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⽇本に来てもう⼆⽇間。今度は三回⽬⽇本に来たが、いろいろと慣れられないこともある。

もうすぐホームファミリと会えて、期待している。

これからも⼀⽣懸命⽇本の⽣活を慣れられるように頑張ります。

これは⽇本語で投稿されたものです

盧曦⼦さんの⽇記



⽇本に⽣活しよう。

2013.09.01

ホームファミリに着いてもう⼆⽇⽬、明⽇から学校に通うことになりました。⽇本に着いたばかりで、右も左も分からないから、いろいろと慣れられないところもある。でもこ
れからまだ１１ヶ⽉もあるから、きっと回りの⼈たちに融けこむと信じている。

来週体育⼤会があって、期待している。でも上塩⼊先⽣がたぶん選⼿もう決まっているといったから、残念だが、⼀年⽣のダンスしか参加できないの。明⽇は学校⾏くから、新
しいクラスメートに会えて、どきどきしている。でも頑張って︕みんな同じだから、みんなも頑張ってね。

これは⽇本語で投稿されたものです

盧曦⼦さんの⽇記



学校

2013.09.05

 今⽇は⽇本へきて、もう四⽇です。昨⽇初めての茶道の授業を受けました。ずっと正座をしているから、⾜が⼤変でした。今⽇の⼀時間⽬も茶道でしたが、お菓⼦と抹茶を⾷
べられて、とても嬉しかった。

 今⽇は同級⽣と⼀緒に帰りました。これからもみんな三⼈で学校へ⾏くことにしました。きっとだんだんみんなと友達を作っていくと信じています。

 もうすぐ体育⼤会が始まります。この間はずっと⼀年⽣のダンスを練習しています。ダンスは⼤体覚えました。初めてポンポンを使って、⾯⽩かったと思います。

これは⽇本語で投稿されたものです

盧曦⼦さんの⽇記



体育⼤会予⾏

2013.09.06

  今⽇体育⼤会の予⾏でした。試合までも⾏っていました。うちのクラスはリレーの種⽬に⼀位になった。本当に嬉しかった、みんなも頑張っています。最後は⼀年⽣の⼥⼦が
優勝しましたが、総合成績は三年⽣が優勝した。残念でした。

  昨⽇は同級⽣から⼿紙をもらいました。⽇本⼈でしたが、中国語で⼿紙を書きました。読めないところもあるが、友達を作りたいを⼼を込めて、⼿紙を書いてくれて、本当に
感動しました。

これは⽇本語で投稿されたものです

盧曦⼦さんの⽇記



体育⼤会

2013.09.09

  昨⽇は初めて⽇本の⾼校で体育⼤会に参加しました。朝学校に着くと、みんな興奮しているみたいです。９時１５分、運動⼤会が始まりました。⽣徒たちはオーケストラの
⾳楽を伴って、⼊場しました。この中には、空の城のＯＰもあるようです。この曲で、中学時代の⽂化祭を思い出させました。

  六番⽬のプログラムは⼀年⽣のマスゲームでした。みんな喜んで、笑って踊りました。初めてポンポンでマスゲームをする何で、本当は不思議な感じでした。この後のリレ
ー競争で、みんなは速くて、やっと⼀番⽬になりました。

    

  午後は部活の展⽰でした。毎年の留学⽣もＥＳＳに⼊部しましたから、今年もＥＳＳの⼀員として、⼊場しました。２年８組の先輩から、裏に中国の国旗が付いているTシ
ャツをもらいました。中国、⽇本の国旗とパンダと鳳凰⾼等学校の校章も付いているタオルもありました。とてもきれいで、感動しました。残念ながら、タオルはもらえません
でした。

 

  昼ごはんのとき、みんなと⼀緒にご飯を⾷べて、写真も撮りました。

  これからも、みんなと仲良くなっていくと思います。頑張れ!!

これは⽇本語で投稿されたものです

盧曦⼦さんの⽇記





⼀緒に勉強しよう。

2013.09.14

今⽇から三連休が始まった。家族は仕事があるから、今⽇私も宿題だった。ただ、⼀⼈ではなく、友達と⼀緒に宿題を書いた。彼⼥は美⾥と呼ばれている。隣のクラスの学⽣だ
が、家が近くて、⼀緒に学校へ⾏くことになった。そして、彼⼥を⼀緒に宿題に誘って、うちの家に来た。

  初めて友達を家まで連れてきて、彼⼥も緊張している。美⾥は猫が⼤好きですが、猫にアレルギーかもしれない。残念ながら、うちにはちょうど猫三匹いた。

  そこで、午後はずっと宿題だった。数学の宿題だったから、彼⼥が分からないところも説明してあげて、⾃分が分からない現代⽂と古典も教えてもらって、本当によかっ
た。６時ごろ、彼⼥を家まで送るとき、彼⼥はそう⾔う問題を話した。⾃分の友達の中にも⽇本が嫌い⼈がいると聞いて、何でだろうと聞いた。私は原因説明した後、彼⼥はや
っぱり仲良くしていきたいと⾔った。これこそ⾃分が⽇本にいるわけだと思う。⽇中友好の架け橋だけじゃなく、⾃分が中国⼈として、国内の情報を伝いし、明確の⽴場を説明
し、不要な誤解が起こらないように頑張るのほうが⼤切ではありませんか︖

これは⽇本語で投稿されたものです

盧曦⼦さんの⽇記



初めての料理

2013.09.15

  今⽇初めて、家で中華料理を作りました。とても緊張して、うまくできるかどうか分からないから。でも、できた後はいいにおいがして、⾷べられるだけでもなく、おいし
かった。

  明⽇友達と海へ⾏く。楽しんでいますよ。

これは⽇本語で投稿されたものです

盧曦⼦さんの⽇記



お祭り~

2013.09.23

今⽇南さつま市にお祭りがありました。毎年の留学⽣もお祭りの踊りに参加したから、今年も予想中に私が参加しました。⼀緒に踊りを参加したのはクラスメート⼀⼈です。
もちろん、踊りの前彼⼥と⼀緒にお店に⾏きました。和菓⼦とか買いたいんですけど、郵便局も開いていないし、気になった和菓⼦もないから、なかなか買いませんでした。商
店街で久しぶりの抹茶アイスクリームを⾷べました、本当においしかった。抹茶のアイスクリームを⾷べたきっかけに、抹茶を好きになったのです。 その後、⼆⼈はプリクラ
しました。その場所で、偶然にクラスメートに会いました。四⼈でまた写真を撮りました。そして、私たちは踊りの先⽣の家に⾏きました。本屋も寄りました。始めて⼩説を買
ったが、たぶんだいたい読めないんだけど…頑張りたいのです。 先⽣の家に着いた後、先⽣から着物を着させてもらいました。始めてではないんが、やはりとてもきつかっ
た。4時半から6時までずっと踊ったから、⾜が痛くて、疲れた。でも今⽇お祭りを参加して、友達と⼀緒にお店へ⾏って、本当に嬉しかった。
これは⽇本語で投稿されたものです

盧曦⼦さんの⽇記



稲刈り

2013.10.07

朝8時に起きて、ご飯を⾷べた後は、家族と⼀緒に川辺にある⽥んぼへ⾏きました。今⽇稲刈りをして、来年の4⽉までの⽶を収穫するなんだ。(ってことは…来年の4⽉⼜やる
ってこと?!!) 稲を刈るのは機械なんだけど、私たち主な仕事は結んだ稲を2分に分けて、4個ずつ置いて、また⽵で⼲すことでした。本当に疲れました。しゃがんで、また⽴
て、何回も繰り返していて、腰はすっごく痛くて、熱中症もある感じでした。昼ご飯はお⺟さんの家で⾷べました。すごく⽇本らしい家でした。畳もいっぱいあるし、茶道の授
業で勉強したこと、｢畳を歩く時、縁を触らないように気をつけてください｣っていうことをよく注意していました。 午後の時、お兄ちゃんも⼀緒に⼿伝って来ました。 実は⼀
番嬉しいことは兄さんのバイクを載せてくれました。初めてでわないんけど、やっぱりバイクに興味があって、格好よくて、涼しかった。そのおかげて、兄さんとの仲もちょっ
とよくなりました。
これは⽇本語で投稿されたものです

盧曦⼦さんの⽇記



タイトル何がいいか私も分からない

2013.10.13

今週の⽔曜⽇は調理実習が⾏われました。初めての調理実習なのですから、私にとっては、緊張とか期待とかいろいろあります。この前プリントもいっぱい配ったけど、⽕曜⽇
は台⾵のために、学校休みだから、調理実習のことをすっかり忘れていて、予習もちゃんとしませんでした。何も知らないまま調理実習を受けました。みんなも特に上⼿ではな
いけれど、先⽣が⾔ったとうりまじめにやっていました。本当にまじめにやっていて、私が不思議に思うぐらいまじめでした。 例えば、ご飯を炊く前に、⽶を洗っている時、
まじめで全部の⽔を去り切ってから5⼈分の⽔を⼊れる。砂糖は⼤さじとか⼩さじとかいろいろとはっきり規定しました。先⽣も｢これは家の料理ではない｣と⾔われましたが…
やはり家庭課の本質をよく理解できません。家庭っというのは家族とか⽣活している場所のことではないか?どうしてわざわざ｢家の料理ではない｣っと⾔いますか? また、来週
から中間テストがあります。四⽇も続くそうです。初めての重要なテストだから、頑張らなければなりません。でもテストの前に三連休があります、本当にラッキーと思って、
ちゃんと復習できると思ったのです。
これは⽇本語で投稿されたものです

盧曦⼦さんの⽇記



中間テストが終わった~

2013.10.21

やっと、中間テストが終わりました。本当に疲れました。国内の試験とは全然違っていて、四⽇も続いていました。 ⼀⽇⽬は現代⽂・⽇本史と数学Aでした。⼆⽇⽬は英語コミ
ュニケーションと世界史でした。⽇本史と⽐べて、世界史の部分は中国でもう勉強しましたが、あまりまじめにしませんでした。それと、⼈名とか地名とか全部⽚仮名ですか
ら、暗記にくいです。それに対して、⽇本史は中国で勉強したことないし、理解にくいけど、漢字ですから、だいたい覚えられる。｢さすが中国⼈だよね。｣先⽣がそう⾔いまし
た。そして、今⽇⽇本史の成績が出ました。本当に世界史の得点より10点多かった。三⽇⽬は古典・科学・地理で四⽇⽬は英語表現と数学Iでした。古典は全然理解できない…
(´･_･`) 漢⽂は読めるけど…問題とかやはり解けないんです… >_< たぶんみんなもそう思っていました。中国⼈なのに、漢⽂なのに、⽇本の読み⽅勉強しなくてもいいでしょ
う、と思って、やめました… 科学つまり今勉強しているのは化学です。もう勉強しましたから、復習しなくても楽に解けました。ただ元素の名称はまだ全部覚えていないだけ
です。やはり⾃分は理系ですよね~⼀番楽にしたのは数学でした。最初はこっちに来た時、数学の先⽣もう⾔いました。｢毎年来た留学⽣はみんな頭良くて、数学できるです。｣
それにしても、まだまだ頑張らなければなりません。いろいろなことも、頑張って⽣きて⾏こう!!
これは⽇本語で投稿されたものです

盧曦⼦さんの⽇記



初めてのお茶会

2013.10.29

昨⽇⿅児島市内でお茶会が開きました。茶道部の部員として、先⽣ともう⼀⼈の⽣徒と⼀緒に⿅児島市内へ⾏きました。９時半ぐらい出発、１０時半ぐらい⿅児島市市⺠⽂化ホ
ールに着きました。

ちょっとだけ歩くと、遠く離れていない真⻘い海が⾒える。海岸線の向こうは爆発した桜島です。⼭⼝のところで⽩い煙が上がっていて、本当にこの景⾊が好きになりました。
この感覚、この海の⻘さのこと。

市⺠ホールに⼊った後、もうすでに着物を着ている⼥性たちはあちこちにいました。茶道部の先⽣がお茶会のときみんな着物を着てくる、今⽇いっぱい⾒えるといいました。本
当に先⽣が⾔ったとおり、ほとんどの⼥性が着物を着ていて、ただの⼆⼈の男性も着物を着てきました。別に着物は初めてではないけれど、みんなは⾃分の伝統的な⽂化を守っ
て、伝えているのを感じて、本当によかったです。

およそ２０分も待っていて、いよいよ和室に⼊りました。茶道部でいっぱい練習したおかげで、別に間違えなどしませんでした。茶道を練習したばかりで、いろいろなことまだ
わかりませんですけど、⾯⽩くて、⽇本の⽂化も全部⼊っているので、ぜひ頑張って練習していくと思います。和菓⼦は四分もありました。抹茶も直接持ってきて、御⼿前さん
が作ったものではなかったです。ちょっと残念だったと思いましたけど、それおかげで、正座の時間が減って、助かりました。お茶会すごく期待していたけど、今回のはそんな
に厳しくなく、楽なお茶会でした。まだまだ正式な茶道を⾒ていなくて、がっかりしました。最後、皆さんは和室を拝⾒し⾜り、写真を撮ったりして、そろそろ帰りました。

私も、今回お茶会を参加して連れてきて、本当にありがたいと思っています。これからもいろいろな⽇本⽂化を体験できればいいと思います。

これは⽇本語で投稿されたものです

盧曦⼦さんの⽇記



⽂化祭＜⼀＞

2013.11.05

１１⽉⼀⽇、⼈⽣の初めての⽂化祭が開かれました。⼆⽇も続いていました。

⼀⽇は体育館で発表がありました。最初は吹奏楽の演奏で、予定時間は４０分でした。うちのクラスメートが⼀⼈参加して、ホルンだそうです。演奏はなかなかよくて、クラシ
ックもあるし、流⾏歌もありました。アニメのテーマソングもありました。本当にすごいと思います。

ちょっとプログラムを⽬を通して、国内と同じ、⼤体ダンスでした。でも、本当に興奮させられるヒップホップダンスが少なかったです。ですが、⼀⼈の⼥⼦の先輩はダンスが
うまかったです。表現⼒が強くて、もう⻑い時間習っていたことが⾒られます。

この中で、⼀つのマジックがありました。マジックを信じる年齢もう過ぎましたけど、マジックを上⼿にできる⼈には感⼼しています。技術をよく練習して、だんだんうまくな
るのは時間かかるし、根性も要るし、本当に難しいと思っています。

もちろん、⾃分の発表も⼀⽇でした。ご飯が⾷べ終わってから、すぐ武道館へ⾏って、着替えて、緊張し始めた。もともと彼らがつまらないと思っているかもしれませんが、実
際にすると、なかなかいい感じがする。伝統的な服の替わりに、中国の制服を着ていました。よかったのはかわいいと⾔われて、彼らも武漢へ⾏きたくなりました。

本当によかったです。これこそ私がここに来る理由だと思います。

これは⽇本語で投稿されたものです

盧曦⼦さんの⽇記



⽂化祭（⼆）

2013.11.10

⼆⽇、最も期待していた⽇でした。各クラスも展⽰または売り場がありました。売り場はグラウンドにあって、⼈が込んでいました。⼀緒に回る⼈がいないため⼼配していた
が、⼀⽇の夜、看護科の友達Ａに誘われて、⼀緒に回ることにしました。 

 ９時半ごろ、あの⼦と体育館へ展⽰を⾒に⾏きました。つまようじでできた鳳凰も、すごく美しかった。みんなも⼒⼊れて、まじめにこれらの仕事をやっていました。それと、
⾵船で作った⼈形もありました。本当に彼たちの想像⼒に感⼼しました。

その後、私たちはグラウンドへ⾏って、天井もう⽴たれていて、準備しています。そろそろ売り始めます。わたあめ・フライドポテト・ドーナツ、いろいろな⾷べ物が並んでい
ました。わたあめはちょっと⼦供っぽいお菓⼦ですが、今のごろの私も、ものすごく好きで、たぶん私もちょっと⼦供っぽいかもしれませんですが．．．ドーナツは⼀分に三個
⼊っていて、⼀つ⼤きなドーナツはあん⼊りでした。ドーナツを分けて、Ａさんと⼀緒に⾷べました。その後、私たちは⾷べながら、回っていて、ほかにおいしいものを探して
いました。⼊り⼝のところで苗が売っていました。実は買いたかったです。私と⼀緒にここで新たな⽣活をしたり、お互いに頑張ったり、世話をしたりすると思っています。で
すが、⼿にしたいものなくて、なかなか買いませんでした。

また、１ｋｇのみかんでただ１００円で、本当に安かったです。⾁まんも買いました。レジのところで、こういうものが書いてありました。「⾁まん買ったら、⾦運up;かれー
まん買ったら、恋愛運up;ピザまん買ったら、体重増量︕」と書いてあって、⾯⽩かったです。

最後、私たち武道館で各班の展⽰⾒に⾏きました。うちのクラスはペーパークラフトを作ることにしました。隣のクラスは紙折で、巨⼤な紙鶴を作りました。それに啓発され、
うちのクラスは物凄く⼩さな紙鶴をいっぱい作って、ペーパークラフトを飾ることにしました。家庭部の部員が作った服装も展⽰され、きれいでした。家庭部もあるなんで、び
っくりしました。まさか世界⼀の⼈妻に⽬指すでわないかと思っています。（笑）

最後の最後、やはりいっぱいお菓⼦買いました。そのために、昼ごはんは⾷べませんでした。⾷べ物だけではなくて、友達と⼀緒に回っていたことのほうがうれしく感じていま
した。⼀⼈なら、何をしても、寂しく感じていますから、これからもずっとずっと、友達がどんどん出来るように頑張りましょう。

これは⽇本語で投稿されたものです

盧曦⼦さんの⽇記



つれづれに

2013.11.17

もう三か⽉⽬も半分がすぎた。ここにクラスと⼈たちとのことを書くのは少ないと思う。三か⽉⽬に⼊って、⾃分のことを⾔えば、みんなと徐々に打ち解けてきたって⾔ってい
いと思う。少し前までは、クラスメートと打ち解けて話すことはなかった。何かを聞いても、ちょっと答えてくれただけで、すぐに他の他の⼈との話に戻ってしまう、というカ
ンジだった。クラスメート同⼠はすごく仲が良くて、みんな⾃分と仲のいいコがいて、途中から⼊ってきた私は本当に⼤変だった。⾃分の性格も⼈懐こい⽅ではないし、はじめ
の頃は本当につらかったな。

以前は、、もうとにかくどんどん話しかけていくようにした⽅がいいのか、それとも⾃分の性格通りに、⾃然に友達になってくれる⼈を待つのがいいのか、迷っていた時期があ
った。本当の⾃分は、何も⽬的が無く⼈と交流するようなことはなく、どうしようもないプレッシャーで、あるいは私たちは⽇本の友⼈たちに⽇本語の会話能⼒をあげてもらお
うとしているのかもしれない。それも交流の⼀つの⽬的だ。だんだん他の⼈と交流する勇気がなくなっていってしまった。….もちろん私だって早く学校⽣活になじみたいとは
おもっていた。でも他の⼈に⾯と向かうと、すごく緊張してしまって簡単な⽂法すら間違えて、ちゃんとした⾔い⽅ができなくなってしまっていた。だからクラスメートと話す
内容はいつも簡単なことだけだった。

でも⼀⼈、ちょっと仲のいい友達ができた。ただし他のクラスなので普段はあまりいっしょにいられない。家も近いので登下校も⼀緒に。時には放課後、彼⼥の家の前でおしゃ
べりをしたり、お互いに似ているところをみつけ合った。話題もいろいろあった。転校のこと、⼈間関係や⽇中関係のこと、かつての歴史まで。彼⼥とは特に何をしたというの
じゃなくて、⾃然に仲良くなっていった。

今は以前よりずっと良くなってきた。みんなとも少しずつ話せるようになってきたし、ちょっとした冗談を⾔ったり、トークで盛り上がったりも。でもはじめのうちはこんなこ
とが本当に難しかった。みんなと無理やり仲よくしなきゃっておもうより、すこしずつみんなと仲良くなって、ゆっくりと⾃分を出していく⽅が⾃分には合っていると思う。き
っと8組のみんなとも、もっと仲良くなれるはず。そうだといいな。

 

それと、まだそんなに寒くなっていないので、苺の苗を買った。それとちょっと前に同級⽣のお⽗さんが⽔だけでビンの中で育つトマトの苗をくれた。もちろん植物とはお話は
できないけれど、このふたつの⼩さな⽣命とともに⾃分も⼀緒に成⻑していくんだ。お互いにささえあって。このコたちが思い出を残してもくれるだろう。来年の収穫がたのし
みだな~

盧曦⼦さんの⽇記



部活⽣活について

2013.11.24

再来週から期末試験が始まる。今週まで、全部の部活が終わった。新鮮感が少なくなってきて、普通の⽣活を送ってきた。

再来週はバドミントンの試合もありますが、ちょっと⺟さんと⿅児島市内へ⽤事があるんですが、まだ出るかどうか分からないんだ。私のバドミントンは普通の⼈より上⼿です
が、プロと⽐べて、やはりまだまだだ。今バド部に参加して、もともと運動したいと思っていた。もしかしたら、ダイエットも出来るし、背が伸びるかもしれない。  運動し
ているとき、ついに緩めて、最初にバド部の部員と仲良くなった。この前も⼀回の試合に出たことがある。公式でわない試合だから、遊びみたいな感じ。最初は⼩学⽣とやりま
すが、⼩学⽣といっても、まけたらとてもみっともなくなって、初めだし、すごく緊張していた。ダブルスで、パートナは看護科の学⽣です。たぶんそのごろから、みんなと仲
良くなってきたでわないかと思っていた。

茶道もよかった。⽇本に来る前もうすっごく参加したくて、参加したら、⾃分が思ったものとまったく同じででわないものだと分かった。でも茶道に関して、すごく興味を持て
いる。初めて⽇本へ来た時、なんとなく抹茶を好きになっていた。抹茶の味がしているものは⼤体砂糖、クリームが⼊っているけど、本物の抹茶もおいしい。たぶん茶道は⾷べ
物と関係あると思っているかもしれないが、毎回の茶道の授業を楽しみにしている。茶道の先⽣もいい⼈だし、いろいろ教えてくれて、本当にありがたい気持ちだった。今茶道
部に新たな部員が⼊っていて、同じ⽂理コースの⼈で、クラスメートも⼀名いた。茶道は落ちづいてするものですから、静かに抹茶を⽴てていた。

ＥＳＳ、つまり英語会話も楽しい部活だ。英語会話といっても、⽇本語も⽤いられていた。しかも私にとって、英語も⽇本語も、どちらも外国語だから、転換するとき、混乱す
ることが多い。でも、英語も重要な交流⼿段だから、ちゃんと勉強しないといけない。今ある資源をちゃんと利⽤して、進路が明るくなるように頑張って⾏きましょう︕

これは⽇本語で投稿されたものです

盧曦⼦さんの⽇記



期末試験終わった〜

2013.12.07

ようやく期末試験が終わりました。⼀週間も続いて、毎⽇もテスト勉強で遅くまで起きていて、⼤変疲れました。。この前⾃分の担任の先⽣と相談して、⾼い⽬標を⽬指すか
ら、勉強しないといけないと⾔われて、本気に勉強し始めました。実はそれも期末試験が始まる直前のことだから、ていうか、テスト勉強でいろいろ勉強し始めたかな。。 

 

めちゃくちゃ疲れた結果、テストが思ったより順調に⾏きました。たぶんクラスにはそんなにいい得点ではないけど、⾃分の中間テストと⽐べて、なかなか上がったと⾒られま
す。別にいい⼤学へ⾏けると関係なくて、⾃分が頑張れば何かを受けるという点から⾒ると、⾃分の夢に向かう勇気とか、⾃⾝とか確かに得れるではないかと思っています。そ
して、⾃分の⼒になって、前に進めるようになるでしょう。

これは⽇本語で投稿されたものです

盧曦⼦さんの⽇記



⽇曜⽇の流れ

2013.12.09

昨⽇の朝寝坊していなくて、平⽇の時間通りに起きました。お⺟さんと外出する予定で、忙しい⼀⽇で、疲れました。

朝お寺へ⾏きました。住職は何かを⾔っていて、さっぱり分かりませんでした。この間に、⾦⾊のお寺をよく⾒て、なんとなく中国のお寺を思い出しました。仏教はインドから
中国を経由して、⽇本に来たのです。でも確か中国のお寺は⾦⾊のではありません。⾃分のおばあちゃんも仏教徒で、読経しているときの様⼦も⾒たことありますけど、⾔葉は
全然違っています。やはり⽇本では仏教の何かを変わったものでした。同じ中国の仏教も、⾃国の⽂化に同化されました。

昼⾷は市内である⾼級なホテルにご馳⾛されました。⻄洋料理で、本当においしかったです。初めて正式な⻄洋料理を⾷べていて、本当の⻄洋料理の味ではないかもしれない
が、マナーについていろいろ練習していました。家庭の授業にちょうどやったところで、勉強になりました。みんなおばあさんですけど、同じテーブルの客は親切で、私が留学
⽣のことを知った後、いろいろ聞きました、おばあさまとのコミュニケーションもよかったみたいです。

これは⽇本語で投稿されたものです

盧曦⼦さんの⽇記



避難訓練

2013.12.15

期末試験が終わってから⼀週間、テストは⼤体返しました。結果は結構よくなったと思っています。やはり頑張ればいけるかなと思っています。

試験が終わったら、もうすぐ冬休みが始まります。今週の⾦曜⽇に避難訓練が⾏われました。中国国内は⼩学校のとき⽕事の避難訓練がありましたが、それ後はなかなか⾏われ
ませんでした。まあ、今週の⽕事の避難訓練はそんなによくありましたが、たぶん彼たちにとって、毎年もあるから、本気ではなくてもそれについての知識は⼗分だと思うけど
その後の緊急の際の⼈を救う⽅はなかなかよかったと思っています。⼈⼯呼吸とかＡＥＤの使い⽅とかあって、それのほうが本当に勉強になって、いいと思っていました。

来週からクラスマッチや挨拶コンクールなど、いろいろ活動があって、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

盧曦⼦さんの⽇記



落語だけではなくて。。

2013.12.16

今週からいろいろ⾯⽩い活動があって、楽しみにしています。今⽇は芸術鑑賞会がありました。今⽇は落語でした。⽣で落語を⾒たことがありませんでしたが、中国にも落語に
似ているものがあるから、なんとなく落語のことを分かりました。落語はやはり分かりづらいで、落語家も早⼝で、全部聞き取れるというわけではありません。最初の⼆つは⼤
体分かったけど、最後のやつはなかなか分かりませんでした。⼀番いいと思ったのは三つ⽬のきり紙でした。細かくて、いい作品が作られて、⾔葉も動作も⾯⽩くて、かわいい
お爺ちゃんでした。

落語というものはみんなを笑わせて、幸せになるものです。落語家は⼀所懸命みんなを笑わせて、本当にありがたいと思っています。そのために、⾃分たちも幸せに過ごせば良
いことだと思います。

 

今⽇の部活動はミーティングでした。ミーティングだと⾔っても、今後注意することを⾔った後、部員たちはもう無駄話になってしまいました。部⻑たちはちゃんと相談してい
ましたが、⼀年⽣のほうはもうにぎやかで、楽しく遊び始めました。もちろん私も参加していて、みんなと話し合って、楽に過ごしました。と⾔うか、部活の時は⾃分の本当に
性格に⼀番近い時だと⾔えると思っています。

これは⽇本語で投稿されたものです

盧曦⼦さんの⽇記



クラスマッチ

2013.12.23

⽔曜⽇はクラスマッチ⼀⽇⽬でした。私が参加したのはバスケットボールでした。うちのクラスに出るメンバーたちはまあまあうまいと⾔えますが、相⼿がすごく強くて、経験
者は⼆⼈もいるそうです。だからバスケットボールはうまくいかなかった。でもみんなも頑張っていたし、めちゃくちゃ⾛っていたから、別に遺憾でもありませんでした。

バスケの試合が終わったら、私が参加するのはありませんでした。⼀⽇中ものんびりしていて、ほかのクラスの試合を⾒て、応援していました。みんなも⾃分のクラスのために
頑張っていて、よかったです。でも、前も中国でクラスマッチがあって、バスケと⻑縄の試合を⾒て、昔の記憶を思い出して、複雑な気持ちになってしまいました。

⽊曜⽇はクラスマッチ⼆⽇⽬で、⼀⽇も応援しました。朝１１時ごろ、⼥⼦バレーボールがあって、バスケットの試合にあった４組とまたたび試合しました。うちのクラスに葉
⼆⼈の経験者がいて、本当に強かったです。特に今バレー部部員はもっと強くて、何回も相⼿のスパイクを阻んで、得点しました。それでも、相⼿に負けました。別に相⼿がど
れほど強いではなくて、⾃分たちはまだ練習する必要があると思います。

⼀番よかったのは男⼦バレーボールです。⼀年⽣には結構経験者がいて、かっこよかったです。⼆年⽣にもバレーボールの経験者がいたけど、なんとなく⼀年９組のＡ産のサー
ブのおかげで、多く得点しました。三年⽣の先輩はたぶん経験者がいないかもしれないので、三位になりました。でも彼たちにとって⾼校時代の最後のクラスマッチだから、笑
顔でいっぱいいい記憶を作り出しながら試合をしていました。結果として⼀位にならなかったでも、⾃分が楽しめばいいと思っています。

これは⽇本語で投稿されたものです

盧曦⼦さんの⽇記



中華料理

2014.01.02

  ここ⼆、三⽇、お正⽉休みの時間を使って、⼆品の中華料理を作ったよ。この⼆品はどちらも春節の時に武漢でよく⾷べていたもの。「藕夹（レンコンの挟み揚げ）」と「汤
圆（⽩⽟団⼦）」。中国は国⼟が広いので、北の⽅では「藕夹」を⾷べない⼈もいるだろうけど、「汤圆」は中国⼈なら皆⾷べるよね︖細かいレシピは省略して、写真を載せる

ね。

これが「藕夹」だよ。レンコンの中にお⾁を詰めて、⼩⻨粉をまぶして揚げるの。たぶん、縁起もので何か意味があるのだろうけど、詳しくは知らない。とにかく、家では毎年
⾷べていたし、私の家族が作るのはとっても美味しいの︕︕︕だから今年は⾃分で作ってみようと思ったんだ。

これは「汤圆」。中に⼊れたのは⿊ゴマの餡だよ。でもうっかり数枚破いてしまって…餡が漏れ出しちゃったよ…。もちろん他にも⾊々な餡があるのだけど、材料が⼿に⼊らな
いのと、難易度の問題から、やっぱり⿊ゴマのような簡単で伝統的な餡を選んだんだ。外の⽪は⽩⽟粉で作ったの。本来とっても美味しいはずなんだけど、どういうわけか、ど
うやってそれを丸くしたらいいのかが分からない…しかもこの⽪、変な味がする= =  「汤圆」はちゃんとした意味があるよね。たぶん、次の⼀年も⼀家団欒、明るく楽しく過
ごせるように⾷べるのだと思う。

盧曦⼦さんの⽇記



着物を着せてもらった

2014.01.03

今⽇着物を着せてもらいました。別に初めてではないけれども、髪もしたり、化粧もしたりするのは初めてです。まだこの家族と会っていなかった時もうすでに正⽉の時着物を
着せてもらうことを知っていました。だから正⽉が来て、ただ冷静に着物を着せてもらう時を待っていただけです。

ところが、その着物はきれいでした。別に少⼥みたいな感じではなくて、深紅の⾊で荘重な⾊でした。着たらまったく笑わないときはまるで⼥王みたいな感じがする。でも私は
まだそう⾔う気質持っていないので、せいぜい⼩⼥王かな。

で、着物を着て、神社を参拝しに⾏きました。あまり着物を着ている⼈が多くないので、⼈の群にとても⽬⽴っていました。いろいろな写真を撮った後、帰りました。今⽇財布
持っていないので、たこ焼きやわたあめ買っていませんでした。もちろん、お⺟さんに買ってもらうと⾔う⾔葉も⾔いませんでした。⼀番欲しかったりんごあめもなかったの
で、残念でした。

これは⽇本語で投稿されたものです

盧曦⼦さんの⽇記



スピーチコンテスト

2014.01.12

昨⽇⿅児島市内でスピーチコンテストを参加しました。最初はとても気になったけど、昨⽇の昼⾏く途中、⺟さんが「気にしないで、どうせ落ちるからだよ。」と⾔われ、楽に
通過しなさそうだから、⾃分も準備不⾜だし、あまり気にならなくなってきました。どうやら前の留学⽣たちもあまり通過していなかったし、とりあえず予選を終えようかなと
思っていました。集合場所に着いたら、結構⼈がいて、知っている留学⽣もいました。

そろそろ本番ですから、緊張になってしまいました。気にならないと⾔っても、やはり予選を通過したいと思っていました。でも、なんと去年のコンテストで予選に通過した⼆
⼈が同じグループにいて、何回も参加したことがあります。たぶんこの⼆⼈また本選に参加できるかなと思っていました。

いよいよ予選が始まり、緊張している私は前の⼈のスピーチもあまり聞いていなくて、胸がどきどきしていました。私が⼆番⽬だから、すぐ私になってきました。緊張で、のど
がかわくなって、話すもはっきりなりづらくなっていました。覚えたばかりの原稿はそんなに詳しくないため、⾒ながらしていました。たぶん準備の時間がもっと多ければよか
ったと思っていました。ぎりぎり完成して、ぎりぎり覚えていました。別にどうしても予選を通過したいというわけではないけれども、⾃分の⽇本語能⼒を知りたいため、この
スピーチコンテストに参加したからです。もっと頑張ったらよくなるかもしれないけど、原稿を直すときも前知らなかった⽇本語知識を知ったから、それもよかったと思ってい
ます。

これは⽇本語で投稿されたものです

盧曦⼦さんの⽇記



遊び

2014.01.30

  先週の⼟曜⽇から⼊試休みが⼊ってきて、しかも六連休ですよ。やっと冬休みの補習の替わりに、休みが来ていました。先々週の⼟曜⽇から先週の⽕曜⽇までも⼊試休みだけ
ど、しっかりと家で宿題をやっていました。ですが、今⽇、⽉曜⽇だが、市内へ⾏きました。もともと⼀⼈で⾏く予定でしたが、友達に聞いたら⼀緒に⾏くことになりました。
  朝９時１０分のバスで、⼀時間ぐらいかかって、脇⽥に着きました。オプシアミスミへ歩いていきました。本屋で本を買い、アップル専⾨店で携帯の調⼦を⾒せて、問題ない
って⾔われたら、安⼼して買い物に⾏きました。友達と⼀緒だから、買い物する気も上がってきて、５０００円も使ってしまいました。。でも友達と⼀緒に⾏けて、しかもおそ
ろいのやつを買って、本当に楽しかったです。

  夜彼⼥はまだ⻭医者さんへ⾏く予定があるから、早く帰ってきました。⼀⽇中も急いでいましたが、友達と⼀緒に遊べて、いろいろな話をして、楽しかったです。

 

（なんか最近⽇記を書く気持ちにならないなぁー）

これは⽇本語で投稿されたものです

盧曦⼦さんの⽇記



お茶会

2014.02.19

久しぶりの⽇記なんですけど、これからもよく⽇記書くように頑張りたいと思っています。

今⽇はテスト前で、テスト勉強が重要みたいなんですが、せっかくのチャンスで、茶会に参加してきました。⾃分は結構抹茶が好きで、茶会もなかなかないので、せっかく⽇本
に来たら、そう⾔うチャンスは失わないほうがいいと思って、参加しました。その代わりにテスト勉強あんまりやっていません。。。

朝１０時に先⽣の家に着いて、着物を着せてもらいました。結構着物に慣れて、先⽣もそんなにきつく結ばなかったので、ちっとも苦しくなかったです。が、茶会のときは正座
しないといけませんので、それが苦しかったです。膝も痛くて、⾜の筋も痛かったが、頑張って我慢してきました。抹茶の前、昼ごはんがあって、⾃分が嫌いな⾷べ物ちょうど
なくて、全部⾷べ切れました。料理もおいしかったです。抹茶は濃茶と薄茶がありました。たぶん抹茶が好きではない⼈は受け⼊れないけど、濃茶の味は苦いですが、ゆっくり
味わったら、⽢い味もあった。中国語では”苦尽⽢来”と⾔う熟語があって、苦しい後は⽢くなると⾔う意味で、よく似合うと思います。

今の私もそうだと思って、成⻑は苦しいですが、後はきっと幸せになれると信じています。⾃分の未来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

盧曦⼦さんの⽇記



卒業式

2014.03.02

⼀週間の練習のあと、やっと卒業式が開かれました。２，３回も練習したことがありますが、私にとって、⽇本の初めての卒業式です。ようやく本番が来て、とても⾒たことも
ないシーンでした。三年⽣の⼥性の担任はみんな着物を着ていて、ある保護者たちもきれいな着物を着てきました。別の先⽣たちも洋服や正式な服を着ていて、めちゃくちゃ壮
⼤な場⾯でした。

今の⾼校の卒業式は昔中国で中学校の卒業式はだいぶ違っています。２年前の中学校卒業式は中三の⽣徒のみ参加できて、夏休み中でした。各クラスは⼀つずつ出し物を演出し
て、みんなの三年間の思い出を含めて、動画を作りました。同じ学年の⼈で、だいぶ⾒たこともあります。⽇本の卒業式はみんな参加して、もっと正式かなと思います。国歌の
後、送辞、答辞、または卒業の歌、校歌。朝９時２５分から１２時ごろまで、ずっと座ったまま、なかなか疲れたと思っています。最後のとき、だんだん泣いてきた⼈が多くな
りました。⾃分はまだまだ良いけど、そう⾔う気持ちは分かります。卒業⽣はもちろん、三年間、五年間（看護科専⾨課程の先輩）ずっといた学校と離れ、お世話になった先⽣
と離れ、ずっと⼀緒にいたグループと離れ、⼀⼈で新しい⽣活を送ることになりました。在校⽣もお世話になった先輩と会えなくなって、親しい⼈でもいいし、普通の友達でも
良いから、これからの再会は難しくなりました。

その気持ちで、私のことを思い出しました。⼀年前、私は家族、親友と離れ、新しい⽣活を送ってきました。五ヶ⽉後、私は三年⽣のように、この鳳凰⾼校から”卒業”します。
これを思うと、悲しくなってきました。この世ではいろいろな”再会””別離”があって、私たちが出来ることは前向きしかありません。五ヶ⽉後、私も”卒業する”ことを向き合わ
ないといけませんが、素直に向きたって、友達との友情を維持していきたいと思っています。

これは⽇本語で投稿されたものです

盧曦⼦さんの⽇記



バドミントン⼤会

2014.03.08

今週の週末に⿅児島県⾼校ルーキーバドミントン⼤会があります。⼟曜⽇はダブルスで、⽇曜⽇はシングルスです。バドミントン部の部員として、今⽇のダブルスの試合に参加
しました。

バドミントン部に⼊っているとは⾔いながら、⾃分はそんなに上⼿ではありません。本気にバドミントンを習うのは⽇本に来て、部活に参加した後の話で、前はただ遊びだけで
す。だから今の実⼒は少しずつ上がっていますが、まだまだ練習が必要です。と⾔うことは、今⽇の試合は全部負けてしまいました。最初は緊張とかいろいろあったが、最後の
試合は２３対２５で負けました。本当に惜しかったです。試合は最後のマッチポイントまで、結構ストレスがたまると思います。

負けたと⾔っても、今⽇の⼤会からいろいろな作戦を知りました。それから⾃分は⼊学するときの実⼒と⽐べて確かにアップしたことも分かりました。⼤会を出ることで、経験
を積むことが出来ます。少しずつでもいいし、実⼒がアップしたらいいと思います。

これは⽇本語で投稿されたものです

盧曦⼦さんの⽇記



⼤暴⾛

2014.03.25

 

 

昨⽇家の近くで、新築が建っていて、⾻組ができたため、上棟祝いがありました。棟上と⾔って、午後５時ごろに⾏きました。⽇本に来たばかりのころは⺟さんから聞いたこと
ありますが、なかなか⾒に⾏ったことありませんでした。今度⾏った新築は⽗さんも⼀緒に建ていて、私が帰る前にまた⼀軒新築あるそうです。

初めて棟上と⾔う⾏事に参加して、初めて⽇本⼈の⼤暴⾛を⾒ていたと⾔うことでした。新築の持ち主を知ろうと知るまいと、みんな祝いに来ました。持ち主は屋根のところで
餅やお⾦、あめを投げつけて、みんなにあげました。⼦供はもちろん、元気な年寄りにいたるまで、地上に落ちたものを拾っていました。最初はただ動画を撮ろうかなと思って
いましたが、⾃分の近くにも落ちていたので、拾わないともったいないと思っていたから、拾い始めました。紙に包まれたコインも⼀つ拾いました。本当に初めて⽇本⼈の⼤暴
⾛を⾒ていて、びっくりしました。でも、興奮するあまりには、周りのごみも忘れていませんでした。帰るとき、地上は紙⼀枚も残っていませんでした。これこそ差のあるとこ
ろではないかなと思っていました。

これは⽇本語で投稿されたものです

盧曦⼦さんの⽇記
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