
⽇本に着いたよ。

2012.08.29

もうこのコンピューター、イヤッ︕︕携帯での登録で、こんなに苦労するなんて︕︕︕それでは、この⼀年、無事に過ごせますように。

⻩ 晨さんの⽇記



翻訳できないからアップされないのかな〜!!!!!

2012.09.02

アップされていない⽇記の、前に投稿した分には、スーパーに⾏って、トンカツを作ったことを書いたんだ。でもアップされてないし、その前の前のもないよ︕︕︕︕やんなっ
ちゃう

これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 晨さんの⽇記



フリー投稿スタイル ハハハハ

2012.09.02

もう⼀回⾔うね︕今⽇は楽しかったよ︕︕︕︕︕スーパーに⾏って、ここは⽥舎だけれど、品物は何でもそろっていたよ。今度は時間があるときに、ぜったいまた⾏くん
だ︕︕︕︕︕  夜ごはんのトンカツは、⾃分の作るのを⼿伝ったんだ。初めて料理しちゃった。 ＯｈＹｅａｈｈｈ︕︕︕︕︕じゃあね︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 晨さんの⽇記



学校に⾏ってきたよ︕

2012.09.03

  クラスメートたちは︕︕︕みんないい⼈たちだったよ︕︕︕︕︕ええと、私の席は男⼦にぐるっと囲まれちゃっているけれど、男⼦も⼥⼦とも仲良しに。ハハハハハハ。登校
前はドキドキしていたんだ。⾃⼰紹介の時もすごく緊張しちゃって。でも、うちとけたらみんなすごく良い⼈たちばっかり︕︕⼀緒にご飯を⾷べて、授業を受けて、体育祭の準
備もして、みんなと太陽の下でダンスの練習もしたしね~︕（でもこの練習がすごくハードでクタクタ。。）今⽇⼀⽇だけでもちょっとタイヘンだったのに、これがあと9⽇ま
で続くんだって︕︕︕明⽇は絶対にお⽔と⽇焼け⽌め、持っていかなくちゃ︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 晨さんの⽇記



やっと体育祭が終わった~~

2012.09.09

信じられない︕︕なんとギラギラの太陽の下で、みんなと⼀緒に１週間の練習をやり遂げちゃった︕︕︕倒れることもなく︕︕︕でも⽇本って本当にアツイ。。。毎朝⾃転⾞に
乗って学校に⾏くだけでも汗だく。放課後まで頑張って、家に帰ってシャワーを浴びてやっとホッとする。。。それがやっと、やっと終わったんだT T ︕︕競技には出ないで、
みんなと⼀緒に⼊場⾏進と応援ダンスをしただけだったけれど、連⽇の練習練習でもうグッタリT T    ⽇本の⼥の⼦たちってみんなパワフル。この連⽇の練習をこなして、最後
まであの元気︕︕あしたはやっとお休み。でも市役所に⾏かなくちゃ。。。。TT

⻩ 晨さんの⽇記



最近は何もないなあ

2012.09.15

今⽇の夜は学校の男⼦テニス部が全国３位になったお祝いパーティに参加してきたよ=v= なぜ私が招待されたのかは知らないけど。。参加者はテニス部の部員を除くと、皆⼤
⼈。保護者とか偉い⼈達。⾷べ物もとっても美味しい=v=だから、なぜ私が招待されたのか、やっぱり分からない= =

 

数⽇前、クラスで係を決めたのだけど、私は⾒るからに楽そうな仕事……世界史係 を選んだ。数⽇後、世界史の授業の⼀つが留学⽣の礼儀作法の授業と重なっていることが判
明 orz。。

 

毎週⽊曜⽇は、作法室に出⼊りする回数が⼀番多い⽇  ⼀時限⽬︓留学⽣の礼儀作法の授業。三⼈の留学⽣が⼀緒に受ける    ４時限⽬︓⼆年⽣と⼀緒に礼儀作法の授業    放課
後︓茶道部。。。茶道で和室の礼儀を勉強すると、⽇本⼈は本当に細かな部分を重視するのだなと感じる。。例えば、お茶をたてる時のたくさんの細かい動作。覚えられない 
時間をかけて勉強していこう

⻩ 晨さんの⽇記



22⽇にmatsuriに参加するよ︕

2012.09.19

22⽇のmatsuriには、留学⽣も市⺠みんなも参加するんだよ~~街なかでおどるんだって-v-︕︕たのしみだな~

 

今⽇はバトミントン部の⼊部届をもらったよ︕︕まあ今週中はまだ練習には参加できないんだけれど、来週からは正式に参加できるぞ-v-

 

今⽇はダンスの授業があったんだよ。クラスがみっつのグループに分かれて、私たちのグループ名は「うめぼしボンバー」= =。。なんでこんな名前になったのか、私もワカラ
ナイ=v= まだ曲もテーマも決まっていないけれど、これからの授業はうめぼし組の⼀員としてがんばるぞ~=v=

 

この前おもしろいことがあったんだ。……昨⽇の英会話の授業で、先⽣がスゴイ⼈だったの=v=中国語もできて、英語だってすばらしい︕︕今まで会った⽇本⼈の中で⼀番の
英語を話せる⼈だったよ︕︕なので、初回の授業では英語で私の⽣まれ故郷と学校の紹介をしたんだ-v-それからみんなに中国の歌と国家を紹介したんだけれど、途中から先⽣
が⼀緒に中国の国家を歌ってくれた= =︕︕︕スゴすぎる︕︕

⻩ 晨さんの⽇記



調理実習︕

2012.09.21

今⽇の家庭科はみんなと⼀緒に和⾷を作ったんだ︕親⼦丼、酢の物、お汁、⾖腐⽩⽟~~（原⽂ママ）作ってるときちょっとだけてんてこまいだったんだけどね~しかも今⽇エ
プロンと三⾓⼱とマスクが必要なの忘れてて全部借りることになっちゃったし。そして更に悲しいことに、⾃分たちで作ったものを⾷べれるってことを完全に忘れてて、お弁当
を持って⾏っちゃってたの︕︕︕お昼に2⾷⾷べちゃったよ>< まぁ美味しかったからいいかな-v-

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 晨さんの⽇記



冒⾬的matsuriT T

2012.09.22

超寒かった︕︕でもすっごいにぎやかだった︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 晨さんの⽇記



もっと鍛えなきゃ︕︕

2012.09.26

昨⽇、おとといの午後はバドミントン部へ。昨⽇は⾜の動きを教わってコート中を駆け回ったの。……おかげで、⼀⽇中、あしがイタイT T ︕︕︕もっと体を鍛えなくちゃね 

 今⽇もダンスの授業があったんだ~まずはうめぼしボンバーのメンバーをいくつかのセクションに分けて、曲を決めて。。「かわいい」系、「カッコいい」系、「セックシ」系
それと……⾃分のいる= =。。。「へん」系  へん系は曲もダンスも「へん」なの。……そしてこのセクションは私とeriだけ インド系のバックミュージックにしようと思って
いたのに、最終的に決まったのは「恋するニワトリ」- -。。。曲名だけでも⼗分へん︕︕̶̶でも、すごくおもしろそう。= = だから、ガンバルぞ~~︕︕

⻩ 晨さんの⽇記



茶道のお道具をもらいました︕

2012.09.27

初めて画像をアップしてみた。ちゃんとみられるといいな=v=

 

今⽇の午後、茶道部の部活中に、先⽣が茶道のお道具をくれたんだ。練習⽤のとは違って、個⼈のお道具って⾼いの。もらったのも、きっと五千円以上しちゃうようなも
の。……でも先⽣が、これは⽇中交流センターの先⽣⽅が買ってくださったものなのよって。先⽣⽅、本当にありがとうございます︕︕これからも、⼀⽣懸命茶道と⽇本の伝統
⽂化を学びますからね=v=︕︕先週の⼟曜⽇、茶道の先⽣のお宅で開かれた茶道教室でお茶を頂いてきました。その時、茶道教室で習う本格的な茶道とくらべたら、学校の礼
儀作法の授業なんかまだまだなんだって、気づいたよ。部活動も奥が深い。いろいろ細かいこともあるし、正客が他の⽅々にお辞儀をするタイミングなんかもね。……でも私は
まず基礎からしっかり学ぶんだ=v=︕︕

⻩ 晨さんの⽇記



中秋節おめでとう

2012.09.30

でもお天気が悪くてお⽉様が⾒えないよ〜

⻩ 晨さんの⽇記



最近いろいろありすぎだ~~

2012.10.05

もうすぐテスト 今回のテストには参加したいと想ってるんだ……だから頑張らなきゃT T   古⽂とか歴史とかはおそらく追試になるんじゃないかなぁ。。。

⻩ 晨さんの⽇記



⼀⽇畑仕事︕︕

2012.10.07

今⽇は⽇差しが強かった︕︕︕朝の9時から皆で稲刈りにT T︕お隣の南九州市にはたくさんの⽥んぼがあって、今⽇はお休みで、且つ秋の収穫の季節ということで、稲刈りを
している⼈がたくさん    お⺟さんが⾔うには、家で⾷べているお⽶は⾃分で植えたもので、⼀度に⼀年分を植えているので、稲刈りも⼀年分収穫するのだそう。つまり…今⽇
の仕事は⼤忙しということ= =

 

多くの⼈は機械を使って稲刈りをしていた。確かに機械を使えば効率も良いし楽だけど、そうやって収穫したお⽶より、天⽇⼲ししたお⽶の⽅が美味しいみたい>< それに、こ
この⽥んぼの周りは⽔がとても綺麗だから、育ったお⽶もきっとずっと美味しいはず︕︕だから⾟いけれど、やる価値はあるよ 

 

それにしても、この⼀⽇の仕事量は多かった……収穫は機械を使うけど、その後の仕事は全部⼈の⼿でやるの 棒を組み⽴てて、刈り取った稲を置いて 更にビニール袋で包ん

で……九時に出発して、午後の三時過ぎまでかかったよ その間、太陽はずっとカンカン照り……    だから疲れたあT T  

⻩ 晨さんの⽇記



中間テスト直前の週末。。いい⽇旅たち︕

2012.10.14

今まで復習しなかった 今でも復習してない 。。。。。「試験に出そうなポイントだけテスト直前に⼀所懸命勉強するのは やまたけだといいます。」と先⽣が⾔いまし
た。。（実は ⽇本語でどういうかはっきり覚えてないけど。。まあ とにかく  中国語の「临时抱佛脚」ということかな。

 

でも それさえも できなかった。。。。。

 

今週は⼟曜も⽇曜も休みなので、⼀所懸命に＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

遊びました （－ －b~）

 

 

⼟曜⽇はお⺟さんと⼆⼈で⼤分県の湯布院というところに⾏った。朝五時に起きて、加世⽥に出発、⿅児島市、熊本県、⼤分県まで⾏った︕︕  当⽇のお天気最⾼でした︕⻘
い空の⾊は澄んでいて  わた飴のような雲を透いて、⽇差しがそのまま⼭々を包んだ。 バスの中で眠れなかったとき外の景⾊を⾒て、何とか⼼の癒しになったような感じが
した。  途中は阿蘇⼭も⾒えます。もみじの鮮やかな⾚、森の緑、空の⻘。最⾼だ︕ 頂上で下を⾒るのが本当にきれいだった︕︕

昼ごはんはおいしかった＞＜ ちょっと⾷べ過ぎて。。

 

九重”夢”⼤つり橋は⽇本⼀吊橋だそうです。橋を渡る途中に周りの景⾊に驚かせた︕滝は三本もあるそうだ。そして、橋の上から下を⾒ると、ちょっと怖くなる。とても⾼いと
ころだから。渡るとき、めっちゃ揺れた。。。怖かった︕︕︕お⺟さんは途中であきらめた（笑） でも私は最後まで歩いた︕︕やった〜〜

 

 

あとは湯布院散策︕~!正直︕︕六⼗分って短すぎるじゃん︕︕︕︕︕湯布院にはおいしいお菓⼦のお店とか 雑貨のお店とか 美術館とか いろいろあるのに 時間が少ない
からあんまり⾒えなかった︕︕残念（涙）

 

 

 

で︕今⽇もまた出かけました︕⿅児島市へ本物のお茶会を参加しに⾏った︕︕

緊張でした＞＜ 何か間違ったらどうしようとか。。 お寺の中で⾏われたお茶会だった。静かな環境、参加する⼈はみんなきれいな着物を着ている。そんな雰囲気が⼤事だと
思う。やっぱり本物が本物だな︕︕

お茶会に出逢った道具は本当に珍しかった。お茶碗とか それぞれ形、柄、⾊がきれい︕ ⼀期⼀会って⾔葉の意味はやっとわかった。それは、珍しい道具との⼀度だけの出会
いを⼤切にするという意味でしょう。

 

疲れたけど ぜんぜん試験勉強していない やっぱり。。⼤変だT T︕︕ でもこの⼆⽇間の体験は試験より⼤切だとおもう ︕︕教科書よりも、この⼆⽇間がいい勉強にな
った－ｖ－

 

⻩ 晨さんの⽇記







いい⽇旅たち ひつじ雲探しに ⽗が教えてくれた 歌を道連れに ♪~~

♪

これは⽇本語で投稿されたものです



まあ いろいろかな

2012.10.28

いよいよ来週の⾦、⼟曜⽇に⽂化祭が来る〜

留学⽣としても、プレゼンテーションがあるから準備で忙しかった︕︕三分三⼗秒を超えないように時間をちゃんと計算して、いろいろ⼯夫しなきゃだめだなぁ〜まあ うまく
いくように。

 

⼀昨昨⽇からお腹が時々痛かった。何回⾃分で持ってきた薬を飲んでも、やっぱり効かなかった。ついに昨⽇熱も出た。お⺟さんに電話してすぐ病院へ⾏った。病気なんて、い
やだなぁ。元気も出せないし、だるいし、⾷べる⾃由もないし。今は先⽣の⾔ったとおりに薬をしっかり飲んで、なんとかやっと元気になった。

 

まあ とにかく頑張ろう〜

これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 晨さんの⽇記



何とか最近不幸が多い。。

2012.10.31

胃腸炎が過ぎて 元気になったばかり

帰り道で転んでしまった。。。痛かったＴ Ｔ

 

今週も先週もクラスメートと⼀緒に⽂化祭の準備だ〜バルーンアート〜〜楽しんでる＝ｖ＝    ほかのクラスはたこ焼きとかを売ったりするけど ⼋組はバルーンアートの
展⽰だけある  そうだけどな。。。楽じゃないわよ ぜんぜん。  ちょっと⼤変だけど みんなでやってることが⼤事だね                  まあああ
あああああああああああ ︕がんばろうおおおおおおおおおおお

これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 晨さんの⽇記



バルーンアート準備完了

2012.11.01

今⽇⼀⽇中⽂化祭の準備をした︕ 正直 しんどい。ずっと⽴っていた  プレゼンテーションのリハーサルもした〜︕いよいよ明⽇が本番︕⼈⽣初の⽂化祭 たっだ⼀度の⽂
化祭     めっちゃ楽しんでる〜〜︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 晨さんの⽇記



⽂化祭⼀⽇⽬ 

2012.11.02

プレゼンテーション⼤成功︕やったな〜 ⼩さいときの写真とか好きな広東料理の写真とかいっぱい⾒せた なんかみんなめっちゃ驚いた ⽇本⼈はやっぱり鶏の⽖の料理なん
か納得できないかな＝ ＝  この前昼⾷の時にも｢⽝の⾁⾷べることある」と⾔ってみんなが仰天びっくりした＝ ＝確かに怖いけどね。。 で、漢⺠族の伝統⾐装を着て発
表した〜いい感じ〜終わった後先⽣⽅にも「発表素晴らしかったよ」って褒められた（笑） やったな〜やったな〜〜〜

 

⼀⽇⽬は全部ステージプログラムだから 体育館で過ごした＝＝ みんなの歌やダンスや劇とか最⾼だった︕︕吹奏楽部のいきものがかりメドレーから始まった。「ごくせん」
を演じた団体もあって めっちゃ感動したＴ Ｔ ＢＧＭも「絆」や「no more cry」をちゃんと使っていた ⾒ていたときの思い出が浮かんでくるＴ Ｔ懐かしいなぁ やん
くみ

 

あとも⾃分が⼤好きな曲が出た︕「ｆｌａｓｈｂａｃｋ」っていう歌が〜〜⼀緒に歌ったんだ

 

そういえば 何曲も気に⼊った歌が出たけど

 

曲名は知らないから。。。残念だな

こういう知りたくでも過ぎ去った感じ 中国語で⾔えば「捉急」だろうな

 

めっちゃ捉急だ︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 晨さんの⽇記



そう⾔えばね

2012.11.02

とよかわ先⽣の⾔ったとおりかな 不幸が晴れた感じ

 

いい感じ︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 晨さんの⽇記



⽂化祭だあああああああああああああああああああ

2012.11.03

朝から模擬店が開いてて ⽂化祭っぽい〜

綿飴と焼きそばとパフェと名前も知らないやついっぱい⾷べた〜射的にもいっぱい景品もらったイェエエ︕

 

⼋組のバルーンアート展⽰も⼤成功盛り上がった ピエロさん お疲れ︕

 

めっちゃ楽しかったけど 疲れてた いつの間に熱も出た 。。

これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 晨さんの⽇記



ハロウィーンパーティだ︕

2012.11.07

⻩ 晨さんの⽇記



顔に変な化粧した︕（笑）



今年のビンゴのゲームで勝った三⼈は全部留学⽣で。。

アーロン君の話で「外⼈power︕」２３３３〜

お菓⼦いっぱい⾷べた＝ｖ＝

頭にナイフの道具。。。凄い

これは⽇本語で投稿されたものです



磨崖仏お祭り︕

2012.11.11

隣の市のお祭りだ〜〜ご飯⾷べ終わって、ちょうど出かけるところだった。ホストファミリが連れて⾏ってくれた〜︕

 

秋だから、もう岩屋公園のもみじがきれいに⾒えた。春だったら、桜の下でバービーキューもできるそうだ〜〜

 

ステージで⼦供たちのダンスがかわいかった︕︕︕︕そこで⾺を乗ってる⼈もいた。そして、学校の元留学⽣担当の先⽣にも会いました︕「後井さん元気ですか︖」と聞かれた
ら、「元気ですよ」と答えたけど。先⽣、元気ですか︖(笑）

 

 

焼き⿃も⾷べて帰った︕帰ったときはもう四時半ぐらいになったかな。。途中で⽉例報告を郵便箱に⼊れたけど。。。もう遅れたかな。。先週もう書いたのに引き出しの中に忘
れてしまった＝ ＝︕︕すみません︕︕

 

今⽇も中国の独⾝⽇だね＝ ＝。 「光棍节」おめでとう〜

これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 晨さんの⽇記



漫才︕︕︕

2012.11.20

今⽇はバスケットボール⼤会があって、七限⽬の延⻑授業は⾃習となった︕︕︕＝ｖ＝体育の授業のときに⼤会の⾒学に⾏った やっぱり。。激しいのね。体⼒とか反応⼒と
か、そこに⽴っていたみんながめっちゃすごいとおもう︕︕わっぜぇ︕︕︕

 

 

⾃習の時間は。。。。。。。。。もともとスマホのアプリと通信社について話していたが。。いつの間にか「のりがいいね︕」といわれた

 

のりって何だろう。。︖

⾷べるのりでも塗るのりでもない＝＝︕それは漫才にかかわることだ〜

 

「のり突っ込み」も演じてくれた︕︕すごく⾯⽩かったので爆笑したけど。。実は笑ってはいけないそうだ＝＝なんか。。漫才の世界の扉が私に開いたような気がした＝＝

 

今⽇もいつもどおりに部活。期末テストが終わるごろの⼗⼆⽉九⽇にバドミントン⼤会があるそうで 先⽣が「今回の試合はしんちゃんも出る」って⾔った︕︕

めっちゃびっくりした︕︕この前も先⽣に「しんちゃんはまだ基本的なものをずっと練習していたけど、いつか試合に出るように頑張ってください」と⾔われたが その⽇が来
るのがちょっと早かったじゃん︕︕

 

正直。。。⼼配している。⾃分は、スポーツが下⼿で、運動神経もないんだ。前は本当に運動がいやだったから、あんまりしていなかった。本気でやる気を出したのは夏休みだ
った。反応⼒がほとんどなくて。。試合が私のせいで負けたらどうしようと ⼼配している。

 

まあ。。︕︕︕こういうときこそやる気をもっと出さなきゃ︕

下⼿だけど ⾃分だけには 絶対負けないと思う︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 晨さんの⽇記



テスト終わった

2012.12.07

期末試験終わったよおおおおなんと世界史が合格だったの︕︕︕⽇本史も90点以上だったんだよ︕︕

 

次はいよいよコンテストだ︕︕︕⽇曜⽇がんばるぞおおお

これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 晨さんの⽇記



⼥⼦会〜

2012.12.16

⼥⼦会と⾔ったらやっぱりショッピングとプリクラと映画だね︕

 

九時⼗分のバスで市内に⾏った〜あみゅっていうショッピングモールだ〜〜

昨⽇はワンピースゼットが始まったみたいね 今⽇も⼤勢⼈が並んでいて、⼤変だった︕︕実、⾒たいのはワンピースじゃないのに、ワンピースのために来た⼤勢な⼈と⼀緒に
並ばないといけない。。。だから最後チケットをゲットして、⼊場したら 映画の物語はもう始まってるんだ。。

「悪の教典」っていう映画だった。⼀緒に⾏ったみんながちょっと怖くて⽬を隠して⾒たけど、じーっと最後まで直視した︕初めて⽇本で映画を⾒るんだ︕︕⼤体わかってたか
らよかった〜

出たらプリクラ︕そしてインド料理を⾷べた︕ナンっていうものめっちゃおいしい︕︕︕

 

あとはショッピング〜〜何⽉間もショッピングしたことなかったから。。ハンドバックとワンピース買ったんだ〜（こっちのワンピースのために来たんだね。）

 

最後に観覧⾞にも乗った︕︕かほとお揃いのブレスレットを買ったから観覧⾞が頂点になったとき⼆⼈のブレスレットをタッチした︕︕︕これで、ずっと友達︕︕

 

帰ったのは遅かったけどね。。。今⽇楽しすぎたｗ

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 晨さんの⽇記



クラスマッチ

2012.12.20

今⽇はクラスマッチ⼆⽇⽬で、正式に終わった。

昨⽇からはじめたクラスマッチは、バレーボールとドッチボールそして⻑縄跳び三つのパートだった〜

 

私は、ドッチボールと⻑縄跳びに⼊った。

ドッチボールをやったことは⼀度もなかったのでめっちゃ下⼿だった。内野はぜんぜんだめで、すぐ当てられちゃうので、試合のときは外野に⼊った。本当に激しかったね。。
私はなかなか役に⽴たなかったけど、みんなは本当に頑張った。ありがとう︕︕⼋組の⼥⼦は負けたあとはずっと男⼦の試合を⾒ていた。

⼋組の男⼦、強かった︕︕︕︕⼀年の頂点に⽴ったけど。。。最後は ⼆年⽣と三年⽣に負けた。まあ、頑張ったから、最⾼だ︕

 

昨⽇の放課後はＥＳＳのクリスマスパーティーだった〜カナダからのアーロン君が作ったカナダ⾵の「プッティン」がおいしかった〜

 

今⽇の⻑縄跳びに参加した︕実は超下⼿で、めっちゃ⼼配した。練習のときもぜんぜん跳べなかった。でもみんなが私に「⼤丈夫だよ︕」と⾔って、私と⼀緒に練習して、本番
の試合のときは⾒事にできた︕︕みんなありがとうＴ Ｔ

 

今⽇の部活は。。外練だった。四千メートル⾛って、背筋や腹筋とかのトレニングは連続何百回したから。。本当に。。。。。疲れた。

これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 晨さんの⽇記



お正⽉

2013.01.05

あけましておめでとう︕

 

まあいろいろ。。

新年だから忙しかった︕

 

おせち、お雑煮、年越しそば

いろいろ⾷べたね〜〜

 

着物で初詣に⾏った〜帯がきつい︕︕︕苦しかったＴＴでもなんとか。。⼥になったね

 

これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 晨さんの⽇記



⾃宅学習⽇

2013.01.19

そう⾔えば今⽇センター試験なんだね。三年⽣の先輩たち、がんばれ︕︕︕︕︕昨⽇も出発式があった。。

 

⾃宅学習⽇というのは⾼校⼊試のための休みなんだ きのう先⽣も厳しく「勉強しろ︕︕」「出かけったりしたらだめ︕︕」って －－

まあ。。。せっかくの休みなのに。。

やっぱり勉強するなんて やる気がないわ。

だから今⽇午前中ゴロゴロゴロゴロ過ごした〜

テレビ番組で関ジャニー∞の丸⼭さんの⼀発ギャクにめっちゃつぼった︕︕︕︕

午後はまた部活に⾏った 。もう卒業した先輩も今⽇部活に来てくれて、本当によかった。でも時間がたっぷりあるので平⽇よりもきついなあ。。

試合も⼊った︕なんか⾃分が初試合のときよりちょっとうまくなってる︕︕でもやっぱりフットワークがだめなのでなかなかシャットルが狙う⽅向に⾶べないん
だ。。。。。。。。。。。。。。。。もう︕︕頑張らないと︕︕

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 晨さんの⽇記



テスト前

2013.02.08

中間研修疲れた。。。でも 楽しかったね

あっという間に半年が過ぎて。。。

あと半年だなぁ。何とか ⽬標に向かって ちゃんと しっかりと 過ごさないとね。

 

帰った⽇マジ疲れたぁ。。⾶⾏機が遅れたら学校に⾏かなくていいんだろうと思ったけど結局無事に着いてしまった。で次の⽇眠たいけどさりげなく学校に⾏った。。。

もう 来週は学年末テストなんだ。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

⾏ったら 席替えをしていた 。 教室の真ん中に座ることになったので…。。。。。プレッシャー︕︕︕︕

んで みんな久しぶりだから 疲れてるけど嬉しい 会えるのが

昼休みに元気よくみんなにお⼟産あげた︕みんなおいしいって⾔ってくれてたね〜よかった︕︕︕︕︕

昨⽇も 今⽇も ⼀所懸命ノート写してた。研修の間に落ちてしまったノートを写さないと。。世界史 ⽇本史 地理  社会科⽬の覚えるものマジ多い。。もうすぐテストな
ので頑張ろう  おおおお︕

あとね。。今⽇の放課後 プリクラ撮りに⾏ったわ テスト直前だけど。。やっぱり⾏きたいね 三連休もあるから

 

明⽇から三連休 楽しみ

これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 晨さんの⽇記



最近ね

2013.02.23

テストも無事に終わって よかった

期間は友達と図書館とか通っていっぱい勉強したぜぇー〜

世界史９４取ったぜぇー〜

最初１４だったのに９４取ったぜぇー〜

 

⾳楽１７取ったぜぇー〜〜〜〜男⼦に笑われたぜぇー〜なんだか⾚点取ったひとはわずかなふたりしかいねぇーぜぇー〜〜

ワイルドだろぅｗｗｗ

というのは

バレンタインもテスト期間なので何気なく勉強と過ごした

けど︕

チョコ作るかどうかめっちゃ迷ったぜぇー「ここはぜぇいらねぇんだロー

 

どうやら⽇記に書くのが忘れちゃったみたいで

ウサギのウンチって⾔われた︕︕︕︕

 

あああもう 始めてからウンチの形を作るつもりだったわ〜⾒事成功

で みんなに 「おいしいよ 形がウンチだけど」

まあ⼀応「ウンチョコ」って名付けよう〜

ワイルドだろ〜

 

友達の家でチョコ作りながらＲ１の録画⾒た︕ヒューマン中村まじうけたｗｗｗｗあとキンタロー。。。「私が嫌いでも本物の前⽥敦⼦。。。。。︕」

今も思い浮かぶと笑えるような⼀発ギャクがあった︕︕︕その 「ケツ名刺」︕︕︕︕︕もう︕︕︕︕︕︕わっぜぇツボった︕︕︕︕︕

 

⻩ 晨さんの⽇記



で。。。。

昨⽇焼⾁⾷べに⾏った︕ちょうど部活帰りなのでめっちゃ⾷べた〜〜〜〜〜⾷後のアイスもおいしかった〜〜〜感動︕︕

そして

今⽇髪をパッチリ切った＝ｖ＝ すーーごくイメージ変わったね お⺟さんに「姉さんになった」って⾔われた〜

 

 

まあこれで〜。

これは⽇本語で投稿されたものです



⼀週間連続達成︕

2013.03.08

お︕

卒業式終わって。。

 

⼆年の先輩たち 修学旅⾏の⼀週間

 

だから ⼀年⽣しかいない校庭︕

ESSも茶道部も先輩がいないので今週キャンセルで。。。

茶道部で外練をサボるのが

もう 今回できないのだ

まあいいが。 もう外練怖くないから

 

これで

⼀週間連続部活やってきて

 

もう筋⾁痛っていう⾔葉しらねぇ。。

 

これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 晨さんの⽇記



合宿

2013.03.24

きつかった。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

はじめた⽇は⼗キロぐらい⾛って合宿の場所に⾏った。。。。マジきつかった︕︕︕︕︕途中で⽴ち⽌まったこともあるけど ⼀応ゴールまで着いた︕その瞬間の達成感すごー
ーーーーーーーーいね。

 

でも

着いても 休みがない  直接練習に⼊ってて さらにきつかった

普段の部活で練習できなかったこともたくさんやって

あれほど⾜を痛めることができるなんて 今さら知った。。。

というのが今⾜の存在がちょっと微妙な状態になってる あ。

宿泊先の後ろにちょうどお墓があるんだ。。前の合宿も参加した先輩によって、お化けが出てるみたいで。。

「洗⾯所に⽩い影が」

「夜中に何かの⾳が」

とか。  怖くて トイレもお⾵呂も友達と⼆⼈で⾏くことになった まあねわたしは別に何も感じていないけど。。男⼦は夜三時まで起きてて階段のところに誰かがいるみた
いな⾳がしたって

うわ 怖いなあ︕

 

まあねお化けの話はここまで

 

⼆⽇⽬も⾛りが⼊ってて 七キロぐらいかな もう。。初⽇と同じで最後に着いた。三⽇間の練習が終わってマジよかったよ。。。

 

昼間はきつかったけど夜は結構楽しかった︕︕︕︕

初⽇の夜は ⼆年の先輩たちと⼀緒に部屋でちょっと⼥⼦会した。。でも みんなリア充で 彼⽒と⼀晩中ずっと電話していたわけよ。。⾮リア充としてはいてもたってもいら
れなかったわよ。。。︕

 

⼆⽇⽬の夜はね。。先輩の誕⽣⽇パーティーしてた それが終わった後⼀年の友たちと先⽣と⼀緒にたくさん話してた。。。︕先⽣の奥様とか 恋愛史とかずっと話してたｗｗ
ｗ結構おもろかったー︕ 話しながらおつまみ⾷べてオッサンみたいけど。。楽しかったわよ︕︕︕︕

楽しすぎて⼀時まで起きてた

 

それで今⽇体⼒やばかった。。だるい眠いだるい眠いだるい眠い打てない⾛れない届けない

 

やっと帰ったけど 明⽇まだ部活あるんだ

 

マジだるい。

⻩ 晨さんの⽇記



 

 

これは⽇本語で投稿されたものです



⼀⽇遠⾜

2013.04.13

動物園だった︕

テンション上がりすぎ＝ｖ＝  ⾏く前にはもうずっと「猫いたらいいなあ」って⾔ってたけど。。

本当に猫がいたｗｗｗｗ 

 

ちょっと動物のフンが臭かった＝＝

あと。。 熱いからかな︖みんな寝てた︕︕コアラも ヒョウも。。

寝ていた熊のポーズうける︕︕︕︕︕

やっぱそれ、熱すぎやろ︕︖

 

隣の公園でみんな⼀緒にご飯⾷べた〜

そのあとね。。花いちもんめずっとやってたーーーー 勝って嬉しいハナイチモンメ〜

 

眠かった眠かった眠かった眠かった爆睡

⻩ 晨さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです
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