
⽇本への留学⽣活

2013.08.28

昨⽇⽇本へ来ました。うれしかったです。

これは⽇本語で投稿されたものです

束親欣さんの⽇記



⽇本へ来た

2013.08.28

⽇本へきました。うれしかったです。未来の⽣活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

束親欣さんの⽇記



学校での第⼀週間

2013.09.08

  神村学園へ来てもう⼀週間ぐらいだ〜 

  クラスメートのみんなはとても親切でユウモアな⼈です。最初、「はやく慣れないかどうか」という⼼配があったけど、いま全然なくなりました。そして、もう友達を作り
ました。友達から若い⼈たちの⾔葉をいろいろ勉強になりました。めっちゃとか、すげーとか、ヤバいとか、本当にたくさん習いました 〜

  最近、ずっと体育祭の事を準備しています。私はリレーに参加します、すごいでしょう 。みんなと⼀緒にいい成績を取りたいなあ〜これから頑張りましょう︕︕︕

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

束親欣さんの⽇記



嬉しかった⼀⽇

2013.09.16

 嬉しかった、うれしかった、めっちゃうれしっかた〜

 今⽇ホストファミリのみんなと⼀緒に霧島市のまほろばの⾥へ遊びに⾏きました。ファミリの兄ちゃんとスキーをしました。夏だから、もちろん雪がありません、草地でのス
キーです。初めてなので、最初転んでしまいました でも、 何回をした後で、だんだん上⼿になりました。スビードもだんだん上がりました。うれしい＾＾

 来週は学校のスポーツ祭です。最近ずっと準備しています。そして、ずっと楽しみにしています。こんしゅう、⼀⽣懸命頑張ろう︕fighting

これは⽇本語で投稿されたものです

束親欣さんの⽇記



素晴らしい体育祭

2013.09.22

 久しぶりだね〜 

 今⽇体育祭が⾏われました。本当にすばらしかった 。学校の全員は⻘、⽩、⾚と⻩⾊四組になりました。私は⽩組でした。うちの応援団は今度⼀位を取りました、すごか

ったでしょう 。それに、みんなの演技もよかったです。特に、学校ダンス部のみんな。組体操をして、とんぼ返りをして、すばらしかった。

 演技の以外は、試合も体育祭の⼀番⼤切な部分でした。この中には、リレーの競争はとても激烈でした。みんな⾛るのがはやかったんです。ああ、そしてオーストラリアの交
流⽣も学校の先⽣も参加して、びっくりしました。これはうちの学校(中国）で少ないです。

 今週、ずっと体育祭の練習のために頑張って、本当に疲れた。でも、充実だっだ。

 体育祭はみんなの笑い声の中で終了しました。明⽇も明後⽇も休みだから、やっとゆっくり休むことができる、いいなあ〜

 

これは⽇本語で投稿されたものです

束親欣さんの⽇記



中間テストの⼀週間

2013.10.06

  明⽇から中間テストです〜うちは英語コースなので、英語のテストがいっぱいあります。英語は⼤丈夫だと思いますが、国語と現社は今まであまり分からないから、⼼配し
ています。でも、最近ずっと復習していますから、少し妙案を⾒つけました。これからも⼀⽣懸命頑張りましょう〜  

  最後、中間テストでいい成績を取るのを祈る。。。

  

これは⽇本語で投稿されたものです

束親欣さんの⽇記



中間テストについて

2013.10.14

 うちの学校の中間テストはそろそろ終わります。まあ、中間テストでどうでしたか︖国語と現社はやっぱり⼀番⼤きな問題でした。本当のことを⾔えば、この⼆つの科⽬全然
できませんでした。ちょっと諦めたいなあ。。。でも、「やればできる︕かならずできる︕ぜったいできる︕」これは学校の主旨だ。私もこれを⾃分の座右の銘として、ぜった
いあきらめません。 これからもちゃんと頑張らなければなりませんね。Fighting~

 ところで、英語の科⽬でよくできました。成績がまだでませんが、悪くないと思っています。

 ああ、昨⽇は中国の重陽節でした。みんなおめでとう〜（遅いけど、ごめんね ）

 明⽇から学校の⽂化祭が始まります、楽しみにしています、きっと⾯⽩いでしょう。もう⽂化祭を⾒たくて待ちきれないほどだ〜

 

これは⽇本語で投稿されたものです

束親欣さんの⽇記



今週。。

2013.10.20

 今週はたくさんのことを体験した。かなり充実な⼀週間だっだ。

 まず、気温だ。今週は急に寒くなってきた。みんな準備がなかったから、１５℃ぐらいの⽇で、夏の制服のままで学校に⾏った。⾵が吹き、寒くて体中がぶるぶると震えた
。でも、ラッキーなのは⾵邪を引かなかった。健康はやはり⼀番⼤切なことだね。今はもう秋の制服を着て、布団も増やした。

 次は、今週からクラスのｌｉｎｅの群れでクラスメートとめっちゃチャットした。この前はもうクラスの群れに加⼊したが、話しことばがいっぱいあるから、みんなはなにを
チャットしているかわからなかったから、チャットの内容を読んだだけだっだ。しかし、今回私も勇気を奮い起こし、みんなとチャットした。そして、クラスメートたちに「し
んちゃんの⽇本語が上⼿だ」と⾔われた。うれしかった 。

 学校の⽂化発表祭も今週⾏われた。吹奏楽部とチアリンディング部の演技はすばらしかったと思った。みんなは楽器やダンスに強い⼈だ。まじ尊敬する 。あ、わたしが参
加した太⿎部も演技した。これもすばらしかった。演技を⾒て、わたしもかならず頑張って、早くみんなと⼀緒に演技したいなあ〜

 最後、⼀番⼤切のこと、ホストファミリーの⽗さんは今週⼤阪から帰ってきた︕お⽗さんはめっちゃ優しくてユーモアを持ってる⼈だ。それに、⼟曜⽇に家族全員と⿅児島中
央へ遊びにいって、おいしいものをたくさん⾷べた（最近気にしないで⾷べすぎて、体重は３キロも増えた ︕︕さいあくだ〜これからダイエットしなければならない
ね．．．）。

 充実で楽しかった⼀週間〜

 

 

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

束親欣さんの⽇記



週末〜

2013.10.28

先週の⼟曜⽇にホストファミリと⼀緒に映画を⾒に⾏った。映画の名前はR.I.P.D（ゴースト エージェ）だっだ。おもしろくて刺激な映画だっだ。これは⽇本へ来た後、はじ
めて⽇本の映画館へ⾏った（うれしかった ）。映画と⾔うと、やっぱりポップコーンを思い出すでしょう。うちもＭサイズのを買った。Mサイズだっだが、⾷べきれなかっ
た、ポップコーンがめっちゃ⼊ったからだ。映画を⾒た後、書店へ⾏った。漫画は⽇本⽂化の⼀部分として、もちろん書店でいっぱいある。そして、⾃分が⼤好きな「新テニス
王⼦様」の漫画を買った。⼤満⾜〜

次の⽇は海を⾒に⾏った。海の周りの空気はきれいで、ʻさすのいさごはしろくて柔らかかった。海を⾒ながら、砂州を歩いて、新鮮な空気を呼吸して、気持ちもよくなってき
た。めっちゃいい感じだっだ。

毎週新しいことを体験している〜

これは⽇本語で投稿されたものです

束親欣さんの⽇記



学園祭の記録

2013.11.05

      先週の⽇曜⽇、学園祭が盛⼤に⾏われたよ。もちろん、これが⽇本で体験する初めての学園祭。中国のとは全く違っていた。

      まずは準備段階から。みんなと⾦曜⽇の早朝から準備スタート。しかも先⽣は朝と学校が終わる時以外は、ずっといなかったの~だからかかな、教室はずっと楽しくて、な
ごやかな雰囲気だった。でも準備はしっかりと計画通りに進めたよ。みんなで学園祭⽤のテントをはって（このおかげでテントの張り⽅を初めて知った）⾃分が担当する⾷べ物
のイラストを描いて（みんな上⼿なんだ。私は全然ダメでゴメンネ）宣伝⽤の看板を作る等々、みんなハロウィンのこともしっかり覚えていたからかな、看板にもその成果
が。。。これ以外にも、場所のセッティングを。学園祭当⽇は⾬の可能性があったので、グランドだけじゃなく、体育館や教室の準備も。しかも晴れた場合、⼩⾬の場合、⼤⾬
に降られた場合のみっつのプランまで準備したんだから、本当に周到だよね。

      それから学園祭の内容ね。前にいた学校では学園祭っていうと、歌やダンス、お芝居なんかのいろいろな出しものをやったんだ。でも⽇本の学校ではこうした出しもの以外
にも、⾷べ物や⼿芸品の販売、お化け屋敷なんかもある。しかも全部⽣徒主体で⾏うから、作り上げた後には達成感と満⾜感が。

      学園祭当⽇はたくさん同級⽣の保護者も来てくれた。私たちのアップルパイとパンケーキは⼤⼈気で完売したよ。嬉しいな。 ~~もちろん⾃分でも同級⽣と⼀緒に他のク
ラスの“お店”をまわったよ。写真をたくさん撮って、おいしいものもいっぱい⾷べたしね（あーあ、また太っちゃったみたい。エーーン(>_<)~~）。それからお化け屋敷へ。
これは専⾨学校の⽣徒が作ったの。なかではずっと悲鳴をあげっぱなしで、友達の⼿をギュッと握りしめていたのに、外に出てきたらまた⼊りたい気分に。……お化け屋敷って
学園祭の中でも最⾼だよね。

      そして最後は学園祭終了後のお⽚付け。みんなで⼀緒に机やいすを教室に戻して、教室を掃除して、⼀⽇にでたごみを分別して捨てる等々、疲れたけれど、やっぱり楽しか

ったな。

      ⽚付けが終わると、学園祭も終盤（終わらないで欲しいなあ。。）またこの1年間の留学⽣活に忘れられない、素晴らしい思い出ができた。yeah~

 

     （⾃分のＰＣで、初めて中国語で⽇記をかいたけれど、なかなか良いカンジだね。へへ(*^__^*) ）

 

束親欣さんの⽇記



雑技︕すごい︕

2013.11.13

      前にも⾔った通り、先週の⾦曜⽇に中国から雑技団が私たちの学校に来てくれたんだ。すごい反響だったよ~

      午後1時ごろ全校⽣徒（⼩学部、中等部、⾼校、専⾨学校の全部⾨）が⼤体育館に集合。みんなの期待が⾼まる中、幕がゆっくりと上がった。体育館内、ステージ以外の明
かりが徐々に消え、雑技の開始︕まずは司会が場内の雰囲気を盛り上げる。熱のこもったアナウンスに続き、みんなの⼤きな拍⼿がわきおこる。“ライオン”の登場だ。⾶びあが
ったりしながらステージのもとへ。⽣徒たちの⾄近距離まで来て、⼀番前の⼈たちはライオンにさわれたみたい。いいなあ~これはもちろん中国伝統の出しもので、獅⼦舞だよ
~~他にも、唐独楽回し、何⼗本ものフラフープをいっぺんに⼀⼈でまわしたり、変⾯、伝統の柔術などなど。唐独楽回しのとき、司会者がふたりの⽣徒をステージにあげて体
験させてくれた。⼀⼈は⼩学部の⼦ですごくかわいかったよ~ナデナデしたかったな。  ︔それから中国語を勉強するコーナーもあって、司会者が誰か中国語が出来る⼈は︖
って聞いたとき、パッと⼿をあげて、ふわふわとした⾜取りで前へ。周りから笑われながらʼ”はやく、はやく⽴っていかなくちゃ“って⾔われたし。（今思うと、きっと⼝元が
ゆるんでいたんじゃないかな。へへ*^__^* ）

     コホンコホン。本題にかえるね。。同級⽣たちが⾃国の⺠族の伝統演⽬を体験したり、素晴らしい雑技の演技を鑑賞しているのをみたり、まわりからずっと“すごい”、”やば
い”なんて感嘆の声が上がっていると、なんだか誇らしい気持ちが沸き起こってきた（もちろん⾃分がやっているわけじゃないけれどネ）。これが⺠族感情っていうものなのか
な~特に最後の、どんどん椅⼦を積み上げていく演⽬で、椅⼦の四隅だけによりかかって倒⽴し、バランスをとり、最後には体育館の天井近くにまで⾼さが近づくと、みている
⼈たちからは何度も悲鳴が上がった。勇壮な背景と⾳楽もこの演⽬にぴったりで、場内の雰囲気もクライマックスに。私も息を殺してジッとみつめ、ますます積みあがってゆく
たかさに緊張もマックス。もちろん今⾒るとまだ余裕はありそうだったけれど、ラストは⼤喝采の中、⼤成功︕︕でも、この演技の成功の陰には⼀⽇⼀⽇、そして⼀年⼀年、地
道な⽇々の練習の積み重ねがあるんだろうな。今⽇の成功は彼らの流した汗と涙の結晶だ。ステージでは1分、そのための10年っても⾔われるもんね。いい加減なことではこの
成功は得られない。私も⾃分のやらなくちゃいけないことは、もっとがんばらなくちゃね~でもこの怠惰な性格、フウ、とにかく頑張って克服しなくちゃ。やるぞ︕（何を⾔っ
ても無意味な気もするけど ，汗︕）

     まだまだ終わってほしくはない、そんな雰囲気の中、すばらしい雑技のステージは⼤好評のうちに終了。このステージを通じて、周りの⼈たちにはもっと中国の事を理解し
て、興味を持ってもらえた。今の⾃分は、中国からの留学⽣の⼀⼈として、もっともっと努⼒して、⽇本の⽂化を理解しながら、みんなにも中国の⽂化も知ってもらいたい。お
互いに理解しあい、ともに進んでいこうね~（この2か⽉ちょっとの間に、⽇本への理解もずっと深くなったよ。中国とは全く違う学校⽣活も体験できたしね。これからも何が
あるのかすごく楽しみだなing ）

束親欣さんの⽇記



サッカーのLIVEだった︕

2013.11.24

先週、学校のサッカー部の応援に⾏ってきた。サッカー県⼤会の決勝戦だよ~    学校のサッカー部のみんなに「イイね︕」を ︕︕そして応援を頑張ったみんなにも「イイ
ね︕」（もちろん⾃分も⼊っているよ。へへ(*^__^*）） ︕︕    

 

これが私の初サッカー場での観戦。今まではテレビでみただけで、でもあまり興味がないからすぐに別のチャンネルにしちゃったし。今回はライブの試合だからね、サッカーに
対する⾒⽅が変わったよ。なんだかサッカーっておもしろいって思えてきた。それにね、ウチの学校のサッカー部って本当にスゴイの︕︕︕イイ⽬の保養だっ
た。。。                

 

試合開始後すぐに、全員⽴ち上がって⾃分の学校の応援を。⽇本の応援はすごいって前から聞いてはいた。以前の体育祭でもちょっとはそのことを体験済みだしね。でも今回は
他の学校との対抗戦。。応援の仕⽅も全然違った。全校⽣徒がいっしょなので、もっと⼀体感があったな。モチロン他の学校の応援も⾒てきたよ。そっちも「イイね︕」︕︕︕
~\(≧▽≦)/~                                    

 

私たちの学校は̶̶神村学園。みんなでおそろいの⾚の運動着を着て、⾚と⽩の応援棒を両⼿で1本ずつ持っていた。遠くから⾒るとまるで真っ⾚な⽕の海みたいですごい迫
⼒。。。（ちょっとだけオーバーかな。ま、とにかく迫⼒があったってこと~）学校のサッカー部、野球部でおなじみの吹奏楽部の勇壮な演奏もすごかった。私たちの応援も気
合⼗分で、元気いっぱい。特に「あまちゃん」の主題歌を演奏した時の応援はすごくよかったよ~~  

私たちは応援をしながら試合状況もハラハラしながら⾒続けて、私たちの学校がボールをとると、選⼿の⾜元（もしくは頭上ね）の流れるような動きに注⽬し、相⼿のゴールに
ちょっとでも近づくとみんな歓声をあげた。相⼿にボールをとられ⾃分たちのゴールのほうに来られると、みんなに緊張が⾛り悲鳴を上げた。こっちが再びボールを取り返すと
もう夢中になって応援棒を打ちおろし必死に応援を。。。“いけー︕バンバンバン···”みんな興奮して跳び上がって歓声を上げ、必死になって応援した。私たちの学校が先にゴー
ルを決めた︕1点︕︕︕周りはさらに⼤盛り上がり︕︕︕そして最⾼潮のまま、ここで前半戦終了の合図が。。。『さすが神村学園だ︕最⾼だ︕俺の神村、愛してる』 〜（ち
ょっと応援の歌詞の⼀部を引⽤したよ）

あっという間に休憩が終わり、試合は後半戦へ。みんなも⽴ち上がって⾃分の学校の応援を再開。盛り上がりは変わらぬまま。。。でも後半戦では、こちらに違反があったらし
くて、むこうにペナルティーキックが認められた。敵もこのチャンスを逃さず、ゴールに成功。⾼速でボールが駆け抜け、私たちからはアー、との声があがって。。。でも⼤丈
夫、みんなまだまだ元気に応援を続けた。相⼿にゴールを決められたことは私たちの⼠気に影響はない。そしてみんなの期待に応えて応援の歓声の中、再び私たちのチームがゴ
ール︕これで2-1に。しかもこの時、試合終了まであと約15分。勝負はまだ決まっていない。みんなの気持ちもサッカー場の選⼿たちと⼀緒にボールの⾏⽅とともに跳ね上がっ
ていく。そして場内のストップウォッチをみながら⼼の中ではずっと、最後の最後に相⼿にまきかえされませんようにと祈っていた。選⼿たちもこのみんなの願いにこたえて、
相⼿の攻撃をガードし、ついにパネルの数字が０の時を迎えた。点は2-1︕︕︕「わああああ︕勝った、勝った」みんな興奮のあまり叫んで、⼿に持っていた応援棒をブンブン
振り回した。勝った︕神村学園が勝ったんだ︕︕これで全国⼤会出場だ︕︕︕また歓声が上がり、吹奏楽部も⾼らかに⾳楽を響かせ、選⼿達にオメデトウと、この勝利を祝った
よ~~                                      

 

最後に、選⼿たちが観客席の⽅に駆け寄ってきて、みんなも観客席の前⽅に集まった。そして選⼿たちに「お疲れさまでした。ありがとうございました」と声をかけた。選⼿た
ちもみんな深々とお辞儀を。もう感極まって涙が~~（感動ing）

 県⼤会が無事に終わって、神村学園が優勝した。さあ、全国⼤会に向けてGO!!
 

初めてサッカー場で試合を⾒ることが出来て、新しい視野が開けた。そしてサッカーにもちょっと興味がわいてきたみたい。それと⽇本の応援もすごいなって思えるようになっ
たよ（特にアノすてきな応援ダンスと応援歌ね）。中国に帰ってからも、これをひろめていけないかな。こんな応援って、⼠気を奮い⽴たせるだけじゃなくて、試合の雰囲気も
盛り上げて、観客までも全⾝全霊で試合に没頭できちゃうんだから。今⽇は応援のダンスや醍醐味、ぜーんぶ満喫できたよ︕︕︕  

束親欣さんの⽇記



忙しくて楽しくて

2013.12.05

時間がたつのって本当にはやい。あっという間にもう１２⽉だ 。

12⽉が始まったということは、あわただしい１ヶ⽉のスタート。12⽉1⽇は⽇本語能⼒試験、12⽉2⽇からはついに学校の期末試験が。それから家にもマレーシアからの留学⽣
が来て（すごく背が⾼くて、周りより頭ひとつ分はとびだしちゃうの。185cmはあるよね。⾒上げちゃうing）１週間のhomestayをするんだよ。

⽇本語能⼒試験と期末試験の⽇程が近いから、１１⽉は能⼒試験対策をしながら期末試験に向けての勉強もしていた。家に帰る電⾞の中でもずっと本をみていたよ（朝の電⾞で
は当然、爆睡）。そんなふうに１１⽉を過ごしていったんだけど、全然時間が⾜りないよ。１秒が１分になったらいいのにって思うけど、こんなことならもっと早くから勉強を
始めていればよかったんだよね。でも、もうここまできたからには、１分１秒もムダにせず過ごすことがなにより⼤事だよね。

中国の期末試験と⽐べたら、⽇本のはそんなにプレッシャーを感じない。多分、点数をあまり気にしていないからだろうね。でも今回の試験は、前回の試験が英語と数学以外は
⽬も当てられない点数だったので、⾃分でちょっとした⽬標を決めたんだ。国語は中間より良い点をとること、他の科⽬は⾚点をとらないって。あと２教科、試験が終わってい
ないけど、それ以外は多分、⽬標をクリアできていると思う。もちろん⾃分でもがんばったし、前回はできなかったことができるようになって、なんだか満⾜感。うれしいな~

でもこの１週間はマレーシアの同級⽣も来ているので、遊びも必須。今、家には⽇本、中国、マレーシアの三カ国の⼈がいて、国際的な家庭だよね。でも12⽉1⽇は⽇本語能⼒
試験があったので、家の⼈たちといっしょに遊べなかった。楽しいこといっぱい逃しちゃってザンネン~~試験だもんね、仕⽅がないか。。。でも夜はみんなと⼀緒にUNOをし
たり、おしゃべりで盛り上がったんだ。私は通訳みたいな役回りで、⽇本語だけじゃなく、英語の語彙もたくさん増えたよ。それにマレーシアの⽂化もいろいろ知ることが出来
たしね、収穫は多かったよ︕

明⽇は期末試験の最終⽇。期末試験が終わったら、ちょっと⼀息つけるね。でもすぐに⾳楽祭が待っているからまた忙しくなっちゃう。それと教室も改修が終わったあたらしい
校舎に移動するんだ。新しい建物を外から⾒たカンジは、なかなかいいよ。なかの教室はどうかな。楽しみing。

明⽇、期末試験最終⽇だ。fighting︕︕︕（そして冬休みがくるのをじっと待つ。。。）

束親欣さんの⽇記



けみーʼs 誕⽣⽇

2013.12.07

今⽇は朝早くから、皆⿊板の前で⼤忙し。なぜって︖もちろん、担任の先⽣のbirthdayだからだよ~~
 誰かの誕⽣⽇が授業のある⽇であれば、必ずクラス全員で、誕⽣⽇の⼈のために⿊板に絵やお祝いの⾔葉を書いてあげているの。愛だなあ。

とはいえ、担任の先⽣の誕⽣⽇は更に特別。⿊板に絵を描き終わった後、皆でどうやってサプライズをするか考えた。最終的に決まったのはこういう計画。けみーが教室に⼊っ
て来る、⼀⻫に⽴ちあがってハッピーバースデーの歌、歌い終わったら皆でポップを鳴らす、クラス委員の「しせい、れい」の号令の後、「おはようございます」ではなく「お
誕⽣⽇おめでとう~」と⾔う。これでサプライズの準備は完了。

その後先⽣が来るのを待つのだけど、今⽇に限ってなかなかやって来ない。こうやって待っていると余計に⻑く感じるものだね。待っている間に、来年や再来年の先⽣の誕⽣⽇
に何をするか、皆で話し合いを始めた。ある⼦が、⾼３になったらケーキを送ってはどうかと提案すると、皆それに賛成。
続けて他の⼦がこんな提案を。「皆⼀⼈ずつ⼿にケーキを持って、お祝いの⾔葉を⾔った後に“パーン”と先⽣の顔にケーキをぶつけるのはどう︖30⼈が⼀⼈⼀⼈“パーン、パー
ン、パーン……”と」。皆⼤爆笑、そして⼤賛成。3年⽣になったら本当にやるのかなあ。楽しみだなあ。でも私はその時もうこのクラスにはいないんだ（悲しい…）

 だけどその時にはlineで実況してもらおう。と、⾃分を慰めてみる。。

待ちに待って、私達の愛すべき先⽣がご登場。打ち合わせ通りけみーへのサプライズも成功して、皆でお⾦を出し合って買ったプレゼント̶̶弁当バッグも渡したよ。もちろ
ん、中に私達の愛情弁当を詰めてね (*^__^*) 。

 そこでけみーが衝撃の⼀⾔。「実は今⽇は私の誕⽣⽇じゃない」。全員呆然。皆次々に「えー、うそ︕かなこ先⽣から聞いたんだ」「じゃ、誕⽣⽇教えて」。けみーは「やっ、
教えない」。最終的に先⽣の誕⽣⽇は明⽇だということが判明。でも明⽇は元々学校もないし、今⽇でちょうどよかったんだよね。驚いて損した。。。誕⽣⽇は⼀⽇間違えてし
まったけれど、皆の気持ちに変わりはない。先⽣も珍しくガッツポーズで集合写真を撮って、皆「かわいい〜」の⼤合唱。先⽣はこの年になると誕⽣⽇がくるのが怖いと⾔って
いた。⼀番欲しいのは時間とお⾦だって。助けてあげたいのは⼭々だけど、私達にそれは叶えてあげられません〜
今⽇は新しい教室にお引っ越しだったので、⿊板の絵は残念ながら消すことに（もったいないよ〜）。でもいいの。引っ越し後の新教室の⿊板に、皆でまた新しいのを描いたか
らね。写真も撮ったし…愛に溢れた誕⽣⽇でした☆yeah︕

束親欣さんの⽇記



終業式と⾳楽祭だった

2013.12.22

⻑いこと⽇記を書いていなかった。あっという間に冬休みだね。

今⽇は学校の⼆学期の終業式と⾳楽祭。複雑な気分…うーん、複雑とも違うかな。⾔葉では⾔い表せない気持ち。でも⾳楽祭は素晴らしかった。また新しい経験ができたよ。

終業式は簡単なもので、主に学園⻑の話と校⻑先⽣の話。⽬標を決めて、しっかり勉強しなさい、などなど。⻑くもなく、30分ほどで終業式は終了。お次は⾳楽祭。かっこよ
すぎるとしか⾔えない。

⾳楽祭は先⽣達の合唱からスタート。皆がとても楽しみにしていた演⽬でもあるんだ。普段は先⽣達がパフォーマンスをやる姿なんて⾒られないものね。歌なんてもってのほ
か。でも驚いたな。先⽣達、とても上⼿だった。男⼥の声がすごくマッチしていて。しかも、担任の先⽣によると、先⽣達は⼀度も全体リハーサルをやっていないんだって。⼀
⼈ひとり授業の時間も違うので、⼩さい班に分けてそれぞれ練習していたとか。能ある鷹は⽖を隠すというけれど、本当にすごい。先⽣達に拍⼿〜（ぱちぱちぱち***）

これが⾳楽祭のウォームアップなのだとすれば、次の演⽬からが⾳楽祭のハイライトと⾔えるかも︕︕︕

まずは悠々としたピアノ演奏の中、⾳楽の先⽣がドレスで登場。遠くから⾒ると仙⼥のよう。先⽣が歌いだした途端に会場全体が息をのむ。先⽣が歌ったのはオペラ。マイクを
使っていないのに、声が会場の隅々まで広がっていく。担任の先⽣から、⾳楽の先⽣は教師になる前は⼤きなコンサートにもよく出演するプロの声楽家だった、と聞いていた
し、⾳楽の授業でもその実⼒を垣間⾒ることはあったけど、実際に舞台上で聞くと感動で震えが。しかもポイントなのは、⾳楽の先⽣が「めっちゃやさしい⼈（原⽂ママ）」だ
ということ。⼤⼈気なんだよ!!!!!

次は全校男⼦⽣徒による合唱。男⼦はあまり多くないのだけど、それでもやっぱり⼒強くて、声もよく合っていた。クラスのAllan（アメリカ⼈留学⽣）も⼊っていたよ。背が
とても⾼いので、どこにいてもすぐ⾒つかる。ふふ(*^__^*) ……

次は⼩学部の合唱。皆⼩さいのに、⼩さい体から⼒が溢れていたよ〜。出てくると会場からは「かわいい〜」の声。⼩学⽣の男⼦の制服って、半ズボンなの。太ももの半分くら
いの。この、冬の寒空の下…⾒るだけで震えが。⼩学⽣男⼦、毎⽇この格好をしていたら、そのうち何の寒さも感じないような域に達するんじゃないかな（少し⼤げさだけど、
本当にすごい︕︕）

その後は順に、中等部、⾼⼀、⾼⼆、⾼三がそれぞれ合唱。もちろん皆とても上⼿。私はずっと、合唱というものは歌のうまい⼈だけが参加できるものだと思っていたの。まさ
か⾃分がこうして合唱団の⼀員になる⽇がくるなんて思ってもみなかったな。また新しい経験ができた。中でも“Jupiter”という曲が、とてもとても、ものすごく⼤好き。⾃分
が歌っているわけじゃないのに、知らず知らずのうちに曲に魅了されているんだ。まだ頭の中はJupiter のメロディが流れているよ〜（Every day I listen to my heart,⼀⼈じ
ゃない……）

合唱は、皆の綺麗な歌声の他に、伴奏もすばらしい。ピアノ以外にも、吹奏楽部の吹奏楽器、バイオリン、ビオラ、チェロ、中国の揚琴に似た楽器などなど、たくさん。初めて
チェロの演奏を⾒たなあ。⾳が重厚で、その名の通り（中国名「⼤提琴」）巨⼤。たぶん、どの楽器も、単独で素晴らしい演奏になるのだと思う。でも、全ての楽器が⼀⻫に演
奏されることで、⾊々な⾳が重なり合って、1+1=2じゃない効果が得られるのだと思う。あの壮⼤さ、楽しさ、⼒強さは、2の数百倍、数千倍の効果を⽣んでいる。さすが吹奏
楽部。学校の応援や、学校の⼤⼩様々なイベントには、必ず彼らの姿がある。吹奏楽部̶̶学校の花形だね。

⽇本に来て⼀つ⽬の学期が終わった。たくさんの新しい事を経験した。新しい友達と楽しい⽇々を過ごした。ただただ、時間の過ぎるスピードに驚いている。あっという間に冬
休みになってしまった。なんだか悲しい。でもなんだか期待もしている。もうすぐ新年。なんだか家が恋しいな。

冬休み、どんなサプライズが待っているかな︖

束親欣さんの⽇記



スピーチコンテストだ

2013.12.22

いつの間にもう冬休みになった。冬休みで遊ぶのはもちろん、勉強のも必要だ。でも、これ以外、私は今度の冬休みではスピーチコンテストの⽂章を考えなきゃ。来年１⽉のス
ピーチコンテスト申し込んだからだ。さっき⽇記を読んで、同じ県にいる崔さんも参加する予定だ。したがって、来年のコンテストで崔さんとの対決は免れられないなぁ〜〜ま
だコンテストまで結構時間があっても、今は、もうどきどきしてる 、どうしよう︖（ああああ〜〜〜 ）

うちも今⽂章を考えてる。しかし、何を書くのがいいかずっと決めていない、やーばい。作⽂なんてやっぱり⾯倒くさいんだ。でも、スピーチコンテストを申し込むのは後悔し
ない。なんでだと⾔えば、⽇本での⼀年無念を残したくないからだ。しかも、これは貴重な経験だ。いい順位が取れなくても、コンテストからいろいろ収穫できると思って、申
し込んだ。

よし、これからスピーチコンテストに向けて、頑張ろう︕︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです

束親欣さんの⽇記



イブバースデー

2013.12.24

今⽇は⽇本で迎える初めての誕⽣⽇。15歳の最後の⼀⽇はもう逝ってしまい、16歳のイブがやってきた。ついさっき、⽇中交流センターからのバースデーカードをうけとっ
た。うれしいな~~はじめホストマザーの⼿からこの⼤きな封筒をうけとったときは⽉例のレポートだと思っていた。でもよく考えたらまだ届くには早いはず。それに封筒だっ
ていつもはこんなに⼤きくないし。じゃあ、コレはなんだろうってワクワクしながら開けてみたら、中からでてきたのはバースデーカード。ちょっとしたサプライズだね~ こ
こでも⽇中交流センターに感謝を。

これ以外にも、今⽇はクラスメートたちからたくさんのお祝いをもらったよ。今回のバースデーは両親も、以前に仲の良かった友達もそばにはいないけれど、⼼の中は変わらず
あたたかい~~ Happy birthday

束親欣さんの⽇記



新学期̶̶第三学期

2014.01.08

新学期̶̶第三学期、今⽇から始まった︕冬休みで⼤体毎⽇朝寝坊をしてたから、今朝急に早く起きて、ちょっときついね〜〜すると、電⾞の中で、またぐっすり寝てた。で
も、学校に着いた時、もう元気になったんだ。クラスメート達ともお互いに元気に「あけおめ、ころよろ」とあいさつした。そして、みんなも冬休みでそれぞれいろいろなとこ
ろに遊びに⾏った。だから、たくさんの⼟産品をもらった。めちゃくちゃおいしい〜久しぶりのクラスの特有な雰囲気また戻ってきた。なんか親切な感じ、家族の感じ。

ところで、今⽇みんなで⼀緒に次の合宿のところを掃除した。来週の合宿の⼀つの内容は調理だ。中間研究の内容と偶然に合ってる。合宿はどうなるかな︖友たちとの合宿を楽
しみにしてる。

とにかく、今⽇は充実な⼀⽇だった 。

これは⽇本語で投稿されたものです

束親欣さんの⽇記



送別会

2014.01.18

今週の⽊曜⽇にシャノンちゃんの送別会が⾏われた。シャノンちゃんはオストラリアからの交流⽣だ。うちのクラスで約２ヶ⽉ぐらいいた。シャノンちゃんの両親は中国⼈だか
ら、中国語もぺらぺらしゃばれる。すごいでしょう。この２ヶ⽉で、みんな⼀緒に勉強したり、笑ったり、変顔をしたりして、毎⽇毎⽇歓声いっぱいだった。本当に楽しかっ
た。

送別会で、みんな笑顔して、送別会を楽しく過ごしたかったけど、やっぱりなんか別離の悲しい気持ちをしていた。結局みんな泣かせずにいられなかった。シャノンちゃんも私
たちも。最後の⽇に、みんな写真を撮って、お互いに⼿紙とプレゼントをあげて、別離の抱擁をした。

シャノンちゃん、いってらしゃい。私たちのことを忘れないで、また合うね。

これは⽇本語で投稿されたものです

束親欣さんの⽇記



⼤晦⽇

2014.01.30

今⽇は中国の⼤晦⽇だ。周りにはお祭りの雰囲気はまったくないのに、なんかうれしい感じ。今夜中国に⽇本の紅⽩歌合戦みたい、「春节联欢晚会」という伝統的な番組があ
る。今⽇ネットで⾒るつもりだ。番組通して、⽇本でも⼤晦⽇と春節の楽しい雰囲気が実感できると思っている。でも、明⽇、春節の⽇、ちょうど学年末試験があるから、今⽇
は早く寝なきゃ、年をまたぐことができなくなった。ちょっと残念だなあ〜

けれど、みんなに春節の楽しさとお祝いが伝えられるから、もう⼗分だ。しかも、今⽇いい知らせが次々に来たよ。私は⽇本語能⼒試験に合格したし、妹（中三）も気に⼊る⾼
校の⼊試合格した。今めっちゃうれしそう。これらのいいニュースのおかげで、今年の春節はもっと完璧になった。

みんな、春節おめでとう〜午年に何事でもうまくいけるように。午年に健康的に、楽しく過ごせるように 。EVERYONE,HAPPY NEW YEAR!

これは⽇本語で投稿されたものです

束親欣さんの⽇記



初午祭

2014.02.23

 今⽇霧島市で初午祭が⾏われた。

初午祭は⼀年に⼀回、霧島市の伝統的なお祭りだ。みんなその⽇にそれぞれのところから霧島市に集まって、隼⼈から、⾺と⼀緒に⾺踊りをしながら、歩いて⿅児島神宮まで⾏
く。⾺は多くの鈴が連なった胸飾り、花などで飾った鞍をつけられて、和太⿎や三味線などの⾳楽に合わせて踊る。ホストママの話によると、⾺は実は神様の乗り物という古い
⾔い伝えがあり、みんな⾺踊りで神様に厄払いを祈っているそうだ。

私も今⽇⾺踊りを踊った。そして、たくさんの外国⼈にも会った。いろいろしゃべったり、踊ったり、鑑賞したりして、めっちゃ楽しかった。もちろん、初午祭だから、店もい
っぱいあって、⽇本特有の⾷べ物もいっぱい⾷べた。たいやきとか、いかやきとか、りんご飴とか。あぁぁ、いろいろ⾷べて、また太っちゃうかな。でも、本当においしかっ
た。

時間の流れが速い。あっという間に、もう⼀⽇過ぎた。今⽇の初午祭は本当にいい思い出になった。⽇本での時間はあと四か五かっ⽉ぐらいしかない。ちょっと。。。とりあえ
ず、残った⽇々も頑張っていきます︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです

束親欣さんの⽇記



卒業式  離れ

2014.03.03

昨⽇、学校で初等部から⾼等部までの卒業式が⾏われた。

卒業式の時、先輩たちが校⻑先⽣から卒業証書を渡せれた様⼦を⾒て、先輩とのいろいろなことを思い出した。まるで昨⽇のことのようだ。

⽇本へ来たばかりの時、放課後、いつも英語コース先輩の教室へ⾏った。その時の私、まだ周りのことがまったく分からなかったが、先輩達はいつも⾃分から話しかけてくれ
て、学校のことを教えてくれたりして、不安な気持ちも先輩の⽀えとともに、だんだんなくなった。先輩のおかげで、早く学校⽣活になれてきた。

あっという間に、先輩達もう卒業した。今⽇から、先輩の笑顔、歌の声、やさしい姿なども全部消えてしまった、昨⽇までまた⼀緒に話したり、笑ったりしたのに。ここまで思
うと、また涙が出てしまった。先輩達⾏っちゃった。

４ヶ⽉後の私、どうなるかなぁ。きっと泣くと思う。離れはやっぱ悲しいものだ。

これは⽇本語で投稿されたものです

束親欣さんの⽇記



甲⼦園へ出発︕

2014.03.19

いよいよ春休み始まった︕︕この⼆週間過ぎの春休みに、またいろいろ新しい経験ができるかな。（笑）
今⽬の前の新しい経験はーー春の甲⼦園。明⽇から、甲⼦園へ出発︕︕学校の野球部に応援する。そして、先⽣からうちらは開会式と⼀回戦も⾒られると聞いた。これはめった
にないことだそうだ。この間、みんなも応援の練習をした。フォチュンクッキーや情熱⼤陸などいろんな応援曲が⾏った。練習を通して、応援は楽しいことだ︕と、初めてこう
思った。甲⼦園にももっと楽しみになった。
甲⼦園まであと⼆⽇間、野球部のみんなは今何をしてるかな。きっと精⼀杯頑張って、練習してるだろう。それとも、⿊豚と⿊⽜を⾷べてる（笑）。（前壮⾏会の時、ある会社
から⾁を３０キロ︕︕もらった）

野球部、頑張って︕神村、頑張って︕︕
甲⼦園、⾏こう︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

束親欣さんの⽇記



神村、Fighting!

2014.03.26

いよいよ⼆回戦だ。そう、２６⽇に神村の甲⼦園での⼆回戦が⾏われる。⼀回戦で野球部のみんなはよく頑張った。⾃分も応援団の⼀員として、現場で神村に応援できたし、試
合もちゃんと楽しんだ。本当にありがたい経験になった。
⼆回戦、⽤事で現場に応援に⾏けないけど、その時絶対テレビの前で神村に応援する︕少しでも⼒になれるように。
神村、Fighting!!いつでも応援してるよ︕︕⼆回戦でも勝てるように︕と⼼から祈っています。

これは⽇本語で投稿されたものです

束親欣さんの⽇記



新学期︕︕

2014.04.03

今朝早く起きて、制服を着て、桜の満開から、新学期は今⽇から始まった︕︕︕久しぶりに友達と会って、春休みのことを喋ったり、だれかのウケる動作で笑ったり、新しい教
室に運んだりして、何かまた戻ってきた感じ。あ、そうだ、あの雰囲気。１の４、やっ、今は２の４だ。２の４の特有で最⾼な雰囲気だ︕よーし、元気満々で、満⾯の笑顔で新
学期を迎えよう︕新学期でも気を抜けずに頑張っていく、最⾼の思い出を作れるよう!

これは⽇本語で投稿されたものです

束親欣さんの⽇記
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