それから、今⽇は⽔泳部と演劇部を⾒学しました。プールは室外で、寒くないかな。。。
演劇部は来⽉の１４⽇にコンテストがあって、その時まで２７ページの台詞を覚えなければありません︕⽇本の学校の部活を⾒学して、その真⾯⽬さに感動されました︕

これは⽇本語で投稿されたものです

許佳傑さんの⽇記



体験⼊学

2012.10.03

今⽇は学校の体験⼊学で、留学⽣としてスピーチをやりました。なんとなくできました︕それに、今⽇はESS部に⾏って、外国⼈の先⽣⼆⼈とほかの留学⽣⼆⼈しかいませんで
した。全外教英语教学啊，嘿嘿\(^o^)/

これは⽇本語で投稿されたものです

許佳傑さんの⽇記



五つの国の⼦が集まった︕

2012.10.06

今⽇は⽇本の佐织ちゃんと、カナダのベルニカと、ノルウェーのシブと、ベルシーのガエと５⼈でイオンに⾏きました︕ラーメンとアイスクリームを⾷べで、プリクラもとりま
した︕みんな全部違う国から来ましたが、英語で交流して、距離感は全然なくて、本当に楽しい⼀⽇でした ところで、さっき、みんなの⽇記を⾒て、ほとんど中間テストの
ことですね。私、へぇヘぇ、緩めすぎるかな。。。

これは⽇本語で投稿されたものです

許佳傑さんの⽇記



充実した⼀週間

2012.10.12

     ⽉曜⽇は、体育の⽇で、お休みだったので、ホストファミリーのお⺟さんと⼀緒に着物の店に⾏ってきました。たった⼀本の帯でも2万円するんだよ。。。で、来年の年越
しのときにお⺟さんが成⼈式で着た着物を貸してくれるんだって。へへ。どんな感じなんだろう︖

     ⽕曜⽇は、⾃転⾞に乗っててちょっと軽い事故に遭っちゃったの。でもおかげで⽇本の学校の保健室というものを体験できたよ。先⽣とお⺟さんのおかげで、今はもうだい
ぶ良くなってきたから、⼼配はいらないよ︕（しかしこの⽇のわたしは運勢が良いって新聞に確かに書いてあったはずなのになぁ。。。）

    ⽔曜⽇は、お⺟さんに連れられて“Loins Club”（ボランティアグループの名前）の定例会に参加して、その上ゲストとして発⾔もさせてもらったの。（しかもタイムテーブ
ルにわたしの名前まで載ってたの︕これにはびっくりしたなぁ）クラブのこれからの活動予定とかを聞いてたんだけど、どうやら今週の⽇曜⽇に中央公園の清掃活動があるらし
く、わたしもそれに参加するつもりなんだ。今年の10⽉で“Loins Club”は39周年だそうで、パーティの後にビンゴゲームもやったの。わたしは2回もビンゴが当たって、景品も
2回もらっちゃった︕その他にも⼀緒に参加した会員の⽅々から⾃分たちで当てた景品をいただいちゃったりして、すっごい楽しかったO(∩_∩)Oバウムクーヘンやら、シュー
クリームやら、あんぱんやら、コーヒーやら。おかげで次の⼀週間はおやつに困ることはなさそうだ︕なんでもこのクラブは全世界で展開しているらしく、上海のも3つあるん
だって。来年帰ったらちょっと探してみようと思う︕

     ⽊曜⽇は、1時までひたすら頑張った。だって次の⽇から中間テストなんだもん︕⼀夜漬けだとしても、なにもやらないよりはマシだからね。。。

     ⾦曜⽇は、中間テスト。国語（古⽂）と、英語の⽂法と物理をやった。国語はもう⾔うまでもない。題名から意味がわからないものもあったし。。。英語はまぁなんとかな
ったかな。。。でも⼀番凹んだのは物理。終わってからやっと気づいたんだけど、⽳埋め問題でいくつか中国語で書いちゃったかもしれない。。。

    いやぁこんなに書いたのは初めてだから、なんだか達成感︕（まぁ中国語だけどね。。。へへ）明⽇は近所の学校の体育祭に⾏ってきます。楽しみだなぁ↖(^ω^)↗

許佳傑さんの⽇記



⻄红柿炒鸡蛋︕トマトと卵の炒め物︕

2012.10.16

今⽇は中華料理の「トマトと卵の炒め物」を作りました︕中国で作ったことが⼀回しかなかったが、今回は⼤成功でした︕ホストフェミリーのお⺟さんとお⽗さんに「おいし
い︕うまい︕」と⾔われて、本当にうれしかったです。今度も何か作ろうかな

 

 

ＰＳ︓今⽇家に帰る時、⽞関にトカゲを発⾒しました︕

これは⽇本語で投稿されたものです

許佳傑さんの⽇記



中間テストの報告と最近のこと︕

2012.10.24

中間テストが終わって、成績も今⽇までに全部先⽣から返してもらいました︕やっぱり、古典、現代⽂、倫理、家庭基礎が合格できませんでした。。。化学、物理、英語はまあ
まあでしたね。⼀番いいのが数学でした。これからは頑張らなきゃ

調理部は⼆回もあって、栗饅頭とバナナマフィンを作りました。先⽣に「今度、ギョウザの作り⽅を教えてもらえますか。」と⾔われて、どんな具がいいかな。。。

それに、お⽗さんは私を連れて、⼤⽅町で⾼校サッカーを⾒ました。私今いる⻄⾼校と南⾼校の試合でした。３対０、勝ちましたよ︕帰る時、太平洋も⾒えました。ところで、
みなさん、太平洋の真ん中は何か、知っていますか︖

昨⽇はお⺟さんと⼀緒に、お⺟さんのドラムの先⽣のPubに⾏って、Jazzを聞きました。歌⼿は⽇本でとても有名で、⾼知出⾝だそうです。本当にすばらしい⾳楽でした︕

今朝はずいぶん寒くなってしまって、皆さんも⾵邪を引かないように、気をつけてね

これは⽇本語で投稿されたものです

許佳傑さんの⽇記



楽しかった⼀⽇O(∩_∩)O

2012.10.28

今⽇の朝の５時に地震があったが、全然気につかなかった。。。

１２時ぐらい家を出て、お⺟さんのおかげで、⾼知のLIONS CLUBのメンバーと⼀緒に帯屋町で「あなたの愛を」と⾔う街歩きをやりました。本当に⾯⽩かった︕それに、街歩
きが終わって、「第２６回全国健康福祉祭こうち⼤会」を⾒学しました。ウルトラマンも⾒えましたよ︕写真は明⽇送る︕それから、ゆずジュウスを飲んで、春巻きやから揚
げ、えびシュウマイを⾷べました。

３時半ぐらい友達の佐智ちゃんの家へ遊びに⾏って、餃⼦を作りました。ちなみに、佐智ちゃんのお⺟さんは中国⼈だよ︕今、⽇本で中国語を教えているそうです。

⼋時半ぐらい⾃分で汽⾞に乗って、駅でお⽗さんに迎えてもらいました。初めて１⼈で電⾞に乗るのよ︕緊張した〜

家に着いて、⺟が中国から送った荷物が届いた〜冬の服とか、中国の飴とかいろいろ箱の中に⼊っていた。その飴はESS部のハロウィーンパーティの時に使うつもりだ︕靴下も
２０⾜以上もらった。みなさん、いる︖（⼥の⼦だけ。。。）

来週の⽉曜⽇は「⾼知県⾼等学校国際教育⽣徒研究発表⼤会」に参加して、スピーチをやるの。私が書いたテーマは「中国での学校⽣活」です。うまくいくように︕

今週の宿題が多くて、来週は英語と数学のテストもあるのだ。明⽇、⼀⽇で頑張ろう︕（買い物に⾏くかもしれんけど。。。）

これは⽇本語で投稿されたものです

許佳傑さんの⽇記



写真︕

2012.10.28

⾼知県のキャラクター、⿊潮君︕

 

ＰＳ︓今⽇は家で天ぷらを作ったよ︕本当においしかった↖(^ω^)↗

これは⽇本語で投稿されたものです

許佳傑さんの⽇記



やっと動物園に⾏った︕

2012.11.03

⼆ヶ⽉も楽しみにしていた動物園、今⽇はやっと⾏きました︕それに、のいち動物園は今⽇、開園２１年で、⼊園無料だよ︕へへ︕動物いっぱいいて、名前がカタカナで書いて

あるから、全部覚えられなかった。。。まあ、写真を⾒たらたぶん分かると思うわ 今⽇はいい天気で、よかったね︕

何を⾒ているんだろう。。。

みんな全員、⼀本の⾜で⽴っているよ︕すごいだろう︕

気になるのが看板に書いてある「しゃべれません。」です。。。

後ろにいるキリンさんが⾒えるかな。。。

許佳傑さんの⽇記



熊ちゃん、かゆいだろう。

猫みたいな⼩豹。

彼の名前がささだって。。。

Say'Bye bye!'

 ホストフェミリのお⺟さんのおかげで、今⽇はすごく楽しかった︕いろいろな動物を⾒て、満⾜した︕のいち動物園のコマーシャルに「動物たちの⾃然の姿を可能な限り再現
している」と書いてあります。今⽇⾒たら、本当にそうです。私たちが⽣きている世界をもっと美しくなれるように、動物たちを⼤切に守りましょう︕

これは⽇本語で投稿されたものです



⾷欲の秋︕

2012.11.13

今回は⾷べ物を紹介しようと思っています︕どうしてと⾔ったら、今⽇体重を量ってみると、４キロも太ったことに気がついた︕４キロも。。。４キロも︕︕︕

調理⾃習︓

カレーライス、サラダとマンゴプリン︕

秋⼑⿂丼、お汁と⼤根サラダ︕ＰＳ︓秋⼑⿂はめっちゃおいしかった︕

調理部︓

初めてのチーズケーキ︕

栗饅頭︕外が硬くて、中はふわふわだったよ︕

バナナマフィン︕実はチョコもいてた︕へへ

許佳傑さんの⽇記



栗モンブラン︕⾒た⽬はぐちゃぐちゃだけと、おいしたった︕

ポンテケージョ︕⼤納⾔とチーズ味があるよ︕

⾷事︓

昨⽇、作った餃⼦、なぺの中に⼊れちゃった。。。⽔餃⼦はこうして作ってもいいかな。。。

⼤好きなオームレース︕

つまり、こんなおいしい料理を⾷べたあげく、太ってしまった。。。まあ、よく考えると、いいじゃない︖冬は寒くて、脂肪が多いなら保温できるし。。。

ok,以上です。皆さんも元気よくこれからの⽇々を過ごしましょう︕中間研修に会うこと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



⾼知県⾼等学校総合⽂化祭︕

2012.11.21

先週の⽇曜⽇、留学⽣たちが⾼知県⾼等学校⽂化祭を⾒に⾏きました。写真や、書道や、漫画などいろいろありました。⾼校⽣なのに、みんなプロのレベルを持っています︕私
は本当にびっくりしました。中国のこういうところはまだまだですね。。。

ところで、私は参加している演劇部は、今週の⼟曜⽇にステージに出ます。私が出ないんですが、録⾳をしました︕役は１９９５年ごろの⽇本⼥⼦⾼校⽣の幽霊ちゃん。。。ふ
ひー

中国の元陽梯⽥

津波。写真ではなくて、絵だよ︕

⻄⾼校の美術部が作った「考えてるパンダ」︕∩_∩

これは⽇本語で投稿されたものです

許佳傑さんの⽇記





三連休〜

2012.11.27

三連休は充実して過ごしました

⼀⽇⽬、２時間半の⾞で、四国の愛媛県に⾏きました︕買い物したり、景⾊を⾒たりしました。俳句も書きましたよ。⼣飯はホストフェミリーのお⺟さんのおかげで、超⾼級そ
うな和⾷を⾷べました。六千円だった。。。おいしかった︕それに、お⺟さんの友達のおじいちゃんに中国と⽇本の昔のコーンをもらいました。夜１０時ぐらい家に着きまし
た。疲れましたが、いろいろ⾒学して、楽しかった︕

まだ１１⽉ですが、街はもうクリスマスの雰囲気になった〜

 

⼆⽇⽬、演劇部の⼀員として、⾼知県⾼等学校総合⽂化祭の演劇コンクールに参加しました。いろいろ⼿伝って、「お疲れ様︕」を数百回も⾔いました。。。夜はホストフェミ
リーと⼀緒にイタリア料理を⾷べました。来年中国に帰って、⾃分でおいしくて、きれいな料理を作りたいです。

 

三⽇⽬、朝、⾼知市の⽇曜市に⾏きました。果物や、野菜や、植物などいろいろ売っていました。毎週の⽇曜⽇に、朝から晩までずっとやっています。今度また⾏きたいです︕
午後は⾼知駅前の広場で「おもてなし 勤王党」を⾒ました。それは⾼知出⾝の坂本⿓⾺を中⼼として、５⼈の維新英雄が揃って、⾼知の魅⼒をステージでお客さんに伝えるシ
ョーです。歌が上⼿だったし、ダンスもかこよかったです

許佳傑さんの⽇記



⼤好きな「岡⽥以蔵」、イケメンだから︕へへ

 

⽇本に来たばかりの時は、毎⽇毎⽇暑くて、冷房をつけて寝ましたが、今は厚い布団の中にいても、寒いです。。。あっという間だね︕⼀学期も経ちました。。。来週の⽕曜⽇
から期末テストが始まります。みなさんもそうらしいね。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



テスト期間だけど。。。

2012.12.11

お久しぶりです︕先週の⽉曜⽇から期末テストが始まって、昨⽇やっと終わりました。先週の⼟曜⽇、テスト期間ですが、⼀⽇中外で遊んでしまいました。

⾼知駅の近くにある「⿓⾺幕末志⼠社中」に、先着の１８０名は年賀状がもらえるという活動があって、私朝８︓３０にそこに着きました。三⼈⽬でした~\(≧▽≦)/~それに、
「⿓⾺パスポート」を申し込みました。それを持つと、⾼知県のいろいろな観光地に特典が受けられるそうです。それから、１１時におもてなし勤王党のステージショーを⾒
て、⼀緒に写真を撮りましたよ

 

午後は、もう１⼈の留学⽣ベロニカさんの誕⽣⽇で、ボウリングをやりました。初めてなので、下⼿でしたが、本当に楽しかったです。成績表ももらいました。

 

夜はホストファミリーのお⺟さんと⼀緒に、⾼知城のイルミネーションを⾒ました。約９万個のキャンドルもあったそうです。柔らかな明かりに癒されましたね。

許佳傑さんの⽇記



誕⽣⽇、クリスマスとお正⽉、楽しみにしています↖(^ω^)↗

これは⽇本語で投稿されたものです



１２⽉のいろいろ〜

2012.12.26

みなさん、お元気ですか。あと⼀週間ぐらいで、２０１３年になりますよね︕さてさて、２０１２年の最後の⼀ヶ⽉中に何をやりましたかな。

１２⽉１６⽇

ベルギーからのガエルさんと⼀緒に⾼知市の商店街ー帯屋町に⾏きました。それから、⽇曜市でずっと⾷べたかったいも天を⾷べました。本ー当においしかったです〜午後はひ
ろめ市でコロッケとから揚げを⾷べてから、帯屋町でプリクラを撮りました。⽇本のプリクラ、敬服せざるをえないな。。。

１２⽉１８⽇

⼈権LHRで、「要約筆記」という授業を受けました。それは⽿の不⾃由な⽅のコミュニケーション⽅法として、話を⽂字に変えて伝えることです。要約筆記の中国語は何でしょ
う。中国にもあるかな。。。

１２⽉２０，２１⽇

今年の最後の調理部の活動は、クリスマスケーキのだ︕私は初めてケーキを作るのよ。２０⽇はスポンジケーキを作って、２１⽇終業式が終わって、デザインをやりました。か
わいくて、おいしくて、成功しました︕中国に帰って、家族に作ってあげようと思っています(*^__^*)

１２⽉２２⽇

英語部でクリスマスパーティーをやりました。６⼈の留学⽣、ホストファミリーと先⽣たち、みんなで⾷べたり、しゃべたりしました。校⻑先⽣もサンタのかっこうをして、び
っくりしました。でも、意外に似てる。。。

許佳傑さんの⽇記



何で江南styleだろう。。。

１２⽉２４⽇

朝は「おもてなし勤王党」のスペシャルステージショーを⾒に⾏きました。すごく⾯⽩かったです。午後はホストファミリーのお⺟さんと⼀緒に⽇本の伝統舞踊を⾒ました。６
歳の⼥の⼦のパフォーマンスが⼀番印象に残りました。それに、お⺟さんの先輩に⽇本舞踊専⽤の扇⼦をもらいました。本当に嬉しかったです

１２⽉２５⽇

最⾼の⽇だった︕︕︕今⽇はクリスマス＆私の誕⽣⽇で、友達と⼀緒に過ごしました︕午後から帯屋町で買い物して（１００円ショップ⼤好き〜）、もちろんプリクラもとりま
した ５時からパーティーが始まります︕ホストファミリーのお⺟さんがいろんなイタリア料理を作ってくれました。お⺟さんは⼀ヶ⽉前からパーティーでどんな料理を作る
か、どんなお⽫を使うか、いろいろ考えてくれました。私は、今回の誕⽣⽇パーティー、⼀⽣も忘れないだろう。ホストファミリー、友達、本当にありがとうございました。

 

 プレゼントとお祝い、ありがとう

 

では、今年の最後まで頑張りましょう

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです





冬休み特集︕

2013.01.09

２週間ぐらいの冬休みが終わって、明⽇は始業式です︕課題テストもあるなんてo(╯□╰)o。。。まあまあ、充実した冬休みだったよ︕

１２．２８

アニメ「⻘の祓魔師」劇場版を⾒に⾏きました︕年賀カードと⻘エクおみくじゲット︕｢吉」だったよ。燐は相変わらず、かっこよかった

１２．２９

朝、友達と５⼈でカラオケに⾏きました。１時間⾃転⾞に乗って、やっと着いた。。。中国の歌もたくさんあって、⼗分にたんのうした 午後は友達のナナちゃんの家でごろ
ごろして、６時に⼀緒にクラスの打ち上げに⾏きました。ビュッフェ料理で、いっぱい⾷べた。デザートは⼀番おいしかった︕

１２．３１

ホストファミリーのお姉さんが東京から帰ってきて、家族全員でおいしい料理を⾷べたり、テレビを⾒たりしました。夜１２時、年越しそば(素麺だったけど。。。）を⾷べて
から、お互いに｢あけましておめでとう」と⾔いました。⽇本の新年は中国とほとんど違いますが、家族みんな揃って、その温かさは同じだ︕

１．１

お正⽉︕着物を着て、⾼知⼤神神社で初詣︕露店がたくさんあって、から揚げや、明太⼦のおにぎりや、たこ焼きなどいろいろ⾷べました。ワンピースの⽟⼦焼きの店もあった
よ︕ちなみに、⾼知県出⾝の芸能⼈、広末涼⼦に会いました。家族で、幸せだなぁ\(≧▽≦)/それに、年賀状がもらって、お⺟さん、お⽗さん、お姉さんからお年⽟をもらいま
した。⼩⾕さんのおかげで、家を遠く離れた寂しさはめったに感じなかった。本当にありがとうございましたO(∩_∩)O

許佳傑さんの⽇記



おもち︕

 

１．２

朝、８時起きて、お⺟さん、お姉さんと⼀緒にフェリーで九州の別府市に⾏きました︕やっばり、冬の温泉最⾼だなぁ。。。暑さちょうどいい、気持ちよかったにゃ それ
に、⼣飯、めっちゃおいしかったよ︕︕︕和⾵〜〜〜翌⽇の朝ごはんもおいしかった（¯﹃¯）

１．４

お姉さんのおかげで、みんなでボーリングに⾏きました︕ それに、ストライクゲーム達成で、ワンピースキャラ⼊り記念写真がもらえるという特典があって、私やってみまし
た。結局、九本倒せて、記念写真もらった︕ラッキーo(≧v≦)o~~⼣飯は牡蠣料理を⾷べました。その店は１００年の歴史もあるそうだよ︕

１．７

冬休みの最後の⽇︕七草粥を⾷べました。うん、草らしい。。。さっぱりした⾷べ物で、⼀応働きすぎのお腹を休ませてあげる︕



明⽇から学校が始まります。第三学期に、修学旅⾏や、錬歩会や、ホームマッチなどいろいろな⾏事があって、楽しみにしています(>^ω^<)

これは⽇本語で投稿されたものです



〜寄せ集めの⽇記〜

2013.01.24

成⼈の⽇に着物を着ました︕(まだ２０歳じゃないんですけど。。。）

LIONS CLUBNのチャリティーセールに参加しました。私が持って⾏った中国⾵のしおりも売れて、本当に嬉しかった(*^__^*)

98円の秋⼑⿂︕安くて、おいしかった︕それに、きれいに⾷べた（笑）

調理実習でバレンタインデー⽤のお菓⼦を作りました。全部４種あって、私はスノーボールを選びました。１年⽣全員参加するよ︕
こういう授業もあって、本当にびっくりしました。。。⽇本のバレンタインデーは中国と、イメージが違うからかもしれませんね。

 

ＰＳ︓いよいよ１⽉２８⽇から２⽉１⽇まで修学旅⾏に⾏きます︕新潟でのスキー研修と東京ディーズ⼆ーランドで〜す︕最後の⽇の訪問学習は東京国⽴博物館を⾒学する予定
です。いい思い出になるように

 

では、中間研修のときに会いましょうO(∩_∩)O

 

これは⽇本語で投稿されたものです

許佳傑さんの⽇記





〜修学旅⾏〜

2013.02.11

みなさん、新年快乐\(^o^)/（ちょっと遅いけど。。。）今回は、中間研修の前の修学旅⾏を紹介したいです〜

１．２８

６時起きて、荷物を確認して学校へ出発︕バスで⾼知空港に⾏って、⾶⾏機で⽻⽥空港に⾏って、またバスで新潟に⾏きました。新潟の雪はスポンジケーキに似ているなぁ〜〜
着いたのはもう午後５時になりました。ホテルをチェックインして、⼤⾵呂場に⼊りました。雪を⾒ながら、温泉に⼊るなんか、どんなに気持ちいいだろう〜⼣飯を⾷べるとこ
ろ、なんかハリーポッターを思い出した。。。

１．２９

スキー研修、⼀⽇⽬︕スキー靴、重い︕スキー板、滑りやすい︕でも、先⽣のおかげで、平地から、だんだん⾼いところに⾏って、本当に楽しかったです。何回も転んだけ
ど。。。

１．３０

スキー研修、⼆⽇⽬︕ケーブルカーに乗って、もっと⾼いところに⾏きました︕︕初⼼者から合格︕みんなはもう⾃由に滑れるようになりました。あぁ〜スキーが好きになちゃ
った

１．３１

１１時に、東京ディズニーランドに到着︕さすがに夢がかなう場所だなぁ〜友たちと船に乗ったり、写真を撮ったり、充実な⼀⽇でした。⼀⽇間は本当に⾜りませんね。

許佳傑さんの⽇記



 

２．１

修学旅⾏の最後の⽇、東京国⽴博物館で訪問学習をやりました。時間がぎりぎりで、王義之の書道展が⾒られませんでしたが、いい体験になりました。この博物館は上海博物館
と時々協⼒して、イベントをやっているそうで、帰国したら、ぜひ参加したいです〜

 

修学旅⾏、中間研修、５連休、たっぷり休みました。明⽇から久振りの学校が始まります。数学のテスト、錬歩会、バレンタインデーの調理部、楽しみ〜

これは⽇本語で投稿されたものです



〜いろいろな⾏事〜

2013.02.23

中間研修が終わって、学校⽣活に戻りました。この⼆週間、いろんな⾏事がありましたよ。

２．９  春 節

お⺟さんの知り合いのおじいちゃんのおかげで、⽇中友好主催の「春節をお祝い会」に参加しました。⼆胡の演奏を聞きながら、中華料理を⾷べて、中国からの留学⽣や先⽣た
ちとおしゃべりしました。１７年間、初めて家族を離れて、異国で春節を過ごしました。６ヶ⽉間、初めてホームシックを感じて、故郷のことごとを懐かしく思いました。

２．１３ 錬 歩 会

錬歩会は⻄⾼校の特有な⾏事で、１年⽣と２年⽣が⼀⽇の授業をやめて、競争して⼭を登ることです。私がいるクラスが、⼥⼦も男⼦も５位でしたろよ。４時間ぐらいかかった
なぁ〜〜みんなで⼀緒に努⼒する感覚はよかったぜよ︕

２．１４ バレンタインデー

⽇本の⼥⼦⾼校⽣の⼥⼦⼒に敬服します︕︕︕︕︕⼿作りのチョコ、クッキー、きれいなパッケージ。。。愛の告⽩というより、⼥の⼦同⼠のチョコ交換のほうが適切だと思う
わ 私も友達に中国のチョコをあげましたよ。で、いっぱいもらいました〜幸せだなぁ

２．１４と２０  調理部

バレンタインデーに調理部か。。。ちょっと寂しいなぁ。。。冗談、冗談 めっちゃ楽しかったよ︕ハートのガトーショコラ、⾒た⽬はもちろん、味もプロのレベルと⾔える

ね（⾃分はそうだと思っていたけどさぁ〜）それに、⼀週間後、豚まんを作りました。中国で作ったことがないのに、⽇本で初めて作るなんか、恥ずかしいなぁ 幸いにも、
うまかったです。

許佳傑さんの⽇記



２．１９ 綱引き⼤会

⻄⾼校の伝統的な⾏事、⼀年⽣の綱引き⼤会のだ︕前回、私がいる１ホームは５ホームに負けて、２位をもらったそうです。まさか、今回も５ホームと１位を争うことになりま
した。本番の時、佳傑は友達に邪魔って⾔われましたが（だって、やったことないもん ）、１ホームは１位を⼿に⼊れました。めでたしめでたし〜〜

卒業式が近づき、毎⽇の昼、exileの｢道」という歌が流れています。４⽉になると、理系と⽂系を分けるため、新しいクラスを作ることになりました。１ホームのみなさんとい
られる時間がだんだん減っていることを考えると、悲しい気持ちが湧いてきます。三⽉のホームマッチ、１ホームの⼀員として頑張ります︕︕︕↖(^ω^)↗

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです



〜学校⾏事〜ホームマッチ〜

2013.03.19

３⽉１８⽇、１９⽇に、１年⽣と２年⽣がホームマッチをやりました。トランプ、ジェンガ、サッカーとバレーボールがあって、運動が下⼿な私はジェンガを選びました。ジェ
ンガがこんなに⾯⽩いのは全然知らなかった

ワンピースが⼤好きなソータくんが描いた応援ポスター︕やるね〜〜

トランプです〜

ジャンがです〜

サッカーは⼀⽇⽬、⾬のせいで、腕相撲になってしまって、⼆⽇⽬はサッカーでした。

許佳傑さんの⽇記



バレーボールです〜みんな本当に強かった︕

ホームマッチは１ホームのみんなと⼀緒に参加する最後の⾏事です。⼆年⽣になって、⽂系と理系のクラスが分けるので、今の友たちと同じクラスになれないかもしれません。
今までの六ヶ⽉を振り返ってみると、⽂化祭・修学旅⾏・訪問学習・錬歩会・綱引き、みんなで遊んで、頑張って、本当にいい思い出を作りました。１ホーム、最⾼︕︕︕

 

 

明⽇からいよいよ春休みに⼊ります。楽しみにしていた花⾒も近づきます。あと４ヶ⽉、精⼀杯頑張りましょうO(∩_∩)O

これは⽇本語で投稿されたものです



〜観光in⾼知〜⾼知城での花⾒〜

2013.03.31

いつの間にか、春が来ましたよね。帰り道の芝地に、スイセン、梅、桃、チューリップ、次々と咲いてきました。もちろん、桜の花も満開です↖(^ω^)↗桜といったら、花⾒
に決まってるでしょう。で、この前は、友達と⾼知城へ花⾒に⾏ってきました〜

うーん、やっぱり、桜の花なら、満開する時より、舞い落ちる時のほうがきれいだなぁ〜

「世の中に たえて桜の なかりせば 春の⼼は のどけからまし」 出典<古今和歌集>

これは⽇本語で投稿されたものです

許佳傑さんの⽇記



〜観光in⾼知〜桂浜〜

2013.04.10

春休みに友達と桂浜に⾏きました〜桂浜は⾼知市浦⼾に太平洋をのぞむ海岸で、⾼知県の有名な観光地です。だっ
て、⾼知県の観光情報のアクセスランキングで1位だよ。それに、坂本⿓⾺記念館や桂浜⽔族館や、⼟佐闘⽝センター
などの施設もすごく近いです。今回は全部⾏けなかったが、またいつか⾏きたいです〜          

PS:来週からホームステイが変わることになりました。学校までは、⼀時間以上かかるそうです。新しいホームステイ、新しいクラス、新しい部活、いろいろ頑張ります
↖(^ω^)↗

これは⽇本語で投稿されたものです

許佳傑さんの⽇記



〜観光in⾼知〜四万⼗川〜

2013.04.14

やっと、やっと、四万⼗川に⾏きました︕︕四万⼗川は⼀級河川で、「⽇本の最後の清流」と呼ばれています。本当
にとっても優しい川でした。⾒るだけで癒されますなぁ〜〜

ついでに、河童館も⾏きましたよ。本当に河童だらけだった。。。でも、意外とアンパンマンを⾒つけました︕

そうだ︕海洋堂も⾏った︕アニメのキャラクタの模型がいっぱいありました。⽣きているような精製した模型を⾒
て、感⼼するなぁ〜〜

 

 

PS:５⽉１⽇、新クラスとのホームマッチ︕前回、私はジェンガを選んで、4位になりました。で、今回、むやみにサ
ッカーを選んだ︕やったことがないというか、サッカーボールを触ったこともないなあ まあ、ゴールすればいいっ
ということだね。でも、ゴールキーパーになったらどうする。。。︖

 

これは⽇本語で投稿されたものです

許佳傑さんの⽇記





〜ホームマッチ ⼆回⽬〜

2013.05.05

速いなぁ〜ホームステイが変わって、もう2週間も経ちました。今はだんだん慣れてきたぜ︕最後の⼆ヶ⽉、⻄⾼校の3⼈の留学⽣は同じ汽⾞で学校に⾏くことになった。1時間
の道のりが楽しくなれそうだね~(@^_^@)~

ホストファミリーのお⺟さんとイチゴ
⼤福を作った︕⼤成功〜

で、本題に⼊りましょう︕ホームマッチ︕︕前回、私はジェンガを選びました。今回は新しいのを挑戦してみたいので、サッカーを選びました〜初めてのサッカー、本当の本当
に楽しかった︕役に⽴って、うれしい〜中国に帰って、体育の授業の時、やってみようかな(^ω^)

⼆年⼀ホームのスローガンーー「我痛」

私のデザイン

⼥⼦サッカーチーム〜

全員チャイニーズポーズ〜

許佳傑さんの⽇記



あと⼆ヶ⽉、今は本当に短いと思うわ。⽇本の学校⽣活が好きになって、今の新しいクラスメート、ホストファミリーに「さようなら」を⾔うと思ったら、寂しい気持ちがわい
てくる。これからの毎⽇、⼤事に過ごします︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです



〜遅れたゴールデンウイークの報告〜

2013.05.22

第⼀⽇

ホストファミリーのお兄さんはソフトボール部に所属しています。で、今⽇は試合を応援に⾏きました〜ソフトボールは野球と似ていますが、ルールはちょっと違います。お⺟
さんのおかげで、ルールをだいたい覚えました。みんな上⼿で、かっこうよくて、本当に⾯⽩いよ︕できれば、5⽉25⽇の県体も応援に⾏きたいです〜

 

第⼆⽇

⾼知⻄⾼校吹奏楽部の第24回定期演奏会を⾒に⾏きました︕今回のテーマは「さがす」です。プロみたいな演奏を聞いて、本当に感動しました。中国にいるとき参加した⺠族
楽器吹奏楽部と⽐べたら、やっぱり勉強するべきところがいっぱいあるなぁ〜

 

第二日

ホストファミリーと、岡⼭鷲⽻⼭ハイランドに⾏きました︕︕なんか、ジェットコースター、慣れた。。。⽴ったままのもある。。。

ふん。。。すごかった︕

それに、久しぶりにインラインスケートもやりました︕やり⽅、忘れていない、よかった〜〜

                  

許佳傑さんの⽇記



 

今回のゴールデンウイークは充実で、楽しかったです。ホストファミリーの⽅、本当にありがとうございました。

 

PS:お⺟さんと⼀緒に作ったケーキ〜

これは⽇本語で投稿されたものです



〜いろいろ〜

2013.06.18

⼀ヶ⽉ぶりの⽇記で〜す。最近、県体応援とか、中間テストとか、⻄⾼校の報告スピーチとかいろいろあって、忙し
いにゃ〜（う〜ん、常に⼟佐弁が出てしまう（笑））

６⽉６⽇

蛍を⾒に⾏きました︕この⽇のために、百円ショップで網も買いましたよ。お⺟さんの友達の話によると、今年の蛍
はそんなに多くないそうです。でも、私を驚かせるのにもう⼗分です︕初めての蛍、イルミネーションのようにきれ
いでした。標本だけ⾒たことがある私に対しては、本当にいい経験になりました。

 

６⽉７⽇

今⽇、⻄⾼校の国際交流推進会の総会で、今までの⽇本⽣活についてスピーチをやりました。このスピーチを準備す
る時、写真とか思い出を載せたいろんなものが出てきて、懐かしくて、何回も何回も涙があふれました。スピーチを
やるとき、泣いちゃだめと思いながら、こらえきれず、泣いてしまいました。あと⼀ヶ⽉、みんなと笑顔で別れるた
めに、今は頑張るしかない︕悔いが残らないように︕

 

６⽉９⽇

お⺟さんにオームライスの作り⽅を習いました︕初めてのオームライス、⼤成功だったぜぇ〜中国に帰って、「私は
料理できるよ」と家族に⾔いたいから、今は頑張っています︕

許佳傑さんの⽇記



 

６⽉１５⽇

今⽇はおばあちゃんの家でたこ焼きパーティーをやりました︕私は意外に上⼿でした（⼤笑）。それに、カラオケを
やって、中国の歌もいっぱい歌いました。満⾜╮(╯▽╰)╭

 

６⽉１６⽇

⾼知で撮影した映画「県庁おもてなし課」を⾒て、私はずっとその中のロケ地を⾒に⾏きたかった。で、今⽇は中津
渓⾕に⾏ってきました︕やっぱり、⾃ら体験するのと映画で⾒た感覚が違います。あぁ〜、本当に⾔葉で表現できな
いほどきれいでした。⽇当たりで渓⾕に⼊る⾵景と出る⾵景の味わいも別々特⾊があります。みなさん、機会があれ
ば、ぜひぜひ「県庁おもてなし課」を⾒てくださいね。⾒てから絶対⾼知のことが好きになると保証します(⊙v⊙)

 



 

これは⽇本語で投稿されたものです
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