
⽇本に着いたよ。。

2012.08.29

東京の新宿で研修中。でも遊びには出られない。。でももうすぐホームステイ先に⾏けるんだって。新しい⽣活が楽しみだな~
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1週間

2012.09.08

三重に来てもう⼀週間。クラスメートも先⽣もとても優しくしてくれる ⼼配しなくていいよ〜〜ホストファミリーも最⾼（ps:お姉ちゃん綺麗だよ）。初めは家の習わしがよ
く分からなかったけど、お⽗さんとお⺟さんが根気強く教えてくれたんだ。

ここで⼀番好きなのは静かで綺麗な⾵景。ちょうど撮ったのだけど、写真のアップができないよおおお。 ，やり⽅分かったら皆に⾒せるね。

ついでに、困ったことを少し。どうして皆、数学が簡単だと思うの︖三重⾼校では⾼⼀で⾼⼆の数学を教えてて、すごく難しい。。それまでのが全部できないから、今必死に追
いつこうとしてる 英語はゼロからスタート。仕⽅ない。勉強⼤変だな。 でも最近は、⽣活を楽しまなきゃとも思う。少し⽭盾してる。バランスとらなきゃ〜
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学園祭

2012.09.15

  昨⽇は学園祭。楽しかった。 ，カメラの調⼦が悪くて、電池切れ。悲しい。。。でも皆で⼆週間かけて作った“⿓”は撮ることができたよ。数百個の⽸を使って、毎⽇毎⽇、
⽳を空けたり、ひもを通したり。完成品は壮観だよ。カメラが直ったら写真載せるね（毎回こう⾔ってる ，でも、今は充電すらできない。なんでだろう）。

 午前は友達数⼈とあちこち⾒て周って、結局どれにも参加しなかった。。⾜だけが痛い ，お昼近くにやっと出し物を⾒に⾏った。真っ暗な講堂では、ライトダンスとかわい
⼦ちゃんたちが踊るAKBのダンス。⽬の保養になるなあ 。お昼ご飯はしょっぱいジャガイモ。 。⼀番怖かったのは隣のクラスのお化け屋敷。導き出された結論は̶̶さす
が貞⼦を産んだ国、ということ。本当ーーに怖かった ，私が⽸カラを叩いている時に隣で作られていた“⾃作の⽬⽟”の威⼒を思い知った。。。わざわざこのお化け屋敷を作
った⼦と⼀緒に⼊ったのに、この⼦の⽅が私より叫び声をあげていたよ︕

  夜は皆と⼀緒に晩ご飯。おしゃべりして、写真を撮って、最後は太るの覚悟でアイスクリーム。いいんだ。楽しければそれで︕

  三連休を楽しんだら、次はまた学校⽣活だ〜

劉佳妍さんの⽇記



⾊々なプチ旅⾏

2012.09.23

⾃分がナマケモノなのは認めざるを得ない。先週のことを今週になってやっと書くなんてね。メインは三連休に⾏ったいくつかの楽しい旅⾏について。ホストファミリーはみん
な本当にいい⼈ばかりだ 、ファミリーのみんな⼤好きだよ~

先週の⼟曜⽇に伊勢神宮に⾏ったの。外宮と内宮は特にこれといったものがなかったから、ここではちょっと省略させてもらうね。なんでも何枚も塀を隔てた奥の部屋の中には
神様が住んでいるとかで、お⺟さんと⼀緒に参拝してみたんだけど、そのお祈りを、神様が本当に聞いてくれてるかは分からないよねぇ。景⾊もすごいよかった。あちこちに林
があって、どの樹も⽴派で樹齢が⻑そうだった。幹の太いものだと5、6⼈が両腕を伸ばしてようやく抱きかかえられるくらい。⾷いしん坊にとって、⼀番印象深かったのはや
っぱりお昼に⾷べた伊勢名物の̶̶“⾚福”かな。これは本っ当においしかった 。お⺟さんによると、上に乗ってる餡の形は伊勢神宮の外を流れる川のせせらぎをかたどって
いるらしい（でもお⽗さんはこういうふにゃふにゃしたものを⾷べるのが嫌いなんだって。個⼈的にこれはハイレベルな“⾷いしん坊”の⼤きな損失だと思うんだ ）。

⼀番感動したのは̶̶お⺟さんがピンク⾊のお守りを買ってくれたこと。すっごい嬉しかったよ。迷信とかはそんなに信じていないけど、それでもやっぱり家からこんなに遠く
離れて⽣活していると、どうしてもひとつやふたつ、⾃分や家族を安⼼させてくれるものがほしくなるんだよね。お⺟さんはそういう気持ちをくみ取ってくれたんだろうな

午後は⿃⽻市の朝熊⼭に⾏ったよ。ぐるぐると⼭道を回っていたせいでふらふらになっちゃったんだけど、それでも頂上の素晴らしい景⾊を⾒たら、ここまで登ってきた甲斐が
あったなって思えたよね︕頭上には雲が漂ってて合間に霧が⾒え隠れして幻想的だったし、⾜元にはどこまでも続く⼤海原とすぐ⽬の前に⼩さな島が⾒えた。海の向こう側がも
う愛知県で、そこにはわたしの友達がいるんだなぁとか思ったり。⾓度を変えると、今度は⼤きな⼭々がどこまでも連なっていて、その勇ましさに思わず感動しちゃったよね。
やっぱり⼤⾃然っていうのはいつも我々にに驚きと、感動を与えてくれるんだなぁ。。

⽇曜⽇は琵琶湖に⾏ってきたんだ~三連休だったから観光客がたくさんいて、朝出発したのに渋滞でお昼にやっと着いたの。近くからじゃなくて、⼭のケーブルカーに乗ったん
だけど、でもまぁそれでも琵琶湖を遠くから⼀望したことにはなるかな。最初にロウプウエ（原⽂ママ）に乗って⼭頂まで⾏ったんだけど、視野がどんどん開けていく感じはす
ごく気持ちがよかったよ 。しかし⼭頂の気温の下がりっぷりは完全にわたしの想像のはるか上で、あまりに寒くて震えが⽌まらなかったよね。そのあと⽜丼を⾷べたらちょ
っと良くなったけど、レストランから出てきたらまた震え始めちゃってさ 。あとで知ったんだけどここは冬になるとスキー場になるらしい。。。。そうだ、頂上に⾵鈴みた
いな楽器があってね、上から下まで⼀度に鳴らしてみると＜トトロ＞の曲になるの。わたしも⼀曲演奏してみたよ ケーブルカーに乗って降りてくるときにちょうど良い場所
がとれたから外の景⾊を思い切り堪能したよ。⼤きすぎて視界に収まりきらない藍⾊の湖が、太陽の光に照らされてキラキラと輝いていてすごく眩しかった。遠くから⾒たから
か湖⾯がすごく静かで、なんだか急に重苦しい気持ちになった（これはわたし個⼈の感想だよ。⾃分でもなんでそう感じたのか分からないんだけど）。でもそんな気持ちも温度
が戻ってくるにつれ和らいでいった。やっぱり地に⾜がついてるっていいよね︕
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いろいろと

2012.09.23

えーとまず最初に卓球部に⼊ったことを報告しないとね。そんなに厳しいクラブじゃなくて、⾏くのも帰るのも⾃由だし、先輩や先⽣もすごく丁寧に教えてくれるし。おかげで
卓球するのがすごく楽しいんだ。⾃分のやってることを好きになれるって素敵なことだよね。

来⽉には中間テストなんだ。プレッシャーやばいよぉ。歴史とか倫理とかどうしたらいいんだろう。。。国語と英語も不安だし。。。数学はたぶん新学期始まってすぐのテスト
のときよりは良くなってると思うんだけど。まぁテストの範囲が新学期始まって今まで習ったところまでっていう前提の話だけど。。

今週末に東京で働いてるお兄さんが帰ってきたの。すごく良い⼈で、⽇本⼈で初めて⾯と向かってわたしに尖閣諸島のことについて聞いてきたし、中国の反⽇に対する⽇本⼈の
意⾒も初めて聞けた̶̶“⽇本でも少数ではあるけれど中国に反発している⼈はいる。中国で反⽇の勢いがあんなにも⼤きくなってしまったのは、⼈⼝が13億もいるからで、
1.3億⼈の中の何千⼈と13億⼈の中の何万⼈とじゃ、占めてる割合はそもそも同じなんだ。両国⺠とも平和に解決することを望んでるって信じてる”。わたしには政治のことは
よくわからないけど、でも初めてこんなに論理的な話を聞けた気がしたし、すごく公正な考え⽅で、⼼の中ですごい感動した。⽇本⼈ってあまり⾃分の考えを⼝に出さないって
聞いてたから、ちょっと⼼配してたんだけど、でも今ようやく⾃分の考え⽅を話してくれる⼈が現れたから、そんな⼼配もかなり軽減されたよ。。わたしも同じく、平和的に解
決することを望んでる。平和が⼀番だよ。。
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中華料理

2012.10.05

久々の⽇記だぁ。。最近結構忙しくてさぁ。なんだか勉強すること、勉強しなきゃいけないことがたくさんある気がしてね。でもなかなか時間を上⼿く使えなくてさぁ。あと
ね、毎回卓球をやった後はすっごい疲れちゃって、めちゃくちゃ⾷べちゃうの。その結果どうなったって︖̶̶やっぱり太らなかったよ。私に少しでも⾁をつけてもらいたいっ
ていうお⺟さんの願いに背かなきゃよかったなぁ 。

昨⽇はこっちのお⽗さんの誕⽣⽇だったの。ちょうど“happy brithday”って貼ってある包装紙のプレゼントを多めに持ってきてたからそれをお⽗さんに贈ったんだ。当初は包
装紙の選択を誤ったってちょっと後悔もしてたんだけど、まさかこんな偶然があるなんてね。うん、結果オーライだ。その⽇は誕⽣⽇ってことで、夜ご飯に中華料理屋さんに⾏
ってきたんだ。⼀ヶ⽉ぶりの中華だったから、なんかすごい感動した~⽇本⼈が作った中華料理ではあったけど、味はなかなか本場って感じだったよ。特にあのチャーハンね。
ほんとにチャーハンだった

再来週はもう中間テストなんだぁ。勉強頑張ってるなう
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⽇記は久しぶりだよね

2012.10.18

テーマのとおり、最近は試験で、⽇記ぜんぜん書いていない。今⽇は⽇本語で書いてみようか、初めて⽇本語で書くので、⻑い⽂章を書くつもりはないけど。

じゃ、まずはもちろん今⽇で終わる試験のことだ。数学と物理はよくできたはずだけど、あんまり⾃信ないわ、英語はまあまあ、国語の⽅はさんざんでした 。古⽂と現代⽂
は分けて受験するので、古⽂はまったくわからなかった、３点ぐらいでしょう。好きな化学はよくできなかった、やはりちょっと怠けたね、物質の⻑いカタカナの名前がちゃん
とおおぼえなかったなと、今は悔しいけど。

まあ、試験は以上、明⽇からまたクラブに⾏くつもりだ。ところで、このごろずいぶんアニメをみました、ずいぶんお⾦をかかった、でも国内の授業はずいぶんやらなかった
、みんなはどう︖

これは⽇本語で投稿されたものです
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昨⽇、今⽇、明⽇

2012.10.24

昨⽇後井先⽣が学校とに来ました、いろいろ話して楽しかった。そして問題も⾒つけた、時々ホストファミリの考えをちゃんと理解しなかったなど、これからはもっと交流し
て、迷惑をかけないようにしたいです。⼣⾷会でつぎのホストファミリにも会いました、みんな親しくて弟と妹がいます、それなら今とちがって姉さんになるなあ、きっと仲良
くなれるでしょう。

今⽇は家庭の授業でケ⼀キを作った、四⼈の組で２時間⽬かかってやっとできた、みんなでつくったからか、すごくおいしかった。

明⽇は遠⾜です。京都ですよ、楽しみますね。

これは⽇本語で投稿されたものです
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京都遠⾜だよ

2012.10.25

やっぱり中国語で書くのがいいな。スラスラ書けるしね。

さて本題。今⽇１年⽣は京都に遠⾜に⾏ってきたんだ。すごくよかったよ。だけど⾵邪でノドがやられちゃって、声がでないからバスの中で話ができなかったんだけれど。。

バスは予定よりも５０分早く⽬的地に到着。だから余裕をもってスケジュールもスタート。まず平安神宮からバスに乗って三⼗三間堂へ。靴を脱いでなかにはいると、すぐに
1001体の千⼿観⾳がお出迎え。どれもちょっとずつ違うんだよ。全く同じものはないんだって。こんなにたくさんの⾦⾊の観⾳様がずらっとならんでいると、信仰⼼はなくて
も、⼀種の敬虔な気持ちがわきおこってくる。観⾳像以外にも、⾵神雷神とかもあって、みんなは、これらを倫理の授業で勉強したことがあるので、実際にみてみたかったって
⾔っていた。でも私は勉強したことがないんだ。これからは観光名所に出かける前に、ちょっと予習しておくほうがいいね。もちろん私たちグループも五⼈も、名前がよくわか
らないアレを買ったよ。えーっと、⽊の板にお願い事と名前を書くっていうアレ。これは決まった⽇に⼀緒に燃やすんだって。そうすると願い事がかなうんだとか。みんなのお
願い事はまず勉強に関してのこと。もちろん恋愛のことも書き添えたけれどね。 ，神様が聞き届けてくれますように~

お昼は京都駅に地下街でおそばを⾷べたんだ。それから⼋つ橋（このまま書くね）も買って帰ったよ。もうお⺟さんと⼀緒に⾷べたけれど、おいしいね。

午後は伏⾒稲荷⼤社をぐるっとまわったよ。本当に数えきれないほどの⿃居があった。真っ⾚な⾵景がひろがって、ひとつひとつに寄贈した会社名や⼈名と⽇時が書いてあった
よ。ps通りすがりの陽気な外⼈さんが、たくさん写真を撮ってくれたんだ~

でも時間が⾜りなくて、1000ｍダッシュしたのに、２分遅刻しちゃった。先⽣のおとがめは受けずにすんだケド。。もう私の肺は限界⼨前。しばらく⾛ったことなんてなかっ
たし。。

とにかく、今⽇はとても楽しい⼀⽇だったな。⼟曜⽇は補習もないし、試験が終わった後の１週間って本当にゆっくりできるね。気分も最⾼。
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スポーツ⼤会

2012.10.31

今⽇はスポーツ⼤会でした。授業もないし、めっちゃ楽しい⼀⽇でした。

私はドッチボールに参加した。はじめてやるのでチームのほかの友達にルールなどを説明してもりいました、でもはっきりわからなかったけど。その後試合が始まった、相⼿は
とても強くて、私も打たれないようにがんばって避けたのに残念ながら最後はやはり打たれた、やはりルールやこつなどは実際にやらなければ上⼿に⾝づけられないなあ。やや
悔しい気持ちをもって、次は絶対にかつとみんなおもったけど、⼀勝もとれなかった。たしかに勢いあれば勝てることじゃないね、実⼒が必要だ。

ドッツボールは負けたけど、うちのクラスのサッカーは決勝で六年⽣にかって⼀位をとった。応援に⾏った、みんなかっこよかった︕

では、今⽇はこれで終わりましょう、みなさん、おやすみ

これは⽇本語で投稿されたものです
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⼗⼀⽉に⼊ったね

2012.11.02

朝起きたら、布団の中と外はぜんぜん違う世界のようなきがした。カレンダーを⾒ると、もう⼗⼀⽉だ、時間の経つのがほんとうに早かった、今年の冬もいよいよ来ましたね。

⾃分は寒がりだから、実を⾔うと、あんまり冬がすきじゃないです。期末試験もあるし。。。でもさあ、どんな季節でも期待することはあるよ。冬なら、⼀番楽しみのはもちろ
ん雪だ。故郷でも南京でも雪は珍しいので、雪の⽇の記憶はさらに強く残った。寒くてぶるぶる震えても、友達と真っ⽩の世界で叫んだり、⾛ったり、雪だるまえを作ったりし
て、幸せの思い出がいっぱいでる。今年の三重県は雪が降るかなあと思って、降ればいいけど、降らなくてもこんな仲良い友達さえいれば幸せのことだと思います。

みんなの⽇記を⾒て、みんなは⾃分の⽣活や気持ちなどをちゃんと書きました、これも⼤切な思い出になれるかもしれない。⾃分は暇があってもあまり書きたくないで、ちょっ

と怠けたじゃないかとおもって、これからはぜひいろいろ書くつもりです。今⽇の冬についての雑談は以上です、今後の⽇記も期待してください。

これは⽇本語で投稿されたものです
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⽒郷祭り

2012.11.03

 今⽇は松阪市の⽒郷祭りです︕

 朝９時半ごろ、⺟さんといっしょにお祭りの場所へ⾏って、まだ早かったので⾏列が着いてなかった。でも、いっぱい並んでいた露店はもう早めに営業始めた、⼈もいっぱい
集まっていた。ほとんどは⾷物のお店ですが、迷宮や⾦⿂すくいのような⼦供向きのゲームとか、⼿作りの飾りとか、バーゲンにする服やかばんまであります。⺟さんとあちこ
ちに歩いて⾏ったり⾒たりして知らないうちにもう昼になった。焼きそばやお弁当を売る店もあるし、隣の町のお⼟産の店もある。お腹すいた⼆⼈としては、これ以上うれしい
ことはないよ〜まずお⾁屋さんで⾁を⾷べた、その後は岐⾩県の名物である五平餅、お菓⼦屋さんのシュクリーム、ほぼ定番になったから揚げ、無料のキャンデイもいっぱいも
らった。⽇本に来て⾷量はほんとうに増えたなあ。ちょうどお腹いっぱいで気持ちがよくなったとき、今⽇の⼀番⼤事な⾏事、武者の⾏列が始まった。

 こんな⾏事は初めてでした。（専⾨の⾔葉はよくわからないけど）前に侍みたいな多くの⼈があの時代特有な服装を着て列に並んで元気に歩いていた。いよいよ殿さまが出て
きました、周りにも拍⼿が起こった。私は珍しいと思って写真をいっぱい取った。⾃分が写真が撮られたのを気づいた殿さまはなんと私に⼿を振ってくれました、なかなか親切
な殿さまだったなあ。その後はもちろん奥様も出てきました。おもしろかったのは⼦供からなっている列もありました。でも、ちいさな男の⼦や⼥の⼦はあまりうれしくない顔
をして周りの店に完全に⼼ が奪われたような気がした。きっとお腹すいたでしょう 。押されていた⾞で太⿎をたたいた⼦はみんな元気だったよ 。

 歩いていたうちに⾏列を三回も⾒ました。⾯⽩いお祭りでした。来年の祇園祭にも参加できたらいいのに、あのときはもう東京にいるでしょう。

これは⽇本語で投稿されたものです
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⽇常⽣活

2012.11.08

 今週は特に特別なことはない、⽇本にきてから最も⼼が落ち着いている⼀週間と⾔ってもすぎない。勉強、遊び、授業、クラブ、すべてのことが順調に進んでいます。卓球も
⼤きな進歩をとった感じがする。でも、今⽉の末に期末試験があって、また忙しくなるでしょう。試験などのことが近づいたとともに⼼も焦って、何をしてもなかなか落ち着け
なくなるのが常のことです。いつになったら、そんな状況が変わるのでしょうか。いつでも今の状態を保てればいいなあ。⾃分の調節が⼤事だと知っていますけど、ほんとうに
難しいです。  さて、先週の⼤学駅伝を現場で⾒て、絶対にテレビの映したように楽なことではないのです。今週の⽇曜⽇は⾼校駅伝に、友達も出るので、ぜひ応援に⾏きた
いです
これは⽇本語で投稿されたものです

劉佳妍さんの⽇記



ちょとした感慨

2012.11.10

中国語でなければ微妙なニュアンスが伝わらない。微博（ミニブログ）にあった⽂章を⾒て思う所がたくさんあったので、この場を借りて、気持ちを発表するね。 要永远坚信
那些⽼掉⽛的字眼，⽐如坚持，勤奋，真诚，善良……也就是⼩时候⽼师和⽗⺟每天重复的教学内容，虽然可能似懂⾮懂，但其实它们已经扎根在⼼底，只不过很矮⼩，我还没有注
意。懵懵懂懂嘻嘻笑笑的活了⼗⼏年，当我⾃⼰独⽴⾯对很多事情的时候总觉得费解，很多的努⼒都显得很⽆⼒，这时突然发现这些品质已经与我齐肩，与其说是⼒量的源泉，不如
说是彼此信任的战友，与倦怠，与常有的颓废之感，与糟糕的情绪厮杀，失败也是常有，或许它们还不够⾼⼤，我希望它们都能向着太阳⽣长，长到160厘⽶的⾝⾼遥不可及的地
⽅，为⼼灵护航。 没有所谓“别处”。或许可以换⼀个地⽅⽣活，但是缘分是很奇妙的东⻄，与很多⼈的关系是从出⾝起就牵在⼀起，⽐如亲⼈，还有好多⽼朋友。⼀⽣中会遇到⽆
数⽆数的⼈，但是最终在⽣命⾥徘徊的就是那么⼗⼏⼆⼗⼏个⼈，与他们的联系时⽆法斩断的。世事⽆常是这个夏天教给我的，我从那么多泪⽔⾥看清的最残酷的事实，既然如此害
怕失去，就从现在起好好珍惜，与寄宿家庭也是⼀样，本来就不长的4个⽉的缘分也快到尽头了，真的要珍惜。 虽然说⼈应该为⾃⼰⽽活，但往往有了别⼈的⼲预才更有动⼒，⽐如
说现在，为了⾃⼰的未来⽽努⼒︖我根本就不知道未来会是什么样⼦，所以是为了让爷爷奶奶骄傲⽽努⼒，为了让异国的同学认同⾃⼰，为了不辜负爸爸妈妈的期望⽽努⼒着，努⼒
下去。 中国語でなければ伝わらないと思うので、この⽂章は⽇本語に翻訳しないでほしいです。同胞達に向けたものと⾒なしてもらえれば嬉しいです。管理者さんの翻訳、い
つも感謝しています。本当にお疲れ様です。いつもメール⾒ています。返事はしていないけど、とても感動しています︕
これは⽇本語で投稿されたものです

劉佳妍さんの⽇記



不思議な駅伝。。。

2012.11.14

 三⽇前のこどだ。ちょっと遅かったかもしれないが、本当に不思議なことでした

 ⽇曜⽇の朝１０時駅伝は三重⾼の正⾨から始まった。友達の順番は確か⼆区だと聞いたので、お⽗さんとお⺟さんに⾞で⼆区のところまで連れていってもらった。⼀区の選⼿
はまだ着いてなかったので、みんな準備していました。どこにいるだろう、私は呟きながら⼀所懸命探したけど、なかなか馴染みの顔を⾒つけなかった。お⽗さんまでいっしょ
に探してくれたが、三重⾼の選⼿はどこにいるかということも私たちがわからなかった。おかしいよね、順番が変わったかもしれないと私は思った。

 いよいよ⼆区が始まった。⽬の前を通った各選⼿の服に貼っていて、学校の名前が書かれた紙をひとつずつちゃんと⾒ていた。＜あっ、三重⾼だ＞とお⺟さんが叫んだ、でも
友達じゃなかった。確かに順番が変わったね、でも、何区に変わったか確かめましょう。⼀区の三重⾼の選⼿を⾒つけて、友達の名前を⾔ったら、意外に＜今⾛ってるよ＞とい
う返事でした。なあに︕記憶が間違った︖顔がそんなにはっきり⾒えなっかたかもしれないが、髪も体格も友達と全然違う感じで、ぜったいに友達であるはずがなかったの
に。。不思議、ほんとに不思議でした。

 翌⽇、＜昨⽇の駅伝は⾒にいったんよ、⼆区のはじめで＞＜うそ︕来たんや、知らなかったわ＞＜本当だ、私もそれは彩乃とわからなかった＞＜きてくれてありがとう、最後
は１２位を取った、みんなめっちゃがんばった＞わざわざ⾒に⾏ったけど、励ます⾔葉は無論、あいさつもできなかった、ちょっと残念でしたが、ありがとうと⾔われてやはり
うれしかった。

 顔をみても⼈を間違ったのは本当にはじめてです。これからは顔をしっかり覚えなければ。。。。

これは⽇本語で投稿されたものです

劉佳妍さんの⽇記



何を書いたらいいか

2012.11.18

 ＜何を書いたらいいなあ＞と今⽇⼀⽇ずっと考えていますが、なかなか答えが出なかった。。。  とにかく毎⽇充実に過ごしています。たぶん試験が近づいてくるでしょう
か、前のように⼀⽇何もしなかったという気持ちはぜんぜん出てない。やっぱり試験はいいことだね、試験がなければ⾃分が毎⽇積極的に勉強するなんてとても無理だと、私は
そう思う。そういう考え⽅はちょっとおかしいかもしれないが。。。  何の内容もない⽇記を書いてすみませんが、⽇本での⾼校⽣活を楽しんでいる
これは⽇本語で投稿されたものです

劉佳妍さんの⽇記



2012.11.23

劉佳妍さんの⽇記



試験期間〜

2012.12.01

先週の⽊曜⽇からの試験は来週の⽔曜⽇までの予定で、なかなか⻑い期間ですし、⼗科⽬もあって、ちょっと⼤変です。でも、ちゃんと復習すれば問題ないはずだ（国語は例外
）。ところが、最近、テスト勉強でクラブもほとんど⾏かなかった、そのままではまた原点に戻るからだめだ、試験が終わったら、毎⽇⾏くつもりで、最後までやりたいで

す。

⾃分の⽇本語の読解能⼒は⾼めたことを実感した。⼩説を読むとき前よりずっと進んでると感じた、でも、単語や⽂法はまじめにやらないので、まだまだだ。六期⽣からのアド
バイスをみたら、そろそろ⽇本語の勉強も始めるころだ。この⼀年はぜったいにもったいなくなってほしくないのです。

これは⽇本語で投稿されたものです

劉佳妍さんの⽇記



のんびりの週末

2012.12.08

試験の終わった最初の週末、のんびり過ごしています

⾦曜⽇はクラブに⾏きました。ほんとうに久しぶりです。先輩や先⽣はいつもと同じように熱⼼に練習をやってくれました。先⽣と⼀時間もやって⼤きな運動量に体もだんだん
慣れてきました。疲れたけど⾃分は前より元気になったような感じがする。やはり運動は⼤切だなあ。

今⽇は初めて⾷べた料理は⼆つあるよ 。まずは昼の⽯鍋焼です。⽇本で韓国料理をたべるのはなかなか⾯⽩い感じです。とてもおいしかった 。そして夜は回転寿司です。
⽣ものは⾷べられないのは残念ですが、卵焼きやてんぷらなどいっぱい⾷べました。でも、⾷べ物より寿司の取り⽅や店⾃⾝は印象深いです。回っている寿司をとってもいい
し、注⽂してもいい。注⽂したものは台所の窓⼝から滑って⽬の前に⽌まって、それをとったらいい。お客さんにとってとても便利なやり⽅だと思います。おもしろい体験でし
た

これは⽇本語で投稿されたものです

劉佳妍さんの⽇記



补照⽚~

2012.12.12

⼏个星期前和爸爸妈妈姐姐去了⼤阪，本来⼀回来就兴冲冲的写了⼀篇⽇记，不过不知道怎么回事到现在都没翻译出来，可能是当时没发的出去 ，⼜没有留草稿。。。今天就把
那天拍的照⽚补⼀下好了，毕竟是难得的⼀次⼤阪游~

阪急百货的某层楼，灰常美丽的旋转圣诞树

脖⼦会动的长颈⿅（当然不是真的。。），我以为是静⽌的⼀玩具，所以⽆意中发现它的头在⼀点⼀点，⼀点⼀点转向⾃⼰的时候差点没吓晕过去

之后和爸爸去了空中庭院，站的⾼，望的远~

⼤阪对⽐我住的⼩城，还是⼩城有感觉︕

劉佳妍さんの⽇記



就是这么多了，对那篇⽤⽇语写的长篇⽇记的损失表⽰很⼼痛

顺便说⼀下考试结束后的⽇⼦真的很悠闲，不过寒假⼀结束⼜有考试。。寒假都不让⼈好好过。。再过半个⽉就要换寄宿家庭了，真的很不舍 ，怎么都觉得家⾥⼈⼀直帮我做这
个做那个，⽼师也是，什么事都特别考虑我的感受。反过来⾃⼰有⼀种什么都没为别⼈做的感觉，必须⾃省

これは⽇本語で投稿されたものです



神⼾︕

2012.12.15

⾦曜⽇は学校を休んで神⼾へルミナリエを⾒に⾏きました 、ルマナリエとは阪神地震で亡くなった⼈を記念するために⾏われる点灯式です。友達に⾔ったら知らない⼈もた
くさんいるみたいで、ほんとうにいろいろ体験して勉強にもなりました。

この写真は前⽇⼤阪に⾏ったとき、空中庭園で撮ったのです。三週間後、またみんなといっしょにあのきれいな川を渡って向こうの神⼾に⾏ったなんてほんとうに思わなかった
です。お⺟さんとお⽗さんに⼼からありがとうございます。⾃分は幸せです︕

⾞の窓から⾒た神⼾はこんな感じです。麓に沿って建てられた町は初めて⾒ました。

⼭の上まで通った狭い道で、歩くのも⼭に登ると同じ意味だから上がり下がりは⼤変疲れました。

洋⾵の建築がたくさんあって、珍しく⽬の前に出た和⾵の着物館もいい感じでした。

劉佳妍さんの⽇記



太くなったかけんとパパ

どこでもクリスマスの雰囲気が漂っています。（サンタクロース姿勢はちょっと。。。）

⻑安⾨、南京町︕⾁まんとかペキンダックを⾒たらほんとうに懐かしくて、⼆つのかわいい⼈形を⾒ると⼩さいころ⺟もそんな髪型を作ってくれたなどいろいろ思い出した。ち
なみに、⾁まんはすごく中国の味わいが出ました

地震の後そのまま残された道です。⼗数年前の地震だがそれを⾒たらまるで⽬の前に起こったようで、怖い感じがしました。災難に負けなくて、⼀所懸命がんばって新しい⽣活
を始めた⼈たちは強い⼈間です。⾃分ならできるかどうかもわからないが、いつまでも強くなりたい気持ちを持っています。



これからは本題に⼊ります（前奏は⻑い。。。）平⽇だから普通より空いていますが、やはりひとが多くて、みんなカメラや携帯を持って点灯の瞬間を待っていました。私もす
ごく期待して、始まる前に流した⾳楽はなんとか⻑くて⻑くて終わらない感じでした。ーーーー点灯の⼀瞬︕周りのすべてが⾊を失ったほどの眩しさでなんとか感動︕

その道を通ったら公園に着きました。今度は⾨ではなく、ヨーロッパの城に変わった。さっきの⾔ったとおり、周囲の⼀切があの幻の光の下で⾊を失った、もちろん私も含めて
〜私を⾒つけたか︖

神⼾はとてもいい感じでした。港町だから、常に海⾵のにおいがして、私にとって⾮常に珍しく、空と海をつながっている美しい地平線が⾒えました。家に着いたのはもう夜の
⼗時ごろ、つかれたが、そのおかげで、都市のきれいな夜景も楽しみました。電気の光は地上の星、空の星といっしょに真っ⿊の背景を飾っていた。どこかから⾒た⾔葉で、あ
らゆる光の裏には、必ず家族がいる、笑い声がある、幸福がある。わたしにとって、幸福とはみんなといっしょにいること。ホストファミリーのみんなも、クラスのみんなも、
海も隔てて、本来何のつながりもない⼈たちが会えて、いっしょに暮らせて、愛情も⽣み出す。そのすべてが縁のほかになにも⾔えないだろう。この縁を⼤切にしている。

 

これは⽇本語で投稿されたものです



松阪の⻘⾊

2012.12.15

今⽇は⼟曜⽇ですが午前中は授業もあるので、ちょっと⽂句を⾔いたいが、午後は⼭のほうへドライブに⾏って短い旅⾏でもしたか
ら、やはり今⽇は楽しかった。

このテーマの意味とは今⽇の中⼼は＜⻘⾊＞ーー私の⼤好きな⾊だ

⼭なら最初の⻘⾊はもちろん⽊だ

どこでも⽣きられる⽊、みずみずしい⽣命⼒

⽯は不思議にハートの形にしている。

川の⽔も⻘︕

劉佳妍さんの⽇記



きれいな景⾊、⼭と川の結合

空⾊が⼀番好き

いっぷくしよう︕はじめて⽇本茶の飲み⽅を習った（お茶も⻘⾊だ）。お菓⼦もおいしいし、お茶もおいしかった 和室で外の庭の
池に泳いでいる鯉を⾒ながらお茶を飲んだりすると⾃分も古⼈になったような感じもした。

お⺟さんと作った鶴だ。もう作り⽅がほとんど忘れちゃった 、でもようやくできた。どっちが私の作ったのかみんな知っている︖
（答えは簡単だ）



 やっぱり松阪はいいところだ︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです



幸せなクリスマス

2012.12.24

⽣まれてから初めてこんな＜正式なクリスマス＞を経験した。幸せなクリスマスだった︕

みんなクラスでのクリスマスパーティーに出たと聞いていますが、うちの＜ファミリークリスマスパーティー＞はぜったいにそれに
負けないと思うよ

では、まずはおいしそうな料理（ほんとうにおいしかった）。静かなクリスマス⾳楽が流れていていい雰囲気が作られた。それを聞
きながら料理を⾷べるのもなんとか上品なことになった感じもあった。

クリスマスケーキのクローズアップで、サンタクロースのチョコが私は⾷べた。サンタはちょっとかわそうだけど、⽢くて私は満⾜
だった

We are famliy!

お⺟さんとお姉さんからもらったプレゼント、写真から⾒ると⽩いのはすこし正体不明だが 、実はひざ掛けなどいろいろなれる多
機能の暖かいやつだ（こういう⾵な説明はみんなわかるかなあー）。かわいいクッキも今⽇もらったのだ。⺟さんからの、ほかにク
ラブの先輩からのお菓⼦もいっぱいもらったが、写真を撮ろうと思ったときもうすでに⾷べちゃった 。残念だった︕ところで、冬
休みでも部活があって、毎⽇三時間も卓球をやっている。疲れるこどだが、運動にもなって、毎⽇も充実に過ごせるようになった。

劉佳妍さんの⽇記



今⽇はクリスマスイブから、先⽣はシュークリームを買ってきた。みんなは運動した後、囲んで座ってしゃべりったり、笑ったりし
ながら⾷べた。暖かいクラブだ 。

  

夜、⺟さん、⽗さん、姉さんといっしょに映画館へ映画を⾒に⾏った。－－－００７です 。最初は注意⼒を完全に奪われていた状
態だったが、だんだん遅くなって（１２時近い）、最後は眠くて眠くてたまらなくなちゃった 。でも、映画を⾒に⾏きたい願いは
やっと叶えた、とても満⾜した。

昨⽇は⼀⽇がんばって、２０枚の年賀状を全部書き終わった。今⽇も郵便局に⾏って、それらを出した。感謝の気持ちをみんなに伝
えられたらいい。

⼈からいろいろもらったし、⾃分もいろいろがんばったし、ほんとうに幸せなクリスマスだ︕

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです



⼤阪の旅2回⽬︕お兄ちゃんがガイドをしてくれたよ~

2012.12.31

12⽉30⽇にホストファミリーの⼈たちとまた⼤阪に⾏ってきたよ。今回で2回⽬。でも今回も新しい発⾒がたくさんあったんだ。やっぱり“遊び”っていうのは何回でも飽きない
ものだね︕

ちょうどお兄ちゃんが東京から帰ってきてて、しかも⼤阪で1年暮らしたことがあるってことで、今回お兄ちゃんにお願いして1⽇ガイドをやってもらうことになったの。お⽗
さんもお⺟さんもおねえちゃんもみんなそれぞれ買いたいものがあるらしく、メインは“買い物”ってことになった。こうして“遊ぶこと”メインにしてた我々少数隊はみんなと分
かれ、単独⾏動をすることになったのである。

最初は̶̶⽇本橋︕この場所に対する評価は̶̶“⼤阪の秋葉原”とも呼ばれている⽇本橋はほんとに漫画アニメゲームオタクたちの聖地だった︕どのお店もすごいオープンで、
⼀歩中に⼊るとそこにはもう⼆次元の世界が広がってた。ほんとは友達に頼まれて雑誌を買いにいったんだけど、多分まだ発売じゃなかったみたいで、漫画やアニメの書籍専⾨
店でしばらくぐるぐる探してたんだけど、なんだか⾃分も⽬が回ってきちゃったし結局⽬的の本も⾒つからなかった 。でもラッキーなことにこのまんまるな顔⽂字クンと⼀
緒に写真が撮れたよ

 

本屋さんの中

続いては̶̶通天閣︕新世界っていうところに⾏ったんだけど、なんだかすごい時代を感じるところで、古ぼけているというか、うぅん、あの感じをなんと描写すればいいのや
ら。。昔の上海って感じ︕（なんて分かりにくい例えなんだ︕）有名なキン⾁マンの⼈形は、もはや⼀種のブランドみたいになってるね。

お兄ちゃんと⼊り⼝のところでしばらく並んだ後やっとエレベーターの乗れたんだけど、タワーに上ってからもまた⼈の列 。でも列に並びながら壁に飾ってある写真とショ
ーケースの中に飾られている⾻董品を眺めたりしてたから，通天閣の歴史についてもまぁなんとなく理解は出来たんじゃないかな。こういう順番待ちなら時間を無駄にしなくて
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いいのかも（中国のトラベルビジネスもこういうところは参考にするべきじゃないかな）。何⼗年か前の⽇本の街中はこんな感じ

ポッキーを使って作った通天閣。もしかしたらグリコが協賛してるのかもしれないって疑いたくなるほど、あちこちにポッキーとあの⾛ってるおじさんの⼈形がある （この2
枚の写真はみんなの⾸の運動⽤に貼っておくよ~ハイ、左~右~）

なんでもこの⼈形の脚を触ると幸せになるんだって︕

願いを叶えてくれる象。象神様よ象神様、わたしの願いを叶えたまえ

お昼は⼤阪名物の、串つか（原⽂ママ）を⾷べにいったよ。関東煮にちょっと似てるんだけど、煮たものじゃなくて、油で揚げたものなの。写真を撮るのを忘れちゃったから、
こんな抽象的な説明で勘弁してください。午後はコーヒー屋さんでコーヒーを飲みながらおしゃべりしてたらあっという間に時間が経っちゃった。お兄ちゃんとのおしゃべりの

メインテーマは個⼈と国家の将来発展について 。やっぱり男⼦との会話は話題が違ってくるね。。噂話とかそういうのとはかけ離れた話題。。

午後3時にみんなと合流して、⼤阪離脱。こないだ⾏った時よりも時間はかなり短かったけれど、それでもすっごい充実してて楽しかった 。この短い4ヶ⽉間でもう2回も⼤
阪に⾏っちゃった。神⼾、松阪あたりも⼀通り回ることができたし、旅⾏したいっていうわたしの欲望はもう完全に満たされたよ。ホストファミリーのみんなにもほんと感謝。
お兄ちゃんも、ガイドお疲れ様でした︕



夜ご飯を⾷べてからみんなで⼀緒に温泉に浸かりに⾏ったんだ。初めての温泉で、しかも露天。すごい新鮮だったしやっぱりすごい気持ちよかった。体中がぽかぽかしたよ。銭
湯みたいな閉鎖的な感じも全然ないし、むしろ夜⾵が気持ちよくてさっぱりした。良い体験をしたな。

今⽇はいよいよみんなと年越し。“⼣飯”と紅⽩歌合戦楽しみだな︕中国にいる家族と友達、それから⽇本の先⽣⽅クラスメイトのみんな、良いお年を︕みんなにとって素敵な
2013年になりますように︕

これは⽇本語で投稿されたものです



年越し

2013.01.01

皆さん、あけましておめでとございます︕

昨⽇は⼤晦⽇で、ホストファミリーのみんなといっしょに新しい⼀年を迎えました。とても⽇本⼈らしい年越し⽅だったよ

朝から松阪市の鈴の⾳バスに乗って、松阪市をぐうっと⼀周回った。途中はいろいろあったんだけど、３時半ごろようやく家に着いた、いい体験でもあったね。お⺟さんとお⽗
さんはずっと台所でおせち料理の準備をしていた。ほんとうにお疲れ様でした 。いよいよ料理が出来上がりました︕

海鮮は珍しくておいしかった ︕その後も前から⾒たかった紅⽩歌合戦をテレビで最後まで⾒ました。やっぱり⾳楽はリラックスでも興奮させることでもできるものですね
。

１２時近い時、みんな⽤意し終わって、お寺へ出発︕お鐘を鳴らすためだった。もうすでに⼈が並んでいた、やっと私の番になって、精⼀杯の⼒で鳴らした、今年も元気な⼀年
になるように︕

それからは初詣だった。松阪神社でみんな初詣に並んでいた。夜１時なのに、眠きぜんぜんなかった。それはたぶんにぎやかな雰囲気のおかげでしょう 。とても寒かったの
で、みんな⽕の周りに集まっていた。なんとなく南京の学校で毎年の年末に⾏われるパーティーを思い出した。今年は参加できなかったけど、ここではまったく同じような場⾯
が⾒えた、なんとか不思議だった︕

神社で神様に願いを⾔った。叶えてくれるかなあ。
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初詣が終わったあと、店で年越しそばを⾷べた。おいしいさばだった。体も暖まった

寝るのはもう２時半だった。疲れたが有意義な⼀⽇を過ごしたとも思った。今朝起きたら、も９時半だった。こんな朝ごはん（昼ごはんもいっしょ）を⾷べて、また元気を出し

た

とこらで、お⽗さんから年⽟ももらったよ。ありがとうがざいました︕

今年もがんばります︕

これは⽇本語で投稿されたものです



健康第⼀︕

2013.01.12

病気になってみて初めて健康というものがいかに素晴らしいか気付く。元気があって、⾷欲があるって、本当に幸せなこと。年末に⼆回熱を出した。お腹も下して何⽇も苦しん
だ。今ようやく落ち着いたところ。服を着込むとかもなかなかできなくて。制服はあんなだし、毎⽇の登下校は寒くて耐えられないくらいだけど、我慢するしかない。来⽉から
⾃転⾞で登校するのだけど、友達と⼀緒だから少しは温かいかな︕（悲しい。。。）

新しい家には、もうずいぶん慣れた。家には⼩さい⼦供もいるし、ますます活気づいているよ。でも前のホストファミリーとお別れするのはとても悲しかった。お⽗さんお⺟さ
んにはしっかりとお礼を⾔ったけど、あのお家でちゃんと良い⼦でいれたのかな。こういう別れにもだんだんと慣れていくんだろうね。成⻑するということは、たくさんの⼈と
出会って、その⼈達とお別れするということだから。そして、ずっと側にいる⼈が、家族になるんだね。

健康第⼀が今回の最⼤の教訓。皆も寒さに気をつけてね。⼀か⽉後、元気な皆に会いたいからさ︕
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たこ焼き

2013.02.11

最近通学の時間が増えて、毎⽇は前よりずっと忙しくなった感じもした。暇がなくて、怠け者でもあるし、⽇記をあまり書かなくなってしまった。ほんとうにすみません、⾃分
にたいしても、⽇記を楽しんでいる親にたいしても。今⽇ももう遅い時間になったので、この前、弟と妹とたこ焼きを作った時の写真をみんなに⾒せたいと思って、⼿短に書く
つもりだ。

半製品だ

まじめにつくっている

完成︕

楽しかった晩御飯、⾃分で作ったものはやっぱりおいしかった。温かい家族だ︕

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです
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中間研修

2013.02.11

中間研修から帰ってきてもう⼀週間経ったけど、みんなと再会出来たときのことは今でも忘れられない。ほんとに思うところはたくさんあるんだけどどこから書きだせばいいか
わからなくて、結局中間研修のことを書くのを今⽇まで引き伸ばしてしまった。

前は他の⼈の⽇記を読んでいていつもうらやましく思っていた。毎⽇すごく充実しているようで、⾊んなところにも⾏っていて。そしてそのどれもがわたしがまだ体験したこと
のないことだった。でも実際みんなと会って、ようやく誰もかれもが順⾵満帆というわけではないことに気付いた。みんな上⼿くいかないこともたくさんあって、憂鬱なときも
あって、⾒えないところでたくさん努⼒してて。やっぱりみんな同じだったんだな。

なんだかんだ⾔って、わたしの今の⽣活環境もそれなりに良い条件が揃ってるんだよね。家から学校までの距離もそんなに遠くないし、周りにはスーパーや、郵便局、図書館、
その他⽣活する上で絶対必要な施設は⼤⽅揃ってる。ネットにも繋げられるから世間から切り離される⼼配もないし、そして⼀番⼤切なホストファミリーや、先⽣、それからク
ラスメイトたちもわたしにすごく良くしてくれてる。それはもう、⾃分⾃⾝みんなを傷つけるようなことをしてないか、迷惑をかけるようなことをしていないか⼼から省みたく
なるくらい。前はこういうことも当たり前だと思っていたけど、今になってやっとそうじゃないということに気付かされた。昨⽇たまたまとある中国⼈と会って⾊々話してたん
だけど、彼⼥はホストファミリーなんていうのはテレビや新聞上で描かれている絵空事だとばかり思っていたみたいで、わたしの話を聞いて、ほんとにそんなことをする⼈がい
るんだということにすっごい驚いていた。そういえば前にも同じように他の中国⼈に同じ話をして不思議な顔をされたな。彼らが遠く祖国を離れた異郷の地でどれだけ⼤変な思
いをしてきたのか、またどれだけ世間の冷たさ暖かさに触れてきたのか、わたしには計り知れないけれど、それでもわたしに良くしてくれる⼈が実際これだけいるのだ。わたし
と彼らは家族でもなんでもないし、わたしに良くしたところで彼らにはなんのメリットもないのに、だ。やっぱりわたしは恵まれているんだなと思う。ほんとにすごい恵まれて
る。このことに関しては本当に⼼から感謝しなくちゃいけない。

他の⼈たちと⽐べてもわたしの⽣活環境は本当に恵まれている。だからこれからは他の⼈を羨んだりはしないって⼼に決めた。⼀⽣の中で、⾃分⾃⾝体験することは限られてい
る。経験しなきゃいけないことはいつか必ず経験するし、⾃ら努⼒して勝ち取るということも⾮常に⼤事だ。けれど成り⾏きに任せるという姿勢もすごく良いと思うんだ。だか
らわたしはもうかなり満⾜してる。残りの半年、わたしの⽬標は周りの⼈にもう少し⼼配りが出来るようになるということ。もう少し彼らのことを考えて、例えば⾔い回しを優
しくしてみたりね。つまりわたしは“やさしい⼈”になりたいんだ。周りから与えられてばかりじゃ、なんだか申し訳なくなってきちゃうからね。だからこれからはもっとみんな
に優しく接しようと思う。⾃分からもたくさん与えられる⼈になる。これからのわたしに期待してね︕

あれれ、なんか感想を書いてたはずなのに話がそれちゃったな ，でもまぁ中間研修でわたしが得たものとしては、あの5⽇間なにをしたかということよりも、考えがこういう
⾵に変化したってことのほうが重要だったからよしとします~最後に何枚か写真を貼るね。ほんとに仙台⾏ってきたんだよ

初めて船に乗った~~まぁわたしが乗ったのはもちろんあの⼤きい⽅の船じゃないんだけどね。あの⼤きい船はわたしが乗ってた⼩型船の窓から撮った⾵景なのです。。。

船から下りて、愛知県の⼥の⼦2⼈と全⽇空の⾶⾏機に乗ったよ~

みんなで集合写真 （カメラマンのおじさんハーレムだ︕）
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すごい楽しい中間研修だった︕また半年後会えるのを楽しみにしてる。みんながんばろうね~

 

 



餅つき

2013.02.11

昨⽇、先⽣に誘われて餅つきに⾏きました︕中川先⽣がボランティア（⽇本語を教える）をしているところでやったのです。そこでほかの外国⼈にも会いました、中国⼈もいま
したよ。まずみんなといっしょに⽇本のお正⽉についてのクイズをやりました。間違えた答えがいっぱいでてしまいました 、でも、知らなかったことを知ってよかったで
す。

クイズタイムが終わって、早速餅つきの準備が始まりました。

 

さあ、つき始めますよ

⾯⽩そうに⾒えたから、私もやってみました。でも、思ったよりずっと重くて、もう腕の動ける重さを終えたので、すぐ諦めました〜

こんな「重労働」はやはりおとなにやってもらったほうがいいだろう、と私は思った。じゃ、簡単な仕事は任せてください 。出来上がったお餅を⾷べれる⼤きさに仕事でし
た。簡単に⾒えますが、実はコツがあるんです、って隣の先⽣が⾔ったけど、あのコツはどういうことか私は今でもよくわかりません 。だから、「適当」にしました。

劉佳妍さんの⽇記



 

 

出来上がりました︕とってもおいしっかた︕

 

ブラジル⼈と「哈尔滨⼈」との写真です。うさぎの⽿はかわいかった

お餅を⾷べ過ぎた結果はーーー晩御飯ほとんど⾷べなかった 。でも、⾯⽩い⼀⽇でした〜

これは⽇本語で投稿されたものです



15年の⽣涯で⼀番楽しかったバレンタインデー

2013.02.17

タイトルの通り、まさかフリーのお⼦様でもバレンタインデーを“楽しめる”なんて思ってなかった︕13⽇は試験があったのだけど、終わってすぐに家に帰ると、ドアを開けた途
端に濃厚なチョコレートの⾹り。⽇本の⼥の⼦がバレンタインデーに⼿作りのチョコを交換し合うことは知っていたので、今年のバレンタインは⾃分もチョコづくりに挑戦しよ
うと思っていたのだけど、まさかお⺟さんが材料から何まで全ての準備をしていてくれて、既に作り始めていたなんて。本当にありがとう〜。私の料理の腕前は本当に悲惨なも
のなので̶̶お⺟さんが作るものを、私も作る︕ということに決めた（なんて⼈任せな…）。作り⽅はとっても簡単。チョコレートを溶かして、中にナッツやビスケットのよう
なものを⼊れ、均等にかき混ぜてから綺麗なカップ（なんて表現したらいいか分からないから、写真を⾒て。。）の中へ注ぎ込んで、固まったら完成。2時間かけて、私のもど
うにか形にはなったかな。弟君も隣でお⼿伝いしてくれたんだ。チョコのおこぼれが欲しかったからみたいだけど。でも⼆⼈で協⼒してすごく楽しかった〜。

⾒た⽬はあまりよくないけど。。でも本当に美味しかった。

完成図

もちろん、次の⽇も⼤量ゲット。幸せすぎる〜︕

素晴らしいバレンタインデーだった。唯⼀の⼼残りは恋⼈がいないこと…最後に、恋⼈たちの幸せを願って︕
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打ち上げ

2013.03.24

 いよいよ⾼⼀が終わりました︕中国のクラスメートよりも早く⼆年⽣になれるなんてなかなか⾯⽩いことだ。さて、クラス分けの前に打ち上げでも⾏こうかという級⻑さんの
⾔葉に、みんな圧倒的に賛成の意⾒を持ちそうだった。そうして、終業式の⽇にパーキングに⾏くことになった。

 お店に着いたら、⽬の前の⼈々にびっくりした。みんなおしゃれ︕なんとか⾃分が⼩学⽣みたいな格好をしているようだった＞＿＜

 

お昼⾷べ過ぎたせいか、お腹ぜんぜんすいてなかった。おいしい⾷べ物にもなかなかテンションが上がらなくて、ほんとうにもったいない︕  でも、その雰囲気にとても感
⼼した。みんな盛り上がって、先⽣まで来てくれたんだ。振り返ってみたら、ほんとうにいいクラスだなあとも思った。いろいろな⾏事を盛り上がって、みんな仲良くしてき
た。しかも、たくさん助けてくれて、友達にしてくれたんだ。分かれるのが寂しいけど、⾼⼆でもこのクラスの誰かと同じクラスになるかもしれないし、また新しい友達もでき
るだろう。残り四ヶ⽉の⽇々はだれといっしょに過ごすだろうか楽しみにしている︕

打ち上げの写真をもうすこし⾒せよう。サングラス⼤作戦︕

   

ハハ、おもしろくない︖

これは⽇本語で投稿されたものです
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