
やっとTAT

2012.08.29

半⽇かかって、ウウッ、やっとネットつながった...これからはここに⽇記を書くぞ...

满雪阳さんの⽇記



バタバタしたまとめですが...後井センセちょっと読んでいただけますか︖

2012.08.31

今⽇はほんとに忙しかった...昨⽇RIEVOLとはしゃぎすぎたからなぁ...12時までずっとおしゃべりしてたの。すごい楽しかった=△=|||...ほんとはもっと遅くまでしゃべってる
はずだったんだけど、ね......夜中にお腹が空いてきちゃってさーそれで仕⽅ないから寝ることにしたの|||【全くおかしな話だよね...】そんなんだったのに朝起きたのは結構早
くてさ。午前中ずっと眠くてぼんやりしてた=+=...中国時間に寝て⽇本時間に起きる⽣活とはよく⾔ったものだよねぇ...なんだかもう毎朝ほんと起きられないし、つらい
し......⽬覚ましを⽌めてから、またお布団にもぐって30分くらい⼆度寝しちゃう......【だからなんだって話だけどね︖︕】......でも実際わたしはまだ寝るの早い⽅なんだよ...
わたしより遅い⼈なんてもっとたくさんいるし...

今⽇は中国⼤使館の教育部【多分こういう感じのところ】に⾏ってきました。偉い⼈にたくさん会ったよ...⽩剛参事官【参事官だよね︖】がたくさんお話してくれて...それから
噂の外務省にも⾏って来た︕すごかったよぉ...【北⽶第⼀课】や【北⽶第⼆课】みたいな事務所があってね、さすがに中までは⼊れなかったけど、それでもすごい厳かな雰囲気
でドキドキした︕

 

その後は銀座にご飯を⾷べに⾏ったんだぁヘヘヘ。インド料理みたいな感じかな...結構美味しかったよ。お店の店員さんも⿊⼈【多分インド⼈かな︖】でね。真的各种异域风情
了...異国情緒溢れる感じだったよ...HCBANAが、前に後井センセ【先⽣の発⾳ね】が⾯談で来たときに⽇本に⾏ったら5キロ太るよって⾔ってたよって...わたしも最初は信じて
なかったんだけどね。ただ⼼連⼼のあの【もったいない】動画を⾒てしまったせいで、超⼤盛りの親⼦丼も、わたしとRIEVOLで死にそうになりながらも完⾷してしまったとい
う...ただ、みんなは味噌汁まで飲みきってたから、ご飯を残してしまったのはわたし⼀⼈だけってことになるんだけどね...【クヤシイ︕】

話が逸れちゃったけど、今⽇の歓迎パーティすごい緊張したあ︕⾯談のときに諸⽥センセがわたしのとこが⼀番賑やかだって⾔っててね。なんでもミナト⾼校の校⻑センセと最
初のホストファミリーである⼭下桑・⼟岐夫婦がみんないらっしゃるそうで...ということはわたしを合わせて全部で5⼈︕......途中ちょっともうどうしたらいいか分からなくな
ったT T...話によると家から学校まではかなり距離があるそうで。登校するとき迷⼦にならないかすごい不安...

宮崎校⻑が⾔うにはわたしに⼀緒に登下校してくれる...パートナー︖【友達みたいなものだと思うんだけど】をつけてくれるらしい。あと毎⽇学校が終わってから専⾨の先⽣が
⽇本語を教えてくれるんだって...うううすごい嬉しい...なんだか不安が半減したような気がする︕そういえば諸⽥センセが、ミナト⾼校はすごく⾃由な学校で、あらゆる科⽬が
⾃由に選択できるって⾔ってたな...数学理科化学⽇本語歴史なんかは必修だな...あとイタリア語とスペイン語フランス語も絶対やるんだ︕︕︕【笑】

明⽇にはそれぞれの場所に⾏くんだー。ホームステイ先の家族のみんなすごい優しそうだったな...出来る限り迷惑はかけないように気をつけよう...なんでも家から中華街が近い
らしいから、そこがちょっと⼼の拠り所になるかもね...あああ中華街QUQ

そういえば中国にいるみんなはわたしの⽇記が読めるのかな︖もし読めるようなら、ちょっとID登録してコメントとかしてくれないかな︖よろしくお願いします~~~~~

今⽇もきっと寝るのすごい遅くなるんだろうなぁ。なんかみんなとお別れしたくないTUT...だってみんなといるのすごい楽しいしすごいテンション上がるしすごいHIGHだ
し︕......まぁ、中間研修のときに会えるし、帰国研修のときにもまた会えるし。お休みの⽇にも誘い合って遊びに⾏けるかもしれないしね......ううう、またチャンスはある
よ︕

PS:後井センセ、⼼連⼼のテーマソング【あれテーマソングですよね︖】わたしたちが⼊場したときに流れていたあれ、すごい良い歌ですね...あれ、わたし達にも⾳源って頂け
ないんですかTUT【ここまで来てやっと後井センセ宛ての内容...申し訳ないです...そういえば後井センセの、⼼連⼼ポーズのあの写真すごい可愛かったです>/////<中国にいる
友達のみんなにも⾒てほしい...】

满雪阳さんの⽇記



横浜に着きました

2012.09.01

今⽇、苦労の末やっと横浜に着いた︕⼭下のお⺟さん、⼟崎のお⽗さんとお⺟さん、港⾼校の校⻑先⽣と教頭先⽣が私を迎えに来てくれたんだ…ここは本当ににぎやかな所だ
よ︕何度【できるだけ迷惑かけない】と⾔ったことか...でもきっとできる...今⽇、撮影担当の先⽣が、私と⼭下のお⺟さんが帰宅する画を撮ってくれた…もっと⾯⽩い出来事が
あれば紹介したいのだけど、仕⽅ないね...╮(╯▽╰)╭...

近いうちに私の映像が⾒れるかもね〜。期待してて︕

今⽇は⼭下のお⺟さんと、⼭下のお⽗さんの家にご飯を⾷べに⾏ったのだけど、帰りに突然泣いてしまった…泣いてるところを⾒られなかったのが幸いだったけど。⼭下のお⺟
さんは【こんな娘がいてよかった】と⾔ってくれたよ...その時本当に中国に戻りたくなった…中国の皆が恋しくなった…それから皆に【今⽇泣いちゃった。帰りたい。】ってメ
ールしたのだけど、皆メールを⾒ていないみたい。寂しいよー︕皆良いホームステイになっているみたいで、本当によかった︕私も頑張らないと︕

えーん。また泣きたくなってきた。。。明⽇は⼟崎お⽗さんお⺟さんの家に⼀⽇泊まるんだ。だから早く荷物の整理をしなきゃ︕

今⽇はここまで︕

满雪阳さんの⽇記



minato総合......後井先⽣、連絡をTUT

2012.09.04

後井先⽣からはあれからずっと連絡がナイTUT...⼼連⼼のテーマソングはすごくいいね。もらえないかなQUQ..私のメアド宛に送ってもらえませんか︖

 

ハハ、今⽇は学校に⾏ったよ。><minato⾼的の制服ってステキ︕胡玥さんが⾔ってたのと⽐べると...プリーツスカートじゃないけど...チェック柄で、可愛い蝶結びのタイ、本
当に素敵︕︕

みんなもよくしてくれるけど..どうしてまだ教材をくれないのかな︖授業の時困っちゃう...minato総合はちょっと特殊な⾼校なんだ。カリキュラムは⾃分で選択して、しかもフ
ランス・スペイン・ドイツ語なんて魅⼒的なのまであって...もう涙ぐんじゃう...それと、⽇本の数学ってどうしてこんなに簡単なの?思い切って数学Bを選択。nanami、
nodoka、kanaチャンたちは、Aにしたみたい。ちょっと⼼配だったのに...授業内容すごく簡単︕放課後、まだ⼼配だったので、eriチャンと後ろの男⼦（ゴメン、名前覚えてな
いやハハハ= =+）に宿題とかは出ないのって聞いたら……ふたりともじっと考えて「ウン、……そうだね……たまにはあるかな」って......エェェ︕こんなことってなかった
よ︕本当に⼤丈夫なのかなTAT...

それとね、物理基礎をやめて、yukinaチャンと⽣物を選択することにしたんだ..ワァァ、⽣物の授業ってすごくカワイイ︕イラストもたくさんあるし、楽しいよ︕kana、
nodokaチャンたちとも友達になれたしね︕（でも、もうこれ以上は選択を変えないぞ）

今⽇の美術は楽しかったよ。ハハ。⽯膏像のデッサン...先⽣に褒められちゃった︕\(^o^)/~でもnanamiチャンの⾊彩センスってすごく、すごく、すごーく素晴らしい
の︕︕︕（アメコミ︖みたいな。ポスターみたいなかんじでT Tいいなあ）

そして今⽇のメインイベント……

軽⾳楽部ってすごい︕︕︕︕nodokaチャン、yuiチャン、mioチャンだよ（ごめんね。みんなにK-ON!の⼥の⼦バンドみたいって⾔っちゃった︕ヘヤ―スタイルやカラー、キャ
ラクターもそうだし、しかもベースを左⼿に持ってるし。ハハハ︕みんな喜んでくれたみたいだからよかったよね~すぐに呼び捨てでyui、mio、ritsuって...今⽇はazusaがいな
かったので残念︕でもイチバン不思議なのは、このバンドはギターがボーカルじゃなくて、ボーカルだけの⼈がいるの。まさに...このボーカル、アニメの中のまさにあの⼈︕そ
う、nodoka︕︕︕︕︕）......演奏も聞いてきたよ︕今⽇mioチャンはbassを持ってきてなかったので。残念ながらbassは聞けなかったけど...でももうすぐ⽂化祭、そこで聞け
るもんね︕︕︕今⽇、ちゃんと許可もらって録画して来たんだ︕⼼連⼼で動画アップできるといいのになTATみんなの演奏、本当にすごくいいんだから︕これぞ⻘春ってカン
ジ︕みんなにそういったら、中国の⾼校⽣たちには⻘春はないのって聞かれたよ。……⽇本のみんなはいろいろなことを実⾏することに⻘春を⾒出して、私たちは⼭積みのテス
ト⽤紙に⻘春をぶつけるんだって答えたよ=⽫=...完璧な⻘春期のために...ここへ来たんだTAT

でもminato⾼に来て本当によかった︕ホントだよ︕みんな可愛いし、男⼦も⼥⼦もたくさん話しかけてくれるし。先⽣に⾃⼰紹介の資料を書くように⾔われた時も、みんない
っしょうけんめい可愛いイラストを考えたり、調べた中国語で「ニーハオ、シェイシェイ、好きだよ」って⾔ってくれたり..みんな本当にありがとう。eriチャンのメモはすごく
萌え︕後ろの席の男⼦だって、男の⼦なのにすごくきちんと書いてくれて、中国にとても興味があるので、いつかきっと⾏きたいって...わざわざ買ってきたパンダの筆⼊れを⾒
せたら、みんなかわるがわる⾒ていたよ︕私も⼼連⼼の⻘いブレスレッド、ずっともってるよ︕

⼼連⼼の先⽣⽅、どうですか︖ぜひ、褒めて、ほめて。ハハハハ︕︕︕︕

今⽇先⽣は、源⽒物語の時代のことを話してくれたのかな。私がいるので、クラスのみんなに服飾の資料を配ってくれた。ハハハ。タイトルがすごくかわいかったの...でもちょ
っと⽪⾁も⼊ってるかな= =+画像アップするね︕タイトル⾒てね︕

【アップできたかな︖】

满雪阳さんの⽇記



部活決まったよ︕ココに画像をアップできないのはナゼ︖

2012.09.06

今⽇、⼊る部活が決まったよ︕DANCE部><...中国に帰ったら、きっと習っている時間なんてないだろうし、それにここでは全く違った⽣活を体験して、⾃分を変えたいんだ。
><minato総合のDANCE部はすごいの︕１年⽣の新⼊部員が２４⼈も（多分ね）。クラスは８クラスなのに︕もうすぐ⽂化祭、早くみんなの中に⼊れるよう、がんばる︕⽂化
祭で発表できるといいな..︕私たちの前期のEMIチャンもDANCE部だったとか...これはもう運命のお導きか...（勝⼿に運命だなんて、いい加減にしろって︖︕）

でもね、部活に⼊ったらyukiのバンドの練習を⾒に⾏けなくなっちゃうTAT︕︕︕YUKI，ゴメン...⽂化祭では⼀⽣懸命応援するからね︕でもあんなにおとなしいyukが、エレキ
をもったらどうなっちゃうんだろう︖ハハ、もしかして「けいおん」の美和⼦先⽣みたいにガラッとかわっちゃうのかな︖楽しみだな><】

でも先輩たちってすごいんだって︕おとなしくしてなくちゃT T...本当は茶道部にも⼊りたかったんだけど、茶道部とDANCE部の活動時間が完·全· に· かぶっているの︕どっち
も⽉⽔⾦の午後..泣TUT...どうしよう..茶道部にもすごく⼊りたい︕ちょっと迷っている...

⽉末はminato総合の⽂化祭。私たちのクラスはお化け屋敷をするんだよ︕ずっとみんなでどんなのを作ろうか話し合っているんだ。楽しいよ︕miyukiは、洋服屋さんの⽩いマ
ネキンみたいなのも準備しなくちゃって..すごく凝っているよね︕ハハ︕でも唯⼀残念なのは、私が来た時期ってちょっと中途半端で、横浜の例⼤祭りをのがしちゃったこと...
だから今年の祭典には出られないんだTAT...そんな、そんなァ...QAQ...

今⽇は授業の選択をしたよ。とりあえず、あたりさわりのないものを..でも、２年⽣になったら、絶対にイタリア語をとるんだ︕︕ゼッタイに︕︕イタリア語yoooooo︕ずっと
勉強してみたかったの><すごい︕まさかminato総合にはあるなんて︕本当は他の外国語とも迷ったんだけどTUTでもいいや~イタリア語を選ぶ同期⽣って少ないよね。ハハ>
<ここには他にもドイツ語やフランス語の授業もあるみたい︕また友達とも相談して決めようっと~~

最近は伊勢物語を勉強している...難しいよ...⽇本語の古典って、すごく難しい难..⼩林先⽣が資料をコピーして渡してくれた。補助資料としてね~わからないと⼤変だろうから
って~本当にありがとうございます。でもこの資料のタイトルがおもしろいの。これ、これ、笑っちゃうよね...【平安時代のOLたちの制服】と【源⽒物語時代のファッショ
ン】......みんな笑ってたよ0w0

みんなの名前も必死になって覚えているんだ︕でもいつも忘れちゃってTAT毎回みんなの名前を聞くのって申し訳ないよね~でもみんな、笑いながら毎回教えてくれるんだ。へ
へ><

それから、どうして画像がアップできないのかな︖先⽣⽅、助けてクダサイTUT

满雪阳さんの⽇記



まだここにきて１０⽇もたってない〜でもみんなに感謝︕︕

2012.09.10

今⽇は楽しい⼀⽇だったけど…&hellip⽇曜も今⽇も⼆⽇とも楽しかった。^_^

まずは⿅児島のおばあちゃん、ありがとうございます。着物を2枚もくれて...︕もうびっくりしちゃった...（だって、はじめは１枚だと思っていたら、よくみたら２枚も..本当
にありがとう︕）⼼連⼼に画像がアップできればよかったのにな。><みんなにみてもらいたいのに...着物っていろいろ着なくちゃいけないんだね。もう重くて重くて。抱える
だけでも⼤変...ホストマザーにも感謝を。いろいろもらっちゃって...畳の材料で編んだ⼿提げ袋。⿅児島のおばあちゃんが畳と茶室を作っているので、この⼿提げ袋も⼿作
り︕︕すごすぎる︕すごく時間がかかったんだとか...それとすごくかわいい、着物の端切れでつくった⼩物⼊れ。とってもきれい︕︕あざやかな⾊で、なんと袋の内側も細かく
て複雑な模様が..これもおばあちゃんのお⼿製だけど、なんてキレイ...なかなかこんなものないよね。絶対に⼤事にします︕夜は商店街をお散歩。昔ながらの⽇本の商店街。>
<このあたりは⼀⼾建てが多いのかな︖この商店街、すごく狭いしちょっと古びているけれど、でも︕中国で⾒たアニメの中の、昔ながらの商店街そのまま︕みんな優しくて親
切だし︕お⺟さんも⾼いメロンを買ってくれて（メロンって、このあたりではすごく⾼いみたい><）お店のおばさんも話し好きで、いろいろ話したんだ。楽しかった︕家に帰
る道も、⾃動販売機の明かりがともって、とても静か。蝉の声が聞こえてくる……なんてすばらしい︕（もうちょっと坂が少なければもっとよかったんだけどT T）

今⽇は楽しさも倍増︕だって今⽇、すごくいいお友達が出来たから︕もちろんみんなとも仲良しだけれど、YUKI、NODOKA、KAMEチャン（すごくかわいい名前ね><）、
SHIHOU、ECHIGO、NANAMI、ERIKO、YUINA...でもやっぱり、親友と呼べる友達が欲しかったんだ。QUQ（メンドくさいわね...こんなコ、ほっときまショOJZ）

それが︕︕︕KANAチャン︕︕︕KANAチャンはDANCE部の部員なんだ~~~ありがとうKANAチャン、DANCE部の⾒学に連れて⾏ってくれて。本当にすごかったよ︕HIP-POP
ってクール︕︕︕KANAチャンとはどうして⼀緒に⾒に⾏く話になったのか、よく覚えていないけれど、……とにかくそうなって...（なにソレ︕）いろいろ聞いてくれて、意⾒
も⾔ってくれるの~ほっぺをギュッて!ずっとこっちからアドレスを聞いて、それがすごくさびしかったんだ。だってなかなか連絡できなくなっちゃうし。……それが今⽇︕︕
KANAチャンからメアドを聞いてくれたの︕しかも『メールするよ〜』って、⾔ってくれて。この瞬間、超感動しちゃったよ︕KANAチャン~イチバン好きだよ︕

⼆⼈とも家が横浜⽅⾯なので、これからは⼀緒に帰る約束もしたんだ。>w<

ずっと仲良くしたいな︕KANAチャン︕

とにかく、楽しい⼆⽇間だったよォォォ~

週末はMINATO MIRAIに⾏くんだ︕週末が楽しみだなOJZ...お⺟さんがMINATO MIRAIに⾏くならアフタヌーンティーをね、だって。>////<

９⽉の週末はこれからも予定がいっぱい︕MINATO MIRAIに⾏って、お⺟さんたちとのお茶会に参加して（多分９⽉︖）それと学校の⽂化祭も。ハハ︕幸せな忙しい九⽉~

あらためて、ホストマザーとおばあちゃん、そしてKANAチャンに感謝を︕

PS︓そうそう︕それから後井33と⼼連⼼のテーマソングをくれた楊さん、ありがとうございます︕RIEVOLにも転送したよ...すごいパワーを時感じるって評判良いよ︕><いい
曲だね︕ありがとう︕

みんなありがとうね︕ホント、楽しいよWWWWWW

これからもゼヒゼヒ、よろしくね︕︕︕︕

 

满雪阳さんの⽇記



また週末だ~

2012.09.16

気付かないうちにもう2週間経ってたよ><ハハ。今週も、すっごくすっごく楽しかった~~~=w=

先週と今週で、それぞれNHKで放送してた【レッドクリフ】の第⼀部と第⼆部を観たんだ~~~中国にいたときに第⼆部まで観れなかったから、すごい嬉しかったぁ~ヘヘ。で
ね、NHKってほんとすごいんだよ……なんと⾳声を中国語に切り替えることが出来るの︕中国語が聞こえてきたときのあの感動といったら……あと⽇本語の吹き替えもすごかっ
た︕まるでヴィッキー・チャオが⾃分で⽇本語をしゃべってるみたいだった……すごいなぁ><

今週は桃⼦とNODAKAにたくさん漫画を貸してもらっちゃったんだ︕全部少⼥漫画~なんだか……少⼥漫画中毒になっちゃったみたい……この3連休に、なんと6冊も貸してく
れたの︕で、⾯⽩いのが……桃⼦が貸してくれたのもNODAKAが貸してくれたのも、どっちも咲坂伊緒の漫画だったってこと……おやおや、君たちはそんなに咲坂伊緒が好き
なのか︕まぁでも確かに⾯⽩いよね……繊細な美少年フフフ\(^o^)/~

あとは噂の銀魂第1巻……ほんとすごいよ︕第1巻 

そういえば、9⽉末の⽂化祭でうちのクラスがお化け屋敷をやるから、⼤道具がたくさん必要なんだよね……まぁ⼩道具でも⼤道具でも、みんなで⼀緒に準備できるっていうの
が楽しくて仕⽅ないんだけど︕ちょうど学校出てすぐが中華街だから【というか学校⾃体が中華街の中にあるんだけど】わたしとNODAKA、あと加奈で⼀緒に段ボールを探し
に⾏ったんだ︕学校を出てちょっと歩いたところにすぐ電気屋さんがあって、そこに⼊ってみたらめっちゃたくさん段ボールくれてね︕ほんとにたっくさん︕すごい嬉しかった
んだけど、でもあまりに多くてどうやって教室まで運ぼうかって話になって……最終的に親切な電気屋のおばあちゃんが運搬⽤の台⾞を貸してくれて……みんなでめっちゃ頑張
って⼒を合わせてようやく教室まで運ぶことが出来たの……すっごい疲れたけど、でも道中いっぱいおしゃべりして笑ってすごい楽しかった︕

そのあとなんでか分らないんだけど、ふと佳奈に【友達になってくれてありがとう（原⽂ママ）】って⾔っちゃったの。そしたらまぁ案の定ちょっと気まずい空気になっちゃっ
て……なんだか⾃分がすごい間抜けに思えて……どうしてこんな恥ずかしいこと⾔っちゃったんだろうって後悔してたら、不意に佳奈がすごい真⾯⽬な顔で【エリアと友達にな
れてうれしい（原⽂ママ）】って⾔い返してくれて。もう思わず涙が出てきちゃったよね……ありがとう、本当にありがとう︕そのあと【10⽉くらいに、もし週末に時間があ
ったら、⼀緒にプリクラ撮りに⾏こうよ。】って⾔ったら、【なんで10⽉まで待たなきゃいけないの︖いつでも⾏きたいときに⾏こうよ】って佳奈が⾔ってくれて。もうそれ
で、また感動しちゃってさ……ありがとうね><

あとはそうだな。明⽇は⾼島屋に⾏って制服を作るためにサイズを測りに⾏かなきゃいけないんだ。作るのには3週間かかるらしい。⻑いよねぇ……でもまぁいいや、楽しみ
=//////=明⽇は⾼島屋でランチだし、それもちょっと楽しみだ……どうか明⽇は⾬が降りませんように︕あとこっちが早く涼しくなりますように~~ハハ︕

それから、千葉県にいるのって誰だったっけ︖10⽉にホストファミリーのお⺟さんと⼀緒に千葉県に住んでるお⺟さんの英語の先⽣に会いに⾏くことになったの~もし時間があ
るならお会いしたいなぁって思ったんだけど0A0（やっぱり難しいかな……）

しかしここ最近は本当にもう暑いったらもう、暑い︕早く涼しくなれー……丘の上に住んでるから毎朝登校するときは問題ないの。時間が早いときはそんなに暑くないから。た
だ問題は放課後……太陽の⽇差しが⼀番強いときだから……暑いわ眩しいわ︕もう勘弁してよ……でも住んでる所はすごく静かなとこだから、おかげでわたしも毎⽇すごい落ち
着いてる……でも実際わたしってこんなキャラじゃないのよ=3=

そうそう、あの⽇豊川先⽣が来た時にみんなで⼀緒にかき氷を⾷べたんだよ︕最近あそこを通ると毎⽇何⼈か⼦供たちが集まってて、本来ならすごく静かなところなんだけど、
⼦供たちの笑い声と⼼地よい⾵鈴の⾳ですっかり⼼まで温かくなっちゃうよね=3=こうしてみると、ちょっと遠くても、静かなところに住むっていうのは、なかなかいいこと
なんじゃないかな~

さてさてさて。とりあえず、今⽇はこの辺にしておきますよ︕中国にいる友達もこの⽇記が読めればいいんだけどTVT

满雪阳さんの⽇記



いいことがたくさんあったよ~

2012.11.17

ホストファミリーのお⺟さんが今週結婚写真を撮りに⾏ったの~1⽉1⽇に結婚するんだよ︕おめでとうございます︕

お⺟さんもお⽗さんもすごく良い⼈なんだ︕ウェディングドレスで撮った写真、どんな出来なんだろ︖きっとすごくきれいなんだろうなぁ︕楽しみだぁ~~~~~

来年の春には結婚パーティをやるらしいよ︕みなとみらいで︕楽しみだな︕

毎⽇学校⾏くときにみなとみらいを通るんだけど、すごい⾼くて、通学中ずっと⾒えててさ。なんでか分からないけどあれを⾒てるとすごい楽しい気持ちになってくるんだよね
>w<

そういえばみんな中間試験は終わった感じ︖やっぱりうちは遅いんだなぁ……うちは中間試験再来週なの。しっかり復習しなきゃ︕

⽣物と国語の古典、それから⽇本史がすごい難しいんだよねQAQ

あ、あと秋のお茶会に⾏ってきたんだよ︕正座はちょっと⾟かったけど、お茶碗や⾊んな道具を⾒るのはすごい⾯⽩かった︕

みんなの着物姿、素敵だよねぇ@>_<@

PS︓中国にいたときに飲んだ抹茶はすごい苦かったんだけど……お茶会で飲んだ抹茶はそんなに苦く感じなかったんだよね。なんだか⾹ばしい味だった︕

ところで桜茶と蘭茶はなんでしょっぱいのかな……なんかちょっと変な感じ。

やっぱり抹茶が⼀番好きだな︕⽉曜⽇部活帰りに安珠と⼀緒にNEW DAYSで飲み物を買ったんだけど、そのときも抹茶ラテにしたのね……そしたら安珠ってば笑いながら、
「抹茶のを選ぶんじゃないかと思ったけど……ほんとにそれにしたね」って。それからめっちゃ笑われたQUQ

来週の三連休に佳奈がbigbangのコンサートに⾏ってくるんだって︕なんかすごいよね︕うちらもカバンに詰めて⼀緒に連れてってよってみんなで⾔ってる……

 

满雪阳さんの⽇記









いよいよ中間テストー︕

2012.11.24

みんなの⽇記を⾒て、みんなもう中間テストを受けたでしょう、みなそうは来週からやる予定ですー︕今は⼀⽣懸命復習している最中でーす︕国語は難しいですよね〜

⽇本史の先⽣に感謝したいです︕私にとって⽇本史の試験を受けるのは⼤変難しいので、私にスペシャル試験問題を出してくれるようです︕さあ、どんなのがでるんでしょう、
どきどきしながらたのしみにしてまーす︕

今週はハローキティ×マンスターハンターの弁当箱が買えました︕両⽅⼤ファンの私にとっては⼤変うれしいです︕わーい︕やった~\(≧▽≦)/~

いい気持ちで試験を迎えましょう︕私、がんばりまーす︕

では、きょうはこれで、復習にいきます︕

これは⽇本語で投稿されたものです

满雪阳さんの⽇記



さすがに忙しかったよ︕

2012.12.12

⼤変急ですが、今週、引越ししました。新たなホストファミリーのお⺟さんとお⽗さん優しいくていい⼈です。弁当、超おいしかったです、お⺟さんにありがとう︕

新たな家庭から通学すれば、すごく便利になりました。徒歩３分でバス停で、終点の横浜駅バスターミナルから乗り換えて３駅で学校、駅のすぐ近くは学校、そんなに寒くなく
てよかったです。楽しいです。

最近、みんなとすごく仲がいい友達になりました︕ʻあんじゅʼっていう⼦は⼀番の友達です。⼀緒におしゃべりしたり、どこか⾏ったり来たりして楽しいです︕やはり友達がい
るのは最⾼の幸せですね。

最近は、あんじゅとかなと⼀緒に、GD&TOPっていう韓国のアイドルチームの'high high'っていうダンスをやっています。先輩たちのように、⾃分でも何か好きな曲のＰＶを
⾒ると、なんとなく踊れるようになれるかなって思って、⼀⽣懸命がんばっています。今は、この曲を聴きながら⽇記を書いています。今週⾦曜、部員にクリスマスパーティが
あります、楽しみ︕

1. ちなみに、⽇本に来る前、私は全く韓国アイドルやチームのことが好きではなくて、韓流ブームに興味ない⼈ですが、ここに来て、ダンス部に⼊って、ここでの友達も、⼤
好きな先輩も、みんなk-popが好きですから、私もつい聞き始め、（ダンスが）格好いいなって思ってしまいました。最近、私もやっと踊れるようになりました。この前の
私は、ラジオ体操の振りでも覚えられない⼈でしたが、今は４曲ぐらい踊れて、友達と⼀緒にやるのも楽しいし、⾃分もダンスの楽しさをわかって、ちょっとダンスにはま
っちゃいました。それも、優しく教えてくれた友達たちのおかげです。今は、SHINeeっていうアイドルチームが好きで、部活で先輩からreplay,luciferこの⼆曲が教えてく
れました。なかなかいい曲ですよ。ダンスもうまいし、クラスでこのチームが好きな⼦結構います。それで、昨⽇あんじゅとかなと韓国店に⾏って、SHINeeの応援⼿輪を

買いました。写真どうり。「なかなかいい写真ではないでしょうか。ちょっと⾃慢」

あんじゅは、ファッションデザインナーになりたいから、⾃分がピアスとか、イヤリング、ネクレスを作ってて、昨⽇私と⼆⼈で横浜駅京急線のそばのデパートへ、いろいろ飾
り物を買って、ネクレスを作ってくれるって⾔って、私も毎⽇楽しみにしています。それに、冬休みに、あんじゅ家にお泊りにいけるかも知れないっていわれて、⼤変喜んでい
ます。お泊り、超楽しみです。友達最⾼︕

学校の調理実習で、りんごケーキ作りました。

⾒た⽬はあんまよくないんですが、意外においしいですよ。

最後、私ね、ｂｂｃのシャールックっていうドラマが⼤好きで、主⼈公のシャーロックと役のBenedict Cumberbatchが⼤好きで、絵が好きで描いてみました。

原図と⾃分の絵をお貼り付けます。どうですか〜

满雪阳さんの⽇記



 

それから、部活での⾯⽩い写真をお貼り付けます︕よろしくね︕⼀番したのやわらかい⼈はかな︕かな⼤好き︕やわらかくてやばいです︕真ん中は⾃分で、⼀番上はマイティち
ゃん︕かわいいでしょう︖そばの⾦髪の⼥の⼦は⼤好きなあんじゅです︕だーいすきです︕︕︕笑顔、かわいいでしょう︖

ちなみに部室、プロっぽいでしょう︖

最後は仲良し三⼈組︕好きだよ︕そばの⾦髪⼦はだーい好きなあかね先輩です︕格好良くてかわいいです︕ダンスの姿めっちゃ格好いいです︕



っていうことで、終わりです︕

これは⽇本語で投稿されたものです



.悲し楽しく、今⽇、泣きました

2012.12.22

悲しく楽しく、今⽇、泣きました。
ヤツミさんの話によると、⼆⽉に、レベル⾼いダンス⼤会があるんだそうで、⼀年⼈数多いから２４⼈から７⼈か８⼈を選抜して先輩たちと⼀緒に参会する予定です。最初は、
このごろやったばかりのシャドーっていう曲だけやるつもりですが、今⽇は臨時的に、「簡単で踊りやすい」って⾔われてる曲をヒップホップでやることに決めました。でも実
際、今回超難しかったですよ。やつみさんの嘘つき(何ですと?!ほらやめて︕)(笑)
三⼈ずつ組を分かれてシャドーをやってたときに、私、⾃慢じゃないですが、上⼿かったです。ヤツミさんが、「この⼦めっちゃいいなぁ」って⾔ってて、⾃分も喜んで、「い
やーさすがにこの私にもできんことありなー」っておもったけど、ヒップをやるとき、⾃分は全然だめでした。
今回のヒップは難しいって⾔っても、最初は巧くいきました。「おらぁ進歩してんなぁエリン」だって、あかりに⾔われましたし、ちょっと⿐⾼く「このまま最後まで⾏くっ
か」って思いましたが、中途から難しくなって、踊れなくなりました。なんだか、其のとき私が⾃分に、「頑張りなぁエリン、やれるよ」って励まして、⼀所懸命頑張ってやり
ましたが、気をもんでどんどんみんなの進度に追いつけなくなってしまい、仕様がなくできなくなりました。
いよいよヒップ発表の時間です。私とあかりと佳奈と三⼈組みでＣ班、前の班の発表を⾒ながら振りを暗記しました。⼤変ですよ。有⾹ちんもマリアちゃんも、夏⽣も優歩ちゃ
んも巧くできました。曲はリズム速いし、⾒たいとこはあっていう間に過ぎちゃって、⾒えてないうちに、なんとなく私の班になりました。
どきどきしているうちに、頭も体も凍っていたような、いける部分でさえ全然振りもできないし、考えできなくなりました。⼤好きな茜先輩の⽬の前に、恥ずかしく踊れなくて
⾳楽が流れているままに⾺⿅みたいに。
でも、私だけでなく、ヒップうまな佳奈も踊れなくなりました。あかりもです。三⼈、鏡中の、気まずくてばかばかしく笑ってる⾃分を⾒て、周りに⾒ている先輩や友⼈、また
はやつみさんからの⽬線を感じて、なんと逃げ出したいことや。
ただの⼀分間ぐらいでしたが、すごく冗⻑でこのまま忘れちゃえとしたい⼀分間でした。
やっと終えて、私は⼿で顔を隠し、なんだか、ほっぺたから⾎が出そうな気がしました。
もう⼆度と（ただの⼀度は、⼭下のお⺟さんの婚約者っ家から帰るとき。）泣かないってそう決めた⾃分が、なんだか我慢できなく、涙が⽌まらなくしくしく泣き始めました。
私のセイです。声を隠そうとしてもできなく、佳奈に聞かれ、其の⼦も堪らなく泣いてしまいました。
「できなかった︕頑張ったのに︕あんなに参会したいのに︕」って、泣き声と混ぜた⼩さい声での叫びが、⼆⼈の⼼を敲いて、とんでもないことになりました。
泣くのが、とまらないです。私は、できるはず︕私、誰よりも頑張りました。私ーーーーー︕
私、なんと、悔しいです。 

 ⽇本で初めてって⾔うか、こんなに勝ちたいのは初めてって⾔うか。
こんな⾃分、初めて。
悔しい涙を飲み込み、佳奈と抱き合いました。ぎゅっと、相⼿の背中を抱いてました。
私、このままじゃいけないんだって、もっともっとつよくなりたいなぁって、こういう漫画中のネタのようなキモチ、私は今晩、⾝に着けて感じました。
⾃分、できるのに。実際、こういうダンスは、部活⼀回で済まないはずです。私たちままぁな⼈にとって、もう限界です。
今はちゃんとわかりましたが、其のときはすごい悔しかったです。
何でこんな場合になったら巧くいけナインですか。どうしたんですか。エリア。しっかりして︕
なんだか、⾃分、ヒップのほうが好きなのに、Ｒ＆Ｂか、ジャズのほうが巧くできるかなぁって、今迷いながら考えています。
ってね、眞⼦さまいいな。かわいいし、ダンスも上⼿だし、中国語もやってるし（何⾔ってんのあんた）。いいな。うらやましいな。
⾃分、できるはずです。好きだし、やりたいし、できないわけ、ないでしょ︖
今度こそ、負けないですよ。
ビデオ録って、今よりもっともっとがんばらなくちゃ︕帰国する前に、⼀度でも参会したいです。
⻑沙から来て、もう帰国した先輩に負けたくないです。
最後ですね。私と佳奈（うちのあんじゅはぎっくり腰で⽋席）と帰り道で、寒い寒い⾵に泣いたり笑ったりしました。
なんだかですね。「もう悲しいことって⾔わないで︕」って、誰か声出して、あれこれでおしゃべり始めました。
なんだか微妙に、中国のことをしゃべり始めました。
私は︓いつかね、チベット⾏きたいなぁって憧れて声出しました。
佳奈は、「ねぇ、其の千⾊もあるっていわれてる湖に⾏きたいなぁ、うち」って⾔って、「もしかして九寨沟ってこと︖」
って返事し、「それ、チベットじゃねぇや、わが四川だもの」。⽬のそばにピース。
「そこ︕ものすっごきれい︕いつかぜひいきたいんだ︕」
「よしゃーッツ︕絶対来てね︕案内すんだよ」
「⾏くねー︕エリア⽇本語できるからうち楽なぁ︕」
「ありがとう︕佳奈だーいすき︕」
「エリアも⼤好きよ︕」
「いつかチベットへも⾏こうね︕空と最も近くて澄み渡るいいとこべ︕」
「⾏くね︕絶対いくねぇ︕︕︕︕」
「佳奈嘘つきー︕⾏っても彼⽒と⾏くっしょ︖きゃー︕サム︕いやな天気︕」
「ね︕いや、彼⽒じゃない︕友達だってば︕」
泣いてた⼆⼈が、寒い夜に電⾞のホームで、変な⼥⼦⾼⽣⼆⼈笑いあいました。泣いた直後なのに。
今⽇、異常に悲しかったですが、いつよりも、誰よりも、喜んでいました。
友達がいて、よかったです。
佳奈。ありがとう。佳奈、ずっと、⼤切な仲間︕
今度こそ、ダンスがんばりなぁ︕⼀緒に︕︕︕︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

满雪阳さんの⽇記





初めて友っ家に︕猫可愛いもん＞３＜

2012.12.30

今⽇はなんと楽しい⼀⽇＞＝＜︕親友のあんじゅっ家に⾏ったyooooo〜
  お部屋も猫ちゃんもめっちゃかわいかったにゃん︕

 暖かくて空⾼いやっさしいお天気︕
あんじゅ⼤好き︕誰よりもの親友や︕佳奈もね（笑）
あんじゅってさぁ、本っ当にK-POP好きだなぁ︕お部屋めっちゃ韓流アイドルのポスターや︕
⻲ちゃんのＣＭポスター、パナソニックのこと、死ぬほど愛してんな︕
ではでは、お写真を︕

满雪阳さんの⽇記



 

これは⽇本語で投稿されたものです





ゴールデンウィークデート楽しかったよ︕

2013.05.03

先週末は賛ちゃんと原宿、渋⾕でデートしました〜

中間研修以来、はいじめての⾯会なので楽しみにしてました︕東京に⾏く途中、⾼校⽣野球⼤会みたいなやつが⾏われてすっごい渋滞になって、どうしようとひどくやきもきし
て、ちょうど携帯の電池も切れそうで⼤変でした 最後はちょい遅刻しましたが会えました︕よかったです︕

賛ちゃんに会って、いろいろ⾒て回ったり、おしゃべりして満⾜です。なんか、少しでも⼤⼈になってますねって思いました。スタバでゆっくり休んで、話合いました。⼆⼈と
も、「最後の三ヶ⽉は⼀年中⼀番幸せな時間だなぁ」って⾔ってました。なんか、学校のこともなれてきたし、友達ともいろいろ交流して絆を深めたし、しかももうちょいで体
育祭だし〜みんな元気満々におくってる毎⽇毎⽇。

クラス変えして、ニュークラスメンバーでクラス会したり、友達と勉強会したりして、もう最⾼なスクールライフじゃないかって思ってます。なんか、楽しい楽しい⼥⼦デート
にこんな話して、ちょっと悲しくなってません︖（笑）

って、それから賛ちゃんと原宿から渋⾕まで歩いていきましたー︕（だけど途中反対⽅向に⾏っちゃって、交番さんに聞いてもう超恥ずかしかったよマジで ）１０９初めて
⾏きました（もう原宿とかよく友達と⾏ってるのに１０９初めて何ってｗｗｗマジバカだｗｗｗ）賛ちゃんよく⾏ってるようで、いろいろ連れて⾏かされました︕ありがとう︕
ｗｗｗなんか賛ちゃん、クール系な洋服好きそうですね（笑）原宿から渋⾕まで⾒て回るときほんっとシャツしか⾒てないって気がする）

賛ちゃんって、本当に⼼優しい⼥⼦だと思うよ︕最後帰るときも悲しかったもん︕賛ちゃん︕いつか横浜にも来てよ〜横浜デートもしてほしいんだ︕

学校もがんばって〜バドミントン部だっけ︖そっちもがんばれ︕︕筋⾁つけちゃおおおおおお︕（笑う）最後の三ヶ⽉は⼀緒頑張りましょう︕思い出いっぱい作ろうううう
う︕︕（ファイティン〜〜〜〜〜

って、うちもいろいろ頑張らなくっちゃ︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

满雪阳さんの⽇記



遠⾜⾏きましたよ︕

2013.05.11

今週⽔曜⽇、うちの学校の⼆年⽣は遠⾜しました。箱根のほうで、「２１世紀の森」っていうとこでした。バスに乗って⼆時間もかかったよ バスの席はなんとくじで決めた
のです＞＜前の⽇は友達としゃべって、「やっばちょっと無理かな」って⾔ってましたけど、当⽇はいつの間にか、話かけて（話しかけられて︖）、⾮常に⾯⽩くて、楽しかっ
たです︕前は「⼆時間もあるんだしきっと気まずいよね」って思ったけれども、全然そんなことなくて超楽しかったです︕なんか、華流ドラマが好きな⼦がいて、中国語取って
て、いつか旅⾏に⾏きたいなぁって⾔ってた⼦がいました。「え︖本当に︖マジか︕︕本当韓流じゃなくてさぁ︖︕」ってしゃべり始めて、ぺらぺら話しあい、もうこんなうれ
しいことできて本当によかったです。

ちなみに、その⽇に誕⽣⽇迎えた⼦がいて、みんなでバスでバースディーソングを歌いました︕おめでとう〜〜〜

遠⾜ってさぁ、⼩学⽣の遠⾜みたいでした。みんなでゲームしたり、団結のコツを考えて書いて、「これから新たなクラスメンバーで仲良くしましょう〜って、最後スタッフが
そう⾔ってました。「なんだ、もう⼩学⽣じゃないからこれぐらいのことはちゃんと分かってるのよ⾔わなくいいから」ってみんなそう⾔ってましたが、正直、みんな⼗分楽し
めたのです。

「室内でもできるゲームなのに、こんな⼭の中でやる必要ってないよね︖」「しかも遠⾜なのに、おしゃれにして⾏くのは普通に常識でしょ︖ぜひなが袖ながズボンできてくだ
さいっって、ひど〜い しかも、森の中なんで汚れてもよい服でって、 みんなの（汚れてもいい）基準は何かはわかんない〜おしゃれに着たかったのになぁ」って、みんな
は笑いながら⽂句⾔いました。

私だと、⼀年⽣にそこに⾏って、⼆年にスカイツリー⾏けばいいってことです（笑）

とりあえず（てきとうｗQ＿Q）、いろいろあって、疲れましたが、楽しい楽しい遠⾜でした︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

满雪阳さんの⽇記
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