
初めて

2013.08.28

やっと⽇本に来ました、うれしいと思いますよ

これは⽇本語で投稿されたものです

楊沐溪さんの⽇記



ホームステイ1⽇⽬

2013.08.31

今⽇の午後、新幹線に乗って⼤阪にやってきました。⼤阪に向かう途中、これからのホームスティ⽣活のことを考えて、すごい緊張してたんだけど。実際ホストファミリーに会
ってみて、全然不安に思うことはなかったなって感じた。みんな初めて会ったわたしのことをすごい歓迎してくれたし、すごく親切にしてくれて、すごいすごい嬉しかった。ホ
ストマザーなんて早速プレゼントをくれたんだよ。お箸とお茶碗。すごい気に⼊っちゃったY(^_^)Y。夜ご飯もすごく豪華で美味しかったし。わたしってすごいLuckyなんだな
って︕これから先もホストファミリーのみんなと、まるで本当の家族のように、仲良くやっていけたらいいな。

楊沐溪さんの⽇記



⼩旅⾏〜 (^O^)

2013.09.01

今⽇はホストファミリーと⼀緒に京都の東福寺へ⾏ってきたよ。お寺の庭園がとてもきれいで、お寺の中は古くて優雅な匂いが漂っていたよ。お茶会にも参加したのだけど、い
い経験になったな。中国にいる時に茶道に触れたことはあったけど、こんなに正式なものは体験したことなかったもの。今回の旅⾏で本当にたくさんのことを学べたよ。嬉し
い︕(^_^)

楊沐溪さんの⽇記



たくさんのこと〜〜

2013.09.10

今⽇は⼤阪に来て１０⽇⽬。この短い１０⽇間の間にたくさんのことを経験したよ︕

 

美術部

学校に⼊って、すぐに美術部を選んだんだ。その時はもう⽂化祭が間近に迫っていたので、皆は⽂化祭で売る⼿芸品の準備をしていた。

私が初めて学校に⾏った⽇、皆は物理実験室で⾊々な携帯ストラップを作っていたよ。

上のは、作成途中に撮った写真。

楊沐溪さんの⽇記



私が作ったやつだよ〜 ものすごい充⾜感。しかも、皆の作ったものは、⽂化祭でほぼ完売。皆喜んでた︕

 

⽂化祭

中国にいた時は⽂化祭なんてなかったから、これが初体験、好奇⼼でいっぱい〜〜〜

⽂化祭では⾊々なプログラムがあった。⾊んなゲームもしたし、「ワフル」も⾷べた。今回の⽂化祭は、私にとっては⼀⽣忘れられないものになるはず＝＝

開幕式なんかと同じかな



ダンス部の演技

同じクラスの⼦のバンド（全員⼥⼦だよ）

⾊んなゲーム



書道部

おいしいもの（⾷いしん坊の私だから、やっぱり⾷べ物を売っているお店が⼀番好き〜〜）



 

学校

この学校に来たばかりのころ、⾊んなことに不慣れだった。先⽣の話がよく聞き取れなかったりもした。でも周りのクラスメートたち、特に⽇本で⼀番⼤切な友達のかなに助け
てもらっている。かなは毎⽇先⽣の話の内容を説明してくれるし、私を教室に連れて⾏ってくれたり、本当に⾊々と助けてくれるんだ〜〜〜それに先⽣とホストファミリーのお
⺟さん、なる君もみんなとっても暖かい⼈たちで、本当にいっぱい助けてくれる〜〜〜みんな本当にありがとう〜〜〜

最後に⼤阪の美しい景⾊で終わりにします＝＝





充実した⼀⽇――茶道

2013.09.15

今⽇はお⺟さんとお茶会に⾏ってきたよ。こないだ京都に⾏ったときとは違って、今回わたしは客⼈としてではなく、”振舞う側“として参加してきた。

お茶会は⻘年祭の中でやったんだけど、⻘年祭ではあらゆる活動を由⾼⽣と⼤学⽣が主催することになっていて、お⺟さんが茶道部の顧問ってこともあり、わたしは今回このよ
うな素敵な機会に恵まれたというわけなのです。

わたしと⼀緒にお茶会を仕切っていたのはみんな先輩で、しかも茶道部の部員だったから、唯⼀茶道に詳しくないのはわたしだけという状況。でもそんなわたしにも茶道部の先
⽣⽅はすごくよくしてくれて、どうやってお茶碗の持ち⽅から客⼈にお菓⼦と抹茶を出すときの作法まで⼀から丁寧に教えてくれたの。すごく複雑で難しかったけど、⼼の中で
何度も繰り返し練習したよ。

最初はすごく緊張してて、何を⾔えばいいのか、なにをすればいいのか、全部⾶んじゃってたんだけど。でも何度か繰り返しやっていくうちに慣れてきて、もちろん⼩さなミス
はあったけど、⾃分の中ではかなり成功に近い出来だったんじゃないのかなって思う

今⽇はほんとに⼀⽇中が新しい経験の連続で、わたし⾃⾝“かなり密接に”⽇本の伝統⽂化に触れることが出来て、すごく楽しかったし、すごく充実した1⽇だった  これから
も機会があれば、ぜひまたこういう茶道の活動に参加していきたいな。今⽇の貴重な体験を通して、茶道に対しても更に興味が沸いてきたし。これからのわたしの留学⽣活の中
で、きっと茶道はわたしの⽣活の⼀部になるんじゃないかって予感すら抱いちゃうくらい

最後に＝＝親愛なるお⺟さん。わたしに、中国じゃ絶対に体験出来ないようなことを体験されてくれて、わたしを「本当の⽇本」に連れてきてくれて本当にありがとう。これか
らのわたしの⼈⽣の中で、今回のこの初めての茶道体験はきっと⼤切な思い出になると信じてます〜〜お⺟さん、ありがとうございます。

楊沐溪さんの⽇記



同胞〜〜〜

2013.09.16

今⽇は別個に、ある⼈への感謝の⽇記です〜〜〜〜

その⼈は同級⽣の「るいし」さん。上海の⼈なんだ。登校初⽇に声をかけてくれて、いろいろなことを⼿伝ってくれたの。

連休中は⼀緒に⼀⽇かけてshoppingに⾏ってきたんだ。私のガイド兼アドバイザーとしてね。

学校の試験がもうすぐ始まるの。でも試験のやり⽅がわからないので、何を勉強したらいいのかもよくわからなかったけれど、それも詳しく教えてくれたんだ。そのうえ彼⼥⾃
⾝の国語や社会の勉強をしたときの経験もおしえてくれて......

他にもたくさんありすぎてここに書ききれないよ。＋＋コマコマ書いちゃった＝＝でも本当に⼼から感謝しているよ

Thank you~~~~~~~ るいし

楊沐溪さんの⽇記



中秋

2013.09.19

今⽇は中秋節だね。外の⽉はまん丸でとても明るいよ︕︕

今⽇、⽉餅は⾷べられなかったけど、⽇本の伝統的なお⽉⾒団⼦を⾷べたんだ。嬉しかったな︕︕いちばん肝⼼なことは、そのお団⼦は⾃分で作ったんだってこと︕︕超おいし
い。

楊沐溪さんの⽇記



和菓⼦

2013.09.21

今⽇は三連休の⼀⽇⽬。私は全く遊びに⾏かないよ。もうすぐ試験だからね︕︕︕いやだー︕︕︕国語とか社会とか全然できないよ︕︕︕神様ー︕︕︕

今⽇の夜は、家でホストマザーと和菓⼦を作った。ものすごく⾯⽩い体験だったよ。それになんといっても、めちゃくちゃ美味しい。明⽇の午前中に家で⼩さなお茶会があるの
で、お⺟さんと私とで9⽉に⾷べる和菓⼦を試しに作ってみたの。成功と⾔っていいんじゃないかな。へへへ〜〜〜

おしゃべりはこの辺にして、写真貼ります︕︕

楊沐溪さんの⽇記





プチお茶会

2013.09.22

今⽇うちでお⺟さん主催のプチお茶会があったの。そのときちょうど家にいたお姉さんにも茶道を教えてあげてた〜〜

みんなで昨⽇わたしとお⺟さんが⼀緒に作った和菓⼦を⾷べたんだけど、めっちゃくちゃ美味しかった。お⺟さんが⾔うにはうちでは毎⽉こういうお茶会をやっていて、毎回主
題が違うんだって〜〜来⽉のお茶会でも、もしまた機会があったら、もっかい和菓⼦作りたいなあああ〜〜〜

 

明⽇は奈良に⾔ってくるよおお。超楽しみ〜〜〜〜〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです

楊沐溪さんの⽇記





⽇記、遅くなりました〜〜〜〜

2013.10.01

しばらく⽇記を書いていなかったよ。ずっと試験、試験だったので。 ,試験の⽅はボロボロだｱｱ︕〜〜この⽇記も先週書こうと思っていたけれど、今までのびのびになっちゃ
った。

まあ、くだらないことはこれぐらいにして、先週の⽉曜⽇に家族みんなで奈良に⾏ってきたよ。 ,お⺟さんが東⼤寺に連れて⾏ってくれた。⾏く前は、⽇本と中国のお寺って
そんなに変わらないんじゃないかって思っていたけれど、今回東⼤寺に⾏って、⼤仏をみて、寺院の様式や材料、そして⼤仏の制作⽅法も中国とは全然違うってわかったよ〜〜
〜〜

楊沐溪さんの⽇記



それからずいぶん歩いてそばの神社へ。超ラッキーなことに神社で結婚式をあげているところをみることができたんだ〜〜〜〜

初めての神社。⽇本の伝統⽂化だあ〜〜〜

午後はお⺟さんが他の神社にも連れて⾏ってくれた。式典をやっていた。



今回の奈良旅⾏で⼀番印象に残っているのは仔⿅たち︕︕超かわいくて、道路のところにすごくたくさんいたよ。全然⼈を怖がらなくて、すり寄ってきたり、⾷べ物をねだった
り、萌えまくり︕︕︕〜〜〜〜



うん、今回の旅⾏はすごく、すごく楽しかったな。たくさん、たくさん歩いたけれど、気持ちは⼤満⾜。ここでお⺟さんに感謝の気持ちを。＝＝こんなに素敵な思い出と、たく
さんの⽇本の伝統⽂化にふれさせてくれたことThank you!!!

明⽇は校外活動で、バーベキュー。ハハハ。今⽇はクラスのみんなで、明⽇のバーベキューの材料の買い出しなんだ。明⽇が楽しみだな〜〜〜〜〜〜〜〜



うほほーい，barbecue〜〜〜

2013.10.03

今⽇は同級⽣達とbarbecueをしたんだ〜〜〜〜〜午後は体育館でドッチボールとバレーボールをして、本当にすごくすごくすごーく、楽しい⼀⽇だったｱ︕︕︕

Barbecue~~~~みんなでたくさん買ったよ〜〜

楊沐溪さんの⽇記



いろいろ準備をした後、バーべキュー、スタート〜〜〜このときまだ10時ぐらいだったけど、こんなに⾷べ物をどっさり⽬にしちゃったら、おなかもペコペコだよ〜〜〜

このサツマイモがなかなかたいへんだったよ。お⾁ももう焼けたけど、とりあえずこのまま、まず“ そのまま” {#emotions_dlg.annoy} だいたい⾷べた後、ためしに⾷
べたら、なんと、外側だけが違うって発⾒︕︕︕外側だけが固くって、なかはいつも⾷べているおイモと同じで超オイシイ︕︕︕︕︕︕︕



焼いて焼いて、お⾁がないわけには。完全にDIYで焼いたもの、お店で⾷べるのよりおいしい〜〜〜

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

それからチャーハンもつくったよ〜〜おいしいの⼀⾔だｱ〜最後は⾜りなくなっちゃった〜



みんなほぼお腹もいっぱいになったころ、またまたあるものをあぶり始めた̶̶マシュマロ〜〜〜〜〜中国にいたときは⾃分で焼くどころか、マシュマロまで炙っちゃうなんて
きいたこともないよ〜（はいはい、私が物知らずなだけです ）すぐに他のグループの⼈たちもフラフラとやってきた。みんな⼤満⾜〜〜最後に炙ったマシュマロを塩や焼き
⾁のたれなんかにつけて⾷べてみた〜へへ、これもおいしいな〜特に塩と⼀緒に⾷べるのがね。へへへ。みんなも機会があったらためしてみてね〜〜

もう最⾼に盛り上がってhappy︕



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

バーベキューの後、体育館でドッチボールとバレーをした。みんな強いなｱｱ〜〜バレーボールは全くできないの︕︕︕やり⽅を⾒て覚えようっと〜〜〜〜中学の体育でやってお
けばよかった〜〜〜あーあ、⾔ってもしょうがないか。

得点では貢献できなかったけれど、超楽しく過ごしたよ〜

とにかくネ、とにかく本当に、すごーく楽しい⼀⽇だった〜〜〜良い体験で、そしていい思い出だよ〜〜〜

 

 





楽しいことイロイロだｱｱ〜〜

2013.10.07

昨⽇は⼀⽇中、めいいっぱい歩きまわって、夜の10時過ぎにやっと帰宅。もうクタクタになっちゃって最後には⽴っているのもやっとだったよ。 でもネ、超楽しかったん
だ。へへへ

昨⽇は閨密さんと京都に⾏ってきた。まさに古い都ってカンジ〜〜〜街並や⾵景とか、もうキレイすぎ〜〜〜〜〜

さあ、出発だハハハ︕

駅を出たらきれいな景⾊が⽬の前に〜ここってコナンにもでてきたね。なんだか超よく知っているような感じがする〜

楊沐溪さんの⽇記



それから、忍者レストランっていうところのビュッフェへ。ハハハ。超良い雰囲気。⾷べ物も超おいしかったよ〜

お腹が満たされたら、そのまま⼋坂神社へ。きれいなのは当然で、おみくじもひいたよ。私は吉だった〜うれしいな



それから清⽔寺へ。ずっとずっと、歩いていくと、何より清⽔寺へのこの道って平らじゃないからタイヘン。でもでも、てっぺんまで登り切って、⾵景を⾒下ろすってすごく気
持ちいい。京都中を⼀望できているってカンジ〜〜

上っていくときは、いつまでもつかないなあってことで頭がいっぱいだったけど、道の両脇にはお店がいっぱい。まさに京都ってかんじ〜



京都の旅、over

でも夜にクラスの集まりがあって、そこでもまた⾷べて︕︕︕



⾷べて、⾷べて、昼はビュッフェで夜も⾷べて、このままじゃあ、デブまっしぐらだ。エーン。

とにかく、とにかくね、超素敵な⼀⽇だった︕︕︕︕︕興奮⼤興奮だｱｱｱ



美術部

2013.10.08

今⽇の放課後、美術部の同級⽣と今度つくるトンボ⽟ノ材料を買いに⾏った。

その⼩さなお店は京橋にあって、お店は⼤きくはないし、場所もにぎやかなところではないけれど、すごく良くできたものばかりで、店内で売られているものはすべて⼿作り。
それにトンボ⽟の材料も豊富。

そのお店はあったかくて、ゆったりして外の世界からは隔絶されたような雰囲気が。⼩さいお店なんだけど、店内に何時間もいても全部の商品を⾒終れそうにない。どれもすご
くよくできているけど、作るのは⼤変そう。 まずは簡単なのから作ってみよう〜〜〜

材料＝＝

楊沐溪さんの⽇記



＋＋＋＋＋＋

これがこのお店で⼀番簡単につくれる商品。でも細かいしフクザツ。それにいろいろなストラップやネックレス、リング...全部⼿作りなんてｴｴｴｴ。ここの店⻑のお姉さん、超尊
敬してしまう〜〜

明⽇の部活動から、これを作りはじめるんだ。がんばるぞ︕︕︕︕︕︕

 

 



インドカレー

2013.10.11

今⽇の夜、お⺟さんに連れられて成彦と⼀緒にインドカレーを⾷べに⾏ってきたよ~~~~~~

すっごい量だった。多分400gくらいはあったんじゃないかな。お腹いっぱい~~~

めっっっっちゃくちゃ⾟かったけど、めちゃくちゃ美味しかった 、なんでも試してみないとね~~~

機会があったら絶対また⾷べに⾏きたいへへへ

~~~お⺟さんありがとううううう~~~~~~

楊沐溪さんの⽇記



美術部、明⽇出動〜〜〜

2013.10.11

明⽇は学校でイベントがあって、美術部もまた販売をするんだよ〜〜〜

部員のみんな、製作お疲れ様︕︕︕︕

今回の努⼒の成果︕︕︕

もちろんこれらはほんの⼀部分に過ぎないよ。先輩たちが作ったヘアピンとかもあるんだよ。どれもめちゃくちゃ可愛いの︕︕︕︕︕

明⽇いっぱい売れるといいなぁ〜〜〜〜Fighting!!!!!!!!!!!!!

楊沐溪さんの⽇記





華道

2013.10.13

うちのお⺟さんは茶道だけじゃなくて、実は華道もめっちゃくちゃすごいんだよおおお〜〜〜〜〜

家の中のあちこちにお⺟さんの作品が〜〜〜

来⽉お⺟さんが仲の良いお友達を招いて華道の勉強会をするらしくてね、なんとわたしも参加していいんだって。楽しみ

楊沐溪さんの⽇記



バラ

2013.10.13

やることもないからバラを作って遊んでるよ〜〜〜〜

最近紙を使って割と⼤規模なバラの作品を作ろうかなって考えてるんだ〜とは⾔ってもまだ材料が揃ってないから、作業開始のメドはたってないんだけどね

でも絶対いつかは作るよ。最近なんだかんだ忙しいから。完成したら写真アップするね。みんな⾒てくれたら嬉しい〜〜〜〜〜

楊沐溪さんの⽇記



華道

2013.10.14

今⽇はお⺟さんと華道の展覧会に⾏ってきたよ。現代と古典とにわかれていた。お⺟さんはお花が出来るので、いろいろ解説をしてくれた。華道ってたくさんの流派があって、
お花のいけ⽅や、出来上がりの形もみんな違うんだって。

古典編〜〜〜〜

楊沐溪さんの⽇記



现代編〜〜〜〜



⾒終ってから、１階でお菓⼦と抹茶をいただいたよ〜〜〜うれしかったよ



お花は本当にきれいだった。来⽉、お⺟さんが家でお花を教えてくれるんだ。ハハハ、超たのしみ〜〜〜〜〜〜

 

 

今週はお⺟さんが修学旅⾏で家にいないので、「るいし」さんの家に１週間だけ泊りに⾏くんだ。〜〜今⽇はお引越しだよ。〜〜〜〜うれしいな〜〜〜〜〜〜



体育の授業〜〜

2013.10.15

今⽇は体育の授業だｱｱ〜〜〜〜

体育は体育Aと体育Bにわかれていて、体育Aはダンス。超疲れるよ。授業中ずっと⾶んだり跳ねたりで、体⼒がもたない〜〜〜

でも体育Bは超おもしろいんだ。バスケ、サッカー、バレー、ハンドボールが選択できるんだよbalabalabala〜〜〜

私はもちろんバスケ〜〜だって他のはできないもん〜〜〜〜

バスケだってたいへんだけど、⾃分が好きなことだから、いくらやっても全然疲れない〜
今⽇の体育Bでは試合をした。体育館の中って、涼しくはないけれど、みんな熱くなっていたよ。ハハ

試合は男⼦も⼥⼦もけっこう⽩熱した。私たちのチームは勝ったんだ。ハハ〜〜私もポイントとったよ（嬉）〜〜

体育の授業はやっぱり楽しいな。へへへ〜〜〜〜 

楊沐溪さんの⽇記



神⼾〜〜〜

2013.10.19

今⽇はるいし⼀家と神⼾のumieへ⾏ってきたよ。とっても⼤きなshopping mall。なんでも売っていて、港とも隣接しているんだ〜〜。バイキングを⾷べて、shoppingへ。た
くさん買って、超ハッピー︕︕︕︕︕︕

クレープ〜〜〜  美味しすぎ︕︕

中のミニオン。ちっとも⼩さくない。 でも、ものすごく可愛い〜

バイキング︕︕⾷いしん坊にとっては正に天国だよね。なんでもある。蟹まで︕︕なにより、時間無制限なのがいい。ふふふふふ

楊沐溪さんの⽇記



このレストラン、雰囲気がとてもいいの。外は海で、美しい景⾊を⾒ながら⾷べるご飯。たまらないね。



服もたくさん買ったよ。今⽇は⼤収穫だったなあ〜〜。嬉しい。るいし⼀家の皆様、⼀週間ありがとうございました〜〜〜〜



ただいま〜〜〜

2013.10.20

今⽇、お⺟さんの修学旅⾏が終わったので、私の１週間の''旅⾏'もおしまい'〜〜〜〜〜〜

お昼は、るいしさんの家族と⼀緒にブッフェに⾏ってきた（はいは、またブッフェですよ〜〜この⼀週間は中華に、ブッフェに、ゼッタイに太ったな。エーーーン。ダイエット
しなきゃ︕︕︕︕）

帰る前に⼤きなカボチャと⼀緒に記念撮影〜〜〜

おいしい中華、サヨウナラ 泣

お⺟さんの⿅児島のお⼟産 ハハハハ

これは⽕⼭灰だﾌﾝﾌﾝ、⿅児島限定品〜〜

これは本の栞。樹齢7000年以上の杉の⽊でできているんだよ。樹はもう世界遺産〜〜〜栞は⽊の⾹りがする〜〜〜超お気にいり

楊沐溪さんの⽇記



これは⿅児島銘菓〜〜原料はお⽶で、⽢いの。それから⿅児島のお茶も。ちょっと苦いけど、おいしいよ〜〜へへっ

ラララ、最近は楽しいことばかりだな。



楽しい⼀⽇

2013.10.22

今⽇は体育があった 。今⽇はダンスの発表で、今まで習った動きを使いながら、グループごとに振付を考えたんだ〜〜〜〜〜〜はじめのころは動きとか全然覚えられなかった
けれど、みんなと⼀緒に練習をつづけて、今⽇の発表は⼤成功〜〜たくさんの同級⽣たちの前での発表はちょっと緊張もしたけれど、なかなかいい出来栄えだったんだ。ハハハ

放課後はかなチャンと⼀緒にクレープを⾷べて、それからCDを買いに⾏った。これが今⽇、⼀番うれしかったこと。へへへ。まさか⾃分がclassicを喜んで聞くなんて、思って
もみなかったよ〜〜〜〜〜

クレープ

 

CD, Yoshikiもう、ただただ、カッコいい︕︕︕︕︕︕︕︕

楊沐溪さんの⽇記





調理実習〜〜〜

2013.10.23

今⽇の家庭科は調理実習だ。ハハハ。みんなで料理をしたよ。今回のテーマは中華料理。シュウマイと中華⾵ビスケット、soupそれにご飯〜〜〜

班は五⼈で⼀組。私はもう⼀⼈の⼈と⼀緒にシューマイを作ったんだ。餡を作っているとき（だってこれが初めてだったから）はじめは⾚い⽣の豚⾁がちょっと気持ち悪かった
んだ。でも慣れてきてからは⼤丈夫だったよ〜〜〜〜へへ

できあがったのは超おいしかった︕︕︕︕︕︕︕

⾃分で作ったものだから、やっぱりおいしいいよね〜〜〜みんなもおいしいって⾔ってたよ〜〜〜〜

こんな体験は、⾃分にとってはとても貴重なものなんだ。中国ではいつもお⽗さんとお⺟さんが料理を作ってくれて、⾃分では材料を切る程度の簡単なこともしないから。今、
⽇本にいて、同級⽣たちと授業で料理をするなんて、本当に超うれしくて、超⼤きな成果だよ︕︕︕

楊沐溪さんの⽇記



英語スピーチ

2013.10.25

今⽇の英語Oのクラスで、スピーチをやったよ〜〜〜

クラスの⽣徒を全部で8組に分け、5⼈1組でやったんだ。テーマはみんな同じで、前回の授業で習ったspeech。

みんな前回の授業のときに練習したにもかかわらず、今朝も早くから学校にきて練習してた。みんなスピーチの内容は完璧に覚えていたけれど、やっぱりクラス全員の前で発表
しなきゃいけないのと、動きも必要だったり、それに制限時間も設けられてるってことで、みんなすごい緊張してた〜〜〜〜〜〜朝のありとあらゆる時間を有効活⽤して練習に
励んだよ︕︕︕︕︕
朝⼀の授業が英Oだった。うちのグループは4番⽬。前の⼦達が順調にspeechを終えているのを⾒て、プレッシャーで胸がつぶされそうだったよ〜〜〜〜  

前に出たときはもう緊張でだめだと思ったけど、でも最終的にミスもなく無事に終えることが出来ました。みんな良く頑張ったよ〜〜︕︕︕︕

拍⼿︕︕︕

楊沐溪さんの⽇記



⽣物の実験︕︕

2013.10.30

今⽇の⽣物の授業は実験室で実験をしたよ。̶̶⾚細胞と⽩細胞の観察をしたんだ。

中国と違うところは、今回は観察をするだけじゃなくて、⾃分でプレパラートも作ったんだ。

中国でも作ったことはあるけれど、⽟葱の先っぽとかそんなもの。⾎液なんて全く扱ったことはなかった。だから今⽇、実験室に⼊ったら、各班のテーブルの上に⽣の⼿⽻先
（スーパーで売っているやつ）がのっていて、それを⾒た途端、私の戦闘能⼒は⼀気に急降下。 （だって⼩さい頃から今に⾄るまで、⽣⾁ってどうしてもダメなの。両親
とスーパーに買い物に⾏くときだって精⾁売り場には⾏ったことがないのに）。今回の実験は⾚、⽩細胞の観察だから、⿃の⾻髄を取り出さなくちゃいけない（うー、聞いただ
けでもスゴク痛そう）。 ）まず先⽣がお⼿本を⾒せてくれた。最初に⾻を⾁から“えぐり”出す。これがまず⼀番、⼀番難しい。しかも⼀番気持ちワルイ。 私たちはみん
な、素⼿（⼿袋無し︕︕）で⼿⽻を割いて、⾻を取り出した。⽣の⼿⽻先だから、⾻を取り出すのもすごく難しい。気⼒を振り絞ってなんとかやりとげた。⾻を取った後はみん
な両⼿ともベトベトに。これって...⼀度体験したら、もう⼆度とゴメンだ。   そして取り出した⾻の先端の軟⾻を切開すると、中の⾚⿊いものがみえる。これを、ちょっと⼒
を⼊れてペンチで挟むと、⾻髄が切断⾯からでてくる。でてきたものをスライドガラスの上に数滴たらす。上からカバーガラスをかけて、髄液が薄くのびたら染⾊液をたらし、
プレパラートの完成︕︕︕︕︕︕

今回の実験⼿順はたしかに⼤変だったけれど、学べたことも少なくなかったよ。しかも最後の観察はすごくよくできた。作ったプレパラートは細胞がちゃんと薄く伸びてなくて
重なり合っちゃった部分もあったけど、⾃分では⼗分、⼤成功だったと思っている。それに、結果だけじゃなくて、実験の過程がもっと⼤事だよね。得たものは多かったよ︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

楊沐溪さんの⽇記



⾳楽と体育

2013.11.01

⾳楽の授業は、今⽇からギター︕︕︕

前回までは琴を習っていたんだ。弾いていたのは“さくら”という曲〜〜〜。お琴も⾯⽩かったけど、やっぱり⼀番⼀番⼀番やりたかったのは、ギターだよ〜〜〜〜。だから、す
っごく嬉しいんだ

私は⼩さい頃から琵琶を習っていたので、ギターもそこまで難しくない（琵琶とギターって、演奏⽅法に似ているところが多いの）

中国にいた頃、ずっとギターをやってみたかったのだけど、時間がなくて。そのままになっていたんだ。今回⽇本では、先⽣に授業で教えてもらう他に、独学でもやってみよう
と思ってる 〜〜〜初めは難しいだろうけど、絶対できるようになる︕しかも、ホストファミリーの成彦はね、フォークもエレキもすごく上⼿いの。だから⾝近に先⽣もいる
し（笑）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

次は、今⽇のダンスの授業（体育）について。今⽇からHiphopを学ぶんだよ〜〜〜〜〜〜

最近私が学びたい授業ばかりだな〜〜

Hiphopは簡単そうに⾒えて、やってみるととても難しい動作があるんだ。いっぱい練習しなくちゃ︕︕︕︕︕

つまりつまり、これからの授業が楽しみで仕⽅ないんだ︕︕︕うまくいくよう、祈っていてね〜〜 

これは⽇本語で投稿されたものです

楊沐溪さんの⽇記



忙〜〜〜,

2013.11.07

最近真的是特别的忙，期中考试在这个⽉末开始考，每天还有各种各样的⼩考

有好多需要背的东⻄，世界史，伦理，古典，家庭〜〜〜〜尤其是世界史，全是⽚假名啊啊，我是⼀个也不认识（哭）⽤中⽂给我讲都是新的内容，现在让我⽤⽇⽂学 只能加油
喽，把上课的笔记都好好的背下来，加油︕︕︕︕︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

楊沐溪さんの⽇記



国語の授業

2013.11.07

今⽇と昨⽇の、2コマの国語の授業は、超、超有意義な授業だったよ。

昨⽇から授業で夏⽬漱⽯の「夢⼗夜」を勉強始めたんだ。内容を読んでから、先⽣がクラスを4⼈⼀組の10グループに分けて、グループごとに話し合いを。配られたプリントに
は４つの課題があって、内容を深く分析するためのものなんだ。はじめは全然やりたくなかった。だって⽂章⾃体の意味もよくわからないのに、どうやってみんなとの話し合え
ばいいのかなって。  でも実際に始まってみたら、すぐにこの話し合いがおもしろくなってきた。考えて結論を出すだけじゃなくて、その考える過程⾃体がすごく楽しいだも
ん〜〜〜〜⼆⽇⽬（今⽇ね）はグループごとの発表があるので、家に帰ってから、夜に作者の⽣い⽴ちとかいろいろ調べた。それから⼀⼈でじっくり考えて、ホントにすごくす
ごくすごーくやり遂げたぞっていう達成感〜〜〜今までは⽂章を分析したりするのって苦⼿だったのに、この⼆⽇間の国語の授業のおかげで、ʻ⾃⼰分析をしたり、同級⽣たち
と討論や、意⾒を交換するʼっていうことが⼤好きになっちゃったよ。しかも今⽇の発表も⼤成功。他のグループの意⾒も聞いて、いろいろな考え⽅があるんだなってわかって
とても良い勉強になった。今またこの⽂章を読み返すと、すんなり内容が⼊ってくるようになった。しかも国語の授業も⼤好きになったよ。ハハ〜〜〜〜〜

楊沐溪さんの⽇記



ギターの発表会

2013.11.10

この⽇記は⼀⽇遅れなんだ。発表会は昨⽇だったからね。 でも昨⽇は家に帰った時間がすごく遅かったから、今⽇書くことにするよ。

昨⽇は成彦のギター発表会に⾏ってきた。中国ではこんなイベントってないと思う。発表会は年に2回あって、同じ⾳楽教室の⽣徒（同じ楽器の先⽣の⽣徒たちね）たちの、内
部の発表会なんだ。家族とか友達もみにくるんだよ。これまではギターって、だいたい若い⼈たち、特に学⽣なんかがやるんだと思っていた。でも発表会をみに⾏ったら、中⾼
⽣はほとんどいなくて、⼤部分がおじいちゃんおばあちゃんの年代の⽅。でもお年なんて関係なく、皆さんすごく上⼿だった。みに来るまでは、こんなにたくさんのお年寄りが
ギターを習っているなんて全く信じられなかった。だって私の中ではお年寄りって、いつも将棋をさしたり、ラジオを聞いていたりテレビを観ていたりするようなイメージだっ
たから。これも中国と⽇本の⽂化の違いのひとつなのかな。ウンウン、勉強になったな〜〜〜成彦の発表は超成功だったよ おめでとう︕︕︕

楊沐溪さんの⽇記



充実した⼀⽇〜〜〜

2013.11.13

今⽇の化学の授業は実験〜〜〜酸塩基中和を測定する実験で、酸塩基とシュウ酸、⽔酸化ナトリウム反応をみるんだ。4⼈⼀組のグループで実験をしたよ〜〜〜〜私たちのグル
ープは早く実験がすんじゃった。へへ。しかもデータの数字もバッチリ  ⼤成功〜〜〜〜実験に没頭していたから、授業もあっという間に終わっちゃったって気がする〜〜〜
〜

それと今⽇は体育Bもあったんだ。今⽇はまたバスケ。でも2ゲームやったから、授業が終わったらもうクタクタ〜〜〜でもすごく楽しかったよ。体育の授業ってサイコ
ー︕︕︕今度の授業はバスケのテストなんだって。  いったいどんなテストなんだろうね。  難しいのじゃありませんように︕︕

⼣飯はお⺟さんが作ったチキンソテーと野菜。すごくすごくすごくおいしかったよ。ハハハハ

楊沐溪さんの⽇記



華道︕︕︕

2013.11.17

今⽇の午前中、お⺟さんから初⼼者向けの華道を習ったんだ〜〜〜

参加者は8⼈（それとお⺟さんの以前の茶道部の学⽣さんも。今はもう社会⼈だけど〜〜〜）和室でお教室スタート。華道にもたくさんの流派があって、今⽇お⺟さんが教えて
くれたのは⼀番の基礎〜〜

上の画像のように、みっつのうち左から右にかけて副、真、体っていうんだよ。⾼さはだいたい5対7対3ぐらい。体のお花は観る⼈に向けるんだって...

お⺟さんの説明を聞いた後、⾃分たちでお花をいけてみたよ〜〜〜〜

これが私の作品だｱｱ〜〜〜

楊沐溪さんの⽇記



へへへ、なかなかいいでショ。

それからみんなでお昼ごはん。超ごちそう︕︕︕

⾷後のデザート〜〜もう私を太らせようとしてるとしか思えないよｵ〜〜でも本当においしい〜〜超⼤スキ

それから私が⽇本に持ってきたバラのお茶

今⽇は最⾼に楽しかったよ〜〜〜初めて華道をしただけじゃなくて、ごちそうもたっぷり⾷べられたからね〜〜〜〜〜



調理実習

2013.11.22

今⽇の家庭科は調理実習だったよ〜〜〜。今回のテーマは洋⾷。今回私達が作ったのは、ホワイトシチュー（この料理、どうして聞いたことがないんだろう。もしかして私、世
間知らず︖︖︕）、トマトとじゃがいものスープ（私もどうやって中国語に翻訳したらいいか分からない。料理名は軽く流してね笑）、サラダ、紅茶と美味しいチョコレートケ
ーキ︕︕︕︕︕

私はホワイトシチューの担当に。これを作れだなんて…聞いたこともない料理なのに

初めは本当にお⼿上げ状態︕︕元々簡単な料理じゃないうえに、私は料理の経験が全くない⼈間なんだよ︕うう…。先⽣のくれたステップを⾒ながら、他のグループの⼦がどう
作っているのかも⾒つつ奮闘。

作るのはすごく遅かったけど 最後は⼤成功、とっても美味しくできたよ︕︕︕

今回こういう経験をしたから、今後は家でご飯を作るのも、きっと少しは楽になるよね〜〜うれしい︕

チョコレートケーキ超美味しかった〜〜〜中間テストが終わったら、お⺟さんと作るつもりなんだ︕︕クリスマスももうすぐだしね〜〜〜

あと⼀週間で中間テストだ。今週は頑張らないと︕︕︕︕応援してね

楊沐溪さんの⽇記



テスト終わったよハハハ

2013.12.06

ほんとは昨⽇終わったんだけどね。ただ⼼⾝ともにすごく疲れていたから⽇記が書けなかったの

昨⽇は試験最終⽇。科⽬は世界史と⽣物だった。どっちも苦⼿科⽬なんだぁ。特に世界史は、なんかもう、全部カタカナなんだもん︕︕︕脳みそがいくつあっても覚えきれない
よ

昨⽇はテストの後、友達と⼤阪城に⾏ってきた（学校のちょうど⽬の前にあるの。すごく近いんだへへへ）。毎⽇のように⾒てはいたけれど、昨⽇はリラックスしたかったのも
あって、林の中をすこしブラブラしてきた。すごく楽しかったよ

紅葉

松の⽊と、おっきな銀杏の⽊

⼤好きな天守閣

楊沐溪さんの⽇記



昨⽇はたくさん歩いたから、すごい疲れた。でもすっごくすっごく楽しかったよ。最後に友達みんなでアイスと⾷べたの。ブルーベリーとストロベリー味〜〜〜〜超美味しかっ
た︕︕︕︕





⼤阪⾳楽⼤学⾳楽博物館⾒学

2013.12.06

今⽇は⼤阪⾳楽⼤学の博物館に⾒学に⾏ってきました。わたしにとってほんとに貴重な体験だった。たくさんの楽器を⽬にして⾊々な知識を得ることが出来た。世界各国の⾊々
な楽器を知ることが出来た。それに今まで⾒たこともないような楽器を実際に演奏することも出来たの

 

博物館に⼀歩踏み込んで、早速⽬を奪われた〜〜〜

⼀

めちゃくちゃ豪華な雰囲気。キラキラまぶしい。

これはインドネシアの楽器。ものすごくおっきいの〜〜〜なんでか分からないんだけどこれがすごく気に⼊っちゃった

後ろから

あとこれも

楊沐溪さんの⽇記



めちゃくちゃ巨⼤な楽器。なんか⼤砲みたい

アジアの楽器はどれも好きだなぁ〜〜〜〜東南アジアの楽器はどれもヘンテコな形で、今まで⽬にしたこともないものばかりだった〜〜〜

続いてはヨーロッパ〜〜

このバイオリンすっごくすっごく⼩さいんだよ

あとこのピッコロヴァイオリン（violino piccolo）︕︕︕︕︕︕貴重な楽器はほとんど⾒ることが出来たんだぁ。ほんとにこの上ない幸せだよへへへ。

（これも普通のバイオリンよりは⼩さいよ）



ヨーロッパのピアノ、サックス、竪琴などそのほかにもたくさんあった〜〜〜

今回の⾳楽博物館の⾒学はほんとにすごく勉強になったなぁ〜〜〜〜また⼀つ賢くなったな

 



京都再訪

2013.12.07

今⽇また京都に⾏ったよ〜。今回はお⺟さんと⼆⼈きり。平安神宮と南禅寺に⾏ったんだ〜。今回の主な⽬的は紅葉を⾒ることだったのだけど、もうほとんど落ちてしまってい
た。 でも、まだ少し残っていたよ。

綺麗!!!⼩さいもみじの葉っぱがたくさん並んで。秋の侘しさが感じられるね。

楊沐溪さんの⽇記



今⽇の午前は学校だったので、京都に着いたのは午後の⼆時頃。お⺟さんが京都のとても有名な”湯⾖腐”を⾷べさせてくれたよ。お料理屋さんの雰囲気もすごく素敵だった。畳
席も、テーブル席もあるの。⽇本の伝統料理を⾷べるのだから、もちろん畳席を選んだよ。窓の外には素晴らしい⽇本庭園が広がっていて。美しい景⾊を⾒ながら美味しいお料
理を⾷べられるなんて、最⾼の気分︕しかも湯⾖腐が、ものすごく美味しかった︕︕︕︕︕

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

お腹を満たしたあとは、散歩をしながら景⾊を楽しんだよ〜

これは昔、⽔を引くための⽔路のようなものだったんだって。時代の移り変わりを感じるね。

平安神宮にも⾏ったよ。綺麗だった︕︕



今回は、賑やかな場所ではなくて、静かな街並みを中⼼に回ったんだ。それこそが京都の魅⼒で、東京などの現代的でどこも似たり寄ったりの街ではないの。京都は、リュック
⼀つあれば、どの道を歩いても満⾜できるし、その静けさは、仕事や勉強の煩わしいことを全て消し去ってくれる。道の両脇には⼩さなお店がいくつもあって、それは数平⽶程
度の本当に⼩さなお店なのだけど、そこで売られている綺麗な⽇本の⼯芸品や茶道具などを⾒るだけで、⼼が楽しく、軽くなっていくんだ。



京都の全ての道を歩いてみたいなあ。喧騒が遥か遠くにある感じ、本当に素敵だよね。  いつかまた、リュックとカメラだけを⼿に、⽇本の伝統的な魅⼒が散りばめられた京
都を楽しみたいな

 



コンサート〜〜〜

2013.12.10

 昨⽇お⺟さんがコンサートに連れて⾏ってくれたんだ〜〜（その⽇は家に帰ってきたらもう１１時近かったので、今⽇その分の⽇記を書くね〜〜〜）

演奏した曲⽬はベートーベンの交響曲第九番。それに合唱も⼀緒だったよ。

ホールは超豪華〜〜クリスマスツリーがすごくきれいだったよ。

演奏前

席が前の⽅だったので、演奏中はすべてがよく⾒渡せた。⾝震いがするほどの感動。

合唱と独唱にもとても感動した。楽器の⾳⾊ではなくて、⼈の声なのに。歌い⽅なんて知らないのに、気がついたら⼀緒に歌いたいって思っていた。

コンサートを聞きに⾏ったのはこれが初めて。これまではクラシック⾳楽に触れる機会なんてほとんどなかったけど、お⺟さんの影響で私も今は⼤のクラッシックファン。家で
もお⺟さんと⼀緒に聞いたりするんだよ。

お⺟さんが連れて⾏ってくれた今回のコンサート、本当に楽しかった。ありがとうね、お⺟さん。 （お⺟さんにたくさん、たくさんのハートを届けるよ＋＋＋）

楊沐溪さんの⽇記



茶道

2013.12.15

今⽇は⽉に⼀度のお⺟さんの家で茶道の⽇〜〜〜

昨⽇はお⺟さんと⼀緒に、今⽇の茶道教室でいただく和菓⼦をつくったんだ〜〜洋菓⼦と⽐べると、和菓⼦の⽅がずっと作るのが難しい。昨⽇のは、まずまずの出来かな。でも
形があまりきれいにはできなかった。⿃を作るはずだったのに、できあがったらナゼかよくわからない海中⽣物っぽくなっちゃった。お⺟さんと作りながら笑っちゃったよ〜〜
四苦⼋苦したけれど、̶̶最後にコレは「ウサギ」だということになったんだ。

みためは思っていたより良くないけれど、味は超オイシイ。それにお客さんたちもみんなカワイイって⾔ってくれたしね〜〜〜〜

今⽇の茶道教室の内容は濃茶（翻訳するなら濃いお茶ってことかな）。茶具の持ち⽅や置き⽅、お茶を飲む作法なんかを習うの（あやふやな表現でゴメンね）。普段の茶道でい
ただくのは薄茶。濃茶だとお作法とかも薄茶とは全然違うんだよ。お茶の味もそれぞれ違うしね。きっと濃茶のほうがちょっと苦いんだろうなって思っていたのに、実は逆で濃
茶の⽅が⽢いんだよ〜〜〜

楊沐溪さんの⽇記



お昼はみんなで⼀緒にご飯〜〜〜超オイシイｲｲｲ



今⽇はすごく楽しい⼀⽇だった。しかも茶道のこともいろいろ学べたしね。でも茶道って本当に複雑。私みたいな初⼼者は覚えなくちゃいけないことが超ありすぎる（だからす
ぐに段取りを忘れちゃって） 。でも今は茶道が⼤好きなんだよ。だからがんばって勉強しよう。



球技⼤会〜〜

2013.12.20

今⽇は球技⼤会でした〜〜〜〜ドッチボール（原⽂ママ）をしたんだよ（中国には似たようなやつでお⼿⽟みたいなのを敵チームに投げつけるゲームがあるけどその球技バージ
ョンって感じ）。

ここ最近ずっと天気が良くなくて、ずっと⾬だったんだ。もし今⽇も⾬だったら体育館でバレーをやる予定だったの〜〜〜

朝1時間⽬の授業が終わってから体操着に着替えた。今⽇はほんとにもうめちゃくちゃ寒くてさぁ 。体操着の下はハーフパンツだし、靴下も短いやつだし、上も半そでに薄い
上着を⽻織ってるだけ 。朝の気温は⾼くても5度。そしてなにより信じられないのが̶̶なんと朝雪が降ってたの︕︕︕︕︕︕雪が降って、しばらくしたら⾬が降ってまた雪
。もうほんとに寒くて凍え死ぬかと思ったよ

ドッチボール（原⽂ママ）はグラウンドでやったんだけど、グラウンドって下が⼟だから、朝降った雪のせいで、もうぐっちゃぐちゃになってたよね 。ボールも泥だらけだ
し、みんな靴も体操着もものすごい汚くなっちゃった

⼥⼦と男⼦それぞれ2組に分かれて、3試合ずつやった（違うクラスと）。うちのクラスは⼥⼦はそれほどでもないんだけど、男⼦がめちゃくちゃ強かったの〜〜〜〜うちのチ
ームは1勝しか出来なかったけど、みんないっぱい頑張ったから、この頑張ったっていう事実が⼀番⼤事なんだと思う︕︕︕

今⽇はほんとに寒くてもう泣きそうだったけど、みんなと⼀緒にドッヂボールが出来て、すごくすごく楽しかった︕︕︕︕

楊沐溪さんの⽇記



富⼠⼭旅⾏

2013.12.28

26⽇と27⽇に家族で富⼠⼭旅⾏に⾏ったよ〜〜〜

新幹線とバスに乗って河⼝湖駅に到着―。

お昼は河⼝湖の有名なほうとう（うどんより太いうどんだよ〜）を⾷べたよ

この麺超おいしい。ちょっと⼑削⾯に似てる〜。中にはたくさん野菜が⼊っているよ。

 

それからこれは⾺刺し。私は全く⾷べられない。⾒るだけで恐ろしい。

店内も完全に⽇本⾵

楊沐溪さんの⽇記



 

この⽇の富⼠⼭。とても近くだったはずなのに、写真に撮ったら⼩さい〜〜

⼭頂の雲、帽⼦みたいじゃない︖︖︖

 

午後は⾹草館、浅草神社などに⾏ったよ〜〜。ほかにもたくさん⾏きたい場所があったのだけど、開いていなかった

皆河⼝湖に沿って散歩。ザ・⽇本の村という感じ。ほとんど⼈がいなくて、静か。勉強や仕事のいやなことを忘れさせてくれるよ〜〜〜

その後カフェでお茶をしたよ〜。このカフェ⼤好き。スターバックスやなんかとは全然違う。店内には⼿芸品や、写真、お店のご主⼈が⾃分で描いた絵などがたくさん飾られて
いるの。しかも、コップも⼀つ⼀つデザインが違くて、とても素敵。



夜の富⼠⼭

 

その後旅館へ〜。温泉旅館だよ。露天⾵呂は向かいが河⼝湖で顔を上げれば富⼠⼭。最⾼の景⾊。温泉も気持ちよかった。

旅館の晩御飯も純⽇本料理〜



これは柿。中に蟹とゴマ⾖腐が⼊っているの

お刺⾝

このスープの中には朝鮮⼈参、这个汤⾥放了朝鲜⼈参、クコの実、しょうが、⿂⾁などなど、１６種類の原料が⼊っているんだ〜

しゃぶしゃぶ〜



このゴマダレすっぱい〜

 

デザート〜〜yummy︕︕

などなど、⾷べるものがたくさん。全部で⼆時間かかったよ

 

畳

ぐっすり〜〜

 

⼆⽇⽬

朝起きて温泉へ。

朝の富⼠⼭は雲に覆われている。富⼠⼭が完全に雲に覆われる過程を⽬の当たりにしたよ。

隣の⼭も。仙境のよう。



泊まった部屋から撮った景⾊

上の写真の⼭の右側が富⼠⼭のはず。でもこの⽇は天気が悪くて、富⼠⼭は雲に隠れちゃった

 

観光電⾞に乗って⾵景を楽しんだよ〜

この電⾞はふつうの電⾞とは全然違うの

やっぱり仙境のような⼭



富⼠⼭も少し⾒えた

でもとっても綺麗

 

お昼は有名な吉⽥のうどんを⾷べたよ



めちゃくちゃおいしい︕︕︕︕︕また⾷べたいな〜〜

午後に雪が降ったの。しかもだんだんと強くなってきて、元々⼀時間半のバスの道のりに五時間かかった  



新幹線も遅れたよ  家に着いたのは夜の１２時近く

でもこの⼆⽇間は本当に楽しかった。ありがとうお⺟さん

富⼠⼭はさすが世界遺産だね。とっても綺麗だった︕︕



正⽉

2014.01.04

31⽇、1⽇、2⽇は奈良のおじいちゃんおばあちゃんの家で過ごしたよ︕︕︕

今年おじいちゃんの家に来て年越しをしたのは、おじさんと我が家の3⼈だけ。

31⽇

31⽇は主に元⽇の準備をする。⼥性陣（といっても、おばあちゃんとお⺟さんと私だけ ）は台所でおせち料理を作り、男性陣（おじさんと成彦）は庭掃除をしたり、ガラス
を拭いたり。

伝統的な⽇本料理なんて、作るどころか、⾷べたことすらほとんどない。だから作り始めた時は難しかったあ。

でも最後はお⺟さんと⼀緒に完成させたよ︕︕種類が多くて、作り終えた時には肩が痛くなっていた︕︕︕

この⻩⾊いのはお芋。⻩⾊いあるものを加えただけだよ〜〜

これを砕いた後、中に⽢い栗を⼊れる。この間、絶えず砂糖を⼊れるんだよ〜〜。最終的にものすごく⽢くなる（お⺟さんによると、おせち料理は三⽇間くらい置いておくのだ
けど、昔は冷蔵庫がなかったので、腐らないように砂糖をたくさん⼊れるようになったんだって）。

最後に丸めて、完成︕︕

楊沐溪さんの⽇記



夜は紅⽩歌合戦を⾒て、そばを⾷べたよ〜〜〜

1⽇

朝ごはんは、前⽇におばあちゃんとお⺟さんと作った料理〜

おせち料理は三段に分けられていて、それぞれ違う種類のものを⼊れるんだよ〜

容器が綺麗︕︕

 

 

 





これはお正⽉に⾷べるおもち

 

朝ごはんの後、神社に⾏ったよ〜〜

新年の空気〜

出店もある〜〜

いちごミルク飴〜⼀番有名なのはりんご飴なのだけど、⼤きすぎて持ちづらいので、⼩さいのにしたんだ



参拝客がたくさんーー

その後お寺にも⾏ったよ〜



このお寺からは奈良全体が⾒渡せるの〜。とっても綺麗



2⽇

おばあちゃんが、成彦に家庭内のお茶会を開催させたよ〜〜

そして̶̶私は着物を着たよーー（笑）

最近、どんどん茶道に興味がわいてきている。これからは、茶道をしっかり勉強しよう︕︕︕

 

今回の年越しはとても充実していたよ。伝統的な⽇本の新年を体験できて、すごく楽しかった︕︕︕



天満宮と⾦閣寺

2014.01.05

昨⽇、つまり３⽇に、お⺟さんがまた京都に連れていってくれた。今回は北野天満宮（初詣）と⾦閣寺に⾏ったよ〜〜〜

天満宮は⼈がたっくさん〜〜

楊沐溪さんの⽇記



おまもり〜〜

きっと守って下さいね︕︕︕

それと、昨⽇はちょうど狂⾔をやっていたので、少しだけ⾒たよ。全く聞き取れなかったけどね〜



 

 

その後お⺟さんと⾦閣寺へ〜〜

これが⼊場券。芸術的〜

⾦閣寺は、本当に本当に本当に綺麗。⾏ったのがちょうど三時〜四時あたりだったので、⼣⽇が⾦閣寺を照らして、綺麗だった〜〜





元々は⼤阪城が私の⼀番好きな⽇本建築だったのだけど、今は⾦閣寺が⼀位になったよ︕︕︕（⼤阪城は毎⽇⾒れるからね）

⾦閣寺⼤好きだよおお。また⾏きたい︕︕︕



お茶会

2014.01.13

11、12⽇はおばあちゃんの家に⾏って、お茶会に参加してきたよ。

11⽇はまず準備。きれいにお掃除して、料理やお茶会の道具の準備をね。

おばあちゃんの家のお庭って超良いながめ。

おばあちゃんの家には超、超たくさんの茶道具があるの。これが2014年最初のお茶会。使うお道具も超、超お⾼いのだｱｱ

これが私、イチバンお気に⼊りの茶碗。すごく有名な林⾼陽さんの作品なんだ。何百万円もするんだよ。

楊沐溪さんの⽇記



それからこのふたつの⿊いヤツ。はじめはフツーのお茶碗だと思っていたらナント。。。ウン百万円だｱ〜〜

どれもすごく貴重なものばかり。



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

これは当時、天皇陛下から賜ったものなんだって〜〜トップクラスのプレミアム〜〜

これが和菓⼦。超オイシイよ〜〜〜



今回のお茶会はお茶を飲むだけじゃなくて、全ての⾏程を⾏うんだ。まずお庭を鑑賞してから濃茶をいただいて、その後に薄茶、そして最後にみんなでお正⽉の伝統料理を⾷べ
るんだよ〜〜

今回はみんな原則和服を着⽤。正式なお茶会だからね。⽇本⼈でもなかなかこんな体験はできないって⾔うから、すごくラッキーだよね。こんな体験をさせてくれたおばあちゃ
んとお⺟さんに感謝。





歌舞伎

2014.01.21

先週の⾦曜⽇にお⺟さんと歌舞伎を観に⾏ってきたんだ。⽇本で⼀番有名な歌舞伎俳優の坂東⽟三郎の舞台にね。歌舞伎ってこれが初めて。歌舞伎ってすべての役を男性が演じ
るんだよ。坂東⽟三郎って梅蘭芳みたいに超美形〜〜。⽣で舞台を観るのってテレビとは全然違う。もうあの豪華な⾐装や優美な舞姿に完全に感服させられちゃった。こんな素
晴らしい舞台を観ることが出来て、本当にお⺟さんには感謝、感謝です。歌舞伎⼤好き︕︕︕︕

楊沐溪さんの⽇記



発表会

2014.01.21

先週の⼟曜⽇に⼤阪府の留学⽣発表会に参加してきたんだ。冬休みに何⽇もかけて原稿を書き上げたんだからｱｱｱ。 何度も書き直して〜〜ついに完成。

本当は、今回の発表会に参加したイチバン⽬的は、他の留学⽣たちと知り合う機会が欲しかったから。会でたくさんの友達ができたよ。しかも発表も⼤成功。  今回の原稿を
書くのはすごくタイヘンだったけど、この発表会に出ることが出来て本当にうれしかったな。参加することにした選択は、⼤正解だったよオｵｵ〜〜〜〜〜

楊沐溪さんの⽇記



お茶会

2014.01.21

⽇曜⽇に家でお茶会を開いたんだ。お⺟さん、成彦さんと私は着物を着たんだよ。前⽇にお⺟さんと和菓⼦を作っておいた。今回のはまあ、いい出来だったかなハハハ〜〜それ
から朝に、また新年のお茶会の時の料理を作ったんだ〜〜〜〜

今回私はお客ではなく、お⺟さんと成彦さんのお⼿伝いをして、もてなす側の⽅だったの。今回のお茶会は収穫もたくさん。やっぱり主⼈と客では感覚も全く違った。茶道を通
じて、たくさんの⼈と知り合えて友達もたくさんできた。これからも、しっかりと茶道を学ぶぞ〜〜〜

楊沐溪さんの⽇記



⾖腐⼯場

2014.02.09

⼟曜⽇に京都へお⾖腐の⼯場⾒学に⾏ってきたよ。いろいろなお⾖腐を使った製品もたくさん試⾷してきたんだ〜〜超おいしくて、超シアワセ。

店内〜

 

⼀番初めに⾷べたのは、たった今⼯場で出来たてアッツアツのお⾖腐。超おいしくて、フワフワしてすっごくやわらかかったよ。

これは「こんにゃく」。ここのお店のは超オイシイんだ〜〜

 

楊沐溪さんの⽇記



それからこれも。お⾖腐でつくったハンバーグと⾖腐シュウマイ。シュウマイの中⾝はお⾖腐と野菜とか。でもこれもすごくおいしいっ。

⾖腐スープ。みているだけでもすごくおいしそうデショ。ハハ

これはお菓⼦。カロリーが０なんだって。ダイエットにおすすめ。



これはお⾖腐でつくったcheeseケーキ。本当は⾒た⽬もオシャレなカンジだったのに、みんなで⾷べるので切っちゃったからこんなグズグズになっちゃった。でも味の⽅はサ
イコー︕︕︕

このサクサクしたのもおいしかった。味がみんな違っていて、私はこの⿊いのがイチバンおいしかったな。へへ

 

今回はただ、たくさん⾷べるだけじゃなくて、お⾖腐を作る製造過程とかの⾒学もしたんだ。超充実していたな。





チョコ作ったぞ〜〜〜

2014.02.17

⼈⽣初体験、初めてチョコを作ったよ。なかなかイイでしょ。ハハハ ｸﾞｯ︕〜〜〜

 

楊沐溪さんの⽇記







お茶会

2014.03.16

昨⽇は奈良のおばあちゃんの家で、お茶会に参加してきたよ。朝早くからおばあちゃんの家にいって、お掃除やお茶の道具の準備とか、いろいろお⼿伝いをしたんだ。そして今
回は私にもすごく重要な任務があったの。̶̶みなさんに琵琶の演奏をするという。だから今⽇は着物じゃなくてチャイナドレス。

昨⽇のお茶会は濃茶と薄茶で⼆部屋の茶室に分かれて⾏ったの。参加者も多かったから準備もいろいろあったんだ~~

10時過ぎ、お客さんが次々とやってきた。全部で28⼈。だから琵琶も2回に分けて演奏した。 薄茶の⽅は成彦さんがずっとしきったんだけど、超スゴイ︕︕︕⼆部屋とも茶
会が終了してから、みんなひとつにあつまって私の琵琶の演奏会~~~（超緊張しちゃった しかも部屋の中がすごく寒かったので、⼿が冷たくてかじかんじゃった。  ）で
も演奏は2回とも⼤成功︕︕︕︕︕練習の時よりずっとよかったよ。 座って聞いてくれているのはほとんどが超やさしいおばあ様がたばっかり。みんなすごく喜んでくれたん
だ。琵琶をみたのは初めてだからって。私はずっとほめられまくり~~~~おばあちゃんもすごく喜んでくれた。琵琶を持ってきて本当に良かった。

お茶会に参加したり茶道を学ぶのは、⽇本の伝統⽂化を学ぶため。対して、琵琶の演奏はもっともっと多くの⼈に中国の伝統⽂化を⾝近に感じてほしいから。ほとんどの⽇本⼈
が琵琶を知ってはいるけれど、実際に演奏を聞いたことのある⼈ってごくまれ。弾ける⼈なんてほとんどいないんじゃないかな。だから⽇本の⽂化を学びながら、昨⽇みたいに
中国五千年の歴史をみんなに伝えたい。異国の⼈たちに知るだけじゃなく本当の意味で中華⽂化のすばらしさを理解してもらいたいな。

楊沐溪さんの⽇記



京都花灯⼤会

2014.03.22

昨⽇の夜京都の花灯路に⾏ってきました。知恩院から清⽔寺までの道が全部ライトアップされてるの。

これが知恩院

道のあちこちにいけばなの作品がたくさん飾られていて、どれもめちゃくちゃ綺麗なの︕︕︕これ作った⼈たちほんとすごいよねぇ〜〜

京都の花灯⼤会は中国の元宵灯会とは違っててね。中国の灯籠⼤会はどれもすごくにぎやかで、みんな灯籠を鑑賞しながらそこに書かれているなぞなぞを解いて遊んでるの。そ
れと⽐べて⽇本の灯籠⼤会では、みんな“景⾊そのもの”を楽しんでいた。それに京都の花灯⼤会では実は灯籠はメインではなくて、むしろその灯りが京都の古めかしい街並みと
合わさって、⾵景と灯りが融合しているような不思議な感じがあった。

楊沐溪さんの⽇記



川と、灯籠と、遠くの建物が合わさってまるで⼀枚の美しい⾵景画のよう。

 

これは⼩さな川の中にたくさんの⽵を⽴てていて、⽵の中は多分ろうそくかな。時間になると係りの⼈がやってきてろうそくに⽕をつけていくんだ。⼀⾯真っ暗闇の中、ポツポ
ツと灯りがともる様⼦は、すごく情緒的だったよ。

 



これは歩いてきた道に飾られていた⼩さな灯籠たち。最初は全然気づかなくて、他のものを引き⽴てるための添え物かなって思ってたんだ。でも後になってよくよく⾒てみる
と、それぞれの灯籠にはすべて違う⾊で絵が描いてあって、どれもすごく綺麗だった。

 

実は今回の花灯⼤会に⾏く前までは、灯籠⼤会ってきっと綺麗できらびやかな灯籠がたくさん飾ってあって、周りの屋台からは呼び込みの声が⾶び交っててお祭りのにぎやかな
雰囲気に溢れているんだろうなって思ってたの。でも実際に⾏ってみて、⽇本の灯籠⼤会では灯籠が主体ではなくて、灯りと街並みの融合こそが主役なのだということに気が付
いた。やっぱりいろいろな⾯で、中国は「にぎやか」で、⽇本は「おくゆかしい」んだなぁって思ったよ。



誕⽣⽇

2014.04.18

4⽉16⽇はわたしの17歳の誕⽣⽇だったの 家族と離れて迎える最初の誕⽣⽇。でもホストファミリーのお⺟さんがごちそうを作ってくれてね、しかもチーズケーキも買って
くれたの〜〜〜

わざわざ花束も⽤意してくれたんだよ〜〜〜すごく綺麗

楊沐溪さんの⽇記



誕⽣⽇プレゼントは⽇本伝統⼯芸のコップをもらったよ。これもすごく綺麗なんだ

すっごく楽しい誕⽣⽇だったぁ。⽇本のお⺟さんに感謝でいっぱい〜〜〜〜〜



17歳になって、⾃分でもすごく成⻑したなって感じるの。もう⼦供じゃない、両親には頼らず、⾃⽴して、⾃分の未来のためになにをしたらいいのか⾃分で考えることが出来
る⼤⼈なんだ。あと⼀年ちょっとで⼤学⼊試が始まる。絶対絶対がんばるぞ〜〜〜〜〜



春のピクニック

2014.04.27

⾦曜⽇に学校のピクニックに⾏ったよ〜〜。朝に京都の三条で集合して、事前に分けたグループごとに⾏動開始〜〜

私のグループは元々たくさんの観光スポットへ⾏く計画だったのだけど、⾊々な原因で最終的に清⽔寺に⾏くことに  私、清⽔寺4回⽬なんですけどおおお  とにかく⼀⽇中
歩き回って、家に着いたら、そのままベッドに“バタンきゅ〜”

でも、すっごく充実してたよ〜〜

楊沐溪さんの⽇記





嵐⼭

2014.05.04

5⽉の2⽇3⽇に、お⺟さんに連れられて京都の嵐⼭に⾏ってきました。今回の⼩旅⾏はわたしが今まで体験した中で最⾼に楽しい2⽇間だったよ。

夜はね、“花の家”に泊まったの。⽇本の伝統的な旅館でね。畳のお部屋に、温泉もあったの。しかもこの旅館の裏庭にはすっごく⼤きな⽇本式庭園があってね、すごく雰囲気が
良かった。

3⽇の⽇はまず天⿓寺に⾏ったの~~~世界⽂化遺産だよ  お寺の中に百花苑があってね、すごく綺麗だった

楊沐溪さんの⽇記





でね、わたしの⼀番のお気に⼊りなのがこの⽵林の道。⼀本の細い道の両側にすっと真っ直ぐ伸びた⽵林が並んでいて、⾵が吹くと、枯れて少し茶⾊くなった⽵の葉がヒラリヒ
ラリと舞い落ちてくるの。まるでドラマの中のワンシーンみたいだったよ~~

 







そのあとは野宮神社に⾏った。野宮神社っていうのは、昔天皇が即位するときに、選ばれた未婚の皇⼥が伊勢神宮に向かう前に体を清めるための場所らしい。ここは《源⽒物
語》“賢⽊の巻”の中でも描かれていて、⿊⽊の⿃居と⼩柴垣は全てまるで墨で塗られたようになってるの。今ではここは有名な縁結びの場所になっていて、なんでもかなり“効
く”んだとか。 

あと、有名な観光列⾞（トロッコ電⾞）にも乗ったんだ。河もすっごく綺麗~~



それから周恩来総理の記念碑も⾒てきたの。記念碑には総理の詩が刻まれてた。遠く離れた異国の地で総理の詩に触れられるっていうのは、なんだかすごくほっとするね。



本当にすっごくすっごく楽しい旅⾏でした︕︕綺麗な景⾊もたくさん堪能できたし。本当にお⺟さんには感謝でいっぱいだな、ありがとうございました︕︕

 



伏⾒稲荷⼤社、宝塔寺

2014.05.11

この前、伏⾒稲荷⼤社と宝塔寺に⾏ってきたんだ。

ちょうど重要⽂化財の特別展をやっていたので、イロイロ⾒てきたよ~

伏⾒稲荷⼤社ってだだっぴろくて、狐が祀られているの。

楊沐溪さんの⽇記



伏⾒稲荷⼤社で⼀番有名なのは、千もの数を超えるこの⿃居。超キレイだったよ。





頂上まで登るためには⻑い道のりがまっている。ぐるっとまわると2、3時間はかかるんだよ。でもすごくきれい~~~~

お昼ご飯はうどん。超おいしい~



その後、宝塔寺へ。宝塔寺はとても閑静な場所で、私がいった⽇も観光客はあまりいなくて、⼈ごみでギューギューなんてことはまずない。『源⽒物语』にも宝塔寺が舞台にな
ったお話があるんだよ。





今回のお出かけはずっと階段を登ったり下ったりしっぱなしだったけど、景⾊は最⾼にすばらしかったよ。ココはぜったいにおすすめ︕関⻄在住のみんな、時間があったらぜ
ひ、⾏ってみてね。



スピーチ+演奏

2014.05.29

今⽇は300⼈あまりの2年⽣たちの前で、ちょっとしたスピーチと、それに琵琶の演奏もしてきちゃったんだ。スピーチとかって実は⼀番ニガテなの。だからスピーチのことを
先⽣に⾔われてからは、もう完全にブルー⼊ってた。  原稿を書いて、それを直して、練習して.. .ここのところずっと緊張状態でこの準備にかかりっきりだった。琵琶の⽅は
まったく緊張なんてしないけど、スピーチは...本番でド忘れしちゃったらどうしよう、って。   今⽇の午前の授業中も、ずっと⼼の中で練習していた。ついにスピーチ本番の
時がやってきたら、かえって落ち着いている⾃分に気が付いた。ずっとがんばってきたんだから、きっとスピーチも演奏も⼤丈夫って。   いろいろ準備をしている間、ずっと
みんなが⼿伝ってくれたり、励ましてくれていたんだ。原稿の修正や、練習にも付き合ってくれて...本当に、本当に⼤感激。⽇本での留学で、ここのみんなと出会えたことっ
て、本当に超幸せだよ!

楊沐溪さんの⽇記



送別会

2014.07.14

ここのところずっと死ぬほど忙しかったよ。⽇記を書くのも久しぶり。今⽇はたくさん書くからね~~~
 先週の⽔曜⽇、前のクラスのクラスメートが突然LINEで集まろうって⾔ってきたんだ。みんな超仲良しだから、私もちっとも疑問に思わなかった。きっと新しいクラスになっ

て何か⽉か過ぎたから、またみんなで集まってご飯⾷べたりしたいのかなって。当⽇、会場にはみんなが揃っていた。私が中に⼊ると⼀⻫に拍⼿で迎えてくれて、なんとこれっ
て私の送別会だったの。まさに超特⼤級のsurprise。

みんなでアルバムを作ってくれたんだ。中にはこの⼀年、みんなと⼀緒に過ごしたたくさんの写真。それとみんなの寄せ書きの中で、⼀番、イチバン、いちばん感激したのはみ
んなが部活が終わった後に集まって、わざわざ⼤阪城まで⾏ってそこで作った「けいちゃん、THANK YOU」の⼈⽂字。もう超超超感動しちゃった。  

楊沐溪さんの⽇記



みんないろいろなプログラムも準備してくれていて、どれも超よかったし、超感動したよ~~男⼦たちが集まって少⼥時代のGeeも踊ってくれて、超ヨカッタよｵｵｵ。⾃分だった
らあんなにうまく踊れないよ~~

本当に、本当にうれしかった。⽇本に来てすぐに、こんなに素晴らしいクラスに⼊れて、こんなにたくさんの素晴らしい友⼈たちに巡り合えて、⾃分は超幸運で幸せだったよ
~~みんなと出会えて本当に良かった︕︕︕みんな、ありがとうね︕︕︕





広島研修

2014.07.14

ここ何⽇か学校に、イギリスからの留学⽣たちがいたんだ。今週末、私も⼊れて20⼈ちょっとの⼤⼿前の⽣徒と彼らと⼀緒に広島に⾏ってきた。5グループに分かれて、各グル
ープに2名ずつイギリス⼈留学⽣が⼊った。

⼤阪から広島まではバスで5時間以上かかった。私の隣にすわっていたのはKIMっていう留学⽣。超イケメン~~~私たちのグループのもう⼀⼈の留学⽣の名前はRuby。すっご
く明るい⼥の⼦。始めはみんなちょっと緊張しちゃっていたけど、1時間もしたらワイワイしはじめてゲームなんかもしたり、雰囲気は超いいカンジ。

広島に到着したら、まずは有名な厳島神社へ。この神社って島の上にあるの。⿃居の⼀⽅は海だから、満潮時は⿃居が海の中に建っているみたいになって超キレイなんだよ。

⼣⾷は「お好み焼き」。広島名物のだよ。超おいしい。

⼆⽇⽬は原爆遺跡と原爆の記念資料館に⾏った。その当時のことをいろいろ学べたし、なにより戦争、特に核戦争がどれだけ恐ろしいかがよくわかったよ。次の世代を担う⾃分
たちが戦争を排して平和を求めていかなくちゃね。

今回の研修は貴重な学習の機会だっただけじゃなく、たくさんのイギリス⼈の友達ができて、超有意義な体験ができたよ︕︕

楊沐溪さんの⽇記





最後の⼀⽇

2014.07.15

今⽇が⼤阪での最後の⼀⽇。とは⾔っても、朝は特に思う事もなくいつも通りに学校へ。でも学校でみんなの顔をみたら、ああ、今⽇がみんなとすごす最後の⼀⽇なんだなって
思って急にすごくつらくなってきた。みんなからたくさんのプレゼントや⼿紙をもらって⼼から嬉しかった。⼀緒にたくさんの写真も撮って、必ず連絡取りあおうねって約束を
した。夜はおじいちゃんとおばあちゃんも家に来てくれてみんなで⼀緒に⼣⾷を⾷べた。お⺟さんはこの⽇のためにお寿司、ケーキを準備してくれて超感謝、です。この⼀年、
⽇本に来てからたくさんのいい友達ができて、学校⽣活も毎⽇本当に楽しかった。この家でホームステイができて本当に幸せだった、お⺟さんはいろいろなところに連れて⾏っ
てくれて、たくさん、たくさんの⽇本⽂化に触れることが出来た。なによりも、ここには家族のあたたかさがあって、だからこの⼀年間本当に幸せだった。みなさん、本当にあ
りがとうございました。 このような機会をくれた⽇中交流センターにも感謝しています。16歳の1年間、こんなにも素晴らしい経験をさせてくれたことにも。

楊沐溪さんの⽇記
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