
⽇本に来ましたよ

2013.08.28

東京にきましたよ。東京は空気がきれいです。緑もいっぱいです。

初めて⽇本にきました。ちょうど緊張ですが、とても楽しいでした。

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



簡単に紹介を~13.09.01

2013.09.01

  今⽇やっと落ち着いたので、皆に状況を報告するね。

  昨⽇⾶⾏機で⼤阪について、電⾞、⾞と乗り継いでホームステイ先にやって来たんだ。

先⽣のアドバイスで東京の空港でお⼟産を買ったの。東京タワーのチョコ。ホームステイ先の⼦供がすごく喜んでくれたよ。⽇本に着いて気付いたのだけど、⽇本⼈て、⽼若男
⼥問わず皆お茶に興味があるんだね。空港のポスターに「茶道⽤具の展覧会」のお知らせが書いてあってね、三階でやっているみたいだから⾏ってみたいと思っていたら、先⽣
が、まだ時間があるからってその展覧会に連れて⾏ってくれたの。どの茶具もとても素敵だったし、先⽣もすごく優しかった。先⽣、ありがとうございました。

ホストファミリーの家族構成は、三⼈の⼩学⽣と、お⺟さんと、⼀匹の猫。お⺟さんはとても元気で、ずうっと喋ってる。三⼈の⼦供も賑やかで、猫はなまけんぼ。⽇本では9
⽉1⽇は防災の⽇で、お⺟さんと中央⼩学校へ⾏って、防災訓練に参加したよ。応急⼿当、担架や消⽕器の使い⽅などを勉強して、救助⽝の実演も⾒た。お⺟さんと消⽕器を使
う体験もしたんだ。研修の時勉強したのと同じだったけど、⽕だーと叫んでる⼈はいなかったな。-_-|||配られた携帯でたくさん写真を撮ったの。でも︕でも︕携帯で撮った写
真がアップできない。家に着いた後にカメラで撮った⼀枚だけアップするね。隣のは哨⼦だよ。

よし。まだ話したい事はたくさんあるけど、明⽇から学校だから早めに寝るね。少しずつ皆にお披露⽬していくよ〜

Ps:中国の皆〜。学校始まったでしょ〜。⽇曜も学校でしょ〜（笑）。頑張ってね。

遅宇希さんの⽇記



学校初⽇。⾬︕13.09.02

2013.09.02

  今⽇は学校初⽇。でも朝から⾬。テレビには天気の警報みたいなものが出ていた。これが出るとどうやら登校しなくていいらしい。家の⼦供たちは熱⼼にテレビを⾒て、ネッ
トで調べて。学校⾏きたくないんだねえ（笑）。でもお⺟さんが、今⽇は初⽇だからって皆を学校に⾏かせた。⾬が強すぎたので、お⺟さんが⾞で学校まで送ってくれた。案の
定、誰もいない。皆お休み。先に国際科のようなところへ⾏って先⽣に挨拶をして（何回も練習したんだから〜）、先⽣に連れられて校⻑先⽣に会って、その後全部の先⽣︖に
挨拶をしてまわった。ある先⽣が校内を案内してくれたのだけど、那賀⾼校とっても広い︕全然⽅向が分からないよ︕出てくる時、すぐそこなのに無限に道に迷ってしまった。
ホストファミリーのお⺟さんに⽅向⾳痴だと⾔われたよ……

  校内を⾒学したあと、先⽣に連れられ制服の試着へ。制服の売店のおばあさんがとても親切だったよ。たくさんの留学⽣を迎えてきたんだって。英語部に⼊れってすごく勧め
られた。でも私の英語は……ダメなのです。那賀⾼校の制服はセーラー服だよ〜すっごく可愛い︕セーラー服を着るという私の⻑年の夢がかなったよ︕︕

  今⽇は授業がないけど、教室に⾏ってみた。警報で休みだから教室にいたのは3⼈だけ。⼥⼦2⼈に男⼦1⼈。男⼦はものすごく静か。⼀⾔もしゃべらない。⽚⽅の⼥の⼦は元
気いっぱいだった。明⽇楽しみだなあ〜

  今⽇の夜はハンバーグを⾷べたよ。美味しすぎてお腹⼀杯。今皆でテレビを⾒ながら⽇記を書いてるんだ。お⾵呂に⼊って戻ってきたら私の席が猫に占領されていた︕猫ちゃ
んは今私の隣で眠ってる……

  ちなみに〜、家の⻑⼥はピアノが好きで、次⼥は絵が好きで、息⼦くんは……組み⽴てパズルが好きだね。ずっと遊んでる︕

  皆とテレビを⾒たいから、今⽇はここまで。

PS︓あの携帯の中の写真。先⽣が、パソコンに⼊れればいいって。でも⼊れられないのだけど……あの携帯はSDカードがないし、USBポートもないし。どうやるの︖先⽣〜〜
O(∩_∩)O

遅宇希さんの⽇記



授業初⽇。バレー試合13.09.03

2013.09.03

  よし、認める。私は⽅向⾳痴だ……学校が広すぎて、どっちがどっちだか全く分からない。今⽇はクラスメートの皆に会ったよ。皆明るくて、皆で話すのがすごく楽しい︕

  今⽇の体育は体育館の中。バレーボールの試合だよ︕初めてのバレーが試合だなんて︕チームの⾜を引っ張るのが恐い︕皆にできない、できないと⾔ったのだけど、皆が⼤丈
夫って。相⼿が気をつかってくれたのか、私の⽅へはボールが⾶んでこなかった。⼀球以外、バカなことはしてない。うんうん。私のいたチームはすごく強かった︕⽴ってるだ
けで勝てるんだもの︕楽しい授業だった〜

  下校中迷⼦になった。道を⼀本間違えて、戻りの道が緩やかな上り坂。疲れた︕⽇本の⾃転⾞は中国と違くて、まだ慣れてないんだ。もう少しで⽥んぼの中に落ちるところだ
った。恐かった。ここの道路は脇に溝があるタイプなんだよね。⾃転⾞の時少し恐いんだ。

  晩ご飯の後、⼦供たちは寝転がりながらテレビを⾒ていたのだけど、お⺟さんがブドウを持ってきて、ただ⼀⾔「ブドウ」と⾔った途端。三つの頭がぴょこ︕そして机の上に
６つの⼿が出現。ものすごいスピードだよ。皆が今想像している何倍もね。私が我に返った時には、ブドウはもう下の写真のようになっていました。私、このスピードについて

いけるように、もっと鍛えないとダメだね……

  私の可愛いセーラー服お披露⽬〜

遅宇希さんの⽇記



台⾵︕13.09.04♥

2013.09.04

  夜は引き続きブドウ戦争。すでに１、２個は取れるようになったよ〜すごいでしょ-_-|||⻑⼥ちゃんは元、次⼥ちゃんは和という名前。次⼥ちゃんとはよく枕投げ⼤戦を繰り
広げるよ（笑）。元ちゃんは中国語の発⾳がめちゃくちゃ上⼿なの。中国⼈と全く同じ︕家の皆は普段、部屋には戻らず、全員でリビングに集まってテレビを⾒るんだ。だから
普段やることがない時はいつもお⺟さんとおしゃべりをするの。聞き取れないけどね……すぐ分かるようになるさ〜

  うちの猫ちゃんはちっとも遠慮を知らない。⼆階にパソコンを取りに⾏っただけで、私の席が占領されてるんだよ︕今はちょうど皆とテレビを⾒ながら、この⽂を打っていま
す〜

    ⽇本の数学が超簡単だなんて、誰が⾔ったの︕勉強しているものは簡単だけど、⽇本の数学は中国で勉強したのとちょっと違うんだよね。符号の表⽰の仕⽅と意味も違うみ
たいだし。まだちょっと慣れない。

  今⽇は12時で学校は終わり。⼤⾬警報が出たからね。テレビで今⽇は台⾵だって⾔ってた。和歌⼭南部も洪⽔と⼟砂崩れがあったって。でもこっちは⼤丈夫だよ。少し⾬が降
っただけ。

  南部の皆は⼤丈夫︖テレビを⾒る限りだと南部はすごい様⼦だけど。

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



おかしな体育とおかしな席替え︕13.09.05♥

2013.09.05

  体育の授業。うっかりダンスを選んでしまった。エアロビクスのようなものだと思っていたのに。それなのに︕それ
なのに︕何これ︕変なのばっかり︕新聞紙に合わせて動け、とか。先⽣が新聞紙の下を折ったら、それと対応した⾜
を上げる。先⽣が新聞紙をまとめて放ったら、体をボールのようにまるめて⾶ぶ……すごく変︕あとは、花⽕にな
れ︕雲になれ︕って。おかしな体育だよ……

  クラスは⼀か⽉に⼀度席替えをするんだ。今⽇はちょうど席替えの⽇。その⽅法がね、聞いたことも⾒たこともない
⽅法なの︕複雑すぎるから、ここでは細かく説明しないけど。でも、この⽅法は絶対的に公平で、絶対的にランダ
ム︕本当に変わってるんだよ。

  来週は⽂化祭。私のクラスはお化け屋敷だよ〜。今⽇は皆と⼀緒に⼩道具を作ったんだ。すごいんだよ。たくさんの
段ボールに、たくさんの⽊材。⾃分で服を縫って、⾃分で場所を設計して。中国じゃこんな⽂化祭、絶対にあり得な
い︕楽しみだな〜。体育祭はなんとなく“台⾵”という競技に⽴候補したよ。皆で縄を持って⾛る感じのものらしい。

  OK、皆でテレビを⾒るから、今⽇はここまで。

  PS︓ごい先⽣ありがとうございます。写真、もう⼀度試してみます。学校の制服はセーターはなくて、どうやら正
統なセーラー服みたい。 夏は⽩で、冬は⿊なんだ〜。冬の制服はもちろん冬にまたアップするよ〜（笑）期待して
てね。

遅宇希さんの⽇記



バルーンアート~13.09.06♥

2013.09.06

11⽉ごろ、岩出市では市が運営する⽂化祭みたいなものがあるみたいで、そのときにバルーンアートを作らなくちゃ
いけないかなにかで、今⽇ホストファミリーのみんなと⼀緒にバルーンアートの作り⽅講座に参加してきた。

    具体的になにをするかというと、細⻑い⾵船をねじってねじって動物の形にするってことなんだけど。ちなみにわ
たしはねずみを作ったんだよ~

    なかなかの腕前でしょ~可愛いでしょ~ぶっちゃけ最初に作ったやつは失敗しちゃったから、アップしてないだけ
なんだけどね。これは上⼿くいったやつ~

    最初、先⽣が⼀個作ってくれたんだけど、なんとじゃんけんで勝ってそれをゲットすることが出来たの~すごいで
しょ

    わたしじゃんけんはかなり強いみたいで、朝テレビでやってたじゃんけんで⾞をゲットするみたいなやつでも勝っ
たし~はぁいつになったらほんとにじゃんけんで⾞をゲットできるんだろう~~~

    これは剣だよ~わたしも作り⽅教えてもらったの~モデルはうちの弟クンにお願いした。ノリノリでわたしの撮影
に応じてくれたよ~

遅宇希さんの⽇記



    これは最後、隣の⼈がくれたの。可愛い⾓でしょ~

    最近学校でも⽂化祭の準備ですごい忙しい。明⽇も明後⽇も学校に⾏って⽂化祭の準備をしなくちゃいけないんだ
~明⽇うちの元が模擬試験らしい。がんばれ~わたしは明⽇まずあの中学に⾒学に⾏ってから、午後は学校に⾏って⽂
化祭準備のお⼿伝いだ~

    あ、そうだ︕ここがうっかりホストマザーにばれてしまったの︕しかも、ホストマザーったらわたしの⽇記を⼤声
で朗読するんだよ。家のみんなにすごい笑われちゃった︕うう……これから⽇記を書くときは気をつけなきゃ︕



忙しい週末~13.09.07

2013.09.07

    今⽇の朝、元ちゃんが受けたい中学を⾒学に⾏ったよ。⼤きい︕カトリック系の⼥⼦校。中の建築スタイルが素
敵。それにマリア様の彫刻も。中のガラスは全て教会⾵。美術館まであって、すごい︕私もこの学校に⾏きたいな
あ︕⾏きたい⾏きたい︕この彫刻の下には、ガラスで作られた滝のようなものが。形容的で壮⼤︕ 

    ⼥⼦校は中国ではとても少ないと思う。先⽣の中には男の⼈もいるので、男⼦トイレも１，２か所あった。ふふ。
注⽬する場所が間違ってるね〜

   お昼は外でうどんを⾷べた。うどんてどういう物なのか知らなかったのだけど、麺だったんだね。変な名前だよ
ね。でもすごく美味しかった。熱いうどんを⾷べたよ。⽇本で温かいものが⾷べられるなんて、レアだ︕

    午後は学校へ⾏って⽂化祭の準備をした。私のクラスはお化け屋敷なので、⿊いごみ袋をたくさん切った。切れば
切るほど熟練していって、最後にはクラスで切るのが⼀番速くなった。へへ。今はまだ形になっていない。少しペー
スが遅いかな。⽂化祭は来週の⽔曜⽇。たぶん間に合うよね。今⽇は“お化け”が⾐装を試着。お化け役の⼀⼈が廊下
の窓に腰掛けていた。⾵がふくと⾐装が舞って、少し怖かったよ。

    今⽇の夜の果物は梨。また⼦供達の実⼒を垣間⾒た。梨がテーブルに置かれるでしょ。私がつまようじを探してい
る間に、梨はもう半分なくなっているんだよ。皆、⼝の中に⼆切れ、さらに両⼿に⼀切れずつ。驚いて声も出ない。
こうなったら、私も⼥らしさなんて気にしていられない。すぐさま梨を鷲掴みで⾷べたよ︕その後はポテトチップ。
元ちゃんはポテトチップの⾷べ⽅が変なの。つまようじで刺して⾷べる(笑）今回はたくさん⾷べれて満⾜〜

    さっきテレビでグルメ番組がやっていた。美味しそうなパンを作っていて、皆、作って作ってとお⺟さんに纏わり
つく。私も⼀⼝頂いた。おいしかった。あ、どうしよう。もうだいぶ太ったよ。制服のスカートがきつくなった。ど
うしよう%>_<%

遅宇希さんの⽇記



⽂化祭の準備13.09.08~

2013.09.08

    今⽇は午前中学校に⾏って⽂化祭準備の⼿伝いをしてきた。⿊のゴミ袋を貼り付けまくってたせいで、未だに⽬の前が真っ⿊みた
いな変な感じ。

    ⽇本の週末って素敵なんだよ。なんと宿題がないの。中国にいる皆さん、羨ましいでしょ~でも実際わたしもまだ慣れないんだけ
ど。午後はすごく疲れてたせいもあって、ずっと寝てた。

    夜は和のハンドボールの試合を⾒に⾏った。和ゴールも決めてて、すごい頑張ってた。⼣飯は⽇本式の餃⼦を⾷べた。中国のとち
ょっと違ってて、なんか変な感じがしたけど、でもすごく美味しかったよ。

    PS︓先⽣、ごめんなさい ，今⽇制服をちゃんと整理してみたら、セーターやっぱりありました 冬服は冬になったらアップす
るね~

遅宇希さんの⽇記



お掃除 13.09.09

2013.09.09

   今⽇は⽇直。放課後に残って、皆と⼀緒に初めての⽇直をやった。

    私はお掃除担当。⽇本のほうきは中国と違うみたい。ほうきが⻑いよ。どうやっても上⼿く使えない。ほうきが絶
えず腕と喧嘩。練習を続けないとダメみたい。

    あさっては⽂化祭だよ。今⽇の放課後に三年⽣の先輩が劇のリハーサルをやっていた。⾊んなドレスや、⼩道具。
羨ましい︕私のクラスのお化け屋敷は進み具合がちょっと遅い。今⽇はガムテープがなくなったから、またもや作業
停⽌。そうそう。今⽇初めて知ったんだけど、私達が荷物を送る時に使ってたあのガムテープ、ハサミを使わずに⼿
でさけるんだよ︕当時はおバカだったなあ

    明⽇は⽂化祭前の最後の授業。⽣物の実験もあるんだ。楽しみ〜

遅宇希さんの⽇記



⽣物实验~13.09.10

2013.09.10

13.09.10（⽼师们，教师节快乐~♥）

    今天的⽣物课上做了实验，观察种⼦末端细胞⽣长的各个阶段的实验。⾮常有趣，这种实验很培养动⼿能⼒，但是在
中国很少。⽇本的显微镜和在中国⽤的那种显微镜不太⼀样，感觉更简单⼀些，⽽且每个⼈都有⼀个显微镜，在中国都
是两个⼈合⽤⼀个。盖上盖玻⽚后，要⽤⼿⽤⼒地压⼀下那个盖玻⽚，那样才能观察到细胞，好吧，但是我好像把那个
种⼦的细胞压坏了，我看到的就是⼀⼤⽚的紫⾊

    英语课上来了外教，好厉害，我还是第⼀次见到英语外教呢︕

    今天体育课第⼀次在操场上上，那个准备活动的体操好奇怪，不过和中国的课间操⽐简单得多。体育课上练习了运动
祭的项⽬，原来“台风”是这样的啊，5个⼈拿着⼀个棍⼦，转着圈地绕障碍。嗯，很有趣，就是我不会拖了⼤家的后退
吧。

    明天就不⽤上课了，各个班开始布置准备⽂化祭。今天看了三年级的话剧彩排，天⽓很热，但是⼤家都敬业地穿着很
厚的表演的服装，虽然没怎么看懂演的是什么，但是被⼤家认真的表情感动着。演⽼⻁的那个学长知道我是留学⽣，还
专门过来和我说了两句话，话说那么瘦弱的⽼⻁啊……

    晚饭是妈妈做的披萨，相当好吃，和外⾯卖的⼀样。

    晚饭的甜点是葡萄和“わらびもち”、“わらびもち”我是第⼀次见，有点像果冻的感觉，很好吃哦~

    下⾯的是晚上的⼩零⾷，第⼀次见这种零⾷，凉凉的。

遅宇希さんの⽇記



    还有这种⽔，有点刺激，像可乐的感觉，但是味道完全不⼀样。名字叫“元気ハツラツ︕”，好像是喝了就能“元気”的
饮料，这就是家⾥的⼤家“元気”秘诀吧 。

 

    9⽉10⽇，是中国的教师节，中国的⽼师们，节⽇快乐~⽇本好像没有教师节，但是也要祝那贺⾼校的⽼师们节⽇快
乐，⼼连⼼的⽼师们节⽇快乐~~⾟苦了，每次都认真地读我们的⽇记，在我们的⽇记下留⾔~~谢谢⽼师们~~

これは⽇本語で投稿されたものです



⽂化祭準備13.09.11

2013.09.11

    今⽇は疲れた。⼀度も座ってない。ずっと動き回っていて、簡単に⾔うと、すごく眠い。

    ⽂化祭の事は⼟曜⽇にまた改めて書くとして、まずは簡単に。

    昨⽇の時点ではやっぱりガムテープがベタベタに張られたダンボールと⿊いゴミ袋で、今⽇の午前もお化け屋敷はちっとも形にな
っていなかった（お化け屋敷は私たちが授業を受ける教室ではなく、“選択D”教室で作っているので、午前はずっとダンボールを運
んで、窓にダンボールと銀紙を貼り付けていた）。私は本当に終わるのかずっと⼼配していたのだけど、皆、お昼にパワーを充電し
終わった後、驚くべきスピードで仕上げていき、⼆時間ほどでお化け屋敷はほぼ形になった。驚いた。それから⼀時間をかけて⿊い
ゴミ袋を貼ると、完全にお化け屋敷の感じになったよ。少し⾯倒なトンネルがあったのだけど、ちょっと⼿を加えて、完璧に︕

    このお化け屋敷は、たくさんの道があって、迷路のようになっているんだ。完成した後、皆で⼀緒に体験してみた。完璧︕

    私は明⽇が客引き担当で、あさってが⻤役︕楽しみ︕

    本当に完璧なお化け屋敷︕

遅宇希さんの⽇記



⽂化祭初⽇ 13.09.12

2013.09.12

    今⽇は⽂化祭初⽇。⽂化祭の開幕式で皆が何をしたか、知りたくない︖私の⾯⽩い”受付"の話、知りたくない︖茶道会での巡り合
わせのこと、知りたくない︖私が模擬店でどんな美味しいものを⾷べたか、知りたくない︖⼟曜⽇の⽇記を楽しみにしていてね︕

    ああ、疲れた。だらだらしよう。

 

遅宇希さんの⽇記



⽂化祭︕⼤成功︕13.9.13

2013.09.13

    今⽇は⽂化祭最終⽇。今⽇はわたしもおばけ役として、午前中まるまる2時間叫び通しだったせいで、終わる頃には喉がもうガラ
ガラになってた。うちのクラスのお化け屋敷は⼤成功だったよ︕最後の最後までお客さんが並んでくれてたの︕しかも最後に展⽰部
⾨の第3位にも選ばれちゃったし︕ふふ、詳しい内容はまた明⽇書いてくね~（明⽇はどうやらかなり忙しくなりそう。お⺟さんと
昔のああいう家屋に⾏かなきゃ⾏けないみたいだし）

   夜は外でアイスを⾷べてきたよ。すごいところでね、31種類ものテイストの中から好きなものを2つ選ぶことが出来るの︕

綺麗な店でしょ︖アイスもすごく美味しかったんだよ。

これがメニュー表。種類豊富でしょ︕ポイントは全部カタカナ表記だってこと︕読んでもさっぱり分からなかったよね︕だからお⺟
さんに適当に2つ選んでもらったんだ。

上のはヨーグルトみたいな味で、真ん中になんか⼊ってた。下のはミックスフルーツの味がした。

さて、わたしが⾷べたのはこのメニュー表のどれでしょう~⾒事当てられたらご褒美がありますよ ~（あ、もちろんお⺟さんは⾔
っちゃだめですよ。お⺟さんが選んでくれたんだから︕）

遅宇希さんの⽇記



    ていうか、今気付いたんだけど、どうやらわたしがアイスクリームに⾆⿎を打っているころ、蚊もわたしの⾎に⾆⿎を打っていた
みたい……なんでわたしばっかり蚊にくわれるんだろう。みんな⼤丈夫だったのに。和歌⼭にきてからずっと蚊にくわれ続けてる。
ここの蚊は中国⼈の⾎を吸ったことがないのかなぁ。初めて吸ってみたら割と⼝にあっちゃったとか︖ ここの蚊は中国⼈の⾎が好
きなのかもしれないね

これは⽇本語で投稿されたものです



♥最初で最後の⽂化祭♥

2013.09.14

    最初で最後の⽂化祭が終わった。まだ夢⾒⼼地。⽉曜⽇も今までと同じように、早くに学校へ⾏って、段ボールを貼って、永遠に
切り終わらないゴミ袋を切り続けて、教室内を⾶び回る“おばけ”を⾒ているんじゃないかって気になってくる。まずは今回の⽂化祭
のことを紹介するね。

    ⽔曜⽇から授業がなくなり⽂化祭の準備に⼊った。出席をとったあと、お化け屋敷造りを開始。男⼦は⼭積みの段ボールとゴミ袋
を運び、⼥⼦は“選択D”教室に⿊のカーテンをかけ、窓に厚紙を貼る。午後は段ボールを組み⽴てて、縄で縛り、更にガムテープで
貼り、最後に⿊いごみ袋を貼りつける。これで完璧なお化け屋敷だ︕お化け屋敷の⼊り⼝には狭くて低いトンネルがあるのだけど、
これに⼀番時間がかかった。段ボールが柔らかすぎて、しかも幅がないという⼆重の難題があったから。私は終わらないだろうと思
った。でも皆が⼀致団結して、柱を作って、段ボールも作り直して、最後は⾒事、綺麗に解決したよ。このお化け屋敷は、41⼈の汗
の結晶。

   ⽂化祭初⽇。全校⽣徒が体育館に集まり開幕式。私は、中国の開幕式と同じように、校⻑の話があって、⽣徒代表の話があって、
その他もろもろの話があって、というものだと思っていたのだけど、なんと︕全然違った︕吹奏楽部の演奏で会場のボルテージが⼀
気に上がり、三年⽣は全員舞台の下まで詰め掛け、私達の学年も皆椅⼦の上に⽴って⼤盛り上がり︕

許して。⼀年⽣は⼀番後ろに座っていて、前は⿊⼭の⼈だかり。これしか撮れなかった。写真だけじゃ会場の熱気は伝わりにくいよ
ね。イメージしてみて。トップスターのコンサートのような感じだよ︕︕

遅宇希さんの⽇記



    校⻑先⽣の話も盛り上がったし、⽣徒代表の話の時は最⾼潮。“⼀年⽣どこだー、⼆年⽣どこだー”というような掛け声︕その後
は、誰か歌⼿の⼈が来たみたい。私はその⼈を知らなかったのだけどね（笑）周りの⼥⼦は皆“かっこいい︕︕”と⾔っていたけど、
男⼦は複雑な表情だった〜

    初⽇の前半、私は“受付”をやった。お化けの格好をして、⾨のあたりを往復して、お客さんを呼び込んだり、世間話をしたり、時
には驚かせてみたり。⾯⽩い。午後はお店を回ったのだけど、私の顔を覚えてくれていた⼈もいて、“お化けのお姉さん”や“あのお化
け屋敷の︖”など私に話しかけてくれたよ。嬉しい〜

    国語の先⽣が茶道会に招待してくれた（普通は250円だけど、タダにしてくれたよ〜）。なぜかお⺟さんまで茶道会に出没︕びっ
くり︕

⾦券

    次は模擬店の写真だよ〜



2-Hのケーキだよ〜。⾷べた。おいしい〜

可愛いごみ箱

形はあれだけど……味はおいしい

お⺟さんの、いいね……



私のはいまいちだな……⽩いたれが、私のところでちょうどなくなった……

お⺟さんのこれ羨ましい……



これはお⺟さんが⾷べたやつ。⼆本。

私が⾷べたときは、もうすぐ終わりの時で、⼀本しか残っていなかった。しかも溶けかけ。なのでタダでくれたよ〜

多すぎ。何枚か選んで貼っとくね。

下のはディズニーランドの真似︖迷路の中で４つのスタンプを集めれば、賞品がもらえるの。うーん、飴ちゃんか……



    ⼆⽇⽬はお化け役。午前ずっと叫び続けて喉が枯れた。あと、やってみていくつか教訓が⾒えたよ。⼀⼈⽬を驚かすのではダメ。
普通先頭の⼈は度胸が有る⼈だから、後ろの⼈を狙うべし（笑）。⼀番⾯⽩かったのは英語の先⽣。筋⾁ムキムキの男の先⽣なの
に、⼥の⼈より絶叫してたよ……ずっと“後ろの⼈、お願い︕”と叫んでいた。⼼の中で「ごめんなさいね、⽇本語が分からないの
で、あなたをおどかします（笑）」と呟いてから、先⽣の前に出現。なんと先⽣は⽬をつむったまま、ぽかぽかと私を殴りにきた
よ︕びっくりしたあ︕ “お化け”に攻撃をしてくるお客がいるなんて︕

劇も⾒たよ。あまり聞き取れなかったけど、きっと美しいラブストーリーでしょう……

あれれ。どうして⼥⼦だけしか撮ってないんだろう。男の主役は︖たぶん⼥⼦の⾐装が綺麗だったからだね……

    そうそう、⽣徒会で⾯⽩いゲームをやっていたよ。⼀⼈ずつ、学年によって⾊の異なる、数字が書かれた紙を⼀枚持って、⾃分と
同じ⾊、同じ数字の異性が⾒つかったら、賞品のくじを引けるの︕私と同じ数字だったのは︕⼥⼦か……彼⼥の紙には星が書かれて
いたのだけど、「相⼿はたぶん同性」という意味らしい……

お⺟さん、⾃分もあの紙が欲しいって……（同じ番号の男⼦が可哀そうすぎるでしょうが……）

    最後



私のクラスが3位になったよ︕すごく嬉しい︕

 

 

 

⻑くなりすぎたね。今⽇はここまで。思ったことや、感じたことは⾊々あるの。でも書こうと思ってもやっぱり書けない。年齢の問
題かな。私の成⻑を待ってて。

♥最初で最後の⽂化祭♥

今⽇もすごく忙しい。お⺟さんが⽣まれた古いお家を⾒に⾏ったの。⼤きいんだよ。明⽇また書くね。今⽇がこんなに忙しいと思わ
なかったから、⽂化祭のこともあまりうまく書けなかったな。でも約束した期⽇通りに⽇記が完成してよかった。とりあえずこれで
許してね……



⽇本式⽊造家屋13.9.15

2013.09.15

    【これは昨⽇の⽇記です】

    昨⽇、ホストマザーの⽣まれた家に⾏ってきたよ。⽇本式の⽊造家屋で、古⾵な佇まいだった。すっごく広くてね、あれは絶対豪
邸だよ︕正真正銘の畳や、襖、⽇本庭園も⾒ることが出来た。そこにたどり着くまではほんとにすごい苦労したけどね。⾞でずっと
急な⼭道を登ってさ、ほんと危うく落ちちゃうんじゃないかと思ったよ。

ホストマザーが⾔うにはこの中には宝物が詰まってるんだって~~~~

遅宇希さんの⽇記



超⾼級なお弁当を⾷べた︕お寿司とお刺⾝はすごい美味しかった。けど、他のは……ううん……ちょっと不思議な味がしたな……

これはホストマザーも良く分からないみたい。"稲荷さん"とかかな。

    夜またたくさんお菓⼦を⾷べちゃった。もうだいぶ太っちゃったよー。どうしよう……



中国と⽇本の⽺羹⽐較図……味もきっと違うんだろうな……



帰りがてら柿の加⼯場にも寄ったんだ。たくさん柿もらってきちゃった~

すっごく⽢いんだよ。中国の柿とは違ってね、結構硬い



今⽇の“前半”̶̶台⾵がきた13.9.16

2013.09.16

   さあ、今⽇も忙しかったし、いろいろなことがあったよ。なので“前半”“後半”……に分けて書くね。

   ゆうべの台⾵はスゴク怖かった︕夜中2時半ごろ、⾬が窓を打つ⾳で⽬が覚めてしまったの。どしゃぶりで、⾬が“⾬⼾”を打つ⾳
がもう、すごくって。部屋もゆらゆらして、⾜元に渦が巻いて部屋もぐるぐる回っている感覚。怖かったな。だって初めての台⾵だ
から。でも夜はそんなに怖いとは思っていなかったんだ。だってお⺟さんが⽇本はしょっちゅう台⾵が来るのよって⾔ってたから。
でも朝起きたとき、お⺟さんがよく眠れたかって聞いてくれたけど、お⺟さんもよく眠れなかったんだって。コワイよ。こんな⼤型
の台⾵はお⺟さんもあまり経験がないんだとか。それを聞いたらあらためて怖くなっちゃった。

どんよりした空

だんだん⻘空がのぞいてきた。初めて⾒たよ。

（本当は前半に和歌⼭城、ミニ動物園とおやつのことも書くつもりだったけれど、もう遅いからまずは寝るね）

遅宇希さんの⽇記



“お城”和“⾵⽴ちぬ”19.9.16/17

2013.09.17

    【これは昨⽇の⽇記】

    今⽇は体育祭の練習があって、すごく疲れているので、⽇記も簡単にね。

    昨⽇の前編の続き。

    昨⽇のお昼に“和歌⼭城”へ⾏ってきました。

駐⾞場でみた彫刻。でも誰だかわからない。ごめんね。……

蒸気機関⾞もみたよ~

どう︖古い街っぽいでしょ~（なんちゃって、古い街そのものなのに︕）

遅宇希さんの⽇記



地図。ちっちゃい動物園も発⾒。⼀つ⽬の駅がそうなんだ。

⼩さい動物園だけど、いろいろな動物がいたよ。⿅みたいな⼤型の動物も。なんだか、後ろの牡⿅の⾓ってニセモノっぽい気がす
る。まさかこの動物園にはオス⿅がいなくて、メスに男装させていたりして︖

孔雀までいて本当にビックリ。⼩さい動物園なので⽜とか⾺みたいな動物だけかと思っていたので。

知らない動物までいた︕なんだか⽿の短いウサギみたい。誰かこの動物の名前を知っていたら、教えてちょうだい~



こんなのまで︕ビックリ

フラミンゴもいた︕

写真が多いけど、ま、気にしないでね。ちょっと⼿抜きで。……

和歌⼭城̶“お城”

途中のお店で。



また別のスイーツのお店~

おいしい︕

夜は映画“⾵⽴ちぬ”を観に⾏ったんだ。すごく有名だよね。宮崎駿の作品だし。内容は半分ぐらい理解できた。まあ、夢と愛情のお
話だよね。でも深いところまで理解するのはちょっと難しかったかな。とくに主⼈公とヒロインの関係、微妙なカンジだよね。



⼣飯は“うどん”

    （どうして私の写真って⾷べ物ばっかり︕）今⽇のグルメレポートはここまで。また明⽇ね~

    そうそう、明⽇は体育祭なんだ。楽しみ楽しみ~



体育祭予告編13.9.18

2013.09.18

    今⽇は体育祭。参加はしたけれど“台⾵”が。成績は普通かな。でも私たちのクラスの紅組は優勝したんだよ︕

“優勝”ヤッタぁ︕

（今⽇はもう疲れちゃった。 ，お休みになったら、詳しく書くね。 ）

遅宇希さんの⽇記



良い中秋節を13.9.19

2013.09.19

    今⽇は中秋節。北京の皆さん、⼼連⼼の先⽣⽅、⽇本の先⽣そして学校のみんな、良い中秋節を~

    ⼼連⼼の同期のみんな〜この⽇を楽しく過ごせますように~

    おいしい⽉餅を⾷べたよ~

きれいな⽉餅の箱︕

中国と⽇本の⽉餅をくらべると、⽇本のってもち⽶のお団⼦なんだね。ずっと⽇本の⽉餅はもち⽶のお団⼦なんだよって聞いてはい
たけれど、実際に⾷べたらビックリしちゃった。

    今⽇、テレビで動物園の番組をみていたら、トラがうつったんだ。お⺟さんが、あら、これってうちのネコじゃないって⾔って
（うちの猫もトラ柄なの。でもちっとも似てないけどね︕性格もトラっぽいなあ。しょっちゅう暴⾛するし︕）。もうしょうがない
なあと、“これは猫じゃないでしょ”，“⼤猫だよ”，なんて、こんな会話……おもしろいかな︖

遅宇希さんの⽇記



吹奏楽部での楽しい1時間13.09.20

2013.09.20

    今⽇の放課後吹奏楽部に⾒学に⾏ったんだ。そこですごく親切な先輩2⼈が、宣伝看板を⼿に、なにか試してみたいものはないか
聞いてくれたの。⼀通りアツイ議論を交わした後、最終的に、わたしは⼀番簡単なクラリネットを選らんだ……もともとは⾒学だけ
のつもりだったのに、これまた親切な先輩が残ってわたしに1時間付きっ切りで教えてくれた。すごい難しかったー。けどやっぱり
⾳が出せると嬉しいね…… 那⾼の吹奏楽部はすごく有名で、それゆえに練習もすごくハードらしい。毎⽇夜6時まで練習で、⼟⽇
も全⽇部活。肺活量を鍛えるために、ランニングもあるし、ほんと運動部とほぼ変わらないんだって。⼤変そう。

    あ、昨⽇の夜のことも話さなきゃ。昨⽇の夜ね、お⺟さんが圆に洗濯を頼んだんだけど、圆はやりたくなかったらしく、お⺟さん
がやってって⾏ったのね。“でもお⺟さんはそのときちょうど、⽇中友好の架け橋になるために勉強をしてる真っ最中で”（︕︕︕勉
強っていうか、わたしが書いた⼩学⽣みたいな⽇記を読んでるだけなんだけど︕）それで2⼈が激突しちゃって喧嘩が始まっちゃっ
たの。⽇中友好から⼈⽣の話まで（この辺りは早過ぎて、何⾔ってるか良く分からなかった。確か、⾃分の⼈⽣が短くなるのかなら
ないのか︖みたいな話だった気がする）⼀通り⼝論してた……わたしはその隣で静かに冷や汗を拭き拭きしながら……⼝論する時間
があるなら早く洗濯しちゃえばいいのになぁなんて思ってた……

    3連休はすごい忙しいんだぁ。スケジュールがもうパンパン。そうだ。そういえば体育祭の⽇記書いてなかった気がする。う
う……

遅宇希さんの⽇記



根来寺、ぶどう狩り13.9.21

2013.09.21

    今⽇の午前に“根来寺”へ⾏った。たくさんの神様……の像を⾒たよ。

根来寺の⼭の下の⾨

かわいいでしょ。皆⼩さな仏様︕

    中にはおみくじを売る⼈形もあったけど、私は買わなかった……

    午後はぶどう狩りへ。ぶどうにはどれも⽩い紙袋がかぶせられているのだけど、⼩さな“窓”がついているので、中のぶどうを⾒る
ことができるんだよ。⿊紫のが⼀番⽢いんだって。お昼はブドウ園でお寿司弁当を⾷べたよ。お寿司のわさびはご飯と⿂の間に塗ら
れているの。美味しい〜。

    夜のデザート

私が⾷べたのはイチゴ味の。美味しい。

遅宇希さんの⽇記



   家の猫ちゃんはよく“暴⾛猫”に豹変するのだけど、今晩は静かに⽖をなめてて、かわいい。お⺟さんが⾔う“⼦猫みたいね”。“ま
あ、もともと⼦猫なんだけどね”。“⽖なめて、しっぽを揺らして、⼦猫みたい。かわいい〜”うん。⼦猫みたいな⼦猫ということ
で……

    どういうきっかけだったか、猫のひげを⽇本語でどういうかを聞いたの。そのあと気づいたのだけど、私が⽇本に来てから覚えた
単語って、全部猫に関するものだった。お⺟さん︓“⼤丈夫。“ひげ”は⼈にも使えるし、“⾆”も⼈に使えるから。でも“しっぽ”はだめ
よ。私の⼈⽣の中でしっぽのある⼈は⾒たことがないから”……私だって⾒たことないよ……⼈にしっぽがあるわけない……でも、
コスプレだったらあり得るな……



♥体育祭♥刹那が永遠に

2013.09.22

    体育祭。全校⽣徒が⾚、⻩、⻘、緑、⽩の五組にわけられ、各組に1、２、３年⽣がいる。私は⾚組。朝早く鉢巻が配られた。私
は動きやすいようにそれでおさげ髪を縛り付けた。

クラスメートが可愛い蝶著結びにしてくれたよ。元々は鉢巻を記念にとっておきたかったのだけど、最後に学校に回収されてしまっ
た。

応援のラッパ。皆「がんばれ」のような⾔葉を書き込んでいる。すごい

    ⽇本の体育祭と中国の運動会は全く違う。中国の運動会は⼀般的に100m、200m、⾼跳び、幅跳びのようなものしかない。しか
も私の学校では、⽣徒は⾃分の席から離れてはいけなくて、ただ静かに⾒守るだけ。 盛り上がりにかけるよね。でも⽇本では、退屈
な⾼跳びや幅跳びなんかはなくて、あるのは“台⾵”“騎⾺戦”“借り物競争”“⽟⼊れ”など。楽しさとチームの団結が重視されている。

   午後の試合開始前、“鉄砲隊”が銃︖を打つパフォーマンスがあった。

遅宇希さんの⽇記



銃だよね︖⾳がとても⼤きかった。初めて銃声を聞いたよ。

私が⼀番好きだったのは、部活対抗戦。各部の選⼿が試合時のユニフォームを着てリレーをするんだ。剣道部の選⼿の恰好が⼀番⾒
たかったのだけど、剣道部は予選で敗退してしまったの。⼀位はたぶん野球部。

野球部のお祝い︕皆⼀緒に⾛って感動的だったよ。

騎⾺戦。初めて⾒た。相⼿の帽⼦を剥ぎ取れば勝ち。



男⼦の騎⾺戦に対応して、⼥⼦が⾏うのは……これ何ていうの︖棒の取り合い︖とにかく、⼆チームに分かれて、棒をより多く取っ
た⽅が勝ち。

伝統種⽬、綱引き。でもこの綱がものすごく太い。参加⼈数も中国の学校での⼈数よりずっと多いし、時間も⻑い。耐久⼒の勝負だ
よね。

⽟⼊れ。簡単に⾒えるけど、すごく難しい。籠がすごく⼩さいから、なかなか⼊らないんだよ。

    私が参加したのは“台⾵”の試合。回りながら⾛るから、両端の⼈がかなり疲れる。皆私に気を使ってくれて、真ん中にしてくれた
よ。



最後は三年⽣の先輩によるダンス。最後の体育祭。皆最⾼の思い出にしたくて、⼀⽣懸命に踊っていた。タオルの上に⽬と⿐と⼝が
縫ってあって、可愛いミニーに。⾃分のクラスのユニフォームを着ているのだけど、その服にはクラスメート達の寄せ書きがびっし
り。最後には皆で固まって、いろいろな⾊のタオルを投げるの。その瞬間は、⻘春と夢が融合した、⼀瞬の永遠だった。私の⻘春も
和歌⼭の暖かい太陽と共に咲かせよう。

     私のいた紅組が優勝︕皆⼤喜びで、抱き合ってお祝い。皆で校歌を歌ったのだけど、紅組は皆隣の⼈と肩を組んで、左右に揺れ
ながら歌ったよ。あの時の気持ち、⼀⽣忘れない。刹那の時が永遠に変わった瞬間。

    （国語⼒がどんどん衰えていく。体育祭のことすら上⼿く書けない ）

     暖かい太陽といえば、和歌⼭の陽射しは本当に強いの。SPF50の⽇焼け⽌めを塗ったのに、体育祭の時間太陽に晒されただけ
で、家に帰った後にホストマザーに焼けたと⾔われたもん……うう……やっぱり⽇本の空気は綺麗すぎるんだよ。PM2.5と埃が太陽
を遮らないから、すぐ焼けてしまう︕



“お⽶をつく”と映画13.9.23

2013.09.23

    昨⽇お⺟さんから“お⽶をつく”ところに⾏きましょうねって⾔われて、⼤きくて、あまりきれいじゃない⼯場をイメージしていた
んだ。そうしたら……

    すごく清潔で本当にビックリ。まるで⾃販機︖コンビニ︖ってかんじ。

こんなマシンは初めて⾒た。都会にいるみんなは、こんなのを⽬にする機会はないと思う。

まず機械に⽞⽶を投⼊。

遅宇希さんの⽇記



それから“ペダル”を踏んで。すると、⽩⽶がでてきた~

ウチ猫ったら、ほんとうにずうずうしいの。トイレに⾏って戻ってきたら、もう教科書の上に寝そべっていたんだよ。本の上なん
て、寝づらくないのかな︖

午後、映画を観に⾏った時に飲んだマンゴージュースは濃くて繊維もたっぷりで、中国の混じり物⼊りのとは全然違っている感じだ
った。……

観た映画は、家の⼦供が好きなのなんだけど、私はあの⻩⾊いのってなんなのか、ずっとわからないままだよ。……



部活が多すぎるよ13.9.24

2013.09.24

    部活っていろいろあるね。どれにしようか迷っちゃうよ。はじめは絶対、⽂化部に決めていたんだ。演劇部に⼊るぞってね。でも
ここの演劇部ってすごいの。だから先⽣も厳しいし、活動も毎⽇で忙しいしね。茶道部だけだと、今度は週⼀回だけなので少なすぎ
るし。吹奏楽部なんて運動部より忙しいんだよ。週末⼟⽇まで練習があるんだから。センパイ達はみんな卓球部だったんだって。顧
問の先⽣は良い⽅だって聞いたけれど、運動部は疲れるよね。ウﾝ、とりあえず明⽇、茶道部と琴部、演劇部の⾒学に⾏ってみるよ
（まよっているうちに、もう三週間たっちゃった。練習場所がしょっちゅう変わるので、まだ⾒学にも⾏ってない）。ウﾝ、よーく
考えて、決めようっと。

    先週、オーストラリアから4⼈の留学⽣がきたけど、まだ話したことはない。いつもたくさんの⼈に囲まれて質問攻めにあってい
るから。うらやましいな。私なんてみかけは⽇本⼈と⼀緒だから、ちっとも珍しがられないのかな……︖

遅宇希さんの⽇記



茶道部の⾒学13.9.25

2013.09.25

    今⽇、茶道部の⾒学に⾏ったら、⼆⼈のオーストラリア⼈留学⽣がいたんだ。⼆⼈とも⽇本語が話せないし、私は英語がダメ。で
もね、お互いジェスチャーを使って、それも楽しかったよ……これこそ国際交流……抹茶を飲んだけど、思っていたほど苦くはなか
った。でも隣で飲んでいたオーストリア⼈留学⽣はちょっと苦⼿だったみたい。少し残しちゃっていたから。でも正座のほうがもっ
とつらいみたいだったよ。私も⾜は弱いけど、私の⽅が2分ほど⻑く持ちこたえられた。⼀緒に頑張ろうね~

    お茶もたてたんだ。まずは⽔を使って練習。それから本物のお抹茶で。ちっちゃい「ほうき」みたいなので（こんな表現でごめん
ね。このほうがイメージなので）お茶碗のなかをシャカシャカして、ちゃんと泡がたったよ。感激︕興奮︕私って、なかなかの腕
前︕でも……⾜がもうダメ︕茶道ってなんてツライの。……でもおもしろいので、その場で⼊部を決定。茶道部の活動は週に1回。
だから他の部活にも⼊ってみようと思っているんだ。

    明⽇は卓球部の⾒学に⾏くぞ︕

 

（コメントのお返事︓ごい先⽣︓肝⼼なブドウの写真は、私もブドウと⼀緒に写っちゃっているので、ちょっと恥ずかしくて。岩出
と銃に関してのURLO(∩_∩)Oありがとうございました。運動で疲れても⼤丈夫ですよ。でも毎⽇部活が夜の7時まであると⽇記を書
く時間が無くなっちゃう。⽇記、さぼっちゃおうかな~

北野⾕先⽣︓猫ちゃんは、きっと私の⽅が⾃分の場所を占領して︕って思っているんでしょうね。%>_<%）

遅宇希さんの⽇記



熱⾎バレーボール部13.9.26

2013.09.26

    今⽇の放課後はバレー部の⾒学に⾏きました。クラスメートが私に“今⽇は先⽣がいないから、怖いことなんてないよ︕”って。怖
いことがない︕ってことは、普段はコワイってこと︖ウｱｱｱおっかないよ。……でもみんなやさしくて、私が中国からの留学⽣だっ
て知ったらある⼈が“ぼうし”って⾔ってきたの。“ぼうし”︖私は帽⼦をとるジェスチャーをしたらみんなは⼤爆笑。そこでIQ250の
頭脳で（ちょっと補⾜。250って、中国語ではおバカの意味なの。⽇本語では特にこの数字に意味はないようだけど）必死に考え
た。あ、そうか“我是（ウォーシ︓私は）”って、中国語で話しかけてくれてたんだ。わかったとたん、⼀気に距離が縮まった気がし
たよ。ちょっと話はそれるけど、ウチのお⺟さんも実は私は中国⼈じゃないのかもって疑っていたんだ。ついには⼼連⼼の先⽣に確
認しちゃったぐらい。だってみんながたまに話すちょっとした中国語も聞き取れないし 台湾で買ったオモチャの、電池がなくなっ
てきたアヤシイ中国語も聞き取れないので。 ……⾃分でも⾃分が本当に中国⼈なのかなって思い始めている。今書いている中国語
の⽇記もどんどんあやしくなってきているし、⼩学⽣の書く作⽂みたい。

   それから椅⼦に座ってみんなの練習の⾒学を。今⽇は先⽣がいないので少しおしゃべりも。“李さん”と“⽩さん”（⼼連⼼でこの学
校にきた⼆⼈のセンパイ）のことをはなしてもらったり、それと“先輩”達とのお話は楽しかったな。練習を始める前に、バレーボー
ルを⼿渡してくれて、“それで遊んでいてね”って。あせっちゃった。ボールを持って、でも座っているし、制服だし、バレーボー
ル︖・・・うーん、ボールの柄でもよーく⾒るべき︖これもボールで遊んでいるってこと︖……（実は真っ先頭に浮かんだのは、私
は猫じゃないぞって……）でも“先輩”達はみんないい⼈だから、私がさびしくないようにボールをくれたんだろうね。嬉しいな。

    以前にバレーを学ぶにはまず転び⽅からって聞いたことがあるけど、正にその通りだった。⾝をかがめて、まず“ごめん”と⼀⾔。
それから鯉のようにぱっととび起きて前に倒れこむ。私がびっくりしていると、もっと多くの⼈が倒れこんだ。みんな次々と起き上
がり“ごめん”という声のなか、ああこれって転ぶ練習なんだってわかったよ。……コートのはしからはしに向かってなんども転がっ
てたいへんそう︕3.4種類ぐらいの転び⽅があるんだね。すごく複雑で⽬もまわりそう︕私がこんなにぐるぐる回ったら、きっと吐
いちゃう~\(≧▽≦)/~

    すると⼆⼈のセンパイが私のところにやってきて、やってみない︖と声をかけてくれた。（⼼の中で︓私は⾒学、⾒学じゃないん
ですか。なぜ練習に参加しなくちゃいけないんですかｱｱｱ。準備もできてないし）瞬間頭が真っ⽩。“でもスカートで⼤丈夫です
か︖”セーラー服の短いスカートのすそを引っ張りながら聞いて、“体操服は持ってない︖”“あります。今⽇は体育があったの
で。”“靴は︖”“あります”“Ok︕”……そのまま更⾐室に連れて⾏かれて、初めての体育の授業以来ずっとやったことのないバレーボ
ールをすることに。で、おもいっきり恥をさらすハメに。サーブをしてもボールがネットを越えず、弾き返されて戻ってくるので⽟
拾いの必要さえない。……

   基礎練の後、みんなはレシーブやブロック、トスなどのハイレベルな練習を始めた。わたしもそそくさとまた椅⼦に戻って⾒学。

    休憩時間に、同じクラスのバレー部のコがスポーツドリンクのところまで連れて⾏って飲ませてくれたんだ（タンクみたいのが置
いてあって、みんな⾃分のカップについで飲むの）私はそんなに動いていないし、お⽔でもいいと思っていたけど、これがすごくお
いしかった。ジュースみたいだったよ~

    最後にみんな⾃⼰紹介をしてくれた。先輩⽅は中国語で話そうとしてくれたけど、でもちょっと⾃信なさげで。……ので“もちろ
ん⽇本語で⼤丈夫ですよ。”と。結局⽇本語になったけど、その⼼意気は受け取りましたよ〜本当は名前も学年も⼀⼈も覚えていな
いんだけど。それはナイショね~

    これからバレー部に⼊るにしろ⼊らないにしろ、素敵な思い出をありがとうございました。

遅宇希さんの⽇記



1ヶ⽉だぁ13.9.27

2013.09.27

    今⽇の⼆時間⽬は国際理解室でやった。前に、今⽇はちょっとおしゃべりをしたり、どこか慣れないところはないか話をするだけ
だって先⽣が⾔ってたから、てっきり相談というか⾯談みたいな感じなのかなって思ってたのに、なんと、なんと、今⽇わたしがそ
こに⾏くとそこには⼤きな紙が⼀枚おいてありまして。紙の上にはでかでかと“留学⽣⽇記”の⽂字が。その瞬間思わずポカンとして
しまったよね。え、相談じゃないの、⾯談じゃないの。なんで作⽂しなきゃいけないの︕しかも先⽣てばわたしがどれくらい書いた
らいいか分からないとかわいそうだからって、先輩の作⽂を⾒せてくれたんだけど、みんなびっしり書いてるの︕なんてこった。わ
たしなんかのレベルじゃ、⽇本語どころか、中国語でもこんなに書けないよ︕あわてなくていいから、ゆっくり考えて書いて良いよ
って、そのまま教室に取り残されちゃった……うう、書き上げるまでにどれだけの脳細胞を犠牲にしたことか。でもまぁちょっとだ
け字は⼤きいかもしれないけどそれなりにたくさん書けたと思う……

    今⽇ほんとは同じクラスの卓球部の⼦と約束してて⾒学に⾏く予定だったんだけど、なんでも“今⽇は体⼒トレーニングで、ラン
ニングや、腹筋とかをするだけだから、今⽇は⾒学来ないほうがいいよ……”とのこと。でも体⼒トレーニングだって部活の⼀環だ
し、もしわたしが卓球部に⼊ったらわたしだってやらなきゃいけないし、だから今⽇はちょっとのぞきにいくから⼤丈夫って⾔った
の。でもその⼦にまた断られちゃった。今⽇はランニングだから、来ないほうがいいよ……今⽇はランニング、だから来ないほうが
いいよ…………って何度も⾔ってたんだけど、これってもしかしてあれ︖あまりに⾛る距離が⻑いから、それでわたしがびっくりし
ないようにってこと……︖なの……かな……

    綿密な調査の後（といってもその⼦にちょっとたくさん質問をしただけなんだけど）どうやら、毎週必ず1回は体⼒トレーニング
があるらしく、ランニングも⽇常茶飯事らしい。で、しかもこのランニングはグラウンドを回るのではなく、学校の周りを⾛るやつ
らしい︕うちの学校めちゃくちゃおっきいのに︕初めて学校が⼤きくていやだと思ったよ╮(╯﹏╰）╭もうちょっと細かく聞いて
みたら、⼤体1500メートルくらいで、5分間⾛るらしい。もうだめだと思ったよね……

    クラスメイトに再度断られて、わたしもまたどうしても⾒学に⾏きたいとは⾔えず、しょうがなく学校の近くに潜伏して、彼⼥た
ちが外周してるときに、偶然を装って、そっと彼⼥たちの後ろについていき、彼⼥たちが⾛ってるルートを“⾒学”しようと思いつい
たの︕もちろん⾃転⾞に乗ってね……いやでもほんとに︕すっごい⻑かった︕もし⾒学にいったらほんとにびっくりして⼊部検討す
るかもしれない（へへ、なんてね ）

    そうだ、こないだ、クラスの投票で遠⾜のプログラムを決めたの。すごく新鮮だったな。中国の学校だと統⼀してて選べなかった
から。クラスの友達がわたしのために、⿊板に書かれたプログラムを⼀つ⼀つ説明してくれて、なにをやりたいか聞いてくれた。わ
たしが“もうなんでもやりたいし、全部⾯⽩そう~”って答えると“どこか⼀番⾏きたいところを選んで。どれでもいいよ。”って。そ
れでもどうしても思いつかなかったから、彼⼥にオススメはどれか聞いたところ、その答えがすごく嬉しいものだった。“宇希ちゃ
んの⾏きたいところがわたしたちの⾏きたいところだよ宇希ちゃんは今回⼀回しかチャンスがないけど、わたしたちは⽇本にいて、
いつだって⾏こうと思えば⾏ける。みんな宇希ちゃんに良い印象を残してあげたいんだよ。だから宇希ちゃんの⾏きたいところがわ
たしたちの⾏きたいところなの~”“宇希ちゃんの⾏きたいところがわたしたちの⾏きたいところ”こう⾔ってくれたのは⼀⼈だけじゃ
なくて、みんなわたしに⾏きたいところを聞いてくれたの。うう。すごい感動した。もうほんとすごい泣きそうだった。みんなほん
とにやさしいよ~~（確かにいつもは放課後すぐに寝ちゃって全然構ってくれないけど、でも他のときはいつもよくしてくれる︕わ
たしはなにも⾔ってないのに︕なにも⾔ってないのに︕ああ~）

    ⽇本にきてから今⽇でまるまる1ヶ⽉。早いなぁ。⽇本語⾃体はそんなに進歩はないかもしれないけど 、でもここでの毎⽇は中
国にいたときとは⽐べ物にならないくらい充実しているよ。みんなほんとにありがとう

遅宇希さんの⽇記



今⽇は⽇記を書かないはずだったのに 13.9.28

2013.09.28

    昨⽇の夜、ホストマザーに翌⽇の予定を聞くと、何もない、と⾔われたので⽇記を⼀⽇休むつもりだった。⼀週間に⼀度お休み。
でもごめん。やっぱり書くよ。⾯⽩いことがありすぎるんだもの……

    お昼に“たこ焼き”，を作った。初めて作ったよ。楽しい。

まずはタネを広げる。このタネ、中国のおやきのタネと似てる。

但し、“たこ焼き”に⼊れるのは“たこ”ではなくて、お⾁とチーズ。⾼いタコの代わりに⾼いウインナーを⼊れる……うちの⼦供たち
はチーズが⼤好き。私と円ちゃんはウインナーも⼤好き。当然ながら、チーズとウインナーがセットになれば、⼤喜び（笑）

最後は私もひっくり返したよ。形は……だけど、味は他のと同じく美味しいんだからね〜

遅宇希さんの⽇記



    残りのウインナーは直接焼いて⾷べたよ。美味しいー︕⽪パリパリ︕お⾁やわらか︕お⺟さん⽈く、⾼いウインナーなのだから美
味しいに決まっている……

⾷後の果物は、グレープフルーツ。

花〜。花の形にしたよ。もう⼀つは笑顔の形にしたのだけど、失敗したので、載せない。

（本当は可愛い桜にしたかったのだけど……いいんだ。桜も花にかわりない……）



午後、新鮮な果物を買いに⾏ったときに、アイスを⾷べたよ〜。

私が⾷べたのは左のマンゴー味の。お⺟さんが⾷べたのは右のかぼちゃ味の（かぼちゃ味は独特な味。でも店員さんが勧めるだけあ
って、美味しい）

⾒えるかな︖各地で⽣産量の多い果物。あらあら。よし。和歌⼭は果物がたくさんだ〜。果物⼤好き〜

あら。中国か⽇本かにかかわらず、農村にはどこも唐⾟⼦を⼲す習慣があるんだね。

⾨に⼤きなカボチャ。⼤きい。プラスチックの作り物かと思ったよ。本物なんだよ、本物︕秋らしいね。





中央⼩学校の運動会13.9.29

2013.09.29

    運動会って疲れるよね。まずは簡単に。

   今⽇は家の⼦供たちの運動会に⾏ってきたんだ。

開会式

⼤縄跳び。これは⾼校の体育祭のとは違って、みんなで⼀⻫にとぶんじゃなくて、中国みたいに⼀⼈⼀⼈とぶんだよ。ウン、親近感
がこみ上げてきちゃった︕でも、考えたらこれって、中国の私たちの学校が⼩学⽣並みってことなの……︖イヤイヤ、ただルールの
違いだよね。

遅宇希さんの⽇記



徒競⾛。みんながんばってるね。1年⽣が⼀番かわいいな。ちっちゃくて、⼀⽣懸命⾛っているよ~~

会場上⽅には世界の国旗が掲げられてたよ~国際的な運動会︖っていう気分になっちゃった。全然⼩学校の運動会じゃないみたい。

中国の国旗発⾒︕両脇の国旗はちょっとクタクタになっていたけれど、中国のは、ピシっとしていた。……

⽟⼊れ︕カメラを取りだしたら、1年⽣の⽟⼊れはもう終わっちゃっていた。なんてかわいいんだ~~~(>_<)~~~~ちっちゃくて、
がんばってカゴに向かって⽟を投げる姿~~~

このかごも可愛かったの。那⾼体育祭のかごはこれよりずっと⾼かったけれど、こんなにお花はなかったよ~~



 

ぐるぐる。これも那⾼体育祭にはなかった。……フムフム、⾼校⽣向きじゃないんだね。でもすごくおもしろそう︕私もやってみた
い︕

台⾵︕私も那⾼体育祭でこれやったよ︕可愛い棒だね︕︕︕私も可愛い棒でやってみたいな︕︕︕那⾼体育祭で使ったのは飾りも何
もないただの⽵だったから。……

かわいすぎる~ぐるぐる回って~

もどってくるとき、みんな順番に棒の上をとんでいった。それから棒をみんなの頭の上を通らせて。これって⾼校の体育祭の台⾵に
はなかったな。



棒とり︖これは那⾼祭では⼥⼦の種⽬。⼩学⽣がやるともっと可愛いね。もちろん、ヒートアップはしていたけど~

    今⽇はビデオ撮影係りもやったんだ。でもカッコイイ男⼦ばかり撮って、ウチの⼦どもたちはほとんど撮ってないや……エヘヘヘ
ヘ



もうすぐ試験︕13.9.30

2013.09.30

    来週は試験。私はまだ何もできないし、どう勉強したらいいかもわからない。アｱｱｱ、ホントに全然ダメなのに

    今⽇、ちょっと⾯⽩いアメをなめたんだ。⼀袋にみっつ⼊っていて、⼆つは⽢いんだけど、ひとつだけ酸っぱいの。家のコたちと
まずジャンケンをして、勝った⼈からチョイス。２回やったんだ。。えーと、ジャンケンでは２回とも負けちゃったけれど、なめた
のは⼆つとも⽢いヤツ~︕ツイテない⼈が、⼆つとも酸っぱいのにあたっちゃって、のたうちまわっていたよ。……

    それと今⽇が最後の⽇記のつもりなんだ。これから２週間は試験の準備で⽇記はお休みするからね。中間試験にそなえてしっかり
勉強をする予定だったのに、のに、のに、やっぱりダメだあｱｱ。……理由はまず、本当に⾃分がなにもできていないってこと。何か
ら⼿を付けたらいいかもわからない。そしてふたつめの理由は家の雰囲気が良すぎること。今⽇、家では第⼆次世界⼤戦が超リアル
に再現されたんだ。⾳から（⾶⾏機のミサイル）地⾯の振動まで（戦⾞がやってきたときの）なにからなにまでリアルで、⼀番怖か
ったのは⾃分があやうく戦争のまっただなかにいる気になりそうだったこと︕この時代の歴史をしっかり学べたよ。でもね、でも
ね、歴史の試験範囲はココじゃない︕あーあ、ローマのガルダとかの多神教を再現してくれないかな。死後転⽣とかの……死後転
⽣……

   こんなカンジ。これから２週間、私が⽇記を書かなくてもどうしたのかなって思わないでね。

遅宇希さんの⽇記



トイレ掃除13.10.1

2013.10.01

    今⽇は中国の国慶節。みんな、良い国慶節を。中国では７⽇間の連休なんて嬉しすぎるよね。でも宿題もたくさんあるでショ。ハ
ハハ~

    今⽇の放課後、天地が引っくり返るようなことが。なんと今⽇私は、トイレ掃除当番︕⼼臓がバクバクしちゃって、もうすぐにで
も……このまま……家にとんで帰りたい。……トイレ掃除なんていやだｱｱｱ………神様、タスケテください。……もちろん、以上の
セリフは全部⼼の中で思っただけ。へえ、おもしろそうだね、なんてフリをして、ビクビクしながらトイレに向かった。

    トイレに⾜を踏み⼊れると、まずはまじまじと中のものを把握。⼤きな学校のトイレは他と違って、洗⾯台があって、鏡、そして
便器が︕（もうバカみたい。便器の無いトイレなんてどこにあるの︕）みんなは私がトイレ掃除は初めてだと知って、やらせてくれ
ようとして、先⽣が最初に⼿渡してくれた掃除道具を受け取らせてくれた。先⽣が最初に⼿渡してくれた掃除道具、それは、それ
は、ほうきじゃなくて、便器のブラシ︕その瞬間、パニック。……その後のことは詳しく書きたくない（時間が無いからだけど。復
習しなくちゃいけないし。本当は予習だけど）。皆さんのご想像にお任せします。…………

    やっと最近気持ちが中間試験に戻ってきた。ずっと復習（予習）ばかりしている。以前、ごい先⽣が“勉強も⼤切やけど、中国に
帰ってもできる（やらなければならない･･･）んだから、今はこっちでしかできないことを⽬⼀杯やろう︕”これって、本当ですよ
ね︕本当ですよね︕︕

遅宇希さんの⽇記



図書館13.10.2

2013.10.02

   今⽇は、あのややこしい席替えをまたしたんだ。私はラッキーなことに、前の席になれたよ。でもみんなは後ろの⽅がいいみた
い。……

    図書館で借りていた本の返却期限がもうそろそろだから、返しに⾏かないと期限が過ぎちゃう。岩出駅のそばには⼩さな図書館が
あって、そこでも返却できるみたい って聞いた。⾃分が⽅向⾳痴じゃないと証明するためにも、えいっ、と⾏ってみることに。

    まず、電⾞通学の⼈をみつけて、放課後に⼀緒に駅まで⾏ってもらえるようお願いした。その⼈とは普段からも仲が良いので、す
ぐにOK。それから途中はちょっと省略（時間の関係でね）。図書館は駅のすぐ近くなのでスムーズに到着。ただ帰るときにある交
差点で、あれ、どっちだったかなって、あたりを⾒回していたら、ちょうど通りがかった別の同級⽣にみられちゃった。以前この⼈
に、⽅向⾳痴のことを⾔ったことがあるような。きっと今回のことでそれは確信になっただろうね（でもちゃんと道はわかったんだ
よ。ちょっとキョロキョロしていただけ。道も間違ってなかったし……）。

遅宇希さんの⽇記



墨をすった13.10.3

2013.10.03

    これまでの書道の授業では、先⽣の墨汁を使っていたんだ。でも今⽇、先⽣が急に︓“これとこの⽔を使って墨汁を作りましょ
う”って⾔ったの。それから硯に⽔をたっぷり⼊れて、墨を⼿に取って墨をすりはじめた。……“ゆっくりすっていくと、だんだん墨
汁の⾊になってきますよ”って。もちろん、この後の作業も⾃分でやりとげた。授業半分もの墨をすっちゃった。⽔が多すぎ
て。……すりはじめは⾯⽩いなって思ったけれど、後で腕がすごく痛くなっちゃった。……ふう、でも初めての墨すりは、おもしろ
かったよ~

    今⽇の⽇本語の授業（私と4⼈とオーストラリア⼈留学⽣だけで受けている）で漢字のテストがあったんだ。クラスに戻ったら、
クラスメートがその漢字のテストに興味津々で、さあどうぞ、ってそのテストの問題⽤紙を⾒せてあげたら、⼩学校１，２年⽣のレ
ベルだねって⾔われちゃった。……エーン……でも⼩学⽣レベルにでもなれたらうれしいよ。……少なくとも幼稚園じゃない
し。……

    数学も問題集をやると考えただけで吐きそうになる。多すぎるよ。全部なんて無理。みんなは授業1回ごとに１課分やっていたか
ら、もう今じゃ残りもそんなにない。でも私は勉強したものもしたことがないのもいっしょにやらなくちゃいけないから、下書きだ
けでも３、4枚になっちゃう。隣の席のコがその下書きをたまたま⾒ちゃって、ビックリしていたよ。……

   試験はホントだめだった。全くできない。もう、⾃分がおバカだって認めるのでこれ以上確認は不要です。……数学は吐きそうな
ぐらいもうダメ。確率がどうのなんてわからない。問題集も3度解き直しをしたけれど、いまだにだめ。私はバカなんだからその確
認なんて必要ない。……シクシク……⼀番簡単な数学ですら5⽇かかったんだから。やっぱりなにもできない。テストで10点とれて
いたらもう⼗分。国語や⽣物なんかはきっと0点じゃないかな。選択問題すらなくて、全部記述式だったから。国語の読解も……0
点……

かな。

遅宇希さんの⽇記



モンゴル⼈留学⽣の特ダネ︕13.10.4

2013.10.04

    今⽇国際理解教育部に感想を書きにいったんだけど、昨⽇の夜に何を書こうか全部考えて、しかも下書きまで終わらせていたか
ら、割と早く完成したんだ~で、そのあと先⽣とおしゃべりをしてたんだけど、そこで⼤ニュースを仕⼊れちゃった︕なんと来週モ
ンゴルから留学⽣がやってくるらしい。しかも⼥の⼦で、⾼校1年⽣。残念ながらわたしとは⼀緒のクラスじゃないんだけど、国際
科だって。こっちにいるのは3週間くらいらしいよ。短いよね︕その⼦が何語しゃべれるかは分からないけど、なんでも⽇本語はそ
んなに得意じゃないんだって。うう、どうしようモンゴル語だけだったら……難しいよう……でもたった3週間だけなんて、ほんと
短いよね。早めにたくさん交流しとかなきゃ。⾊んな国の⼈と知り合えるなんて、素敵だな︕

    今⽇はお昼にクラスメイトと図書館に⾏って来たの。そこでちょうど中華料理の本を⾒つけたから、雲南の⽅でも⾍を⾷べるし、
わたしも実際⾷べるよって話をした。そしたらその⼦びっくりしちゃって、どんな⾍を⾷べたかあれこれ聞いてくるもんだから……
最終的には⾍の話題でしばらく話し込んじゃったよね。そのときに臭⾖腐と⽑⾖腐の話もしたよ︕⼀緒にいた⼦がもうすっごい驚い
ちゃってさ。テストが終わったら写真を⾒せるって約束したんだ。ハハ~あ、でもご飯の後に⾒せないように気をつけないと。じゃ
ないと気持ち悪くなっちゃうかもしれないからネ……

    あと同じ⼦に中国語も教えて欲しいって⾔われたの。うう、感激。すごい嬉しいね

遅宇希さんの⽇記



今⽇は書かないつもりだったのに……13.10.5

2013.10.05

   何も特別なことではないのだけど、今⽇は⼀⽇家で勉強していた。中国ではよくあることだったのに、ここではこんな⽇は珍し
い。

   そうだ。今⽇、お家に⼆匹の猫ちゃんが来たの。何て⾔うんだろう、流浪⼈⽣（猫⽣）を送っていた猫ちゃん達で、いつもうちに
ご飯を⾷べに来ていたのね。でも、今⽇保健所の⼈がきて、この猫ちゃん達を殺さなきゃいけないって。 たぶん、野良猫ってダメな
んだと思う。それで、ホストマザーが猫ちゃん達を連れ帰ってきたんだ。今、飼ってくれる⼈を探しているところ。うーん、なんだ
か⽂章が綺麗じゃないな。国語がどんどん下⼿になっていくよ。だいたいの意味が分かってくれれば。明⽇写真アップするね〜。す
っごい可愛いよ。特に⻩⾊のまだら模様の⽩猫ちゃん︕

    今⽇の夜9時頃、突然テレビが⾒れなくなったんだよ。その後、電話とインターネットも切れちゃって。今⽇は⽇記書かなくてい
いかなと思っていたんだけど、今復旧したからさ。簡単に書いてみました。

遅宇希さんの⽇記



飼い主募集~13.10.6

2013.10.06

    昨⽇の2匹の⼦猫が4匹になっちゃった。……昨⽇は2匹だけだと思ってたんだけど、今⽇よく⾒たら４匹に。……

カワイイでしょ~︕

    今ちょうど飼い主募集のポスターを作っているところ~お⼿伝いしなきゃ。でも試験があるし。……ちょっと休憩ネ。アﾊﾊﾊﾊ。な
にもしなかったけど。……

    そうだ、和歌⼭の近くに住んでいるみんな、誰か⼦猫を飼いたい⼈がいないか聞いてもらえないかな~

    これじゃあ絶対に広告だし、これで⽇記を終わらせちゃったら、ちょと、ねえ。……じゃあ、もう⼀⾔。⽣物ってすごく難しい
よ。 もうなんだっていうの。カタカナばっかりで、DNAってこんなにめんどくさいの。……どうして配列までおぼえなくちゃいけ
ないのかな。私は遺伝⼦コードの研究をするわけでもないのに。……エーン、難しすぎるよ。全然覚えられないし、さっぱりわから
ない。全部カタカナだし。……サイアクなのは英語。もともと、きれいさっぱり忘れているうえに、私がこの学校に来る前に、みん
ながもう覚えちゃっている単語まで暗記しなくちゃいけないんだから多すぎ︕もともと暗記ってニガテなのに。……あーあ、今⽇⼀
⽇かけて覚えられたのは、ほんのちょっとだけ。このスピードじゃあ単語だって暗記しきれないよ。……

    よし、広告するだけじゃなくて、グチもこぼしちゃおう~ハハ~最後の最後に、誰かカワイイ⼦猫ちゃんはいらないかな~~

遅宇希さんの⽇記



テスト⼀⽇⽬13.10.7

2013.10.07

    テストのどうしようもないことは、もう⾔いたくない。今⽇のテストは、⽇本語と数学A。フウ、おわったよ。

    でもテスト直前に、国際理解教育部でモンゴルからの留学⽣に会ったんだけれど、やっぱり⽇本語がよく話せないみたいで、特に
話はしなかった。だってもうすぐテストがはじまる時だったからね。そばに座っていた先⽣が、彼⼥の名前を紹介してくれたみたい
だったけど、覚えてない。……モンゴルの名前ってすごく難しい。……教室に向かう途中、そばにいた国際理解の先⽣にあのコの名
前はなんでしたっけ︖ってきいたら、その先⽣も覚えていなかった。まあ、モンゴルの名前ってすごく難しいからね。明⽇、早速聞
きにいかなくちゃ。

    明⽇って⾔えば、明⽇は国語総合、これは現代⽂のことね、それと古典、漢⽂全部ごっちゃになってテストを受けるんだ。先⽣に
前回のテスト問題をみせてもらったけれど、正直、⼀問も分からなかった。いまだに国語の復習は全くやってない。ホントだよ。だ
ってなにから⼿を付けたらいいか、何を覚えたらいいかもわからないから。……先週先⽣に、何を覚えたらいいですかと質問をしに
いったら、現代⽂はわりと簡単だよ、とのこと。それから現代⽂の問題を私にみせて、わかるかなって聞いてくれた。……本当に全
然わからない。だってね、現代⽂って全部あの解答形式の問題と、超難読の漢字問題だから。……先⽣も黙ってしまって。……

   我が家に4匹の⼦猫と1匹の猫がやってきて、⼀気ににぎやかになった。近所の⼦供たちはみんな⾒に来て、私もみていたいけれ
ど、勉強が。……まさか⽣物がこんなに難しいとは思ってもみなかった。教科書は辞書で調べて三度⾒直して、やっと少しだけわか
ってきた。カタカナの単語がたくさんあって、今⽇家に帰ってから覚え始めて、いまやっと41個まで覚えたところ。 単語を覚える
のって苦⼿だからもうお⼿上げ。……意味もわからないのでまず字書で調べてそれから中国語でネットで調べている。でもマイペデ
ィアにのっているのはみんな専⾨⽤語だから読んでいるだけでめまいがしそう。……

遅宇希さんの⽇記



テスト⼆⽇⽬13.10.8

2013.10.08

   今⽇は中間テスト⼆⽇⽬。私に国語のテストをさせるなんて、絶対どうかしてる。全然わからない。⽩紙の答案を出すわけにもい
かないから、とにかく何かは書いたけど、テストの後、友達と答えあわせをしたら、あの唯⼀の空欄も間違えていた。

    今⽇、モンゴルからの留学⽣とちょっとお話をしたんだ。話をしたっていうよりは、ジェスチャーでっていったほうがいいか
も。……⽇本語は全然できないし、英語もだめだから。……でも彼⼥と⼀緒にトイレに⾏ったときわかったんだけど、モンゴルのト
イレもしゃがむんだね。中国と同じだ。 ……アハハハハ、何を⾔ってるのかな。……でも図書館の周りのことはあまりよくわから
なかったので、ずいぶん遠くのトイレに連れていちゃったみたい。ウーン……それからオーストラリアの留学⽣たちが彼⼥を⾃動販
売機のところまで連れて⾏った。ちょっと⾒学にね~

    オーストラリアの留学⽣の⽇本語はどんどんうまくなっているよ。すぐに私も追い越されちゃいそう。 だって私はおバカさんだ
からね。しょうがないか。 わたしも普段よく使う単語は覚えたい。DNAの塩基の種類とかいろいろなDNAの発⾒者や実験なんて覚
えたくない。全部カナカナで難しすぎる。……

    明⽇台⾵が来たら、テストは中⽌。そうしたら明⽇の分は来週の⽕曜⽇にテストをするの。エーン、あさってのテストが来週にな
ればいいのに。あさっては超難しいんだ。……

遅宇希さんの⽇記



⼟曜⽇⼤阪に⾏ってきます13.10.9

2013.10.09

    今⽇は数学１のテストみたい。……

    今朝、学校に着いたらあるクラスメートから、⼟曜⽇に留学⽣たちで⼤阪に買い物に⾏くんでしょ、って話しかけられた（このク
ラスメートの家に、オーストラリアの留学⽣がホームステイをしている）。ええっ︖︕っとさけんでしまい、教室中の⼈たちがふり
むいて（早く学校についていたから、もともと⼈は少なかったケド）私の驚いた表情をみられてしまった。先⽣がつきそってくれて
⼤阪に⾏くと思っていたのに、なんと、なんと、図書館でオーストラリアの留学⽣たちにそのことを聞いたら、⾃分たちで⾏く、と
のこと。⾏くのは、私とモンゴルの留学⽣のコと、このオーストラリアの留学⽣３⼈の、５⼈で。⼀瞬ボーゼン。このメンバーの中
で⼀番⽇本語が出来るのは、このアヤシイ⽇本語の⾃分。⼤丈夫かな。……すごすぎる。どうしてこんなことを考えられるの
か。……じゃあ、⾏き⽅はわかっている︖ってきいたら、かえってきた答えは当然のように、わからない、だった。その瞬間かたま
っちゃったよ。……エーン、どうか⾦曜⽇までに彼⼥たちがちゃんと道順を確かめておいてくれますように。……

遅宇希さんの⽇記



この気持ち……13.10.10

2013.10.10

    テストが終わったよ。明⽇は英検とかだっていうけど、英語の能⼒テストみたいなものなのかな。どっちにしても私は受けなくて
いいんだけど、学校には⾏かなくちゃいけない。図書館でじっと、壁に向かって黙想をしにね（本当は⾃習だよ……多分留学⽣たち
と楽しくおしゃべりすることになるんじゃないかな。壁に向かって修⾏なんてしないよ……）。今回のテストは、テストが終わった
ら、気持ちががらっと変わった。なんだか……もうダメだって気分。……これ…… しょうがないや。次はがんばってみよう。……

    そうそう、今⽇確認をとったんだ。⼟曜⽇に私たち留学⽣５⼈で遊びに出かけても⼤丈夫かどうか。……まずは学校に集合して、
それからバスで⼤阪関⻄国際空港の近くのショッピングセンターへ（前に⽇記に書いた、あの映画を観た場所。２度⾏ったけれど、
２度とも⾞で⾏ったから）私はまだ⽇本でバスに乗ったことがないんだ。となりにいたオーストラリアの留学⽣にも聞いてみたら、
その⼈も乗ったことがないって。……あるクラスメートがアドバイスをしてくれた。バスに乗るときに、まずは運転⼿さんに、こう
聞いたらって。“このバスはXXまで⾏きますか︖”って。問題は運転⼿さんのはい、いいえの答えが私がわかるかなってこと。私は⼗
中、⼋九、聞き取れないし。……それからショッピングセンターで何を買いたいのって聞いたら、いろいろみて回りたいって。……
はいはい、お⾦の節約ね。かかるのは1000円のバス代だね。……

   放課後、同級⽣たちとおしゃべりを。本当は何を⾔っているのかわからなかったけれど、このまま聞いてみようって思ったの。テ
ストも終わったことだしね。……はじめのうちの話題は、多分、オーストラリアの留学⽣と中国の留学⽣は⽇本語で話して、モンゴ
ルの留学⽣とオーストラリアの留学⽣は⽇英ミックスで、モンゴルの留学⽣と中国の留学⽣は⽇本語で話すなんて、なんだかおかし
いよね、フクザツな関係だねってこと。……本当はちっともフクザツじゃないんだよ。だってここは⽇本だから⽇本語でコミュニケ
ーションするのは当然だよね。……しかも私たちはモンゴル語が話せないし。……それから話題がどこに旅⾏に⾏きたいかってこと
になって、みんな⻄洋の国に⾏きたいとのこと。アジアの他の国には⾏きたくないんだって。ウーン、ちょっとガッカリ~でも⼈の
考えはそれぞれだからね~それから話は学校のことに(みんな学⽣だし)でもこれは何を⾔っているのか全然わからなかった。でも⼥
⼦バナだからね、多分、どの男⼦がカッコイイとか、そんなコトかな。どっちにしても私は、このテの話はさっぱりわからないか
ら。……まだまだ修⾏が⾜りないみたい。男⼦⽅⾯の話題に関してはね。 ハハ~~~でも⽇本の⼥のコってしょっちゅう、この話
題を話しているみたい（もしかしたら私が何を話してもわからないと思って、けっこう⼤胆に話をしているのかも）。中国では普
通、このテの話は避けがちだから。ウンウン、これからも修⾏だ。 最後の⽅に、オーストラリアの留学⽣もウチのクラスにやって
きて（クラスメートの家にホームステイしているので）、みんなで今度の⼟曜⽇のことを話した。

    最後に今⽇のおしゃべりのまとめ。やっぱり……私の⽇本語はまだまだだな。…… ハハハ、慌てずにいこう。テストの結果もと
りあえず考えない。 もうすぐ遠⾜、たのしみだな。

遅宇希さんの⽇記



私の右⼿のために3分間黙祷……13.10.11

2013.10.11

    順を追って説明しよう。タイトルに対してまず懸念を感じて頂きたい（ぶっちゃけ懸念もなにもないんだけど）……

    今⽇テストが終わって、オーストラリアとモンゴルの留学⽣と⼀緒に駅にいってきたの。こっちの駅の場所とあと電⾞賃の確認
に。電⾞賃⾼過ぎ。往復で1000円もするなんて……中国だったら何回バスが乗れることか……うう……

    そのあと時間を⾒たら、まだ昼前だったから、オーストラリア⼈留学⽣の提案で、わたしと、2⼈のオーストラリア⼈留学⽣とモ
ンゴル⼈留学⽣の計4⼈で買い物に⾏くことに~和歌⼭に来てから、周りの地形やらお店やらをチェックする機会がなかったから、
ちょうどこの機会に⾊々確認してきた~やっぱり実際に⾏ってみないとわからないね。ちょっと道が変わるだけで、お店の数が⼀気
に増えたよ。うう（家で飼ってる猫が満⾜したときの鳴き声のマネ……猫の鳴きマネのが⽇本語より早く⾝についたような 。猫が
多いからな、しょうがない ）。いやぁ~やっぱり⼥⼦はどこにいっても⼥⼦だね。お店を回ってたら時間があっという間に過ぎち
ゃったよ。今⽇はじめて⽇本のプリクラを体験してきたよ。すごく⾼級だった。3箇所を順番にまわるの……しかも時間制限もある
んだよ……それから百均にも⾏って来た。すごい⼤きいところ。そこでわたしはみんなの真の実⼒を⾒た……

    帰りはちょっと迷⼦になりかけた。わたしがちょうど間違った道に進もうとしたとき、偶然天使に出くわした（まぁうちのクラス
メイトなんだけどね）……ただ不幸なことに実はこのクラスメイトもちょっと⽅向⾳痴で、最初間違った道を教えられたんだけど、
わたしが歩き出そうとしたときに、運よく正しい道を思い出してくれた……やっぱり、やさしいな。O(∩_∩)Oありがとう~帰りは
もう、KFCを⾒かけるとまるで⾃宅のように思えたし、百均を⾒つけると

    夜はボーリングに⾏って来た︕初めてだよ︕最初はすごく怖くて、やりたくなかったんだけど、うちのグループがみんなそんなに
真剣にやってなくて、みんなすごく楽しそうにやってたから、（もちろん、うちのグループというのがわたしとホストファミリーの
3⼈の⼦供だからなんだけど）わたしも⼀緒に混ざって楽しんじゃった……

  

スコアボードの上の動画。これは⼀個も当てられなかったときに流れたもの~これを⾒た回数が⼀番おおかったよ……

遅宇希さんの⽇記



最初はずっと0点だったんだけど、その後運よく全部倒しちゃって、びっくりしちゃった。このラーメンはストライクを決めた賞品
だよ……お⺟さんに教えてもらって、⼀番関⻄っぽいのを選んだ~

上のタオルは参加賞です

ホストファミリーの⼦供が下から数えて第2位を獲得。嬉しくて仕⽅ないみたい……呵呵~~

これは電気ケトル。これと家にあるポットどっちがいいかと聞かれたら。答え︓もちろん家のがいいに決まってる……ハハ~~

    初めてのボーリング。唯⼀の感想としては右⼿がもうわたしのものではなくなっている、ということかな。明⽇また買い物に⾏く
のに。⼤丈夫かな……





イオンモール13.10.12

2013.10.12

   今ちょうど、⼦猫ちゃん達の飼い主募集のポスターを作っているよ。シンプルに、シンプルに、よりシンプルに。（はい。怠けた
いだけです。）

    今⽇は留学⽣達とイオンモールに⾏ってきた。皆バスに乗ったことがないの。バス券だけで⼤苦戦。でも、その後は順調だった
よ。分からないことがあったら、運転⼿さんに聞いて。初めてのバス、楽しかった〜。でもバスの運転が遅い遅い。中国の先⽣が⾔
っていた通りだね。⽇本のバスは、時間通りに着くように、スピードが遅いんだって。

    モールに⼊るなり、⼀番に向かった先はペットショップ……だって⼦⽝も⼦猫も可愛いんだもん……今家に6匹の猫さんがいる私
にとっては、もうこの可愛さにも慣れているのだけど、そうはいってもやっぱり可愛い︕︕

   その後は中をぶらぶら。皆、ヘアゴムのようなものをたくさん買っていたよ。オーストラリアの留学⽣はずっと、「安い安い」を
連呼。でも、私にとっては⾼すぎる……数⽇前に髪型を変えると⾔ったよね。どうなるか分からないから、私は⼀つも買わなかっ
た。

    もうすぐ寒くなるから、学校の友達は皆、膝までの⿊ソックスに履き替えているんだ。私は⼀つしか持ってきていないから、洗濯
時の代えにもう⼀⾜買った。半額だったから、価格も中国と同じくらいだよ〜

    お昼ごはんはバイキング。でもとってもおいしいバイキングだったよ。初めて⾷べた。

この串は⾃分で好きなのを取るの。どれも美味しい〜。どれも⼤好き︕あのお⿂のはね、アニメでしか⾒たことなかったけど、すご
く美味しかった︕まずあの⽩い汁につけて、パン粉の中で転がして、揚げて、タレを付けて⾷べる。⾯⽩い⾷べ⽅だよね。こんなの
中国では聞いたこともないよ︕︕⾯⽩い︕︕

可愛いでしょう~

遅宇希さんの⽇記



チョコレートファウンテン

超美味しい。これは上のチョコレートの滝につけて作ったんだよ〜︕︕

    その後、プリクラを撮って、UFOキャッチャーもやったよ。オーストラリアの⼦がすごく上⼿なの。⼀番⼤きい⼈形を⼆個も続
けて取ったんだよ︕巨⼤猫︕可愛い︕バスの時間までに余裕があれば、私の分も取ってもらいたかったなあ︕︕

    ⼀⽇何もしていない感じ。あっという間すぎて。楽しいと時間が過ぎるのが早く感じるんだね。

    帰りのバスは、オーストラリアの⼦とずっとお喋り。５０分︕⽇本、中国、オーストラリアの違いなどについて話したよ。楽しか
った。

    OK，ポスター書いてくる~︕



急いでポスターを作る13.10.13

2013.10.13

    急いで猫ちゃんたちにポスターを作ってる。まだ書きたいこともあったんだけど、とりあえずこんなもんかな。わたしのフォトシ
ョ⼒だと、やっぱりポスターはまだちょっと難しかったかも。でもすごい⾯⽩かった。

    ⽇本に来てから、なんだかずっと⽩菜を⾷べてる気がする……中国ではもっと野菜の種類が多かった記憶。でも果物は和歌⼭のほ
うが豊富かな。

    明⽇は市⺠運動会に参加するんだ。もうすぐ遠⾜もあるし。忙しい忙しい。

    （あの、先⽣。レポートなんですが明⽇送ります。遅くなっちゃうかもしれません。すみません。わたしどうやら誤解してたみた
いで。てっきり15⽇っていうのは送る⽇にちだと思ってたんです テストのこともあって完全にごちゃごちゃになってました。本当
にすみません。……お許しを……）

    なんか⼀気に寒くなった気がする。朝起きたときもずっと寒い寒い⾔ってたら、お⺟さんにそれを⾔うなら涼しい、でしょって訂
正された。でもわたしはほんとに寒いの。涼しいんじゃないの。わたし寒いのだめなのかなぁ。冬にスカートなんてはけるんだろう
か……今年の和歌⼭は夏の期間がすごく⻑かったような気がする。すごい熱かった。お⺟さんもそう⾔ってた。みんなのところもお
んなじなのかなぁ︖

遅宇希さんの⽇記



市⺠運動会、回転寿司13.10.14

2013.10.14

    今⽇は朝から市⺠運動会に参加してきた。

聖⽕台まであってビックリ。すごく本格的で、オリンピックみたい。……

ウチの市のゆるキャラ。

遅宇希さんの⽇記



⼤勢の⼈だね。雰囲気、……雰囲気……

これが野球のユニフォーム︖なんかカッコイイ︕

⾳楽隊。可愛いでしょ~

⼦供たちのバンド~

これこそ本物の⾳楽隊。中学⽣かな~



⼊場式

ピストルを発砲したけれど、パンって⾳はならなくて、煙だけがモクモクと~

ながーいお話の最中、雁も盛り上げに来てくれた~本当に「⼈」の字の形に⾶んでいる︕⼆群れいっぺんに来たんだよ~︕

国旗と会旗の掲揚。



次は感動の聖⽕の点⽕だ

みんながボワっと勢いよく⽕が燃え上がるんだよ、というのでワクワクして、この貴重なシャッターチャンスを逃さないために電池
がなくなるほど撮りまくっちゃった。……

クライマックス、しっかり撮れた︕

でも……

今年の聖⽕はちょっと元気がナイみたい。……

これが燃え盛る炎だ……



私は三番⽬の「モーニングサービス」にでてきた。今年はちょっとルールの変更があって、まず、すごく⼩さなバナナを⾷べて、そ
れから⾛って応援に使うメガホンみたいなのを１つ取り上げる。その下にパンがあればそのまま⾛っていいんだけれど、なかったら
７回スクワットをしてからまたメガホンを取り上げる。これをパンが⾒つかるまで繰り返すの。パンをゲットできたら次に⽔をゲッ
トしてゴールへ。私も７回スクワットになりましたよ。でもそばにいた審判さんが、３回でいいよってずっと⾔ってくれていた。私
の後の⼈なんて１回もやらなくて、そのまま連続でひとつひと取りあげて中⾝を確認しただけ。私ってやっぱりまじめすぎだね。だ
って中国で試合するときの感覚だもん。ま、これはみんなにとって、お遊びだからね。

パン、お⽔ともらったお弁当。

お弁当のチケット

そしてこれからは回転ずし編。



これって抹茶なの︖って聞いたんだ。だってよく⾒慣れた緑⾊の粉末だったから。でも違うよって⾔われた。

ところが⼀⼝飲んでみたら、やっぱり抹茶︕なんだか⽇本に来てから、だんだん抹茶が好きになってきたみたい。……

タッチパネルでも注⽂が出来るの。中国よりハイクラス︕

注⽂したものの下には⾚い受け⽫。

⻩⾊のお⽫はワサビ⼊りで、⽩のお⽫はワサビ抜き。

ここからは写真をアップするね。





注⽂してみたよ。



どれもすごくおいしいよ。



♥海♥潮汐♥

2013.10.15

    すごく海が⾒たい、海を⾒てみたい、潮の満ち引きって⾒てみたい︕

    フｳ、ここで⾔ってみよう。超、海を⾒たいよ︕超、潮が満ちるところってみてみたい︕もうすぐ遠⾜なんだ。海の近くに⾏くん
だって。今⽇の⽇記を始めるね。

    今朝はやく、終始業式（こんな名前だったハズ）とかで、全校⽣徒の前で⾃⼰紹介をした。まあまあかな。とにかく適当に話をし
てきた。その前に教室でもちょっと練習をした。……実は教室でやったときは緊張したのに、本番では⼤丈夫だった。これが例の、
⼈前に出るとテンションが上がるってことなのかな。……

    今⽇は図書館で和歌⼭県の歴史の本を借りてきた。……友達がすすめてくれた本で、歴史の本って⾔っても、実は漫画なんだ。和
歌⼭県の昔のお話みたい。……有名みたいだね。

    お昼にまた友達と⼀緒に図書館に⾏った。……そこで⽇本語の授業にきたオーストラリアとモンゴルの留学⽣に会ったので、みん
なでおしゃべりを。今⽇の⽇本語の授業に来たのは実習中の英語の先⽣。実習三週⽬なんだよ。みんなで先⽣にオカシナ質問をした
りして、楽しかったな。

    午後の体育の授業でダンスのテストがあったの。でも本当に恐怖のテストは⼟曜⽇にある。⾃分で考えた振付と規定のダンス（私
は全くダメ）と、何かの表現のテスト。

    今⽇は学級⽇誌を書いた。隣の席のコがいろいろ⼿伝ってくれたんだ。O(∩_∩)Oありがとうね~最後の感想で書いたのは︓

今⽇から気候もだんだん寒くなってきました。

放課後、⼀番⿊板が好きな同級⽣が⿊板拭きを⼿伝ってくれました。

ありがとう

規定の三⾏書いたから、OK~

    誰が⽇記は三⾏書かなくちゃいけないって決めたのかな。じゃあ遠慮なく１⾏に１単語ずつ書いちゃおうっと。ハハ~（実はね、
本当に１⾏に１単語しか書かなかった⼈もいるんだよ。みんなまじめにこんなのは書かないよね。絵を描く⼈もいるし。すごく⾯⽩
いの）隣のコにみせたら笑ってたよ。……

    ⾬が降ってきた。台⾵が来るのは間違いないね。

遅宇希さんの⽇記



茶道部.10.16

2013.10.16

    最近は毎⽇お昼に、図書館で国際交流をするようになってしまった。……毎⽇お昼になると友達が私とモンゴルの留学⽣を図書館
にひっぱっていくの。……

    今⽇の放課後、初めて茶道部に参加した。正式なのじゃなかったんだ。モンゴルとオーストラリアの留学⽣が⾒学に⾏ったので、
私もそれに加わっただけだから。……

    どんどん抹茶が好きになるよ~︕お茶を飲んでから、先輩とおしゃべり~

    唯⼀の感想、私の⾜がｱ……

    留学⽣たちは途中で帰ったけれど、私は茶道部に⼊部する同級⽣のためにさっさと帰るわけにもいかない。なので、最後までやり
たいと残ることに。……すごく難しいなあ。今⽇は半分参加したので、２年⽣のセンパイがハンカチ︖ハンカチだよね、の使い⽅を
教えてくれた。すごく難しくて、なによりとてもめんどうなの。……

    でも超おもしろかったよ。先輩は何度も教えてくれた後、⾃分でやってみて、できたらご褒美にお菓⼦もくれるって。抹茶を飲む
前に⾷べるあの超おいしいお菓⼦をだよ。最後にはちゃんとできて、仕上がりも完璧。でも何かがちょっと違う気がする。動作を覚
えられただけでもいいよね。……

    さあ、私のお菓⼦を鑑賞あれ。……

（背景はムシしてね）

    どうして２個なのか。それは終わる間際に、残ったお菓⼦を誰がもらうか、ジャンケンで決めようということになって、つい、勝
っちゃったから。 ……（本当は私はひとつで⼗分なのでジャンケンには参加するつもりはなかったの。でも先⽣が私も絶対に⼀緒
にと⾔って参加したら、勝っちゃったの……）

    やっぱり部活に参加した後の⽅がいいよね。知り合いも増えたし、みんな打ち解けて話しかけてくれるしね。最後にやったみんな
とのジャンケンも、最⾼に楽しかったよ~

    茶道部の活動は週に⼀回だから、他の部活も検討してみよう。

    帰りが遅くなったから、外はもう真っ暗。友達と３０分もいろいろ試して、やっと⾃転⾞のライトが点けられた。⼈⼒で発電する
なんて、やっぱりスゴイ︕

遅宇希さんの⽇記



明⽇は遠⾜︕13.10.17

2013.10.17

    今⽇、学校に着いたら、みんな明⽇は何を着ていくかって話でもちきり。ワｱｱ、本当に中国からちゃんとした服なんて持ってきて
ない︕今⽇、⾒直して気がついたケド、何で私はパジャマばっかりもってきたんだろう。……エーン、どうしよう。……

    それから明⽇のバスの座席順の話になって、クラスメートが私に聞いてきた。“誰と⼀緒に座る︖”“特にないよ。”多分私の性格
は、先回りしていろいろ考えておきたい⽅だと思う。もう何⽇も前から誰と⼀緒に座るのか⼼配だった。だってウチのクラスは私も
⼊れて４１⼈。私があまりの⼀⼈にならないかってずっと⼼配だったんだ。でも前の⽇記にも書いている毎⽇私を誘って⼀緒に図書
館に⾏ってくれているコが、すぐに⼀緒に座らないって、声をかけてくれた。「優しいね。」今は楽しくおしゃべりできるような⼈
がたくさんいるよ。

    ５時限⽬は通常授業じゃなくて⼤学選択の講座になった。本当にビックリしちゃった。⾼校１年⽣からもう準備を始めてるなん
て。みんなは⼊学当初から⾃分の未来や夢に関しての作⽂を書いているみたい。⼤学の選択に関してだけれど、みんなまだはっきり
とはしていなくても、ちゃんと考え始めている。まだ１年⽣なのに、だよ。中国の⾼校⽣たちは、この⽅⾯に関しては遅れているか
な。未来の夢だとか、そんなことを考えたことのある⼈は本当にごくわずか。私も未来の夢とか、しっかり考えなくちゃね。

    さっき⾔ったコと⼀緒に講座に参加した。早く着きすぎたみたいで、⼊り⼝のところでおしゃべりを。まずは私の携帯がどうなっ
たか聞かれて、それから私に⼿紙を書きたいって⾔われた。本当の⼿紙をだよ。……これが⽇本の⾼校⽣の間で流⾏っているコミュ
ニケーションの⽅法なの︖前にテレビで⾒たこともある。たしか今、⽇本の⾼校⽣は仲のいい友達同⼠の間で⼿紙を書くことがはや
っているって。でも⾔われた時はやっぱりビックリしちゃった。なんだかすごくおもしろそうだな~（でもこんなに近いのに郵便屋
さんの⼿を煩わせるなんて……本当にゴメンナサイ。ハハ……）そして、今後⽇本に来ることがあったら、必ず連絡してねって⾔わ
れた。⽇本のどの場所でも、必ず会いに⾏くからって。……（あのー、私って⽇本にまだ来たばかりなんじゃないのかな。こういう
話はもう少したったらしようね。ハハ……）ずっといい友達で。感動だな。……⽇本に来てから⼀番うれしかった瞬間だったよ。も
ちろん、前の体育祭の時にある⼈の応援メガホンに書かれていた“仲よくしよう”というのを⾒たときも、すごくうれしかったけど~
でも今考えると本当に不思議。⽇本に来てもうすぐ２か⽉、楽しい時間がたつのはもちろん早く感じられるけれど、なんだか時間を
浪費してしまっている感じがする。はやく⽬標をちゃんと決めなくちゃ︕でも⼤事なのはやっぱり明⽇の遠⾜のこと~

    今⽇、スーパーに遠⾜のおやつを買いに⾏ったら、お⼟産売り場からキャットフードコーナーまで全部歩き回ってしまった（ずっ
と歩き回ったの。キャットフードをみかけたときは、⿂型のクッキーだと思っちゃった）。だって⽇本の⾼校⽣って遠⾜でどんなも
のをおやつで⾷べるのか知らないんだもん︕適当に買ってみたよ。

    今⽇は外部⾒学もあるダンスのテストだった。たしか⽂化祭の時⾚⻤役だった⽣徒会⻑かな︖彼まで発表会を⾒に来て、なにより
その⼈が私のことを覚えていて、……声をかけてくれた。終わってからちょっと褒めてくれただけだけど。……（彼のことはこの⽇
記のちょっとしたオマケ。気にしないでね）テーマは料理。私たちのグループは材料を切って⼤成功。最後にみんなでステージにか
け上がって合掌、そして“いただきます”って⾔ったとき、すごくかわいかったよ~︕

    家の⼦供たちがお⾵呂から上がったら、みんな冬服に着替えていた。全⾝すっぽり覆うやつで、すごくかわいいの。倭は恐⻯の服
で和はおサルさん、園はウサギだ~︕超カワイイ︕

    秋だね。家の猫は⼀番の⼈気者。あったかいからね。 幸福だな

遅宇希さんの⽇記



♥遠⾜-予告編♥13.10.18

2013.10.18

    明⽇友達の家にお泊りに⾏くから、ほんとは今⽇はサボって、⽇曜⽇に遠⾜の⽇記を書こうと思ってたのに、お⺟さんが、どうし
ても今⽇中にしっかり書きなさいって⾔うからしぶしぶ書こうかなと思います でももともと⽇曜⽇に詳しく書くつもりだったか
ら、今⽇は簡単に概要だけ書いておくね（サボるのにちょうど良い⼝実だな ）でもほんと、遠⾜のことに関しては詳しく書いてい
きたいと思ってるんだ。なんだか9⽉10⽉の各種イベントの総括って感じだったから。ううむ。よし、決めた。今⽇は予告編を書く
ことにする~（多分忙しくなったら本編もかなり省略して書いちゃうかもだけど ）

    まず昨⽇の⽇記で誤解を⽣んでしまったところに関して訂正させてください。⼿紙の話のところね。確かにこんなに近いんじゃ郵
便屋さんにお願いすることすらないよね~︕そうじゃなくてみんなが聞いてきたのはわたしの中国の住所だったの……これはあまり
に気が早すぎるでしょ……わたしまだこっち来たばかりなのに……でももしそうなったらもっと郵便屋さんの⼿間になっちゃうかも
ね︕ハハ︕それにわたしの中国の住所にはすごく難しい漢字も⼊ってるし︕みんなガンバレ︕

     今⽇は動物園、⽔族館、遊園地が⼀つになったテーマパークに遠⾜に⾏ったの︕なにがなんだかわからないでしょ。お⺟さんに
まさにこんな感じでこのテーマパークの紹介をされたんだ。みなさんまずはこれだけで⾊々想像を膨らませてみてくださいな~

    続いて明⽇の⽇程について。明⽇はまず⼩学校に⾏って運動会限りなく近い……運動会に参加してきます。

    で、そのあと午後は友達の家にお泊りだ。超楽しみ︕超テンション上がる︕中国では、⼀度も友達の家にお泊りなんてしたことな
かったからさ。初めての体験だ︕しかも⽇本で︕はああどうしよう……でも泊まるのはわたしだけじゃなくて、ほかにも何⼈かいる
みたいなんだけど、わたし全然知らない⼦たちなんだよね。他のクラスの⼦っぽくて。⼤丈夫かな、友達になれたらいいんだけど。

    ああ忙しい。

    んで11⽉16⽇にはスピーチコンテストもあるんだよね︕知らせられたのがつい最近だったから、原稿の準備をする時間がほとん
どない。どんなテーマにしようかなぁ~緊張はそんなにしてないんだよね。というのも、⽇本⼈は英語でスピーチしなきゃいけない
んだけど、留学⽣は⽇本語で話していいみたいだから。それに特に順位をつけるってものでもないみたいで、みんな参加賞って感じ
らしい。だからね、そんなに緊張してないの。頑張ろう︕

遅宇希さんの⽇記



お泊り 13.10.19

2013.10.19

 

私って真⾯⽬。お泊りしたって⽇記を書くのを忘れない。   初めてのビリヤード 初めてのお泊り 友達に⼿伝ってもらって初めて使ったLINE。明⽇の⽇記、お楽しみに。

遅宇希さんの⽇記



♥遠⾜♥

2013.10.20

    13.10.18

    遠⾜

    “アドベンチャーワールド”と“⽩浜”

    私が前に海が⾒たいって⾔っていたので、みんな午前中に“⽩浜”に⾏くスケジュールをたててくれたんだ。O(∩_∩)Oありがとう
ね~こんなにきれいな海をみたのは、初めてだったよ。

    ⽬的地に着くまではずっとみんなとおしゃべり。⾞内はすごくにぎやかだったけど、何を話したのかは忘れちゃった。

円⽉島

この形にどんな特別な意味があるのかずっとわからなくて。

⽩ら浜

きれいな砂浜

遅宇希さんの⽇記



千畳敷

海だ︕みんなとここで10分ぐらい遊んだかな。きれいで、デートスポットなので、恋⼈同⼠がたくさんここに訪れるんだって。上の
⽅の岩は柔らかいので、表⾯に字を彫ることが出来るんだ。ここで同級⽣の名前を発⾒︕

それからビュッフェで⾷事。

テーブルの上の紙を、みんなは今⽇の記念に持って帰ったらって⾔ってくれたのに、置いてきちゃった。……時間があまりないの
で、みんな⼤急ぎで⾷べた。……みんな最後の瞬間まで戦い抜いて、あと２分しかないところでさらにアイスをもってきた。……

⽇本のビュッフェでは、みんなキチンと並んで料理をとるんだね。ビックリ。



本当にゴメンネサイ。⾷べ終わってから、ハッと写真︕って気がついた。⽇記に写真なしっていうわけにもいかないから、⾷器
を。…………

友達が⼀番好きなパン

アイスの写真は、忘れなかったよ。

スムージー、超おいしい︕



それから“アドベンチャーワールドへ。ここにはパンダがいて、動物園+遊園地+⽔族館が合体したところ。

すごくカワイイ。パンダの帽⼦をかぶってる~



洋⾵のガーデンみたい。でもすごく広い。

以下、数えきれない⼤⼩の可愛い動物たちは省略ね。……

まずは⽔族館へ。ペンギンのお散歩時間に間に合った。



パンダの椅⼦。すごく可愛いな。

それからここの遊園地はどんなのか⾒てみたら、いろいろな乗り物があるんだね。写真はナシ~

⼀⽻の⽩⿃が鴨の群れの中にいる。これぞまさに“鴨”の群れに“⽩⿃”だ︕



これって何の動物︕︖

孤独な後ろ姿

家で飼っていた猫を思い出しちゃった。……ハハ……

いろいろなたくさんのおサルさんたちも省略



それから海の⽣き物のショーへ。ちょうど開演間際についたけど、そこには誰もいなかった。前の⽅でトレーナーがイルカに練習を
させていたので、そのときはヘンだなって思わなかったけど。⼤喜びで最前列へ。

    もちろん、私たちの仲間にも賢いコはいるので、すぐに場所が違うって気づいた。……

すぐに移動、移動。やっと本当のショーの会場についた。まだ間に合ったのでよかったｱ。



ワｱ“アルパカ”だｱ︕

それからバスに乗って草原の動物エリアを⾒学。

この⽅は⽝の駅⻑さん

草原動物で⼀番ノッポのこの⽅を代表としますので、他の動物の写真はアップしないよ~

本当はすごく忙しかったんだ。右に左に移動しながら写真を撮り続けたから。

時間がちょっと⾜りなかったけど、同級⽣たちが“茶⾊い”パンダを⾒に連れて⾏ってくれた（ちょっと汚れていたので）。ちょうど
⾷事の時間で、すごく可愛かったよ。たくさん写真を撮っちゃった。



最後に地図をアップ~︕

    帰りは、隣の⼈は午後からバレーボールの練習があるのでお昼寝を。私はまわりの⼈たちとたくさんおしゃべりをしたり、ババ抜
きでも遊んだ。でも中国とはルールが違うの。⽇本の⽅がハラハラする感じかな。でも中国の⽅が⼼理戦的な要素があるからちょっ
と刺激的かも。

   あわただしかった9⽉10⽉のイベントもこれでおしまい。毎⽇がとても充実していた気がする。もうすぐ２か⽉。時間がたつのが
おもっていたよりずっとはやく感じる。みんな、ありがとうね。

    よく考えて決めたんだけど、ホームステイの⽇記はまた今度に。今⽇はとても疲れたな。……遠⾜のこと、もっと書くつもりだっ
たけれど、簡単にまとめました。……



お泊り・卓球部の⾒学13.10.21

2013.10.21

    ⼟⽇に初めて友達の家にお泊りに⾏ったんだ。

家の中はお祭りムードいっぱい。もうすぐハロウィンだからね。⽞関を⼊ると⼊るとたくさんのカボチャ。なかはもっとオレンジの
カボチャの飾りが~

すごく⼤きい家で、ビリヤード台まであるの。初めてビリヤードをしたよ︕みんなも初めてだから、キューで⽟を⽳に落して。ハハ
ハ~私もなんとかひとつだけは落とせたよ︕

    それからみんなでおしゃべりをしたり、しりとりでも遊んだ。まずは⽇本語で、それからオーストラリアの留学⽣が⼆⼈いたの
で、英語のしりとりも。

    それから⼈⽣ゲーム。みんな眠くなったみたいで、おとなしくなっちゃった。半分だけゲームをした（私は⾚字だったよ。⼤借⾦
しちゃった）。

    最後にまたまたおしゃべりを。

    私たちのクラスメートに⼀番ウケたのは、みんながおやすみっていったとたん、私がそのままコトンと眠っちゃったこと。……み
んなは１時まで話していたんだって。

    昨⽇は家の猫をつれてべつの家屋で⼣飯を⾷べたんだ。

遅宇希さんの⽇記



ピザ~

猫はあちこちではしゃいで、においをかぎまわっていたよ~

    昨⽇の夜、⽇記を書いているとき、家の猫がずっと尻尾で私のお尻をペシペシたたいてきた。……ヒドイ‥……

    今⽇は卓球部の⾒学に⾏ってきたけど、先⽣はまた不在。……みんなに⾔われてずっと座っていたら、眠りそうになっちゃって。
そしてついに︕先⽣登場︕まずはリフティングの練習をさせられためど、やっぱり私ってまれにみるごどの……おバカさん……だ
ｱ……全然ダメ。最後に⽟拾いをしたけれど、こっちは⼤活躍だったよ~



バスケットボール13.10.22

2013.10.22

    今⽇の体育はダンスからバスケに。2か⽉ごとに内容がかわるんだ。バスケをするのは初めて。ううん、初めてとは⾔えないか
な。でも中国ではドリブルとか練習ばかりだったから、シュートするのは本当に初めてだよ。

   前半はドリブルの練習。体育の試験で培ったドリブルのテクニックを存分に発揮したよ（4か⽉運動してなかったから、思ってい
た通りには動けなくなっちゃってたケド）。でも後半のシュートとかは全然ダメ。でもなんとかゴール下から何回か⼊れられた
よ。……

    やっぱり運動しないとだめだね。⽇本に来てからの⽅が、かえって全然運動しなくなったみたい。みんなは部活で運動している
し、冬にはマラソン⼤会もあるしなあ。あーあ、ダメだｱ。

    今⽇の放課後は演劇部を訪ねに⾏った。ホント不思議なことに、みつけられなかったの。……今思えば、多分私が早く着きすぎ
て、まだみんな来てなかったんじゃないかな。明⽇は茶道部があるから、あさってまた⾏ってみようっと~

遅宇希さんの⽇記



瞬間移動13.10.23

2013.10.23

    今朝、ヘンなことがあったんだ。みんなも興味津々ってカンジだった。学校の⾃転⾞置き場から教室って本当にすぐそばなの。校
舎から教室に移動するよりずっと近いぐらい。同級⽣Aさんが⾃転⾞置き場でBさんに挨拶をして、すぐに教室に向かった。Bさんは
体育館に⾏く途中、校舎に向かう私を⾒かけた。そしてAさんが教室に⼊ったら、もう私が教室にいて席に座っていた。私はゼッタ
イに⾛ってないし、しかも先⽣に挨拶までしたんだよ。みんなは私が瞬間移動したっていうの。……

    ⾃習時間に、やっとあの和歌⼭の歴史の本（マンガ）をほぼ読み終えた。

    総合の授業で、修学旅⾏の説明があったんだ（沖縄に⾏くんだよ~）。部屋割りをして、修学旅⾏の⼆⽇⽬には、研修内容を選択
できるの（本当は遊びなんだけど）。6個から選べるけど、迷っちゃうな。来週の⽔曜までに提出すればいいんだって。まだ時間が
あるからじっくり考えようっと。

    今朝から、ここでも⾬が降り始めた。午後のLHRで体育館に移動しているとき、友達が今はカゼなんてひいちゃダメだよって念押
ししてくれた。ウン、ありがとうね。ちゃんと厚着するよ。和歌⼭は北京より寒くないと思う。私は制服の秋服にセーターを着てい
るけど、みんなは冬服にセーターを着ても、まだ寒いって⾔っている。でも私は教室にいると、汗をかいちゃうときもあるんだよ
ね……明⽇からは冬服にしようっと。私の⼼配をしてくれたコも、⾃分でも気をつけなきゃね。⼟曜⽇にはバレーボールの試合があ
るし、今は⼤事な時だから、カゼなんてひかないようにね。

    クラスでもマスクをつけてくる⼈がだんだん増えてきている。家にも⾵邪をひいているコがいるんだ。予防のために薬を飲んでお
くほうがいいかな。みんなも気を付けて。台⾵が来るから⾬が降るよ。カゼには気を付けてね。

    今⽇は茶道部があった。お茶菓⼦は塩⼤福。⾷べてビックリしたよ。びっしりとまぶされた⽩い粉を⾒たときは、すごく塩⾟いん
じゃないかって⼼配しちゃったの。この味を受け⽌めきれなかったらどうしようって。パクリと⼝に⼊れたら、なーんだ︕すごく⽢
い︕

遅宇希さんの⽇記



演劇13.10.24

2013.10.24

    やっぱりタイトルを考えるのが⼀番難しいなあ。

    前に書いたスピーチコンテストだけど、今年は変わったの。

    今⽇変わったのは、私たちの学校の全留学⽣で出しものをひとつやることになって、歌でも朗読とかでもいいということだったの
で、劇に決定︕

    時間が⾜りない︕

    ⼆⼈のオーストラリア⼈留学⽣と私の三⼈がでることになったんだけど、いまだに脚本も決まっていない。誰かいいのを知ってい
たらおしえて~~

    問題ないでショ……がんばろう↖(^ω^)↗

    今朝、単語を⾒ていたら、単語帳を学校に落としてきちゃった︕明⽇は単語の暗記テストがあるのに、どうしよう。まだ覚えてな
いよ︕

遅宇希さんの⽇記



モンゴル⼈留学⽣との別れと、演劇部13.10.25

2013.10.25

    今⽇が、モンゴル⼈留学⽣の最後の登校⽇。今⽇が彼⼥の帰国⽇なのだ。

    昼お弁当を⾷べているときに、国際理解コースの先⽣が教室に来て教えてくれた。昼の時間に彼⼥はもう帰ってし
まうと。もしお別れをしたいならばあとでちょっと会える時間があると。

    早かったなあ、三週間。なんだか昨⽇⽇本に来たばかりのような気がするのに。わたしまだあの⼦の名前覚えられ
ていないのになぁ。複雑な名前なんだよね。初めて会った時のこともをまだはっきりと覚えている。試験が始まった
あの週、国際理解コースでわたしたちは出会い、図書館で⼀緒に過ごしたあの1週間。まるで昨⽇の出来事のように思
い出される。友達と⼀緒に図書館の中で⽇本と中国とそれからモンゴルの3国交流を交わしたあの⽇々のことを、わた
しは永遠に忘れないだろう。彼⼥がポロポロと涙を零しているのをみて、突然この三週間の短さを、そしてこの1年の
短さを⾝にしみて実感した。

    放課後は演劇部を⾒学に⾏ったよ。クラスメイトがみんな⾔ってたみたいに、やっぱりすごく厳しかった。

    わたしが⾏ったとき、部員はたった⼀⼈しかいなくて、すごいびっくりした。演劇部には実際どれくらい⼈がいる
のか、来週しっかり聞いておかないと。その先輩が演技をして、下で2⼈の先⽣がそれに修正を加える……めちゃくち
ゃハードなんだよ︕部屋に⼊るってシーンだけでも、⾏ったり来たり結局30分間ずっとそこだけ練習しててさ。わた
しはもう⼗分良い演技だと思ったんだけど、すごく厳しいんだね。

遅宇希さんの⽇記



クッキー作り13.10、26

2013.10.26

    今⽇は美容院に⾏って髪の⽑を切ってきたの。髪型を変えようと思って、前髪を作ったんだ。美容院で、あの⾼校⽣みたいな髪型
にしてくださいってお願いしたら、こんなんになっちゃった。うう⽉曜⽇どうやってみんなに会えばいいの……以前⼈に尼さんみた
いって⾔われたから前髪作ったのに、なんだか今度はお化けみたいになっちゃった気がする……これじゃあみんなの注⽬の的だぁ。

    午後はクッキー作りにしたよ。

お昼ごはんはこれ。すごく美味しかったよ。チーズの濃厚な味がした。

クッキー作り

遅宇希さんの⽇記





チョコレートケーキ



お店に並んでるのとそっくり。美味しかったよ︕



折り紙13.10.27

2013.10.27

    昨⽇、折り紙の本を借りてきた。その夜は⼀晩中、ずっとバラを折ってみようと頑張ったけれど、結局できなかっ
た。

    今⽇の午前中は、ほぼ寝たおしてしまった。……おいおい……聞かなかったことにしてね。

    午後はこのあたりのことを知るためにも、スーパーへ買い出しに。

    でもね、夜にお⺟さんが急に思い⽴って、私を連れてまたスーパーへ・・・……早く⾔ってくれれば、午後は休ん
でいたのに。……ハハ、めんどくさがりすぎだね。そのスーパーの名前をずっとIC……だと思っていたんだ。そうし
たら今⽇お⺟さんが、ICじゃなくて、⿃なのよ。あれはね、スーパーのマークなのよって。…………それからみんな
も⼤爆笑。……

    ちょっと前までは、わからない⾔葉があると、みんな⽇本語でていねいに教えてくれたのに、最近は“じゃ、調べ
て。”みんなにあきらめられちゃったのかな。私がわからない⾔葉が多すぎるからかも。

遅宇希さんの⽇記



髪を切った・ある同級⽣に誕⽣⽇おめでとうを13.10.28

2013.10.28

    今⽇は髪を切ってからはじめての学校。⾃分でも髪を切った⾃分が知らない⼈みたいな気分。でもまわりからははそんなに、そん
なには驚いたっていう反応はなくて、しかもみんなからカワイイねって⾔ってもらえたよ。……O(∩_∩)Oありがとう（でもね、ず
いぶんイメージ変わっちゃったなって⾃覚はあるんだ。ちょっと⼤学⽣っぽいみたいな）。友達からはますます⽇本⼈みたいだねっ
て⾔われたよ。……

    この⼆⽇間はバレーボールの試合らしいね。バレー部のコたちは今⽇、学校に来ていなくて、明⽇もだとか。バレー部はここのと
ころずっと頑張って練習をしていた。朝練に、夜も遅くまで残って練習していたから毎⽇クタクタになって、毎⽇そんな彼⼥たちを
⾒ているこっちまで疲れている気分になっちゃいそうだったぐらい。先週の⾦曜⽇は8時まで練習していたんだって。私もこの1ヶ⽉
の間、みんなの練習を⾒守っていたんだから。 勝ってね︕︕︕︕

    バレー部の友達が今⽇、誕⽣⽇なんだ。お誕⽣⽇おめでとう︕忘れないでね、ずっと友達だよ（まあ、本⼈はこれを読んでないと
思うけど。直接おめでとうが⾔えなくてザンネン）。

    お⺟さんがここのところすごく料理にこっているの。図書館から料理の本を三冊借りてきて、毎⽇新しい料理にチャレンジしてい
るんだ。……ハハハ……あーあ、また太っちゃうよ~

遅宇希さんの⽇記



バレーボールの試合13.10.29

2013.10.29

    今⽇の体育は、バレーボールの先⽣がバレー部のつきそいで外部の試合に⾏ってしまったので、バスケとバレーを⼀緒にやった
の︕だから今⽇は試合だったんだ。まずはじめに、バレーかバスケかを選択。私はしっかりバスケを裏切ってバレーを選択~ だっ
てバレーボールに興味があったんだもん。それから“華麗なる”試合が展開されたよ。だってバレー部の⼈たちは⼀⼈もいないから、
みんな全く、全くの同じレベル……︕ほぼサーブが決まれば点が取れちゃうようなゲームに……以前のバレーの試合では、同じチー
ムにバレー部のコがいたので、ほぼ動かなくてよかったけれど、今回はそうはいかない。みんなできなくて、すごく楽しい。なによ
りボールを受けるとき⼤声を出して、キャーキャー⾔っているうちに試合が終わっちゃうの。こんなの、バレー部の⼈たちに⾒られ
たら、ゼッタイに笑われると思うよ~ 4、5ゲームぐらいしたかな。中国でのバレーボールの授業とは全然違かったよ。⽇本の授業
は体育の娯楽性と楽しさを重視しているね。みんなも楽しんでいたけれど、中国では体育の授業は怖がられているから。だって体育
の授業って⾔ったら、まずマラソンと体を鍛えるトレーニングだもん。

    部活⾒学も⼤体⾒たいところはみんな⾏ったし、しっかり考えて決めなくちゃね。前までは運動部なんて全く考えてなかった。だ
って運動部に⼊ったら、いろいろ問題があるだろうから、きっと続けられないと思って。でも今は運動部に⼊らなかったらダメだっ
て思っている。だって毎⽇こんなに「⾷べ」ちゃっているんだもん。…… 。

遅宇希さんの⽇記



茶道部……13.10.30

2013.10.30

    みんな、髪を切った後の私の写真を⾒たいのかな。……ポイントは前髪を切ったら印象が全く変わっちゃったこ
と。⾃分でも⾃分じゃないみたい。学校の友達には⼤⼈っぽくなったって⾔われるし、⾃分でもそう思う。すごく恥
ずかしいけどね。……まずは⾃分がこの髪型に慣れて、写真を⾒せてもいいって決⼼がついたらアップするね。……

    今⽇は茶道部があった。結局、留学⽣で残ったのは私⼀⼈。さびしいよｵ。……茶道部で、私は今の⼀年⽣たちの
進度についていけないので、前半と後半のセンパイ達に交代で教えてもらっている。今⽇は袱紗の使い⽅のおさら
い。このガーゼみたいな布のたたみ⽅や、お茶碗の拭い⽅をまた習って、覚えられたのは80%ぐらいかな。すごくむ
ずかしいし、フクザツだよ。……先⽣の袱紗を借りて家に持って帰って、また練習だ。⾃分のは来週になったら買え
るの。

    私たちの教室は⽇当たりがいいから、今でもすごく暑い。でも私の席は窓際なので、毎⽇上半⾝は汗ダク、下半⾝
はもう寒くて寒くて。……

遅宇希さんの⽇記



バスケの試合、ハロウィン、昨⽇⽇記に書き忘れたこと13.10.31

2013.10.31

    やっぱり頭がボケちゃっているみたい。昨⽇の⽇記に、こんな⼤事なことを書き忘れたなんて。すぐに忘れちゃう
から、やっぱり書いておかなくちゃね。

    昨⽇のLHRであるスポーツをしたの。まずエリアの中に⼈が何⼈かいて、両端には⼆⼈ずつ⽴つ。そしてその⼈た
ちが中の⼈に球をあてるの。球が当たった⼈はでていかなくちゃいけないんだけど、中国の「沙包当て」ってゲーム
に似ているかな。でも中国の「沙包」は⼩さくて、中⾝は绿⾖とかだから、球も速いし、もっと刺激的かな。でも⽇
本の⽅のは安全だよね。始める前にみんなで円陣を組んだよ。なんだかバレーボールやバスケの試合前にもこんなこ
とをしていたよね︕ハクリョク︕私は⼀番端っこの⽅にいたからそんなに狙われなかったけれど、たまにこっちを狙
って球が⾶んでくると、そばにいるすごいコがキャッチしてくれるの。ワｱ︕超スゴイよ︕でもそのコは、それからあ
まり動かなくなって、ほとんど同じ場所に⽴ちっぱなし。どうして︖ってきいたら、だってこの授業中に動きすぎた
ら、絶対に次の授業は寝ちゃうもん、って。……ハハ。

    総合課の授業の時に、ジャンケンでどの空港から沖縄に向かうかを決めた。空港は⽩浜の空港と、関⻄空港のふた
つ。ジャンケンで勝つと、関空から⾏けるんだ。私は本当は、すごく⽩浜の空港に⾏きたいんだ。だって関空は⼀度
⾏ったことがあるからね。

    次は今⽇の⽇記。

    今⽇の体育はバスケの試合をした。何にもわからない私は、同級⽣にバスケのルールをあらためて教えてもらっ
た。……すごくおもしろそう。体育の魅⼒だね。⾯⽩いこともたくさん起こったよ。たとえば相⼿⽅がボールパスを
まわして、私がブロックしにいったら、彼がゴメンと⾔ってボールを私にバウンドさせてきた。……わずか0.000001
秒で、彼は⾃分が何をしたのかハッと気が付いたけど、こっちも遠慮なくそのままボールはいただき~ ⼀度シュート
はしたけれど、ゴールはできなかった。……もう最後の⽅は⾛ることも跳び上がることもできなくなったけれど、な
んとか最後まで頑張ったよ。楽しかったな~疲れたけれど、⼒の限りがんばれたから嬉しいよ~

    今⽇はハロウィン。お昼は⼥⼦がみんなでお菓⼦を持ち寄って⼀緒に⾷べたんだ。昨⽇、LINEでお知らせがまわっ
てきたからね。モチロン私も忘れずにアメを持って⾏ったよ。みんなで分けっこするのは楽しいな~

遅宇希さんの⽇記



スピーチについてのお知らせ13.11.1

2013.11.01

   どうやらまた昨⽇のこと。最近記憶⼒が。。。。

    前に⾔ったスピーチコンテスト。11⽉16⽇の。前に通知していたのは⽇本語での演劇だったけど、準備してみたら難しすぎたの
で、スピーチに変更。でも、昨⽇分かったのだけど、時間が⾜りない。今は原稿どころか、テーマすら決まっていない。今週は三連
休だから、しっかり準備しなきゃ。先⽣に、来週の⽕曜⽇に原稿を提出するよう⾔われてるの。はあ。時間が⾜りないよ。頑張ろ
う。

   和歌⼭に来て、今⽇でちょうど⼆カ⽉。お昼にまた鯉を⾒に⾏ったよ。来たばかりの、初⽇と同じように、同じ友達と。鯉に餌を
あげた。⼼の中で来たばかりのころの気持ちを思い出してみた。不思議。とても⻑いようで、とても短い⼆カ⽉だった。何も⼼配ご
とが無かったと⾔えば嘘になるけど、⼆か⽉経った後も同じ友達と⼀緒に鯉に餌をやれているわけで。とても嬉しい。O(∩_∩)Oあ
りがとう。本当にあっという間の⼆カ⽉だったよ。今も初⽇と同じような気持ちだもの（⽇本語は来た時より下⼿になったけどね
ごめん）。

   お昼は毎⽇⼀緒にどこかをぶらついているの。前はずっと図書館へ⾏っていたけど、今⽇は池。でも、⾏ける場所なんてほとんど
ないんだよ。ここは⼤きいけれど、しょせん学校。楽しい場所なんてないの……今⼀⽣懸命考えてる。どこか⾯⽩い場所、⾯⽩い場
所……

   最後に感謝の気持ちを述べておきたい。ささいな事だけどね。⽇本⼈て、お昼のお弁当を⾷べるスピードがすごく速いでしょ︖︕
特にバレー部は厳しいから他の⼈より⾷べるのが更に速いの（席替え後、私たちは3⼈でご飯を⾷べているのだけど、バレー部の⼦
は、初めの頃⾷べるのがすごく速かったんだよ。最近ようやく私達と同じスピードになった……）昨⽇のバレー部の友達のお昼ご飯
はパン。理論的に、パンというのは最も速く⾷べられるもののはずだよね。でも、⼀⼝だけ残してゆっくりゆっくり噛んで、私を待
っていてくれたの（最終的には私より速かったけど）ありがとね

遅宇希さんの⽇記



⽉曜⽇に京都に⾏きます13.11.2

2013.11.02

    今⽇の朝、クラスメートのお⺟さんから電話があって、⽉曜⽇に京都の映画村（たぶんこの場所。最近記憶⼒が悪くて。許して）
へ⾏くお誘いを頂いた。⼀瞬呆然︕でも、すぐにスピーチ原稿のことを思い出して……うう。どうしよう。明⽇⼀⽇で書くしかな
い︕だけど、京都は和歌⼭より寒いらしいから、明⽇は厚⼿の服も買いにいかないと。

    昨⽇、教育実習の先⽣の実習が終わった。三週間。あっという間だったなあ。先⽣は以前、北京に⼆カ⽉いたことがあったという
ので、⻘い「中国結」をプレゼントした。先⽣のイメージは⻘なの。先⽣の名前と、好きな漢字と同じ、空の⾊。また北京に、中国
に、来てくれるといいな。9ヶ⽉後、私も先⽣と同じように、皆の祝福に囲まれながら帰っていきたい。

    それでは、スピーチ原稿を練ってきます。何かいいテーマがあったらアイデアをちょうだいね︕ 

遅宇希さんの⽇記



岩出市の⽂化祭13.11.13

2013.11.03

    今⽇は岩出市の⽂化祭に⾏って、陶塑⼈形を作ってきたよ。明⽇は京都だし、今⽇はこれからスピーチの原稿作ら
なきゃだから、とりあえず予告ってことで1枚だけ写真アップしとく。また時間が出来たら、続きの⽇記書くね︕

へへ、上出来でしょ。⾊んな⼈に⼿伝ってもらったんだ。

遅宇希さんの⽇記



京都、⼤阪⽇帰り旅⾏13.11.04

2013.11.04

    今⽇は同級⽣とそのご家族と⼀緒に、京都の映画村に⾏ってきた。その帰りには⼤阪のあるところにもよったん
だ。

   たくさん現代の忍者たちがいたよ。

    忍者の修⾏もやっていた。

    忍者たちの部屋も⾒学した。

    これから書く⽇記をまっててね。……

    全然時間が無いの。明⽇までにスピーチの原稿をださなくちゃいけないのに、まだ書き始めてない。タイトルと内
容もまだ考えがまとまってないから、あせっちゃうよ。明⽇までなんて間に合わないかも。もう時間が無さすぎ。あ
とでまた⽇記をアップするからね。……

遅宇希さんの⽇記



スピーチ原稿……13.11.05

2013.11.05

    今⽇、昨⽇徹夜で書き上げたスピーチ原稿を提出してきた。

    でも⾃分では満⾜していない。だからまた書き直すんだ。

    さあ、やるぞ︕

    まだ書いていない⼆つの⽇記は、もうちょっと待ってね。……

遅宇希さんの⽇記



⽇本の暦の⽉の別称13.11.06

2013.11.06

    今⽇、同級⽣と話していて初めて知ったんだけれど、⽇本って暦の⽉の呼び⽅がいろいろあるんだね。それを⾃分の名前にしてい
る⼈もいるんだとか。

    明⽇は英語部があるから、最終稿をちゃんと準備しておかなくちゃ。

    また席替えをした。私は窓際で⼀番前のはじの席なので、ドアに⼀番近い⼈とどちらから席順のあの「ミステリアス」な紙を書い
ていくのか、ジャンケンできめることに。ジャンケンをする前に、友達が私にこっそりと、あの男⼦はパーを出すから、チョキを出
すようにって、⽿打ちしてきた。……その男⼦って「優しいひと」なんだ。遠⾜の時も⼥の⼦たちの写真を撮ってくれていたし、す
ごく⾯⽩い⼈なんだよ。まずその男⼦から“いくぞ、いち、に、さん”って⾔ったのでみんな笑っちゃった。……そして私たちって⼆
⼈ともスゴク⾺⿅正直なんだね。本当に⼀⼈はパーで⼀⼈はチョキ。と、いうことで私の勝利。……

    今回の席替えでは周りの半分が⼥⼦になったよ。これっていいことだよね。初めての席替えでは男⼦にかこまれちゃって、どうし
ようってカンジだったし。眼のわるい⼈は、前⽅の席で固定している。ウンウン、私はその席が好きなんだ。だって窓から外が眺め
られるからね。(*^__^*) へへ……友達は⼀番前の席になっちゃって、眠れないって。ハハ……

    今⽇の茶道部で、たくさんの茶道に関する⾔葉を暗記したけれど、覚えられたのは2、3個だけ。……そのうちのひとつは“お茶
碗”……

    ⼆つほどまだ書いてない⽇記があると思う。今週には両⽅書き上げるからね。

    ⽇本に来てからは遊んでばっかり。⽇本語は完璧。……これってやっぱりＩＱの関係だよね。今でも聞いてもよくわからない⾔葉
はたくさんあるし、あまり仲良くない⼈もいる。ちょっときどった⾔葉だと、全然わからない。普通に話していても分からない⾔葉
はたくさんあるしね。私ってものすごくニブイのかな。今になって、やっとこんなことを思うんだもん。……

    先⽣、あの電話のこと、本当に失礼しました。ちゃんと厳しいおしかりを受けましたので、反省してやり直すチャンスをくださ
い。⾃分で反省部屋にこもります。

遅宇希さんの⽇記



またまた回転ずし~~13.11.17

2013.11.07

    今⽇、また回転ずしに⾏ったよ︕

    千ちゃん~回転ずしだ~︕

    画像アップ

茶わん蒸し。なかには⼤きなカニ⽖︕

遅宇希さんの⽇記



超おいしいお茶︕三杯も飲んじゃった。おなかはお茶でタポタポ︕



最後のデザートは、写真撮る前に⾷べちゃった。お⺟さんが、⼤きなネズミにガブリとかじられたあとみたいだねって︕もう、⼤き
なネズミだなんて︕これはどう⾒たって美⼥の⻭型だよね︕へへ……

    体育の授業で、体操服の上をわすれちゃうなんて⼤問題が発⽣。でも同級⽣が冬の体操服を貸してくれたのでヨカッタ。その間の
1時限、⽇本⼈の名字になってたよ。なんだか最近、どんどんボケてきてるみたい。ホントにもう。……

    毎⽇お昼に、友達と⼀緒に校内を散歩しているんだ。那⾼をいろいろ歩き回って楽しいよ。



♥岩出市⽂化祭♥13.11.08

2013.11.08

    先週の⽇曜⽇岩出市の⽂化祭に⾏ってきたよ。

たくさんの出店があった。初めに買ったお昼ご飯は、安くて美味しいうどんだよ~

お昼~お昼~

那⾼の⽂化祭とは違って、岩出市の⽂化祭は出店のテントが全部⽩で統⼀されてた。那⾼のは全部⽣徒が⾃分たちで設計し⾃分たち
で絵を描き⾃分たちで作ったものだから~

遅宇希さんの⽇記



その他の相違点としてはお年寄りが多かったことかなぁ。

盆景

真ん中のに注⽬“”，この後の陶芸のときに、ちょっと傷がついている⽋陥品をもらったんだ。でも良く⾒て︕ここでは1000円の商
品なんだよ︕それをタダでもらっちゃったんだ。

陶器がたくさん。

下のはホスト家の⼦が作った作品。お⺟さんにみんなの名前もそのまま写真であげちゃっても問題ないって許可を貰ったから。ヘヘ
~



順番に並べてみたよ︕逆順だけどね……⼩さいのから⼤きいの~

どう︕綺麗でしょ︕上⼿くできたでしょ~︕

上のちっちゃな熊さんめちゃくちゃ可愛い︕

みんなの作品。世界平和。じっくり探してみて、中国の国旗もあるんだよ~︕



⼀番好きな作品。⼀番下の作品ね“”。

⼤⼈の作品。もはやレベルが違うよね。綺麗だなぁ︕

中学2年⽣の作品。これもすごい好き︕名前は塗りつぶしてあるよ。さすがに⼈の名前をそのままネット上にあげるのはよくないか
らね~あの⿊い部分は気にしないで~~

盆景~︕



花道

それから茶道会に参加した



めちゃくちゃ美味しいお菓⼦︕学校の茶道部で⾷べたお菓⼦よりも美味しい︕お⺟さんが⾔うには那⾼の茶道部は部費が⾜りないか
ら、あんまり⾼いお菓⼦は買えないらしい。

そこでバッタリ那⾼茶道部の先⽣に会った。

ここに来る前に陶器の出店で、おばあちゃんから、陶芸も出来る話を聞いたから、茶道会の後は真っ直ぐ陶芸教室に向かった。

この24って数字には、思わず⾔葉を失っちゃったよね。中国にいるみんなはこの意味、分かるよね……しかも作品にも絶対この数字
書かなきゃいけないみたいで。うう……

ほんとはコップとか作るはずだったんだけど、“お雛様”をどうしても作りたくて。先⽣をびっくりさせちゃった。なんでも初めて
で“お雛様”を作ろうとする⼈はいないらしく、ほんとはやっちゃいけないんだけど、わたしが外国⼈だってこともあって、先⽣が終
始つきっきりで⼿取り⾜取り教えてくれて、最終的にやっぱり“お雛様”を作らせてもらっちゃった。



ほんと感謝でいっぱいだぁ~ありがとうございました

桜の花もたくさん作ったの。みんなにお⼟産で持って帰ろうと思って。でもどの桜の裏にも24の数字とわたしの名前が書かなきゃい
けなくて、書いてるときにはもう半泣きだったよね。中国のみんなはこの24の意味が分かるよね……

後ろの⻲とコップはうちの園の作品だよ。可愛いよね︕

そのほかの⼈の作品

⼀番最初にここに来て、⼀番最後に帰った……へへ



最後に“お雛様”の服の上にお花を乗せるのも⼿伝ってくれたの。ちょっと⾒えにくいけど。顔も⾒えづらいね。12⽉上旬に焼き上が
るみたいだから、そのときにまた写真とって上げるね~

最後に、先⽣本当にありがとうございました。ずっとわたし⼀⼈につきっきりで教えてくれて、すごく感動しました。本当にありが
とうございました。

（ずっと書けていなかった⽇記やっと書けたぁ。もう1個の⽅はできるだけ今週末に書き上げるね。）



部屋の⼤掃除13.11.09

2013.11.09

    今⽇の朝は、珍しく少し時間があったので（実際は⾊々やることがあったのだけど、⾯倒くさくてやらなかっただけ。例えばスピ
ーチ原稿とかね）、布団を⼲すことにした。明⽇は⾬だと⾔うしね。その後、突然掃除をしたい衝動に駆られて、⼤掃除を始めた。

    とはいえ、掃除の前後であまり変化はなし。物が多すぎて、どう整理しようとこうなってしまう（ホストマザーの⾔葉を拝借〜。
お⺟さんは⼀階の掃除が終わるといつもこう⾔うの） ）。私は、思い出の品を集めるのが⼤好き。例えば、遠⾜の時の⽯だとか、
友達がくれた飴の包み紙だとか（これには物語があるのよ。飴の包み紙なら何でも取っておくわけじゃない……なんだか廃品回収屋
みたい……）。このままじゃ、帰る時にひどいことになりそうだ……

    午後は借りてきた本を読んだ。マザーテレサの⽣涯について。もちろん、漫画 前に映像で⾒たことがあるので、理解するのはそ
れほど難しくない。⼈はここまで崇⾼になれるものなんだね。

    ⽇本の昔の事に興味があるから、明⽇はそういう本がないか⾒てこよう。

遅宇希さんの⽇記



京都映画村13.11.10

2013.11.10

    今週の⽉曜⽇、京都の映画村に⾏ってきたよ。

チケットはちょっと⾼かったけれど、すごく楽しかった。チケットには通⾏⼿形って書かれていたよ。

友達が中国語の地図をみつけてきてくれた。

遅宇希さんの⽇記



ガイドさんと⼀緒に中を⾒て回った。そのガイドさん、侍の格好をしていたんだ。でもすごく⾯⽩い⼈で、たくさん笑わせてくれ
た。とは⾔っても、私は半分しか⾔っていることがわからなかったけれどね。

これは、ここのＮＧな場所。電線がみえちゃっているよね。これって現代のものだし。ここには何分毎（具体的な時間は忘れちゃっ
た）かに、電⾞が通るんだって。だから撮影の時は気を遣うんだとか。……

お尋ね者



⼀番好きな場所、新選組の屯所だ︕このドアは開けられないの。だって開けちゃったら前は街並みだから、現代の⾵景だもんね。

これ、なんだろう。

「そば」の屋台

ここで盗聴や暗殺なんかがしょっちゅうおこなわれるんだよ。

最後にここでお芝居を観て。



たくさんのお店は省略ね。

屋台には⾞がついているんだよ。移動に便利だから。

これがガイドさんと橋







まだまだいっぱいあるけれどここまでね。もう眠くて眠くて、おやすみなさ~い。



ナントカ⼭をぶらぶらと13.11.11

2013.11.11

    これは昨⽇の⽇記なんだ。昨⽇は書いていない分の⽇記を書くことにしていたから、もうひとつ書いていない⽇記がでちゃったん
だ~

    昨⽇はマジ疲れた。帰ってきたらもう眠っちゃっていたぐらい。ホントに動きたくても動けなかったよ~

    昨⽇の午前中はまず、半⽇かけて図書館をみてまわって、本を4冊借りた。もちろんそのうちの3冊はマンガだけど（分厚いマン
ガなんだ）……へへ でも⼩説も1冊︕⼩説だよ︕ちょっとチャレンジしてみようと思って。たいへんそうだけどね。……

    それからいいところに⾏ってみたんだ。⼀⽇中、マンガの⽴ち読みができる古本屋さん︕これから時間があるときには、オニギリ
をもっていくのもいいよね。お昼ごはん時に、景⾊のいい場所をみつけたんだ（駐⾞場）。そこでオニギリを⼆つ⾷べて、⼀⽇中本
を読んでいられるよ~

    それからある場所でヘンな光景をみかけた。

たくさんのカビが⽣えた柿。なにかなってチョット聞いてみたら、それは何かの失敗作ではなくて、本物の串柿を⾒に連れて⾏って
くれることに。

それから⾞で⼭の上まで⾏ったんだ︕途中でこれをみかけたよ。

遅宇希さんの⽇記



⼭の上からの眺めは超キレイ︕

さっきのが串柿だよ︕でもいろんなのがあるけどね︕すごすぎる︕

お⺟さんに、お⺟さんのカメラでゴミばっかり撮っているって⾔われちゃった。……

おいしそう。これはナニかな︖



猫ポン~すごくカワイイ猫チャン~

途中できれいな銀杏の⽊を⾒たよ。それと⼩川や滝まで。なんだか感動だ。……

これは神様の道なんだって。

これはなんていう果物なのかな。中国語の名前を知りたいよ~

柿の⽊



レモン~

みかんの⽊~

今⽇、⾷べたのはこれ︕超オイシイよ︕



我が家の「暴⾛猫」13.11.12

2013.11.12

    昨⽇の⽇記を読みかえしたら、書き忘れたことがあった。しかもすごく⼤事なことを︕

   昨⽇ナントカ⼭を歩き回った後、英語の先⽣のお宅に伺った。伺ったときは、ちょうど中国の先⽣から中国の⽔墨画を習っている
ところだった。その英語の先⽣と⼀緒に中国の⻄湖に⾏ったことがあって（ここで南⽅の⽅⾔を使ってみたかったけど、話せない
よ。誰か教えて︕ ここの部分の翻訳はタイヘンかな。ムシしちゃってください）半年、中国の⽔墨画を習ったんだって。その先⽣
は中国語がすごくうまいんだ。発⾳が、ということじゃなくて（もちろん発⾳だって良いケド）⾔葉を選ぶセンスが素晴らしい︕
今、⽔墨画を教えている先⽣から中国語を習っている。その中国⼈の先⽣ってすごく厳しくて、もう⼗分上⼿な中国語だと思うの
に、しょっちゅう⾔葉をなおしていたよ。……

    そうだ︕今度家の“暴⾛猫”のことを⽇記に書くからね︕萌えだったり、暴⾛したり性格がコロコロかわるの。“カワイイ︖”猫ちゃ
ん︕乞うご期待︕今は、⽇記の材料を集めているんだ。写真も撮ってるところだし、書きあげるのにもうちょっと時間がかかるか
な。だって動物の写真って、すごくむずかしいんだもん。 まず動くし︕じっとしていない︕それにシャッターチャンスもつかめな
い。今だ︕っていうときに、すぐカメラを向けなくちゃ︕

    きっとすごく⾯⽩いと思うよ。この家の猫はフツウじゃないからね︕

    ちょっとだけ予告編︖みんなに楽しみにしてもらわなきゃね。

   ⼀匹は⽔道⽔を飲むのが好きな猫（直接蛇⼝から出てくる⽔を飲むんだよ）。もう⼀匹は海苔（ご飯と⼀緒に⾷べるアレだよ）が
好きな猫。そしてもう⼀匹は⾃分のことを完全にこの家の⼦供だって思っている猫。そしてまだ⾃分は⾚ちゃんだと思って、いまだ
におっぱいを卒業できていない猫（もちろん本物のおっぱいじゃないよ。何かは、お楽しみに~）。私という、あとからやってきた
新⼊りとどんなハプニングを起こすのか~︕お楽しみに︕

   へへ~

    最後に部活を迷っている事をチョッと。本当は10 ⽉ 30 ⽇の⽇記なんだ。もう書いてあるんだけど結局アップしなかった。どうし
てかな︖忘れちゃった。…… この後ずっと忙しくってアップしなかった。今朝、バレー部は練習が無かったみたいで、バレー部の
コたちが体育館から校舎に戻ってくる途中、⾃転⾞置き場にいた私とばったり会ったんだ。あいさつをして、それから⼀緒に教室に
向かった（体育館から教室までと駐輪場から教室までは距離がある）。その時、同じクラスのバレー部のコが私の名前と何かを⾔っ
たら、周りがみんな笑いだした。 ……クラスに戻ってから、なんて⾔ったのか本⼈に聞いたら、何も⾔ってくれなかった。 無⾔
の答えの後、……バレー部のみんなはあなたのことが好きなんだよ、とかいう話をしてくれた。フウ、……バレー部のセンパイとみ
んなはたしかにやさしい⼈たちばかり。これまで書いた⽇記でもわかると思うけれど、バレー部の先輩たちは私が⾏った部活の中で
も⼀番やさしくておもしろくて……雰囲気も最⾼だった（もしかしたら先⽣がいなかったからかも……）。卓球部とバレー部で迷っ
ていることを話せば、三⽇三晩かかってもおわらないぐらい。……今⽇、オーストラリアの⼆⼈の留学⽣が、吹奏楽部をやめた。本
当に残念だと思うよ。私はじっくり考えて決めて、決めたら最後までやり遂げたい。先輩たちの⽇記を読んで、⽇本語部がどれだけ
⼤変か知らないわけじゃない。だからなにがなんでも、最後までがんばりたいんだ。だから今でもずっと迷っている。

    あれれ、今⽇もこんなに遅くなっちゃった。⼆つの部活のプラスとマイナス⾯の分析はまた明⽇~︕

遅宇希さんの⽇記



茶道13.11.13

2013.11.13

    今⽇の茶道部は、⾵邪だったりお休みをしたり、卓球⼤会の練習だったりで、1年⽣は私も⼊れて3⼈だけだった。……時間もた
っぷりとれるので、最後に先⽣が私に次客をやるようにって︕⾔葉にならないぐらいビックリした︕いっぱいミスをしちゃって（だ
って習ったことないから）でも最後は何とか無事終わらせられたよ︕超うれしいな。たてたお茶もあざやかではなかったけれど、ち
ょっと泡もたったしね~︕前の⼈がやるのをよーく⾒ていたから、同じような間違いはしなかったんだ（ま、何より私がしたことは
みんなより簡単なことだったから）。最後に先⽣から褒められちゃったよ。……

    イチバン恐怖だったのは、2杯のお茶をたてたこと︕⼀杯⽬のお茶をたて終わったら、それでおしまいだと思っていたのに、まだ
飲んでいないっていう⼈がいて、またお茶をたてることに︕茶わんの準備もしなくちゃ︕時間も超⻑くて、⾜が限界。でも最後まで
がんばったよ︕

    昨⽇かいたあのことも書いておくね。まず、卓球部は先輩が6⼈、同級⽣が2⼈（エーン、すごく少ない。⼼配だけどダイジョウ
ブだよね）で、先⽣は⾯⽩い。試合も私が出場するのはちょっと難しいけれど、応援するのだってわるくない。前と、前の前のセン
パイたちもみんな卓球部だったし。まあ、安⼼して⼊っていられる部だよね。バレー部は先輩6⼈、同級⽣が6⼈で先⽣はちょっと厳
しい。卓球部と同じ練習時間以外にも毎⽇朝練があって、放課後も遅くまで残ることがある。先⽣が厳しくて、けがをしても練習を
続けなくちゃいけないんだとか。部員はみんな髪がショートで、これは部のきまりみたい。でもここのいいところはみんながすごく
やさしくて、⾃分でも興味があるっていうこと。

    でもやっぱり悩むポイントはバレーは集団競技だってこと。

    まあとにかく、よく考えなきゃね。……

遅宇希さんの⽇記



中⽇ゾウのオノマトペ13.11.14

2013.11.14

    今朝、学校の友達と話していたときのこと。そのコが「とり」って⾔ったので、ニワトリなのか、トリのことなのかききたくて、
メンドリが卵を産むジェスチャーをしながらググダグッグダって鳴きまねをしたら、そのコからヘンな⽬でみられちゃった。……後
でわかったことだけど、⽇本のニワトリってググダグッグダとは鳴かないんだってね。イヤイヤ、そうじゃなくて、⽇本語の擬声語
がググダグッグダじゃなくて「コケコッコー」なんだ。へえ、おもしろい︕それから⽇本のゾウの鳴き声にも⽇本語の擬声語がある
んだって︕

    あさってはスピーチコンテスト。正確に⾔えば今年は那⾼だけに留学⽣がいる。ということは、今年コンテストに参加する留学⽣
は私と同じ学校のあのオーストラリアの留学⽣だけってこと。なんだか気が楽になっちゃった。……へへ……

遅宇希さんの⽇記



明⽇はスピーチコンテスト13.11.15

2013.11.15

    スピーチコンテストとは⾔っても、実際今年出場する留学⽣は全員うちの学校の⽣徒だから、そんなに緊張しないんだけどね……
へへ……

    それよりも参加賞が楽しみ︕なんでも去年は⾼級そうな万年筆だったらしい︕

    今歴史の授業でちょうど中国の歴史をやってるんだ。⼀回の授業であんなにたくさん「中国」って単語を聞いたのは初めてだ（そ
りゃあ、中国の歴史の授業なんだから当たり前なんだけど︕ ）。

    今⽇猫ちゃんに注射を打ったの。やっぱり元気はなさそう。

    そういえば⽇本の⾵邪ってすごく⻑引くんだよね︕やっぱり天気が不安定っていうのもあるんだろうな。ホストファミリーの⼦が
2週間くらいずっと薬飲んでるんだけどまだよくならないの。でもそれ以上悪化もしてないんだけどね。ずっと⾵邪の症状。その⼦
が⾵邪を引き始めたときわたしも予防で何回か薬飲んだんだけど、その後も別になんともなかった。多分すごい着込んでるからだと
思う……

    明⽇はまた早起きだから、今⽇はとりあえずここまで~明⽇のスピーチ楽しみだな︕ちょっと恥ずかしいけど。

遅宇希さんの⽇記



スピーチコンテスト13.11.16

2013.11.16

    今⽇、電⾞に乗って、スピーチコンテストに参加してきたよ。

    岩出駅でこんなものを発⾒︕

椅⼦の後ろに描かれている絵︕まだ乾いてない

上にプレートがかけられていて、こう書かれてた︕

那⾼の美術部が描いたんだって︕

那⾼最⾼︕

会場は去年より遠いところにある。でも去年より⽴派らしい︕とても綺麗な会場だったよ。

遅宇希さんの⽇記



皆スピーチをやるのだと思っていたら、半分以上が劇をやるんだって︕もう半分は歌︕おもしろい︕想像していたスピーチコンテス
トと全然違う︕それどころか、スピーチをやるのは私⼀⼈。少しさみしい……

私の学校の選⼿。⼀年⽣︕

どれもすごく⾯⽩い劇。現代版⽩雪姫だとか、同性愛に関するものだとか︕



間のクイズ。各校の代表⼀⼈が答えを書く。皆で相談していいんだよ︕

誰も分からない問題があった。答えが分かったのは、私達の後ろに座っていた外国⼈の先⽣だけ︕その先⽣は分かった途端に興奮し
て答えを⼝に出したのだけど、それが超⼩声の超スピードの英語だったので、他の学校の⼦（それより離れるともう聞こえない）
も、私の学校の⼦も、さっぱり分からなかった（個⼈名で、英語だったので、誰も聞き取れなかった）。でも、うちの学校にはオー
ストラリアの留学⽣がいるんだもんね（笑）。この問題は、私達⼆校だけが正解︕正に、天の時（オーストラリアの留学⽣達がちょ
うど激しい討論を終えたところだった）、地の利（座席の場所が良かった）、⼈の和（笑。オーストラリアの留学⽣がいなかった
ら、誰も聞き取れなかったよ）が合わさった瞬間︕

休憩をはさんで、劇は続く

歌



私の学校︕右は部⻑だよ〜。⾒えないでしょ︕

私が⼀番好きだった劇

上のと同じ劇。同性愛の劇だよ。最後に真ん中の男が⾔うの。実は俺が本当に好きなのは……おまえだ（男の⽅を向いて）って。も
ちろん英語で。その後男を追っていって花を送って、⼥はその男を追って。最終的に他の役者も上がってきて、皆で輪になって終
了。



⾯⽩い司会︕

最後の早押しクイズ︕留学⽣は参加できないので、⼀番後ろの席に座ったよ。

これは予選の時

予選︕すごい︕那⾼は6位だった（枠は4つ）。

激しい対決。最初は7点制だったのだけど、接戦すぎて時間が⾜りなくなったので、5点制になった。先に5点先取したところが勝
ち。正解なら＋1点、はずれは－１点。4組で、3回対決をして、⼀位、⼆位と、⼆つの三位が決定する。

表彰



去年は⾼そうな万年筆だったらしいので、ずっと期待していたの︕

結果、今年は⾒るからに安そうなノート︕百均で売っているものよりは少しだけ⾼いかなという感じの。うううう……悲しい。私も
去年の万年筆が良かったあ︕

    なぜ私のスピーチのことに触れていないのかって︖書くの忘れちゃったの。

   スピーチをやると決めてから、原稿が完成するまで、⼀週間ちょっとしか時間がなかった。しかも、最初に書いた原稿と、最後の
完成稿とは、テーマから何から全く違うもの。先⽣が、このテーマの⽅がきっと皆が興味を持つからって。今回の原稿は、スピーチ
原稿というよりは、ただの⽂章と⾔った⽅がいいかもしれない。⾃分で想像していたものとは程遠い。でもまあ、⼀週間でここまで
やれれば、⼗分だよね。原稿を直してくれた英語部の先⽣に感謝。本当に⼤変だったと思う。私の⽂章を理解するのは……本当にあ
りがとうございました。この数⽇間の感謝は、⾔葉では⾔い表せません。

最後に、やっぱり⾃分のスピーチの写真を載せておくね。

忙しく、そして彷徨った数⽇間。永遠に忘れることはないでしょう。



休⽇13.11.17

2013.11.17

    明⽇、⼊部届を出そうと思っているけれど、今度の⼟曜⽇は奈良に⾏くので休まなくちゃいけないし、お⺟さんは試験が終わって
から⼊部したらどうかって。でも試験が終わるのを待っていたらもう12⽉中旬だしね。……

    あの猫の写真はだいたいそろったかな。でもあともう少し撮りたいのがあるからもうちょっとまっててね。……

    夜にテレビを観た。観たのは“ハクション⼤魔王”（直訳）。お⺟さんに観なくちゃ明⽇、学校の友達と話が合わないわよっていわ
れたけど、ちょっと⾔わせてもらえば、多分⾼校⽣はこれを観ないよ。ふつうは⼩学⽣がみるものじゃあ。。。。。。

遅宇希さんの⽇記



決めた︕運動部︕13.11.18

2013.11.18

    さまざまな⼼の葛藤を経て、決めたよ。どの運動部に⼊るのかを。みんなはどこだと思う︖

    先輩が超やさしくて親切だけれど、練習は超厳しいバレー部︖

    それとも1年⽣は⼆⼈だけでも、まあ安⼼して⼊っていられる卓球部︖

    ハハ、お楽しみにネ。ここではまだ⾔わないよ~

   今⽇は何も準備していなかったし、先⽣もいなかったので、明⽇から正式に部活に参加することになったんだ。

    今⽇の放課後、国際理解教育部のドアの前でも、まだいろいろ迷っていたんだ。⼊部するべきかどうかって。もう⼼の準備はでき
ていたけれど、⽇本で運動部に⼊るってことはたいへんなことも多いし、とてもきびしい。体育のテストにむけて頑張っていたとき
のことを思い返した。もうこれからの⼈⽣では⼆度とやりたくないと思ったあのマラソン。多分またあの時のような体験をするんだ
ろう。いや、もっとつらいかもしれない（ツラいことを考えちゃうのは⾃分の性格だね。でも先にそう考えておけば、なげだす確率
もちょっとは少なくなるから）。なになともあれ、もう決めたんだから最後までやりぬきたい。でも⼀番コワイのは⼈間関係。やっ
ぱりなによりの気がかりはこれだ。

    がんばって⼀度やってみよう︕

    もう辞めたいって思う時もきっとあるだろう。でもさまざまな困難を乗り越えていきたい。

    やっぱり⽇本の⾼校⽣活には運動部って切り離しては考えられない。運動部に⼊ったら、これまでとはガラリと⽣活がかわるだろ
うな。

   これからは、家に帰るときにもう太陽と⼣焼けをみることもないだろう。今⽇家に帰るとき、特別にきれいな⼣焼けを⾒た。炎の
ように真っ⾚で、ポケットをさぐったけれど、カメラを持っていない。……携帯を借りて写真を撮った。

    運動部は毎⽇夜の7時まで活動がある。すごくたいへんだろうし、⽇記も、もうしょっちゅう書けないと思う。でもとにかく、が
んばろう。

    話は変わるけど、今度の⼟曜⽇、同級⽣のお⺟さんが奈良に⾏きましょうって誘ってくれたんだ。その同級⽣はもうすぐ試験なの
で⾏けないから、そのコのお⺟さんがウチのお⺟さんにメールでどうですかって聞いてくれたの。もちろん、ソク⾏きますって答え
たよ。……お⺟さんに試験は⼤丈夫なのって聞かれたけれどね。……それは……へへへ……勉強も⼤事だけれど、中国に帰ってから
だってできる（っていうか、しなくちゃいけない···）ことだし、今ここでしかできない事をどんどん体験したい︕（へへ、某先⽣の
セリフをお借りしました）⾃分でも全く迷いなく、すぐにハイ︕ってこたえたことにビックリ。⽇本にいられる貴重な1年間、勉強
が⾜かせになっていろいろなことを経験するチャンスをのがしたくはないけれど、こんな決定（勉強をしないで遊びに⾏く）を⾃分
が全く躊躇なくできるなんて。……寄宿先のお⺟さんに、成績表をチェックして、もし成績が悪かったら出かけさせませんって⾔わ
れちゃった。……エーーン、全教科⾚点だよ。……最近、ここ⽇本で勉強する化学がすごく好きだって気づいたよ︕でもどうして⽇
本語の授業って化学の授業とかさなっちゃうんだろう。……エーン……

    今晩、写真を撮ったんだ（家の5⼈の⼦供たちと猫もね）。これで来年のカレンダーを作るの。でもどうして今年はパジャマを着
て撮らなくちゃいけないの︕（去年はきれいな服だったのに……）なにより、私は髪が濡れたままだったんだよ。……

遅宇希さんの⽇記





部活に出るだけのことがこんなにムズカシイなんて……13.11.19

2013.11.19

    来週には試験の通知がだされるので、すべての部は活動停⽌になるんだ。だから今週の内に部活に出てみたいと思って。

    気を持たせたわけじゃないけれど、卓球部に決めたんだ。卓球は個⼈競技だから、あまりみんなにも迷惑をかけないと思って。そ
れにバレー部は⼥⼦の中でも最も厳しい部のひとつだから。昨⽇、国際理解部の先⽣には話をしておいたので、今⽇の放課後、まっ
すぐに国際理解に⾏ったのに、先⽣は不在。職員室や、普段卓球部が活動をしている場所やマラソンをしているところ、それから会
議室にもいって、⼼当たりの場所はみんな⾏ってみたのに先⽣が⾒つからない。国際理解部と卓球部の先⽣の携帯にかけてもつなが
らない。なんだか卓球部が急に無くなっちゃったみたい。超怖いんですけど。……

    1時間探し回って、もう帰ろうとした時、卓球部の先⽣を発⾒。聞いたら今⽇はお休みなんだって︕運動部にもお休みってあるん
だ︕試験が近いからかな。明⽇は茶道部があるし、いつになったら卓球部にでることができるんだろう。……

    今⽇のお昼、同級⽣にひっぱっていかれて（⾃分で⾏きたいって⾔ったんだよ。書いているうちにかわっちゃった。意味が全然違
っちゃってるよね）図書館でお昼中、古典の勉強をした。まぎれもない事実は、私が全くわかっていないってこと。……

遅宇希さんの⽇記



明⽇から部活スタート13.11.20

2013.11.20

    ⽉曜⽇に先⽣に⼊部の申請を出して、⽕曜⽇はお休み、⽔曜⽇は茶道部で明⽇からやっと卓球部を始められるよ。……

    今⽇のLHRは映画観賞だった。タイトルは忘れちゃったけれどある超⼈⼀家の話で、お⺟さんは腕がすごく伸びて、お⽗さんは怪
⼒の持ち主、息⼦はすごく速く⾛ることが出来て娘は透明⼈間になることが出来る。……私の両隣の⼈たちは居眠りをしてい
た。……うーんこっちもツラいけど……しょうがないよね。……

    茶道部で、敬語をつかうのがコワくて先輩の前ではあまり話さないようにしていたんだ。きっと先輩には、先週からこのコは急に
態度がよそよそしくなったわねって思われちゃっているかも。……あーあ……とにかく、敬語も普段同級⽣たちと話す⾔葉もがんば
らなくちゃ︕努⼒すれば、きっとよくなる︕今⽇初めて⽇本のバウムクーヘンを⾷べたよ︕超おいしい︕どうして今⽇のお菓⼦がケ
ーキなのかよくわからないけどね。……でもおいしかった︕

    明⽇は初卓球部。がんばるぞ↖(^ω^)↗

遅宇希さんの⽇記



初卓球部13.11.21

2013.11.21

    今⽇、初めて卓球部に参加してきた。今⽇の卓球部は後半で、もうすぐ試験なので、練習も約2時間だけ。5時から7時過ぎまでだ
ったんだ。

    まあ、感想ね。

1、先⽣は優しい。打つたびに球を遠くまで⾶ばしちゃっても、先⽣は励ましの⾔葉をかけてくれる。先⽣を⾶び越しちゃっても⼤
丈夫だよって⾔ってくれた。私みたいな球技オンチは……ふっとばさないようにするだけでも難しい。打つたびに柔道のコートまで
⾶んで⾏っちゃうんだもん。どんな様⼦か想像できるでしょ。

2、男⼦もやさしい。球を柔道部の⽅まで⾶ばしてしまったとき、ちょうどそこで⽟拾いをしている男⼦がいたら、いっしょに拾っ
てきてくれる。その近くで⽟拾いをしていたとしても、ちゃんと拾ってきてくれる。柔道部のコートまで⽟拾いに⾏くのってたいへ
んなんだ。まず靴を脱いで、ガードを移動しなくちゃいけないからすごくめんどうなの。

3、敬語があまり⾝につかない。

4、「しんどい」。特に何をやるわけじゃないけれど、やっぱり疲れる。

宿題をしなくっちゃ。卓球部は宿題があるんだ。素振り500回。

英単語、まだ暗記していない。毎⽇テストだ。……ハｱ……

遅宇希さんの⽇記



明⽇奈良に⾏きます13.11.22

2013.11.22

    明⽇は奈良に遊びに⾏くんだ。皆の⽇記を⾒ると、皆勉強してるね︕実は私ももうすぐ試験なんだ……でも……ずっと遊んでいる
のは私だけみたいだね……

    昨⽇のあの宿題をやり終えたよ。素振り500回。今⽇起きたら、腕が⾃分のものじゃないみたいになっていた。

    今⽇も部活に出たけど、今はもう字すら打ちたくないよ。

    今⽇は私も皆と⼀緒に前半の練習をしたけど……ボールが⼀度も机まで届かなかった。その後先⽣と⼀緒に、3種類の打法を練習
したよ。腕がもう……

    明⽇の奈良の旅が楽しみ~~

遅宇希さんの⽇記



奈良東⼤寺13.11.23

2013.11.23

    ちょうど七五三だったので、友達とその家族と⼀緒に奈良へ⾏ってきたよ。

奈良公園

⿅はうわさ通りの多さ︕

まだ⾨に⼊っていないのに、たくさん⿅がいた

バンビ︕

超可愛い︕ “⿅せんべい”は好きじゃなくて、そこら辺に落ちている“どんぐり”が好きみたい︕

奈良には中国⼈がたくさんいるんだね︕初めて中国語を聞いた時は、感激しちゃって、その⼈を凝視してしまったよ。相⼿も不思議
そうに私を⾒るので、中国語を話して、中国語がうまいねって褒めてもらおうとしたのだけど、⼝から出てきたのは⽇本語だっ
た……はぁ……それで諦めたよ。街の中に中国⼈がたくさんいるから、彼⼥達にとってはここに中国⼈がいても何も珍しいことはな
いのだろうけど、何カ⽉も中国語を⽿にしていない私にとっては、本当に驚きの事件だったんだよ︕

    そうだ、私が聞いたその中国語を載せておくね。完全には覚えてないけど。たしか…“这兵荒马乱的……”（⿅が凶暴すぎるという
意味。“⿅せんべい”欲しさに洋服を噛んでおねだりしてくるから、洋服が⿅のよだれだらけになるんだよ︕）。これしか覚えてな

遅宇希さんの⽇記



い……

可愛い︕ “⿅せんべい”を買った直後、後ろに気配が。振り返ると⿅が……

“どんぐり”だよ。⿅のフンじゃないからね。似てるけどさ……

ね、⿅のフンじゃないでしょ︕ネットにアップしたら、写真が⼩さくなって⿅のフンのように⾒えるだろうから、わざわざ⼤きいの
撮ったんだよ〜~



綺麗な景⾊︕ちょうど紅葉の季節だったんだ。



どこもかしこも⿅

“⿅せんべい”



東⼤寺

10円お賽銭した



⼤仏。隣の柱のすき間には⼊らない。肩が広すぎて。

最後にお餅を⾷べたよ



あずきの餡。美味しい〜

 



週末13.11.24

2013.11.24

    もうすぐ試験の通知が出るので、部活はお休みに。

   本当だったら、とっくに暴⾛猫の⽇記も書き終わっているはずだったけど、書くことに没頭しすぎてパソコンの電
池残量ゼロに気付かなかった。コンセントが抜けていたんだ。そしたら無くなっちゃったの。……エーーーン……

   すごく⾯⽩いテレビ番組を観たよ。⼈のおならを聞いちゃったらどうするか、みたいなの。……おかしかった
な。……中国ではこんな番組はないと思うよ~

    明⽇から試験内容の連絡がされるんだ。……ハｱ……

遅宇希さんの⽇記



暴⾵警報13.11.25

2013.11.25

    今朝もいつも通りに学校へ。登校するとき、今⽇は⾵がすごく暖かいなって思った。まるで春みたいだなって。

    学校について、8時半までボーっとしていたら、その時間になってはじめて誰も来ない事に気が付いた。……教室にやってきた先
⽣に今⽇は休みだって⾔われた。暴⾵警報がでたから︕那⾼は三つの市で隣接している（所在地以外の他の⼆つの市ともすごく近
い）。だからどの市で警報が出ても休校になるんだって（ややこしい休校なんだけど。時間帯によってね）。

    最近みつけたお⺟さんの⼝癖、それは“あら、これも北野⾕先⽣に⾔ってね”……もう慣れちゃった。……いつも何か⾔うと……ウ
ン……お⺟さんはきまってこう⾔うの。“あら、ダメよ。これも北野⾕先⽣に⾔ってね”……

遅宇希さんの⽇記



ちょっとかわったカードゲーム13.11.26

2013.11.26

    今⽇は同級⽣に数学を教えたんだ。⽇本には謙虚さという美徳が⾏き渡ってるよね。⾃慢する事をよしとしない、クラスでもほと
んどの⼈が私の数学の成績を知らないはず。今朝はどうしたことか、ある同級⽣から数学を教えてって頼まれたの。教え終ったらそ
のコから“なんだか⾃分がスゴくなった気がする（⼀題解説するごとに、問題をだして解いてもらったから&）すごくわかりやすい
よ。また明⽇もよろしくね~”って⾔われたよ。その時私の答えは「私の⽇本語ってわかりやすいの︖」そのコは答えにつまっちゃっ
た。……アハハ……

    お昼にみんなでちょっとかわったカードゲームをしたの。すごく複雑で、先に出したのと同じ数字か⾊のカードを出して、その他
にもいろいろなカードがあって。すごくおもしろかったよ。私は初めてやるので、まずは1回⾒学。そのあと同級⽣から⼀緒にやろ
うって熱⼼に誘われた（そのコと⼆⼈で⼀⼈分としてやろうってこと）。本当はすごくその時に⾔いたかったんだけど、もし勝てた
らそれは⼆⼈の実⼒ってことで、負けたらあなたがってことだよねって。でも⾔わなかったけど。……へへ……結果はやっぱり負け
ちゃった。……

    ここのところ毎⽇、ホストマザーに勉強しなさいってせかされているの。サボっていると他の家にやっちゃうわよって。ハｱ、で
もおバカさんなのは私のせいじゃないのになｱ。……

遅宇希さんの⽇記



-_-||| 13.11.27

2013.11.27

    勉強していて、⽇記のこと忘れちゃった。

    アーア……ホントに……最近ホストマザーと話をしていると、どんな話題を話していても、すぐに“泉南”（そこのある家が留学⽣
受け⼊れを考えているとかみたい）のことになっている。⼀番多い時は30秒で6回、平均2分で４回︕もうおかしくなっちゃいそ
う。……北野⾕先⽣、タスケテください。……

    どうしてこんな数学をやる時にあたっちゃったんだろう。%>_<%先⽣は内容を⼀つ⾶ばして先に⼆次関数の⽅を教えていたみ
たい。今は、またそのとばした内容にもどって証明問題︕かんべんしてよ、証明問題ってまさに悪夢︕証明とか反証とかいっても何
が何だかさっぱりわからない︕ただの⾔葉遊びだよね。あれこれこねくりまわして、中国語での⾔葉ゲームも難しいのにましてや⽇
本語なんて。……エーーーン……

    ⽇本⼈の同級⽣だって先⽣の問題に答えた後、ボソッとニホンゴッテムズカシイヨナってつぶやいていたよ。……-_-|||もう全然
ついていけない。……

 

遅宇希さんの⽇記



タロットカード13.11.28

2013.11.28

    今⽇のお昼、ある男⼦がタロットカードを持ってきたんだ。やっぱり⼥の⼦たちはこうゆうのが好きだからね、その男⼦はあっと
いう間に⼥⼦たちに囲まれてたよ。……

    モチロン、私は⾒ていただけ。だって試験前に占いなんて、もし悪い結果が出たらどうしたらいいの。……

    その男⼦は占う様⼦も堂々としていて、すごく⼿慣れたカンジだった。カードはずっとちらばっていて。……

    そうそう、昨⽇のお昼に茶道部のミーティングがあったんだ。来⽉の12⽉14⽇にナントカ市の⽂化祭で⾏われるお茶の会につい
ての話だった。もちろん、私も参加するよ~私はお茶碗とお菓⼦の楊枝をさげる担当。それにセリフもあるんだよ~具体的なことは
また今度ね~それから友達もそのミーティングに参加したいというので⼀緒に⾏ったんだ。もちろん、半分が過ぎたころにはそのコ
は⾜がしびれて⾜を崩していたけど、実は私もガマンの限界だった。でも⾃分は茶道部なんだから耐えなくちゃって、必死に最後ま
でがんばったよ。脚の感覚はもうなかったケド。

 

    今⽇メールをうけとって、もうすぐ12⽉なんだってやっと気づいたよ。本当にはやいね。11⽉はスピーチコンテストや試験やら
であっという間に過ぎちゃった。⽇本語も来たころと変わらずまだまだだし、どうしよう。……

遅宇希さんの⽇記



⽇本語試験の復習13.11.29

2013.11.29

    うん、間違いない。今回の試験の中には⽇本語のテストもあるんだ︕全部の試験が終わった後、わたしとオーストラリアの留学⽣
のためだけに追加でテストがあるの。しかもわたしのだけみんなと試験⽤紙が違うんだ……︕

で、今⽇は家で復習をした。先⽣が⽉曜⽇に答え合わせするって⾔ってたし、家に帰れば⽇本語の先⽣ばかりだから、模範解答をも
らってこなかったんだよね。

早速問題に取り掛かったんだけど、どの問題でもお⺟さんが先に答えを⾔っちゃうの……もはや早押しクイズみたいな……

まぁ、いいんだけどね。お⺟さんが答えてくれなかったとしてもわたしもわかんないし……

しかし読解のところまできて、早速分からないところが出てきた。ほんとすごい複雑な読解なの︕どれもすごく深い話でさ……

⽇本語のテストもがんばろ︕

あ、そうそう、あの⽇本語試験なんだけど、ほんとは先⽣と相談して作⽂は免除してもらおうと思ってたんだけど、ちょうど今⽇国
際理解の授業で感想⽂を書いたときに、先⽣がわたしの感想⽂を読んじゃってさ︕⾯⽩いって褒められちゃって︕絶対作⽂を書くよ
うにって⾔われちゃった︕うう……こんなことなら適当にサラ〜っと書いちゃえばよかった……

そのあと、⽇本語試験の模擬試験⽤紙を持ってクラスに戻ったときに、クラスメイトにそのうちの⼀つの答えを聞いたんだけど、結
果その⼦が間違えちゃって……そのあとしきりにわたしに、忘れて、って⾔ってきたんだけど、わたしはなにも答えなかった……放
課後になっても、わたしに、「もし⽇本語でなにか分からないことがあったらなんでも聞きにきて」って、「まぁ⾃分も間違えると
きもあるけど」って……ハハ……

早く投稿しないと明⽇の⽇記になっちゃう、へへ~

遅宇希さんの⽇記



布団を⼲す13.11.30

2013.11.30

    またお昼まで寝てしまった。はあ。テスト全然だめだ。数学の問題集がまだ20ページくらい残ってる……はあ。こ
れを書いたらやろう…

    ⽇本ではしょっちゅう布団を⼲すみたいだね。中国にいた時はほとんど⼲さなかったのに……ここでは、週末に天
気が良ければ、布団を⼲すの。確かに布団を⼲し終わると気持ちがいいよね。布団から太陽の匂いがする気がする。

    お家の猫ちゃんがテレビの前に座っていて、まるでテレビの中に出演しているみたい。⾯⽩いなあ。でもちょっと
邪魔……笑

遅宇希さんの⽇記



カタカナ13.12.1

2013.12.01

    今⽇、保健の単語をちょっとみてみたけど、もうチラッと眺めただけであきらめた。だってカタカナ１２⽂字の単
語が︕しかもそれひとつじゃないんだよ︕他にもたくさん︕もういいや……

   でもね、漢字だからって覚えやすいわけじゃない。ナゼかというと、それは、間違えて覚えちゃう可能性⼤︕だか
ら。中国語の『⾼⾎脂』を⽇本語では『⾼脂⾎症』とかいうようなヤツ。字の順番が違うとかは、ひとつやふたつな
ら覚えられるけど、ぞろぞろでてくると、もうわけがわからなくなる。……全然ダメだ

 

遅宇希さんの⽇記



冬の制服13.12.2

2013.12.02

    たしか１ヶ⽉ちょっと待たせちゃった写真かな。

那⾼の冬服の写真。

セーター

那⾼最⾼︕

私が着たところって⾔ってたけど、やっぱりハンガーで。……

 

試験のことはもうノーコメント。じゃ、そうゆうことで︕

遅宇希さんの⽇記



⽇本のファッションについて13.12.03

2013.12.03

    このタイトルはニセ物だよ。注⽬してもらいたかったからだけなんだけどね。……

    実はね、今⽇、⾃分がずーーーっとバカなことをしていたのにやっと気付いたの。

    中国ではズボンのタグは後ろ側についているのが普通だよね。だから⽇本でも当たり前だと思ってタグが後ろ側に
なるように穿いていたの。そうしたら今⽇着替えをするとき、驚きの事実が発覚︕そのタグになんと“前”の字が︕私
ったら３か⽉もの間、ずっと後ろ前に穿いていたなんて︕誰にも⾒つからずに済んだけど（家でも特に誰も服のこと
は気にしてなかったし、しかもそのズボンは後ろも前も同じデザインだったから）⾃分でも全然違和感を感じていな
かった︕

   フｳ~⼩っちゃい声でね。……誰にも聞かれないように（バッカみたい︕ここに書いちゃったらみんな⾒るのに︕）
ホストマザーが⽇記を読んだらどう思われちゃうかな。……

    みんなもちゃんと服のタグはみなくちゃだめだよ~誰も“前”なんて字をみつけないよね~ずっと後ろと前、反対に
穿いていた︕なんて⼈もいないよね~

（今、たくさんの⼈が頭の中でズボンのタグのことを考えている様⼦が思い浮かぶよ。……へへ……でも私みたいな
バカなことはしちゃだめだよ……）

遅宇希さんの⽇記



忙中閑あり1312.04

2013.12.04

    明⽇のテストはサイアクの組み合わせ。保健と⽣物。

   どっちも暗記物だらけの教科だし、もうほぼあきらめた。

    本当はさっさと⽇記を書いて勉強をしようと思っていたんだけど、ここのサイトに新しい動画がアップされているのを発⾒︕とい
うわけで、へへ、この時間のないさなか、みちゃったよ~

    ⼀番好きなのはきゅうりと卵の炒め物のヤツ︕電話で助けを呼ばなくちゃ︕サイコー︕すごくおもしろい︕私も作りたい︕イヤイ
ヤ、そうじゃなくて︕⾷べたい︕︕︕

    でも⽇本⼈には、きゅうりを炒めて⾷べるのって、ヘンな感じらしいよね︕前に同級⽣のお⺟さんと話した時、中国のタマゴチャ
ーハンには、きゅうりが⼊っているって⾔ったら、すごく驚かれちゃったから。

   納⾖って、もともと中国の⾷べ物だったってはじめて知った。でもやっぱりあの味はムリそうだけど。

    みんなは今朝の“⽬覚ましテレビ”のあのニュースを⾒たのかな。⽇本の新しい交通ルールで、⾃転⾞は左側通⾏になるんだって。

    実はね、このことに関して、ずっと⼾惑っていたんだ。⽇本に来てからキチンと⽇本の交通ルールを守って、左側通⾏をしてきた
の。でもまわりはあまり左側通⾏をしている⼈はいなくて（このあたりは⾃転⾞⾃体もそんなに多くないけど……）⾃分が間違って
いるのかなって考えたり、なんだか中国にいるみたいって思っていた。でも今⽇の発表の後から、すごくその効果を感じられたよ。
少なくとも⾃分⼀⼈だけがサビシク左側を⾛っているってことはなくなった。……でもたまに、右側を⾛っている⾃転⾞も⾒かける
けどね。……

遅宇希さんの⽇記



カタカナよ、もう君にはお⼿上げだ13.12.05

2013.12.05

    ハイハイ、今⽇はちょっとカタカナの単語を読み間違えちゃって、

    それをたまたまお⺟さんにバッチリ聞かれちゃって

   そして世界中がこの事を知ることに。……

    中国でちゃんとカタカナを覚えてきたのに、どうして学校のみんなも家の⼈たちも、私がカタカナを勉強したことがないって思う
んだろう。 カタカナって、あせると読み間違いやすいだけだよ。……本当にちゃんと50個全部覚えているんだから。……

    家のコが、私のために幼稚園で使ったとかいうカタカナ練習ボードをさがしてくれたの︕なんて思いやりがあって……やさしい良
いコなんでしょ。……（⾒つからなくてよかった。そんなのが⽬の前にだされたら、やっぱりいたたまれないよ……）コホンコホ
ン……ありがとうね。……

   私と同じって⼈はいるかな︖︕⼀番読みやすいのはひらがなで次はカタカナ、最後はローマ字︕でもね、学校の友達にアドレスを
おしえてもらうとき、みんなローマ字で名前の振り仮名を書いてくれるんだよね。困っちゃうよ。……

    祖国の故郷のみなさま、そして⽇本語の先⽣、本当に申し訳ありません。これからはカタカナを読むとき、きっと気を付けますか
ら。……再びこんな悲劇が起きないように、⾃分の実⼒でちゃんと５０個のカタカナを覚えてているんだって証明してみせます︕
（まあ、この脳みそは救いようがないけどね。証明できるも出来ないも、そんなカンジで……）

遅宇希さんの⽇記



テスト終わったあああ13.12.06☆

2013.12.06

    テスト終わったあ。今回はほんとひどかった。あ、でも主要科⽬は⾃分でもひどいなぁってのはやってて分かった
けど、それ以外の科⽬はカタカナの単語をしっかり覚えたのと、授業中もすごい頑張って先⽣の話を聞いてたから、
主要科⽬よりはマシな気がする。とはいってもやばいことには変わりはないんだけど……

    特に国語は、テスト⽤紙を⼿にした瞬間泣きそうになったよね。また不合格科⽬が増えてしまうって⼼の中でしょ
んぼり……

    はあ、三者⾯談も、⾯談っていうか、三者免談だったし……

    カバンを置きに⾏くときに、友達がずっと、先輩に会ったら“こんにちは”って⾔わなきゃいけないんだよって教え
てくれてたのに、結局先輩にバッタリ出くわしたときにわたし…。いやでもほんとわざとじゃないの︕間違えちゃっ
ただけなの︕先輩をクラスメイトと間違えちゃっただけ︕だからわたしのせいじゃない……

    ああもうわたしってばもう。なんで⼈の顔ってこんなに覚えられないんだろ……

    はあ、何か⾔うと……お⺟さんが視線だけで“泉南に⾏きたい︖”って⾔ってくるの。実際はもう⼝に出てるんだけ
どね……

遅宇希さんの⽇記



着物13.12.07☆

2013.12.07

    疲れたので簡単に。今⽇は着物を着たよ。

あっちの家に着いて、準備。

お⺟さん⽈く、こたつの上にミカンを置くのは伝統らしい……

コーヒー⾖を挽く道具を初めて⾒た。

⾒れば何か分かるでしょ︖名前忘れちゃった。

さくら味。

遅宇希さんの⽇記



感想は、重い、そして重い……

皆お昼ご飯を⾷べているのに、私は着物を着て座っているしかない。悲惨だよ……

その後部活にも⾏ったんだ。筋⾁痛。⽴ってラケットを振っていただけとはいえ……ずっと全⼒だからね……

夜、お⺟さんが突然ニラを持って帰ってきて、私にニラ⽟エビ餃⼦を作れと⾔う……中国4000年の歴史の餃⼦を⾷べたいと……で
きるわけないじゃん……餃⼦じゃなくて、単にニラ⽟でいいかと聞いたら、お⺟さん、そんな簡単なものなら⾃分で作れると……じ
ゃあニラ⽟が⾷べたいと私が⾔うと（作る側から⾷べる側に逆転）……お⺟さん「じゃあネットで作り⽅検索する」って……ちょっ
とちょっと、簡単なんじゃなかったの……

    今⽇、先⽣と卓球部の上着を買いに⾏ったよ。同級⽣と⼀緒に⾊とデザインを選んで。今回は上着だけ。⼟⽇はこういう運動部の
上着を着て登校しないと変なんだもの……運動靴や練習着や⽤具などはまだ買ってない……はあ、⽇本の運動部に⼊るのはお⾦がか
かる︕





LEDライト13.12.08

2013.12.08

    部屋の電気が最先端のエコで眼にもやさしいLEDにかわったんだ~ヤッタ、うれしいよ。リモコンで使うやつだよ~⾊調と明るさ
を調節できるんだ︕

   これからはお布団の中から電気を消せる。うれしいな~

   謙虚さって中国の伝統的な美徳だけど、もうこれからはそれをやめることにした。部活での私の状況、ありのままにかくよ。今ま
でのところ、私の打ったボールが相⼿の台上までとどかないの。でもね、そんなにひどいことじゃないんだよ。まあ、新⼈はまだま
だ難しいよねって感じかな。だって相⼿のボールがどこにとんでくるかなんてわからないものね。……

    ⽇本のスポーツウエアってすごく⾼い。がんばろう~︕

遅宇希さんの⽇記



シマッタ ⽇記に書き忘れちゃった13.12.08

2013.12.08

    このこと⽇記に書いておかなくちゃ、明⽇がっかりしちゃうからね。……

また回転ずしに⾏ってきたんだ。⾷べ過ぎちゃったよ。

今回発⾒したんだけど、中国語でも表⽰できるんだよ。ハイテクだね。

遅宇希さんの⽇記



並んでいて３０分も待ったんだ。お寿司のシャリもまだあたたかいままで、多分お客さんが多すぎて、冷ますのが間に合わないんだ
ろうね。……⼤⼈気。

⼀番好きなの



中国で⾷べたのと全然違う気がする。ここのトビコは⾚いけど、中国のはこんなに⾚くなかった。中国のあまり⾚くない、オレンジ
⾊の⽅が好きだな。でもこれもおいしいよ。

ハｱ、書けた。ごめんね、⼆つの⽇記、どっちもくだらないことで~へへ。みなさん、さあどうぞ~



チョッとだけ部活でおもしろいことを13.12.09

2013.12.09

    部活の先⽣は⼆⼈ともすごくやさしいけれど、タイプはそれぞれ違うんだ。……

    ⼀⼈の先⽣は練習の時、ボールもビュンビュンとばしていくようなタイプ。たとえばフォアハンドの練習でも、落点はひとつだけ
じゃない。⾼かったり低かったり、遠いのも近いのもあって、動作もセオリー通りだけじゃなくて、臨機応変に変えていく。バック
ハンドの練習の時にもフォアハンドがでてきたりね。かなり応⽤をきかせた練習をするんだ。

    もう⼀⼈の先⽣は動作の美しさを重視するタイプ。卓球で姿勢は重要だからね。これだと上達ははやいかも。

    先⽣とラリーの練習をしているとき、よく“いい”，“いい”,“いい”って⾔われていたんだ。ずっと褒められていると思っていたの
に、やっと２球⽬を打ち返せた時、残酷な事実が発覚。なんと先⽣が中国語で“⼆”って⾔ったの。あの“いい”は中国語の“いち（イ
ー）”だったんだ。……エーーーーン、これでみんなもザンコクな事実に気づいたよね。私がずーーーっと、１回しか打ち返せてい
なかったってことに。……

    それと⼿の動きを先⽣から教わっているときに、打っているうちにスピンしちゃって、もうひとりの先⽣のところにとんでいっち
ゃった…… みたいな。

    今⽇の夜のにらと卵の炒めものはニラタマスープになっちゃった。……

遅宇希さんの⽇記



マラソン⼤会の練習13.12.10

2013.12.10

    今⽇の体育はマラソン⼤会の練習１回⽬。なんだかすごくメンドくさそう。体育の授業と、体を温めるために朝トレみたいなのま
であるんだ。初⽇なので注意事項の伝達があったのであまり⾛らなかったけど、それでもちょっと疲れちゃった。 

    今⽇初めて⽇本の⾺跳びをやった。えｴｴｴ⼈の背中を跳びこしていくなんて︕こんなのやったことないよ︕中国の⼩中学校で跳び
箱をするけれど、もう何年もやってない。誰かの背中に乗っかっちゃったらどうしよう。……

    親切な⼈が、私が跳べないって聞いて教えに来てくれた。その⼈は⾃分の体を、私がキョーフの⼈を跳び越えるための実験台にし
てくれたの。……本当にありがとうね~でも⾝⻑があるので⾼くなっちゃって、私みたいな初⼼者向きじゃない。……で、わざわざ
中腰になってくれたんだ。みているだけですごくつらそう。O(∩_∩)Oありがとうね~

遅宇希さんの⽇記



席替え13.12.11

2013.12.11

    また⽉に⼀度の席替えの時期がやってきた。先⽣は、もうすぐ休みに⼊るから席替えはやらなくてもいいんじゃないかって⾔って
いたけど、あるコが先⽣に“そろそろ後ろに⾏きたいやな”，って⾔ったのでやっぱりすることに。でもね、結局先⽣に訴えたそのコ
はまた前の席になっちゃったんだっていうオチ……

    昨⽇⽇記を書き終えてから、書き忘れたことを三つ、思いだした。

    昨⽇初めてカードゲームをしたんだ。へへ……毎回⼿元のカードが最後の1枚になった時、つい“うの”って⾔うのをわすれちゃっ
て。へへ。うっかりしてあせってしまい、他の⼈に最後の1枚のカードの⾊を⾒られちゃったんだ。でもみんなでゲームにヒートア
ップしているうちにそれが緑だって忘れちゃって、ビリにはならなかったよ。すごく楽しかった~

    体育の授業中、先⽣に名前はどんな漢字を書くのって聞かれた時、私が答えるまでもなく……そばにいた3⼈がいっせいに答えて
くれたんだ。……

   昨⽇⾔った書きたかったこと、また今⽇も忘れちゃった。もうこの脳ミソは。……

   そうそう、今⽇、現地研修のプリントに記⼊する際、視⼒に関する項⽬があったんだ。でも中国と⽇本って視⼒の表現⽅法が違う
んだよね。だから初⽇本の保健室を体験してきたよ~~Cの字の検査表なんてみたことナイ~

遅宇希さんの⽇記



明⽇は部活がお休み~13.12.12

2013.12.12

    めったにナイお休みだ︕もう⼤カンゲキ︕明⽇はぜったいに「しまむら」に⾏くんだ︕ずっと⾏ってなかったからね︕

    みんなが住んでいるところにはしまむらってあるのかナ︕

    今⽇の体育の授業はマラソン⼤会の練習第1回⽬、マラソン1500M︕ほぼ中国の倍︕ビリじゃなくてほんとうに良かったｱ……

    もうグッタリで泣きたいぐらい。でも、なんだかおもしろくもあるかな。ナゼかわからないけど、⾛り終わってだんだん落ち着い
てくると気分がすごく良いんだ。……ムジュンしてるっぽい⼼理かな。……

    多分トラックを周回して同級⽣たちの横を⾛りすぎるとき、友達が毎回“うき、がんばれ”とか、かけ声をかけてくれていたからか
も。……

    最後にダッシュをかけたら終わってから友達が“うき、さいごnice”って⾔ってくれた。

    バレー部の友達はすごく速かったよ。男⼦と同じぐらいで⾛るの。へへ、がんばって~

   お昼のお弁当グループは3か⽉の変遷をへて、だんだん固定されてきたね。前は席でいろいろかわっていたけれど。今度詳しく話
すよ。まあ⼼配なこともたくさんあるけど、がんばらなきゃね。

遅宇希さんの⽇記



明⽇は⽂化祭13.12.13

2013.12.13

    明⽇はお茶会でお茶を⽴てるの。お客さんにお茶やお菓⼦を出したし、お茶碗を回収したり⾊んな仕事をするよ。
これについては明⽇また詳しく書くね。

    今⽇本⼀の頭脳王の番組を⾒てるの。いやあかっこいいね。どんな問題でも答えられるんだもん︕ああだめだ、緊
張してきた︕とりあえず他の話は明⽇書く︕

    ちょっとうっかり間違えちゃったけど数学の問題1問だけだし、みんなそんなに騒ぐ必要ないよ……

    天才っているんだなぁ︕このイケメンくん応援してる︕がんばれ︕

遅宇希さんの⽇記



某県の⽂化祭13.12.14

2013.12.14

     那⾼の茶道部員として、某県の⽂化祭の茶道会に⾏ってきたよ。お客さんにお茶やお菓⼦を出したり、お⽫を⽚づ
けたりしたんだ……

    

たくさん準備したでしょ。

綺麗なお菓⼦

美味しいお弁当

     終わった後、友達と和歌⼭駅のショッピングセンターに⾏ったよ。

    疲れた。明⽇は卓球部の練習もある。はあ……

遅宇希さんの⽇記





クリスマスプレゼント13.12.15

2013.12.15

    今⽇、卓球部の先⽣がクリスマスプレゼントをくれたんだ。

良い先⽣でしょ︕クリスマスプレゼントまで︕

マフラーだよ。スポーツ⽤の︕

リバーシブルだから、どっち側でもつけられる。

遅宇希さんの⽇記



バックのタグが反射するから、安全性アップ︕

⽇本の家の中ではほとんど靴を履かないので、ちょっと冷えちゃう。超カワイイ靴下を買ったんだ。「ふあふあ」のだからツルツル
滑るけど、ちゃんと滑り⽌めもついているんだよ~⼿触りサイコー~



新しいラケット13.12.16

2013.12.16

    今⽇、新しいラケットとスポーツウェアをもらった。新しいラケットはちょっと重いんだ。……でも重い⽅が球を
打つとき威⼒があるんだって。ウェアは、先輩からちょっとカッコイイっていわれちゃった。男のコみたいだねっ
て。それと去年の⼥⼦のセンパイのと同じなんだ。先⽣が、それは彼が⼀番気に⼊っていたのだから、毎年卓球部に
⼊った留学⽣はみんなこれなんだよっておしえてくれた。……オイオイ……

    書かなきゃいけないことが思い出せないよ。何か起きると、コレも⽇記に書かなきゃって思うのに、結局いつも忘
れちゃう。やっぱり私の脳ミソって使い物にならない。あったことを時系列で書いていくしかないかな。……

    やっぱり運動部に⼊ったら疲れるよ。明⽇はマラソン⼤会の練習もあるしね。

遅宇希さんの⽇記



発表13.12.17

2013.12.17

    21⽇に発表があるんだ。スピーチみたいなものかな。まだ⼀⽂字も書いていない。すぐにでも書き始めなきゃ︕

    今⽇は300円ショップに⾏ってきた。クリスマスプレゼントを買うためにね。結局、⾃分の物をたくさん買っちゃ
った。……

 

遅宇希さんの⽇記



マレーシアからのツアー御⼀⾏13.12.18

2013.12.18

    今⽇の茶道部のお客は、マレーシアからのツアー団体。40⼈以上もいて、留学⽣のはずの私が、みんなに学校を案
内して回ったんだ。でも私だって茶道部の部員。なので茶道部の⼀員としてみなさんにお茶とお菓⼦をふるまった
の。

    昨⽇はお⺟さんの年賀状を⼿伝ったので、またあの発表原稿はなにもやっていない。すぐに書かなくちゃ︕

    ついに休みに⼊る前の最後の茶道部。その時、先輩⽅に住所を聞いたんだけど、サビシイことに、誰も私の住所と
かを聞いてくれない。みんなメッセージばっかりだもんね。クラスでも私⼀⼈だけがみんなの住所を聞いて回ってい
るんだ。……

遅宇希さんの⽇記



コートを『占領』されちゃった13.12.19

2013.12.19

    今⽇の前半、卓球部は体育館での練習だったの。すると突然、バレー部の先⽣がやってきて、卓球部はいつ終わる
んだってたずねて、ハンドボール部がここを使うようなことを⾔ってきた。バレー部の先⽣はすごくコワいの。いつ
の間にかこっちがコートから追い出されちゃっていたし。……それから卓球部は講堂の前で1時間もボーっとまちぼう
け。……

    でもせっかくだからその間、友達と⽇本のゲームをして遊んでいた。⾜して5にするみたいなヤツ。

    先輩たちは本当にやさしいよ。男⼦の先輩まで、いろいろ教えてくれるしね。

遅宇希さんの⽇記



三者⾯談13.12.20

2013.12.20

    昨⽇は、三者⾯談でした。中国の三者⾯談とは違って、⽇本の先⽣は⽐較的穏やかで、悪いこともそんなに⾔われなかったよ……

    すごい前の話なんだけど、卓球の練習をしているときに、みんな⾃分の横にかごをひとつ置いてて、その中の球を全部打ち終わっ
たら交代っていうルールだったみたいなんだけど、わたしそれ知らなくてさ。先輩が球を全部使い果たしたタイミングで、わたしっ
てば気が利く後輩らしく、中に球補充しちゃったんだよね……

    明⽇は発表会だぁ。がんばろ↖(^ω^)↗

遅宇希さんの⽇記



国際交流会１３．１２．２１

2013.12.21

今⽇ 国際交流会で発表をした。最後クイズを３つ出した、正解者には豪華賞品をプレゼントした。豪華の発⾳を忘
れてしまったので、うまくごまかそうとしたのに、うちのホストママがなんどもゴウカ。。。。。コウカ。。。。。
って⾔うので、わたし連呼しちゃった。。。。。あー︕恥ずかしい。。。。しかもママたらクイズに盛り上がっちゃ
って、⼿をあげて、答えようとするから、（⾝内で盛り上がるのやめてよって思っちゃった、ぜったいに当ててやら
ないからって思っちゃった。。。。）⼤⼈ならこんな⽂房具いらんでしょう〜

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



清⽔寺１３．１２．２２

2013.12.22

今⽇ 京都の清⽔寺に⾏った。初めて⼀⼈で電⾞に乗った。⼤阪駅がとてもひろかったので、乗り換える時、少し迷
ってしまった。なんとかなるって気持ちを持って、⼀⽣懸命捜して、やっとみつけちゃった。すごくうれしくて、こ
れから⾃分⼀⼈でも電⾞に乗れる︕って思っちゃった。今度は⽇本列島横断しよう〜

初めての清⽔寺だけど、⼀番うれしかったのは⼀⼈で⼭も⾕も川も越えて京都（天竺）までまるで⻄遊記のような旅
だった。まあ、登場⼈物で⾔うと私は三蔵法師かな〜

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



クリスマスパーティー１３．１２．２３

2013.12.23

今⽇ 友達のクリスマスパーティーに参加した。

今から年賀状を作らんとあかんから、⽇記はまたあした

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



クリスマスパーティー１３．１２．２５

2013.12.25

２３⽇ 友達のクリスマスパーティーに参加した。

お菓⼦がいっぱいだった

友達が作ったケーキ︕おいしかった︕

遅宇希さんの⽇記



ビンゴゲームもした︕中国でビンゴゲームをやったことがない。おもしろかった︕

ママも何かめっちゃ喜んでた

パンダのメモと⽔⽟模様のペンをもらっちゃった



帰りに ⽥舎のルミナリエもどきに⾏った

たま駅⻑（貴志川）もルミナリエもどきに登場した︕



昨⽇の晩 我が家でミニクリスマスパーティーをした︕

初めて ↑タマセン↑を⾷べた。おいしかった︕

クリスマスケーキ〜どれが本物の苺が分かる︖

チキン

携帯にもｃｈｒｉｓｔｍａｓって書いてある

⽇本で暮らしているとクリスマス⼀⾊って感じ。。。。。。

これは⽇本語で投稿されたものです





卓球部の練習13.12.26

2013.12.26

⼆⽇ぶりに卓球部の練習に⾏ったら、めっちゃ下⼿くそになっちゃった。

午後から 在留カードの更新に⾏った。緊張して⾏ったわりに、担当者の対応が意外に優しかったので、拍⼦抜けし
ちゃった。しかも簡単に更新できちゃった。

ごめん、ごめん、今 ミサンガ作ってるので、忙しいねん、⽇記はこれぐらいにして。。。。。。。

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



忘年会１３．１２．２８

2013.12.28

今⽇ ママの友達のいえで鍋パーティー（忘年会）をした。

素⾷鍋を⾷べちゃった。味はカレー味と薬膳︕どちらもおいしかったいよ ︕

⽔餃⼦も⼊ってたよ︕

遅宇希さんの⽇記



プレゼント交換のとき ⽇本製の消しゴムをもらっちゃった︕

 

あしたから４⽇まで 卓球部は休みだ

今⽇の練習はなんかしんどかった

これは⽇本語で投稿されたものです



寝正⽉１３．１２．２９

2013.12.29

寝正⽉っていう⾔葉ははじめて聞いちゃった

今⽇ ご飯を⾷べる時間はなんか微妙になっちゃった

午後３時半に⾖乳鍋を⾷べた。。。。。。

これは昼ごはんか晩御飯か聞いたら、ままに「おなかがすいたときに⾷べる」って答えをもらっちゃった

おいしかったみかん⽸詰〜

頭だけ出してた猫のしろこ〜

遅宇希さんの⽇記



まややと違って（まややもかわいくて、⽑がふあふあだよ）、しろこがおとなしい⼥の⼦ちゃんやな〜

領⼟を占領られたが、ぜんぜん気づいてないまやや

実はこの後 いすから落ちちゃった

明⽇ コナン君を⾒に⾏くよ︕

なんか今度 ルパンというおじちゃんも登場するらしい♥

おじちゃんに興味がないから、ルパンっていう⼈が知らんかった

あしたのために ２００９年のルパンとコナンの映画も⾒ちゃった

ああ、あしたを楽しみにしてる〜

これは⽇本語で投稿されたものです



ルパン三世ＶＳ名探偵コナン１３．１２．３０

2013.12.30

今⽇ ルパン三世ＶＳ名探偵コナンを⾒に⾏った

内容は完璧に理解した。説明もできる。（全部うそ ）

中国の皆さん うれやましいか〜︖

昼ごはんはすき家の⽜丼だった〜

すき家の⽜丼〜

中国の吉野家で⾷べた⽜丼の味とちょっと違った

今度 ⽇本の吉野家の⽜丼も⾷べてみようと思ってる〜〜〜

電気屋さんでビンゴゲームをした〜

⽔筒がほしかったが、⼊浴剤を三つもらっちゃった

ゲームする前に⻑かった実演販売も嫌々聞いてた

安かった電化製品があったが、興味ない

 

今⽇ ⽉例報告も届いた

中にカレンダーも⼊ってた︕

ママはほしい、ほしい︕ってずっと⾔ってた

遅宇希さんの⽇記



⼀⽣懸命カレンダーがホストファミリーへのものだと証拠を探してた

なんとか⾃分の物にしようと必死だった

かわいそうだと思ったが、あげなかった

最後に「私のカレンダーがないから、あしたからストライキする︕」とか「晩御飯のおかずを⼀品減らす!」とか逆切
れしてた〜

 あああああ︕ぜったい嫌や︕おかずちゃん ちょうだい︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです



⼤晦⽇１３．１２．３１

2013.12.31

今⽇ お正⽉の準備に⾏ったよ

まず 親戚の家に⾏き、みかんと⼋朔をもらったよ

お正⽉⽤のみかんと⼋朔をゲット（親戚の家は選果場をしてるよ）

⼤きいみかんと⼩さいみかん

次にママの実家に⾏ったよ

ママの実家の⽞関に掛けてあるしめ縄

遅宇希さんの⽇記



これは私の家のしめ縄だよ〜〜〜

 

⼤根を取りに⾏ったよ〜〜〜

⼤根ゲット

なぜかスーパーでこんな準備をしていた

何のためか分からん



晩御飯は年越しそばだった

皆さん、よいお年をお迎えください

これは⽇本語で投稿されたものです



元旦１４．０１．０１

2014.01.01

今⽇ イオンに⽇本の伝統的な⽂化を体験しに⾏った

⽇本の伝統的な⽂化＝福袋〜〜〜

福袋を買いに⾏った︕︕︕︕

着いた時 ⼈がいっぱい並んでた︕

でも ⾞を⽌め終わった瞬間（オープンは９時、まだ９時すぎなのに。。。。。） 福袋だけを買って、出てきた⼈
も⾒た

みんな来る前に ほしいものを下調べしたから、買うのが速かった

１時間の後 ⼈数は⼤分減ってた

家を出る前に ママが「⼈が⼤勢やから、戦争みたいや」って⼤げさに⾔ったので髪の⽑もくくって気合をいれた

じつは思ったよりひとが少なかった

遅宇希さんの⽇記



服の福袋だけじゃなくて、いろんな福袋があった

雑貨の福袋

コーヒーの福袋



スイーツの福袋

しかも ベット⽤の福袋もあった

うちのねこに猫⽤の福袋を買った︕



中にいろんなものが⼊ってた︕

猫⽤のお菓⼦とかおもちゃとか



いろんなおもちゃに囲まれて、楽しんでたマヤヤの姿〜

鏡餅



おせち料理

⾼くて冷たいお弁当

早く⾷べないと暖かい⾷べ物作ってくれないじゃない【おでんを⾷べたけど】

⽇本のおばあちゃんからお年⽟ももらった

中⾝は内緒♥♥〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです



初詣１４．０１．１２

2014.01.02

今⽇ ⼀⽇の出来事を順に追って報告します〜〜〜

午前中はゆっくり寝て（ああああああ。。。。。。。。。。。。また宿題するのを忘れた、まあ、いいか、あしたし
よう〜）

午後からホストママの実家に⾏き、おいしいお刺⾝をいただいちゃった

帰り道 お寺の横を通った

遅宇希さんの⽇記



その後 家の近くの神社に初詣に⾏った



神社にかわいい猫ぽんもおった︕

５匹ぐらいおった︕

猫ぽんも初詣に来てたよ︕

これは⽇本語で投稿されたものです





我が家の暴⾛猫❤第⼀弾❤14.01.03

2014.01.03

    中国の友達が⾒たがっているので、中国語で〜

    今⽇は書くつもりなかったのだけどね。家の暴⾛猫が私の隣でかなり「萌え」な姿勢で寝ていて、我が家の暴⾛猫にもこんなに可
愛い瞬間があるのね︕と、感動して第⼀弾を書くことに︕︕

まずは超萌えな寝姿~~

 

    まずは紹介するね。うちの暴⾛猫、名前はまやや（MaYaYa）と⾔います。お家の三⼈の⼦供の頭⽂字を合わせたんだって。そ
してこの⼦は、名実ともに、暴︕⾛︕猫︕︕

    なぜなら、この⼦、何の前触れもなく台の上を⾶び回り、部屋の中を超⾼速で⾛り回る……

    可愛い外⾒に惑わされないで。写真の中ではこんなにも愛らしいけどね。まあ、私の撮影技術が⾼すぎるからいけないのだけど…
冗談冗談

 

    我が家の暴⾛猫̶̶外⾒編

おめめ全開状態︕︕

遅宇希さんの⽇記



汚れた⽩靴下は履きません。

⼝紅まで塗るのよ。⻩⾊だけどね〜

 

 

 

 

変な寝姿で次へ〜

    mayayaは完全に⽇本の猫︕

    だって、⽇本⼈と似た習慣がたくさんあるんだよ︕︕

例えば



    海苔が好き︕

海苔が⼀番の好物。⽇本の猫って感じでしょ〜

海苔の袋を開けた途端、ぐっすり寝ていたはずの猫が「绿油油（緑つややか）」な両⽬をぱちっと開ける（なんで緑なんだろう︖ど
う⾒ても⻩⾊なのに……）

こうやって海苔をあげるのは危険だよ。指がなくなっちゃうよ︕

 

新鮮な⽔道⽔が⼤好き~



⾊んな所で新鮮な⽔道⽔を探すよ。例えば

お⾵呂とか

 

たまに⾼級な飲み物を飲む時もある

私の⻑年の経験から導き出された結論︓絶対にコップの中に飲み物を残してはいけない

お茶好きの猫……

飲めない時は、⼿をコップの中に⼊れて、⼿についたのを舐める



だから、席を離れる時は絶対に机の上にコップを置きっぱなしにしてはいけない︕

べろに注⽬。満⾜な時こうするの……︕

最後は犯罪の痕跡を綺麗になくす……

果物も⼤好き



りんごが⼀番好き。毎朝机の上に⾶び乗って、リンゴの盛られたお⽫を舐めて綺麗にします〜

 

皆と⼀緒に机のそばに座って、海苔を待つ……

 

お茶を⼊れて戻ってくると、こうなる……

ちょっとちょっと。そんな可愛い眼差しで⾒ないでよ。そこは私の席︕︕︕

何か⾷べ物のにおいを嗅ぎつけたらしい……

 



最後の最後。この⼦の可愛い姿勢に騙されないで︕お尻を⾒て︕私のお箸⼊れ……ううう……

 

今⽇はここまで〜〜。素材がいっぱいあるから、今度第⼆弾をやるね〜



雪⾒⼤福１４．０１．０５

2014.01.05

久しぶりに卓球部の練習に⾏った。

今⽇ ３時間だけ練習したが、めっちゃしんどかった

雪⾒⼤福を⾷べた︕

お餅の中にアイスが⼊っている

おいしかった︕

暖かいこたつの中に⼊って、冷たい雪⾒⼤福を⾷べながら、テレビを⾒るなんて幸せ

最⾼︕

もうすぐ修学旅⾏だ

その後すぐ中間研修や

遅宇希さんの⽇記



ああ、早く荷物を準備しなきゃ

忙しいな。。。。。。。。

これは⽇本語で投稿されたものです



回転ずし１４．０１．０７

2014.01.07

【これは昨⽇の⽇記なんだ】

昨⽇ 回転ずしにまたまた⾏った

味がちょっと変わって、⿂の味が前よりうすかったと思った（⾷通になったかも）

私たちの席の前に 元気なおばあちゃんのグループがおった

流れてくるお寿司はそのおばあちゃんのグループが全部取り上げて、なかなか 私のところまで流れてこなかった（そのグループの
なかにリーダー的なおばあちゃんがいてて、流れてくるお寿司のお⽫をすべてしきっていた、しかもデザートまで⼈数分頼んでい
た。それはチョコレートアイスだった）

こんな事は初めてだった

おかながすいているのに、なかなか ⾷べれなかった

しかも 注⽂もできなかった（あのおばあちゃんたちが⼤量に注⽂するからだ）

びっくりした︕

遅宇希さんの⽇記



元気なおばあちゃんやな

 

あしたから学校が始まる

明⽇はオ̶ストラリアの留学⽣の最後の登校⽇だ

みんなの前で別れのスピーチもするらしい

どんなスピーチかな。。。。。。

でも 明⽇でお別れだからなんだか寂しいなあ

これは⽇本語で投稿されたものです



⻑い間⽇記を書いていなかった14.01.11

2014.01.11

    ⽇記を書く気分じゃなかっただけなんだけどね

    オーストラリアの留学⽣達が帰国してしまった。⼀⼈で受ける⽇本語の授業は寂しすぎる。余計なことを考えすぎて、最後の送別
会にも⾏けなかった。ものすごく後悔しているんだ。

    起こったことが多すぎて、覚えてない。でももうすぐ修学旅⾏。修学旅⾏が終わったらすぐに中間研修で、その後はマラソン⼤
会。最近卓球部も試合が多くて、練習がとても疲れる。

    1.9

    朝、オーストラリアの留学⽣達が帰国した。試験があったので、空港まで⾒送りに⾏けなかった。その後、クラスメートは⾒送り
に⾏ったことを知った。クラスメートはホストファミリーで、先⽣にお休みをもらって⾏ったらしい。その⼦が⾏ったと知って、更
に後悔した。私だって⾏きたかった。4か⽉、異国で知り合った留学⽣。⼀緒に⽇本語の授業に出て、⼀緒に遊びに⾏って、⼀緒に
パーティに参加して。皆、相⼿の、異国で⽣活をする気持ちを理解できるから、すぐに良い友達になれた。とっても⼤切な友達。留
学⽣の間でお互いに励まし合って、理解し合うあの感情は、⾔葉には⾔い表せない。どんなに空港へ⾏って彼⼥達の留学⽣活の最後
を⾒届けたかったか。でも、テスト中に休みをとる勇気がなかった。別れの瞬間を⾒る勇気もなかったのかもしれない。数ヵ⽉後の
⾃分の未来だものね。とにかく逃したものが多すぎて、本当に後悔してる。

    以前の⽣活は勉強が中⼼で、後悔することと⾔えば、テストの事くらいしかなかった。振り返ったり、まとめたりする時間もなか
った。今は考える時間がたくさんある。

    ただ、残りの数カ⽉は、もう後悔することがないよう、全⼒を尽くしたい。どんなことでも、勇気を出して試してみよう。

 

    8⽇の夜、本来は翌⽇の試験のためにテスト勉強をすべきはずなのだけど、皆勉強をしない。先輩は更⾐室でパンを⾷べながらお
喋りしていて、私達も⾷堂でお茶を飲みながらお喋り。本当に驚く。皆勉強しないんだ……

   

    1.10

    明⽇は試合。なので、今⽇は皆で練習試合。初めて⾒たよ︕

    興奮したなあ。

    審判兼スコア係をやった。これじゃあ試合の観戦に集中できない 冗談冗談。こっちの⽅が試合に集中できる。感激。初めての審
判。楽しかった。スコアボードをペラペラめくりたかったなあ。楽しそう。でも適当にめくるなんて絶対にだめ。

    先輩すごい︕打つスピードがものすごく速くて、私にはボールが全く⾒えない︕

    私が審判をしたのは、⼆⼈の同級⽣が試合をした時。同級⽣だけあって、超楽しい。笑いながら打ち合って、全く試合の雰囲気じ
ゃない（実際に単なる練習試合なのだけどね）。彼⼥達が⾯⽩いから、私も審判をやりながら笑ってしまった。彼⼥達が「何笑って
るの︕」と私に笑いながら⾔い、私もスコアボードをめくるふりをして「早く︕」と⾔ったりして、⾯⽩かった。

 

    1.11

    今⽇は友達と「オークワ」へ⾏って写真を撮って、カフェへ⾏って、最後に彼⼥の家にも遊びに⾏った。

遅宇希さんの⽇記



    茶道部の友達で、元々はクラスも違って会う機会も少ないし、好きな物も違うのに、とても積極的な⼦で、段々と仲良くなってい
った。不思議だよね。他の⼦とは兄弟姉妹の話が多いのだけど、彼⼥は⼀⼈っ⼦。なのに話しやすいんだ。

    元々私はアイドルに興味がなかったのだけど、彼⼥が彼⼥の好きなグループをものすごく推してくるので、最近はなんだか彼らが
かっこよく思えてきたよ〜

 

    ⻑い上につまらない⽇記になってしまったね。前半は陰鬱だし。ごめん。

    前半は塞いで⾒て〜︕

   でも、書き出してだいぶすっきりした〜 

    次の⼀週間も、勇気を出して⾊々なことに挑戦していこう︕（⽉曜⽇は休みだけど） ）



調理実習の練習１４．０１．１２

2014.01.12

今⽇ 中間研修の時の調理実習の練習をしたいから、

卓球の練習の後に スーパーに材料を買って帰った

午後に練習したいが、疲れたので 、５時半まで寝てしまった

作ったのは全部⾃分の晩御飯になっちゃった︕

メニューはひーみーつー〜（メニューをいってもいいかってグループのみんなと相談してなかったから）

そのあと はじめてママが作ったクレープを⾷べた

おいしかった〜︕

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



もうすぐ修学旅⾏１４．０１．１３

2014.01.13

もうすぐ修学旅⾏や

荷物も準備しなきゃ

修学旅⾏のあと、すぐ中間研修だ

その後 すぐマラソン⼤会

ああ、忙しい〜〜〜

今⽇ 中間研修の時の調理実習の練習をもう⼀度した

ちょっと改良したから、昨⽇作ったのよりおいしくなったと思う

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



⽬標１４．０１．１５

2014.01.15

今⽇ ＬＨＲの授業で今年の⽬標を書いちゃった

後に その⽬標を後ろの掲⽰板に張るから、

しっかり⽬標を考えて、書いた⼈もおったが、友達が「⽂武両道」って書いちゃった。。。。。。

わたしはちゃんと時間をかけて考えた後

「関⻄弁がうまくなる」

って書いちゃった〜〜

 

みんな⾒たら、笑うかな

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



茶道部１４．０１．１６

2014.01.16

昨⽇の⽇記なんだ

昨⽇ 久しぶりに茶道のお⼿前を練習した

三年⽣の先輩が⼆⼈来てた（三年⽣の先輩が忙しいから、全員来ていなかった）。

那賀⾼校の茶道部で三年間習ったら、卒業の時 お⼿前の許可証をもらえる（レベルは師範ほどじゃないけど、それ
以上の茶道の勉強もできる。。。。。それに茶道会に⾏くと 少し安くなる ）

その許可証のうえに⾃分だけの番号が書いてある

その番号は⼀⽣ものらしい

私もほしい〜〜〜〜〜

みんないっしょに「おめでとうございます」と労いの⾔葉をかけると、⼆年⽣の先輩の何⼈かはうるっと涙が出てい
ました

私が茶道部に⼊ったとき 三年⽣の先輩はもう来てなかったし、会ったことがない先輩たちだけど、なんだか感動し
て、⾃然と涙が溢れそうになった

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



あした試験だよ１４．０１．１７

2014.01.17

あした試験や

ああ、、、、、なんか緊張してる

（試験をうけるのが私じゃないけど、、、、、 ）

今⽇早く寝なきゃ

 

くつのこと、部活のこと、先⽣のこと、現地研修のこと

 

 

 

 

あしたに書こう〜〜〜︕

へへ、まずメモして、すぐ忘れるから〜

 

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



１４．０１．１８

2014.01.18

テーマ考えるのが難しい このままでいいんちゃう〜︖

もう遅いので、簡単に概要だけ書いておくね

昨⽇ 部活の運動靴を持っていくのが忘れた、先輩から借りました。

 

今⽇試合なので、昨⽇ 部活めっちゃ早く終わった

まだまだ時間がいっぱいあるから、みんなといっしょに遊びにいった

部活のあと、卓球部⼥⼦⼀年⽣三⼈いっしょにどこかに⾏くのが初めてだった

三⼈でマフラーをまいて、プリクラを撮った。みんなが「マフラーをまいて、プリクラを撮るのが初めてやなあ〜」
って⾔った、私も始めてだった

友達が「中国に持って帰ってね、忘れたらあかんでぇ」「捨てたら、ぜったいあかんでぇ」って何度も⾔った

マクドで友達の塾の先⽣に会った。先⽣も那賀⾼校の卒業⽣らしい。

先⽣は⼊学当初卓球部に⼊ったが、上下関係が厳しくて、すぐやめたらしい。外国⼈の私でさえ先輩後輩の上下関係
をうまくやっていくのが、難しく思っているのに、⽇本⼈でも同じように思っていたんだ。意外〜〜〜って感じ

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



荷物１４．０１．１９

2014.01.19

部屋はもう⼊られへんようになってしまった

修学旅⾏の荷物を準備してるから

でも寝るところだけ確保した

⼤丈夫かな、、、、、

「修学旅⾏は初めて、何を持って⾏くか分からん」と⾔ったから、友達から持ち物の表をもらった

みんな優しくて、那賀⾼校１-Ｄに⼊ってよかったと思ってる

本当にありがとう

 

 

とりあえず寝ようと

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



♦沖縄◇

2014.01.21

明⽇は修学旅⾏だ〜

今⽇の授業は最⾼︕２時間しかない︕⼀時間⽬は⾃習、⼆時間⽬は書道だった︕

沖縄〜楽しみだな〜

明⽇朝 めっちゃ早いから、今から寝に⾏く〜

興奮して、眠られへんかもしれへん〜

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



たこパー１４．０１．２５

2014.01.25

もう疲れたので、修学旅⾏のことは後⽇に書く

昨⽇九時過ぎに帰ってきた。

今⽇６時半に起きて、午前中卓球の練習をして、午後は たこパーをした。七時ごろに帰って、ほんまに疲れた

先輩の家に集まり卓球部⼥⼦全員でたこパー（たこ焼きパーティー）をした〜

途中で事故が起こったが（⼤事な⼤事なたこ焼きがひっくり返った）、最後はおいしくできたな〜

罰ゲーム⽤にわさびが⼊ってるのも２個ある〜

遅宇希さんの⽇記



最後 ケーキも⾷べた。

おいしかった

 

２時から６時半ごろまでずっと⾷べていた

昼ごはんと晩御飯は⼀緒になっちゃった

ほんまに楽しかった〜

先輩ともいっぱい喋った

帰った後 ママに「あした卓球は何時から」って聞かれたら、「あしたは休みです」って答えた

先輩と喋った後だから敬語になっちゃった



運動部の先輩と話するのが思ったより難しくなかった

これからも頑張るわ〜︕

なんか修学旅⾏よりも楽しかった〜︕

これは⽇本語で投稿されたものです



冒険１４．０１．２６

2014.01.26

今⽇ ⼀⼈で電⾞に乗って⼤阪に遊びに⾏った

難波駅が広すぎるから、２時間も迷ってしまった。ＪＲ、近鉄、地下鉄、バス停、出⼝が何⼗個もあった。ややこし
すぎる。もうこのまま帰りたいと思ってたが、電⾞代が⾼いので、必死に⽬的地を探した

…………………………

（ここは５００字を省略します）

最後 やっと着いた

 

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



荷物〜１４．０１．２７

2014.01.27

今⽇ 学校に⾏ったら、なんか修学旅⾏の後から、みんなテンションが⾼かった。

 

もうすぐ中間研修や

荷物ぜんぜん準備してないん ⼤丈夫かな

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



餃⼦の王将１４．０１．２９

2014.01.29

昨⽇ 卓球の練習が早く終わったので、みんなと外で餃⼦の王将を⾷べた〜

初めて天津飯を⾷べた︕天津飯って中華料理か︖中国で⾒たことがないけど、、、、、

 

今⽇ 外国⼈が茶道部に⾒学しに来た。どの国の⽅が忘れた、すみません

現地研修の⽇記はまだ書かなかった

中間研修の荷物もぜんぜん準備してない

ああああああ〜〜〜

遅宇希さんの⽇記



⼤みそか14.01.30

2014.01.30

    やっと⼤晦⽇がすぎたから中国語で書こうかな（まるでずっと⽇本語で書いてるみたいなコト⾔っちゃって）

    多分、今までで⼀番静かにすごした⼤晦⽇じゃないかな。……他に⾔いようがないよね。……普段と全く同じ、なんにもかわった
ことはない。明⽇も早起きして学校に⾏かなきゃいけないけど、がんばって⽇本でも寝ずに年越ししてみようかな。

    部活が終わって家に着いたのが8時過ぎ。晩御飯を⾷べ終わったのが9時。PCが使えるのをまっていたらもう10時過ぎ。この時間
になったら、そろそろお兄さんも帰ってくるころかな。もう少ししたらお姉さんも帰ってくるはず。10時過ぎ、時差もあるから、テ
レビの年越し特番は、ほぼ終盤かな。……あーあ、中国で特番を観られるコたちがむちゃくちゃうらやましい~いろいろやってみた
けれど、特番をライブで観られる⽅法ってみつからなかった。ま、お正⽉ムードもない中で観たって、きっとおもしろくないよね。
もどってからみようっと。……

    餃⼦も⾷べなくて、たこ焼きを⾷べた。……

    明⽇は英単語のテストもあるし、作⽂も⼆つ書かなくちゃ。さ、やらなくちゃいけないことを⽚付けようっと。……

遅宇希さんの⽇記



中間研修が終わった１４．０２．０５

2014.02.05

中間研修が終わった、早いな〜

今⽇ 帰った後 部活に⾏った。今⽇ 学校に⾏ったのが私⼀⼈だけ︖

もう疲れたので、早く寝よう

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



忙しいー１４．０２．０９

2014.02.09

最近忙しすぎ、⽇記を書く時間がないん

すみません

今⽇ ⽔ギョーザを作った

あした 卓球部のトレーニングで⾼野⼭に⼭登りに⾏く

昨⽇（８⽇） バレンタインのチョコを作った

マラソン⼤会が中⽌

７⽇ ⾷堂

６⽇ ポテト

詳しいのは後⽇に書く

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



⾼野⼭１４．０２．１１

2014.02.11

昨⽇ 卓球部のトレーニングで⾼野⼭を登った

ほんまにしんどかった

⾼野⼭って世界遺産やし、プリントに⼭登りって書いてあったし、遠⾜の気持ちを持っていったが、マラソン⼤会よ
りも疲れた （マラソン⼤会を⾛らなかったが、みんな「マラソン⼤会のほうがましや」と⾔ってた）

３時間ぐらいずっと登ってた。休憩がないし、登るスピードが速かった（ちょっと遅くなったら、邪魔になってしま
うから、みんなスピードが速かった 私も頑張ったやでぇ〜）。しかも雪が積もっていた。道が滑って、⼤変だった

予定でテニス部が先頭やけど、なんか卓球部⼥⼦が⼀番前になってしまった。先⽣が前にいてないから、道も間違っ
てしまった。

登ってる時が暑い、でもゴールに着いた後に めっちゃ寒かった。服が全部汗でぬれていたから

今⽇ ⼀⽇チョコを作った。今チョコを⾒たら、なんか吐くそうになってしまった

ほんまに疲れた

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



クッキー１４．０２．１２

2014.02.12

今 バレンタインのクッキーを作ってる

 

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



最近⽇記書いてないな、、、１４．０２．１４

2014.02.14

最近 ⽇記をぜんぜん書いてなかった、ゲームばかりしてた。私 もう不良になっちゃった

そういえば みんな lineツムツムを知ってる〜︖友達から招待を受けたから、やってみた〜めっちゃかわいいよ︕⾃
分ゲームが下⼿くそやけど、、、、昼休みのとき みんなやってるから、話題に⼊ろうと思ってやってる。みんなも
やってみませんか いっしょに不良の道へ、、、、、

バレンタインってほんまに忙しかった ⽇本で友達に友チョコをあげる”⽂化”があるから、チョコとクッキーをいっ
ぱい作った。友達の中に 朝４時まで作ってた⼈もおり、ぜんぜん寝てなかった⼈もおり、信じられない。私も夜遅
くまで作ってた。⼤変だった。クッキーを作るとき 猫が椅⼦に寝てたから、ずっと⽴ってた。今⽇朝起きた後、筋
⾁痛になってしまった

私クッキーを作ったことがないから、チョコだけあげるつもりだったけど、友達に「それは⼩学⽣の時することや
わ」って⾔われた。「だってクッキーやケーキはむずかしすぎ、できやんよ」って⾔ったら、「クッキーが簡単よ」
「作り⽅を教えてあげるから」「うきクッキー作ってぇ〜」、、、、、、、調べて紙に書いてくれた⼈もlineで作り⽅
や写真を送ってくれた⼈もおった。みんな優しいな〜感謝の気持ちを込めて、頑張ってクッキーを作った（なかなか
うまくできへんかったけど、、、、、 ）

今⽇珍しく⼤雪が降った︕岩出も雪が積もってた︕歩いて学校にいった。道が滑って、４０分ぐらいもかかった。電
⾞も⽌まったから、クラスの半分ぐらいしか来なかった。５⼈しか来なかったクラスもあったらしいでぇ〜︕

せっかく作ったクッキーなのに、休んでる友達が多くて渡せなかった

あああ〜残念、私の最⾼傑作が、、、、私の友達は⼈⽣の半分 損してる

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



私の最⾼傑作集１４．０２．１５

2014.02.15

昨⽇の⽇記といっしょに⾒てね

私が作ったチョコクッキー

もらったの

遅宇希さんの⽇記



すごいやろ〜

おいしかった︕

 

⼤雪





私の傘

これは⽇本語で投稿されたものです



８⽇マラソン⼤会が中⽌になった１４．０２．１６

2014.02.16

８⽇の⽇記

 

マラソン⼤会の前の⽇ 先輩とlineしてる時 「あした⾬が降るならいいですね」って⾔った。
そして先輩が「てるてる坊主逆さにして吊るしとこう」と⾔ったから、ママに「てるてる坊主は何︖」って聞いた。

作ってくれった
マラソン⼤会が中⽌になった。残念や。頑張りたかったのに、、、、、、、
１位になる⾃信があったのに、、、、、
１３年ぶりにマラソン⼤会が中⽌になったらしいでぇ〜
 

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



勝負１４．０２．１７

2014.02.17

今⽇の朝 教室に⼊ると、「うき︕今週 勝負しようぜ︕」って友達が⼤きな声で私に⾔った。（LINEゲームのこと）

ああああ〜ちょっと、ちょっと、今 テスト発表中やでぇ︕こんなことするのが⼤丈夫なのか︖

 

三時間⽬の後 友達と⾷堂にドーナツ（超うまい）を⾷べに⾏った。

終わり
ツムツムにはまってます。

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



寒い１４．０２．１８

2014.02.18

今⽇は寒いなぁ〜

今⽇ なんか友達は２時間⽬ごろから気分が悪いみたいで、吐きたいって⾔ってた。保健室に⾏って先⽣に「家に帰
るほうがいい」って⾔われたけど、バレー部の先⽣がおらんかったから、帰ったらあかんらしいでぇ。気分が悪いま
まで体育の授業も受けた。

最後の７時間⽬の授業中 結局 吐いてしまっちゃった。

 

バレー部のもう⼀⼈の友達もなんか気分が悪かった

⼤丈夫かな

 

最近寒いから、みんなも⾵邪を引かないように気をつけてね。

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



あしたテスト１４．０２．２０

2014.02.20

今⽇は⼀年⽣にとって ホールが開いてる最後の⽇だから、みんないっしょにポテトを⾷べに⾏った〜

テスト〜テスト〜︕どうしよう、、、、、

明⽇ ⽣物のテストがあるから、私の”得意”なカタカナ登場、、、、、⼤⼤⼤好きなカタカナ、、、、はははは〜
（苦笑い）

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



テスト１ & しろこ１４．０２．２１

2014.02.21

今⽇は数学１，２と⽣物のテストだった。

どうもこうもこのざまよ

   

 

 

しろこは元々野良猫だから、勝⼿に誕⽣⽇を決めた〜

しろこ、しろ、し ろ、四六って、四⽉六⽇に決めた、、、、

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



りんごが⼤好き〜〜猫１４．０２．２３

2014.02.23

うちの猫はりんごが⼤好き、、、、

スティーブン·ジョブズの⽣まれ変わりかもしらんでぇ︕

あらら、、、でも、まややはスティーブン·ジョブズがなくなる前にもう⽣まれてたけど、、、、、、

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



テスト２  １４．０２．２４

2014.02.24

前 ⾔った勝負ね〜（Lineツムツム）

頑張って、三位を取ったぞ︕（四⼈勝負だが、、、、 ）

なんでうまくできやん 

もうゲームい〜や〜

 

（どうでもいいなことけど、、、、 ）

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



テスト③ １４．０２．２５

2014.02.25

今⽇の晩 ママからパソコンでＥメールが来た

返信して、来て、返信して、また来た、、、、、

かわいい絵⽂字をいっぱい〜〜︕いれて、⼆⼈で同じ部屋で（こんな短い距離）楽しんでた

 

テーマとぜんぜん関係ない⽇記だけど、、、、、

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



三年⽣先輩へのメッセージ１４．０２．２７

2014.02.27

テストがやっと終わった

久しぶりに部活に⾏って、疲れた

部活の後に 三年⽣の先輩へのメッセージを書いた

 

しべったこともないし、会ったこともない先輩ですから、メッセージを書くのが難しかった。

「ご⼀緒に卓球の練習ができなくて、残念でした。」って書いた

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



ラケット１４．０２．２８

2014.02.28

卒業式の予⾏練習をした

めっちゃ⻑く拍⼿して、⽴って、礼して、座って、⽴って、礼して、座って、⽴って、礼して、座って（循環百
回）、、、、、、国歌、校歌、蛍の光を歌って、⽴って、礼して、座って、めっちゃ⻑く拍⼿した

ふー

今⽇ 卓球の練習時 ラケットがテーブルに当たってしまった。ラケットが割れてしまった。。。。（どのぐらい⼒
が⼊ってた、、、、）

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



卓球の練習１４．０３．０１

2014.03.01

今⽇の練習は⼊部から今まで⼀番ややこしかったと思う

男⼦といっしょに練習をやったので、組み換えの時 どこに⾏ったらいいんか 全然分からん、、、、、、

友達も分からんって⾔ってた

ほんまにややこしかった、、、、、⼤変だった

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



卒業式︕︕︕︕︕︕明⽇は、、、、、１４．０３．０２

2014.03.02

明⽇は卒業式だ

三年⽣の先輩の中で知り合い⼀⼈も居らんけど、、、、、

初めての卒業式（私の卒業式じゃないけど，、、、笑）

どんな気持ちかな、、、、、

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



卒業式  １４．０３．０３ ⼩⾬

2014.03.03

今⽇ 卒業式だ

国歌、校歌を⻫唱して、卒業書状をもらって（⼈数が多過ぎなので、⼀⼈ずつじゃない）、送辞、答辞（寝てた⼈多
い。。。。。）、蛍の光を歌って、終わり

次は三年⽣の先輩の時間だ

歌って、先⽣に花を渡って、

最後 ⽂化祭の時のように（⽂化祭の最後の雰囲気と似てると思う）⼤きい声で「ありがとう ありがとう 那賀⾼みんなありがと
う」って⾔ってた

最後ごろは感動した

⽂化祭に会った⾚⻤先輩のこと、「幽霊さん」って呼んでた先輩のことを思い出して、名前も知らん、顔も覚えてないけど、お別れ
は悲しかった

 

「うきといっしょに卒業できやんなぁ〜」「なんで帰らんあかんの︖」って、友達も⾔ってた

４ヶ⽉のあと どうだろうなぁ〜

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



最後の席替え１４．０３．０５ ⾬

2014.03.05

今⽇ ⼀年⽣にとって最後の席替えをした

友達がずっと後ろの席に⾏きたかったが、九⽉からもう連続７回ぐらい前の席に座ってた。今度の席も前の席だっ
た。残念〜〜〜

  今⽇ 送別茶道会ではじめて三年⽣の先輩に会った、、、、、、（もう遅いから、あした書こうかな、、、、ごめん
ね〜）

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



体育の授業 １４．０３．０６ 晴れ

2014.03.06

（テーマに天気を⼊れた〜〜なんか⽇記っぽくなってきた ）

今⽇の体育の授業は教室でスポーツの意味についての授業になった

「⼈間なんでスポーツをする︖運動部の⼈ ⽴って 順番で答えてください」

こんな難しい問題、茶道部に⼊った よかった〜〜（茶道部は⽂化部だ〜）

えっ︕えっ︕ちょっと待って︕運動部︖私 茶道部のほかに 卓球部も⼊ったかな、、、、、

うそ ︕私の席は最後だよ︕こんな無理なんだよ︕

 

（名前をここに書いていいかな、、、、今⽇はこのまま、、、、）

「体⼒をつけるため」ってT君が⾔った

「T君は何部︖」「卓球部です」「体⼒をつけるために卓球部に⼊った︖」

（全員爆笑）

 

「上下関係を学ぶために」Nちゃんが⾔った

「Nさんは何部︖」「卓球部です」「卓球部って上下関係が厳しい︖」「あんまりそんなに厳しくないと思いま
す、、、、、」

（もう⼀度全員爆笑）

 

もちろん まじめに答えた⼈も居った。（強くなるため｛体と⼼両⽅｝とか、、、、）

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



卓球⼤会の練習１４．０３．１０

2014.03.10

久しぶりに⽇記を書こう

３⽉１６⽇の岩出市市⺠⼤会に出る予定です。今 ⼀⽣懸命卓球の練習をしていますが、なかなかうまくできやん
まだ初⼼者やし、四ヶ⽉しかやってなかったし、試合とか⼀回も出たことがないし、たぶん無理かなと思うけど、み
んなと⼀緒に頑張ってみたいと思っています。試合に出るチャンスは⼀⽣に⼀回しかないかも知らんので、⼤切にし
たいと思います。

結果は別にそんなに気にせへん（⼤事なもんやけど）

負けてもいいじゃん（たぶん９８％負けると思う、、、、残りの勝つの１．９％は相⼿が調⼦が悪いかな、、、、）

でも、みんなといっしょに頑張った時間はいい思い出になるやん〜

最近（先週から、、、、もう間に合わん もうちょっと時間があったらいいのに、、、）は先⽣、先輩から新しいう
ち⽅をいっぱい教えてくれて、ありがとうございます︕

あした、あさっては⾼校⼊試だから、学校が休みなので、今⽇はなんか⾦曜⽇の気分だ〜今週⾦曜⽇が多いなぁ〜

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



１４．０３．１５晴れ

2014.03.15

最近 ⽇記をいっこも書いてない

ほんまに忙しくて、しんどい

昨⽇ みんなと初めて野球をした

今⽇ 初めてチーム内のゲームに参加した

明⽇ ⼤会

「負けてもいいけど諦めたらあかんでぇ」って友達が⾔った

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



卓球⼤会、部室１４．０３．１８⾬

2014.03.18

（ふー、昨⽇ 遅くまで頑張って、やっと中間研修の作⽂を書き終わった〜〜 ）

⽇曜⽇ 岩出市卓球⼤会に出た。⼈数が少なすぎて（⾼校は那⾼だけ）、ほとんど同じ学校同⼠で試合をした。

わたしの初めての試合 同級⽣のＮちゃんと試合をした︕

つぎは団体戦だ

わたしのおかげで、団体⼆位を取りました︕（私がいなかったら、⼀位を取れたかましれん ）

 

昨⽇ 部室に閉じ込められた、、、、、 先輩は私とＮちゃんが中にいるのを知らなくて、そとから鍵をしめちゃった︕

オイオイ〜〜私たちがまだここにいるよ︕︕︕︕︕︕

今⽇ 部活の後 友達とマグドに⾏った

Ｓ、Ｍ、Ｌサイズのポテトは全部１５０円だから、Ｌサイズのを選んだ〜〜〜（当然でしょう︕︕︕）

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



合格発表、⼊学説明会１４．０３．２０⾬

2014.03.20

昨⽇ 合格発表だった

⼆時間⽬の時に 合格発表を⾒に来ていた⼈のざわめき声が聞こえた。

 

今⽇ ⼊学説明会だった

体育の授業の時 席並べをした

初めて新⼊⽣を⾒て、めっちゃドキドキしたよ︕いよいよ先輩になる⽇が近づいて、緊張してる︕

各クラブが部員募集のプリントを作って、配ってた〜もらいたかったのに、、、、めっちゃ興奮した。友達に「うきおかしくなって
きた︕」「もともとおかしいやけど、、、、」って⾔われた︕

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



男⼦の後輩１４．０３．２１晴れ

2014.03.21

今⽇ 男⼦の後輩が⼀⼈⼊ってくれた

オレンジ⾊の練習を着て、ずっと⻄本君（たぶん同じ中学校だった）の後ろについて⾏ってた

男⼦なので、しゃべらんかった。でも、なんか知らんけど、緊張してた。

⽇曜⽇ 友達といっしょにたま駅⻑のところに⾏って、いちご狩りする予定だ︕楽しみ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



練習試合１４．０３．２２晴れ

2014.03.22

今⽇ 練習試合がだった。もともと休みだが、⾒学しに⾏った。

いい経験だった〜

午後 やくざ映画「⼟⻯の唄」を⾒に⾏った。おもしろいはおもしろいやけど、怖かった︕

昨⽇ 雹が降った︕びっくりした︕もうすぐ４⽉やでぇ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



14.03.23晴れ

2014.03.23

今⽇ 友達とドンキに⾏った。百均でお⼟産いっぱい買った︕

疲れた

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



打ち上げ１４．０３．２５晴れ

2014.03.25

昨⽇ 終業式だった

みんなと打ち上げに⾏った

友達から⼿紙をもらった︕最⾼の⼀⽇︕

詳しいのは後⽇︕（今魔⼥の宅急便を⾒ていますー〜〜 ）

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



「裕福」１４．０３．２７晴れ

2014.03.27

昨⽇ チーム内でゲームをした。初めて 勝った︕

明⽇ バレー部、ハンド部、卓球部 の友達といっしょに「裕福」という店に晩御飯を⾷べに⾏く〜〜（運動部⼥⼦会〜〜）

楽しみ楽しみ〜

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



14.03.30⾬

2014.03.30

２８⽇、４⼈で「裕福」という台湾料理屋さんで晩御飯を⾷べた

その前、友達の家に⾏った。（⼊らんかったやけど ）２⼈で周りで遊んだ〜めっちゃ楽しかった︕最⾼︕

今⽇ 友達と和歌⼭県のイオンに遊びに⾏った

最近ちょっと遊びすぎかなぁ〜春休み忙しいなぁ〜

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



14.04.02晴れ

2014.04.02

今⽇ 部活の後 ＴＢちゃんとスーパーに⾏って、デザートを買って、学校でお花⾒した〜

明⽇ 友達とお花⾒に⾏く予定で、明後⽇は鍋パー、七⽇は⼤阪、、、、

ああ〜宿題はまだやってない

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



お花⾒１４．０４．０３晴れ

2014.04.03

今⽇ 友達と１１⼈で神社にお花⾒に⾏った。⾏く時 沿線⽕災で電⾞が⽌まった。⼤変やった

写真部のＳＨちゃんといっぱいしゃべって、仲良くなって、楽しかった〜

写真もいっぱい撮ってもらった

かわいく撮ってもらった〜さすが写真部︕︕

ドッヂボール（ドチボール）、バドミントン、バレー、、、、、いっぱい運動した

ぶらんこ、シーソー、、、、、いっぱい遊んだ（⾼校⽣に⾒えへんかった、⼩学⽣みたいにぶらんこに乗って、楽しんでた〜）

ＺＢちゃんが朝からおにぎりを１升握り、、、、お疲れさん〜

晩御飯はＺＢちゃんの家でバーベキューをした〜ご飯の後 みんな 紙に名前を書いて、「名前の中国語の発⾳を教えて」って⾔っ
てた。新しい友達（ほかの学校の〜）もいっぱいできて、よかった〜

楽しかった

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



14.04.06⾬︖晴れ︖忘れたぁ〜

2014.04.06

４⽇ 先輩の家で鍋パーした。

５⽇ なっちゃんとホストのみんなといっしょにスシローにお寿司を⾷べに⾏った。その後 ⼆⼈でしまむら、ミレ
ニアに⾏って、いっぱい遊んだ。

今⽇ 茶道道具屋さんに⾏った。店のおじいちゃんがめっちゃ親切で、お安くしてくれた。また⾏きたい〜

明⽇ 部活をさぼって、⼤阪へしゅっぱーつ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



14.04.09晴れ

2014.04.09

最近 忙しい

７⽇の⽇

部活をさぼって、友達と難波に⾏ってきた〜

前の⽇ 同じ卓球部のＴＢちゃんに「うち遊びに⾏ってくるわぁーお前らサボらんと練習しとけっ︕（笑）」（冗談）ＬＩＮＥで送
った〜

七⽇のあさ 卓球部同級⽣全員（ＴＢちゃんとＮちゃん）にツムツム（ゲーム）ハートプレゼントを送った〜〜みんな ⼀⽣懸命練
習してる時 うち⼀⼈ゲームしてる〜

前に ⼀⼈でなんばに⾏ったことがあるから、案内しようと思って、友達に「俺についてこい」（うそうそ）って⾔ったんやけど、
やっぱり迷ってしまった

 

８⽇の⽇

クラス替え

昨⽇いろいろがあった。書きたいこといっぱいあって、後⽇に書こう

 

今⽇ ⼊学式やから、休み︕︕

部活のあと Ｎちゃんの家に⾏ってきた。めっちゃかわいいワンちゃんがおった︕︕Ｎちゃんの部屋でお弁当を⾷べて、その後 い
っしょにドンキーにいってきた〜

⾃転⾞で４５分かけて、ドンキーに⾏って、３７円のアイスを買った

３７円のくせに うまかった。

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



14.04.10晴れ

2014.04.10

今⽇ ⾝⻑、体重、座⾼、視⼒を測った。

体重はもう⾔いたくない

 

おもしろいのは座⾼︕

座⾼９１ｃｍ︕⾝⻑１７１センチの友達と同じ︕

私 あしどのぐらい短いんやぁ︕︕︕

⼤ショック︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記



14.04.13晴れ

2014.04.13

昨⽇ マレーシアから⼆⼈来て、

今⽇ シンガポールからも⼆⼈来た

毎⽇忙しーい

これは⽇本語で投稿されたものです

遅宇希さんの⽇記
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