
初めての⽇記

2012.08.29

今、オリせンにいます。

はいじめての⽇記ですね。何を⾔いますか。

⽇本は、本当にとても綺麗な国です。これからの⽣活はきっと楽しいでしょう。楽しみにしています。

 

2012．8．29 国⽴オリンピック記念総合センターで

これは⽇本語で投稿されたものです

鐘冰雯さんの⽇記



これから始まる新しい⽣活

2012.08.31

明⽇にはここオリンピック記念センターを離れ、新しい学校に⾏く。今⽇みんなのほとんどがこれから⾏く学校の先⽣やホストファミリーと顔を合わせていたんだけど、わたし
⾃⾝は少数の⽅だった。でもこれはこれでいいかなと思うの。だって明⽇までワクワク楽しみが残るでしょ︖

この4⽇間、先⽣⽅には本当にご迷惑をおかけしました。後井先⽣、諸⽥先⽣、豊川先⽣、林先⽣......その他たくさんの先⽣のみなさん、本当にありがとうございました。たく
さんのことを学んだと同時に、本当にたくさんお⼿数をおかけしてしまいました。

ほんとは許可を得てから写真をアップする予定だったんだけど、許可を得るのを忘れた上に、カードリーダーを学校に送っちゃったみたいで。明⽇もっかい先⽣に聞いてみて、
もし⼤丈夫そうだったら、学校に着いてからアップしよう。

4⽇間という短い時間の中でまさかこんなに仲良くなれる友達にめぐり合えるとは思ってなかった、ほんとに。その友達というのが@桐⽣。みんなも検索してみるといいよ︕す
っごく⾯⽩い四川出⾝の⼥の⼦なの。⾟いものをご飯みたいにペロリと⾷べちゃうんだから︕すごいよね︕

明⽇のお昼には学校に到着するらしいから、これからがようやく新しい⽣活のスタートラインって感じかな︕こっちに来るときはものすごいワクワクしてたけど、いざとなると
やっぱりちょっとしりごみしちゃうね。

学校の寮にはwifiがないみたいなんだよね。あああこれからどうやって⽇記を書こう。0.0

まぁなにはどうあれ、これからの新⽣活に、期待で胸がいっぱいです︕

 

2012.08.31

国⽴オリンピック記念⻘少年総合センターにて
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今⽇までのまとめ

2012.09.02

交流センターの先⽣に関するメールは、近いうちでは、これが最後になるかな。新しい⽣活がスタートしたら、前のことを振り返っている時間はなくなってしまうかもしれない
から。

今⽇、先⽣⽅に、写真を載せてもいいかと許可を取ってまわり、皆さんから快諾を頂くことができました︕本当にありがとうございます︕（お辞儀）

まずはセンターの先⽣⽅。⾯談も先⽣達が担当されていて、とても⼤変そうでした。朝早くに起きて、夜遅くまで残っていらっしゃいました。本当にありがとうございました︕

（私を除いて、左から、後井先⽣、諸⽥先⽣、豊川先⽣）

 

次は、とっても⼤変な撮影担当の先⽣⽅0.0⾯談の⽇を除いて、毎⽇⼀番晩くにお⾒かけしたのは撮影担当の⽅々でした。毎⽇遅くまで仕事をされていたようです。しかもあん
なに重いものを担ぎながら。撮影担当の先⽣⽅の写真は全員分ではないです。最後の⽇に⼀名（たぶん録⾳の先⽣︖）だけどうしても⾒当たらなくて。

キリっ︕（藤⼭先⽣と古林先⽣）

私達のことを朝から晩まで撮り続けているのに、いざ⾃分達が撮られるとなると、少し緊張︖

本当にありがとうございました︕
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（草野先⽣。写真で名札がはっきり⾒れるかな）

超優しい先⽣。⼀⽇中笑ってる。もし私だったら絶対にできない。本当にすごいよ︕

制服を着ているのは徐さん。先⽣とは呼ばないように⾔われているんだ。後井先⽣と林先⽣を除いて、唯⼀私達と中国語を話せる⼈︕とっても優しいお姉さん︕

本当は他にもたくさん先⽣がます。林先⽣に、塩澤先⽣に、パソコンの先⽣、他にもたくさん。なのに、今⽇は気が動転して、写真まで気が回らなかったo(╯□╰)o，でも、本
当にありがとうございました︕⼼の底から、感謝です︕

明⽇は学校周辺を⾒てまわるんだ。先輩達は本当に親切で優しい。寮の先輩⽅もありがとうございます︕

それじゃあ、おやすみなさい。

 

2012.09.01

桜丘⾼等学校にて



第1週間終わった︕

2012.09.09

どうやら、もう部活を決めた⼈がたくさんいるみたいだね。私はのろまな⽅らしい︕

⼀週間頑張って、寮も学校も来たばかりの時より⾟くなくなった。岩佐先⽣の⾔うとおり、「時間が課題をかかることだからね（原⽂ママ）」。

実はね、まだ全部の部活を⾒てないんだ。運動系はすごいのばかりだからって、⽂化系のを探していたら時間がなくなって。。寮の友達やクラスの⼦と⾒れるのだけ⾒たけど、
皆すごい。桜ケ丘体校という名に恥じないね。。

でも、寮⽣は皆体育がすごいけど、英数科は勉強もすごいんだよ。

皆の⽂化祭は⽉末みたいだね。私もそう。でも私のクラスはサイクリングなんだ。気仙沼から⾃転⾞で学校に戻るんだよ。名前もすごくて、800Kmの絆って⾔うんだ。今週の
⾦曜⽇にはもう⼀部出発したんだ。私は27－29の担当。楽しみだな︕

皆、写真が表⽰されないみたいだね。後井先⽣に⾔って、写真も渡したのだけど、どうやらまだ無理みたいだね。

 

2012.09.09

桜⾵寮にて
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思いがけないお休み

2012.09.10

今⽇は開校記念⽇。学校はお休み。なのに朝すっかり忘れて、いつも通り学校に。もうバカみたいTAT。卓球部の先輩たちが校⾨のところでランニングをしていたのでよかった
けれど、じゃなきゃ今までずーっと待ちぼうけだったよ。

補習もないし、⽇本の⾼校⽣って、本当になんのプレッシャーもないよね。

午後は公園へ︕学校のそばって便利だな。でも静かで中国とは違うね。私が通っていた⼩中学校は、よりにもよって市内の賑やかな商店街のすぐそばだったので、もううるさく
て。

朝起きると、寮のそばの野球場から練習の掛け声が聞こえてくる。元気いっぱいで、聞いているほうまでパワーがもらえるよ。

今⽇、瑞季が寮に帰ってくるはずだったのに、学校のお休みが⼀⽇のびたので、帰ってくるのは明⽇に。腰のけがは⼤丈夫かな。これで明⽇からまた部活の練習にでるなんて、
本当にスゴイ︕たとえ授業はちゃんと聞かなくても...

ええと、⽇本の⾼校⽣ってマジメに授業を聞かないけれど、でも肝⼼なのはそこじゃない。これはきっと区別して考えているから。勉強は知識で、これは無理やり詰め込める。
でも性格はなかなか変えられない。以前きいた、ある⽴派な⼈は⾃分が淘汰されても団体精神を失わない。でも臆病者は淘汰されたくはないので⾃分勝⼿なことをする。そうい
うことなのかな︕

 
⼩学⽣のころから始めた、課外活動でもいいし、スポーツでもいい、⼀⽣けんめいに取り組む事。⼀朝⼀⼣にできることじゃあないものね︕

私もがんばらなきゃ︕
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⼆週間⽬終わり

2012.09.14

今⽇部活に⼊ったよ。卓球部。

これからきっと忙しくなるだろうなぁ。⼟⽇も今までみたいに暇じゃなくなるかも【笑】。

授業⾃体はねぇ、実際そんな難しくはないんだ。⽇本語をあまり使わなくていい数学や理科総合や英語なんかは、先⽣にクラス替えしようかって⾔われてるくらい。まぁまだ今
はどうなるかわからないんだけど。

でも歴史や国語は、辞書で調べつつ勘に頼りつつって感じなんだよね。でもまぁなんとかならなくはないかな。きっとそのうち慣れてくるはず。

こっちに来たばっかりのときほど、⾃分には友達が少ないって感覚は無くなってきた気がする。りほとは同じ声優が好きだし、星野は将来声優を⽬指しているんだって~やっぱ
り櫻井さんには感謝しなくちゃだなぁ~︕わたしに⽇本語を始めるきっかけだけじゃなく、友達をつくるきっかけまで与えてくれて。もちろん全部間接的なものなんだけどね。

とりあえずこんな感じかな。明⽇は午後に練習があるから朝のうちにスーパーに⾏かなきゃいけなくて、だから早起きしなきゃなんだ。

 

2012.09.14

櫻⾵寮にて
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クラス替え

2012.09.19

  昨⽇は豊川先⽣とhomestayや学校のこといろいろ、部活のことなんかを話したあと、今⽇はクラス替えだ、と聞かされた。

  つらくない、気にしていないって⾔えばウソになるけれど。まあ、4⽉にお互い知り合ったばかりの普通科に⽐べれば、⾼等部の⼈たちはみんな中学からいっしょなので、中
国の外国語少⼈数クラスみたいに、なかなかその三年間で培われた関係の中に⼊っていくのはかんたんじゃあない。

  部活動のことももう少し考えてから決めようと思う。まだ授業もちゃんと決まっていないし、学校が終わる時間も遅くなるしね。

  いろいろと野⽊森先⽣には申し訳なくて。部活のこともお⼿数かけたのに、結局またふりだしにもどっちゃって。

  明⽇に期待しよう︕みんなはもうだいぶ慣れてきているようだけど、私はまた来たばかりの時のように、⼀から始めなきゃ。

  がんばらなきゃね。メソメソしていられない。

2012.09.19

桜⾵寮にて
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これって...昨⽇の続き︖

2012.09.20

 今⽇から新しいクラス。第⼀印象は、⼈が~少な〜い︕

 でも⾼等部って⼈が少ないからか、下校の時に、三年と⼆年⽣の先輩が挨拶に来てくれたの。恥ずかしかったな...だって、はじめからびっくりしちゃったから。

 でも⼀番書きたかったのはこの事じゃない...>333<

 午後、部活のことで普通科の職員室に⾏ったんだ。→卓球部の顧問の先⽣は普通科だからね~そこにいたら、1-6の⼈が、遠い教室の窓から声をかけてくれたんだよ。もう嬉し
くてうれしくて╮(╯▽╰)╭

 夜は1-6の美燕と中古屋さんに⾏ったんだ。途中剣道部（⼸道部だったかな︖すぐそばにあるからよくわからない）の教室の前を通りがかったら、そこから出てきた1-6の⼤成
さんとばったり会ったの。そのときは申し訳なかったんだけれど、逆光で誰だかよくわからなかったんだ。でも⼤成さんが⼤きな声でʻやあʼって声をかけてくれて、それか
らʻsyo，こんばんはʼって挨拶をしてくれた。午後だったらとってつけてようなものだけど⼣⽅はもう嬉しくて.....= =だって⼤成さんとは話したことがなかったと思う。情報課
の授業の時、男⼦と離れて⼥⼦のむれの中に座ってたんだ。でも私が⼊ったので彼も男⼦のほうに座れることに。何か申し訳なくて......⼤成さん、また元の席にもどっちゃうね
（また元にもどらなくちゃいけないなんて、ぬか喜びさせてゴメンね......）

 1-6のみんな、⼀緒にいたのはたったの三週間だったけれど、みんなのこと、本当に⼤好きだよ︕

 そうそう、1-Aのことも話さなくちゃ。ほんとうに国際的なクラスなの。授業も全く違って、数学なんかは今⽇はなかったけれど、総合課とかは、普通科の内容とはまったく別
世界。普段はみんなパズルなんかやってる...今⽇の総合課のテーマは企業に関して。それから英語は、中⼀から⽇本語の勉強を始めたけれど、⺟語が英語の外国⼈って会ったこ
とがなかったの。でも今⽇初めて外国⼈教師のBen先⽣に会って...びっくりしちゃった。⾃⼰紹介で使っている単語は英語なのに、どうしても語順が⽇本語のになっちゃう....

 ワァァァァはずかしい...

 0.0今⽇の嬉しかったこと、特に話したかったことは...放課後寮にもどってきたとき、ちょうど卓球部の先輩たち0.0がなぜか歩道橋を歩いていて、ちょうど私と反対⽅向で、
⼀⼈⼀⼈挨拶を。スーパーで買い物をして帰って、美燕のところにいったら彼らがなんと...マラソンから帰ってきたところ= =また笑ってあいさつを..別に⾯⽩いことじゃない
けれど、なんかいいよね。（でもほとんどかわらない場所から彼らを⾒かけたんだよね。どうしてグルグルまわっているんだろう。ふしぎだな）

 まずはこんなところ。国語TATは教科書をもらったから予習しなくちゃ。むず︕かし︕すぎ︕

 

2012.09.20

桜⾵寮にて
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2012.09.22

2012.09.22

 今⽇はお出かけしたから、すごい疲れたぁ。

 電⾞を2回乗り継いで藤沢町まで⾏って、基⾦の先⽣たちに会いに⾏ったんだ。TAT前に中野でバスに乗ったけどさ= =あれって全てのバスが同じ形式ってわけじゃないんだ
ね。豊橋のバスは乗りこむときにまず乗⾞券をとって、降りるときにお⾦を払うタイプだった。TAT最初それが分かんなくてさ。てっきり無賃乗⾞しちゃったのかとハラハラし
ちゃったよねTAT

 アドバイスすることが⼤好きなお⽗様から、全体的なまとめを書いたらどうかというアドバイスを頂いたんだけど、実のところちょっと書きたくないし、それに書く必要性が
感じられないんだ。まとめを書いたというあの⽣徒はまだ⼀回も⽇記を更新してないし。それにわたし⾃⾝そんなに頻繁に⽇記を書いてるわけでもないのに、そこでいきなりま
とめなんて書いたらなんだか⾃⼰アピールしてるみたいじゃん。

 中国にいたときに観たかったけど観れなかった映画を⽇本で今⽇ようやく観れたよ= =，学⽣証がまだ⼿元にないから学割はだめだったんだけど、今⽇は別の割引がきいたか
ら、まぁ結果オーライだったかな。それでもすごい⾼いんだけどね。

 あと今⽇驚いたことは、めちゃくちゃハイテクなプリクラ機（プリ画っていうの︖）。なんで⽇本の⾼校⽣ってあれが好きなんだろう。6組の⼦もA組の⼦も、みんな⼭ほどプ
リクラを持っているよね。

 今⽇はみんなにそそのかされたから= =まぁみんなと⼀緒に撮りに⾏ったんだけど、出てきた写真を⾒て思ったこと̶̶これわたしじゃないよ= =

 出来るか分かんないけど試しにアップしてみるね

鐘冰雯さんの⽇記



学園祭カウントダウン

2012.09.26

 サイトにアップされると、中国語で投稿したのか⽇本語でしたのか表⽰されるんだね。きっとお⽗さんに、どうして⽇本語で⽇記を書かないのかってクドクド⾔われちゃう
（てへぺろ）。

 29⽇の学園祭、A組のだしものは、えーと、よくわからないんだけど、とにかく、⼈を幸せにする魔法ってカンジ。6組のことは前にも何度も話したよね。東北に⾏くんだ。明
⽇は1時限⽬に掃除をしてから準備を。ずっと前から決めていたことだから、⾔ったことはきちんと守ろうと、明⽇は6組の⼈たちと東北に⾏ってくるよ。

 でも全部できるっていうわけにはいかないね。今晩がA組で準備ができる最後の晩になるのかな。

 みんなおそくまでがんばって、外ももう真っ暗。今になって、どうして6組がそんなに準備に時間のかかるものにしなかったのかわかったよ。みんな家が遠いから遅くまで残れ
ないんだね。

 昨⽇は体育祭。疲れちゃって⽇記が書けなかった。桜丘の体育祭って、なんて⾔ったらいいのかな、卒業⽣のプログラムとかもないし、他の学校と⽐べたら体育的な要素が⼤
きいんじゃないかな。でもすごかったよ。昨⽇の昼間はずっとよく晴れていたけれど、夜、家に帰ってから撮った写真は雲がかかっていて、これを⾒た⼈はきっと涼しくて爽や
かな⼀⽇だったんだろうねって思うだろうな。（笑）

 先⽣、やっぱり画像がアップできません、絶対に2Mはこえていないのに。

 でも後で写真を⾒たときに、あの⽇がどんなに暑かったか、思い出すことが出来るかな。でもこれは私の⼀⽣の中でもめったにない、たった⼀⽇だけのことだから、どんより
としたそして晴れ渡った空の、体育祭だったんだ。

 こう考えていくと、この⼀年がますます⼤事なものだなって思えてくるよね。

鐘冰雯さんの⽇記



帰ってきたよヾ(〃ﾟωﾟ)ﾉ☆

2012.09.28

 今⽇後井先⽣からのコメント読んでから初めて⾃分が⼤きなミスを犯してしまったことに気付いたよ。⾃転⾞で東北に⾏くんじゃないo(╯□╰)o⾃転⾞で東北を⽀援するって
意味です.....ほんとに申し訳ない( ⊙ _ ⊙ )

 昨⽇清⽔まで⾃転⾞で⾏ってそこで⼀泊してからまた⾃転⾞で帰ってきたんだ。次は東北でボランティア活動があるらしい（わたしが⾏くかどうかは分からないんだけど。普
通科から⾼等部に移ったからね）。まぁこれはほんとに東北に⾏くんだけどね。

 写真はとりあえず1Pだけにしとこうかな。⼤きい写真がアップ出来るかどうか分かればいいし= =

 でもこれでもどうやらだめみたいだよ先⽣。JPEG,766kb

 今回はハッキリとアップ出来なかったって⾔ってほしいな╮(╯▽╰)╭こないだのはアップ⾃体は出来たみたいだけどそのあとなくなっちゃったんだよね。

 明⽇から⽂化祭だ。fighting~
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2012.10.06

2012.10.06

好久不见。

学校体育祭⽂化祭【虽然被台风打到缩短了】，以及因为台风原因推迟到了连休后的后夜祭，上了两天课之后今天的爱⼤国际⽂化节，然后终于，连串的活动暂时结束了。

其实要说结束也不算，下周考试= =

爱知⼤学感觉怎么说呢，感觉上是利于学习的地⽅，很安静，很。。远= =

我今天花了⼀个钟头才过去。

不过学校的门⼝就是电车车站，和车轨，对就是那种车来了的时候会拦住的，很少⼥系清新的景象。

很棒呢对不对︖

下午回宿舍的时候正好要在丰桥车站转巴⼠，佳苗说那正好做那个之前的问卷调查吧，然后就直接掏出来各种发了。

当然按照我说话⼤喘⽓的习惯，这不是最精彩的。。

最精彩的是某位⾃称某⾼中⽼师的⽼爷爷【绝对是骗⼈的我们讨论之后觉得】，听了我跟佳苗的对话问我是不是中国⼈。

我当时整个处于⼀种被吓傻了的状态，⼀猜居然猜出来了。

来猜猜⽼爷爷通过啥猜出来的吧︖猜中了。。虽然没奖。。经常进⼊猜谜状态有利于脑部发育嘛

答案下篇⽇志揭晓哦

これは⽇本語で投稿されたものです

鐘冰雯さんの⽇記



2012.10.13

2012.10.13

お待たせしました。とりあえず、答えを出します。

駅で⽇経についてのアンケとをやってるとき、駅のおじさんは、私の話を聞いて、「あっ︕」「えっ︖」の発⾳がおかしくて、そしてかみのけとかの感じを⾒て、前⾒た中国⼈
と同じ感じをしています。だから、「中国⼈ですか。」と私に聞きました。

すごいですよね。

ホストファミリが決まりました。ちょうど豊川先⽣に聞いた⽇のあと、お知らせが出ました。本当にありがとうございます。私の休みは暇すぎないように、いろいろなことをし
てくれました。

⼤府市はいったい、どんな町ですか。ホストファミリは⼆歳の娘さんがあるそうです。こまってるな、⼆歳の娘さんと遊び⽅、教えてもらいたいです。あったら、私に教えてく
ださい︕︕

お願いします︕

来週豊橋まつりを⾒に⾏こう。

あっ、忘れちゃいました。今週、英検を受けました。

むずかしいじゃないですが、どめんどくさいですよ。

来週も⾃⼰採点あるし、来⽉⾯接もあります、もし筆記試験が合格したら。

びっくりしたのは、前6組にいたとき、後ろの席のかじゃんくんも准⼆をうけました、授業の時時々寝ていますけど。すごいですね。それは現実のいっぱい寝ても、テストの王
様ですか︕︖

再来週中間テスト、ファイト︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

鐘冰雯さんの⽇記



2012.10.27

2012.10.27

 久しぶり。また戻ってきたよ。

 最近はすっかりこっちにも馴染んできたよ。もちろん前が馴染めてなかったっていうわけではないんだけど。慣れるっていうのには、⽣活⾯と、精神⾯の2種類があると思うん
だ。

 今週は中間試験だった。試験⾃体はすごい⾟かったけど、毎⽇11時には学校が終わるからそれは嬉しかったな。

 それで成績のことなんだけど。まぁ、うん。聞かないであげて。

 そういえば交流センターの先⽣⽅は深圳出⾝の五期⽣の男⼦学⽣のことを覚えてますか︖劉先輩

 この場を借りて彼に⼀度お礼を⾔わなくてはいけません。

 こっちで新しいクラスに⼊ったとき周りが全員⽇本⼈になっちゃった上に、クラスのみんなは最初からずっと⼀緒だから、中々その輪の中に⼊れなかったとき︔試験前あまり
に科⽬が多くて（しかもわからないのばっかり）どこから⼿を出したらいいか途⽅にくれていたとき︔よくわからないけど無性にイライラしているとき︔それから、⾊々どうし
たらいいかわからなくなったとき......

 いつでも時間を⾒つけてはわたしの話を聞いてくれて、的確なアドバイスをたくさんしてくれた。

 時々ほんと申し訳ないなって思うときもあるんだよ。先輩もこれから留学の準備で⾊々と⼤変だろうに、わたしのことまで考えてもらっちゃって。

 でもきっと先輩なら受かるって信じてる。その気さえあればきっと︕

 もうすぐホームステイが始まるかと思ってたのに、また⾊々あって先延ばしにされちゃった。

 = =始まりがこんなバタバタしてる分、ホームステイ⾃体はきっと上⼿くいくって信じてる︕

 その前にどうかみんなの知恵を貸して頂きたい。2歳の⽇本の⼥の⼦と遊ぶには⼀体何をしたらいいんだろう︕︕

 ⽇本の⼦供達は普段何で遊んでるんだろう0.0︖

 緊張するなぁ~

これは⽇本語で投稿されたものです

鐘冰雯さんの⽇記



2012．10．31

2012.10.31

  趁还没步⼊忙碌11⽉再来⼀篇。。

  刚刚打电话给基⾦，其实实话实说是回基⾦的未接来电，没接到真的好抱歉哦~然后是后井⽼师接的第⼀次，虽然⽼师貌似不是主要负责我的︖嗯，但是还是很感谢哦，接了我那
么多次电话。。。【虽然不可否认每次接电话的⽓场都好奇怪......后井⽼师好好奇您是负责谁的......不会每次打电话都笑场么....我⼀挂电话就笑趴下了】

  11⽉好忙好忙好忙好忙~homestay模试英检樱丘20周年式典的合唱之类的然后还有我⾃找的做志愿者（可能...）以及，之前给⾃⼰找的- -超级短期寄宿....

  ....不过貌似这是我⾃⼰期望的...所以...说实话是很开⼼的啦~︕

  照⽚怎么都传不上去啦。。⽼师我能不能放相册地址然后以后直接传到相册去，在⽇记⾥⾯给密码，如果真有想看的⼈就去看这样0.0.。。【不过真的有⼈会想看么...】

  ⽼师们如果有特别喜欢的颜⾊的话留⾔⼀下哦~嗯嗯...【我不是骗回复相信我...】

 

これは⽇本語で投稿されたものです

鐘冰雯さんの⽇記



2012.11.09

2012.11.09

  ⾷欲の秋慌しい秋╮(╯▽╰)╭ いやはや11⽉ですねぇ~

  そうそう11⽉は⾵邪っ引きの秋でもあるね︕

  週末美燕家にいたときにスキヤキをやったんだ。美燕にはほんとすごい感謝してる。あと基⾦の先⽣⽅も。本来ならわたしは寮⽣活のはずなのに、美燕と先⽣達のおかげで、
⽇本の⾼校⽣の⽣活を3種類も体験することが出来るんだから。

  寮⽣活と、伝統的な⽇本の家庭と、⽇中の⽂化が混ざり合った移⺠家庭の⽣活。

  定期的にここには来るようにしているよ。忙しいのはほんとに忙しいんだけど、それでも頑張ってるんだ。

  ⽇曜⽇は英検だぁ。今⼀番⼼配なのが⾮⺟語である英語と⽇本語を混ぜ合わせて、緊張で単語と語法がごちゃまぜになっちゃわないかってこと。。例えば、もうほんと記憶か
ら消し去りたいんだけど、以前わたしがやらかしてしまった⼀⽂︓I AM JAPANESEを勉強しています。みたいな。

  前にスカイプでなんで3ヶ国語使えるのか聞かれたときに、なんかよく分からないけどこの⼀⽂が出てきちゃったんだよね。。。無意識に

  相⼿が優しくて⾯⽩い⼈だったから良かったけど......5分くらいお互いフリーズした後彼⼥はポツリと⾔った...ほんとに3ヶ国語出来るんだね

  でもまぁ全部昔のことなんだけどね

  SYO，fighting︕

鐘冰雯さんの⽇記



2012.11.10

2012.11.10

昨⽇は忙しいと予告したけど、今⽇は本当に驚いたので⾔わずにはいられないp>

⽇本⼈は本当に....まっすぐというか、気の向くままというか︕︖

 

今⽇、ラーメン屋さんでタダにしてもらっちゃった= =。。。。。

 

変だよねo(╯□╰)o中国じゃ考えられない。。。。

 

お⾦をコップの下に押し⼊れて⾛って出て⾏ったのだけど、追いかけられた= =。。はたから⾒たら、私が無銭飲⾷したみたいじゃんかああ囧

 

とまあ、そういうことがあったの........本当にありがとうございました︕それにとっても美味しかったです︕。。

 

今後⾏く勇気はないけど= =

 

以上

英検前⽇。fighting︕

これは⽇本語で投稿されたものです

鐘冰雯さんの⽇記



2012.12.07

2012.12.07

今回は本当にお久しぶりです。。。

 

もしかしたらみんなわたしのことなんて忘れてるんじゃないかな<笑>

 

ええとどこから書いていけばいいんだっけ︖

 

最後の⽇記は確か国際⽂化祭の前だったよね︖

 

そうそう、国際⽂化祭。豊橋のね。そこで⼀⽇ボランティアをやったんだ。それから、ほんとは外国⼈演説コンテストにも参加したかったんだけど、諸事情あってそれは出来な
かった。

 

だから、もし演説⽤の原稿が欲しいって⼈がいたら今なら⼤特価でお譲りするよ~

 

あとはmomosawa家でのhomestay。

お⺟さんとその娘しかいないんだけど、その2歳の娘さんがもうめちゃくちゃ可愛くてさ~あともう⼀⼈seanって名前のシンガポール⼈の男の⼦もいるんだ。ちょうどわたしと
homestayの時期が被ったみたい~

 

すごいイケメンなんだよ~写真をアップ出来ないのが残念すぎる。。。。先⽣⽅、なんで前の先輩たちは写真をアップすることができたんですか︕︕

 

それから豊橋の動物園にも⾏ったよ。。。ぶっちゃけほんと豊橋ってなんも遊ぶところないんだよね。。

しかし動物園にいる動物たちってなんでそろいもそろってこう。。。眠たそうなの︕︖

⾏った時間が悪かったのだろうか

 

あとは、試験も受けたよ。

 

そういえば、今⽇⽇本で地震があったって︖

愛知県豊橋市︓こちらは震度ゼロ。

 

揺れた地域にいるみんなはくれぐれも安全に気をつけてね~

 

以上。

2012.12.07のつれづれ⽇記~

鐘冰雯さんの⽇記





2013.02.20

2013.02.20

真的是很久没来了。

 

真的很抱歉呢那么久没写⽇记。

 

中间研修到之前⼀直还觉得没那么快回国啦︕转眼中间研修⼀下⼦就到了，感觉就好快了。

 

当然是有⼀点点终于到⼀半的感觉啦，但是总觉得不舍更多⼀些。

 

不说难过的事了。

 

新年快乐︕（晚了晚了╮(╯▽╰)╭）

春节除⼣都⼲了啥︖

我去了朋友的家跟他们⼀起吃团圆饭，从出⽣以来第⼀次跟完全没有⾎缘关系的⼈吃ʻ团圆饭ʼ。

 

朋友的妈妈说了⼀句话记忆犹新（是从中国过来的移⺠哦不解释⼀下的话后⾯那句话估计特别奇怪），都是离开家乡的⼈就不要客⽓了啦

 

然后那个周末去了原来的班上的班主任的家，特别中国通的⼀个⽼师。跟中⽂⽼师，还有学校另⼀个去国内的⼀个⾼中交换教⽇语的⽼师庆祝春节。

在庆祝春节的party上吃了= =⽇本的传统⾷品。。。╮(╯▽╰)╭中⽇结合的过法嘛不错︕

 

然后就是情⼈节了。

意外的收了好多巧克⼒》《结果⾃⼰准备的不够了.....

⽩⾊情⼈节的时候有的忙了RAR

 

然后然后。。还有啥呢。。写的跟流⽔账⼀样真是不好意思呢

 

~\(≧▽≦)/~快要到春假了︕放假真开⼼

 

可是⼀到放假就只剩下⼀个学期了

 

这么⼀想⼜难过了起来

これは⽇本語で投稿されたものです

鐘冰雯さんの⽇記





2013.06.26

2013.06.26

  いつの間にかもう6⽉。荷物を送って、お礼を書いて、まとめをして、部屋を整理して、何もかもがもうすぐおわっちゃう。

 

  去年の9⽉の時のことは今でもはっきりと覚えている。

 

  今年の試験は私達のときよりだいぶ遅かったみたい。今年受けた同級⽣のはなしでは、語調もかなり緊張していたって。

 

  思い返すと、⾃分も当時はずいぶん緊張していたなあ、と思うよ。今となっては、ずっと昔のことみたい。

 

  こんなカンジかな︕ずっと⽇記書いていなかったね。

 

  もう、あと⼀ヶ⽉も残っていない。良いラストが迎えられるよう、がんばるぞ︕

鐘冰雯さんの⽇記
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