
東京にいるよ︕

2013.08.28

今、東京にいますよ︕ とても疲れますが、皆といっしょうに楽しく過ごしたいですよ︕きっとこれからもいっしょうに楽しく⽣活しますよ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

周千荷さんの⽇記



ははは

2013.08.28

これは⽇本語で投稿されたものです

周千荷さんの⽇記



期待していた⽣活

2013.09.02

 今三宮で腕時計を買って帰ってきたばかり。前の時計はここに着いたとたんにこれれてしまって、ああもったいない︕~~~

  私は今神⼾の島に住んでいます。私達は今⽇午前中、学校に⾏きました。学校は家から結構遠い。⽅向⾳痴の私としては、お兄さんのあとにくっ付いて歩くしかなくて。お兄
さんは後で⼀度学校までの道を説明してくれたけど、明⽇は⾃分ひとりでで歩いてみるようにって。みんな、私をお守りください︕

  ステイ先のお⽗さんとお⺟さん、それにお兄さんとはうまくやっていけそうです。中国⼈だから便利なこともあるし̶̶⽇本語がわからないときは中国語で話して、あとで⽇
本語に訳したりして。お兄さんは昨⽇N1を調べ出してきた。すごい︕私も頑張らなきゃ~︕

   学校のクラスメートたちもみんないい⼈で、学校に中国語クラスがあるから中国語で挨拶してくれる⼈もいた。こんな異国の地で中国語を⽿にするととってもうれしい~︕

   結局3回⾃⼰紹介をしました。職員室、クラスの前、あとは全校⽣徒の前で。どうしてこんなに何回も、、、しかも1回ごとに緊張が増して、⾔葉もスムーズに出なくなって
しまった︕︕︕~

   ウン、でもこれが私の期待していた⽣活だから。みんなと楽しく勉強し、仲良くやっていけば、必ず上達するよね︕~~~

 

                                                                                        2013年9⽉2⽇

                                                                                             千ちゃん~

 

これは⽇本語で投稿されたものです

周千荷さんの⽇記



千ちゃんの学校⽣活 9.3

2013.09.03

   9⽉3⽇だよ︕

   今⽇は学校で忘れられない⼀⽇を過ごした。どうして忘れられないかって︖それは頭から順に話さないと︕昨⽇校⻑先⽣に⾔われて全校⽣徒の前で⾃⼰紹介した時、深く考え
ずに”千ちゃんって呼んでもいいですよ︕”と⾔ったの。そうしたら、学校ですごく注⽬されるようになって……どこへ⾏っても、千ちゃんだって指を差されたり、知らない先⽣
に笑いながら”制服を着ている千ちゃんかわいいね︕”と⾔われたり……なんというか、注⽬され度が⾼過ぎるよ〜︕

    午前は数学のテストがあった。数学のテストって簡単だよね︖でも問題が読めない場合どうしたらいいの︖⻑い時間考えたのだけど、どうしても分からなくて、空欄で提出
した問題もいくつかあった。各教科の先⽣と⾯談した時も、専⾨⽤語など覚えなきゃいけないことがたくさんあることに気が付いた。これから頑張って勉強しなきゃ︕︕︕

    お昼は友達と⼀緒にお弁当を⾷べたよ。お⺟さんがおにぎりを作ってくれたんだ。わくわくするよね〜︕

    突然発⾒したのだけど、私関⻄弁が喋れるようになった︕︕︕やったー。今⽇の午前から今までずっと皆の間でつたない関⻄弁を話してたの。つたないといってもね……喋
れることに変わりはないでしょ〜︕【もし今後標準語に戻らなかったらどうしよう︖】

    あ、そうだ。今⽇すごく誇らしかったことはね̶̶⾃分で学校に⾏けたこと︕︕︕お兄ちゃんによる昨⽇⼀⽇の緊急指導のもと、周りに回って学校にたどり着くことができ
たんだ︕︕︕途中の阪神線で迷ってしまったのだけど、優しいおばあさんが⾏き⽅を教えてくれたの︕嬉しかった︕︕︕ありがとうお兄ちゃん︕︕︕ありがとうおばあさん
〜︕︕︕

   うん。千ちゃんは学校での⽣活がとても楽しいです︕千ちゃんもっと頑張ります︕︕︕

周千荷さんの⽇記



初台⾵

2013.09.04

   お昼、お弁当を⾷べ終わって、真紀ちゃんとトイレへ⾏った時、突然誰かが⼊ってきて、「台⾵︕帰宅だって︕」と叫んだ。真紀
ちゃん、興奮して私の⼿を握り「やった︕」と⼤喜び。周りも⼤騒ぎで、私は⼀瞬何のことだか分からず、トイレを出てから聞き直
してやっと状況が飲み込めた。

    真紀ちゃんによると、芦屋か神⼾かどこかに台⾵警報が出ると、学校が休みになる︕これは私もお兄ちゃんから聞いていた。でも
今⽇、台⾵がこんなにも予兆なしにやってくるとは思いもしなかった︕びっくり︕

   私達が学校を出ると、もう空はどんよりで、雲がとても低い位置まで迫っていた。普段なら遠くまで⼀望できる⼭々が、突然消
失︕歩き始めてすぐに、パタパタと⼩⾬が降ってきた。周りを⾒渡すと、皆この程度の⾬には慣れっこのようで、誰も傘をさしてい
ない。なので、私も静かに傘をしまったのだけど、3分もすると⼩⾬は突然⼤⾬に︕何の予兆もなく、バケツをひっくり返したよう
な⼤⾬︕驚いてすぐに傘をさした。

   こうして歩くこと2分。今度は突然の突⾵。⼀瞬で道⾏く⼈々の傘がめくれ上がったよ。私ももう少しで傘が吹き⾶ぶところだっ
た。⾄る所から⼥⽣徒の叫び声。通りかかった⼈はびっくりしただろうな。

   半⾝びしょ濡れになりながら、ようやくバス停に到着。はあ。始めは台⾵によりもたらされたお休みに喜んでいたのに。今はちっ
ともそんな⾵に思わない︕⾬はものすごく強くて、⾳は轟々、⼈々を飲み込んでいるようだった︕今考えると、台⾵に吹き⾶ばされ
なくて本当によかったよ︕︕︕

   今⽇のことは、しっかり覚えておこう︕これが⼈⽣初の台⾵だもの︕︕︕

周千荷さんの⽇記



お休みのような感覚

2013.09.07

   ⼟⽇は授業がないんだって︕︕びっくり︕︕中国の⼦供達は補習があるのに︕︕⽇本はいいところだなあ︕︕

   お兄ちゃんが⾔っていた。ここの夜景はとても綺麗だと。島と⼤陸の間の海の景⾊が最⾼らしい︕︕︕⾏きたい︕︕︕

   今回のお休みはきっとすごく楽しい︕︕明⽇が楽しみ︕︕︕

周千荷さんの⽇記



週末︖海を⾒にいったよ︕

2013.09.08

     

      今週の⽇曜⽇はほんとに素敵な1⽇だった︕︕︕わたしは⽣まれて初めて島国で暮らすよさを⾝をもって感じることが出来た︕︕︕なんでかって︖︖︖実は̶̶お兄ちゃん
が海に連れて⾏ってくれたの︕︕︕

      昨⽇の夜、ご飯を⾷べていたときに、なにかの流れで、お⽗さんとお⺟さんそれからお兄ちゃんとここの景⾊についての話になってね。そのときにお兄ちゃんが、ここは海
の景⾊がすごく綺麗で、とりわけ夜は、息を呑むくらい美しい景⾊が⾒られるって教えてくれたの。しゃべってるうちにお兄ちゃんもテンションが上がってきたみたいで、もう
今すぐにでもわたしを連れて⾏きたかったみたいだったんだけど、さすがにそのときにはもう9時過ぎてたし、なくなく諦めたんだ。

      でも今⽇はそのリベンジで、夜、お兄ちゃんは光の速さでご飯を⾷べ終え、わたしに向かって“千ちゃん、海に⾏かないか︕”って。わたしもすごいテンション上がっちゃっ
て、急いで着替えて、お兄ちゃんと⾃転⾞に乗って海へと向かった。

     

       で、どうだったかって︖ほんとに綺麗だったかって︖その景⾊を⾒たときわたしは興奮で思わず叫びそうになったよ︕海の波が寄せては返し、三宮市の煌びやかな景⾊を
映し出し、観覧⾞はゆっくりとその輝きを換え、⾒ているうちになんだかもうそっちまで泳いでいってその美しい景⾊をすぐ近くで堪能したくなってきちゃった︕

     これが観覧⾞︕︕︕

       ああ︕︕︕ほんとに綺麗だなぁ︕︕︕海辺には海⾵が吹いていて，波が磯の匂いを運んできてくれる。遠くでは遊覧船が絶えず⾏ったりきたりしていて、空を仰げばヘリ
コプターの明かりが夜空を照らしていた……あああ、1年後帰りたくなくなっちゃってたらどうしよう︕︕︕

       わたしが“なんて綺麗なんだろう︕︕︕”、“だめだ耐えられない︕綺麗過ぎる︕”って⼀⼈で感激している間に、お兄ちゃんがわたしのために何枚か写真を撮ってくれてた
（わたしよりも綺麗に撮れてる︕）、わたしはカメラを⼿に、お兄ちゃんに気付かれないように隠し撮りを試みてみた︕フラッシュの光で気付かれちゃったんだけど、お兄ちゃ
んは笑って、“⼤丈夫、急がなくてもこれから僕を撮る機会はたくさんあるんだから︕”って⾔ってくれた。

      これがお兄ちゃんの隠し撮り写真~︕

周千荷さんの⽇記



     はあ、幸せだなぁ︕なんだかここがもっと好きになっちゃった︕こんなに綺麗な夜景と、こんなに美しい海と、こんなに優しいお兄ちゃんがいてくれるなんて（~~~）︕︕
この先きっと素敵な1年になるだろうな︕︕︕うん、そう信じてる︕︕︕

    最後にもう⼀枚。先⽣⽅にこの写真を贈ります。先⽣⽅いつもありがとうございます︕︕︕お世話になります︕︕︕



思いもよらない

2013.09.11

    今⽇は部活が⻑引いて、帰りが遅くなった。それで気がついたんだ。私の登下校の道って素晴らしい︕

    まず、⻑い⻑い距離を歩いて学校から駅へ向かう。これまではお兄ちゃんかクラスメートが⼀緒だったので、皆でおしゃべりをしたり歌を歌ったりして、たいして遠いとは
感じなかった。でも今⽇は、どんなに歩いても歩いてもたどり着かない︕︕︕だけどね、道路の周りの景⾊がとても綺麗なんだ。後ろに幼稚園の⼦供を乗せた⾃転⾞のお⺟さん
が通って、空にはたくさんの⿃（……）。この情景、可愛いよね︕

    駅へ⾏く場合、商店街を通る必要があるのだけど、この⼟地の名前は“打出”︕なので、商店街も当然のごとく“打出商店街”と⾔うんだ︕ふふふ。なんだかこの名前楽しいよ
ね︕中国語が分かる⼈は笑えるんじゃないかな︖

    電⾞に乗る時、私はいつも海に向かって⽴っている。でも今⽇はあまりにも退屈だったので、後ろを振り向いてみた。するとそこには、果てしなく続く⼭々︕︕綺麗︕︕︕
もしカメラを持っていたら、すぐにシャッターを押していたよ︕︕︕前に⼭、後ろに海。ここは本当に素晴らしいところだよ︕︕︕

    三宮で乗り換えて、海を渡る。昼間の海は夜の海より特別で、⻘い光が輝く海⾯に、⼀艘の船が美しい弧線を描きながら通るんだ︕空は⽔⾊、海は夜の空の⾊。⼆つが地平
線上で重なって⼀つになる。その⼆つが別々のものだなんて思えない。あー、うまく⾔い表せないよ︕︕︕とにかく美しいの︕︕美しすぎるの︕︕︕

     皆も時間があったら是⾮神⼾に来てね︕︕︕ここの景⾊は絶対にあなたを失望させない︕早く⽬の保養においで〜︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

周千荷さんの⽇記



台⾵︕台⾵︕台⾵︕

2013.09.16

    わたしは未だかつてこんなにも怖い思いをしたことはなかったかもしれない。今⽇ようやく天気が落ち着いたので皆様に報告を
ば。

    昨⽇、それまで快晴だった神⼾市で突然⾬が降り始めた。そのときわたしは“これで少しは涼しくなるだろ~︕”とかぼんやり考え
て特に気にしなかったんだけど。でも誰が予想出来たであろうか。これが狂ったように荒れ狂う台⾵の前兆だということを︕︕︕

    昨⽇の夜は普通に眠りについたんだけど、深夜ガタガタという⾳で⽬が覚めた。最初は誰かの家で映画でも⾒てるのかなと思っ
て、特に気にしなかった。だけど少しして、なにかがおかしいぞ︖と気付きはじめた。その瞬間“ガタン”という⾳と共に、建物全体
が⼤きく揺れて、びっくりして⼼臓が⼝から⾶び出そうになった︕︕︕窓ガラスは⾵で今にも割れちゃいそうだったし、⽊造のドア
は⾵に吹かれてしきりにガタガタ⾔ってるし……ああ神様︕︕︕李穎超がわたしに台⾵気をつけてって⾔ってくれた次の⽇に、早速
台⾵が来ちゃうなんて。しかも……ハリケーン並みの︕︕︕

    台⾵の接近に伴って、建物の揺れっぷりといったら。ほんと地震並みだったよ。わたしはというともうずっと緊張しっぱなしで、
部屋の隅でびくびくしてた。どうか台⾵でどっかに⾶ばされませんようにって神様に祈るばかり。そうして総⻑4時か5時くらいにな
ってようやく、眠気に耐えられなくなって寝落ちてしまった（もしくは⼀晩中台⾵の脅威に脅かされて気絶してしまったか……）。
そのまま今朝9時になってやっとふらふら起きた。

    ついさっき朝ごはんを⾷べるときについでに窓の外を⾒てみたんだけど、樹が根っこから引っこ抜かれ、枝やら葉っぱやら ，名
前も知らない⿃の巣やら……が下⼀⾯に散ってしまっていた。ああ神よ。これが台⾵の本当の姿なの︖︖︖︕︕︕もうほんとしぬほ
ど怖かった︕︕︕

    部屋に戻ってから、後井先⽣の「台⾵に気をつけて」メールを読んで、思わず笑ってしまった。台⾵よ……みんなも気をつけて
ね。どんな災害に対しても警戒⼼を抱き続けなくちゃだめだよ︕

周千荷さんの⽇記



终于发现有些事情可写了……

2013.09.25

    为什么你们都是⼀进学校就是⽂化祭啊︕︕︕我已经羡慕好久啦︕︕︕好吧，今天终于感觉到了有些充实啦︕︕︕

    我们也要开体育⼤会啦︕︕︕︕︕︕哈哈哈︕︕︕

    这种感觉，就像在⼤饥荒年代有⼈给你⼀只北京烤鸭⼀般的感觉啊~︕好开⼼啊︕︕︕我希望每天都开体育⼤会
啊︕︕︕ 

    先是⽼师把我们都聚集在⼀个教室（就80个⼈⼀个年级……）然后选年级集体项⽬。我们4年⽣竟然选的借り物競
争︕︕︕吓坏我了︕︕︕中国从来没有这样的运动项⽬啊︕︕︕不会怎么办︕︕︕

    然后⼤家⼀起去上体育课，⽼师和体育委员先仔细的确定了⼀遍规则，然后按站队顺序分6⼈⼀组，⼀起进⾏︕在那
之前……依旧是恐怖的体操︕︕︕为什么在这⾥上体育课都要先绕操场跑2圈（体育馆5圈︕我第⼀次差点被吓晕了︕5
圈啊︕），然后⼤家⼀起做很奇怪的⼴播体操，在⼀起做20个俯卧撑，20个仰卧起坐，20个背起……⼤家因为在这⾥
呆的时间长，规则都熟悉，所以做起来很轻松。我可是运动很差的啊︕从⾼中⼀⼊学就没再跑过步的啊︕在这⾥锻炼下
去，我坚信我回中国后体育⼀定会⽆敌的︕︕

    然后⼤家分开来练习。我们抽到的纸条上⾯写着︓7块⽯头︕好吧这也算找东⻄了……⼤家都俯下⾝找⽯头……当然
真正的⽐赛不可能只有⽯头啦~︕

    接着是各个项⽬的练习。因为我原来有报过綱引き，所以就和⼤家⼀起去了器材室，看到了⼀个……⽐绳⼦再不像绳
⼦的东⻄︕我们拔的时候，⼿被勒得疼的不⾏，绳⼦也太粗糙了吧︕︕︕恩不过练习时我们赢了︕好开⼼~︕

    看着栏外他们的接⼒赛，听着喇叭⾥播出的“天堂与地狱序曲”（……这⾸歌……），我们很欢乐的度过了⽐赛前的⼀
次演习，哎呀，终于有可以值得庆祝的东⻄了，好激动啊~~~︕︕︕

    恩，9⽉28号的体育⼤会，我看好你喔~︕

これは⽇本語で投稿されたものです

周千荷さんの⽇記



我当⽇番~

2013.09.26

     在那学校⾥⾯班级旁边有⼀群⼩⽇番，他们默默地努⼒，他们⾟勤⼜开⼼，他们齐⼼协⼒开动脑筋打败了座次表，
他们聪明快乐活泼⼜欢喜~︕

     要问学校⾥最勤劳的孩⼦么事谁，当然是我们⾟勤的⼩⽇番啦~︕所谓⽇番嘛，顾名思义，同学⼀⽇⼀换。⾃从上次
抽签排列座位表之后，我们可爱的⼩⽇番就开始⾏动啦~︕⼀天⼜⼀天⼀天⼜⼀天，终于，轮到我来当这名美丽的劳动
者啦~︕好激动~~~︕

     当⽇番，⼯作说简单也简单，就是每天早上组织同学问好，介绍今天的课表，问各科科代表及班级委员有没有要
事，查缺席的⼈，记录班主任讲话（这么⼀些突然觉得挺多的了……），在每⼀节上课时记录同学听课状况和⽼师上课
状况，下课默默地擦黑板，⾛之前写下⾃⼰对着美好的⼀天的感悟，然后重复早晨步骤，宣布第⼆天的⽇番组⼈员，就
完了~︕

      第⼀次当⽇番嘛，感觉很紧张，于是早上的开场语让井上同学发的⾔。中间⼀个劲的擦黑板啊……还要不断地把沾
满灰的黑板擦放在吸灰器中时刻保持⼲净……这⼀天⼲下来，真是太爽了~︕在写对今天的感受时，因为今天刮了⼀天
的风，于是我写”风好⼤啊……穿⽑⾐来就好了……“不知⽼师看到了会不会笑呢︖结尾的问候语，我羞涩的说了⼏句
话……说得不流利吧，以后会努⼒的喔~︕

     今天我当的⼩⽇番哦︕⾟勤的⼩⽇番就是我︕再以后，我⼀定会更加努⼒当好⼩⽇番的喔~~~︕

これは⽇本語で投稿されたものです

周千荷さんの⽇記



初めての実験――⾍︕

2013.09.27

      どうして初めての実験で、こんな壮烈な結果を迎えなくてはいけないの︕︕︕

      ついに学校が始まって最初の実験の⽇がやってきた。この実験室に⼀歩踏み込んだときわたしは期待で胸がいっ
ぱいだった。けれどそんなわたしのテンションも次第に下降の⼀途を辿り、最終的に先⽣から配られた実験報告書を
⽬にしたとき、わたしは疑念が確信に変わり、思わず⼤きな声で叫びそうになった“いやだ︕︕︕”わたしたちはなん
と、なんと、⼀匹の⾍を解剖してそれの消化器官を観察しなくちゃいけないの︕︕︕わたし⾍だけは⽣まれたときか
らほんとにだめで︕︕︕特にああいう、脚がなくて、クネクネしてるタイプの。あああどうしよう︕︕︕

     幸いなことに⼀緒に実験に望んだのが班⻑の⼭本さんで、⾃分がこの偉⼤な作業を終わらせるから⼤丈夫だよって
慰めてくれたの（……）わたしたちは実験に使う器具の準備に取り掛かった。今⽇⽣まれて初めて電⼦顕微鏡を⾒た
んだよ︕これでもう当時のわたしたちみたいに、光の当たるほうへ少しずつ反射鏡を調節しなくてもいいし、あまり
に暗いからと⾔って場所を換える必要もなくなったというわけ。便利になったなぁ~︕と思うのもつかの間、不意に3
つの英単語がわたしの⽬の中に⾶び込んできた“MADE  IN  CHINA”，わたし……

      それから実験に必要なものを取りにいった。スライドガラスやら吸⽔紙やら。もちろん⾍だけはわたしは死んで
も取りに⾏かなかったけど。そこで⼭本さんがまた再度彼⼥の慈悲深く優しいところを遺憾なく発揮してくれた。ひ
っきりなしにクネクネしている全⾝真っ⾚なその⾍を⽬にしたとき、わたしはちょうど他の⼦がこう⾔ってるのを⽿
にした“わぁ、かわいい︕”わたしはもうその場で気絶しそうだった。

      わたしたちは（わたしは顕微鏡の調節……⼭本さんは⾍の消化器官を取り出す係で……）実験を開始した。わた
しは退屈で仕⽅なかったけどずっと顕微鏡を弄ってた（というのもあの⾍を⾒たくなかったから……）その間ずっと
⼭本さんが「この⾍ほんとやだ、全然解剖出来ない」とかなんとか⾔ってるのが聞こえてきてたんだけど……かれこ
れ3分後、⼭本さんが嬉しそうな声で“出来た︕”と⾔った。わたしはそ〜っと近づいていって覗き込んだ（⽣きてる⾍
が急に顔に⾶び掛ってきたらどうしようと不安だったの……）そこでその⾍の頭部と胴体がついに分解されているの
を⽬にして、嬉しいやら気持ち悪いやら……

     続けて消化器官を引っ張り出す作業……⼭本さんが頑張ってやってくれてたんだけど、⽩い脂肪しか出てこなくて
（もう今にも吐きそうだった……），でも最終的に、細い透明な管状の物体が少しずつ引っ張り出されてきた。やっ
と成功したよ︕わたしたち2⼈ともすごく嬉しかった（やっとこの⾍の必要のない⾝体を捨てることが出来る……）し
かしわたし達がこの戦果を報告しに⾏くと、先⽣が絶望的なことを⼝にした。“おや、これは消化管じゃないね。多分
これは……排泄管だ︕︕︕”なんていうかもうその場にへたり込んでもう動きたくなかったよね……排泄管だって︕な
んでどうして︕やっとの思いで引っ張り出したのに違うなんて︕︕︕

     絶望ING……どうしよう。もう⼀匹解剖するわけにはいかないし、なにより時間もない。仕⽅なくわたしたちは引
っ張り出したこの管を……顕微鏡の下においてみた。⾒えたのは……うん、ちょっともうここでこれ以上話すのはや
めとくよ。じゃなきゃみんなここ何⽇かで⾷べたものを吐き出しちゃうかもしれないから……

     ひどい︕いやぁひどかった︕あとちょっとで報告書に吐いちゃうところだった︕︕︕ああ︕これから絶対⾍なんて
⾒ない︕死んでも⾒ない︕これから何度も今⽇のことを思い出しちゃうかもしれない︕︕︕

     ⾍クンよ、安らかに……

     わたしの⽣まれて初めての⽣物の実験は︕︕︕こうして……壮烈な終焉を迎えた……どうか次の実験はこんなこと
にはなりませんように……悲惨だ︕︕︕
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現在23:39分

2013.09.30

    すごくネムイ。でも頑張って⽇記を書かなくちゃ。

    あ、0︓00になった︕︕︕ちょうどだね。もう、先⽉の今ぐらいには私たちはこの憧れの地にやって来てたんだ。そしてこれから
開かれる歓迎会を楽しみにしていた。それからみんな各地に散らばって、懐かしく思い出しあいながら、再会の時を楽しみに。

    9⽉30⽇だ。

   昨⽇体育祭が終わった。私たちは「借り物競争」で勝ったよ︕︕︕嬉しかったな︕︕︕最後にミイラの格好をさせられた男⼦体育
委員が、⻩⾊の花柄のミニスカートとコート、ピンクのかつらにあざやかな緑の帽⼦姿で、勝利のあとチームの旗をふりながらグラ
ンドを1周したんだ。いったいあんな格好で、どうやって⾛ることが出来るんだろうってまじまじと⾒ちゃった。

    最近は本当に忙しくて。国語の補習に、⽇本語のも。明⽇は学校がお休みなので、銀⾏のカードの⼿続きともうすぐ期限切れにな
る定期も買い換えなくちゃ。海辺の太陽はキビシイよ。まだここに来てたった何週間のうちにこんなに真っ⿊になっちゃった。急い
でまた⽇焼け⽌めも買ってこなくちゃね︕8時間後にはまたみんなと⼀緒に起きて、朝ごはんを⾷べて、これまでどおりの毎⽇をお
くるんだ。

    本当に1ヶ⽉だ。先⽉の明⽇に、みんなとお別れしたんだよね。あの時のことは思い出したくないな。つらくて悲しかったから。

    どうして今⽇はこんなにいろいろ考えちゃうのかな。昨⽇の分のタイトルはもう書いたから、今⽇の発表を待つだけ。

    良い9⽉を。
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我家のミクの初お着替え

2013.09.30

    ついさっき、駅のところのコンビニで⽀払いをしていたら、たくさんのミクグッズがあるのに気付いたんだ。コップにスプーンにバインダーまであ
る。⼩さいミクの着せ替えのを買いたかったんだけれど、店員さんがこれはくじ引き⽤ので、800円で１回できます、こんなのがあたるんですよって教
えてくれた。やっぱり欲しいのは着せ替えのだけど、くじ引きだから仕⽅ないよね。まあ、コップやスプーンでもいいか、なんて考えながらくじを１
回ひいた。そうしたら……なんと⼀番⼤きいミクの着せ替えがあたった︕︕︕⼀等のA賞、A賞だよ︕︕︕うわー︕最⾼にうれしい︕︕︕~~~

私たちのミクをみてね~︕  

この“A賞”の２⽂字、ちゃんとみた︖︖︖~~~

 

     箱の正⾯だよ~~︕

可愛いこのコをお⾒せします~︕

着せ替えできた~︕
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部品たち、ごあいさつ~︕

彼⼥の髪ってすごく重いの。……イルカとかにのってるとすぐ落ちちゃって︕しょうがないので⼿でもってるの~︕

あら私って、⽴つことができたのね~︕

⾒て、私の空中浮遊術︕︕︕なんて、後ろでささえてるだけだけど……へへへ~︕︕



    えっとね、本当は鏡⾳のほうが好きなんだ。リン・レンのね。でもミクも可愛いよ︕︕︕我家のミクの初お着替え~︕︕︕すごくうれしいな︕︕︕



ダメージING

2013.10.02

      ここは“兵庫県⽴芦屋国際中等教育学校”だから、当然留学⽣もたくさんいて、誰が⽇本⼈だかよくわからないぐらい（ちょっと
オーバーかな……）。だからある特殊な教科も当然のようにできてくる。̶̶留学⽣対象の⽇本語能⼒試験対策クラスだ。……授業
は全部で１０回。……

     今⽇は授業があった。まわりのコたちはみんな2、3年⽣だし（2、3年⽣でもうN1に受かっているの。こんなのありえ
る︖︕︕︕）毎回、⽂法でも読解でも、私の⽅がみんなよりたくさん間違えちゃうけれど（……だってあなたたちはもう、⽇本に４,
５年いるんだから︕︕︕……）それでも⻭を⾷いしばって、このプライドがボロボロにされる授業に耐えているんだ……

     それから、 もっと悲惨なことは起きた。私が１ページ⽬の問題が終わった時には、まわりはみんなおしゃべりを始めていた。こ
れからどこに遊びに⾏こうとか、宿題が多いとかそうじゃないとか、部活のこととか……もう︕︕︕……それから先⽣が答えを発表
しているとき、前回の授業ではまだいくつか正解があったのに、今回は………………まわりのスイスイと⾚ペンで丸を付けていく⾳
を聞きながら、あーあ、私がペンで書く⾳は周りよりずっと多いよね、ってしみじみ考えていた。……みんなは無敵の早さで書き終
えて、そして無敵の正確さで私の防衛ラインを徹底的に打ちのめす。……︕︕︕……私はもう⼀度ならず、放課後みんなは家に帰っ
たあと、授業が終わってみんないなくなったあと、たった⼀⼈残って補習を受けて2、3年⽣のコたちに遠くから笑われている状況に
なったことがある︕︕︕もうダメ。おかしくなりそう︕︕︕

      それから、それからはナシ。……

周千荷さんの⽇記



楽しいことを書こう……最近悲しいことばかり書いていた気がするから……

2013.10.03

     悲しいことは⼈⽣の挿⼊曲、喜びこそ⼈⽣のメロディー。楽しいことを書くね……

      体育の授業ではじまったのは……ダンス……先⽣がグループごとにテーマを決めさせて、⾃分たちで振付をするの。私たちのテ
ーマは“……”，内容はある⼥の⼦がパリで(なんでみんなこんなロマンチックな街が思い浮かんだの︖内容を読んでくれればいい
よ……）初恋の恋⼈を待ち続けるの。（……）ふたりは紆余曲折を経て最後には結婚することに（…これってダンス︖お芝
居︖︕︕︕…）。そして結婚式場に⼊ろうとしたその瞬間、⼥の⼦はスパイ（この⼈、全く無関係なんだけど…）にさらわれてしま
う（お⾦⽬当てで…）。男の⼈は悲しみにくれるという物語（ゼッタイにみんな⼩説を書きたいんだよね︕︕︕）私たちのグループ
メンバーってすごすぎる。……でもこのストーリってダンスにすることができるのかな。……

      先週みんなで“いろいろな観点からの⾃⼰分析と̶̶他⼰評価による適職アンケート”をしたんだ。全クラスメートの向いてると
思う職業を書いてね。今⽇、そのまとめの報告をもらったの。……弁護⼠に向いているってのもあったし（理由は私が国際法廷にで
られるから……）通訳っていうのもあった（三か国語が話せるからだって……）外交官もあったし、⼀番びっくりしたのは……旅⾏
ガイド︕︕︕⽇本の旅⾏会社で中国でガイドを（いやー、この職業はホントに考えたことが無かったよ……）︕︕︕このレポートを
受け取った時はドキドキしたけれど、内容を読んでいたら思わず吹き出しちゃった。……

      それから⼩テストで満点をとるより嬉しいことも（この⾔葉、輝いてるね。……前に完勝︕︕︕）~︕

      素晴らしい⽇々は私たちに⾒つけてもらうのを待っている。さあ、出発だ~︕
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週末〜︕

2013.10.05

      また週末、早いね。ふふ。優しい数学の先⽣、今週は宿題を出さないでくれた︕︕︕

      数学と⾔えば、昨⽇、⼀問すごく難しいと思った問題があったのだけど、計算⽅法をかえてみたら、すぐにできたの（なんせ中
学の問題だからね……-_-）。それで、皆が問題をやって先⽣が⾒て回っている時に、先⽣にこのことを⾔ったら、とても褒めてく
れて、皆にこの⽅法を説明することに……先⽣に⾔う時、すごく緊張したんだ。ここでは、皆質問をするばかりで、先⽣に何かを提
案するなんて、⾒たことがないから。ふたを開けてみたら、先⽣はとても喜んでくれて、何度も何度も“頭いいね~︕”……と褒めて
くれた。その後思ったのだけど、もし私の知っているあの理系の天才児達がいたら……きっとクラスの⼈気者になってるよ︕︕︕

      私達は10⽉24⽇に試験なんだ。皆より少し遅いよね。でも試験範囲が広いんだ……例えば、今は、⼀⽣懸命翻訳を試みてい
る。習ったばかりの⽂章を。来たばかりの頃とは⽐べ物にならないくらい、こういう⽂章も理解できるようになった。けっこう進歩
しているでしょ~ ふふ、嬉しいな︕

      昨⽇の最後の授業は、相変わらずぶっ⾶んでいる̶̶健美操。この授業では、先⽣の流す⾳楽に合わせて、聞き取れた単語の通
りに動作をする。例えば、「海」だったら、体で、波や海の広さを表現するの。で、グループに分かれてくじを引いて、各グループ
が「⾊」を表現。他の皆が何⾊かを当てる。私のグループはズボンと同じ⾊だったから簡単だったんだ（指を指していればいいんだ
もの……）。あるグループは“⿊”を引いたので、⼀⼈が仰向けになって、⼀⼈がその⼦の前でお焼⾹をあげて、残りの皆がその後ろ
で正座して頭を垂れて“泣く”（少し不謹慎かもだけど、⾯⽩くて皆笑ってた……）︕演技がリアルすぎる……⽩を引いたグループ
は、結婚式で表現してたよ。お⽗さんが娘と腕を組んで神⽗さんの前へ。“そわそわ”待つ新郎。周りで花を撒く⼈々……分かりやす
い〜︕皆演技うまいよ~︕

  週末。試験が終わった⼈は、少し休憩して新たな挑戦へ。試験が終わっていない⼈（私︕私︕）は、早く勉強しなさい〜（しっか
り勉強して、毎⽇向上していこう︕……）︕よい週末を〜︕ 
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おどろいた、みんな気を付けて︕QQが盗まれるのってコワすぎる︕︕︕

2013.10.08

     はじめは午後は宿題をしようって思ってたけど、盗まれた同級⽣のサイトに⼊って（IDを盗んだ⼈は私たちをだ
ましてパスワードをかえさせようとした）それから……考えもしなかったようなビックリするようなことが起こった
の︕︕︕

     昨⽇の午後、家に帰ってからPCをたちあげて⽇記を書こうとしたんだ。そうしたら、QQがしょっちゅうオフライ
ンにしてくださいってでてくる︕それから友達とチャットしていたらIDを盗んだ⼈もチャットにいるのに気が付いた
（私が秘密の質問したからわかったんだ~︕）︕それから3秒に1回“オフラインを要求されています”っていう表⽰が
出るのですぐにQQのパスワードを変更した。……私はこの事を家族にも伝えて、注意するように⾔うつもりだった
の。……ところが、ところが……

    お⺟さんとネットでつながった途端、お⺟さんがどうしてこんな⼤事なことなんでもっと早く⾔わなかったの︕っ
て私に⾔ってきた。いったい何のこと︖何も知らないよってこたえると、お⺟さんは“あなたが午前中に李教授がどう
とか⾔って来たんじゃないの︕”って。⼀瞬何が何やらわからなかったけれど、……すぐにあわてて漫遊記録をみなお
したら、私のIDが盗まれていたのが発覚︕ソイツはお⺟さんと午前中ずっとチャットしていたの︕ようするに私のニ
セモノが、李教授という⼈が北京に⾏くので“私”に2万⽶ドルを換⾦するように頼んだけれど“私”はどうしたらいい
かわからないので、電話を受け取った後、その⾃称李教授がお⺟さんに換⾦を⼿伝ってくれるようにすぐ電話をし
た。……そうしたらお⺟さんはなんと銀⾏⼝座とか全部ソイツに⾔ってしまったんだって︕︕︕幸いにも、パスワー
ドを送るときは⾯倒くさいのでかわりに「#」の記号を多⽤して送ったんだ（この「#」は、家族だけが内容を知って
いる……）。もうここまで読んだときには⼼臓が⾶び出しそうだった︕それからソイツは振替完了の記録がどうとか
送ってきたけれど、でもここでみんなに⾔っておかなくちゃ︓その振替の記録とかってみんなニセモノだからね︕2分
後、ネットバンクが書かれた情報があっているか照合し、⾃動的に振り込まれてきたお⾦がまた詐欺師たちにもど
る。あなたにソイツがあなたに120000振り込んできたと思わせるために。でも本当はあなたのカードのお⾦は⼀銭
だって増えていないんだから。幸いにもその時私のお⺟さんは電⾞に乗っていててソイツに送⾦はできなかった
の……12万⼈⺠元︕︕︕最後を読んでもう死ぬほど驚いた︕︕︕

     夜にはパスワードを変えてQQをつかって、お⺟さんとも連絡が取れたからよかったけれど。……事情が分かって
からすぐにお⺟さんと連絡をして、連絡⼿段を総動員してお⺟さんの友達にも連絡をした。……最後に真相を知った
私は、お⺟さんが電⾞に乗っていたと知ってくらくらしちゃった。……すぐにパスワードの変更を今晩までかかって
やって、まだいくつかの銀⾏カードのパスワードはかえていない。……

      ここまで読み返しても、IDが盗まれる、どれもこの⾔い⽅になっちゃう。あやうく送⾦しそうになった⼈もいる
し。……今の詐欺師ってだまし⽅がどんどん上⼿になってきているから、みんな、くれぐれも気を付けてね︕︕︕
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えっと、これが、そのお休みなの︖……

2013.10.09

      天気予報では数⽇前から台⾵がくるっていっていたので、先⽣も⽉曜⽇には、今⽇は休校になるだろうって⾔っていた。みんな
⼤喜びしていたけど、どうも喜ぶのは早すぎだったみたい。……

     今朝は雲が厚く空を覆っていて、全然光なんて⾒えなかった。まるで中国の⽯家庄の天気そのもの（⼤気汚染が深刻な⽯家庄だ
よ……空は灰⾊の雲にびっしり覆われているんだ……）電⾞を降りたら、ざあざあ振りの⾬と強⾵が。スカートやブレザー、靴下、
ネクタイ、カバンまでぐっしょり。⾰靴の中まで⽔が︕まあ、セーターを肩にかけていたから、ブレザーはそこまでひどくはぬれず
にすんだけど。でもスカートはそうはいかなかった。はっきり⾔ってスカートの上から下まで、⽔が滴っていないところなんて１か
所もなかったんだから。教室に⼊ったら、もう体操服に着替えている⼥の⼦もいた（服がぐっしょりだったから）。座っていっしょ
におしゃべりしながら服が乾くのを待った（いっしょに温まろうとしていたって⾔う⽅が正解かも……）。その時で、8:20ぐらい
だったかな。普段だったらこの時間にはもうみんな揃っているのに、今⽇は私たち数⼈だけ。なので、服を着替えながら、いつ警報
が出て家に帰れるのかな、なんてみんなと話をしていた。ところが……担任の先⽣が授業が始まる間際にやってきて̶̶授業は体操
服で受けていい、と⾔って（みんな休校だ、と⾔われると思っていたの。……だからみんなエエって︖︕って感じだった……）私た
ちの期待を打ち砕いた。……そして１時限⽬の授業が終わって、⼀番はじめに教室の外に出た⼈がこう叫んだの。“うわｱ︕は、晴れ
ている︕”すぐにみんなもワイワイと“ホントに︖”、“かんべんしてくれよ”なんて外に確かめに出ると̶̶本当に晴れている︕しか
もどんどん天気が良くなってきて、まるで今朝のどしゃ降りがウソみたい。……みんな、がっかり。……特に先⽣から⼤阪では警報
が出たと聞かされた時なんか、みんないっせいに“じゃあ、⼤阪に⾏こう︕はやく⼤阪に⾏かせてください︕”って。もちろん冗談だ
けれど、三⽇前からずっと楽しみにしていたお休みが、消えちゃった。……超ショック︕ガッカリ

     でも、⼤型の台⾵で⼀⽇分の授業が遅れたんだから、これこそイチバンの損失だ︕

P.S.  私たちの服は、まる⼀⽇⼲しても、乾︕か︕ない︕

P.P.S.  夜、もうボロボロになって靴下を借りてやっと帰宅。……笑わないでよ。みんなもそうしたんだから︕
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私の体操服……

2013.10.10

      昨⽇の午前中は⾬に降られて、⼀⽇⼲しても服が乾かなかった（詳しくは前の⽇記を読んでね……）。夜、体操服と洗う服を洗
濯機に⼊れて、お⺟さんも他の服と、そしてバスタオルを洗濯機に⼊れた（そう、このサイアクのバスタオルが悲劇のもとだった
の︕︕︕）洗濯が始まり、そして事件がおこった。……

      私が部屋で休んでいたら、部屋の外からお兄さんが⼤声で笑っているのが聞こえた。そして私の名前を呼んだので、何か⽤︖っ
て声をかけた。するとお兄さんは︓“はやく君の体操服を⾒てごらんよ……”って⾔たの。そしてビックリ︕この体操服は真っ⽩のハ
ズなのに︕真っ⽩︕なのに、それがこんなことになって︕

     お⺟さんもどうしたらいいかわからない様⼦で“⼥の⼦の服ってみんなピンクだと思っていたの︕もしさっき、お兄さんがじっと
これを眺めて、私にコレハイッタイナニ︖ってきいてくれなかったら、服が染まってしまったって、気づかなかったわ︕……”そし
て……

      よーく⾒ると、ムラなくきれいに染まっている（どうしてあげたらいいの。私の、私の体操服に︕）。下の画像は漂⽩剤に３分
間漬けたその効果……

      3分たっても全然変わらない︕︕︕……それから⾒直すと、⻘のチェックの制服が紫⾊に、紺⾊の体操服のズボンがスミレ⾊に
なっちゃっていた。……もうどうしよう。……

     でも、お⺟さんが新しい漂⽩剤を買ってきてくれたので、それでもう⼀度洗ったら（じゃなきゃ、もう着れないよ……），ピン
クがかった⽩になった。……とにかくピンクじゃなきゃいいや。……

      この事件から、みんなにもくれぐれも注意してほしい事。洗濯するときは⾊分けに気を付けて。特に⽩い服︕……⼿痛い教訓で
した。……
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神⼾の中華街⼤好き︕前回来たとき、私を誘ってくれなかったでしょ︕……

2013.10.16

    ここのところ、パソコンどうしちゃったのかな。……⽇記を書こうとするとしょっちゅう、⾃動ログアウトしちゃうなんて︖︕今⽇やっと書けた~︕

    この間の週末の三連休に、有名な神⼾の南京町に⾏ってきたよ︕前に、⼆⼈がわざわざこんなに遠くまで来たときは、すぐ近くに
住んでいる私に連絡をくれなかったよね。……中華街は三宮駅から２０分ぐらいのところにあるんだよ。こんなに近いのに誘ってく
れなかったなんて。……

   今回はお⺟さんが⼀緒に⾏ってくれたからよかった。典型的な⽅向オンチの⾃分だけで⾏ったら、確実に道に迷っただろうから
ね。……

   

  あれ、横向きになっちゃった。……でもこれが⼀番好き︕南京⾨だ︕

   

    北京城、北京城︕中に⼊ったら、そこは広⼤な北京城。なかにあるものはみんな、よく知っている中国産の物ばかり︕さっそく⼆
つほど⾷べ物を買った。⾷べたら、あの北京独特の味。シアワセing~︕

これが後⾨の⻄安⾨︕~

周千荷さんの⽇記



   

   後ろには南京のあずまや、前には⼆⼈の新年を迎える⼦供のマスコット⼈形、可愛いよね~︕周りはみんな写真を撮っていて、す
ごくにぎやか。あずまやの中には座って⾷べている⼈たちがたくさん。……ここでは⾷べるのも売っているのも、⼤盛況~︕

  私も、いただきま~す︕

     「いただきます︕︕︕」ウン、すごくおいしい︕︕︕

    神⼾に住んでいてよかった︕︕︕ここの近くに住めてよかった~︕あー、すごく幸せだよ~︕

    もう１枚アップ~︕

    これが可愛い南京亭~︕

    週末は、中華街で楽しく過ごそう~︕ウン、神⼾⼤好き︕



試験が円満に終了

2013.11.01

     ⽇記を書くのに、また時間が開いちゃったね。…………ずっと先週のテストの勉強をしていたんだ。…………

      今⽇、全ての教科の答案⽤紙が返却されたよ。これにて、試験終了~︕

      中国の数学教育は、やっぱりかなり先を⾏っているね。なので、数学は完全勝利〜︕

      化学の平均点は36点…………こんなことって。。。答案の返却後に、先⽣が私達に⼀⾔︓“⾃分の答案⽤紙を⾒て、このテスト
が50点満点ではないことに気付いた⼈は、成績優秀者です。……”ということは、⼤部分の⼈は50点以下だったってことだよね……
中国で基礎的なことは学べていたようで、私は平均点の数倍は取れたよ。。。

      ⽣物は皆そこそこできていたみたい。私もまあまあだったよ。ただ、⽇本語でどう⾔うのか、本当に分からないものがあった
（例えば、有丝分裂を何ていうのか、本当に忘れてしまって、そのまま有丝分裂を書いたら。。。当然バツ。。。）。この問題、点
数の配分多かったのに………………

      現代社会は平均点が異常に⾼くて…………70点以上︕︕私は⼀⽣懸命暗記したのに、あまり答えられなかった……いまいちの出
来。

      あとは何だと思う︖︖︖もちろん、恐怖の国語です︕︕︕答案⽤紙、ほとんど丸がない……それに家庭科。。。おてあげ。。。
家庭科の先⽣はうちの担任の先⽣なの。なので、厳しい⼀⾔が︓“努⼒しなきゃだめだよ︕︕︕”……

       ⼤体こんな感じ。。。理系は出来たけど、⽂系は…… 
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神⼾の街をブラブラと

2013.11.04

       特にやることが無かったので、神⼾をぶらぶらと。。。

      朝、三宮からJRで神⼾へ。気の向くまま街めぐりスタート。ちょうど通りかかった神社で七五三をやっていたので、境内へ。⼦
供たちに⾵船を配っていたおじさんとおばさんが、私にもどの⾊の⾵船がいい︖って聞いてきた（私ってそんなに童顔なのか
な……）そこから⼀⽇中、⾵船を持って歩くことに（︕︕︕︕︕）。⼀⽇中歩いているとまわりからはジロジロみられるし、⼦供の
親からは、その⾵船はどこでもらったかって聞かれちゃうし。しかもその後、なんとなく綿アメを買って⾷べていたら（左⼿に綿ア
メ、右⼿には⾵船）私を指さしながら、⾃分も⾵船と綿アメが欲しいって泣き出しちゃうコまで・・・…………

      これは私と⾵船と神社（もちろん他の⼈に撮ってもらったの）。……

これは七五三の~︕

     

でも本当に⾼いね。。。三万円以上だ。。。
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       それからこんなふうに左⼿に⾵船、右⼿にカメラを持って歩いて。。。綿アメを⾷べるまでね~（でもこうやって歩いている
と、⼦供にじっと⾒られたあと、私が持っている綿アメと⾵船がほしいって泣かれるときの気持ちって、なんとも⾔いようがな
い……）。

左⼿に棉アメ

右⼿に⾵船

      歩いていくと、宮崎駿のジブリショップを発⾒︕︕︕もしお⾦があれば（……現実はキビシイ。ここの商品ってホントに⾼いか
ら）お店の物をぜーんぶ買い占めちゃうのに︕︕︕店内を三周まわって、結局買ったのはポストカードを何枚かとちょっとしたもの
だけ。。。でもスゴクお気に⼊り︕︕︕︕︕

猫の恩返し~



ハウルの動く城~

千と千尋って、私が⼀番好きな作品だ~（誰が私を千ちゃん、なんて~）

      上のは全部ポストカード。これは魔⼥の宅急便のジジ~（他は⾼すぎて。これは可愛かったので買ったんだ~︕）

      トトログッズもいっぱい︕︕︕店内が撮影禁⽌じゃなかったら、全部撮りたかった︕︕︕キレイすぎ︕︕︕でもお⾦がナイ……
⼤きなトトロのぬいぐるみが9万円以上もするんだよ。……

      これは私が買った⼩さいフィギア~︕



 

      その後⾬が降ってきた。……ちょうどご飯もまだだったので、⾷べるものを買って観覧⾞に。観覧⾞は飲⾷可と不可のにわかれ
ていた。もちろん私は⾷べてもいい⽅へ~︕

      これが観覧⾞から眺めた景⾊。きれいすぎ︕~

     ⾷べ終えて観覧⾞を降りたら、⾬もあがっていた。……超ラッキー︕~さあ、また歩くぞ︕~

      また街をブラブラしはじめたら、あるものを⾒かけた。これって、なんのキャラクター︖まあいいや、可愛いから撮っちゃおっ
と~︕

      それから神⼾ナントカ新聞ビルへ。前にはこんな画像がいっぱい。どれも反射のだから、アップして。。。

      どんどん歩いて、JR神⼾駅にまた戻ってきたので、そこから帰宅。でもまだ歩き⾜りない気もするし、どうしようかな︖ちょっ
と考えて、まあ、ポートライナーの終点は神⼾空港だから、神⼾空港に⾏ってみることに。

      ここが島だったって、初めて知ったよ。えっと、神⼾空港は私たちが住んでいるこの島にあるんじゃなくて、海を跨いでかかる
⼤橋を渡った⼩さな島にあるんだね。⾵景がすごくきれいだったよ︕︕︕



これが海を跨いでかかる⼤橋~

      空港は⼩さいけれど、きれいな展望台がある︕︕︕

展望台+展望⾵景



      とにかくきれいだよね︕︕︕︕︕なんだか帰るのをわすれちゃいそう（ウチが近くてよかった）︕︕︕

      でも厚底靴（ハイヒールぐらいの⾼さがある……）を⼀⽇中穿いて歩き回ったから、もうクタクタ。家に⼊った途端、床にペタ
ンと座り込んじゃった。……

      神⼾ってやっぱりサプライズにあふれている街だよね︕︕︕︕︕︕神⼾、だーい好き~~~~~︕



お兄ちゃんってホントは賢い……

2013.11.13

      ここ何⽇か、お兄ちゃんに勉強を教えているんだ（まあ、宿題でわからない問題があった時に、教えてるんだけ
どね。……理化⽣もだよ……）……そこでね、ある事実が発覚。̶̶お兄ちゃんって実は賢かったんだ︕︕︕

      どうして私がおにいちゃんに教えることになったかと⾔うと、今度の期末試験でお兄ちゃんと、前の席の⼥⼦の
どちらが、数学でいい点をとれるか勝負するっていうから。でも本当に、お兄ちゃんって頭がいいんだよ。ただ授業
では、先⽣の話し⽅がはやすぎて、追いついていけないときがあるだけ。本当に⼀を聞いて⼗を知るってタイ
プ︕︕︕⼆次関数とかを教えたんだけど（私は中国でとっくに教わっていたからね……）ひととおり説明して、それ
から似たような問題を２題出したら、もうできちゃった︕︕︕おにいちゃんって、やっぱり頭がいいよね︕︕︕

        今⽇、ご飯の時にお兄ちゃんから聞いたんだけど、今⽇の数学の⼩テストで、周りはみんなできなかったのに、
お兄ちゃんは解けたので、すごくうれしかったって（︕……︕）。。。ウン、ウン、この結果にはセンセイも満⾜だ
ぞ︕~~~
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⽇記を書いたぞ~~~

2013.12.16

      やっと⽇記を書いたよ~~~

      最近は毎⽇がすごく楽しいよ。先週の英語の授業では、内容が⾳楽に関するものだったので、先⽣がわざわざ⾃分の楽器を持っ
て来て私に貸してくれて、クラスみんなの前で演奏をしたんだ。ちょっと⼿がなまっちゃっていたけれど、…………反応は良かった
よ~なかでも担任の先⽣が他の先⽣まで誘っちゃって⼀緒にみにきたのにはビックリしちゃったけど。………………

ま、とりあえず。あのね、私がこれだけは⾔いたいことは、画像をアップしようとするたびに、どうしてエラーの表⽰がでちゃうの
ってこと︕︕︕これなんかもう3回も書いているんだからね︕︕︕︕︕前に書いた⼆つは画像のアップに失敗した後、ページがクリ
アされちゃって、私が書いたのまでなくなっちゃったの︕︕︕︕︕もうやってられない︕︕︕︕︕

      ふう。画像を⾒たい⼈や先⽣⽅は、私のQQで⾒てね~~~じゃなきゃ写真をみんなに送るよ~~~（⽅法はこれしかないよ
ね……）

      昨⽇はみんなと神⼾でご飯を⾷べたんだ。それから野⽥先⽣は新幹線で東京へお帰りに（先⽣、お疲れ様です~~~）。残った
メンバーできらめく神⼾のイルミネーションを⾒にGO︕︕︕︕︕ルミナリエですよ︕︕︕めっちゃきれいでした︕︕︕それから
（ああ、もう画像︕キミがどうしてもダメっていうんなら、腕ずくでも︕）あまりの美しさに衝撃。でも⾝⻑の問題と、しかも⼈が
多すぎて（お湯をちょっとたせば鍋いっぱいの餃⼦がすぐに茹で上がっちゃうぐらい︕）タイヘン。私の前の⼈も私より背が⾼い
し︕︕︕だから写真がうまく撮れないよ︕︕︕でもこんなにきれいなイルミネーションを⾒ることができたから、⼗分うれしいんだ
けどね~~~

      最近は良い調⼦だし、楽しい気分だよ。まあ、12⽉はいろいろ忙しいけれど、私はもうすぐ16歳の少⼥になるんだよ~~~（っ
ていうことは、おごそかに黙祷しつつ私の15歳の⻘春が逝ってしまうということ︕︕︕）。イブの夜の誕⽣⽇のお願いを楽しみにし
つつ~みんなも楽しい12⽉を~~~

P.S.    もう本当に、画像アップしようとうするたびにネットがダメにならないでほしい︕︕︕
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