
⽇本にいます︕

2013.08.28

今研修中︕

今朝⽣活指導のＤＶＤを⾒ました︕

これは⽇本語で投稿されたものです

周潔鈺さんの⽇記



= =

2013.09.05

⽇本に来てもう⼗⽇︕︕

学校に通い始めて、ようやく⽇本に来た実感が湧いてきた= =

私が聞き取れない⾔葉が⾶び交っいる

クラスには、中国の⽇本⼈学校に通ってた⼦がたくさんいるんだ

携帯で中国語の⼩説を読んでる⼦までいる= =

昨⽇地震があった。初めて地震というものを体感した︕︕

そのあと、クラスメートに以前の地震の話をたくさん聞いた

先⽣もクラスメートも皆良い⼈︕︕

クラスメートが前学期の地理の資料もコピーしてくれたんだ。

明⽇は試験

頑張ろう。みんなも︕︕

周潔鈺さんの⽇記



素敵なホストファミリー︕︕

2013.09.15

⽇記を書こうと思って リビングまでノートを持って⾏ったはいいんだけど

どんなに考えてもなにを書いたらいいかさっぱり分からなかったの

でもそこにホストファミリーのお⽗さんお⺟さんそれからおねえちゃんがやってきて

優しく丁寧にわたしのために⽇記の内容を⼀緒に考えてくれた

そうして1時間

ようやく⽇記が完成しました

周潔鈺さんの⽇記



毎⽇すごく充実してるよ

2013.09.23

２週連続で３連休とか嬉し過ぎ︕︕

⽊曜⽇と⾦曜⽇にクラスメイトの英語のスピーチがあった

その後そこでロールケーキを作ったり飲み物を飲んだり

⼟曜⽇はホストファミリーのみんなと⼀緒に筑波へ⼭登りに⾏ったんだ

で、昨⽇はクラスメイトとお出かけ

今⽇は秋分の⽇だったから お墓参りに⾏って そのあとおはぎを作った

来週は地理のレポートを出さなきゃ

あと英語のテストもあるし

そんな感じで毎⽇⾊んな驚きに溢れてる

この調⼦でこれからも上⼿くいきますように 

周潔鈺さんの⽇記



⽇記..

2013.09.27

ずっと憂鬱だった地理のレポートがついに終わったよ︕︕

もう中⾝は気にしない今⽇提出しちゃったし

 

今⽇は学校の⽣徒会役員選挙の⽇だった

⽴候補者も推薦者もすごく簡潔な演説だったから全然退屈にならなかった

⽣徒会の⼈たち毎⽇7時くらいまで残ってなにかやってるみたいなんだけど

なにやってるのか不思議だったからクラスメイトたちに聞いたんだけどみんな知らないって⾔ってた

 

今⽇の東京はすっごく寒かった︕︕

 

来週は球技⼤会があって必ず全員参加らしい

どうかみんなの⾜を引っ張らないように。怪我もしませんように

 

先⽣⽅いつもたくさんのコメントありがとうございます

中々返事が出来ず申し訳ありません

とういうよりどうやって返事したらいいかが分かりません（= =）

もし知ってる⼈がいたらぜひ教えてください︕︕

よろしくお願いします︕︕

周潔鈺さんの⽇記



また⼀週間

2013.10.06

先週の⽊曜⽇は⾼1の球技⼤会

⼀⽇中試合

私はバスケとサッカーに参加した

試合すごく楽しかったよ

誰も順位にはこだわらず= =

ここ数⽇、午後はずっと保護者⾯談があった

だから授業はずっと半⽇のみ

来週の⽕曜は学校の秋休み

だから⽕曜も学校⾏かなくていいんだ

ようやく毎⽇の緊張から解放されたよ

毎⽇、帰宅後に空がまだ明るいなんて、嬉しいよね

 

ホストファミリーも毎⽇優しくて温かい

世界史と⽇本語（国語）の授業は相変わらず聞き取れない

でも、毎⽇変化がある

早く慣れたいな

がんばろう

周潔鈺さんの⽇記



台⾵︕︕

2013.10.16

今⽇は台⾵で学校が休みになった︕︕

やっとやらなくちゃいけないことが出来るぞ

来週の⽔曜⽇から⾦曜⽇まではテストだ

それに英語のスピーチと地理のレポートまである

毎⽇忙しくて、忙しくて

でも毎⽇が充実している

週末になると、ホームステイ先のお⽗さん、お⺟さんとお姉さんが

いつもいろいろなところへ連れて⾏ってくれる

それにホームステイ先のお⺟さんと⼀緒に、簡単なバッグを作ったんだ

学校もだんだん慣れてきたし

通学電⾞でも乗り換え前にいつも座れるから

そんなに⼤変じゃないよ

すべてのことにだんだん慣れてきて

⼼配してくれている先⽣やみんなに感謝を

周潔鈺さんの⽇記



試験終わった︕︕

2013.10.25

やっと試験終わったよ

なんかウチかなり遅い⽅みたいだね= =

⽇本語で受ける英語のテストはこれが初めてだったんだけど、なんとも不思議な感じだった

あとテストの形式もなんとなくだけど理解出来た気がする

これからゆっくり慣れていけたらいいな

 

試験が終わってみんなも時間に余裕が出来たみたいで

友達と⼀緒に出かける機会も増えたんだ

 

来週の⽊曜⽇のハロウィンには学校でなんかイベントがあるみたいだし

みんなそれぞれコスプレをするみたい

すごい⾯⽩そうだよね︕︕

周潔鈺さんの⽇記



三連休︕︕

2013.11.02

忙しかった⼀週間

国際教養科だから

ハロウィンの⽇に仮装してもいい

わたしはパンプキンをやった

めっちゃ楽しかった︕︕

 

⾦曜⽇は成⽥国際⾼校に⾏った

先輩たちの英語のディベート⼤会を⾒に⾏った

稲⾼は優勝した︕︕

これからは千葉県の代表として全国⼤会に出る︕︕

そして、お⺟さんが作ってくれたおにぎりがすごく美味しかった

クラスメートが作り⽅が知りたいって⾔ってた

 

明⽇は⾣の⽇だから、浅草にお祭りがある

ホストファミリーと⼀緒に⾒に⾏こうと思ってる 

 

以上︕︕これからも頑張ります︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

周潔鈺さんの⽇記



0.0

2013.11.09

また⼀週間終わっちゃった︕︕

⽊曜⽇は進研模擬試験だったの

なんでも偏差値も出してくれるみたい

 

⾦曜⽇は部活動に参加してる⼈はみんな学校に⾏かなくて良くて

公⽋で代わりに交流会に⾏ってきたんだ︕︕

で、1時くらいに解散だったから

部活の1年⽣の⼥の⼦4⼈で遊びに出かけたんだよ︕︕

 

今夜はホストマザーと⼀緒にお茶会に⾏って来るよ

なんだかだんだん⽇本での⽣活になれてきたみたい︕︕

 

がんばるぞ︕︕

周潔鈺さんの⽇記



寒い= =

2013.11.17

この⼀週間で急に寒くなった︕︕

皆体に気をつけて︕︕

 

⾦曜⽇は学校の開放⽇

付属中学からたくさんの保護者がやってきた。

中には部活を⾒学にくる保護者も

 

この⼀週間は本当に忙しかった。毎⽇古⽂の単語テストがあった。

あと、英語の単語テストも⼆回あったし

それに地理の発表も

どうにかやり過ごしたよ。

 

これからも、何事も順調だといいな

頑張ろう︕︕

周潔鈺さんの⽇記



忙しい忙しい︕︕

2013.11.26

なんだか時間がたつスピードがどんどん速く感じる。

来週は期末試験。

家庭科と保健体育のテストまである︕︕

どうやって勉強したらいいのか不安でいっぱい︕︕

でもテスト頑張らなくちゃ。

 

この2週間は死ぬほど忙しい。

ほぼ毎⽇⼩テストがあって

毎⽇疲れ切った後に今度は部活。

でも部活で他のクラスの⼈ともだんだん仲良くなれてきているのは嬉しいよ︕︕

 

体育の授業はバレーボールとダンス。

バレーの授業は本当にタイヘン。だって中国ではやったことがないから。

ルールや基本的なことはだいたいわかった。

みんなと⼀緒に実際にゲームもするけれど

サーブが難しすぎて、何回練習してもネットを越えてくれない= =

でも同じチームの他のクラスの⼈はみんないい⼈たちなんだ。

みんな私のためにボールを拾って、それから教えてくれる。

私のために特訓をしてくれている= =

だからもっともっと、うまくなりたいよ︕︕

ちょっとずつ進歩するといいな︕︕

 

明⽇はダンスの発表とテスト。

ずっと練習して来たけれど、忘れちゃったらどうしよう。

うまくいきますように︕︕

 

最近ずっと天気がいいね︕︕

昨⽇の夜は⾵が強かったけれど、寒くなかったし。

何もかもうまくいきますように︕︕

周潔鈺さんの⽇記





冬休みwww

2013.12.22

久しぶりの⽇記 (笑)

ごめんなさい

 

１２。１１

テスト最終⽇でクラスメートと⼀緒にディズニーに⾏ってきた

 

１２．１４

ホストファミリーのお姉さんの結婚式で

私も家族の⼀員として、招待された

すごく嬉しかった

本当に素敵な結婚式だった

 

そのあと毎⽇部活とか、クラスメートと⼀緒に遊ぶとか

毎⽇すごく楽しく過ごしてた

 

１２．１９の部活のあと

船橋駅で北野⾕先⽣とあった

いろいろ話してた

あってくださって本当にありがとうございました。

 

昨⽇は部活の友達と⼀緒にららぽーとに⾏った

マフラーとか⼿袋とかダウンコートとかいろいろ買った

最初きた時本当に蒸し暑かったんだ

今はもう真冬の寒さだ

もうすぐ⽇本に来て四ヶ⽉だ

これからも頑張っていきます︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

周潔鈺さんの⽇記





新年︕︕

2014.01.11

今更ですけど、あけましておめでとうございます︕︕

昨年は本当にいろいろお世話になり、ありがとうございました。

本年もどうぞよろしくお願いします︕︕

良い⼀年になりますように︕︕

 

ずっと⽇記書いてなくて、申し訳ないです。

でもこの三週間ぐらいはいろいろあった。

福島に⾏ってきった。

⽇本の新年も体験できた。

でも、ここで、ホストファミリーの皆さんに

「本当に本当にどうもありがとうございました。」

を⾔いたいです。

なぜていうか。

いつも迷惑をかける私は、

新年の前にみんなが⼀番忙しい時

病気になって、

またいろいろ迷惑をかけました︕︕

本当に申し訳ないと思っています︕︕

 

そして、これから３１⽇まではずっと忙しいと思います︕︕

雲南省の中学⽣と⾼校⽣は稲⾼に来るつもりで、

わたしは⽇本の学校や学校⽣活について紹介することになりました︕︕

今は頑張ってＰＰＴを作っています︕︕

そして、部活もずっと忙しいです。

でも、頑張ります。

 

後三週間でみんなに会えて本当に楽しみ︕

新幹線のチケットもさっき届いてきた。

頑張りましょう( ＾∀＾)

では、またまた︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

周潔鈺さんの⽇記





あけましておめでとうございます

2014.01.31

あけましておめでとうございます

昨年はいろいろお世話になりました

今年も、どうぞよろしくお願いします︕︕

 

明⽇みんなに会える︕︕

すごくうれしい︕︕

楽しみ︕︕

(=´ω｀)ﾉおやすみ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

周潔鈺さんの⽇記



研修

2014.02.06

研修に⾏ってきた

⼤阪と京都楽しかった

みんなに会えて本当によかった

いろいろしゃべった

半年笑ってなかった分五⽇間で笑った

すごくすごく楽しかった

別れる時は本当に帰りたくなかった

でも頑張るしかないから

頑張ります︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

周潔鈺さんの⽇記



雪︕︕

2014.02.08

今⽇起きたら

普通に朝ごはん⾷べに⾏こうと思ってる時

雪降ってることを気付いた

すぐ家を出て⾒に⾏った

すごくすごくきれいだった

真っ⽩だった

中国にいる時はあまり雪⾒れないから

⽇本で雪景⾊⾒れて本当によかった

 

東京は初雪ではないんだけど

この前降った時わたしは⼤阪で研修してた

研修って⾔ったら

もう帰ってきちゃったんだけど

この⼆⽇間はやっぱり時々研修のことを思い出した

⼀番落ち込んでる時ってゆうか

⼀番帰りたくなる時みんなに会えて

また元気になってよかった

このチャンスをくださった先⽣⽅に

どうもありがとうございました

本当にいろいろお世話になりました

って⾔いたいです

今⽇からもう思い出に浸らないで

頑張ります

 

昨⽇はマラソン⼤会だった

６キロ⾛った

授業の時３キロコースやったんだけど

それはもう限界じゃないかと思った

でもみんなといっしょに⾛るのがやっぱり違って

６キロ⾛っても

そんなに⾟くなかった

周潔鈺さんの⽇記



クラスメートに

これはしゅうちゃんの留学⽣活の最悪の思い出になっちゃうかなあ

って⾔われたんだけど

いろいろ中国でできないことやって

逆によかったと思ってる

たぶんマラソンやってる⼼連⼼の友達もいると思うんだけど

⾟いとか思わないで

頑張ればいけます︕︕

終わったらすごくいい思い出になるかもしれないよ(笑)

 

初めて朝で⽇記を書いた

今⽇はこれで以上

これからも頑張りましょうヽ(・∀・)ノ

これは⽇本語で投稿されたものです



追⾛

2014.02.20

追⾛っていう⾔葉は⽇本に来る前知らなかったｗｗ

この前は⾻折しちゃって持久⾛の授業を休んでた

でも、マラソン⼤会の時は治ちゃって出れるようになった

で、頑張って⾛って⼀応終わった

 

これからの体育の授業は縄跳びやるんだけど

持久⾛⽋席した⽣徒は追⾛をやることになった

わたしはずっと⾻折だからやらなくてもいいと思ってるんだけど

最後の最後  周さんって聞こえて

びっくりした

みんなは⼤体１回だけやるんだけど

わたしは５回やります

だから、２回ぐらいはみんなといっしょに授業の時⾛って

残りは放課後⼀⼈で⾛ることになった

みんな駅かバス停に⾏ってる時

私が⼀⼈で名前書いてる体操服をきて⾛るのが

すごくすごく恥ずかしかった︕︕

今は後３回残ってる

恥ずかしいと思わないで頑張ります＝＝

これは⽇本語で投稿されたものです

周潔鈺さんの⽇記



。。。

2014.02.26

追⾛︕︕

今⽇で終わった︕︕︕︕

とてもとても嬉しい︕︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

周潔鈺さんの⽇記



卒業式

2014.03.07

昨⽇は卒業式のリハーサルと表彰式で

今⽇は本番の卒業式だった

先輩達のお⺟さんとお⽗さんも来た

体育館は⼈でいっぱいだった

⼊場のときと退場のときは

吹奏楽部とオーケストラ部の⽣徒が演奏した

素晴らしかった

そしてみんなで国歌と校歌を歌った

蛍の光っていう送別の歌も歌った

卒業式本当にすごかった

 

茶道部もテストの後先輩達の送別会をやるつもりだ

昨⽇いろいろ注⽂したり準備したりした

顧問の先⽣もほかの学校に⾏っちゃうらしい

すごく優しくて先輩のような感じの先⽣だ

お点前がとてもきれいだった

稲⽑の中で⼀番好きな先⽣かもしれない

でも転勤なんて本当に嫌だ(/ω＼*)

これからも頑張ってくださいねｗｗｗ

 

来週の⽉曜⽇からテストだ

そのあと春休みだ

楽しみｗｗｗ

これは⽇本語で投稿されたものです

周潔鈺さんの⽇記



桜︕︕

2014.03.21

来週からいよいよ春休み

⽇本で過ごす最後の休暇です

充実した毎⽇になるといいな

出来るだけ⾊んなところに出かけて⼼残りがないようにしないと

 

上野の桜が咲き始めたんだよ

ほんとにすっごく綺麗なの

でも桜の季節は別れの季節でもあるんだって初めて意識するようになった

部活の先輩とはそんなに関わってなかったから送別会でもあんまり感じなかったけど

ずっと⾯倒をみてくれてた⽇本語の先⽣がね

他の学校に異動になっちゃって

しかも茶道部の顧問の先⽣もいなくなるみたいだし

なんか、こういう、⾝近な⼈たちがどんどんいなくなる感じほんといやだな

どこにいたとしてもみんな元気に過ごせるといいな

わたしも頑張らなくちゃwww

周潔鈺さんの⽇記



ふれあいの場

2014.03.31

３⽉２５⽇から春休みに⼊った

今までほとんど毎⽇出かけて

充実な⽣活をしてます

 

⼀昨⽇、「ふれあいの場」で

深センに⾏った稲⾼の先輩が⽇本に戻った

⽇本語クラスのグループの中の写真も⾒たんけど

⽇本の⽣徒たちがFacebookに載った写真を⾒て

本当に久しぶりだった

学校は全然変わってないのに

クラスメートたちはけっこう変わった
深センのクラスメートもみんなと交流できて

よかったと思ってるようで 

そして⽇本⼈たちもみんな

やっぱり⾏ってよかった

思ったよりたくさんのものをえた

たくさんの⼈と出会えてよかった

中国⼈はニュースとかとは全然違って、むしろ⽇本⼈よりもおもてなしだ

とか⾔ってくれた

本当によかったなあと思った

これからも⽇中関係がよくなるように

 

そして、国際交流基⾦の先⽣⽅へ

お疲れ様でした。

いろいろ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

周潔鈺さんの⽇記



⼆年⽣ｗ

2014.04.19

もう⼆年⽣になった

勉強も部活も⼤変になった

帰国までは三ヶ⽉しかない

これからも頑張ります

これは⽇本語で投稿されたものです

周潔鈺さんの⽇記



ヾ(*´∀｀*)ﾉ

2014.04.29

お久しぶりです︕

 

最近はいろいろ忙しかった

茶道部の仮⼊部に３２⼈も来てくれた

そんなに来るとは思わなかった

そして⾼校⼀年⽣１０⼈と中学⽣６⼈が⼊部した

今は部員合わせて５１⼈もいる

なんか運動部よりも多⼈数な部活になった

⼆年⽣は私も⼊れて４⼈しかいなくて

けっこういろいろ⼤変だから

後輩たくさん⼊って欲しかった

今は先⽣も友達も私もすごく嬉しい

でもこれからは先輩としていろいろ教えなければならないから

もっともっと頑張ります

 

そして、先週の⼟曜⽇は

クラスメートといっしょに武蔵⾼校の⽂化祭に⾏ってきた

知り合いの友達が

いろいろ案内してくれた

初めて⽇本の⽂化祭だった

すごく⾯⽩かった

稲⽑⾼校もこれから⽂化祭をやるから

すごくいい参考になった

 

そして⽇曜⽇は

友達といっしょに上野動物園に⾏こうと思ったんだけど

ABABの中の雑貨屋さんに⾏ったら

原宿の雑貨屋さんにも⾏きたくなったから

それで反対側の原宿に⾏っちゃった

ASOKOっていうおもしろいお店に⾏った

 

周潔鈺さんの⽇記



そして、昨⽇は学校の校外学習で

鎌倉に⾏ってきた

グループのメンバーは

⽇本⼈⼆⼈

ハーフの中国⼈の⽇本⼈⼆⼈

ニュージーランドから来た留学⽣

そして中国⼈の私です

グローバルって⾔われたｗｗｗ

でもすごくすごく楽しかった

解散したら

横浜中華街にも⾏った

⼩⿓包と⾁まんを⾷べた

なんか中国で⾷べたやつよりも美味しい気がした

ずっと⾷べなかったからかなあｗｗｗ

昨⽇笑いすぎてから

今⽇は腹が痛かった

でも本当に最⾼だった

 

三⽇間学校の後はゴールデンウィークだ︕︕

そう思ったらやる気出てきた︕

これからも頑張ります︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです



頑張りましょ頑張りましょ

2014.06.03

ずっと⽇記書いてなくてごめんなさい

インターネット使えるのにｗｗ

 

帰国まで４６⽇しかない

みなさんとの時間を⼤切にしたいけど

どうすればいいかわからない

 

毎⽇⼩テストとか部活とか

とても⼤変だけど

楽しい(・∀・)

 

１０⽇までの作⽂について

とてもとても悩んでます

⾃分の気持ちを素直に書けばいいって

みんなに⾔われたんだけど

私の気持ちは

帰りたいけど、帰りたくないｗｗ

後⼀週間ぐらいあるから

⼀週間しかないけど。。。

ゆっくり考えます

 

今度の⼟曜⽇ディズニーに⾏ってきます

楽しみｗｗ

 

残りの⼀ヶ⽉半

頑張りましょうｗｗ

これは⽇本語で投稿されたものです

周潔鈺さんの⽇記
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