
東京につきましたぁぁぁぁぁぁぁぁぁ︕︕︕︕︕

2013.08.28

今は埼⽟でパソコンを使っています︕

いつも先輩たちの⽇記⾒ていました。ですから、⾃分のIDがあって、うれしいです。

これからもたくさん⽇記を書きたいんです。

そして、翻訳してくれる先⽣にありがとうを⾔いたいです。これからもどうぞよろしくお願いします。

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



めんそーれ沖縄︕︕

2013.09.01

昨⽇の⼣⽅、城間先⽣と私は那覇空港に着きました。

空港の中はとてもいいにおいでした。

 

それから、城間先⽣は私を連れて、沖縄ラーメンをごちそうしてくれました。本当においしかったです︕︕︕

 

ラーメンを⾷べた後、私が住む図南寮に着きました。寮の⽣徒たちは歓迎の紙を持って、迎いに来てくれました。びっくりしました︕︕

 

ルームメイトはあやかです。とてもいい⼈です。ほかの⽣徒もいい⼈で、私といろいろ話しました。うれしかったです。

 

これから⼀年、よろしくお願いします︕

 

この⽇記を⾒てくれてる友達と家族に、「無事沖縄に着いた」と伝えたいです。

 

以上

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



学校初⽇

2013.09.02

    なぜか⽇本語が打てないので、中国語で。

今⽇は初⽇の授業を受けた。朝の始業式で⾃⼰紹介をしたよ。全校⽣徒の前だったからすごく緊張した。でも、⾔い終わった後、たくさんの⼈が上⼿だってほめてくれたから安
⼼したんだ。その後は⾃分のクラスで授業。先輩達が⽇本の授業は中国より簡単だって⾔っていたけど、実際に体験してみると、そんなことはない。⽇本語での授業になるか
ら、先⽣の話を理解するだけでも⼀苦労。数学の解き⽅も中国とは違うし。たぶん元々私の成績がたいしたことないんだろうね。次からの授業が順調に進むか少し⼼配。QwQ

明⽇は実⼒試験。でも私は参加しなくていいんだ。だってやったことないから……私のレベルじゃきっとビリっけつになっちゃうよ︕ハハハハ〜︕だからたぶん先⽣と出ていく
んだと思う。

今⽇は⾵が強くて、午後に突然⼤⾬が降った。放課後、⽤事があって担任の先⽣に呼ばれ、クラスに戻った時には寮に住んでる⼦は皆帰った後だった。傘を持ってなくて、⼤⾬
と⼤⾵の中⾛って帰ったよ。QAQ服もびしょびしょ……

初⽇はすごく疲れたな。でも本当に⼤変なのはこれから。⼗⽉にはやることがたくさんあるんだ。職場体験もあるし。他の⼦達はもう⼀週間前に⾏きたい所を決めたんだって。
だから私に残されたのはとても⼩さな会社だけ。その中から⾃分の状況を考えて、⽼⼈ホームを選んだよ。バスに乗って⾏かなきゃいけない所だから、先に下⾒をして道を覚え
ようと思うんだ。あああ、忙しくなるぞQAQ。

 

まとまりのないことを⻑々と。ごめんね…

⾱暁晴さんの⽇記



⼩さいツアー

2013.09.02

 

这应该是昨天投稿的⽇记。但是⼀⼈⼀天只能⽤20分钟于是今天来投稿了︕︕︕

 

 

今⽇はいい天気で、寮の友達と⼀緒に海を⾒に⾏った。それじゃあ、⼀応報告しよう。

図南寮を出て、⽬に映ったのは、とてもとても⾔葉にならない⻘い空だった。

 

⽇差しが強い、暑くなったので、ケーキ屋さんに⾏って、沖縄の「ぜんざい」を⾷べてみた。「ぜんざい」は氷と⾖ともちでできて、とてもおいしかった︕︕︕ かき氷もあっ
て、東京よりずっと安かった。（笑）

 

友達と⼀緒に写真を撮ったよ︕

 

⾱暁晴さんの⽇記



それから、道を歩いていて、沖縄の⽯敢當とシーサーを⾒つけた。それは、家を守るものなんだ。上のは雄で、下のは雌だ。

雄

雌

 

⼤体10分歩いて、ビーチに着いた。真っ⻘な海、それに、潮⾵が顔に吹いてきて、気持ちよかった。釣りに来た⼈もいて、ゴルフをするお年寄りもいっぱいいた。

 



空

 

それから、芋の天ぷらを⾷べた。今⽇いっぱい⾷べたね。（笑）

 

 

以上、2時間わたり、海への⼩さいツアーだった。

本当に楽しかった︕=v=

 

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです





ちょっとした感想

2013.09.03

今⽇はテストだった。ほかの⽤事で参加してないから、隙間に図書館に本を読みに⾏った。最初は沖縄の歴史についての本を読んだ。⾔葉が難しいので、なかなか読み取れなか
った。困った。 

 

図書館では、本だけでなく、勉強机もたくさんある。だから、⾃習室にも使われている。午前のテストが終わり、たったの４０分の休み時間で図書館に試験勉強をしに来る⼈も
多かった。⽇本に来て、周りの⼈に「中国って、勉強ヤバくない︖」と時々⾔われた。しかし、教科書⾒て、中国の⾼校⽣が勉強しているのは⽇本にでも勉強している。テスト
は中間テストと期末テストではなく、実⼒試験とか模擬試験とか⾖テストとかたくさんある。しかも、難しい。だから、ここ⽇本で実際に感じた︓「⽇本でも中国に負けない勉
強のプレッシャーがある」ということを。

でも、⽇本の学⽣は学校を楽しむ。それはなぜかというと、部活があることだと思っている。学校はそんなに忙しいのに楽しめるのは、部活があるからではないだろうか。

だから、中国の学校でも部活があってほしい。毎⽇じゃ無理なら、せめて⼀週間⼀回はどうだろうか。⼤変な勉強の中にリラックスできると、きっと⽣徒達はあんなに学校を嫌
いなことはないと思う。

 

知らぬ間にこんな⽇記になった。「カッコつけてんのか」と思うのだろう。ごめんね。そもそもこんな⼈だよ。「おい︕（笑）

 

Ps:違います︕誤解しないでくださいね︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



まだまだ

2013.09.04

クラスメイトに「あなた来て何⽇過ごしたっけ︖」と聞かれた。そう考えてみると、ただ五⽇なのに、⼀カ⽉ぐらいの⻑さだと感じた。「ずっと⼀緒だったみたい。あなたはも
う馴染んできた。」ともう⼀⼈に⾔われた。

留学する最初はつらいのは分かってる。家族から離れて、いつも⼼細かった。泣きたい時もあったけど、それが⾃分が選んだ道だから、我慢してきた。でも、友達に「あなたの
ことを⽀えているから」と⾔われて、逆にもっと泣きたくなった。

学校の先⽣に会って、「もう慣れた︖」って聞かれ、「慣れた」としか答えない。⽣徒たちに「ホームシックある︖」って聞かれ、「そうね」としか答えない。実は⼼の中に混
乱している。

この⽇記を書くのは別に慰めを求めるのじゃなくて、ただ思ってることを書いただけ。でも、もしこれを⾒ているあなたが構わないなら、私を応援してくださいませんか︖あり
がとうございます。

これからも頑張っていきましょう。

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



沖縄に来てよかった。

2013.09.05

「何の部活に参加しようかな」とずっと考えていた。⽇本に来る前に家庭部に参加したいけど、それから、放送部にも参加したくなった。先⽣に話したら、担当の先⽣を紹介し
てくれるって。でも、クラスメイトが参加している部活を⾒学して、この部活に参加したいと思った。それは「郷⼟芸能部」だった。部活は、沖縄の本⼟のダンスを踊ること
だ。それに、三味線を弾く⼀年⽣の⼦もいた。実は、最初に部活の名前聞いて、「ダサい」と思った。（誰にも⾔わないでよ︕）しかし、実際に⾒て、⾯⽩そう、楽しめそうと
思った。今は迷っているんだけど、九⼗パーセント「郷芸部」に⼊る。先⽣、わざわざ紹介してくれて、すみませんでした。

向陽⾼校では、中国語コースがある。さっき、中国語コースの⽣徒が私の部屋に来た。彼⼥は中国語⼤好きなんだ。去年中国語スピーチコンテストに出て、初級の優勝をもらっ
た。だから、今回は中級の優勝を⽬指して、私に中国語の質問をしに来た。中国語を好きになってくれて、本当にありがとう。何か私が⼿伝えることがあったら絶対⼿伝う。
（優勝もらったら私もほかの町⾏けるしー）（おい︕）

このようなことは、もし沖縄じゃなかったら、向陽⾼校じゃなかったら絶対ないと思う。だから、本当に感謝している。ありがとう︕沖縄に来てよかった。

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



そう思わなかった…

2013.09.06

もうすぐ模試だ。だから、今⽇の最後の授業は、体育館で、もうすぐ受験⽣になる⼆年⽣に対する模試の分析会なんだ。

⽇本の勉強は難しいって今までの⽇記でも述べた。でも、こんなレベルの⽣徒の偏差値は⼤体50しかない。54に上がればもう⾔葉にできないほどうれしいんだ。

⽇本に来る前に、「偏差値50なんて簡単じゃん」とずっと思った。でもそれは⼤間違いなんだ。ごめんね。

私も⽇本の⼤学に⾏きたい。偏差値50以上の⼤学だ。だから、今からまじめに勉強しなくちゃ。でも、いろいろ部活とかで楽しみたい。そのバランスを取ろうと思う。⼀応、
頑張る。

私の友達とか、今回のプログラムに参加している30名の⾼校⽣とかの中で、きっと⽇本の⼤学に⾏きたい⼈はいる。⼀緒に頑張ろう︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



那覇

2013.09.08

昨日は日記を書いていなかった。それは、この二日間、友達と一緒に那覇に行った。学校の前にバス停があって、そこでバスに乗った。まずは野球の

試合を応援しに行った。それは甲子園に行く一回戦だった。応援するチームは十点差で勝った。すごいな！

この試合のおかげで、野球のルールは分かって、野球をどんどん好きになった。=v=

 

それから、那覇のモノレールに乗った。高くて怖かった！

 

モノレールに乗って、沖縄のエイサーまつりに行った。屋台の食べ物はすごくおいしかった！

⾱暁晴さんの⽇記



 

今日は世界遺産の首里城に行った。時間がなくて入らなかった。残念だった！

 

寮に帰る途中で「きらきらビーチ」に行った。本当にキラキラできれいだった。

 

 

簡単に二日間の旅行を説明しました。それから、友達と友達の家族に感謝したいと思います。二日間いろいろお世話になりました。ありがとうござい

ました！

これは⽇本語で投稿されたものです





雑多な⽇記= =

2013.09.09

しばらく中国語で書いていなかったから、今⽇は中国語で。

昨⽇の夜は当番で、お⾵呂掃除をした。⼆⼈だけで、床を洗い、脱⾐所の床を掃き、ごみを捨てるなどした。それと、毎晩トイレ掃除の当番もある。新学期⼆⽇⽬の午後は全校
の⼤掃除。私のクラスは校舎の中庭を担当することに。中庭の落ち葉を集めて袋につめる。しかも、毎⽇クラス全員で学校のいたる所の掃除をするんだよ。私の経験不⾜なのだ
ろうけど、毎⽇⾃分の教室じゃない場所を掃除するなんて、初めて聞いた時は本当に驚いた。QwQ【ぶたないでね= =】でも今はもう慣れたよ。

今⽇の午後、担任の先⽣から進学に関する⼩冊⼦が配られた。⼆年⽣になったばかりだけど、テストとか、進路相談とか、もう始まってるんだよ。実はね、私はまさに進むべき
路が分からないから、⾊々なことを経験するために⽇本に来たんだ。【もちろん他の理由もあるけど= =】。ここに来て、他の⼦達の志望先を聞いてみたら、琉球⼤学に進みた
い⼦、東京⼤学に進みたい⼦、看護師になりたい⼦。⾊々だった。看護師になりたい⼦は今回の職業体験で、病院を選んだんだって。皆⾃分の夢に向かって努⼒してる。【私は
いったい何がやりたいんだろう︖】ある時、クラスメートに聞かれたことがあるんだ。“あなたの夢はなに︖”って。何て答えたらいいか、分からなかったよ。

今⽇は正式に郷⼟芸能部に⼊部届けを出したよ。顧問の先⽣に“よかった︕”って⾔ってもらえた。それから、11⽉に舞踊の試合があるから、髪を伸ばすことと、⽇焼け厳禁を⾔
い渡された。ふふ。沖縄にいるのに、焼けないわけがないよねえ。

三連休だよ~~~~~~~どこに⾏こう︖【おい︕もう⽉曜⽇だよ︕】

笑。

⾱暁晴さんの⽇記



最近はいつもテストのことで悩んでるのね〜

2013.09.11

これはきのう書いた⽇記ですが、ほかの⼈がネットを使ってるので、今⽇アップロードします〜

最近どんどん忙しくなってきた。宿題はないけど、テストや部活のおかげで学校⽣活は豊かになった。

英語はほどんど毎⽇⼩テストがある。⼩テストといっても、範囲は広い。英語を全部忘れた私には結構難しい。Orz ううう︕なぜ模試は英語やるの︖中国語やればいいのに
ね。

夜、寮の点呼が終わった後、中国語コースの⽣徒は私に尋ねた。明⽇は夏休みについて発表があるから。中国語コースの⽣徒たちは真⾯⽬に発表するｐｐｔを作るのを⾒て、本
当にうれしいです。

それに、これからはたぶん忙しくなるので、⽇記を書けないかもしれない。でも、時間があったら必ず書きます。これからも頑張っていきたいと思います。

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



無題

2013.09.11

この⼀週間を通して、⾃分の学習態度が悪くなったと強く強く感じている。orz….しかも、勉強の時間が明らかに⾜りない….

午後五時に学校が終わり、部活が毎⽇六時半まで。その後寮に帰って７時過ぎまでご飯。部屋に戻って少しだけ本を開いたら、すぐに点呼の時間。点呼が終わったら⽇記を書い
て、⽇記を書き終わるのが９時近く。その後⼀階へ降りてネットに繋ぐのだけど、あっという間に３０分が過ぎている。そして急いでお⾵呂へ。= =もう⼗時【まだ勉強してな
いよ︕

時間の計画をしっかりたてないとダメみたい。

それに、毎⽇の勉強もとても⼤変。⼀授業が６０分だよ〜

どうやら、まだ夏休みの怠け癖が抜けきっていないようだ。

だからね、沖縄だから悠々とした⽣活ができるなんて思わないで︕都会と同じように忙しいから︕︕

⾱暁晴さんの⽇記



明⽇は運動会

2013.09.13

また昨⽇の⽇記= =

明⽇は⼤運動会だから、今⽇の体育の授業は練習をした。

まずはリレー。クラス全員参加しなければならない。最初は⾃分の⾜が遅いと思って、緊張してきたんだけど、⾛った後はもう勝負なんかどうでもいい、楽しんでいたらいいと
思った。それからはサッカー。サッカーもグループを分けてクラス全員参加だ。国際⽂科だから、男⼦は少ない、ちょっと⼼配だ。⽟⼊れもある。

楽しみ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



今⽇は運動会~

2013.09.13

下書きしてないけどこのまま書くか= =

 

今⽇は運動会。けど午前中の0時間⽬の授業は必ず出なきゃいけなかった.....しかも数学.....

そのあとサンサンと降り注ぐ太陽の光の下、開会式が始まった。

最初はクラス対抗のサッカー⼤会。全員参加の種⽬で、わたしは4組⽬。サッカー⾃体はそうでもなかったけどすごい盛り上がった.....が︕︕︕︕︕︕︕︕とある1年⽣男⼦の蹴
ったサッカーボールがわたしのこめかみに当たったの︕︕︕︕その結果.....眼鏡壊れちゃった= =予備のものがあったから良かったけど.....でもこっちにきてまだそんな経って
ないのにもう眼鏡を換えなきゃいけないなんてちょっと早過ぎだよね= =また壊しやしないかと⼼配でならないよ = =

お昼ご飯はお⾚飯︕︕︕すごく美味しかった︕︕

午後は⽟⼊れ。110個しか⼊れられなかった= =負けちゃったようう 

そのあとはクラス対抗障害物リレー 袋の中に⼊ったまま跳んだり、探し物をしたり、4⼈が⼀つの板に括り付けられたまま歩いたり、⼩⻨粉の中からマシュマロを探したり。
【説明が下⼿でごめんなさい= =】これもやっぱり負けちゃった= =

うちの国際⽂科クラスには男⼦が9⼈しかいないからなぁ【42⼈中ね= =】

最後はリレー。全クラスが参加しなくちゃいけない。男⼦はすごく早かったけど⼥⼦はそんなに= = わたしもそんな早くなかったしQAQ

 

でもすごく楽しかった︕︕︕︕みんなと⼒を合わせるということの⼤切さも分かったし︕︕

 

教室に戻ったあと先⽣がシューアイスをご馳⾛してくれたの︕︕︕超美味しかった︕︕︕︕︕はあああ

 

はははは︕次回の学校⾏事もたのしみだな︕

⾱暁晴さんの⽇記



CM（広告）

2013.09.14

今⽇は三連休の⼀⽇⽬だ。にもかかわらず、中国語コースの⽣徒は学校に⾏かなければならない。なぜ︖それは、CMを作るためだ。 
 

今の中学三年⽣に向けて、私たち学校の先⽣を紹介するために、CMを作ることになった。

朝は平⽇より遅く、九時三⼗分に学校に⾏くけど、眠くてたまらなかった。制服も着なきゃならない。

まずは、テレビで放送されたたくさんのCMを観た。それの⼀つ⼀つ制作⼈のこだわりを考えて、感想を話した。それから、グループで先⽣のどんな特徴を表すのかを討論し
た。討論した結果を⽂章に書いた。そして、もっとも⾔いたいことを⼀つの⾔葉にまとめた。それから、写真と⽂の、組み⽅と順序をかんがえて、紙に書いた。つぎはパソコン
作業だ。写真を⼊れ、⽂書も書き、時間を設定し、⾳楽を探した。でも、今⽇は時間がなくて、途中でやめた。明⽇は今⽇の続きで作る。

ＣＭを作るのは初めてだ。最初は楽しみなんだけど、始めたら、ＣＭを作るのにこんなに⼿間がかかるんだと思った。やっぱり何事も簡単ではなかったんだ。

今⽇のことを通して、もう⼀つの技術が⾝についた。こんなにたくさんのことを経験して、⼈⽣も豊かになるでしょう。これからもいろいろ体験することがあると思う。頑張ろ
う︕

 

2013.9.14

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



⼤満⾜︕︕

2013.09.15

ほんとは昨⽇の勢いでそのまま最後まで作りたかったんだけど.....でもどうやらわたしと⼀緒に組んでた⼦がもう⾃分で作り終えちゃったみたいで【orz】先⽣に⾃分で1つ作り
なさいって⾔われちゃった.....

とりあえず学校で取材を試みてみた。学校内で⾯⽩いなと感じたものを集めて⼀つのCMを作ろうと思って。あちこち写真を撮ってから、先⽣にアドバイスを頂きmovie maker
っていうソフトを使った。これが割と使いやすくてさ。写真を中に放りこんで、⾃分が⾔いたいことを打ち込んで、⾳楽を合わせて、1つのムービーを作り上げた....全所要時間
は2時間。だからもちろんクオリティはあれなんだけど= =。

ムービーが完成したから、ほんとはもう寮に帰ろうと思ってたんだけど、友達から近くでライブをやってるって聞いて、なんだかすごく⾏きたくなっちゃって....友達のお⺟さ
んが⼤きな⾞を出してくれて迎えに来てくれたの。ライブ⾃体は⼤きな会場でやってるものじゃなくて、野外ライブみたいな感じで、規模も⼤きくなくて、近いところだとほん
と1メートルくらいの距離で⾒れたんだけど、歌がすっごく良かったんだ︕︕うっかりCD買っちゃったくらい....【どうやらわたしCD買うのが好きみたい...】

そのあと友達とたくさんおしゃべりも出来たしすごい楽しかった。お⼣飯の沖縄ラーメンもめちゃくちゃ美味しかったしね︕

そんで⾨限ギリギリに帰宅。【危なかったー】

なにはともあれ充実した⼀⽇だった︕︕︕︕︕︕

⾱暁晴さんの⽇記



18号台⾵︕︕

2013.09.16

今⽇、朝⾷を⾷べているとき、たまたまニュースを⾒た。最近の18号台⾵は強いね。みんな⼤丈夫ですか︖強い⾵と⾬、それから洪⽔もあるんだろう。気を付けてください
ね︕ 

 

ここは台⾵が多い沖縄だけど、18号にあんまり影響されていないですから。

とにかく、出かけるときに必ず傘を忘れないでください〜〜=v=

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



無題2

2013.09.17

今⽇の午後、⼟曜の模試の連絡があった。せっかくの三連休の初⽇の午前中がこれでパア。orz….. 
 

でもしっかり勉強しとかなくちゃ︕まあ、わからないことだらけだけどね。特に英語。ぜーんぶ忘れちゃった。あと国語の古⽂。全然みたこともないのばかり。QAQ….この2週
間はずっと現代⽂を勉強していたんだ。頑張らなきゃ︕

放送部に⼊部希望を出したんだ。顧問の先⽣も喜んでくれて、部のみんなからも歓迎されちゃった~よかった︕11⽉には⼤会があるから、⾒に⾏こうと思っている。

郷⼟⽂芸部の活動もますます忙しくなってきた。もうすぐ試合だけど、まだまだ動きがぎこちなくて。……今⽇もみんなと⼀緒に踊って、しっかり覚えてきたよ。でもダンスが
どんどん楽しくなってきた︕︕

沖縄に来て半⽉。すっかり⿊くなってきた。学校の友達にも、あらら、⿊くなったね︕って⾔われちゃって。ショックQAQ……でもね、きっとこれから…………もっともっ
と、⿊くなっちゃうんだからorz          2013 9 17

 

⾱暁晴さんの⽇記



今⽇のタイトルは何かな~︖

2013.09.18

今⽇は９⽉18⽇。この⽇は中国⼈にとってずっと忘れられない⽇。⼣飯を⾷べているとき、テレビでちょうどこの事を取り上げていたんだ。隣に座っていた友達と、⾷事が終
わってから、この事についてちょっと話をしたの。彼⼥が⾔うには、この⽇に、⽇本⼈も多くの⼈が（戦争について）反省してるんだよ、私たちはごく客観的に、このことをみ
てるよねって。学⽣が政治のことを語るのはあまりよくない気がするけれど、今⽇いろいろ話してみて、もしお互いに偏⾒など持っていなければ、仲よくすることは出来るって
思ったんだ。まあ、今⽇はすごくリラックスしているよ。(≡ω≡．)

今⽇は放送部の部活にでてきたの︕︕郷⼟⽂芸部みたいに汗だくになることはないけれど、発声練習ってすごく難しいな。呼吸をしっかり調整しなくちゃいけないの。活動⽇は
少なくて、週イチなんだ。みんなも仲良くしてくれるし、楽しいよ︕

夜はテレビでAKBじゃんけん⼤会の⽣中継︕初めてライブで観られて⼤感激（ハハハ）しかもリモコンで投票もできる︕︕（なんだかバカっぽいけど、こんなカンジも新鮮ハ
ハ）⼀番好きなメンバーは1回戦で負けちゃったけれど、メンバーみんなの緊張している様⼦をみていたら、こっちまですごい緊張してきちゃった。【=v=】。最後の勝者は松
井珠理奈。

ふっとね、今の⽣活って充実しているなって思えたんだ︕︕ハハハ︕中国にいたときは勉強、勉強だったけれど。でも明⽇は国語のテスト︕︕さっき知ったから、教科書を持っ
て帰っていないのorz……でもみんな、⼀緒にがんばろう︕︕︕︕︕

⾱暁晴さんの⽇記



今⽇の⾵は強かった。これからももっと強くなるのだろう。

2013.09.19

台⾵は沖縄に来なかったけど、⼆三⽇前からずっと強い⾵だった。今⽇の⾵は前よりずっと強かった。廊下に歩いても、⾵のせいでスカートは開く。「開くはちょっと。。。ど
んな動詞を使えばいいんのだろうorz」だから、いつも気をつけなきゃならない。時々思う、「もしもっと強くなって、学校には⾏けないぐらい⾵が来たらいいな。」と。なか
なか実現できない（笑）。

午後に、副担任が教室に来た。私たちは緩いと思ったので遊んでないでもっと勉強しなさい、と⻑々と話した。これを聞いて⽇本の⾼校⽣はすごいと思った。中国でもいろいろ
先⽣に⾔われたが、その時は勉強しかないので、いつも勉強してきた。だけど、⽇本では部活もあるし⾏事もいろいろあるし、なかなか勉強に専念できない。だから、⽇本の⾼
校⽣はすごいなと思う。

この⼀年間まだ⽬標は決めてないけど、とにかくここでの⽣活を楽しんでいきたいと思う。

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



これ何回⽬の⽇記だっけ︖

2013.09.20

明⽇から試験だぁQAQ….でも教科書がまだ届いてないから…復習したくても教科書を貸してもらってる数学しか復習出来ないという。もう明⽇は数学に賭けようと思う︕英語
はもう忘れちゃったし、国語は全然分かんないしorz……ていうかあと12⽇でもう中間試験が始まるのに教科書が未だに届かないとはどういうことだ︕︕︕⽣物化学地理とかは
もう試験範囲も広いしさぁ……焦るわぁ。

明⽇から3連休︕朝は試験だけど、その後の予定をしっかり考えておかなきゃね︕︕︕3連休楽しみ︕︕

ちょっと短いけど、今回の⽇記はここまで。

⾱暁晴さんの⽇記



昨⽇は⽇記を書けなかったorz…【ペコリ】

2013.09.22

昨⽇は模擬試験だった。他県の学⽣もみんな同じ⽇だったんじゃないかな。違う︖

全体的にすごく難しかったし問題数もすごく多かった。それなのにみんな⼤体短時間で全部終わらせて机に突っ伏しててそれにすごい驚いたよね︕︕【ビックリ…】まだまだ努
⼒が⾜りないのかも。これからはもっと勉強頑張らなきゃ︕（あと遊びも= =）

夜は友達とお出かけしてきたの~花⽕もしてきたんだよ~~~ドラマとかでよく⾒かける線⾹花⽕も【うんこれは確かにsummer nude= =】 
 

⼀通り花⽕を楽しんで最後に線⾹花⽕に⽕をつけるっていうのが、つまり花⽕の終わりを意味しているの……= =

なんていうか毎⽇すごく充実してるんだけど今はまだそのときの気持ちを⽂字にして書き表すことが出来ない……なにはともあれすごく楽しいよ。

あ、あと全然関係ない話なんだけど︓うちらってクラスメイトとはもうかなりスムーズにおしゃべりできるけどさ、もしクラスメイトが2⼈で話し始めるともう何⾔ってるか全
くさっぱり分からなくなっちゃうんだよね。= =どうしたらいいんだろ……先⽣⽅お助け︕

なんだかハチャメチャな⽇記になっちゃった……すみません

⾱暁晴さんの⽇記



⼀⼈で那覇

2013.09.23

いろいろ必要なものがなくて、買い物に⾏こうと思った。だけど、せっかくの休⽇だから、ほかの⼈に迷惑をかけないように、⾃分で⾏こうと決めた。

時刻表を⾒ながら考え、それから携帯と財布を持って出かけた。晴れだけど、陽射しは強かった。（/TДT)/ ⼆⼗分後バスが来た。⼀時間かけるから、迷わず寝てた。それか
ら、 モノレールに乗った。友達からの情報が間違って、私も気づかれなくて、ほかの駅に⾏った。最後は無事にmain placeに着いたんだけど、時間とお⾦が無駄になった。

⼤体12時になったんだけれど、⼈が多かったから、隣のゲームセンターに⾏き、太⿎の達⼈で遊んた。やっぱりゲームしているときはおなかがすいてることを感じないね。
（笑）

遊んだ後、⼈が減ってないんだが、どうにかご飯を⾷べた。ちなみに、KFCを⾷べた。o(*≧▽≦)ツ（太るよ〜）

お腹がいっぱいになったあと、買い物に⾏った。さすが⽇本︕どんなお店の洋服もめっちゃかわいい︕靴もかわいい︕なんか買いたい気分になった。（笑）でも⾼くて買えなか
った。（今度絶対︕）

100⾦ショップに⾏って、⽇常⽤品も安く買った。中国よりも安い〜

⾜が疲れて、同じように後ろからたどって、寮に着いた。実は移動時間が⼀番⻑かった。(
 -д-)ﾉ

⼀⼈でそんなに遠い所に⾏くのは珍しかった。でも、怖いとか全然思ってもなかった。それは、⾃分がちょっと成⻑したのではないだろうか。

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



平凡な

2013.09.24

今⽇はごく平凡な⼀⽇だった。いつも通り6時20分に起きて点呼、いつも通りの朝⾷といつも通り制服を着ていつも通りに学校へ。なんだかここにすっかりなじんでいる気がす
る=v=….来週は中間テストなので、今週から全部活動は停⽌。早く寮に帰れるよ︕【ﾔｯﾀ︕】でもね、部活の顧問の先⽣から、テストで⾚点をとったら郷⼟芸能コンテストには
出られないって⾔われているの。成績が上下するのは、部活動に熱中しすぎるせいだって学校側に思われちゃうからね。QAQ   【だって全く勉強したことがないのに、どうや
って合格点がとれるっていうの︕】

でもしっかりがんばらなくちゃね︕試験前の苦しい時の神頼みだって、ちょっとは点がとれるかもしれないし︕がんばろう︕

⾱暁晴さんの⽇記



1ヶ⽉をふりかえって

2013.09.25

ふっと今、⾃分は⽇本にいるんだなってあらためて考えてしまうことがある。以前だったら、全く信じられなかったことだ。思い切って⾔うと、実は1年前、この⻑期留学プロ
ジェクトにすごく参加したいと思っていた。でもまだ年齢が達していなかったので残念だった。だから今年こそは、絶対に⽇本に⾏こうと決めていた。息抜きも勉強と、たくさ
んの⽇本のアニメやドラマ、テレビ番組をみて、⽇本に対する思いをさらにつのらせ、決⼼を強めた。

きっといま⽇本にいる⼋期⽣の仲間たちも、そしていろいろな理由でこのプロジェクトに参加できなかった⼈たちもみんな⽇本に⾏くという夢を抱いてその、夢の実現のために
多⼤な努⼒をしているはず。だから、私たちはがんばり続けなきゃ︕夢を実現するのに、遅すぎることは決してないんだから。

⾱暁晴さんの⽇記



図書館

2013.09.26

今⽇は⽤で久々に図書館に⾏った。もうすぐテストなので、⾃習してる⼈でいっぱいだった。残念ながら、⾃分が探したい本がなかった。

だから、この図書館をしっかり了解したいと思った。この前は来たばかりなので、新しいものが多く、図書館の本を細かく⾒なかった。今⽇はやっとその機会があった。

最近、好きなアイドルがそれぞれ本を読んで、感想⽂を書いたそうですが、まさか学校の図書館にあった。感想⽂だけでなく、本も隣で並べられた。これは、まさかの発⾒だ︕

それに、いろいろな雑誌もある。スポーツ、アイドル、科学など、様々な分野での雑誌が並べられた。

本も分類された。歴史、哲学、社会、辞書、⼩説、漫画などがある。特に⼩説、同名のドラマやアニメを⾒た私が、引きつけられた。初めて、⾃分がこんなに広い本の海の中に
いるのを感⼼した。

最近は忙しいからあまり本を読む時間がないかもしれない。でも、まだまだ時間がある。残りの⼗カ⽉の中、時間があれば、学校の図書館で本を読もう、と、私は決めた。

 

「PS:⼀カ⽉も過ぎたのに、なかなか⽇本語の能⼒が伸びなかった。すみませんorz…」

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



どんな秋になるんだろう︖

2013.09.27

朝起きて外に出たときに、ふと、すっかり秋になってることに気付いた。ちょっぴり肌寒くて、上に⼀枚⽻織らないといけないなって思った。ただ、⾮常に遺憾なことにわたし
はもう早速⾵邪を引いてしまったのです。ここ何⽇かはずっとマスクで登校してるの。

これから中間試験があって、その後職場体験、それから中国語スピーチコンテストと、郷⼟芸能⼤会もあるし、11⽉には放送コンテストもある……⼤忙しだぁ。⽣まれてこの
⽅、こんなに忙しい秋はなかったんじゃないのかな。毎⽇カレンダーをチェックして、スケジュールを確認して、やることをメモするためのノートまで⽤意しちゃった。

学校もホームスティもすごく楽しいよ~みんな⼼配しないで~~

ただ1つだけ⾔いたいことがある︓⽕曜⽇にテストがあるのに、わたしは未だに教科書を⼿にしていない︕︕︕仕⽅ないからとりあえずは誰かのを借りようと思うんだけど….で
もみんなだって復習しなきゃいけないだろうし….貸してくれるのかなぁQAQ…..⾚点だけはとりたくないなぁ追試はいやだぁ…orzわたしあんま頭よくないからなぁ…

⾱暁晴さんの⽇記



テスト勉強

2013.09.28

今⽇は久々に勉強しました（笑）。昨⽇までは夏休みが延⻑してるよう、三連休ものんびりしたり、遊んだりしました。ですから、今⽇は教科書のページを開いたとたん、眠く
なりました。（笑）勉強は私にとって遥かなもののようでした。

テスト範囲は広く、四⽉から学んだすべてが範囲の中にあります。ですから、なかなか覚えられませんでした。本当に困りました。ほかの⼈にとっては復習ですが、こちらでは
予習のようでした。

今⽇は⼀⽇地理を勉強しましたが、覚えるものが多くて、少ししか覚えませんでした。このままでは、50点はともかく、問題の意味も分からない可能性も⾼いです。教科書も
届いていません。みんなが復習しているから、本を借りに⾏って邪魔をするのも嫌です。いつも⾃分にダメ出しの⾃分は、本当に難しい難関が⽬の前にあります。いま、どうす
るかは全然わかりません。

先輩たち、いますか︖誰でもいいから、助けてください︕お願いします︕QAQ

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



眠い

2013.09.29

今⽇はきのうのように復習した。友達がたくさんの本を貸してくれた。本当にありがとう︕

それから、国語はともかく、此処の地理、政治経済、⽣物は難しいと思った。知識がたくさんあって、深いから。

明⽇はインターシップの事前訪問だ。なんで明⽇なんだろう、⼀番⼤事な復習の時間なのにね。。。緊張︕

それに、ここに来て、太くなったと思う。（泣）ごはんおいしいからだ〜

 

Ps:さっきお昼寝をしたんだけど、今は復習のため起きなければならない。だから、⽇記を書くことにした。タイトルは「眠い」（ふふふ）(≡ω≡．)⽇記を書いて元気になれる
ように〜

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



事前訪問

2013.09.30

もうすぐテストとはいえ、来週インターシップがあるので、今⽇の午後は事前訪問に⾏った。私は⽼⼈ホームに⾏く。⼀緒に⾏く⼈はほかのクラスの⼈なので顔を⾒たことがな
かったが、やさしい⼈だ。

昼ご飯を⾷べて、私たちはちょっと遅く学校を出るから、教室で⾃習してた。⼆時四⼗分になって、バス亭に⾏った。バスは⼗分だけかかったが、そのあと坂道が多くて歩きづ
らかった。（笑）⼤体三⼗分もかかったんだろう。それから、⽼⼈ホームに⼊って、担当者さんにあいさつし、名刺を交換し、いろいろと確認した。めっちゃ緊張した。来週の
⽔⽊⾦にインターシップ⾏く予定。けど、今⾵邪かかちゃって、もしその時もかかっていたら、⾏けない。治らなきゃ…

また、今⽇は実⼒テストの順位が⼤きな壁に貼ってあった。私には関係ないけど、何となく緊張になった。（笑）

これからも頑張らなければ。

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



考えてもタイトルが思いつかないからこれでいいよね（笑）

2013.10.01

今⽇は通常の授業。数学と英语は⾃習で、復習をするように⾔われた。国語は試験前の最後の授業。….（しあさってはもう試験だorz】でもビックリしたのは、明⽇から中間試
験なのに、２時間の家庭科が⾃習にならなかったこと︕中国では主要教科以外の科⽬は、先⽣たちで話し合って⾃習時間にさせるのに……（ま、こっちの問題みたいだけど。ハ
ハハ）家庭科の先⽣は私たちにたくさんのプリントに記⼊をさせた。だって今度の家庭科の授業は調理実習だから（︕︕︕）だからまずは料理のことをしっかり勉強しなきゃ。
お昼近くだけど作るのは朝⾷メニュー。orz….おにぎりを作るんだって…..それから期末試験スクランブルエッグみたい。……なんか新鮮なカンジ。だって中国には家庭科がな
いからね~

  午後は初めて教室以外の場所の掃除をしたんだ。それでね、教室の掃除が実は⼀番タイヘンなんだってことがわかってビックリ︕だって教室中の椅⼦を移動しなくちゃいけな
いし。…今⽇の担当はトイレ。そんなに広くないし、しかも４,５⼈でやるから楽だったよ。私はトイレの外のゴミ（落ち葉などの）を掃いておしまい（へへ、実はサボってる
んじゃないの）。

 今⽇はまずこんなところ~

⾱暁晴さんの⽇記



今⽇はサボって中国語で（まるでいつもは⽇本語で書いてるみたいな...）

2013.10.02

今⽇、３科⽬の中間試験が終わった........試験は好きじゃないけれど、試験が終わったら１時には寮に帰れるのはウレシイな~~~~~~~~~だからさっきまでテレビドラマをみ
ちゃって、まだ勉強してないんだ。へへへ~~~

今⽇の３科⽬は⽣物，化学と国语。⽣物と化学はわからないのが多くて.....カンでいっぱい答えちゃった（良いコは真似しちゃダメだよ）。国語なんてまさに悪夢.......（テス
トの問題はクラスメートと⼀緒）..回答欄に何も書かないのもたくさんあったし........漢⽂もできなかったなんて︕︕（中国にいたときに、もっと国語を勉強しておくべきだっ
たQAQ）１０点とれたらもう⼗分︕ってカンジ（100点満点で）

明⽇の３科⽬はもっとキョーフ。地理と政治経済、そして英語......みっつとも難しいのばっかり.......しかも地理は５０点以上取らないと補習を受けなくちゃいけない.....ダメ
だ︕５０点なんてムリ......orz

ごい先⽣は、そんなに真⾯⽬に勉強する必要はないよ、遊びにいきなさいって⾔ってたし。ハハハハハハ︕︕︕︕

⾱暁晴さんの⽇記



中間試験~

2013.10.03

⽇本の⾼校の⽂系レベルって、本当にすごく⾼いって⾔わざるを得ないや。……暗記するものもたくさんあるし、しかも先⽣が話していないことも⾃分で掘り下げて調べたりし
て、それも覚えたり。……⼼から⽇本の⾼校⽣を尊敬しちゃう。QAQ

  だから今⽇の地理は、合格点をとれる望みなんてなさそう。……追試の準備をしておかなくちゃ。orz……政治経済は全く勉強しなかった。したところで、合格ラインなんか
無理だよ。……だって範囲が広すぎる。……

  試験⼆⽇が終了して、もう解放されたんだ︕って思っていいよね︕明⽇は英語のヒヤリングと数学の⼆つ~本当は明⽇の午後はtable mannerがある予定だったけれど、台⾵が
来そうだから、⾏けるかどうか⾃体がもんだい。……（台⾵サマ、どうして昨⽇来てくれなかったのQAQ）

  今回の台⾵って、かなり⼤型だって聞いた。…停電や断⽔もあるかも。…寮の先⽣は、他の場所に避難するほうがいいって⾔っている。…せっかくの週末気分なのに、寮にこ
もって読書するしかないなんてQAQ…

  来週の職業体験には⾏けるのかな。…実はまだ⾵邪が良くなっていないんだ。のどが痛いぐらいでもいけないだろうな。だってお年寄りにうつしちゃうかもしれないから。…
エーン

  END（どう終わらせたらいいかわからないので、ENDって書いてみた。へへ）

⾱暁晴さんの⽇記



テスト終わった~

2013.10.04

イエーイ︕今⽇やっとテストが終わったよ︕︕︕︕︕︕数学の範囲が少なかったからそんなに難しくなかった【数学の点数で他のを補えればいいんだけど.....

その後table mannerに⾏って来た ~~~~~~~お腹いっぱい⾷べたせいで帰り⾞酔いしちゃったよorz.....

台⾵も来たよQAQすごい⾳︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕

多分ここ何⽇かは⽇記書けないと思う~~~~~スミマセン︕

⾱暁晴さんの⽇記



台⾵気候（笑）

2013.10.06

昨⽇の台⾵はとてっも強かった︕全然外へ出れなかった︕しかもテストの後だから、勉強したくなく、寝てた（笑）室内で台⾵の⾳を聞いたら、怖くて出たくなくなる。そし
て、バスとかの運転も⽌まった。そうしたら、無理やり出てもどこへも⾏けない（笑）

でも今⽇は⾵が弱くなって、友たちと買い物しに⾏った。必要なものを買った〜〜〜〜〜〜〜

それより、明⽇また台⾵って…でも学校は休むことにならないかもorz......

休みたい︕︕︕︕︕︕︕（笑）

 

やっぱり沖縄の気候は台⾵気候だな

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



休み「午前だけ

2013.10.07

あさ起きていたら、⾷堂の前にたくさんの⼈が集まった。みんなは今⽇の天気を⾒ていたから。もし悪くなったら、学校に⾏かなくてもいいことになる。で、最後はやっと休み
になった。せっかく早く着替えてきたのにね〜〜〜でもよかった︕︕︕︕︕︕︕寮⽣はみんな盛り上がってfamily martへ⾏った（笑）

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



ごめん、嘘ついた。。。。

2013.10.07

今⽇は結局、⼀⽇休んだ。嘘ついてすみません。。。

昼ご飯⾷べて、あいべやに「今⽇いつ学校⾏く︖」って聞いたら、彼⼥は「今⽇は⼀⽇休むよ」って⾔った。

うれしい︕︕︕︕︕︕︕︕︕でもちょーーーーー暇だった︕

なにしたのかな〜〜〜〜〜たぶんごろごろしてた（笑）

 

どちらにせよ、学校でも休みでも楽しいな〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



ホッとした…

2013.10.08

学校の1時限⽬の授業は…中間テストのテスト返し。…（ええっ︖︕どうしてこんなにはやく、テストがかえってくるの︕先⽣、あなた⽅って仕事が早すぎ︕︕）

  ドキドキしながら先⽣がテストを配るのを待つ。…ダメだろうな、と思っていたらなんと予想外に…数学が1位⼀orz（範囲がせまかったので簡単だった）英語もなんとまあま
あよかった。…なによりも︕︕︕︕︕︕︕絶対に再テストだと思っていた地理が︕︕︕63点︕︕︕（良くはないんだけど）でも︕︕︕50点以上は再テスト無しだ。ハハハハハ
ハハ︕︕︕︕それから国語はヒサン。……だってすごく難しかったから。……⽣物はまあまあだったけど、70点越え~あとはまだわからない。

 明⽇は就業体験「インターシップ」（原⽂ママ=v=）なんだ。でもカゼがまだよくならないから、いけないかもって先⽣に⾔わなくちゃ。…明⽇の具合で決めればいいかな︕
カゼ、はやくよくなーれ︕︕~~

 

⾱暁晴さんの⽇記



疲れた

2013.10.09

今⽇の予定はインターシップだったはずだが、⾵邪ひいて⽼⼈ホームの⽼⼈に移す可能性があるので、休みになった。が、学校には⾏かなければならないので、⾏って、先⽣が
「今⽇暁晴は学校でインターシップしよう」と⾔い出した。

それで、学校の清潔の担当の先⽣と⼀緒に⾏動した。まずは窓に⽔を撒くことだ。この前台⾵で降った⾬は窓に付き、そのまま乾いたから、汚く⾒える。まどは⾼いところにも
あるし低いところにもあるから、⽔道管を持つ⼿はちょっと⼤変だった。時々持ち⽅を誤って服がぬれることもある。全部の窓ではなかったが、結構疲れた。（笑）

⼤体⼗、⼗⼀時の頃、窓は終わった。そして、ほかの先⽣が⼿伝いを必要するから、そこに⾏った。落ち葉と刈った草を掃く仕事だった。それから、ビニール袋に⼊れる。初め
てなんだが頑張った。（笑）先⽣に褒められた。「うれしいーーー︕」前より疲れてた（笑）

昼ごはんは⼆つのおにぎりとソーセージと天ぷらだった。また先⽣からおいしい芋が⼊っているパンをもらった︕お腹いっぱいだった。〜〜校⻑先⽣と先⽣といっぱいしゃべっ
た。

午後はまた、窓に⽔を撒いた。けど、蚊が多くて痒かった〜〜〜それから蚊を殺した（笑）

⼆時半ぐらいにＬＬ教室で英語の先⽣と⼀緒にハローウィーンの飾りを飾った。⾃分なりに飾ってもいいから、いっぱい飾った〜楽しかった〜

四時まで飾った。これで⼀⽇の仕事が終わった。よかった〜〜

が、帰ろうと思って、部活をしてるところを⾒た。そして、部活に参加した。太⿎を持って踊った。いっぱい汗出た。「⾵邪治る可能性は低くなったね」（笑）

部屋に帰った後、椅⼦に腰を掛けたとき、急に「疲れた」を感じた。さっき机に寝るところだった。(●´ω｀●)

明⽇はね。。。様⼦を⾒ていく先を決めよう。。。⽼⼈ホームに⾏きたいが。。。移るかもしれない。。。悲しい。。。( >﹏<。)

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記





昨⽇よりもっと疲れた…

2013.10.10

 今⽇やっとインターシップで⽼⼈ホームに⾏ってきたよ。昨⽇も学校でいっぱい仕事をしたつもりでいたけれど、そんなのは、まだまだだったよ。orz…

    朝はいつもよりちょっと早く、６時に起床（ネムイ= =）。それから急いで着替えて、かばんをかかえてご飯を⾷べて、６時４５分集合（だってバスが１時間に２本しかな
いから、はやめに出かけなくちゃいけない）。最寄りのバス停で降りてから、約３０分かけて坂を上って、やっと⽼⼈ホームに到着。……（さすが⽼⼈ホーム、こんな⾼台で閑
静な場所に建っている）。⽼⼈ホームに来たのは私もいれて５⼈。みんな他のクラスなので知らない⼈たちばかり。

    朝⾷は私たちがお年寄りに⾷事のお⼿伝いを（お年寄りは⼀⼈で⾷べられない⽅もいるので）。昨⽇は来ていないので、まず今⽇はみんなのやり⽅を⾒て。みなさんの⾷事
は同じだけれど、ちがっている。細かく刻んだ⾷事もあって、これだと⻭でかむ必要がない。みているとやっぱり難しそう。だって⾷べたくない⽅もいるし、うっかりしている
と、おかずを服にこぼしてしまう（あるいは⾃分でつけているエプロンに）。それに今、スープを飲みたいのかご飯を⾷べたいのか、はっきり意思表⽰をしない⽅もいる。……
でも、⽼⼈ホームに来ることを選んだんだからしょうがない。他の⼈のやり⽅を⾒ながら、⾃分でなんとかするしかない。

    それからホールでお年寄りの⽅々と交流を。私の⽇本語は、まだ沖縄の⽅⾔を話すお年寄りと交流できるようなレベルじゃない。= =会話はちょっと難しいね。だから私は
聞き役に。あまり話をしたくなくて、⼀⼈で静かに座っている⽅も。それから私たちは髪を洗い終わった⽅の髪を乾かして、靴下をはかせてあげた。ドライヤーの⾵は熱いの
で、くれぐれもお年寄りに⽕傷をさせないようにと注意された。すごく、すごく気を付けてドライヤーを使い、⼀⼈⽬の⽅の髪を乾かし終えたとき、お年寄りを部屋に連れて⾏
く他のスタッフが待っていたので、その⽅にしゃがんで「乾かし終わりましたよ」って⾔った。でもその⽅は何も聞こえていないようで「ここは寒いから、はやく乾かしてちょ
うだい」と（フウ……ショボンQAQ）でも次のお年寄りはみんなやさしかった= =……

    そして昼⾷の時間。……でも私たちがお昼ご飯を⾷べるんじゃなくて、お年寄りの⽅々に⾷事を⾷べてもらう時間。そして私はある⽅の担当についた。朝のことを⼀⽣懸命
思い出して、他のスタッフもどんなふうに⾷べさせているのかをみて、がんばってやってみた。私が担当した⽅は他の⼈よりもちょっとラクな⽅だったみたいで、はやめに⾷事
が終わった。はやく⾷事介助がおわったら、休憩ができるかって︖No︕それからコップや、⼝を拭いたタオル、エプロン洗いのお⼿伝い = = タオルとエプロンに着いた⾷べ物
をきれいに洗い流して、それからお茶を飲んだコップを洗った。……でも後から同級⽣も⼿伝いに来てくれた。やっぱり⼆⼈で⽚づければ仕事もスイスイすすむね。

    ８時から午後１時まで働き通しでやっとお昼ごはん。……⾷堂で作ってもらったお弁当を、ロビーの脇の椅⼦に座って⾷べた。そばには他のスタッフやお年寄りの⽅がたく
さんいたので、さすがにそこでお昼寝が出来なかった。orz…（もちろん公衆の⾯前でうたた寝なんてとんでもない︕）２時になったら、責任者の⽅が来て私たちに交流会の会
場の準備をするように⾔った。午後は交流会があるから。

    私たちはあるゲームの準備をした。チームに分かれて球を投げて、⼀⼈１回ずつ、⼀番多くのビンを倒したチームの勝ち。まず私たちは⾃⼰紹介をして、それからゲームス
タート。ゲームはすごく楽しかった。私が担当したチームが１回勝利︕３回、ゲームをして、それから私たち５⼈で歌を歌った。……歌は昔からある⼦供の歌。“⾚とん
ぼ”，“海”，“もみじ”【「⾚とんぼ」「うみ」「もみじ」（原⽂ママ~）】などなど（あー、ヨカッタ。中国でこの歌を習ったことがあってorz）交流会は１時間ほど⾏われて、
最後に⼀⼈⼀⼈感想を⾔った。感想を⾔いながら、感動して泣き出してしまった⼥の⼦も。私たちもお年寄りの⽅々からの励ましの⾔葉をいただいた。すごく感激したよ。もう
朝のことなんて頭からふっとんでしまうぐらい。

   帰るときは、同級⽣のお⺟さんが私たちを寮まで送ってくれた（歩かなくてすんで本当にヨカッタ。ありがとうございます︕）寮に着いたらホッとした気分になった。

   明⽇は最後の⼀⽇︕なにはともあれがんばるぞｵｵｵ︕︕

⾱暁晴さんの⽇記



 

【ps︓今⽇の⽇記はずいぶん⻑いね~~】



終わりましたよ〜〜

2013.10.11

⾵邪が⼀⽇⽬よりひどくなったので、⽼⼈ホームに⾏かなかった。残念だと思うが、⽼⼈に移したらやっぱり⼤変なことになってしまい、⾃分も後悔するから。それに、昨⽇⾏
ったことにお詫びしたいと思います。

それで、学校に⾏った。まずは保健室に⾏って、⼀時間休憩した。それから先⽣が作業をさせた。⽣徒たちの報告を掲⽰板に貼る仕事だ。なかなか楽だった。

もう⼀⼈男⼦⽣徒がいて、ごごは物置の棚を作った。棚がちょっと重く運ぶのは⼤変だったが、六つしかなく、組むのも簡単だったから、⼆時間半しかかからなかった。

それから作業終わって、寮に戻りたかったが、ちょうど郷芸部の部活があるので、参加した。もうすぐ⼤会があるから、頑張らなきゃならない。六時半までやった。汗いっぱい
出た。でも楽しかった。「⾵邪はなかなか治れないね（笑）

今⽇先⽣がこんな話をした︓「⾒慣れた学校の中でも、こういう仕事もあるんですよ。頑張って⾒つけてくださいね」と。勉強になりました〜〜

明⽇から三連休なんだけど、宿題は普通より多いね〜

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



部活

2013.10.12

⼟曜⽇だけど、来週⼤会があるので、部⻑の指⽰で9時に学校へ練習に。

    朝はいつも通り6時50分に点呼。なので遅刻する⼼配はない。朝ごはんを⾷べて、⽚づけをしてから学校へ。学校へつくと、⼀年⽣しか来ていなかった。少し待ってから、
練習を始めた。そうしているうちに部⻑が到着。今⽇は、⼀年⽣と私の動きを直すらしい（私の中国語、かなり変になっているorz）。なので、私達は何度も何度も踊り、部⻑
の⾔うとおりに少しずつ修正していった。太⿎を持ちながら踊るダンスがあるのだけど、太⿎⾃体がけっこう重いの。だから縄で指が擦れて、⾚くなって痛い〜。でも他の⼦も
⼀緒。部⻑の⼿は私よりもずっと⾚かった。⼼から部⻑のことを尊敬したよ。それから、三年⽣の先輩が⼀⼈教えに来てくれたんだ。もうすぐテストなのに、私達のために来て
くれるなんて。本当に感動。先輩と部⻑が⼀緒に私達のダンスを⾒て、⽋点などを指摘してくれた。

    お昼も12︓45まで踊った。⾷堂は13:00で閉まってしまうので、急いで寮に帰ってご飯。今⽇はうどん︕︕私は麺類が⼤好きなので、うどんやそば、ラーメンなどを⾒ると
興奮してしまう。おかずもたくさん取って、お腹いっぱい。へへ。踊り過ぎて⾜が少しだるかったので、部屋で⼀時間ほど休んでから学校へ。

    午後も部活……鏡のある練習室へ。鏡のおかげで⾃分の動作が⾒られるので、おかしな所がだいぶ改善されたよ=v=…可愛い先輩とも踊った︕（⼆⼈⼀組）

    三時半にようやく部活終了。六時間半（⼀時間近く休んだとはいえ）。疲れてないといえば嘘になるけど、本当にたくさんのことを学べた。来週はお昼休みも練習しない
と。疲れるだろうな= =    でも、踊りが下⼿なのだから⽂句は⾔えない。

    とにかく頑張るぞ︕

⾱暁晴さんの⽇記



おやすみ~

2013.10.13

イエーイ~~~やすみっていいなぁ~~~~朝の点呼が終わった後また⼆度寝しちゃった~~~しあわせ~~~

特にやることもなかったから試験で間違えたところをもっかいやり直してた.....⽣物はミスが多かったからちょっと⼤変だったんだけど....他のはまだなんとかなった

で、ほんとについさっき︕それが全部終わったの︕でもまだ国語の宿題が残ってるorz【ううもうやりたくないよう

それで今ネットしにきたわけなんだけど

多分あとでまたちょっと寝ちゃうはず~~~~

今⽇はすごくいい天気なんだけどあまり出かけたくないんだよね~~疲れちゃってさ~

ではでは~

⾱暁晴さんの⽇記



カラオケ

2013.10.14

クラスメートの誕⽣⽇は昨⽇なんだが、いろいろあって、今⽇お祝いした。それから、皆さんと⼀緒にカラオケに⾏った。

前に友達と⾏ったのとは違って、今回のカラオケは今はやっている曲が多い。だから、興奮した（笑）

５時間も歌った。楽しかった︕

今回も⾏きたい︕︕

 

少なくてごめんなさい。（笑）

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



調理実習

2013.10.15

     やっぱり三連休が過ぎたらすっかり秋の気配が....これまで沖縄はずっと30度ぐらいの気温だったのに、今朝ニュースをみたら、２度も気温が下がっていた。しかも今⽇は
すごい⾵で、⼥⼦のスカートなんてちょっと油断したらタイヘンなことにorz...

     今⽇は２時限の家庭科の授業があった。先⽣から料理をすると聞いていたので、エプロンを買ってきた。今⽇作るのは和⾷の朝⾷（時間はお昼だけど、作るのは朝⾷~）。
味噌汁とオニギリ、焼き⿂、卵焼きそれとお漬物。詳しく書くと⻑くなっちゃうから、⾃分が何を作ったか書いておくね....料理なんて今までやったことが無かったから、はじ
めはメニューをじっと眺めていた。クラスメートが⼿順を教えてくれて、やっと⽕をつけてみて、卵を焼いたorz......⼀番うれしかったことは、クラスメートがオニギニの握り
⽅を教えてくれたので、ずっとやってみたかったことができた︕︕︕（笑わないでね....）クラス全員ができたら、みんなで⼀緒に「いただきます︕」と⾔って⾷べた。本当
に、すごくおいしかったよ︕︕︕私は特に何を作ったわけでもないけれど、みんなはすごく料理がうまいの︕︕︕⾷べ終わったら⾷器を⽚づけて、洗い物をして...こっちの⽅が
いろいろお⼿伝いができる.....orz

     涼しくなってきたから、みんな⾵邪なんかひかないようにね~それと東側の⼈たちは台⾵にも注意してね︕︕

⾱暁晴さんの⽇記



授業⾒学

2013.10.16

今向陽を希望している⼀部の中学三年⽣が、今⽇学校に来た。中三の⽣徒たちは最後六校時の授業を⾒学した。今⽇の六校時は数学だ。数学好きだから、楽しみにしていた。先
⽣が授業しているときに、外はいっぱい⽣徒がいた。なかなか専念できなかった。ちなみに、中学⽣の制服はかわいかった〜でも向陽のもかわいい〜〜クラスメートも楽な雰囲
気で授業を聞いた。楽しかった︕︕︕

だんだん⾵が強くなってきた。寒かった。このぐらいで寒く感じたら、冬はどうなるんだろう。（笑）それに、ここは沖縄だよ。。。⽇本の最南部（笑）

夜、寮で防災訓練が⾏われた。想定は⾷堂が⽕事になることだ。みんなと⼀緒に外へ⾛った。ちょっと⾬降っていやだったけど、いざの時の対応は覚えたので、うれしかった。

今⽇はこれで（笑）

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



本当に寒くなってきたね….

2013.10.17

今は寮の外に出るときは、必ずコートを着なくちゃ。寮でも空調はついていない。……でも⾵邪は相変わらずあんなカンジ。….でも⼤丈夫。ちょっとした⾵邪なんてコワくな
いからねwwww

    すごくうれしいことがあったんだ。同じクラスにアニメファンの⼈を⾒つけたの︕︕︕アニメが好きっていう⼈は多いけれど、その⼈とは好きなものの趣味が⼀緒なの。だ
からすごく話が合って~~うれしいな︕︕へへ~~~

    もうすぐ⼤会だ。…今はダンスもたくさん直されて、少しずつ感じがわかってきたかな。でも歌の⽅はまだまだ。= =だって沖縄の⽅⾔がたくさん出てくるから覚えられな
い。…はじめは発⾳だけ覚えようと思っていたけれど、ワンセンテンスが⻑くて…..orzとにかく、覚えられるだけ覚えなくちゃ~~~

    本当に申し訳ないけれど、中国語スピーチコンテストのお⼿伝いは、部活があるのでそんなにいけない状態。でもみんなの発⾳を聞いていると、すごく良いカンジ︕もしか
したら優勝できるかも︕︕へへ（⾃信たっぷりだよ~~）今週はダメだけど、来週は必ず毎⽇⾏くからね︕︕本当にごめんね….QAQ

    みんな、ちゃんと厚着するんだよ︕︕︕⼀番南に住んでいる⾃分でもこんなに寒いんだから、他はもっと寒いよね。orz….それと先⽣も⾵邪にはくれぐれも気をつけてくだ
さいね︕翻訳の⽅、毎⽇こんなくだらない⽇記を訳してくれてありがとうございます（へへ）先⽣、お疲れ様です︕

⾱暁晴さんの⽇記



いよいよ明⽇は本番だぁ.....

2013.10.18

明⽇はいよいよ本番なのに、わたしまだ全然歌えない状態なんだけど.....orz  部⻑には歌えるだけ歌ってって⾔われてる。でも出来るだけ⼤きな声でって。並び的にわたしほぼ
ど真ん中なんだよね....QAQみんなにほんと申し訳ない...

今⽇はかなり遅くまで練習してた。なんかもう明⽇だと思ったらすっごい緊張しちゃってさ。先輩たちもすごく丁寧に何度も何度も教えてくれて、終わったのが多分6時くらい
だったと思う....それからダンスの練習もして帰ったのは7時45分だったかなぁ。もう外真っ暗になってたよね.......

うう明⽇かぁ.....緊張はするけど、⼀⽣懸命がんばろ︕︕

⾱暁晴さんの⽇記



短い時間だけど、何かが分かったきがする・・・

2013.10.19

今⽇は⼤会だった。以前の私の動作は間違いだらけだったけれど、毎⽇最低⼀時間は続けた練習のおかげで、他の⼈と⼀⾒変わらぬレベルにはなれたと思う。

    ⼤会当⽇、ものすごい緊張感。でもこんなに練習したのだから、きっと⼤丈夫。ダンスの中で⼀つミスをしてしまったけれど、雰囲気はとてもいい。観客もすごく盛り上が
っている。終了後、ゲストの⽅達と⼀緒に⾷事をした。たぶん先⽣が私を紹介したのだと思うけど、たくさんの校⻑先⽣達が、まさか⼀カ⽉でここまでのレベルになれるなん
て、とすごく褒めてくれた。私⾃⾝驚いているけど、でも、本当にうれしい。

    荷物をまとめて帰る準備をしている時、部⻑が皆を集めて話し始めた。私はきっと「今⽇はお疲れ様。帰ってゆっくり休んで、来週からまた次の⼤会に向けて頑張ろう」な
どの話だろうと思っていた。だけど、まさかの部⻑の第⼀声は「踊り終わって、⾃分達のダンスがどれだけひどいか分ったでしょう」。この⾔葉を聞いた途端、私のそれまでの
喜びや、期待や、練習を頑張った後の達成感が、どこかへ吹き⾶んでいってしまった。頭の中は真っ⽩。部⻑のその後の話も⽿に⼊ってこない。皆の空気も重い。皆そう思って
いたんだ。私だけが、気がつかなかった。あんなに努⼒したのに、部⻑には認めてもらえなかった。帰り道、周りに気づかれないように、必死に涙をこらえて歩いた。もう外は
真っ暗で、どちらにしろ誰にも⾒られることはなかっただろうけど。

    寮に帰って、どうしてこんなにも⾟いのか、落ち着いて考えてみた。そして気がついたんだ。私はここに来てから、楽しいことばかりで、何もかもがうまくいきすぎていた
からだって。嫌なことなんて何⼀つなかった。でも、⽣活するって、きっといい事と悪い事の繰り返しだよね。これまでいい事ばかりが続いていたから、今壁にぶつかっている
んだ。

    でもさ、今は⾕底にいるわけだから、これからの⽣活は絶対に楽しくなるよね。⾃分で⾃分を不幸だと思う時、幸せがあなたを待っているのだから。これからの⼈⽣、きっ
と⾟いこともあるだろうけど、そう考えれば、もう怖くないね。

    【ごめんね。作⽂⼒がないくせに、こんなめちゃくちゃな⽂章を書いてしまったQAQ】

     とにかく、今は努⼒あるのみ。

⾱暁晴さんの⽇記



なんだか急に忙しくなってきた~

2013.10.20

今⽇は先⽣と司会の練習をした.....来週は⼆つの⼤会で司会をするので、すごい緊張......

それから中国語スピーチコンテストに出る同級⽣のお⼿伝い︕こんな短い間にこれだけのレベルに到達できたなんて、スゴイよ~でも、もっとガンバってね︕︕︕めざせ、優
勝︕︕︕

来週が中国語スピーチコンテスト、そして再来週が郷⼟芸能⼤会だ︕︕QAQ超ハードスケジュール~

でもゼッタイにがんばるぞ︕

⾱暁晴さんの⽇記



部活〜

2013.10.21

もうすぐ郷⼟芸能⼤会なので、今⽇も部活に⾏った。朝九時から午後⼀時まで練習した。その間、20分かけて昼ごはん⾷べた。疲れたけど、⾃分の踊りが上達できることを思
って、またやる気が出た。中国ではそんなに厳しい（毎⽇ある）部活がないから、すごく勉強になったと思う。

来週の⽔、⽊はたぶん台⾵が来る。強いそうなので、今は祈ってる。（笑）もし⽔とか電とかとまったら⼤変なことになるから。。。

明⽇は学校︕︕頑張る〜

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



中国語の練習

2013.10.22

中国語スピーチコンテストにでる同級⽣の役に⽴つことができるのってうれしいな~~それで今⽇はみんなの発⾳矯正のお⼿伝いをしたんだ。正直⾔って、みんなすごくうまい
の︕でもきっと⼿ごわい学校もあるだろうから、もっともっと、がんばらなくちゃね︕︕

    最近は⽇記も少なくなってきて、内容もどんどんつまらなくなってきちゃってるよね= =ゴメンナサイ

    ついでに書いておくけど、11⽉には模試があるんだ。orz…どうしたらいいんだろう。…

    台⾵27号がきそうだね。涼しくなってきたから、ちゃんと厚着して、台⾵にも備えようね︕=v=

⾱暁晴さんの⽇記



雑想

2013.10.23

⽇本での⽣活も慣れてきたよ。毎⽇、⽇本⼈の同級⽣たちと同じように授業を受けて、時にはつい居眠りをしちゃうことも。お昼は同級⽣とおしゃべりをしながらご飯を⾷べ
て、午後は着替えて部活へ。部活が終わったら友達にサヨナラを⾔って寮に帰る。全然勉強してないね（へへ）。毎⽇、中国にいたころよりずっとリラックスしている。なにも
ないときはテレビをみたり、仲のいいコとおしゃべりをしたり。もちろん先⽣から、センター試験や模試があるんだから勉強がんばりなさいってことは、しょっちゅう⾔われる
けれど、それでも伸び伸びした気分だよ。中国にいたときはすごいプレッシャーだったけど。orz…本当にこんな雰囲気だーいスキだよ~~

    今⽇は⼩⾬が降った。休み時間に⼀⼈で廊下の突き当たりまでいって校舎の外を眺めてきた。砂でおおわれたグランドは⾬で⾊が変わっていた。そう遠くないところに海が
ある。⾵が強いので、波もいつもよりちょっと⾼い。このときふいに、ここに来てから50⽇以上がたつのに、海にはたったの3回しか⾏ったことがないなって思った。……だっ
て⽇焼けしたくないから。…それと….めんどくさがりやなので。10分も歩けば海に出るのに、⾏く気にならなくて。本当にモッタイナイよね~これからは⾏くようにしようっ
と。へへ~

    夜の点呼時、先⽣の話では台⾵が来るかどうかはわからない、とのことだった。⽇本の天気予報では来ると⾔っているけど、海外では来ないと⾔ってるから。……はっきり
したことは明⽇の朝、休校になるかわかるとのこと。そばにいた同級⽣が「⽇本の天気予報を信じる︕」って⾔ってたよ。ハハハ…休校になってもならなくてもいいよね~~
（ps︓今、⾵の⾳がすごい）

    新天地にきたのなら、良いことにも悪いことにもあうのが当然だ。 “どんなにつらくても、決してあきらめたりしない。”この⾔葉を信じている。（笑）この⾔葉を今、留学
⽣活を送っている⼋期⽣のみんなに捧げます（読んでくれている⼈はそんなにいないだろうけど=v=）。

    タイトルは雑想。だからいろいろなことを20分も考えちゃったよ~へへ、おやすみなさい

⾱暁晴さんの⽇記



国際⽂科中国語発表会

2013.10.24

やっと中国語発表会になった。司会やってるので、台本では⼀年⽣がAKBのヘビーローテーションとポニーテールとシュシュを歌うことになり、めっちゃ楽しみにした。で、今
⽇やっと⾒ることができた。歌詞は中国語。⼀⽣懸命練習したのは⾒えた。うれしかった。そして、中国語のコンクールに参加する⽣徒達も⾃分の練習した成果を発表した。よ
くできたと思います。⼆年⽣はこの前作ったcmを流した。⾯⽩かった。三年⽣は「愛情マンション」というドラマのアフレコをした。⾯⽩かった︕︕そしてうまかったと思い
ます。三年⽣の⼀⼈は去年中国に留学したので、感想を⾔ってくれた。pptの中国の写真を⾒て、暖かく感じた。本当に素晴らしかったと思います。

午後も中国語の練習をした。みんな徐々に進歩してると思う。いよいよ明後⽇︕︕しかも県⼤会は向陽で、私たちの学校で⾏われるとは。。。ますます緊張になった︕︕︕頑張
ろう︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



いよいよだ~︕︕

2013.10.25

中国語スピーチコンテストの⽇が︕︕︕︕いよいよ明⽇に迫りました︕︕︕超緊張するよおおお︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕

がんばるぞ︕︕︕︕

【⽇記めっちゃ短くてごめんなさいテヘ

⾱暁晴さんの⽇記



中国語発表⼤会

2013.10.26

ずっと前から話してきた、中国語発表⼤会、今⽇⾏われた。毎⽇頑張って練習してきたんだけど、めっちゃ緊張した。（笑）

今回は向陽で⾏われることになった。だから朝⼗時に会場の準備をしに学校に⾏った。最初はなんだかテンション上がって、発表者と⼀緒に学校を散歩し、会場でうろうろし
た。（笑）昼ご飯の弁当もおいしかった︕でも、⼗⼆時過ぎてから、ほかの学校の発表者もどんどん会場に来たので、だんだん緊張になった。⼀時⼤会始まった。私はもう⼀⼈
の男⼦と⼀緒に司会をやった。司会は緊張してないけど、わが校の発表に⼼配で⼼配で⼿汗もたくさんあった。でも、皆さんはとてもよくできたと思う。

いよいよ受賞者発表だ。正直、びっくりした。わが校別々の部所属する三⼈が⼀位だった。そして⼆位が⼆⼈、残りの⼆⼈は六位で、みんな受賞した︕︕よかった︕︕︕︕みん
なすごく頑張ったと思います。

よーし︕その調⼦で全国⼤会⾏こう︕︕「⾏けるかな〜（笑）

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



ついに映画を観に⾏ったよ︕︕

2013.10.27

 

 

 

 

 

朝9時から12まで部活で、友達と⼀緒に映画に⾏く約束をしたんだ。今回もいつものmain placeへ…（これからはもっとほかの場所にも⾏くと思うよへへへ）。

    今⽇の映画はずっと観たかった「怪盗グルーのミニオン危機⼀発」だよ~~中国では上映してなかったからね。…⾹港では観られるって聞いたけれど、時間がなくていけなか
った。だから⽇本で観たんだ︕︕Yeah!!︕︕

 

 

 

映画のチケット代って、そんなに⾼くないんだね。中国とそんなに変わらない。でも中国とはちがった映画が観られる︕︕︕サイコ~

    それから⼀番好きなコナンも観たよ~ルパン三世とのコラボ映画の予告編~~上映が始まったら絶対に観に⾏くんだ︕︕へへへ

 

 

⾱暁晴さんの⽇記



 

夜は沖縄ソーキそばを⾷べたよ︕︕︕本当にすごくおいしい︕どんなに⾷べても⾷べ飽きないし︕

 

 

夜は同級⽣のお⽗さんが送ってくれたんだ~どうもありがとうございました︕︕

 

 



お笑い

2013.10.28

今⽇は午後の五校時から、芸術鑑賞だったの。最初は何をするのかわからないが、⾏ってみたらわかった。お笑いや︕︕

だけど、関⻄弁使ってない（笑）沖縄の芸⼈たちが来たから、沖縄弁ばっか…汗 まあまあわからなくても何となく分かるんだけどね…雰囲気で（笑）

今回は⽶軍基地についてコントをやってくれたの。⽶軍と基地の隣に住んでる沖縄⼈の間どんなことが起こるんだろうな〜というお笑い。詳しくは⾔えないけど、実に⾯⽩かっ
た。

そういえば、これは初めて⽣でお笑いを⾒たんだね。中国でネットで⾒たことがあって、それも結構⾯⽩かった。でも、やっぱり⽣のが⼀番︕︕周り笑っている雰囲気がすごく
いいんだな〜

これからももっとお笑いを観たい︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



毎⽇が経験、あるいは何か新しいものを発⾒

2013.10.29

 昔は、毎⽇が同じことの繰り返しだって思っていた。勉強して、ご飯を⾷べて、寝てすごくつまらないと。でもいま⽇本で、よく気を付けていると違ったところがたくさん発
⾒できている。

    例えば今⽇、初めてバレーボールをやった︕中国でも⼀度、やってみたことはあるけれど、⼿が痛くて、痛くて、すぐにやめちゃった。今⽇の体育は、本格的なバレーボー
ル（⾃分で選択したんだ〜）。だってちょっと鍛えてみようと思ったからね~~~で、練習を始めたら、ヤバイことに…⼿が痛すぎる︕︕︕バレーのボールは他のボールよりは
やわらかいけれど、威⼒はすごい。同級⽣たちの腕もみるみる真っ⾚に。orz…でもみんなは慣れているって。…さすが⽇本の⾼校⽣︕それから試合を。…私は全然できないの
で、みんなの⾜を引っ張り続けてしまった気がして。試合は負けちゃった。QAQ……

   ンﾝ、たくさん練習すればいいよね~気にしない、気にしない（へへ）

    あ、⾔っておくね~多分そのうちに、毎⽇は⽇記をアップしなくなるからね。ちょっとおサボリだ~~へへ 
 ⽇本の⾼校⽣活を満喫させてちょうだいね~~~（⾔い訳をしてるっぽいなあorz）

⾱暁晴さんの⽇記



時間がたつのってはやいなｱ…

2013.10.30

 今⽇先⽣に、あさってからは冬服を着ていいっていわれた。ここの冬の制服は可愛いからうれしいな~それに時間がたつのは、なんてはやいんだろうってしみじみ感じた。…
QAQ  ちょっと前までは部屋で空調をつけてもまだすごく暑いと思っていたのに、今ではもう⻑袖を着ている。11⽉なんてまだまだ先って思っていたら、同級⽣たちの話では明
⽇はハロウィンだっていうし。…知らず知らずのうちに、また1ヶ⽉が過ぎちゃったね。

    この2か⽉、いったい何を学んだのかって⾃分に問いたださずにはいられない。来たばかりの頃はすごく順調だった。先⽣もみんな親切だし、同級⽣たちにもやさしくしても
らった。まわりも気を使ってくれて、困ったことがあると、いつも助けてもらった。本当に幸運なんだな、とすごく思う。でも、⽇、⼀⽇と過ぎていくと、⽇本への新鮮な気持
ちもだんだん薄れてきて、これが⽇常なんだって思うようになってきた。ちょっとうまくいかないことがあると、すぐに家が恋しくなったり。これが⾃分で越えていかなくちゃ
いけないハードルなんだってわかってはいる。この不安定な気持ちを⾃分は変えていけるのか、どれだけ変えられるのか、よくわからない。

    すぐにまた新しい体験が待っている。今の気持ちはちょっと複雑でよくわからないところもあるけれど、チャンスは前髪をつかめっていうしね。⼤晴選⼿︕ファイト︕

⾱暁晴さんの⽇記



ハロウィンとテレビ会議︕

2013.10.31

 

    ハロウィン︕︕︕ずっと前からちゃんと知ってたよ。へへ~~~でも⽇本の⾼校⽣って、特に何もしないんだってね。…でも︕予想外に︕担任の先⽣が授業の後にみんなにア
メをくれたんだ︕︕︕︕すごくうれしい︕︕︕ちょっとハロウィン気分~~英語も、先⽣がハロウィン関係の授業をしてくれたんだ。まず歌を聴いて空欄を埋めて、正解の⼈は
アメをもらえる。私はあとちょっとで正解だったのにQAQそれからハロウィンに関係のある単語記⼊puzzle~なんとか全部書けたよ~~キャンディゲット︕︕︕嬉しいよ~~

    今⽇は台湾の⾼校⽣とテレビ会議をしたよ~ずっと台湾には⾏きたいと思っていたけれど、まさかその前に台湾の⼈に会っちゃうなんて︕すごくうれしいな。私は司会をした
んだ（中国語でね）。向陽の中国語クラスの⽣徒は、⼀度、台湾の学⽣の家でhomestayをしたことがあるので、もうみんなとは仲のいい友達なんだって。お互い交流を楽しん
でいて、私まで楽しくなっちゃうよ~~~~（最近、中国語がどんどんヘタになってきている=

 =）それが終わってから、先⽣にパンと飲み物、それとチョコをもらっちゃった~~~（今⽇は、ちょっと糖分摂取過多みたい~へへ）

    アｱ~~~もうすぐ三連休。でも毎⽇部活があるんだ。⼤会がもうすぐだからね~週末もおじいちゃん、おばあちゃんのところに琉球舞踊を披露しにいくみたい~すごい緊
張︕︕もうすぐ模試だ。でも今は全然そんな気分になれないな（笑）

⾱暁晴さんの⽇記



推戴式

2013.11.01

午後の三限⽬に推戴式が⾏われた。それがどういうものか私もよく分からないけど…まず前期の⽣徒会と後期の⽣徒会が引き継ぎをして、校⻑の話と⽣徒会⻑の話があるの。そ
の後、校外の試合に参加したか、もうすぐ参加する部活メンバーたちが集まって、試合の成績や試合への意気込みなどを報告。私たち郷⼟芸能部は、9⽇に⼤きな試合が迫って
いるので、他の部員さん達と⼀緒に私も報告に⾏った。すると、応援団が私達にエールを送ってくれたんだ。応援団は、よく⾒る、⿊い服を着て⼿を振るあれじゃなくて、たく
さん⾯⽩い話（何て⾔うの…とにかく⾯⽩いの）をしてくれて、全校⽣徒、⼤爆笑︕⽇本語のお笑いって本当に奥深い。ハハハハハ︕

三連休︕でも毎⽇部活…明⽇は朝九時から午後⼆時まで。頑張る︕

⾱暁晴さんの⽇記



ずっと部活

2013.11.02

せっかくの休⽇なのに、部活がある。それに朝九時から午後⼆時までだ。疲れたーーーーーーー︕明⽇もあるみたいだし（泣）

でも頑張る︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕頑張って⾒せる︕︕︕︕︕︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



敬⽼会

2013.11.03

朝はいつも通り、部活でした。でも午後は郷⼟芸能部で敬⽼会に参加することになった。敬⽼会というより、⾚ちゃんの⽣まれも含めて、地域のお祝いの会だった。

昼ご飯は部員の⼀⼈の家で⾷べた。久しぶりのピザだった。めっちゃおいしかった︕それから、⾐装を着替えて、会場に⾏った。いっぱい⼈が集まっていた。でも緊張はあまり
しなかった。（笑）

曲は楽しくて速い曲だから、お客さんみんな盛り上がっていた。ひとつ⾯⽩い出来事があった。最後の曲は⼀番賑やかの曲だから、⼀⼈の酔っていたおじいちゃんが興奮して舞
台まで上がってきた︕びっくりした︕でもほかの⼈がおじいちゃんを舞台の下に引っ張ってくれた。みんな笑った。踊った後、たくさんの⼈に感謝された。本当にうれしかっ
た。それに、部⻑も今⽇の踊りを認めてくれた。でも声はまだ全⼒出していないようだから、これからいっぱい練習する︕

三連休の⼆⽇⽬はこのように過ごした。速くないですか︖

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



⼀⽇寝て...

2013.11.04

めったにない部活OFF⽇だから、しっかり寝てカゼを治そうとおもったんだ......⽔分もたくさんとって....でも症状の⽅は相変わらず。エーーーーン.......起きる時間を5時間は
越えなかったね。ハハハ......

久しぶりに、まったりと⼀⽇すごしたよ~~~~

⾱暁晴さんの⽇記



⽇常〜〜〜

2013.11.05

いつも通りの学校、授業〜それに、今⽇も部活⾏った。いつもと違うのは、先輩が三⼈来てくれた。成果を⾒に来たそうです。今まで頑張って練習した分を踊った。まあまあよ
かった。部員が少ないから、助っ⼈も来てくれた。⼈が増えて、賑やかのもいいと思う。雰囲気がとてもよくなった。よかったね。

まだまだ沖縄は暑くなったり寒くなったりしてます。冬服着たいんだけどちょっと暑いから…orz 寒くなれ〜〜︕（笑）

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



避難訓練

2013.11.06

初めて⽇本の学校で避難訓練をしたよ~~~︕最後の授業の時間が避難訓練になったから、嬉しかったな︕（へへ、ジョーダンだよ）校内放送が流れて、みんな並んで⼀番近い
階段から順番におりていく。段取りはスムーズ︕それからお巡りさんから消⽕器の使い⽅を教わった。…もう何度も⾒たことがあるけれどね。ハハハ。やっぱりうれしいな︕

  午後はいつものように部活へ。私が踊らない２曲の歌詞をもう覚えちゃった。だっておどらない⼈はバックで⼿拍⼦をとりながら歌うから。⾃分でもダンスがうまくなってき
ているなって思っちゃったりして。へへ~~もうヘンな動きだねって⾔われないしね~~うまくなったからだって信じたい（笑）

  毎⽇充実しているよ︕︕

⾱暁晴さんの⽇記



思っていること、など。

2013.11.07

今では⽇本の⾼校⽣活にもすっかり慣れてきた。テストのためにイヤイヤ勉強したり、試合に勝って友達と⼿を取り合って喜びあったり、部活でうまく踊れないときには落ち込
んだりもするけれど。でも、ふとした瞬間に、⽇本に来たばかりの時の気持ちを思い出したりしている（この初⼼にかえるっていう習慣は⾝についているみたいだよ~）。今の
この毎⽇は、以前に⾃分が望んでいたような⽣活だ。アニメやテレビドラマの影響もかなりあるだろうけれど、パソコンでみたことを実際に体験したいと思っていた。しかも今
はこれが普通の⽣活になっている。こんなこと、何か⽉前には想像もできなかったことなのに。今の毎⽇は本当に普通すぎて、とりたてて⾔う必要もないことなんだろうけれ
ど、これこそが⾃分がすごくあこがれていた⽣活だ。たとえば、初めてカラオケに⾏ったときはワクワクしっぱなしだった。コンビニでおにぎりをみつけて感激し、それからは
連⽇、⼣⾷を⾷べた後にまたおにぎりを買って⾷べていた。来たばかりの時学校の靴下を買いに⾏って、ずらっと並べられているのを⾒たときはもう、ウキウキしながら選ん
だ。……体育の授業の着替え、毎⽇の部活、そして⽇本⼈とドラマのセリフと同じようなスピードでかわす会話などなど、どれもあこがれていたけれど、中国にいては実現でき
なかったことばかり。それがここでは全部実現できている。本当に夢がかなったんだ。

    ⾼校1年⽣の時は、⾃分が何をしたいのかわからなかった。⾃分は何もできないからと、この活動に参加しなかったから。だからこんな気持ちにさせてくれて、夢を実現させ
てくれた⽇中交流センターに感謝している。みなさん、ありがとうございます︕（ペコリ）

    これからもたくさん⽇記を書くぞ~ヨロシクね︕

⾱暁晴さんの⽇記



緊張︕︕︕

2013.11.08

これだけ⻑い間練習を重ね....ついに︕明⽇が本番です︕︕︕︕︕︕もう今からすごい緊張してる︕午後部活が終わったあとに先⽣も先輩たちも応援に駆けつけてくれるんだ︕

明⽇はものすごい早起きな上に...荷物も多いから...うっかりなんか忘れちゃわないか不安で仕⽅ないうう....なにはともあれがんばるぞ︕︕

⾱暁晴さんの⽇記



嬉しすぎる︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕

2013.11.09

 嬉しすぎるので、中国語で書くことを許して︕そう︕郷⼟芸能⼤会で⼊賞したの︕︕︕

   初めから今⽇の試合のことを話させてね。朝の7時に会場で集合だったので、5時半に起床。⾊々と準備をして、他の寮⽣と⼀緒に、先⽣の⾞で会場へ。会場に着いて、他の
皆と合流。隣の公園で3回リハーサルをした。会場の休憩室に⼊って、準備開始。まずは髪の⽑から。髪の短い男⼦を除いて、⼥⼦は皆お団⼦にしなければならない。でも私は
髪を短く切ってしまったので、とても⼤変QAQ。ピンとワックスをたくさん使ったよ……⼀番驚いたのはお化粧。⼼の準備はできていたとはいえ、やってみるとやっぱり不思
議。顔に⽩い粉を塗って、それから⾚い粉を部分的に塗っていく。次に⾚い顔料で眉⽑を塗って、アイラインもひいて、⼝紅も。かなり濃い化粧だよね。鏡を⾒ておどろいた
よ︕⾃分だって分からないくらい。そして⾐装。浴⾐に似ているけど、あそこまで鮮やかじゃない。特に帯がキツイ……【私が⾷べ過ぎて太っただけorz】最後に布を細くねじ
って、頭にくくりつける。私は男性役だからね。

    準備終了。その間もたくさん練習があったのだけど、それについては割愛。私達の出番は最後から⼆番⽬だったので、他のチームのパフォーマンスは⾒ることができなかっ
た。ひとつ前のチームのパフォーマンスが始まると、私達は舞台裏へ。皆すごく緊張した表情。私も⼼の中で祈った。「絶対に間違えませんように」。パフォーマンス、スター
ト。少し間違えてしまったけれど、最初から最後まで笑顔を崩さなかった。終わった後の審査員の評価でも「向陽⾼校の笑顔は素晴らしかった」と⾔ってもらえた。舞台上では
皆リラックスして、⼼から楽しんでいた。

   かなりの実⼒者揃いの⼤会、本来、私達はただ⾒ている側の⼈間だったはず。なのに、優秀校の発表の時、なんとうちの学校名が呼ばれたの︕１５校中、ベスト５だよ︕先⽣
も⽣徒も、先輩も後輩も、全員が沸きに沸いた︕︕休憩室で、皆で記念撮影。皆素晴らしい笑顔だった。

9⽉から始まった⾟い練習。本当に無駄じゃなかった。向陽は進学校だから、部活にたくさんの時間を使うことはできない。だけど、私たちはやりきった︕︕︕本当にすごい
よ︕⼀⼈ひとりが、本当に優秀だった︕︕︕

先⽣や先輩⽅も、プライベートの時間を割いて指導に来て下さって、本当にありがとうございました。応援してくれた皆も、本当にありがとう︕

次は向陽祭︕頑張るぞ︕

⾱暁晴さんの⽇記



⼀⼈でカラオケ︕︕

2013.11.10

昨⽇⼤会も終わったし、課題はないから、今⽇遊ぶのができた〜〜「来週はテストよおい︕しっかりしろ︕」まあまあ、テストはアト回しにしてーーーーー遊ぼう︕「ウフッ」

⽣徒達はみんな⾃分の⽤事があるから⼀⼈で⾏くのを決めた。ちょうど買い物もするから、買い物して、⾏ったことのないカラオケに⼊った〜〜前回と同じ500円で最⼤五時間
歌放題だったけど、⼀⼈じゃさすがに5時間できないね…

で、歌い始めた。みんな知っているとおり、⽇本の歌好きなのでいっぱい歌った〜〜楽しかった〜〜〜

最終的には2時間しか歌わなかった。でも、めっちゃ楽しんだ︕︕来週も⾏く︕「おい︕来週はテストだよ︕」

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



11.11~

2013.11.11

今⽇は11⽉11⽇だよ~~中国では今⽇のこと、よく冗談で「シングルデー」なんて⾔うけれど、⽇本ではpockyの⽇なんだ~~~（注︓pockytって、⽇本では⼤定番のお菓⼦な
んだ。中国にもたくさんあるけれどね。棒状の⻑細い形が数字の１に似ているから）だから今⽇の放課後、学校の友達とpockyを買って⾷べたんだ~~~たくさん⾷べたから太
っちゃうよQAQ…pocky

 party…をするからって、９個買った⼈もいるんだって。….

    今⽇も部活に出てきた。⼤会後は勉強に専念するために、放課後の補習に出ている⼈が多いから、私も⼊れて部活に参加したのは4⼈だけ。他の⼈といっしょに踊ったことの
ないダンスをするのも、なかなかよかったよ~~ハハハ

    明⽇は⼤きなイベントがあるんだ︕︕︕⼀体ナニかな︖~乞うご期待︕ハハ

 

⾱暁晴さんの⽇記



放送コンテスト︕

2013.11.12

ダダダダーン︕昨⽇⾔っていた⼤きなイベントってこの̶̶放送コンテスト︕郷⼟芸能コンテストと同じく、⾼校の⽂化祭の⼀種。他にも合唱や⽂芸、演劇なんかがあるよ。私
は参加しなかったけれど、放送部が参加したので、これもいい経験と⾒学に⾏ってきた（しかも学校の授業を休めるし︕（ヤッタ︕））（本気じゃないから誤解しないでね
~）。

    7時半に校⾨集合。放送部のみんなと久しぶりの再会。それから放送部の顧問の先⽣が運転をしてくれる学校の⾞で会場へ。1時間ぐらいで那覇のとあるビルに到着。そこが
会場だった。コンテストは朗読、ナレーター、テレビ、ラジオの4部⾨。前の2部⾨ではその場で実際に読んで、あとの⼆つは事前に録ってあるものを審査員と観客が視聴す
る。4部⾨は同時に⾏われるので、いっぺんに全員の発表を聞くことはできなかった。まあ、参加者もすごく多くて、朗読だけでも100⼈ぐらいいたから。…だからビルの中の4
か所をぐるぐるまわったよ。みんなすごかったな（ま、私は外国⼈なんだけどさ）。コンテストが終わったら、⾷事。⾷事後、前2部⾨の決勝進出者が発表された。そして決勝
スタート。みんな会場内に集まって、決勝を観覧した。それから審査員のコメントがあって（審査員はみんなNHKの⼈）、受賞者の発表、賞の授与、でおしまい。残念だったけ
れど、ウチ学校で受賞者はいなかった。……QAQでも受賞した⼈は本当に素晴らしかったよ︕︕︕︕本物のアナウンサーみたいだった︕声もよかったよ︕︕︕︕︕あんなふう
になってみたいけれど、超ムズカシイだろうな= =

    今⽇はたのしかった~~勉強になったよ~~~︕

⾱暁晴さんの⽇記



久しぶりの⽇常〜〜

2013.11.13

やっぱり⽇常⼤好き︕︕普通に学校⾏って、授業聞いて、楽しめる〜それに、沖縄も寒くなってきて、ちょっと寒いけど、なんだか気持ちいいんだ。冬が好きかも（笑）

北のほうはもう雪降ったんだね。みたいな〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



バレーボールってむずかしいQAQ

2013.11.14

もうすぐ期末テストなので、今⽇から部活は停⽌...だから唯⼀の運動する機会は体育の授業︕︕体育で選択したのは未経験のバレーボール...やっぱり難しい︕（なんたって私の
反応がおそいから...）全然ボールを受けることができなくて、みんなに迷惑をかけちゃうQAQ...ゼッタイできるようになるぞ︕︕

みんなカゼなんてひかないでね︕体に気を付けて︕

⾱暁晴さんの⽇記



明⽇模試︕︕,,Ծ‸Ծ,,

2013.11.16

昨⽇の⽇記だけど。。。

もともと先週受けるんだけど、⼤会で今週になった。むずかしすぎて全然復習してなかった。（笑）成績はどうなるんだろう。まあまあ、気にしない気にしない「ふふ」

明⽇、⾏ってきます〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



模試終わった…

2013.11.16

タイトルには⼆つの意味がある….そして、どちらの意味も……本当に難しすぎた……勉強しなかったからというのが本当の理由……でも勉強したって覚えられなかったと思
う……【こら︕⾔い訳するな︕】答案には間違いがたくさん。地理はほとんど埋められず空欄だらけorz…

    ここではそこまで頑張って勉強しなくていいとはいえ、成績が悪すぎると⼼に影響が…ううう…⽇本の⾼校⽣、本当にすごい…

    反省します= =

⾱暁晴さんの⽇記



すぐまた期末が.....

2013.11.18

昨⽇は⽇記を書かなかった....なんとなく⼀⽇ダラダラとすごしちゃったから....へへ。もうすぐ試験なのに、全く勉強する気になれない....（オイオイ）

今⽇やっと地理の教科書を開いて勉強しようと.....地理ってすごくムズカシイ︕カタカナだらけで外国の油⽥や鉱物や天然ガスの産地やら..それと中国のも︕なんと私ったら⼤
慶油⽥しか知らなかった...orz他もよく知らないし。  やっぱり勉強にはむいていないよ。 しかも他の国のたくさんの油⽥を全部カタカナで暗記しなくちゃいけない︕︕︕どう
やってこれを全部覚えるっていうの︕⾦曜⽇には試験なのに︕中間試験と同じく、半分とれなかったら補習がまっている︕︕エーーーーーン、地理の神サマ、お助けくださ
い︕︕︕

期末試験は全部で4⽇間。今週の⽊⾦と来週の⽉⽕曜⽇で、⼀⽇三教科︕︕︕︕家庭科と保健体育も試験があるんだよ。保健体育は教科書もまだもらっていないのに....だからあ
きらめるしかないのかな。  QAQ

たしか某先⽣が試験なんてそんなに気にしなくていいって⾔ってくれたよね︕︕︕ハハハハハ、じゃあその⾔葉に従おうっと︕︕︕︕（なんちゃって︕）

⾱暁晴さんの⽇記



新発⾒︕

2013.11.19

最近病院に⾏ってきました。それで、お医者さんは「最近あまり体育に参加しないほうがいいよ」って⾔われて、今⽇の体育の授業は⾒学に変わりました。

でも、単なるそばに座って⾒るだけでなく、いろいろ仕事もあるんだよ。まず、コップを洗う。⽣徒たちが運動の後すぐ⽔分を補えるように、⽔を取って、コップを並べる。そ
れから、中の空気がなくなったバレーボールに空気を⼊れる。あまりにも使えないボールを解体「ＱＷＱ」し、空気を出す。ボールを割ることがちょっと難しかったな。ひとつ
のカッターを壊してしまいました…すみません（/TДT)/ それから、⽣徒たちの感想のノートに印鑑を押した。

それを全部した後、授業はもうそろそろ終わった。⽚づけて着替えて教室に戻った。それに、体育の先⽣に中国語を教えました。「晚上好」です。

すごく⾯⽩かった。

うちの学校の期末テスト早いね。。。でも、テストの後、⼀カ⽉の授業もあるんだ。「っえ︕」って感じ。

それに、もう⼀つ聞きたいんですが、お正⽉の時もし友達のところに⾏かなければ、どうしたらいいんですか︖

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



アｱｱｱｱｱｱ明⽇は中間試験︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕

2013.11.20

もう勉強はしないって決めたけど.....でも......政治経済はおもしろいからちょっと勉強しておこうかな= =練習帳をやってみたけど= =何も覚えられない.....ホントは⼀番⼤事
なのは地理︕でも覚えるのが難しすぎてあきらめちゃおうかと...かまわないぞ、追試でもなんでも来るなら来い︕︕︕コワくなんかないぞ︕︕︕︕︕︕︕

明⽇は家庭科のテストもあって....なんと⽳埋め問題なんだって︕︕︕でも全然ダメだと思うからあきらめモード= =（オイ）

週末が楽しみだな︕週明けも⼆⽇間、テストはあるけどさ︕︕︕でもテストがおわったらホッとできるしね︕︕Ｙｅａｒ︕︕︕

⾱暁晴さんの⽇記



テスト初⽇︕

2013.11.21

初めての期末テスト︕期末テストは四⽇間、12教科を受験する。中間テストとの違いは、期末は家庭、保健、中国語、英語表現が加えてある。それに全部記述︕QAQ 英語表
現の中確か⽂章を作るそうだ。難しそう︕︕

今⽇は、政治経済、家庭、国語をした。昨⽇復習したおかげで、政治経済は中間テストよりいい点数取れるはずだ。中間は⾚点ギリギリOrz 家庭はわからないから、勘でやっ
た。それに最後、⽇本の⾷料⾃給率の低下しつつある状況について原因と解決⽅法を書く⼩論⽂もあった。作⽂苦⼿だからめっちゃ悩んだ…何とか書いた。それからは国語。国
語はほかの⽣徒と違って、現代⽂の単語のテストをした。⽐べたら結構簡単だ。でも最後も作⽂があった。好きなことについて書くんだから…何書いたんだろう。教えな〜い。

テスト終わって⼀時半ぐらいに寮に戻った。ご飯⾷べて五時ぐらいまで寝た。でものんびりしている場合じゃない︕明⽇は地理だ︕地理︕地理︕︕頑張ろう︕

（勉強しなくても何とかなるさ。）「おい︕︕」

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



テスト⼆⽇⽬︕

2013.11.22

今⽇は⼀番⼤変だったかもしれない。地理もあるし、数学もある。地理は⼀応油⽥とか名前覚えたが、詳しいのはもう覚えられない。でも、テストの中結構出た。⼼配だな。数
学は難しいのはないが、計算ミスが出やすいです。⼀所懸命探した。  午後は病院に⾏った。まあまあ良くなってるから⼤丈夫です。  今⽇めっちゃ疲れたな。明⽇休み︕よ
し︕︕いっぱい寝る︕「おいおい」  これからも頑張るぞ︕
これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



驚いた…

2013.11.23

買い物の帰りにバスを待っていたら、突然⼀⼈の外国⼈が⾃転⾞に乗って私の⽅へ向ってきた。私は道を聞きたいのだろうと思っていたのだけど、彼⼥が挨拶の後に発した第⼀
声は、「あなたは神を信じますか︖」。

    中国でも宣教者が突然隣に来て「神を信じますか」と聞いてきたことはあったけど、外国で、外国⼈に、流暢な⽇本語で宣教されたのはこれが初めて。本当に、少し驚いち
ゃった。新鮮だったので彼⼥と少し会話をしてみると、彼⼥はモルモン教の⼈らしく、教会の地図もくれた。その時バスが来たのだけど、彼⼥は「ちょっと待って、まだあげた
いものがある」と⾔って、⽇本語で書かれた『モルモン経』という本を私にくれた。「本当にもらっていいんですか︖」、「ええ︕あなたにあげます」。ということで、私はそ
れを受け取った（あまり良くないことだというのは分かってる…だって私に⼊会の意思はないもの。でもとても断りにくくて）。宣教者ってやっぱりすごいね︕

    でも、その本はまだ開いてないんだ。⽇本語能⼒がそこまで⾼くないというのもあるし、中国語だったとしても、きっとしばらく読んだら寝ちゃうと思うorz…あの時どうし
て断らなかったのか、少し後悔してるんだ。

    でも、宣教者がどうやって宣教するのか知ることができたし、これも⼀つの勉強と割り切ろう〜

⾱暁晴さんの⽇記



未来はどう変わっていくのだろう。

2013.11.24

テストの⽇が続いてる。この間、⼀所懸命復習してる⼈が本当に多いです。それに、四時まで勉強している⽣徒もいるそうです。ほとんど寝ていない⽣徒もいるそうです。すご
いと思います。勉強会とかはもう普通だそうです。中国の⽣徒より頑張っているそうです。「ただ個⼈的な意⾒です」

⽇本のゆとり教育はどんどんなくなっているようです。友達によると、⼤阪の私⽴学校は⼟曜⽇も普通に学校だそうです。それに、これはどんどん広がるかもしれないです。今
の⾼校⼆年⽣の教科書は今の三年⽣のとは違っています。今の⼀年⽣のとも違っているそうです。⽇本の教育は改⾰しているようですね。

逆に中国では、ゆとり教育が始まっているそうです。⼩学校⼀年⽣はほとんど宿題はないそうです。⼦供たちがいい⼦供時代の思い出を作れるために…

でも、これは本当にいいのか。いつも「宿題を軽減せよ」と⾔っている私もちょっと迷いました。それに社会では、ゆとり教育に反対な声も増えているそうです。

そもそも学⼒は⼤切なものだと私は思います。学⼒があれば、この世に⽣きていくために便利です。じゃないと、なんで⼤学⼊試があるのか、なんで仕事を探すとき略歴書を提
出するのか。その⼤事な学⼒を養うために、⽣徒たちは⼀所懸命勉強しなければならないのです。でも、今は学⼒を育成する教育を緩くすると、その教育を受けた⼦供たちは、
この世に⽣きていくための競争⼒が失うのです。厳重に⾔えば、彼らの⼈⽣は終わるのです。それは、こちらの⼈たちだけがゆとり教育を実施していて、ほかのところはしてい
ないのですから。

でも、もし全世界はゆとり教育を実施したら…次世代がゆるくなっていて、発明するための時間が⻑くなるかもしれないのです。つまり⼈類の進化は遅くなるかもしれません。

でも⼀⽅で、⽣徒たちがあまりにも多く宿題をやらされることに対しては、「やり過ぎだ」としか⾔えません。

つまり、ゆとり教育は完全に悪くはないが、実施すると悪の影響は善の影響より多くと私は思います。教育に適度な緩さは許されます。

でも、これは私が考えることではありません。世の中の教育家たちなのです。こんなにいっぱい話してすみませんでした。⽂中はあくまで個⼈的な意⾒ですので、気にならない
でください。

未来はどう変わっていくのだろう。

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記





テスト3⽇⽬︕

2013.11.25

テストは英語と保健。…保健は選択問題と作⽂で、選択問題はカンで答えて、作⽂はちょっとは考えたかな。…あとは運を天に任すのみ。ww 英語のリスニングはわからないの
がたくさん、単語と⽂法はちょっとは勉強した。でも読解は勉強していなかったので、書けなかった問題も。…でもいいんだ。まあ、英語の成績はもともとよくなかったし~~
へへ

    明⽇はテスト最終⽇︕それから冬服⽣活が始まる。明⽇からは絶対冬服を着なくちゃいけないんだ。来年の5⽉ぐらいまでね。…だから明⽇はテスト終了後、服装検査がある
の。体育の授業の着替えがちょっとメンドウになっちゃうな..

    Ps︓こっちはそんなに寒くないよ︕20度ちょっとぐらい……

⾱暁晴さんの⽇記



試験最終⽇︕

2013.11.26

 やっと試験が終わった︕四⽇間の期末試験、初めてだったよ︕今⽇は中国語のテストも受けたんだ︕2級のテストで、外国⼈向けのだけど、中国⼈の⾃分でも、答えはどれかな
って迷っちゃうこともあったよ。…やっぱり私の中国語はダメダメなんだorz…⽣物はすごく難しかった︕︕︕もう空欄だらけ︕でももういいんだ。ぜーんぶ、終わったことだ
から。へへへへ~~今⽇は服装検査もあったよ。たとえばスカートの⻑さがあっているかとか、学校指定のシャツを着ているかとかね。…もしひっかかっちゃったら、厳しい指
導がまっている【= =】でも私の服は特別だから不合格になりっこない~~

    先⽣がもう採点が終わっているのもあるって⾔っていた。明⽇には私たちに返すって。さすがです。⽇本の先⽣ってなんて仕事が早いんだ。…

    ちょっとずつだけどもっとがんばらなきゃって思うよ︕ダラダラしているわけにはいかないもんね︕いっしょに頑張ろう︕︕︕︕

⾱暁晴さんの⽇記



めずらしい午後の授業はナシ~~

2013.11.27

午後、同級⽣たちは修学旅⾏のポスター作り、しかも修学旅⾏の⾏き先は外国なので、私は可哀そうにみんなと⼀緒に⾏くことが出来ない。というわけで⾃習~

⾃習って⾔っても、特に勉強する準備もないので、先⽣から仕事をおおせつかりました~~~

ちょっとだけ本当に先⽣の仕事を⼿伝っているカンジだった。でも⼤変なことじゃないよ。資料を整理するだけ。でもうれしかったな~

整理ができたら先⽣が持ってきた本を読んでいた。⽇本語と英語に関する本。すごくオモシロイ...

今⽇の⽇記はめちゃくちゃだね~~

⾱暁晴さんの⽇記



さむっ︕

2013.11.28

 やっぱりもうすぐ12⽉だもん、だんだん寒くなってきた。……今朝、起床点呼の時、ドアを開けると超冷たい⾵が顔に吹き付けてきた。ま、ちゃんとその前にたくさん着こん
でいたからダイジョウブだったけど。ハハハハ~

    登校するときも寒い。たった30秒で着いちゃうけどね。……みんなあいさつの後のセリフは「今⽇はすごく寒いね」だよ。

    明⽇はもっと寒くなるんだって。….最⾼温度は15度…︕（これでも⽇本で⼀番あたたかいところになっているんだけどorz）

    みんなもちゃんと暖かい格好をするんだよ︕

⾱暁晴さんの⽇記



成績が出たよ...

2013.11.29

びっくりしたのが、中間ほど頑張らなかったのに中間よりも成績が良かったこと....数学と化学は前回よりも点数が良かった= =...それと更に嬉しいのが英語もこの前より点数
が上がったこと。前回よりも難しくなってたのに。国語は他の⼈とは違うテスト内容で、⽐較的簡単な内容だったから、結果はまぁまぁだった。⽣物はほとんど答えを埋められ
なかったと思ってたのに、なんと︕︕︕そこまでひどくはなかった。地理はね~︕︕⼀番時間をかけて復習した割に、そこまで点数は良くなかったんだけど、それでも50点を超
えたから補習は逃れられた︕︕yeah︕あとは政経だけだぁ~~政経すごい難しかったからなああ.....祈るしかない︕

⾱暁晴さんの⽇記



お休み〜

2013.11.30

最近ずっと中国語で⽇記を書いているね…怠けすぎ︕次は⽇本語で書く︕

試験が終わって、皆のびのびしているよ。週末は、寮のほとんどの⼈が実家に帰ったり遊びに⾏ったり。でも私の交友関係はまだそんなに広くない（もう3カ⽉になるのに）…
だから寮を出る機会もなくて…寮の中でのんびりするしかないんだ〜

⾵邪もまだ治っていない。しかも最近は寒いし乾燥もしているから、ちょっと⾟い。だから今⽇は⼀⽇休むことにしたよ。友達が貸してくれた⼩説を読もう〜っと（近々、図書
館に何冊か本を借りに⾏くつもり）。まだ硬い⽂章に慣れなくて、読むのが遅いけど、たくさん読めばきっと⽇本語のレベルが上がるよね︕（笑）

中国語スピーチコンテストの全国⼤会まであと少し︕しっかり練習しているよ。いい結果になるといいな︕

⾱暁晴さんの⽇記



私は、変わっている

2013.12.01

いつの間にか、この町、静かで空気がいい街がある町を好きになった。もともと都市出⾝の私にとっては、「便利」ということは⼀番⼤事なことだと思った。でも、たとえそん
なに便利ではなくても、⼼が静かになれ、ゆっくりいろいろなことを考えられる場所もいいのではないかと初めて思った。いま、振り返ってみると、私が忙しかった⾼校の⼀
年、毎⽇勉強で、宿題も多くて、遊ぶ時間はほとんどなかった。本当に⼤変だった。でも今、毎⽇静かで、便利はそんなに⼤切だとも思っていない。

私はどんどん変わっている。これこそが留学の⼀つのプレゼントではないか。

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



グループディスカッション

2013.12.02

国語の授業で、クラスを７つのグループに分けて、ある現代⽂についての内容をディスカッションした。その⽂章のテーマはなぜ⼈類は差別をするのか、ということ。先⽣から
プリントをもらってから５分間で資料を選択し、それから⽂章を要約して⾃分の意⾒を発表する。私はある幼稚園の資料を選んだ。その幼稚園の園児たちはみんないろいろな国
の出⾝で先⽣は⽇本⼈。私の意⾒は、宗教や国籍、肌の⾊の違いで⾃分は他の⼈とは違うと思う事もあるだろうけれど、こういった⾮協調的な感情をなくすことができれば、差
別はありえないはず。先⽣が５分間って⾔ったときはできるかなって思った。やっぱり私の⽇本語のレベルはまだそこまでいってないから。orz…でもがんばったよ。発表もち
ゃんとできたしね。でもやっぱりちょっと緊張しちゃったな。……= =

⾱暁晴さんの⽇記



調理実習2

2013.12.03

今⽇はまた調理実習をした︕︕卵でクッキーとマヨネーズを作った〜〜写真は残念ながらとっていなかったが、味はしっかり頭の中で覚えてますぅ〜でも、もっともびっくりし
たのは、ひとつだけの卵で、五⼈分の料理も作れる︕︕「まあ、もちろん昼飯ではないけれど」チョーおいしかった︕マヨネーズも意外とおいしかった︕︕もともとは⾃分が作
るのより、売ってるマヨネーズのほうがおいしいと先⽣は⾔ってるけど… クッキーもぱさぱさでおいしかった〜〜〜〜

ああ〜次はいつかなぁ〜〜〜〜もっと作りたい︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



無題~~

2013.12.04

最近ずっと悩み続けているある問題が.....今は⽇本の⽣活にも完全に慣れてきたけれども、よーく考えると違う国なんだから、当然違うところもいろいろある。たとえば⼀番⼀
般的なことって⾔ったら左側通⾏。中国にいたときもよく⾹港には⾏っていたけれど、やっぱり⾞が左側を⾛るのは違和感がある。道路を渡るときもいままではまず左を⾒てか
ら右を⾒ていたけど、今はいつも気をつけないと......これはいまだに慣れないな....

中国ではいつも休みには⼀⼈でいろいろなところに出かけていた。でもここの⼈たちは⼆⼈以上で⼀緒に⾏動するのが好きみたい。これも習慣の問題かもね。

これからもがんばらなくちゃ︕︕︕

⾱暁晴さんの⽇記



部活参観

2013.12.05

⼀⼈の友達が吹奏楽部の部⻑なので、それにずっと前から⽇本の吹奏楽部を観たかったので、今⽇⾒学に⾏きました。⼊るとかじゃないけど…だって、もう三つの部活に⼊った
から〜（笑）

（）を吹いてみたが、で⾳程の調整が難しくてきなかった。それから、練習を⾒た。部員さんたちが肺活量がすごかった。それに親切だった。

吹奏楽部も合唱部も⾳楽室を使うから、ついでに合唱部の練習を⾒た。今⽇は⼆⼈しか来なかったけど、⼆⼈とも声がきれいだった。すごい︕︕

この⼆つの部はクリスマスの時、コンサートがあるので、⼀所懸命練習している。コンサートみたいな〜〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



しばらく⽇記の更新ストップしちゃって、ホントにホントにホントにごめんなさいっっ︕︕︕

2013.12.08

⾦曜⽇はナゼだか書かなくて、⼟曜⽇は書くつもりだったのに他の⼈がネットを使っちゃってたのQAQだから今⽇はその分の⽇記を書かせてちょうだい~~~

昨⽇は映画を観に⾏ってきたよ︕︕ルパンvsコナン~ちょうど昨⽇が封切だったので、ソッコー⾏ってきたんだ。へへへ~~早い時間から那覇に⾏って、チケット購⼊。もうサ
イコーに良かった︕︕字幕がないからちょっとタイヘンだったけど、だいたはわかったからね=v=ここでネタバラシするわけにもいかないから、はやく観に⾏って︕最後はな
んだかまだ終わったような気がしなくて。それに劇場版第18弹の予告もかっこよかったｱｱｱｱｱｱ︕︕私の隣り座っていた⼈なんて、映画中、ずっとカッコイイ、カッコイイって
⾔ってたよ。私も⼝には出さなかったけど、全く同感~

今⽇は⼀⽇ボーっとすごした。でもめずらしく今週は宿題が︕宿題を終わらせてからひと眠りしたよ。へへへ~

⾱暁晴さんの⽇記



シンガポールからの留学⽣︕︕︕︕︕

2013.12.10

学校では前からシンガポールの留学⽣のホストファミリーを募集していたんだ。私はホームステイをしていないけれど、ある友達の家でシンガポールの留学⽣を受け⼊れること
になったの︕︕そして今⽇彼らがついに︕︕︕やってきた︕︕︕︕︕

ここにいるのは五⽇間だけだから週末⼀緒にはでかけられない。でもこの学校に私以外の留学⽣がいるなんて、なんだかカンゲキ︕へへ。だから放課後さっそくその友達のクラ
スに⾏って留学⽣に会ってきたんだ。だってシンガポール⼈だもん、中国語を話せるから。中国語で彼⼥と話をしたよ。でも使っている語彙が違うんだよね。たとえば私は中国
語のことを「中⽂」っていうけど彼⼥は「華⽂」って⾔葉を使うの。私は「英語」って⾔って、彼⼥は「英⽂」。使い⽅が違うよ~~隣で私たちの様⼦を⾒ていた同級⽣は固ま
っていた....（ただ外国⼈が外国語で話していただけなんですけど= =）みんなと⼀緒に授業を受けるのは今⽇だけみたい。明⽇からはどうするのかな.....orz

ここのところ中国語ばっかりで⽇記を書いてマス︕︕ゴメンナサイ.....QAQ

⾱暁晴さんの⽇記



久々に⽇本語で（笑）

2013.12.12

やあ…久しぶりですね。

実は最近⾵邪にやられちゃって、ちょっと休んでたから、⽇記を書いていなかったです。でも、今はよくなりましたよ。（笑）

さて、今⽇あったこと書こう。シンガポールの留学⽣たちともう⼀度話をした。⽇本語習ってはいないそうなので、中国語で話した。彼⼥たちはここが好きになって、私がここ
に⼀年もいられるなんて羨ましいと⾔った。しかも、⼆年間ここで私と勉強したいって。冗談だったがうれしかった。私にとっての当り前のことがほかの⼈の羨ましいことにな
るのが不思議だった。だから、このチャンスを⼤切にしなきゃと思った。中国語授業で、⼆学期を振り返って、三学期の⽬標を発表することになった。もともと⾃分の思うこと
を考えることが苦⼿で、とても深く考えました。でも、物事を整理することができなっかった。とりあえず⾃分の思いついたことを話した。 これから真剣に考えなくちゃなり
ませんね。

というわけで、みなさん、最近寒いよ︕私みたいにやられないよう、厚着してくださいよ〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



最近あまり更新してないよね（笑）

2013.12.16

それは、京都⾏ったからだよ〜〜〜めっちゃ興奮した︕︕︕︕︕︕

中国語スピーチコンテストの全国⼤会で、向陽⽣のコーチ役で⾏った。中級はとても上⼿な⼈が⼤勢いた。だから、とても⼼配した。でも、結果はまあまあ良かった。⼆位と五
位だった。⼀位の⼈は死に上⼿だった︕︕（死に︓沖縄⽅⾔＝とても）中国⼈みたい︕︕すばらしい︕でもうちの⼦も上⼿だよ〜〜「⾃分で⾔うな︕」へへ（笑）

で、そのひは嵐⼭に⾏った。ひといっぱいだったけど、綺麗だった。⾔葉出来ないぐらい︕︕︕︕︕ 翌⽇は⾦閣寺、銀閣寺、清⽔寺に⾏った︕︕忙しそうけど、京都をしっか
り味わっていた。素晴らしかった︕︕︕︕︕︕「⼀⽣の夢（笑）」

昨⽇の夜帰ってきた。疲れたな〜〜〜〜でも、楽しかった︕︕︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



調理実習︕︕3

2013.12.17

⽕曜⽇はいつも忙しいよね。今⽇の家庭科は調理実習で、クリスマスケーキとマレー⾵カレーを作った︕︕︕⾃分たちでケーキをデコした︕︕フルーツをめっちゃ使った。チョ
ウーおいしかった︕カレー担当なんだけど、⼀度も作ったことがない。（笑）でも、まあまあできた。みんなにもおいしいって⾔われた。これで作り⽅が分かった〜〜よし︕か
えって作ろう︕︕

それに今⽇体育の授業は剣道だった。すごく楽しかった︕またあとで話そうね︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



放課後講座〜

2013.12.18

私のいるこの学校は、進学校ですから、毎⽇講座があって、先⽣がいる講座と、⾃学講座がある。⾃学は六時半から七時半まで。毎⽉名簿更新される。でも、わたしは取ってい
ない。

しかし、最近数学の講座が開かれた。主に難関⼤学の⼆次試験に出される可能性が⾼い問題について授業するから、⾯⽩いと思って、取ったんだ。で、今⽇は⾏った。

三つの問題があった。全部京都⼤学の出した問題だ。とても難しかった。ひとつしか解けなかった。でも、答えみたらわかると思います。 それに、もし三つも解けたら、私京
都⼤学に⾏けることになっちゃうんじゃない︖ww （笑）

来週もあるそうだ。とにかく頑張ろう︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



剣道︕︕

2013.12.19

今⽇も体育があったんだけど、剣道の先⽣が⽤事で出かけてしまったのでバトミントンになったんだ~バトミントンなんて久しぶり。はじめのうちはまごついちゃって全然打ち
かえせなかった。でもやっているうちにだんだん感覚が戻ってきたけどね~ダブルスは全勝︕なぜって、ペアを組んだ⼈が超うまかったから︕︕ハハハハ

それから剣道のことね~胴着を借りるのが間に合わなかったので、体育着で剣道の授業を受けているんだ。みんな、先⽣からまず⾃分にあった防具を選ぶようにって⾔われた。
体の⽅のは⼤丈夫なんだけど、私って頭が⼤きいから（ハハハ）、合う⾯を探すのに⼿間取っちゃった。防具はどれもずっといろいろな⼈が使っているものだから、なんだかち
ょっと汗クサイorz~でもこうでなくっちゃ︕︕︕みんなの稽古の努⼒のあとが感じられる︕︕︕⼝には出さなかったけど、⾃分もしっかり剣道を学ぶぞって決⼼を。

話が横道にそれちゃった~それから先⽣に防具の付け⽅を教わった。⾯以外のね。つけおわったら、みんな⼀列に並んで正座して、⾯を⾃分の左前に置く。こうすると礼ができ
るからね。そして⽵⼑を持って練習開始。先⽣がまず個々の動きを教えてくれて、それを20回。その後2⼈で向き合ってひとりが⽵⼑を横倒しにもってそれを⾃分の頭の上で構
える。そしてもう⼀⼈が⽵⼑でそれに打ち込む。何回か練習した後、今度は胴への打ち込みを教えてもらった。それも何回か練習してから授業終了。すごく楽しかった︕︕

だから剣道を選んだんだ。だって剣道は⽇本の象徴の⼀つだからね。剣道っていえば⽇本が連想できるし。それに剣道って勇気も必要だし、つねに相⼿をみすえていなくちゃい
けないスポーツだよね。しっかり⼼の準備をしなくちゃ。闘志が無くては剣道に限らず、何事でも勝てないから。

これはみんな⼈からの受け売り。ま、他⼈の考え⽅だよね。だから⾃分⾃⾝で体験してちゃんと感じたいんだ。

がんばるぞ︕

⾱暁晴さんの⽇記



お泊り〜〜

2013.12.22

週末また泊まった〜〜うれしい〜楽しかったよ〜

国際通りに⾏った〜⼤体お⼟産のみちですから、修学旅⾏の学⽣さんとか観光客とかひとが多かった。星砂のアクセサリーを買った〜チョー綺麗︕今度も⾏こう〜

もうすぐ冬休みだから〜ホームステイ楽しみ︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



クリスマスパーティー︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕

2013.12.24

夜⼋時から、寮の⾷堂でクリスマスパーチーが⾏われた（笑）みんなそれぞれ⾃分のプレゼントを⽤意して、ダンボール箱に⼊れた。

そして、たくさんのお笑いや漫才を⾒た。速くてあまりわからないけど、理解できる限りすべてチョー⾯⽩かった〜ははっはっは ⼀年⽣の男性は少⼥時代を踊った︕︕︕⾯⽩
かったハハハハハはは︕︕

⾷べ物はクリスマスケーキとシャンパンだった。初めてのシャンパン︕︕アルコールはないよ〜〜おいしかった〜〜

今⽇は時間がないから、明⽇はまた書きます︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



クリスマス︕︕

2013.12.25

みんな、メリークリスマス︕︕︕︕昨⽇書ききれなかった⽇記の続きね~~

    プログラムが盛りだくさんで気分も最⾼︕︕それからクリスマスプレゼントの交換~私が準備したプレゼントは陶器のサンタさんと、キャンディ~みんなでくじ引きをして、
私のはお弁当箱とチョコレート︕︕カワイイ︕チョコもおいしい︕プレゼント交換が終わったらパーティ終了。でも時間はもう10時。それから⽇記を書いていたら時間が遅す
ぎることに気がついて、まずはおやすみなさい︕これがナゼ⽇記が書けなかったかっていう理由ね（笑）

    今⽇は終業式なんだ。終業式なんだけど、午後と明⽇はまだ冬期講習がある。要参加︕︕なんだ。私の貴重な冬休みが…QAQ  

    午後、学校が終わってから⾳楽室でクリスマスコンサートがあるんだよ︕1か⽉以上前から楽しみにしていたんだ︕早く⾳楽室に⾏っておこうっと~合唱部のクリスマスソン
グから始まって、吹奏楽部の演奏、最後は軽⾳楽部︕︕︕︕︕合唱部って、みんなすごいんだよ︕声がめちゃくちゃキレイで︕本当にホワイトクリスマスの夜に教会で聞いてい
るような気分になっちゃうぐらい︕吹奏楽部だって良いんだから︕よく知っているクリスマスの曲をみんな演奏してくれるんだよ~軽⾳部を聞くのは初めてだけど、すごいバン
ドなんだよ︕

    こんな充実したクリスマスは初めて~~~100円ショップのクリスマスオーナメントもムードをずっと盛り上げてるね~それにケーキも作って、スナックParty~クリスマスパ
ーティ~クリスマスコンサート︕︕⽇本の⾼校⽣活ってイベント盛りだくさんだね︕

⾱暁晴さんの⽇記



⼤学⾒学︕︕︕

2013.12.26

冬季講座⼆⽇⽬。

講座は午前に終わる。午後は沖縄科学技術⼤学院⼤学に⾒学に⾏った。最初は普通の先端技術がある⼤学だと思ったが、⾒学した後、その考えがとても⽢かったと思った。

まず、キャンパスの広さとデザインがとてもすごい。広いし、デザインがすべてアメリカ⾵です。明るい⾊の壁、ガラスが多く、外部会議室もある。研究するところはガラスで
囲まれていて、外から⾒えるようにしている。学⽣寮の外部は別荘みたいに塗装してある。⾃動販売機とか、カフェテラスまで設置してある。

それから、教員がすごい。研究するものは化学、物理、数学、⽣物とかで、ノーベル賞受賞者が五名もいる。（すべて教員なのかはわからないけど）外国⼈が七割ぐらいいる。
⾒学しているとき、⽇本⼈があまりいなかった。（笑）紹介を聞いて、教授はすごそうだと思った。

それから、⼤学院⼤学という名前もすごい。それは、⼤学に⾏った後、別々で修⼠と博⼠を研修することはない。⼀緒にして、五年間勉強した後、博⼠になる（詳しいのは分か
らない（笑））それに、学⽣さんは半数以上は外国⼈で、40か国から来たそうです。授業は全部英語でやる。

この⼤学院⼤学の⽬的は、沖縄を発展させることです。⾒学した後、ちょっとくらい、⾃分も⾏きたいなと思った。（笑）機会があったら、ぜひ⾏きたいなと思います︕

これは宣伝ではないよ〜〜ではないよ〜〜ないよ〜〜よ〜〜（笑）

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



よいお年を。

2013.12.27

冬季講座三⽇⽬。午後は三年⽣の激励会とそのあとの部活⼤掃除。もうすぐセンターだから、受験⽣たちに⾃分たちの⾔葉を送ったり、励まし⾔葉があるしおりを送ったりし
た。そのあと、先輩たちはかつカレー⾷べた〜私たちは⾷べれないけどね（笑）冗談冗談、先輩たち︕センター頑張ってください︕

それからは部活⽣⼤掃除だった。私の⼊っている郷芸部は学園の外、周りのゴミ拾う仕事だった。最近、沖縄でも寒くなって、⾵が強くなってきたから、外にいるときとても寒
かった。でも、部活の友達としゃべったり、通りかかった⼈とあいさつしたりして、とても楽しかった。逆に寒いのもいいのではないかと思った。⼀時間半ぐらいかかって、⼆
つのゴミ袋がいっぱいになった。

それに、⼀番⼤事なのは、今⽇は学校最後の⽇。寮も明⽇午前中閉まるので、私がゴミ拾って寮に帰った後、多くの寮⽣たちはもう帰った。寂しくなったね〜〜（笑）部屋がち
ょっと汚いので、ちゃんと⽚づけた。疲れた〜〜でも、こうして冬休みの後寮に帰ったら、気持ちは悪くならないと思う。

明⽇から正式に冬休みだよ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜うれしい︕︕ホームステイ楽しみ〜〜〜︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



みなさん、あけましておめでとう︕︕︕

2014.01.05

ずいぶん⽇記の更新していなかった。….っていうのも、パソコンがネットにつながらなくなっちゃったんだ。それでサボっちゃって（へへ）（ダメでしょ︕︕）

冬休みはサイコーだったよ︕︕順番に話させてね。~

 

2013 12 28 荷物をスーツケースにつめたら、11時に寮の⾨のところでホームステイ先からのお迎え待ち~すぐに迎えの⽅が来てくれた。⾞に荷物を積むのを⼿伝ってもらって
⾞内でもおしゃべり~~離島には⾏かなかったけど、本島にだって本島のいいところがある。わりとすぐに到着。カワイイ猫ちゃんも1匹いるんだよ~⾸のところをケガしていた
QAQ痛そうだったな… 今回受け⼊れ家庭になってくれたその同級⽣とは、マンガと⾳楽の趣味がぴったり⼀緒なんだ。さっそくマンガをみせてもらった。私がマンガを読んで
いる間、彼⼥は年賀状書き。プリンターでつくっている︕すごくたくさんの枚数を書いていて、イラストも書き添えていた。ホント、すごすぎ︕︕それから古本屋さんへGo︕
本がたくさんありすぎて⽬移りしちゃうよ~しかもどれも安いっ︕︕︕︕家の⼈はみんないい⼈だったよ~本当にラッキー︕へへへ ⼣飯もすごくおいしかった~

 

2013 12 29 お昼ごはんは家族みんなで回転ずしへ~初めて⾒るのばっかり（よけいなこと）︕お腹いっぱい⾷べたよ︕︕午後はショッピングモールで服をみてまわって、それ
から「不思議なアート展」へ。確かに絵なのに、本物そっくり︕︕おもしろい︕夜は那覇空港の近くに⾏って、⾶⾏機が降りてくるところを真下から眺めた︕︕︕⾶⾏機は私か
らたった10Mぐらいとところを⾶んでいた︕︕これは旅⾏では味わえない貴重な体験だったよ︕

 

2013 12 30 朝⾷の後、ホストファミリーの皆さんにプレゼントを渡してお礼を伝えた後、今度は次のホームステイ先へ。午後は平和記念公園に⾏った。沖縄の⼈々の世界平和
を渇望する気持ちが伝わってきた。⼣⾷は和⾷~~ちゃんとした和⾷で、お店で⾷べたんだ~種類もたくさんあって、おなかいっぱい~ 帰ってから⽇本レコード⼤賞をみ
た︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕AKB48がスキなので、受賞してほしかったけど、結果はEXILE。…ちょっとガッカリ。でもEXILEリーダーHIROの最後のレコード⼤賞なんだから、
祝福してあげなくちゃね~~︕︕へへ

 

2013 12
 31!!! ついに2013年最後の⽇︕︕︕午後はイルミネーションを⾒にいってきたんだ︕超キレイ︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕それに屋台で⾷べ物もたくさん売っていたよ︕︕︕綿アメ

もすっごく⼤きい︕︕そうそう、9⽉の終わりにliveに⾏ったんだ︕︕そのバンドがイルミネーションのイベントステージに登場していた︕︕︕︕演奏が終わってから、応援グ
ッズのタオルを買いにいったら、ボーカルの⼈がすぐそばにいて、私に気づいてこういいながら握⼿をしてくれた。「君のこと覚えているよ︕︕︕あの時の留学⽣だよね︕︕」
もう⼤カンゲキ︕覚えていてくれたなんて︕︕それから⼀緒に写真を撮って、ボーカルの⼈に、タオルにサインをしてもらっちゃった。︕まわりのファンのコたちはうらやまし
がって写真を撮ってたよ~~~ハハハハ   

⾱暁晴さんの⽇記



カウントダウンは⼤興奮︕︕カウントが0になったとき、光り輝くものが空に昇って⾏った︕やっぱりそうだ︕︕花⽕だよ︕キレイだな~~写真を撮って~動画も︕もうワクワク
しっぱなし︕︕こうして迎えた2014年だ~

みんなでお祝いを⾔い合って~~今年もどうぞ、ヨロシクね~

 

2014 1 1夜遅くにやっと就寝。ずっと興奮しっぱなし~それから朝起きて、ゆうゆうとご飯を⾷べて、テレビを~昨晩観ていなかった紅⽩をみたんだ~また⽩組の勝ちだったね
= =ここ3年、ずっと⽩組が勝っているみたいだけどorz だってarashiがいるから。。。⼥性司会者はすごく可愛かったな~ずいぶんトチっていたけど、それがカワイイ~~~︕

 

2014 1 2 まず参拝して、おみくじを引いたら中吉…。まあ、凶じゃなきゃいいんだ~それからみんなで沖縄最南部から最北部の⽔族館に移動︕︕︕⾞で2時間かかったよ~でも
嬉しいっ︕︕︕鯨を⾒たよ︕︕⽔族館の⻘って本当にキレイ~~~~~~~~~~~~~~できることならずーーっとそこにいたかったな。へへ。~お⼟産も買ったよ~~帰ってか
ら、⼣⾷は広東料理︕︕︕︕︕︕︕オイシイ︕︕︕︕︕まさか⽇本で中華料理が⾷べられるなんて思ってもいなかったQAQ涙がでちゃいそう。お年⽟ももらったよ~~~ホーム
ステイさせてもらっているだけなのに、お年⽟をくれるなんて~すごく嬉しいな︕

 

2014 1 3 ~2014 1 4 この⼆⽇間はダラダラとテレビをみたりマンガを読んだりで全然宿題をやっていない~~~夜は焼⾁︕︕

2014 1 5 そして今⽇︕︕︕こんなに書いちゃった︕︕︕これが最⻑の⽇記だね~ こんなあっという間に学校が始まっちゃうなんてショック……冬休みってもっと⻑いものだと
思っていたのにな~ホストファミリーとのお別れはもっとつらいよ。この何⽇間か、本当にお世話になってよくしてもらえたから。QAQ  もう泣いちゃう。

 初めてのファミレスが、お別れの最後の晩餐なんてQAQ 同級⽣とはもちろんまた会えるけれど、家族の⼈たちとはもう会えないんだろうな。QAQ ずごく泣きたい気分。….

 

別れはつらいけれど、前をむいていかなくちゃ︕すぐに三学期だ︕︕︕今学期もがんばるぞｵｵｵｵ︕それと中間研修も︕︕︕ファイト︕︕

 

 



PS:宿題は今、がんばってやってマス︕︕



始業式〜〜

2014.01.06

三学期初⽇︕︕︕だからとっても忙しい︕しなきゃならないことが多くて、覚えられないぐらいにね。。。でも、忙しいのは今しかないだろう︕帰ったら、勉強にしか忙しいこ
とはないんだから。ほかのことでいろいろ楽しむことはないと思う。ですから、今しかない︕いつやるの︖今でしょ︕「ふるっ︕」へへ〜

あのう…⽉例報告はまだ届いていないようですが…たぶん閉寮の時に誰もいないから…かも…もう六⽇ですから、早くしないと締め切りまでは⼤変そう（/TДT)/ どうしたらい
いですか︖

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



体重ゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥ︕︕︕︕︕

2014.01.07

寮に戻って、体重を測った。なんと︕︕︕めっちゃ増えたぁぁぁぁ︕︕︕︕︕︕数字は恥ずかしくて⾔えないけど、もう⼈に会う勇気が失ったくらい太った… （涙）だから正
⽉は⼀番太る時と⾔われているね。冬休みにいつも⾷べて寝て起きてまた⾷べる。体が全然動かない︕おかげでのんびりした冬休みを過ごしていたが、体重は… π__π

これからは体を動かす︕︕︕︕︕︕約束する︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



また講座

2014.01.08

気合⼊って⼆つの講座も参加した。国語基礎と数学難関。

国語は⽕曜⽇。せっかく⽇本の国語教育受けられるから、⽇本語もっとべんきょうしないと。⼀回⽬の授業を受けて、⾯⽩かった。よかった〜〜

数学は⽔曜⽇。難関⼤学に興味あって、そして数学が好きだから。今⽇は早稲⽥⼤学と東京⼤学の問題を解いてみた。わからなかったが、ヒントをみて解いた。まあ…難しいな

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



剣道

2014.01.09

体育の授業は剣道。この前も⾏ったけど、今⽇は違う。今⽇は。。。。。袴を借りてきたから︕︕︕︕ずっと前から袴を着ている⼈がかっこよく⾒えると思う。だから、超︕興
奮︕︕︕そして、貸してくれた先輩に感謝します。

剣道は楽しい。「剣道部はあるが、もう別の部活に⼊っているので残念ながら…」⽵⼑もずっと前から憧れてた︕侍のアニメとか⾒ていたから。

練習はどんどん慣れてきた。先⽣もやさしくて⾯⽩い。最⾼︕︕︕

頑張ります︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



剣道

2014.01.09

体育の授業は剣道。この前も⾏ったけど、今⽇は違う。今⽇は。。。。。袴を借りてきたから︕︕︕︕ずっと前から袴を着ている⼈がかっこよく⾒えると思う。だから、超︕興
奮︕︕︕そして、貸してくれた先輩に感謝します。

剣道は楽しい。「剣道部はあるが、もう別の部活に⼊っているので残念ながら…」⽵⼑もずっと前から憧れてた︕侍のアニメとか⾒ていたから。

練習はどんどん慣れてきた。先⽣もやさしくて⾯⽩い。最⾼︕︕︕

頑張ります︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



⾦曜⽇だ︕

2014.01.10

⼀週間早っ︕もう⾦曜⽇だ。しかも三連休〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜遊べる〜（おいおいおい）

午後のロングで修学旅⾏の出し物を考えた。国外だから⾏けないけど…楽しい︕みんなで決めるなんて⾯⽩い︕

いろいろアイデアあったが、結局劇とダンスにした。劇は桃太郎〜〜︕︕楽しみだな〜

明⽇どうしよう〜〜みんな実家に帰ってるし…まあ、どうにかなるさ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



好き〜

2014.01.13

すみません、昨⽇もおとといも⽇記書いていなかったです。補いに今⽇書きます︕(≡ω≡．)

おとといは買い物⾏って、そのあとカラオケ⾏った。まあ、どんどんこういうのが好きになったから。カラオケで最近聞いた曲を歌った。気持ちよかった︕︕

おとといは初めて⽇本のおでん⾷べた。「おそい︕」と⾔われるけど、ほんとにおいしかった︕からしと⼀緒に⾷べて、最⾼︕まいう︕︕

ホームステイではないから、ホストファミリーにいろいろなところに連れてくれていけないけど、⾃分ができるだけいろいろなことを経験したほうがいいと思う。例えばおでん
だったり、⾃分でバスに乗って、そんなに遠くないところ⾏ったりして、⾃分もよく成⻑するよ。

時間の流れはびっくりするくらい速い。半年はもう過ぎた。この中で⽇本というところを飽きたとか、帰りたいとかあったんだけど、最初の本⼼に戻って、今毎⽇すきなことを
やってるから、⽇本では好きなことをいっぱいやれるんだよって思って、また⽇本にいたいと思った。私も⾃分の本⼼の強さにびっくりした。へへ

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



期待︕

2014.01.14

あと15⽇︕中間研修〜〜ほんと、速いね〜〜︕︕

料理とか観光とか楽しみだが、半年の振り返りの⾯談もある︕︕緊張だな︕どうなるかな〜〜（笑）

まあ、とにかく今の⽣活を楽しもう︕

（それに、今⽇の剣道の授業は初めて⾯を付けた︕汗いっぱい出た︕︕︕）

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



分かってきた〜

2014.01.15

今⽇から国語はまた古⽂に⼊る〜

前回は全然わからなかったけど、今回は少しずつ分かってきた。品詞分解は例外がなければ本を読んだらいい。合ってる答えが増えたよ〜うれしい〜〜

この調⼦この調⼦︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



センター試験

2014.01.16

近づいてきているセンター試験。三年⽣の先輩たちはきっと緊張しているでしょうね。カウントダウンを⾒て、私でも緊張になった。

皆さん頑張っていると思いますから、頑張ってとかは⾔わないけど、⾃分の⼒を出し切ってほしいです︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



センター2〜

2014.01.17

いよいよ明⽇〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 

あああああああああああああああああああ緊張する︕︕︕︕︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



疲れたあああああああああ︕︕でも楽しかった︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕いぇいぇいぇ〜〜

2014.01.19

センター試験最終⽇。朝、早く起きて先輩たちを⾒送った。先輩はうれしそうで、緊張していそうな顔で、バスに乗って⾏った。全員受かるって祈ってた。

九時に外に出た。久しぶりの遊びだ。バスで那覇に着いた後、モノレールの⼀⽇乗⾞券を買った。これはお得だよ〜沖縄来たら買ったほうがいいよ〜〜700円〜〜へへ

まずは中古のものを売る店に⾏った。安い︕︕︕しかも多い︕︕本だけでなく、cd、dvd、服まである。漫画を買って、写真集も買った。

そして、また国際通りに⾏った。今回はアニメイトを⽬的にした。アニメイトはほかのところより⼤きくはないけど「ごめんなさい」、私にとっては⼗分だ。私はアニメ⼤好き
だ。⼀時間もアニメイトの中にいた。（笑）

それから、メインプレスに⾏った。これからの中間研修のため、厚い服を買わなくちゃ。

で、この⽇記は短いけど、この三つの場所を廻るのに⼀⽇もかかったよ。五時ぐらいのバスに乗って、途中カラオケに⾏ったクラスメイトも偶然会えた。帰ったのは六時だっ
た。

やあ、楽しかったわ。

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



センターチャレンジ

2014.01.20

昨⽇センター試験が終わったけれど、今⽇私たち⼀⼆年⽣は、センターチャレンジをします。つまり、センターの問題を解きます。

とても難しかったですが、「これがセンター︕︕」と思ったら、まあまあ簡単ですね。しかも、びっくりしたことが、全部マークですよ〜︕︕いいことじゃないですか。中国で
は、マークはともかく、作⽂までしますよ。⽇本⾼校⽣をすごく憧れてきました。

午後までテストしました。最後の理科が終わって、すぐ⾃⼰採点なんです。⾃⼰採点も⼤事︕︕センターの時もやるから、もしできなかったら、⾃分の⼈⽣も変われますよ。ち
なみに⾃⼰採点やばかったーー誤差が⼤きかったーー

すぐ成績が出ました。意外と国語はよくできています。平均超え︕イェイ〜〜︕他のはまあまあですね。

初めてのセンターチャレンジ、終わるのが早かったです。夢みたいです。でも、もともとテストですから…もし⾃分が⽇本の⾼校⼆年⽣だったら、来年は…⾃分か…とb。  
こわい︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



⾯接〜私のではないけどね〜

2014.01.21

みんな⼤興奮︕︕（笑）今⽇は⾼校⼊試の⾯接だから、在校⽣は午前中に授業終わって、午後は休みだよ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

うれしいな〜

でも、私たちの教室は⾯接の会場になったので、会場設置した。皆さん想像してみて︓広い教室の中で、ただ⼆つ机といす、ほかは⾃分の座ってる椅⼦だけ……先⽣との距離は
⼆つ机分ーー⼀メートルぐらいしかない。  緊張するに決まってるだろう︕︕

中学三年⽣の受験⽣たち、頑張って︕︕︕応援するから︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



講座ざざざざざざ（笑）

2014.01.22

⽔曜⽇は数学の講座。前より難しくなって⼀橋⼤学の問題になった。まずは例題があって、その解き⽅のように解いていく。けど、なかなか解けなかった。どんどん焦ってきた
のだから、先⽣に私の解く過程を⾒てもらった。先⽣は⾒て、「これは視点の違いだな。」って。もうちょっと考えたら、本当にわからないから、先⽣がヒントをくれた。最初
から視点が私との違っていた。その解き⽅で解いていくと、⼆、三歩で答えが⾒えてきた。「なんと︕︕︕︕」答え⾒たら、⼀緒だった。感動した。けど、なんで前の解き⽅だ
と違うんだろって疑問を抱えた。もう⼀度前の解き⽅で解いてみると、あるところに考えを変わったほうがいいって気づいた。これはこれは、⼀歩間違ったら、泥に落ちるわ。

すごく勉強になった。視点を変えただけで、こんなに⾒られなかったものが⾒えてくる。今の私たちも、ひねくれになった時、視点を変えたほうがいいかも︖

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



明⽇は模試︕︕

2014.01.24

昨⽇はほかの⼈が使ってたので、⽇記は書かなかった。

放課後は理科の模試。⼀時間使って、帰るのはもう六時半だった。

模試とかはあまり復習していないです（笑）。昔の積み重ねた知識で何とかやった。

明⽇は休みにもかかわらず模試…がんばろう︕︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



模試だったよ〜〜〜〜〜〜〜

2014.01.25

⽇本すごいと思う〜〜何回も⾔ったけど…⾼校⼀年⽣から模試だなんて、すごいよね。三年⽣になったらもっと多くなる。模試を通って⾃分のレベルを知ることで、センターに
向かう準備をしているでしょう。こうやって成績もアップする。すごいな。

正直難しかった。数学の難問は初⾒だから、⾃分で考えなければならない。けど、やっとできたと思いきや、答え合わせの時ミスしてしまったと気づき全問不正解orz... 苦し
いよ… まあ、次頑張ろう〜

明⽇は休みだ︕︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



久々︕︕

2014.01.26

英語検定あったの。でも私は受けない〜友達が受けた。なんか⼀級はとてもとても難しいそうで、私の学校では⼀級受かった⼈がほとんどいないようだ。みんな受かると祈って
る︕

友達は午前中英検受けで、ごごは私と遊びに⾏ったよ〜もともとは近いカラオケ⾏こうと思ったんだけど、あいにく改装中で、ちょっと遠いところ⾏った。でもあの場所はめっ
ちゃくちゃゴージャスって感じだった。隣は⼤きいゲーセンとボーリング場。カラオケの部屋もきれいで、各々テーマがある。私たちはエヴァンゲリオンの部屋に⼊った。興奮
だったよ︕歌も多くて楽しかった。時間がなくて⼀時間しか歌っていないけど、まあ次来るから。帰りに、うどん⾷べた︕うどん屋さんで⾷べたの。私が頼んだのは温泉卵が⼊
ったもので、あれはあれは最⾼にうまかった︕︕卵を潰して、中は⽣だから、とろとろ〜〜︕エビの天ぷらと⼀緒に⾷べた。テレビで⾒たうどんよりおいしかった気がする。友
達もうまいうまいって⾔ってた。近いデパートよったら、中間研修のため、厚いズボンを買った。⼤阪は沖縄よりずっと寒いだからな。（笑）

久々に友達と⾏ったな。私いつも迷惑かけたくないから誘ってないけど、たま〜に⼀回はいいかもね。

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



料理実習4なのかな〜

2014.01.28

中間研修の前に料理できるなんていいと思う。沖縄料理作ったの。ジューシーとか、寮でよく出てくるもの。ジューシーは炊き込みごはんだ。⿊糖味のくずもちもある。私は具
を切っただけ。orz…炒めるとかのものはなかったから。チョーおいしい︕お腹いっぱい〜〜

⾏く前に料理できた。よかったな。

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



50分授業〜〜〜

2014.01.29

今⽇は50分授業だった〜〜速いからみんな喜んでる〜

でもまた講座〜でも⾯⽩いよ

 

そういえば夜荷物の⽚づけしてた。厚い服ばかり詰めてた。⼤丈夫なのかな〜でも楽しみ︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



⼤みそかだ~~~

2014.01.30

今⽇は⼤みそかだからさ、中国語で書かせてね~~~~もうすぐ中間研修なんて超ウレシイ~~今⽇はちょっと⽚づけを始めて、明⽇も続きをやるぞ︕︕

初めて中国以外で春節を迎えるっていうのも、なかなかいいね。でも⽇本には春節の習慣がないから、明⽇もフツーに学校がある。今⽇は体操服を着て学校の⼤掃除をしたから
すごく疲れたよ~~でも嬉しかったな~~⼤掃除がおわったら、みんなでおしゃべりをしたり遊んだり、サイコーに楽しかった~~

明⽇は元⽇だね~先⽣や同級⽣たちに春節のことを紹介するつもりなんだ~

もう遅いね~そろそろ失礼して~バイバイ

⾱暁晴さんの⽇記



除夜~~~

2014.01.30

今⽇除夜に私が中国語は~~~~スーパーがうれしいすぐで中間まで(に)~~を研修していくつかものを⽚付ける明⽇引き続き⽚付けると考えるのを許すのです︕︕

初めて国内で春節を過ぎないでやはり(それとも)良いと感じます。しかし⽇本は春節の習慣がなくて、だから今⽇の明⽇にすべて授業を受けなければなりません。今⽇スポーツ
ウェアを着て学校を全部⼀回⼤掃除をして、しかし~~はとてもうれしい~~がみんなを掃除し終わってすべて世間話をしていてゲームの、とても⼼地良い~~に遊びに疲れさせ
ることができます

明⽇陰暦の元旦に~がよく先⽣の同級⽣達と春節~を紹介するつもりなのです

少し私を遅れて~が先に帰って~バイバイします

⾱暁晴さんの⽇記



今⼿が震えている（笑）

2014.01.31

明⽇中間研修だと思うと、楽しみはもちろんだが、なんだか緊張になってきた。たぶんこれから⼤きな試練（料理）が待っていることだと思う。料理本当に苦⼿なんだよ〜
（笑）そして、⾶⾏機も乗る︕初めて国外で⼀⼈で⾶⾏機乗るんだよ〜怖いとかではない、なんかわくわく︕︕⽿が痛くならないように…

午後最後のコマは海外研修旅⾏の保護者説明会。修学旅⾏は海外に⾏く学校は少ないと分かっているんだけれど、ビザが原因で⼀緒に⾏けないのがつらい。でもみんなお⼟産買
ってくるって〜うれしい〜そして冬休みに泊まらせてもらったホストファミリーのお⺟さんも来た。挨拶してちょっと話した。まだ⼀カ⽉も⾜りてないのに、冬休みのことを懐
かしく思う（笑）説明会が終わってから寮に帰ってきた。それからは荷物の⽚づけ。カイロも買った。めっちゃ買った。沖縄今は服⼀枚で全然⾜りるから、最低温度が2〜3度
の⼤阪が怖いと思ってる。温度差は10度以上あるよ。

明⽇チョー楽しみ︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕

Ps︓今⽇は陰暦の元旦です。皆さん、⾺の年おめでとうございます︕これからもよろしくお願いします︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



帰ってきた〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

2014.02.05

中間研修終わった〜疲れたけど楽しかった〜

友達と久しぶりの再会、夜のおしゃべり、なんか⼈⽣の中で⼀番⾯⽩かったことがこれだ。

中間研修を通って、何を分かったかではなくて、これからの半年も初⼼を忘れず⼀所懸命⽣きていくという信念を貫くことが⼤事たと思った。前半は⻑かったと思うが、後半は
たぶん短いかもしれない。あっという間にもう帰国の鐘が鳴るかもしれない。それまでには、負けず嫌いで、努⼒して、⾃分の⽬標が達成できるように頑張るしかない。みんな
できるさ。

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



疲れてた~

2014.02.06

今⽇の学校はいつもより眠い…もう本当に申し訳ないが、授業で丸々寝てた。⾃習だったけどね。

明⽇頑張ろう︕寝てくる︕（笑）

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



略語 ww

2014.02.07

保健の先⽣が「チョコラあるよ︕」って⾔って、なんか⾷べ物もあるのかを楽しみにしていたが…先⽣が使ったマークシートを出して、その上に書いたものを消させられた。実
は、チョコラは。。。。。。。。。。。。。。。。。。「ちょっとだけボランティア」の意味だった。へーなんだ。もう、期待してたのに。。。ふん︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



気合⼊ってこねえ

2014.02.09

もうすぐバレンタインデーだろう︖でも来週⼀週間テストなんだよ。寮に住んでいるからチョコレートも作れないし…残念だね。というわけで、きのうスーパー⾏ってチョコレ
ート買った。たくさん買った。作れないから、買って送るしかないでしょう〜

でもテストにも気合が⼊ってきてない。みんな学校に⾏って復習してるけど、⾃分は寝て遊んでる。ダメだと思うけど、やる気がないよ。どうしよう︕︕︕︕

外は⾬だ。

まあ、せめて地理頑張ろう︕︕（笑）

 

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



学年末初⽇︕

2014.02.10

テスト。。。。。⼀応朝は復習した。

記憶⼒で受けた（笑）

まあまあ良かった。（笑）

明⽇休み︕︕︕

頑張ろう︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



学年末⼆⽇⽬︕

2014.02.12

昨⽇の休んだ後、今⽇はまたテスト︕︕でも⽉曜⽇より簡単だった〜〜

あしたはやばい︕暗記するものばっかり︕

ファイト︕︕

寒くなったので、皆さんも⾵邪ひかないようにしてくださいね〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



学年末三⽇⽬︕

2014.02.13

やあ、今⽇のテストは難しかったな…

英語、⽣物、政経

どれも暗記しないといけない科⽬だから、

⾚点決定かもね。。（涙）

まあ、今度頑張ればいいさ︕︕

明⽇数学︕︕︕頑張ろう︕︕︕︕︕

 

 

ps︓それに、明⽇はバレンタインデーだよ︕︕チョコ買ったから、クラスメイトに分けよう︕︕︕楽しみ︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



学年末最終⽇だけどー     模試初⽇……（涙）

2014.02.14

やっと学年末最終⽇だ。数学のテストだった。でも本当に難しかったよ…まあまあ。

それからは中国語のテスト。私は受けないんだけど、⼿伝った。⼝語試験で演技した。（笑）演技全然うまくないけど、怒ってるのを演じなければならなかった。よく危うく笑
ってしまった。でも笑わなかったよ〜〜いぇい〜   だけど、演技を⾒てくれた⽣徒たちは怖い怖いと⾔っていた。まあ、半年間全然怒ったことがなかったからね。普通でも
あまり怒らないんだから。

そして、卒業式の歌の練習をした。さすがです。歌に感動した。しっかり練習すると誓う︕︕

 

お昼ご飯はタコライスだった〜〜〜沖縄の料理で、チョーーーーーーーーうまい︕おすすめだよ〜皆さんも時間があったら⾃分の町の沖縄料理店で⾷べてみよう〜有名だから⾷
べられると思うよ〜おいしかったらコメントお願いしますね〜〜♪

 

学年末試験最終⽇だけど、今⽇は模試初⽇でもある…帰りのショート終わっても、テスト受けるんだ。理科と政治経済。六時まで（涙）

で、明⽇も模試の続き………

 

頑張ろう︕︕︕︕

 

 

ps︓皆さん、ハッピー

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



模試終わった︕︕︕︕︕︕

2014.02.15

やっと⼀週間のテスト終わった︕︕︕

模試も今⽇で終わった。

⾃⼰採点した…

国語は前よりずっと良かった〜〜運なのかな

 

数学はまあまあね…

f
地理…⾔わないほうがいい（涙）

 

 

でも 明⽇は中国語コースの⼈と焼き⾁⾏きます︕︕︕楽しみ︕︕︕︕︕︕︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



焼⾁︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕あはははおいしかった︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕

2014.02.16

タイトル⻑いでしょう（笑）

中国語コースのメンバーと焼き⾁⾏った︕

⼆時間の⾷べ放題で、お腹いっぱい︕︕また体にお⾁⽣える「ううう…

ホルモンも⾷べた。ずっと前から焼きホルモンを⾷べたかった︕よっしゃ︕

アイスとかドリンクバーもあるから⼤興奮︕︕

みんな⼀緒に写メ撮ったわ︕

 

そのあと、近くのカラオケ⾏った。みんなの雰囲気が盛り上がった︕︕︕

楽しかった︕︕︕︕

また遊ぼう︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



テスト返し… 

2014.02.17

テスト終わって、⼀番怖いのがテストの返しだ。

でも、やっと元の⽣活に戻ることができる。

テストはまあまあだった。

 

でも、学年末テスト終わったら、三学期ももうすぐ終わるではないだろうか。先⽣たちも変わるし、クラスメイトも変わる。新しい⼈と出会えるのがうれしいけど、友達と離れ
たくない。とても迷った。

でも、いずれそういう⽇が来るのだ。今は、悔いのないように、できるだけみんなと楽しい思い出を残せるように頑張らなきゃ、ね︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



遅かったけど…

2014.02.18

やっと友達からチョコケーキ貰った︕︕︕

うれしい︕

「せっちゃんの分もあるよ」って聞いたら、うれしくてたまらない︕︕へえへえ…

 

みんなはたぶん超多くもらったけど、私は何ももらってなかったから、へこんだこともあるが、今は楽しくてならない︕

 

ふんふん、頑張ろう︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



⼀年後の⾃分

2014.02.19

昨⽇⾔わなかったんですが、家庭科で「⼀年後の⾃分へ」という⼿紙を書いた。

みんなは⼀年後センター試験向けて⼀所懸命がんばっているけど、私は中国で⼆年⽣になって勉強している。

それでも、⼀年後の⾃分に⼿紙を書いた。

何を書いたのかは内緒︕︕（笑）

でも、⼀年後の⾃分がこれを⾒たら、何を思うのだろう。

⽇記を⾒てくれてる皆さんも、未来の⾃分への⼿紙書いたことありますか︖どう思いますか

︖

 

成⻑するのかな。

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



感謝の⼼

2014.02.20

今⽇の英語授業で、先⽣はとても深い話をしていた。

感謝の⼼に関する⾔葉だった。

「先⽣の教えは当たり前ではない。」

「挨拶が⼤事」

「いつも感謝の⼼を持たなければならない。」

 

 

中国では先⽣が授業でこういうことを話すのが少ないのだ。

だからこそ、⽇本⼈の精神の中に、⼼の中に常に「感謝」を持っているのが分かった。今私たちもそうするのを努⼒している。すべての⼈が感謝の⼼を持つようになったら、も
っと素晴らしい世界になるんだろう。

 

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



⼼を⻤にした（涙）

2014.02.22

今⽇は凄いことをした。

中間研修で作ったカップラーメン…

⾷べてしまった……

 

あれは私にとって⼤切なものだ。（笑）「冗談冗談」

 

もうすぐ消費期限だから、早く⾷べないと。

 

⾷べているとき、中間研修の⾊々を思い出された。

 

戻りたいかな…

いや、戻りたくはない。

 

前を⾒なきゃ。

 

と思いつつ、ラーメンを全部⾷べた。

 

おいしかった。

 

⾃分だけの、カップラーメン（笑）

 

⾃分でデザインしたカップ、⾃分で選んだ調味料。

⾃分だけの、世界で⼀つだけの。

 

突然、何かを分かったような気がする。

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記





シンガポール

2014.02.24

私は地理を選んだので、「地理⼈」と呼ばれる。（笑）

今⽇、地理⼈たちは来週のシンガポール研修について授業を受けた。

まず、⼀⼈ずつシンガポールのイメージについて話した。かぶったら罰に当たるので、ちょっと怖かった。

でも、いくつかを考えて、無事だった。〜〜〜〜〜〜〜

それから、地理の先⽣の⼋年前のシンガポール旅⾏の写真を⾒せてもらった。

シンガポールはきれいだな〜〜

⾏ってみたいな〜〜

⼤⼈になったら⾃分で⾏く︕

 

⾃分の⼈⽣、⾃分でつかむ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



ストーカー⾏為

2014.02.25

タイトルはストーカー⾏為だけど、⾃分はやってないよ〜（笑）

 

今⽇の保健の授業で、ストーカー⾏為に関するビデオを⾒た。

まずはドラマだった。男の⼥に対する恋愛感情は報われず、ストーカーになって、⼥にひどいことをした。最後は⼥が警察に⾃分が遭ったことを⾔って、男は捕まった。

怖かった。⼥がかわいそうだと思った。けど、⼥も悪いことがあった。あいまいな態度で、男に⾃分は彼が好きっていう勘違いをさせた。はっきり⾔えばストーカーになれない
かもしれない。

 

ですから、この世の中で、⾃分のやるべきことを確認し、安全に⽣きましょう。

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



出し物 〜恋するフォーチュンクッキー〜

2014.02.26

海外研修のクラスメートたちは出し物の練習をしている。

出し物は、恋するフォーチュンクッキーのダンス。

私は海外に⾏って踊れないけど、

AKB48がすきだから、

ずっと前から趣味でダンスの練習をしてた。 

カラオケでも普通に踊る…（笑）

そして、今⽇なんと役に⽴った。

みんなできないから、できるだけ教えた。

そして、四時から五時四⼗五分へ…

汗出たけど、好きなダンスを踊れたからうれしかった。

 

クラスの出し物の練習がうまく⾏けるように︕︕

 

恋するフォーチュンクッキー♪

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



卒業式予⾏演習︕︕︕︕

2014.02.27

明⽇は卒業式︕の予⾏演習︕︕︕（笑）

最近の授業は今⽇で終わり︕︕

卒業式の後、海外研修︕そしていろいろな休⽇︕︕︕

楽しみ︕︕

 

明⽇忙しそう︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



卒業式予⾏演習︕

2014.02.28

今⽇は⼀校時の体育終わって、掃除と椅⼦搬⼊をした。初めて参加する⽇本の卒業式。テレビで⾒たとおりだ。すごい︕︕

明⽇は本当の卒業式。学校はゼロ校時がない⽇は⼀年に三⽇しかない。明⽇はその⼀⽇だ。楽しみ︕︕⼋時四⼗分登校︕︕︕イェイ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



泣いた卒業式 π__π。。

2014.03.01

マジ泣いた。

本当に、どう⾔ったらいいんだろう。

⾔葉にできないせつない気持ちという感じ。

三年⽣のみなさんとはあまりかかわっていないけれど、

離れ離れになったらやはり悲しくなるのだ。

これからの⼈⽣の中もう会えないかもしれないよって思うと…

泣きたくなる。

 

よる、寮の⼀⼈の先輩が寮を出るのを⾒た。以前話したことあるので、「こんばんは」って⾔って、先輩は「バイバイ」を⾔った。外にいる⾞を⾒たらわかった。先輩は実家に
帰るのだ。それを気付いた私に、先輩は「それじゃ。」って軽く⾔った。これからもう会わないかもしれないのに、なんでそんな軽いだろう。悲しくなってきた。

私がここを離れるときはきっともっと悲しいだろうと思った。どうしようもない。もう帰りたくない。（笑）

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



最近あまり更新してなくてすみません。。。

2014.03.04

明⽇はね、海外研修出発なの。

みんなわくわくしていそう。いけないけどうれしい〜

でも、いろいろ⾯倒くさいこともある。

例えば、インフルにかかったらアウト。かかった⼈も多かったけど、ぎりぎりまで熱下がって、⾏けるようになって、ほっとした。

 

で、きのう、また那覇に⾏った。⾬降ったけど、そんなに⼤きい⾬ではなかったので⼤丈夫だった。国際通りで友達と偶然会った。友達は海外研修のホームステイ先へのお⼟産
を買うためだったらしい。そしてほかのところでもクラスメイトに会った。みんなちょー準備してる︕︕

明⽇は学校…作業するらしいけど⾯⽩そうだから楽しもう。

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



⾒送り

2014.03.05

朝五時半に起きて、ちょっと着替えて⼆年⽣の修学旅⾏の出発を⾒送りに⾏った。

朝寒かったよ。でも、みんな⼤きなスーツケースを持って、うれしそうな顔を⾒ると、なんだか寒くなくなった。

荷物をバスに⼊れて、⼆年⽣のみんなはバスに⼊った。出発するとき、私は⼿を振っていた。寂しくなるけど、みんな楽しんで︕︕

で、学校に⾏って⼿伝わなかったから、宿題やった。ごごは寮に帰った。

これからは五⽇間の休みだよ︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕でもどこにも⾏けない……だって友達の家に泊まることができないもん（旅⾏に⾏ったから）寂しいいいいいい
いいいいいいいいいいいい︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



新世界

2014.03.06

学校のおかげで、今⽇から五⽇間休みになった。というと、私は暇になった。

 

⼆年⽣は修学旅⾏、⼀年⽣は家に帰るのが多い、三年⽣は卒業して家に帰った。

で、今⽇の昼間、⼥⼦寮は五⼈しかいなかった。最近外に出たから、しばらく休もうと思って遊びに⾏かなかった。でも、本読んだり、パソコンいじったりして、⼀⽇過ごし
た。

暇な時こそ改めて⾃分のいるところを⾒る時間がある。⼀⾔でいうと、ここは静かだ。静かすぎる。別に静かなところは嫌いではない。でも、今までの⼈⽣の中で（16年しか
ないけど）いつも賑やかな都市に住んていたから、静かになると、ちょっと違和感を感じるだろう。でも、こうしてまた⼀つの⽣き⽅を⾒つけたみたい。まえに静かなことが嫌
いだったのは静かなことを体験しなかったから。このように静かな⽣活を送ったら、静かということも別にいいんじゃないかと思い始めた。静かなところではまたほかのことが
できる。賑やかなところでできないことを。まるで新しい世界を⾒つけたようだ。

新世界での⽣活を送ろう。

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



やあ…

2014.03.08

初めて放送した…

偶然だったけど…

点呼を知らせする放送だった…

やり⽅がわからなくて困ってたんだけど、何とかできた。

は、恥ずかしかった〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



ちょっと出かけた…へへ

2014.03.09

必要なものを買いに⾏った。でもなんか⾞酔いで気持ち悪かった…運動していないからだと思う。

最近寒いよ︕︕って⾔っても、沖縄的な寒さ。外出たくない。だから今⽇だけ出た。運動とかはなおさらしたくないんだ。

夜、修学旅⾏に⾏った⼆年⽣たちが帰ってきた。みんなすごく楽しんだようだ。よかったね。

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



貰った︕あっはっは

2014.03.10

点呼の後、友達に呼ばれた。

どういう事なのかと思ったら、お⼟産だった。

ハローキティのキーホルダーと、angry birds のバッジ。

うれしい︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕

あははっははっは︕

ありがとう︕

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



あれから三年…

2014.03.11

ごご2時46分、化学の授業を受けているときに、突然放送が流れた。

三年前、忘れられない東⽇本⼤震災、世界中の⼈たちに強く影響をもたらした。私もすごく影響され、いろいろ考えた。⾔葉で伝えられない悲しい気持ちでいっぱい。

それで、2時46分から⼀分間黙とうした。震災でなくなった⼈へ、そしてこれから災害後の再建へ⼼の底から祈った。

にっぽん、がんばろう︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



うれしいな。

2014.03.14

最近またいろいろ海外研修のお⼟産をもらった。

服とか、⾷べ物とか、キーホルダーとか、クマのおもちゃとか、ペンとか…

うれしくて叫びたい︕

いつも⾃分はそんなにモテないと思うので、お⼟産は少ないかなと思ったけど…

⽇本⼈のやさしさはさすがですね。（笑）

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



勉強法

2014.03.15

⼆⽇前、卒業⽣たちから勉強のアドバイスをくれた。推薦で⾏った先輩もいたし、センターで⾔った先輩もいた。みんなの同じところは⼀つ︓勉強はとってもとっても頑張っ
た。それを聞いた私は、今の成績はよくないけど、頑張れば何とかなるじゃないと思い始めた。その中に当然⼈それぞれの能⼒の差があるとしても、頑張らないより頑張ったほ
うが成績いいじゃない。

そして模試の結果が返された。今回はびっくりぐらいよかった。お茶の⽔⼥⼦⼤に⾏けそう。わい〜うれしい〜（⾏かないかもね）

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



銀の匙

2014.03.16

わかりますか︖銀の匙っていうアニメ。農業⾼校の⽣徒たちの物語で、⾒たら⾯⽩いと思った。で、最近映画化にしてるの、だから⾒に⾏った。

銀の匙というのは、農家の⼦供は⽣まれて農家を継ぐ運命になるから、⾃然に職があるから、⼦供は⼀⽣⽣活に困らない。このアニメは時々⼈⽣についての深い話が出るから、
とても勉強になった。

だから、みんな時間があったら⾒に⾏ったら︖

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



。

2014.03.17

もうすぐ春休みなので、いろいろ考えてしまう。あと4か⽉か… なんか悲しくなった。まだまだあるよって⾔っても、⼼の中でずっと「いや、4か⽉しかないよ。」って思
う。

時間の流れが速いね。九⽉の⽇記を⾒たら、その時の私はたくさんの好奇⼼があって、まだまだ⽇本慣れていないので、何を⾒ても「うわ︕すごい︕」って⾔うから、懐かしい
なと思う。

まあ、まだ4か⽉あるから、⻑くても短くても⽣活はするから、頑張りましょう︕（笑）

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



武道⼤会

2014.03.18

今⽇は武道⼤会だった。もう⼀週間前から緊張してた。それは私は試合に出るから。剣道の試合だ。

剣道は好きだけど、全然できない。友達に「試合に楽しもう︕」って⾔われた。それでちょっとほっとした。⾃分の出せる限りの⼒を出した。最後は引き分けだったけど、チー
ムとしては負け。

ほかの試合もあったよ。例えば柔道とダンス。柔道は難しそうで、痛そうだった。でも、国⽂の男⼦はすごく強かった。三チームに分けて、結果はこの三チームが⼀、⼆、三位
だった。すごいでしょう。全⼒で応援した︕︕へへ〜

⼈⽣の最初で最後の武道⼤会。いい思い出になったな。

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



寮⽣集会（3⽉バージョン）

2014.03.19

⼆年⽣としての最後の寮⽣集会だった。先⽣もたくさん変わるかもしれないし、部屋も変わる。

新しい相部屋もできたよ。⼀年⽣だよ〜超いい⼈だよ〜〜イェイ〜〜︕

授業はあと三⽇︕︕頑張ろう︕︕︕休み楽しみ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



最後の授業

2014.03.20

今⽇は本当に⼆年⽣として⼀⽇中授業がある最後の⽇なんだ。公⽴の学校だから、先⽣が毎年変わるの。だから、たくさんの先⽣が来週⽉曜⽇の修了式終わった後はもう会えな
いんだ。なんか三年⽣の卒業式みたいに、寂しいね。

新しい相部屋も決めたし、新しい部屋も決めた。あとは引っ越しだ。そして、休みになったら、ホームステイ︕︕やった︕︕︕︕︕ホームステイ⼤好き︕

四⽉はまた新しい⼈⽣なんだね。（笑）

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



忙しくて更新できなくて〜〜〜すみません（涙）

2014.03.22

最近は部屋替えで忙しい。だから、昨⽇の⽇記は書けなかった。ものがどんどん増えているから、しかも私の効率が悪いから、⼀⽇ではできなかった。

新しい相部屋は後輩です♪〜仲良くしようね〜

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



⽵富島での14⽇⽣活（⻑くなるかもしれませんが）

2014.04.06

冬休みはずっと沖縄本島にいたから、春休みは離島がいいなと思って、友達に聞いたら、「全然いいよ」って⾔われて、うれしかった。

友達の実家は⽵富島。島の住⺠はたった350⼈しかいない。とても⼩さい島だ。学校は⼩学校と中学校を合併して、⽵富⼩中学校だ。島はあるルールで保護されて、建物は⼀階
しか⽴てなく、家の周りに⽯垣で囲まれることになっている。こうやって、観光客に沖縄の伝統を⾒せることができる。

那覇から⽯垣島までの⾶⾏機は⼀時間だった。速かった。そして⽯垣から⽵富まで船で15分だった。沖縄の海は果たして名声通りであった。⻘くて清い。⽵富に到着したら、
ホストファミリーのお⺟さんの⾞で家に送ってもらいました。⽵富の建物の間にある道は砂でできたんだ。きれいだよ。

ホストファミリーのお⽗さんお⺟さんに挨拶して、荷物を家に置いて、友達と⽵富⼩中学校へ⾏った。⼩中学校の⽣徒は少なく、計40⼈しかいなかった。その⽇はまだ春休み
の前⽇で、⼈が多かった。たくさんの⼈に出会った。私は⼀応最年⻑（笑）。海に⾏きたいって⾔ったら、友達は海に⾏く⼈を募集して、⾃転⾞を借りて港まで⾏った。⼆年ぶ
りに⾃転⾞に乗ったから、結構多く転びそうになった。怖かった。道沿いのデイゴの花（沖縄の花）は⼤部分咲いた。きれいだった。何となく無事に港に着いた。男の⼦は先に
海に⾶び込んだ。慣れているようだ。でも、⽔着とかは着ないよ。（笑）そのままで⾶び込んで、そして上がったらタオルで包む。でも男⼦はあまりタオルを使わないな。上が
って寒かったら我慢する（笑）。私は⾶び込まなかった。⾼所恐怖症だから。隣で⾒ても⼗分怖い。（3，4メートルの⾼さから⾶ぶのよ。）⼥⼦も⾶び込んだ。すごい︕⼗分
遊んだら、また⾃転⾞で学校へ帰った。そして⾃転⾞を返しに⾏った。

夜は家でカラオケした︕ホストファミリーのお⽗さんも歌うのが⼤好きだから、そして近くにほかの家もないから、⼼⾏くまで楽しく歌った︕︕︕

そして⼆⽇⽬は、ホストファミリーと島でできた友達と⼀緒に⽵富の三つのビーチへ⾏って、星砂のあるビーチで星砂を拾った︕︕少ないけど楽しかった。その後、かき氷も⾷
べた︕⽵富はもう夏みたいな気温なので、全然寒くなかった︕そして、学校へ⾏って、バスケ部の⽣徒の試合を⾒た。⼩学⽣だけのバスケ部だ。⼀年⽣もいて、でも六年⽣に全
然負けていなかった︕すごかった︕

その後また何度も港へ⾏って⾶び込むのを⾒た。ある男⼦は⾃転⾞に乗りつつ⾶び込んだ。（笑）超⾯⽩かったよ︕︕でも痛そう…

グラスボードにも乗った。海の下にはたくさん珊瑚があった。きれいだった。⿂もいた。⻘い⿂、⻩⾊い⿂、⾚い⿂。カラフル。（笑）

⽵富の展望塔にも⾏った。その塔はすごく細くて⼩さくて⾼かった。⼀回は⼀⼈しか登れない。⾼所恐怖症の私にとっては⼤問題だった。でも、どうしても⾒たくて、勇気をも
って、下を⾒ないで登った。やはりきれいだったわ︕建物は⼀階しかないので、よーく⾒えるんだよ。海まで⾒えた。克服してよかったなと思う。

⽔⽜⾞にも乗った。⽔⽜は実は賢い⽣物だと思う。⾓を曲がるとき、⽔⽜とつながっている後ろの⾞を⽯垣に当たらないようにすることができる。（意味わかりましたか︖）す
ごいな。

⾱暁晴さんの⽇記



夜は友達の⼤親友の家族と⼀緒に⾷事をした。⼤親友の家族は五⼈兄弟なんだよ。（姉妹︖）全部⼥の⼦。しかもみんな優しい。すぐ友達になった。（笑）そしてカラオケをし
た。楽しかった︕

夜の⾷事の話をしよう。⾃家製のピザを⾷べたよ︕四⼈で六個︕すごくおいしかった︕︕︕︕︕︕︕ そして、昨⽇は巻きずし⾷べた︕︕︕マグロ、サーモン、⾙、エビとかあ
って、めっちゃ⾷った︕︕お腹がいっぱいになって吐きそうになった。（笑）

 

⽯垣にも結構⾏ったよ。お⺟さんと⼀緒にドライブした。さすが沖縄の海。⾔葉にできないほど美しかった。もう⼀回は友達の⼤親友の五姉妹と⼀緒に買い物して遊んだ。

 

ちなみに、⽵富のデイゴの花は東京の桜と⼤体同じ時期で満開した。⾚くて情熱が充ち溢れそうな花だった。あの道を通るとき、⽬に満ちた⾚に感動した。

 

⽵富は観光地だけれど、昔のものが残っていて、全然破壊されていない。そして、島の⼈はみんな外へ出ても、カギをかけない。⾞も同じ。しかも、警察はいない。それでも、
泥棒はいなく、平和に⽣きている。何か問題があったら、島⺠みんなで⽅法を考える。これこそが中国の古⼈が⾔った「⼤同」なんだろうと思う。実に素晴らしい島だ。

私も決⼼した。また機会があったら絶対戻ってくる。ここで島のやさしさを感じたから。

これは⽇本語で投稿されたものです



⼊学式︕

2014.04.07

春休みが過ぎて、いよいよ学校だ。

みんないやいやと⾔いつつ、学校に来た。（笑）

しかも今⽇はクラス替えの発表……

めっちゃ緊張した︕︕友達と⼀緒にならなかったらどうしようって頭の中でぐるぐる回した。

でもまだよかった。（笑）

 

そして担任の先⽣の発表だった。⼆年⽣と⼀緒の先⽣でよかったと思う。優しい先⽣だから。（笑）

そして⼀年⽣の⼊学式。みんな本当に⼊学おめでとう︕⼀緒に頑張ろう︕︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



三年⽣になった⼀⽇⽬の感想（笑）

2014.04.08

昨⽇時間割貰ったけど、三年⽣になったから、科⽬が細かくなってきて、先⽣も違ってきた。

⼆年⽣の時は地理を選んだが、⽇本史も体験したいなと思って、三年⽣の時⽇本史を選んだ。で、⽇本史は⽇本史Bと⽇本史発展があって、しかもテストは別々︕合わせて週
4︕⼆年⽣の時は週2しかなかった。（涙）テストも毎週⼆回ある。

中国語は週5（笑）。うれしい〜

でも、家庭科と保健はなくなった…T。T これが受験⽣、か…

数学と国語の先⽣は変わらなかった。でも、ほかの知らない先⽣の授業を半分知らない⽣徒と⼀緒に聞くのがまだ慣れていない……

でも、いつか馴染むよね。それを信じて頑張ろうね︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



忙しいな︕︕

2014.04.09

⼀年⽣も⼊ったから、いろいろ忙しくなったの。

部活も再開したし、来週は新歓もある︕︕（涙）

今⽇の部活で疲れた…久しぶりだからな。

どうやって新⼊⽣に郷芸のよさを伝えるのかをみんなで悩んだ。

 

来週の新歓は実⼒テストの後……

テスト…

スト…

ト…

（笑）

 

とにかく頑張ろう︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



うれしい︕

2014.04.10

部活の時、三⼈の⼀年⽣が部活⾒学に来た︕

うれしい︕︕

⼀⼈は踊り、ほかの⼆⼈は三線︕︕︕

三線超うまい︕しかも声がいい︕

⼊ってくれたらいいな。

祈ってます。

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



⾦曜⽇︕︕︕︕

2014.04.11

⾼校三年⽣の初めの⼀週間は⻑かったわ。

やっと明⽇は休み︕︕

まず寝よう︕っと（笑）

そんなに寝ないよ〜

 

でも、来週いろいろあるからまず休もうかな。

笑笑

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



休み。（笑）

2014.04.13

この⼆⽇間は遊んだ。（笑）

沖縄はだんだん熱くなってきた。

⽵富島では毎⽇アイスだったね。

今⽇は⽇差しが強い。焼ける︕︕

⽵富から帰って、「少し焼けた︖」って聞かれた。

⿊くなるのが嫌だ〜〜〜⽇焼け⽌めもっと塗らないと︕︕︕そうじゃなかったら帰国する前の研修に私を⾒たら、⽯炭のような私にびっくりするはず。（笑）

明⽇はテスト︕︕︕全然やってない。ごめんなさい。

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



めっちゃ忙しい (*´Д｀*)

2014.04.16

昨⽇はテスト＋部活動紹介だった。

私は郷芸（笑）。みんなの前で踊るから、郷芸の部員たちも皆緊張して間違ってしまった。（笑）でも意外なことに、ある⼀年⽣が覚えてくれた。うれしい︕笑笑

昨⽇の夜⽇記を書かなかったのは、⼋重⼭の舞「おやけあかはち」を学んだ。

続きは明⽇〜〜〜

 

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



前回の続き〜〜

2014.04.17

そして、⼀⽇で踊りを覚えた〜〜〜〜よっしゃ︕

寮の新⽣歓迎会で踊って、先⽣に絶賛された〜

そして今⽇は初めて家庭科部の部活に⾏った。ほかの⼆⼈のクラスメートと⼀緒にマフィンを作った。チョコレート味の。上にホワイトチョコを載せて〜〜〜〜〜〜〜〜ふんふ
ん︕

⼥⼦⼒アップ中………アップ完成︕50％上がった︕

（笑）

明⽇は遠⾜︕いろいろ準備しなきゃ〜〜〜バイバイ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



遠⾜︕︕︕︕︕︕︕︕

2014.04.18

遠⾜したよ︕

沖縄だから、ビーチでーす︕

みんないっぱいお菓⼦持ってきて、バスの中でわいわいしていた。

着いたら、初めて思ったのが「やっぱ熱いな」。

でも、海がキラキラでとてもきれいだった︕

午前は騎⾺戦だった︕

アニメで聞いたことあるので、やりたかったんだけど…

難しい︕

でも、⼀応私のいる⼆組は⼀勝⼀敗だった。だから、三位。（⼥⼦）

しかーーーし︕男⼦はすごくすごかった︕（笑）

⼀位だよ︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕

めっちゃすごいと思わない︖︕

残り明⽇︕︕

 

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



遠⾜の続き〜〜

2014.04.19

昼ご飯は焼⾁だった︕

国⽂の男⼦はチョー優しいよ︕︕

最後まで焼⾁を焼いて、⼥⼦を先に⾷わせた。

感⼼したわ。

（笑）

 

午後はスイカ割り︕

やったよ︕

でもできなかった。（笑）

 

 

めっちゃ焼けた︕︕︕︕

嫌だ︕

 

もう

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



体⼒テスト︕

2014.04.21

このテストを知った時に、「絶対できない」と思ってた。

運動部に参加していなくて、普段もめんどくさがり屋で運動をしない。そんな私に体⼒なんて存在していない。

しかし、来るものはいずれ来るんだ。

⼀番嫌なのは上体起こしだ。⾼校⼊試の時、何度も何度もやったけど、合格ぎりぎりだったの。それ以来上体起こしに嫌な想いがある。（笑）

⾃分のできるだけの⼒を⼊れた。まあまあ普通だった。そんなにひどくはなかった。

⼀番好きなのは握⼒︕

⼆年前は30㎏だった。今⽇右⼿は32㎏で、左⼿は29㎏だった。よかった〜〜

 

⼀時間で終わると思ったのに、まだまだだった。（涙）

早く終わりたい。。。

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



増えた〜〜

2014.04.23

部活⾏ったら、意外に︕︕︕⼀年⽣が増えている︕

踊りに⼆⼈も来た︕︕︕⼥⼦︕

チョーかわいい︕

なんかやる気も出た（笑）。

よーし、頑張ろう︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



シャトルラン

2014.04.24

体育の体⼒テスト…

20mシャトルランした。

初シャトルラン きつかった…

28回しかできなかった。

でも、先⽣に「今回はミスをして2mを多く測った。次回はまたやるよ。」って⾔われた。

︕︕︕︕︕︕︕︕

「マジっすか︕」って感じ。

またやるのって。

まあ、しょうがない。

頑張りましょう︕（笑）

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



昨⽇⽇記書くのを忘れてた…へへ

2014.04.26

今⽇は模試だった。三年⽣になったら模試が多くなるのよね。

⽇本の⽣徒も忙しいね。

はじめて数学の難しいほうを受けてた。

やあ、本当に難しかったわ。やっぱり最近はあんまり勉強してないからだろう。（笑）

そして化学発展も受けてみた。

⼀⾔でいうと、

「難しい︕」

（笑）

 

これから勉強頑張らないと。

 

 

 

 

明⽇やっと休みだ。

さあ、どうしようかな〜

遊ぼうかな〜

 

 

ああ、そうだそうだ。

今⽇模試の後、友達と奥武島に⾏った。

ここに来て初めて⾏ったことに対してちょっと恥ずかしいけど…

天ぷらチョーおいしかった︕︕︕

とくにもずくの天ぷら︕

⾷べたい⼈来てね︕⼀緒に⾏こう︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



名探偵コナン2014︕︕笑笑

2014.04.29

昭和の⽇〜 だから休みだ〜

昨⽇の夜、

急に⼤切なことを思い出した︕

それは︕

なんと︕

名探偵コナン劇場版を⾒ること︕

昔から誓ってた。

「⽇本に⾏ったとき

絶対コナンの劇場版を⾒る」と

前はルパン三世vs名探偵コナンだからはーいらない︕（笑）

夢かなえてよかった〜〜

 

今回の劇場版の名前は「異次元の狙撃⼿」なんだ。

ネタバレはしたくないので、あまり⾔わないが、

とにかくコナンはとてもとてもかっこよかった︕︕︕︕︕︕

とてもとても︕

うん。

最後に

「みんなーー絶対⾒に⾏ってよ︕︕」

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



明⽇は新歓〜

2014.05.01

明⽇は新歓だから…

新歓はバレーをやるから…

体育授業でバレーのゲームをした。

 

でも、

やはり運動神経がない私にとっては

勝つことなんてできなかった。（涙）

 

明⽇は本番なのに…

 

でも、新歓は楽しまなきゃ意味がないじゃない。

うん、頑張ろう︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



新歓〜「新⼊⽣歓迎会」〜

2014.05.02

今回の新歓はバレーボールでした。

私はスポーツなんて本当にダメなんだ。

だから、すごく緊張した。

 

でも、みんなすごく励ましてくれて、

みんなで⼆勝した︕︕︕︕︕︕︕

三試合⽬で負けたけど、

めっちゃ楽しかった︕︕︕︕︕

円陣組む時は⼀番楽しかった︕

そして⼀点取った時に、コート外の⼈がコート内に⼊って「お︕」って歓呼の声をあげた。

団結っていうものを切実に感じた。

 

写真も撮ってた︕

負けたけど、最⾼︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



北⾕︕︕︕︕︕︕

2014.05.03

やっと北⾕⾏けた。

去年のクリスマスに北⾕のイルミネーションを⾒に⾏きたかったけど、いろいろあって、最後には⾏かなかったの。超悔しかった。

だけど、今回は順調に⾏ってきた〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜yeah!!!!

北⾕は⽶軍基地に近いので、外国＝アメリカ⼈はたくさんいた。

建物も全部アメリカ⾵で、道を歩いていると、

道辺のカフェテラスにも外国⼈のカップルや親⼦連れが座っていて、

まるでアメリカにいる気がする。

お店の品もチョー好き〜

アイスたくさん⾷べた︕

太る︕︕

 

そして最後に、観覧⾞に乗った︕

⾼所恐怖症を乗り切れた︕︕よっしゃ︕

⾼いところから⾒た景⾊はさすがだな〜

 

楽しかったよ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



最近のいろいろ…

2014.05.09

ゴールデンウィークを過ごしたら、⼈も怠けるね。

前回の⽇記はいつのなんだろう。

すみません。

 

学校の⽂化祭は七⽉だが、もう計画書を作成しています。

三つ選べます︓舞台、展⽰（お化け屋敷とか）、バザー（⾷べ物）

私たち⼆組は舞台を選んだ。

舞台といえば、劇ではないでしょうか。

いつもアニメで主⼈公たちが⽂化祭で劇とかなんとかでいろいろな出来事を⾒られる。

今回は⾝をもって体験するなんて、ちょっと興奮してきた。（笑）

まだ⼆カ⽉もあるんだ。

⻑くないけど、短くもないと思う。

 

とりあえずこれからの中間試験を何とか乗り越えようか。

 

ps︓明⽇はptaの授業参観で学校です…

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



最後の中間テスト⼀⽇⽬

2014.05.13

もう半分終わったか。

 

⼀⽇⽬はつらかった。

倫理、現代社会、⽇本史発展三つの教科がある。

全部社会系、しかも暗記するものがほとんど。

私はまず⽇本史の範囲を確認しようとした。

しかし……

⼀問⼀答（ある教科書の補充⽤の本）だけでも143ページがある。

これは確か⼆年⽣から今までの勉強範囲だ。私は習っていなかった。

だからすぐにあきらめた。

 

そして現代社会をしようとした。

現社は三年⽣から勉強するので、まだ範囲は広くなかった。

ノートをやって、暗記してた。

でも、本当に適当だったよ。（笑）

 

最後は倫理。

倫理について、まだ教科書貰ってないから、授業ではいつも隣の⼈に⾒せていただいてる。（ありがとうございます）

プリントしか持っていなかった。

プリントを⼀通り⾒たが、眠かったので…寝た。（おい︕）

 

でも今⽇の朝はちゃんと何度も倫理をやった。

 

テストは…まあまあ良かった。

⽇本史発展がやばい。絶対やばい。

全部勘で。（笑）

すみません。

 

 

明⽇は⽣物、化学、国語だ。

頑張ろう︕︕

⾱暁晴さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



中間試験最終⽇︕︕︕

2014.05.15

あら。。。

最近怠けているね。

すみません。

 

もう最終⽇だよ。

 

明⽇は中国語と数学。

 

今⽇の⽇本史はやばかった…

先⽣に申し訳ない。

 

頑張ろう︕︕︕︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



今⽇の天気がいいな〜

2014.05.17

最近ずっと⾬だった。

⾬じゃなくても、曇りだった。

けど、今⽇点呼の時、ドアを開けると、⽬に映ったのは、とてつもなく快晴だった。

 

沖縄は今、もう夏に⼊った。

クーラーも使えるようになったし、アイスを⾷べる回数も増えた。（笑）

太陽の光が強いけど、気温はそんなに⾼くない。熱い⾵はほとんどない。

気持ちいい〜〜〜〜〜〜

 

いっぱいいっぱい写真撮ろう︕（笑）

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



昨⽇は奇跡だった。

2014.05.18

昨⽇の天気についてめっちゃ褒めたじゃないですか…

結局、

今⽇はまた⾬に戻った。

まあ、そうですね。

梅⾬の今にとって、昨⽇みたいな晴れは奇跡だったわ。

今⽇も⾬だったり曇りだったり晴れだったり…

これから⾬はまた続くでしょう。

そして梅⾬が過ぎた後、夏が来るでしょう。

早く来てほしいな、夏。

毎⽇晴れの夏。

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



どうやって外国語を勉強するのか

2014.05.20

昨⽇、⼆⼈の後輩が私の部屋に中国語を教えてもらいに来た。

⼀年の時、国際⽂科は⼀年中国語を勉強したけど、授業が少ないから、みんなほとんど発⾳ができていない。実は私も、⼀年勉強しても五⼗⾳しか覚えられなかった。（笑）

でも、私は専⾨の教師ではないので、発⾳することしかできなかった。⼝の形をどうやったら正しい発⾳になるのかは分からなかった。だから、何度も何度も繰り返して⾔っ
た。そしてとても抽象的な⾔葉で発⾳の仕⽅を教えた。

で、その時に、⼀⼈の後輩が「中国語って発⾳多くて難しいですよね。」「だから英語の発⾳も綺麗ですね。」って。そう考えたら確かに、⽇本語には⾆を巻く発⾳とか、⺟⾳
のe、an、⼦⾳のz、c、sとかないので、中国語との違いがたくさんある。それによって、英語のrを読むとき、普段から⾆を巻くのを慣れていた中国⼈のほうができる。

つまり、発⾳ができないのはただ慣れていないだけだ。私は⽇本語五年近く勉強して、発⾳は最初の時と⽐べてうまくなってきていると思う。いつも練習しているのはあるが、
もっとも重要なのは⽇本語の発⾳に慣れていたから。

⼀つの⾔語に慣れる⽅法は、⼆つあると思う。ひとつはその国で⽣活して、⼈と触れ合い、外国語を勉強する。もう⼀つは、毎⽇その国の映像、例えばドラマ、テレビ番組、⾃
分の好きなジャンルでその国の⽂化、そして⾔語を学ぶ。⼆つともよく聞くっていうこと。

つまり、慣れたらできる。もっと時間をかけて勉強しましょう︕

 

関係ない話だけど、中国語を読むと⼩顔効果が出るって後輩から聞いた。真実かどうかはいま疑っている。ほぼ毎⽇中国語を話している私はどうして顔が⼤きいだろう。（笑）

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



テスト返し

2014.05.21

中間試験の成績出た︕︕

よかったのは国語〜〜平均点超えた〜〜初︕︕

そして現代社会〜

93点︕

褒められた〜えへへ

 

へへへへへへへ

 

これからも頑張る︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



バスケ︕

2014.05.22

また新しい体育の授業が始まった。

今回は三択︓卓球、サッカー、バスケ。

サッカーはほとんど男⼦が選んだのだから、卓球とバスケで迷っていた。

卓球は好きで、できるんだけど、運動量が少なくて、あまりチャレンジできることがないので、バスケにしたいが、

バスケは運動量が多くて、いつも⾛ってるから、めっちゃ疲れると思う。しかもバスケをしたことがないから、試合の時は役に⽴たないので、気楽な卓球にしたい。

散々迷った末に、やっと決めた。

 

バスケにしよう︕

 

もうすぐ帰るので、⾃分に挑戦するチャンスはもうほとんど残ってない。

たとえつらくても、⾃分の記憶に残っていたら、それでいいと思う。

 

⾱暁晴さんの⽇記



 

で、きょうは初めてのバスケの授業だった。

先⽣は⽤事があって、私たち14⼈の⼥⼦は⼆つのチームに分けて試合をした。

初⼼者なので、たくさん⾛ったが、あんまりボールに触れなかった。（涙）

でも、⾃分には背が⾼いというメリットがあると思うので、今度はリバウンドを取ろうと思う。

 

来週頑張る。

これは⽇本語で投稿されたものです



汗びっしょびしょ︕

2014.05.27

⽕曜⽇だから、体育の授業があった。

いっぱい⾛った︕

チョー疲れた…

体育着ほとんど濡れた…

 

そして、部活もたくさん踊ったから、

部着も汗でいっぱい︕

 

沖縄そんなに暑くないのにね…

こんな⽇々が続くかもね〜

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



バイキング︕

2014.05.29

朝から寮のみんなが楽しそうに⾒えた。

それは、夜のごはんはバイキングだから。

⼀カ⽉に⼀回、⽊曜⽇の夜。（笑）

だから私も部活が終わってすぐ寮に帰った。

いっぱい⾷べた︕︕

そしてバスケした︕

楽しかった︕

（笑）

つまらない⽇記ですみません。

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



インターハイ︕⼥バス︕

2014.05.31

昨⽇、インターハイ開幕した。

 

そして、今⽇⼥⼦バスケ部が試合があって、⾒に⾏った。

実は部員と⼀緒に⾏ったので、そこについたらずっとバスケ部の⽣徒と⼀緒に⾏動した。

試合に参加できる⼈は12⼈しかないから、残った⼆年⽣⼀年⽣はサポートする役だった。

マネージャーとたくさん話しながら、練習、ウォーミングアップを⾒た。

マネージャーはレモン漬けを作って持ってきた。それはアニメでしか⾒たことのないものだった︕選⼿たちでしかもらえないと思ったが、私の分もあった︕すごくおいしかっ
た︕

 

そして試合が始まる前に、みんなと⼀緒に円陣を組んだ。「おーーーーーーー︕ラビッツ︕」

 

試合が始まって、ラッパを持って応援した。応援の仕⽅がたくさんあって、すごいなと思った。例えば、メンバーチェンジの時、「出てきたぞ、出てきたぞ、○○が出てきた
ぞ︕」とか、オフェンスからディフェンスに変えたとき、「ディフェンスディフェンスディフェンス︕」何とか。たくさんあって忘れてしまった。（笑）

⾒たい選⼿は最後の⼆分やっと出てきた…でも遠くて写真は撮れなかった︕︕もう本当に残念だった……（号泣）

⾱暁晴さんの⽇記



まあ、頭でかっこよさを覚えた。（笑）

 

最後に︕︕ 71︓59で勝った︕︕︕︕︕︕︕強い︕かっこいい︕︕さいこう︕︕笑いながら隣の⼈とハイタッチした︕︕

そして、みんなと写真を撮った︕

 

次の試合は明⽇にある。でも残念ながら、私約束があるから⾏けないの……TAT

 

明⽇も勝つように︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです



もんじゃ︕

2014.06.01

まずは昨⽇の続き〜

今⽇の⼥バスは最初は勝ったけど、その次の試合は負けてしまった。

つまり第三回戦で負けた。

ちなみに三回戦の相⼿は去年の⼆位だった。

だから、うちのバスケ部はけっこう強いと思う〜（笑）

 

そして本題ーーもんじゃ︕

友達三⼈と⼀緒にもんじゃを⾷べに⾏った︕

90分⾷べ放題で、四⼈で七つも⾷べた︕︕（笑）

おいしかったし、お腹いっぱいになった︕︕

 

⼥バス⾒に⾏けなかったけど、もんじゃたべられてよかった︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



なんか寂しい…

2014.06.03

⼤体今になって、三年の運動部の⼈が引退した。

授業終わって、みんなかばんを持って帰った。

いつもの部着姿はもう⾒えなくなっていた。

彼達はこれからのテスト勉強に頑張るはず。

新しい⽬標を⾒つけるでしょう。

私はまだ引退してないから、部活していて、隣にいつもの三年⽣がいないのは本当に寂しいなと思う。

私は向陽祭終わってから引退するよ。

でも、終わったらちょうどここを離れる時だね。（笑）

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



帰りたくない…

2014.06.04

最近いつも「もうすぐ帰るのね。」って⾔われる。

本当に帰りたくない…

もっと⼀緒にいたいなと思ってる。

でも、

しょうがないものだから、

残った⽇々を楽しみましょう〜

 

⼋期⽣のみんなも⼀緒に頑張りましょう︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



適性テスト

2014.06.06

⼆年⽣の時、適性テストをやったの。

たくさんの質問に1から5で答え、⾃分にあうほど数字を⾼くする。例えば、「寝るのが⼀番好き」という質問があったら、わらしは5を選ぶ。（笑）

結果はきのう帰ってきた。

答えを⾒て驚いた︕本当にあってると思う︕アイデアを出す⼒は⼀番低く、私もそう思う︕

そして、⾃分に合う仕事の⼀位は国際公務員。（笑）国際公務員は何だろう…何をするのだろう…外交官みたいな︖おお︕そうかもね︕

とにかく頑張ります︕外交官になるために︕（笑）

 

ちなみに、明⽇六⽉マーク模試…難しそう︕うううう……

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



総選挙︕

2014.06.07

模試終わってからすぐたくさんのおやつを買って、テレビの前に座った。

AKBの総選挙だから。

去年もおととしもテレビで⾒たことができなかったから、今回の機会を⼤切にしてた。

⼀番好きなメンバーはゆきりん（柏⽊由紀）で、三位になった時、本当にうれしかった。

⾃分も三票⼊れたから、全部で10万票超えっていうことに感⼼した。

まゆゆ⼀位︕おめでとう︕いつも頑張っているのを⾒えているから…

 

もう本当に初めてテレビで⾒られたから、うれしい︕︕

 

最後のps︓模試難しかった︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



AKBの話をさせてください…

2014.06.09

部活終わったごろ、強い⾬が降ってきた。

傘は持ってなかった私は友達に寮に送ってもらった後、パソコンの置くところで⼀⼈の男⼦がniconico⽣放送で、AKBの公演を⾒ていた。

今⽇の公演は⼤島優⼦の卒業公演だ。

そう、この公演が終わった後、⼤島優⼦はもうAKBとしてステージに⽴つことができない。

⼥優の道を選んだ彼⼥は、おそらく前みたいにしばしばテレビに出られないだろう。

 

私はその男⼦の隣に、⼀緒に⽣放送を⾒た。

ファンと⾔っても、公演の曲はあまりわからない。でも、フジテレビも⽣放送を始めた後の曲はすべて有名な曲で、メンバーも増えた。渡辺⿇友や、指原莉乃や、私の好きな柏
⽊由紀も来た。

曲が終わった後、メンバーたちそれぞれ優⼦に話を贈った。みんなは涙が出て、私も感動した。

そして、皆さんもよく知っている「ヘビーローテーション」を歌って、「草原の奇跡」を歌って、卒業公演を終わらした。

⼤島優⼦は今まで頑張ってきて本当によかったと思う。でも、その努⼒は誰でもできるわけではないと思う。きっとつらかったのだろう。いろいろ⼤変だったのだろう。

これからの道も、みんなで⾒守るから、頑張ってください︕

 

AKBのことばかりしてごめんなさい。QwQ

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



いろいろ…

2014.06.10

最近、⽂化祭である向陽祭の準備が着々やっている。

私は舞台委員。だからあるお昼休みに、会議に⾏った。

私たちのクラスは、ミュージカルをやる。

「⽩雪姫」

 

台本を書いている⼈はとても⾯⽩い⼈で、台本を⾒たら⾯⽩くて笑ってしまった。

 

もうすぐ練習は始まるんだろう。あと⼀カ⽉が向陽祭だから。

舞台は、演じる⼈だけではなく、⾳響とか、照明とかを担当する⼈も必要とする。

照明をやりたかったけど、舞台委員は忙しいからやれないよって⾔われて、ちょっと落ち込んだ。

でも、舞台委員は忙しいって聞いて、なんかやる気が出た。

こういうことをやったことがないから、楽しみにしてる〜

私たちの舞台がうまく⾏けるように︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



またミュージカル〜

2014.06.11

午後、クラスのみんなでミュージカル「⽩雪姫」の役を決めた。

抽選ではなく、台本を書いた⼈が誰がいいかを予想し、決定した。

劇⻑いから、⽩雪姫は三⼈もいる︕

しかも、⼀⼈が男⼦なの︕（笑）

継⺟の⼥王も⼆⼈いる。

そう、

その中の⼀⼈は男⼦なんだ。（笑）

 

私は歌と踊りの役だった〜

みんなを応援する役かな〜って⾃分は思っている。（笑）

どんなパフォーマンスになるのかな〜

楽しみ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



慰霊の⽇

2014.06.14

沖縄戦って、みなさん知っていますか。

慰霊の⽇は6⽉23⽇、⽇本の沖縄守備軍最⾼指揮官の⽜島満中将が⾃決した⽇です。

昨⽇ロングでこれについて学んだ。

先⽣はたくさんの写真を⾒せてくれた。

⼀枚は、⽇本の兵⼠が捕虜した⼈を射撃の訓練をしている場⾯。

⼆枚⽬は、⽶軍が死んだ⽇本兵を⾒つめている場⾯。

三枚⽬は75歳、15、16歳の沖縄県⺠が正規兵になった写真。三⽇後に戦場に⾏く⼈もいたそうだ。

四枚⽬は沖縄戦と離れて、現在アフリカにある少年兵が練習しているシーン。

 

本当に重かった。

平和って、難しいものだね。

⼈間の欲望は境がないようだね。

 

私たちは未来のために何かできるでしょうか。

国と国をつなげて、

もっと平和な世界を築いていきたい。

できると思う。

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



ちょうど〜

2014.06.16

今⽇を含まないと、沖縄を離れる⽇まであとちょうど⼀カ⽉︕︕︕︕

家に帰れるのがわくわくするけど、此処での⽣活はもう30⽇ぐらいしかないから、

ちょっと寂しいな…

たくさんの⼈と⼀緒に遊ぼうねって⾔っていたけど、もうすぐ期末テストだから、

三年⽣である彼たちは忙しいだろう。

まあ、とにかく、本当に楽しもう︕︕

⼀⽣に⼀回しかない留学⽣活だから︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



ルートビア︕︕

2014.06.17

皆さん、ルートビアというのは知っていますか︖

これはたぶんアメリカの飲み物なのかもしれません。

で、アメリカのファーストフードが沖縄に伝わってきたとき、ルートビアっていう飲み物も来た。

前飲んだ時、ちょっとおかしい味だなと思ったんだけど、今になって、とても好きになった。

今⽇も遠くのスーパーに⾏って買ってきた。

最⾼︕︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



期末〜〜〜〜〜

2014.06.19

今週の三連休が終わって、⽕曜⽇から期末テストなの。

期末テストは⾃分にとって最後なんだ。

今みんなが勉強してる。

明⽇は⽇本史の⼩テストがある。

やらなきゃ︕

前回は簡単だったから、満点取った︕︕初めての満点だ〜〜〜〜うれしい〜〜へへ

また⼀回取りたいな〜

だから、勉強しに⾏ってくる︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



久しぶり︕︕野球⾒に⾏ってきた︕︕

2014.06.24

本当に久しぶりですね。

三連休だった。⽉曜⽇は沖縄の慰霊の⽇だったから。

友達の家に泊まった。野球を⾒に⾏った。

陽射しが強く、めっちゃ焼けた。（笑）

でも楽しかった︕ルールも分かってきてる。

沖縄の空はとっても⻘かった︕選⼿たちの頑張ってる姿も最⾼だった︕

⾃分の学校の応援も⾏った。たくさんの⼈が来た。

野球を⾒るのが好きになったのは、⾒ながら焼きそばやかき氷を⾷べられるから。（笑）

⾒た試合はすべて負けたのが⼀番残念だった。なんか負けたのが⾃分のせい…

 

あとお⼟産もたくさん買った〜

今⽇から期末テスト︕⾚点でないように〜〜〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



最後の期末

2014.06.25

昨⽇から、私の留学⽣活の最後の期末、そして最後のテストが始まった。

⽇本史、倫理、国語だった。

好きだから⽇本史ばっかりやってた。（笑）

でも、範囲が広すぎて全部はやりきれなくて、今⽇のテストではあんまりできなかった。

倫理と国語はなおさらだ。

最後のテストだからいい点数欲しいなと思ってもできそうもないね。（笑）

明⽇ファイト︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



期末➂

2014.06.26

英語終わった︕︕︕︕︕いろんな意味で（笑）

 

そして沖縄の夏がやってきた︕︕︕︕

今⽇⼀⽇暑くて、蝉の声が⽌まらない。なんかアニメの中みたい。（笑）（意味不明）

 

お⾵呂に⼊るとき、肩が⾚く、痛かった。⽇焼け⽌め塗らなかったからね。

みんなと会ったら私の肌の⿊さにびっくりしないでね︕︕（笑）

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



テスト終わり＆回転寿司︕

2014.06.28

やあ、昨⽇⽇記を書くのを忘れた〜〜〜

昨⽇で留学⽣活の最後のテストが終了した︕

現代社会と数学だった。

現社は今経済の範囲で⾯⽩くて、前の⽇の夜めっちゃ頑張ったけど、やっぱ普段から勉強しないと無理…

数学は問題数が多くて、計算ミスしやすいんだ…こわい︕

 

学校終わるのが早かったから、友達と回転寿司に⾏ったんだ〜

初めてのセルフ回転ずし︕モニターがあって好きな寿司を注⽂することができる︕︕⽇本のみんなは普通だと思うけど、私は初めてなの︕（笑）

マグロ、サーモン、いくら、⾙、ホタテなど、⼋⽫⾷べた︕（少なさそうけど〜お腹めっちゃいっぱい︕

しかも安いよ︕平⽇だったから、⼀⽫90円︕税加えたら100円ぐらい。マグロ100円で⼆貫⾷べられるのよ︕安くない︖

最後の締めとして、ラムネのかき氷を頼んだ〜おいしかった〜

 

⼟⽇どう過ごそっかな〜〜〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



あと⼆週間か…

2014.06.29

残ってる⽇々を数えてみると、もう⼆週間しかない…

ここ⼀年、速いとはい⾔えないが、記憶が満ちていて楽しかった。

むしろ記憶がいっぱいだからこそ、この⼀年が⻑く感じる。

今⽇同じ部活の⼦と⼀緒に遊びに⾏った。

もうすぐ帰るから記憶を作らないとって。

なんかこれを聞いて、悲しくなった。（笑）

でも、

今⽇はとても楽しかった︕

昼ご飯はタコライスだった︕︕︕︕

そしてタコライスの具を買って、帰国したら作ろうって思った。

なんかわくわくなってきた。

 

明⽇からは⼀秒でも⼤切にし、残りの⼆週間を楽しく過ごすように頑張ります︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



ひさしぶりりりりりりりり︕︕

2014.07.02

めっちゃ忙しい︕︕

本当にすみません︕

毎⽇書こうと決⼼したのに…

今⽇も時間がありません︕︕

そしていろいろ出来事ができた。

またいつか書こう︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



よ︕みなさん︕

2014.07.03

最近右⼿を体の前に⽴てて「よ︕」って友達とあいさつをするのが癖になった。（笑）

 

 

本題に⼊ろう。

この前、舞台での役は踊るって⾔ったよね。

でも、急きょナレーター役になった。

だから、毎⽇授業が終わった後、みんなで練習する。

そして、郷⼟芸能部も舞台に出るので、そこの練習もしなきゃ…

とにかくいろいろ忙しんだよ…

 

そして今週⽇曜⽇の⽇本語能⼒試験……

受かりそうもない気がするけどね…

 

じゃあ、皆さんまた明⽇ね〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



ふうー

2014.07.04

マジ疲れたーーーーーー

 

向陽祭を前に、郷⼟芸能部の練習も多くなって、きつくなってる。

お昼も体育館で練習してた。

午後は三年⽣のみんなが模試で来れなかったけど、⾃分はもうすぐ帰国するから受けないことになって、⼀⼆年⽣と⼀緒に踊ってた。

汗本当にびっしょびしょ︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕

これで痩せたらいいな〜（笑）

 

そして六⽉マークの結果が帰ってきてる︕

史上最⾼の成績︕（笑）

特に、国語は平均点より⾼い〜〜やった︕︕⼀番うれしい〜

〜〜

明⽇も頑張ろう〜

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



ひさーーーーーしぶり〜〜

2014.07.07

今週は向陽祭だから、来週の⽉と⽕は代休で休み。つまり今週いっぱいでみんなとサヨナラだ。

寂しくなる…

 

⽇本語能⼒試験も終わったし、勉強はしばらくしなくてもいい。

これからの⽬標は向陽祭を楽しむこと︕ナレーターは噛まないこと︕郷⼟芸能の舞台がもっとたくさんの⼈に知ってもらうこと︕

留学⽣活の最後はこんなに忙しいとは思わなかったね。（笑）

 

そしてーー

明⽇沖縄に台⾵来るそうだよ︕強そうなので、たくさんの寮⽣が家に帰った…

電気と⽔は⽌まるかも…電気はいいけど、⽔は⽌まらないでほしいな〜お⾵呂⼊れないんだもん…

でも、休みになるから、荷物を⽚づけることができる︕

 

全部うまく⾏けるように。

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



⽣きててよかった…（笑）

2014.07.09

沖縄は結局⼆⽇間休みだった。

帰る前に沖縄の台⾵を体験できてよかった。

おとといの夜から、台⾵の⾳が⼤きくなっていた。

昨⽇の朝の点呼も安全のためキャンセルされた。

で、ずっと寝てて、⼋時半になって起きたら、騒⾳が⼤きくて、⾬も降ってた。

そして先⽣が放送を流してた「みんな⽣きてますか、⼤丈夫ですか。外は危ないからできるだけ部屋から出ないでください。」って。

それを聞いた私はおとなしく部屋で黙々と荷物の準備をやり始めた。（笑）

10時ぐらいになって、停電した。

クーラーもまわらなくなって暑かった…

でも、30分後に回復した。

そしてまた停電した…

⼀回外に出た。⽊が揺れてて、電線柱も揺れてた…怖かった︕

お昼はカップラーメン。お湯ができた途端停電した。（笑）

⼆階はお昼から⼣⽅まで停電して、三階はちょっとしかしなかった。

だから三階にいる友達の部屋に遊びに⾏った。

床も滑りやすかった。

夜はお⾵呂が⼊れなかった…

 

今⽇も、学校に⾏って、突然⼤⾬特別警報が出て、臨時休校になった。

寮に帰って、眠いから寝てて、起きたら、なんと部屋が⾬漏りになった。

バケツでどうにかしたんだけど…

男⼦寮の⼀つの部屋が開けなくなった…

今回の台⾵すごかったね〜

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



最後の授業…

2014.07.10

明⽇は向陽祭の準備だから授業なし。

だから今⽇で、⼀年の留学⽣活の最後の授業が終わる。

倫理、体育と中国語。

体育は卓球。

やっぱみんなバスケでないと気合⼊ってこない感じがするな…

今になって、バスケが懐かしく思った。

卓球も好きなんだけどね。

中国語は私のお別れ会をした。

みんなお菓⼦をもってきて、先⽣もクーヘンと飲み物を持ってきた。

そして、⼈狼ゲーム（中国は普通「殺⼈ゲーム」と呼ぶ）をやった。

楽しかったので、悲しい気持ちはすぐ晴れた。

 

午後は劇の練習と郷芸の練習だった。

⾜めっちゃ疲れた。汗もやばい…

努⼒が報われますように︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



ああああああああ明⽇だ︕︕︕︕

2014.07.11

もう何も⾔いたくない︕

頭の中はいっぱいでこぼれそう︕

とにかく明⽇書こう︕

ごめんなさい︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



向陽祭⼀⽇⽬

2014.07.12

とっても忙しかった︕︕

朝六時に郷芸集合。（笑）

開会式も美ら舞エイサーも⾒れなかった。

⼆時間化粧して、そして服を着て、練習してた。

ちょっとだけ緊張した。

最後までミスしなかった︕︕︕︕︕︕︕︕

本当によかった︕︕

でも汗びしょびしょで、顔の化粧も落ちた。（笑）

 

そして即⾏舞台委員の仕事。

受付係で、靴を⼊れるビニール袋を配ったり、ポログラムの紙を配ったりした。

12時半までやった…

 

ご飯⾷べて、クラスの劇の最後のリハーサルやって、舞台に向かった。

舞台もたくさんの⼈が来てくれて最⾼だったよ︕︕

ほかの⼈に「⼆組すごかったよ︕」って⾔われた。

うれっぴー︕

 

そしてちょっとだけゲームやって、⼀⽇⽬終了…

 

全然回る時間なかったよ︕︕︕︕︕︕︕︕︕

残念…

 

夜寮で私の歓送会をやった。

もう涙出そうになった…

⼀年って結構速いかもね。

 

とりあえず明⽇も頑張ろう︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記





向陽祭最終⽇︕

2014.07.13

⼆⽇⽬で最終⽇です。（笑）

劇楽しかった︕

ナレーションがみんなに上⼿いって⾔われた…うれっぴー︕

そして舞台の最優秀賞をもらった︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕

正直、⼈も多くて、ほぼ満席で、後ろで⽴って⾒てる⼈もいたので…

そしてみんなに「⾯⽩い」って⾔われたから…

うれっぴーーーー︕

続きは明⽇。

 

 

 

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記



更新遅れた︕︕すみません︕

2014.07.20

前回は最優秀賞を取ったといったよね︕

あれは本当にうれしかった︕

 

そして、三年⼆組全員で集合写真撮った。

劇で着ぐるみを着てる⼈がいるから、控室に帰ったら、⾃分もリラックマの着ぐるみを着て、いっぱい写真を撮った。

もともと三年⼆組の劇は午後だから、劇が終わったら残った時間も少なく、向陽祭はすぐ終わった。

控室を⽚づけた後、閉会式が始まった。

閉会式が始まる前、私は全校⽣徒の前でお別れの挨拶をした。

たくさんの思い出を語って、またこれからの道をどう歩んでいくかを話した。

思い出を語るときは別れたくない気持ちでいっぱいで、ちょっと⾟かったけど、泣かなかった。

 

閉会式が終わったらすぐ後夜祭が始まった。

後夜祭は体育館で、夜の雰囲気を作るためにカーテンを閉めてやった。

後夜祭はパフォーマンスしたい⽣徒たちがオーディションを受けて、受かった⼈がステージに⽴つ祭です。

司会の⼈がよく⼀発芸とかギャグとかやって⾯⽩かった。

先⽣のバンド、⽣徒のダンス、漫才、何もかも最⾼だった。

盛り上がってリズムと⼀緒にジャンプした︕︕︕

ビデオもたくさん撮った︕︕

さすが後夜祭︕

夜ではなかったのが惜しかったけど〜

盛り上がった︕

 

後夜祭は6時半に終わった…空はまだ暗くなってなかった。（笑）

向陽祭⼆⽇⽬が最後の学校になる私が惜しくても帰らなければならなかった。

 

さよなら、学校︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

⾱暁晴さんの⽇記
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