
「⽇記を書いて」と⾔われたからー ーb

2014.09.03

無事に到着〜順調〜

ちょっと不安で、いろんな事を楽しみにしてる

先⽣たちも優しいし、友達もふえました〜

これは⽇本語で投稿されたものです

魏傲雪さんの⽇記



...

2014.09.26

え...⽇本で安定したと⾔えます

下宿するのは家庭の家族とても良いです

畳 ⾃分の部屋があります;家が多少古くなってまた（まだ）たまに⾍がいます

⼀社ごとにすべて⼀社のあたり習慣がありに感嘆します...多くいくつの⼭家の⼣⾷は空腹で8時(点)などの⼈まで(に)そろってまた⾷べます...今⾷事を始める状態を待っていま
す

おじいさんは1⼈の先⽣ です;⽇本の社会科を教えているのが家で⼤きい台所が料理のとてもおいしい 

でも
学校の同級⽣もとても親切に学期末試験みんなすべて⽐較的忙しい について1週間に着かないでがまだあります;各種は真剣に を学びます;

いっしょに⽇本の⼩さいパートナ達に来てすべて新しい同級⽣と――を遊びに⾏ったのを⾒ました...

ところが
私と同級⽣の間のインタラクティブは周囲⼈に数学問を解決してあるいは学期末試験の内容%n(%o%を下へ交流するように⼿伝っていますか︖p)%m

⼤きい⼿の前で時間は⽐較し不思議なもの――を⼿配します...期の粉が試験し終わって4⽇の初めのもとで1学期休みを試みます....⾷事を始めました~

魏傲雪さんの⽇記



...

2014.09.26

ふぅ...やっと⽇本での⽣活が落ち着いてきたよ

ホストファミリーの⽅々はみんなすごくいい⼈ばかり

⾃分だけの部屋もあって しかも畳なんだよ 唯⼀気になるといえばちょっと古い家だからたまに⾍が出ることくらいかな

しかしどの家にもその家だけの習慣ってあるんだなぁ...多⼏⼭家では晩御飯のときどんなにお腹が空いていても8時に家族全員が揃うまでいただきますが出来ないの...で、まさ
に今がそのおあずけ状態

おじいさんは学校の先⽣で 社会科を教えてるんだ。 家ではみんなのコックさん。 なにを作ってもすごく美味しいんだよ  

学校のクラスメイトたちもすごく優しくしてくれてる ただあと⼀週間⾜らずで期末試験なんだ みんなすごく忙しそうで 真剣に勉強してる 

いっしょに⽇本に来たみんなはもう学校の友達と遊びに出かけてるみたいなのに- -...

私とクラスメイトとのやり取りといえば数学の問題を⼀緒に解いてあげたり期末試験の内容について話し合ったり╮(╯▽╰)╭

⼤⼿前⾼の年間スケジュールの組み⽅ってすごく不思議でさ- -...期末試験が終わって4⽇間休みをおいてすぐにまた次の学期が始まるの....あっごはんだ~

魏傲雪さんの⽇記



私もこれから⼀週間の休みがあるよ....

2014.10.01

なんてね

明⽇からは⼀週間続く期末テストので、昼間から家に帰れる、休みと⾔っていいかな

⼀緒に⽇本にきた友達はみんな新しいクラスメートといっしょに遊んだりしてるのは羨ましいが

クラスメートと⼀緒に勉強を頑張るのもなかなかいい感じだよ

私には理系がすきで、数学とかが得意だ。もとの中国クラスではみんな馴染んでいて、私の席に来て、理系問題を聞く⼈がいたが、今のクラスでは、ほかの⼦はできない問題が
あっても私に聞こうとしない、それも当然だ。始めは勇気を出して、問題を討論してるクラスメートの中にずうずうしく割り込んで、周りの⼈はいま、できない問題を私に⾒せ
てくれるようになった。皆に迷惑をかけるだけではなく、ほかの⼈の為にに何かできるのは本当に嬉しいです。

試験は１０⽉８⽇で終了〜その後の１０⽉９⽇は神⼾に⾏って、校外授業（ほとんどは遊び）をします

校外授業は組で分けて⾏動する。みんなで８⼈か９⼈くらいの組を⾃由に決める、どの組も私を受け⼊れてくれないならどうしようと怖がってた、私に声をかけてくれた⼥の⼦
がいた

試験が終わったら友達とにぎやかなところに⾏って、いっぱい遊ぼう︕

PS.学⾷の件は本当にありがとうございました︕この前は毎⽇冷たいご飯で、消化ができなくて、漢⽅薬ものんでいました。みんなと教室でお弁当を⾷べるのも楽しいが、体は
なかなか慣れません 、こらから毎週⼆回⾷堂に⾏くと決めました。ご理解ありがとうございます︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです

魏傲雪さんの⽇記



考完试放假啦~~~

2014.10.10

期末テストやっと終わったな〜

成績はあんまりよくないと思うが...まあいいか〜

とにかく思いっきり遊んだ

昨⽇は⻑い念願の神⼾校外授業だった〜（授業はしなかったけど...

私たちの9⼈組はまず異⼈館に⾏ってみた 昔外国⼈が住んでいた所

そこでオランダ⼈とかオーストラリア⼈とかが住んでいたの屋敷がいくつあって、なかはその国の特徴があるインテリアや家具がいっぱい⼊っていて、その華やかなさに驚いた

その後、クラスメートは⼀回集まって、イスラム教の所に⾏った

もっとも楽しかったのはやはり南京町だな〜

みんな⼀緒で豚饅、⼩籠包、神⼾⽜コロッケ、シュークリーム、アイスクリームとかをいっぱい⾷べた

後プリコラ（こんな名前だっけ︖）もやった、なんかすごい写真をとる機械で、変わった写真を何枚も撮った

中国語の看板や即場で作った⾁まんはほーんとに久しぶり

ついでに甜⾯酱も買った、いつか京酱⾁丝を作ってホストファミリーのみんなに⾷べてもらおうとおもってる、この前のコーラーチキンウイーン（⽇本⼈が分かるように勝⼿に
決めた名前）と同じ⽢い料理で、⽇本⼈の⼝に合うかな〜

で、その後はクラスメート全員で神⼾のタワーに⾏った、正直あんまり印象に残っていないけど

最後はクラスメートに誘われてアニメイトに⾏った︕「⼀緒にいかない︖」って聞かれた時は本当に嬉しかった

さて...後は三⽇間の休みで、後期が始まるぞ〜︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです

魏傲雪さんの⽇記





ゆったりした⼀⽇やわ〜

2014.11.02

朝ずるずるして〜

まあ...⽇記に書けるようなネタが多いって⾔うか

⼗時ごろあーちゃんの作ったパンケーキや野菜などを⾷べて〜

⼗時半出発して〜

⼗⼀時半ごろ奈良に着いた〜

奈良の⿅はほ、ん、と、う、にすごい

かわいくて、⼈に馴染んでいる

駅から出て、⿅の姿はすぐに現れた

道路の両側では、よく⿅せんべいを売ってる⼈がみえる

⿅せんべいは⿅の⼤好物だ。みんなはそれを買って、⿅に⾷べてもらってる。

いーちゃんも私にしかせんべいを買ってくれた

すると、⿅はすぐに私の周りに集まってくる

せんべいをほしがってる⿅はめっっっちゃ怖い

せんべいをあげないと服を引っ張ったりして、

⿅は紙も⾷べてる。駅でもらった観光ツアーが書いてある紙も⿅にやられた

近くにたぶん観光に来た中国⼈の⼥の⼈がいた。⿅に囲まれて、怖くなって「诶我的妈呀︕」って⼤声で叫んだのを聞いた、懐かしい声だな

後は観光バスに乗って、幾つのお寺をみた

五時ごろ家に帰って、あーちゃんは私にお好み焼きの作り⽅を教えてくれた

⼀応作り⽅はわかったが、⾃分でできるかどうか分からないな

⼀⽇楽しかった

【⽼师翻译时帮我把照⽚正过来 谢谢- -】

これは⽇本語で投稿されたものです

魏傲雪さんの⽇記





.

2014.12.04

テスト前の⽇で⾵邪引いちゃった

が、⼆⽇間で治った

今⽇の国語やばかった

授業は好きだけど 暗記するところやらなかった╮(╯▽╰)╭

世界史もうどうしようもない╮(╯▽╰)╭

「ｶﾀｶﾅから来たｶﾀｶﾅ王はｶﾀｶﾅを征服し、ｶﾀｶﾅを占領して、⾸都をｶﾀｶﾅに変えた」

先⽣が必死で世界史を⾯⽩くしようとする気持ちはわかる....

世界史 ほんまイヤや

それに、最近社会科がみょうにおもしろいから暗記してみ

古典はもう間に合わないような気がする ⽣物も暗記

今回のテストは暗記暗記暗記ばっかりって感じ

テスト中だから、よく数学の問題を聞かれるのはうれしい

もう寝るわ 成績なんてどうでもいい

後はトルコ料理 宇宙の始まり 春ちゃんとワッフル

京都 冬休み クリスマス お正⽉~\(≧▽≦)/~

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

魏傲雪さんの⽇記



.......やはり⼀番気になってるのは傘か

2014.12.13

テストは先週で終わった

⼀昨⽇と昨⽇は集中セミナーだった

初めの⽇はトルコ料理に⾏った

道に迷って⼗分ほど遅刻したけど  調理実習楽しかった 教えてくださった先⽣の⼦供すごくかわいい

帰る途中で⼤好きな傘を地下鉄に落としちゃった 。⾊んなところに⾏って尋ねた...交通局にも電話をかけたが、ダメだった 。ビニールで透明な傘ならどこの百円ショップ
でも売ってるじゃないって⾔わんばかりに駅員さんはうんざりしてたようで。あれは初⾳ミクの限定の傘だ...⿊いミクとアジサイの柄がついてる、もうどこでも売っていない、
普通のかさじゃないんだ、拾った⼈どうか⼤切に使ってくださいあああ悲しい....

⾦曜⽇はとビッグバンの講座だった ⾯⽩かった

今⽇は午前中授業で、午後は⽇本橋とに⾏った。難波の落し物センターに傘を探しに⾏った

もう私の傘は帰ってっこない なんか無⼒な感じ...

その後ぶらぶらしてて まらしぃのCDやアニメのグッズを買った 、けどあの傘は売っていない

これは⽇本語で投稿されたものです

魏傲雪さんの⽇記



...えっ︖

2014.12.17

さっき⻑い⽇記を書いたが

なんかの間違いがあったので全部消えちゃった

しようがない、もう寝るわ

これは⽇本語で投稿されたものです

魏傲雪さんの⽇記



12.31

2014.12.31

今⽇は⼤晦⽇〜
晴れたら、⼗⼆時は⼤阪の⼀番有名なところに⾏って、鐘が鳴るのを聞きに⾏く
⾬だったら、近所のお寺に⾏く
⽇本では、⼤晦⽇の晩でおそばを⾷べることになってる、さっきめっちゃおいしい御そばをいただきました。
明⽇からブルガリアの⼈がお正⽉の体験に家に来る、数⽇間⼀緒に過ごす
５⽇からシンガポールの⼈が来る、いつまで居るか忘れた
ちょっとにぎやかになるから、楽しみだね
正直、冬休みは退屈すぎてる
宿題は⼭ほどあるが、やりたくないから⼀応暇だ...

 最近暇つぶしとしてフェルトとUVレジンをやってる
 ２⽇は京都に⾏く、イーちゃん、アーちゃんとブルガリア⼈と⼀緒に〜お昼は屋台で⾷べ歩きできるそうだ〜屋台⼤好きだから楽しみにしてる

これは⽇本語で投稿されたものです

魏傲雪さんの⽇記



..お正⽉

2015.01.03

12.31の住吉⼤社は順調に⾏けた〜

⼈多かった︕お賽銭投げたり、おみくじ引いたり⾯⽩かった

家に帰ったのは夜中の⼆時だった

期待してたお節料理は受け⼊れられない味が多かったので、ちょっと残念だったと思う

⾒た⽬は⾊鮮やかでキレイだったが、味はしょんぼり...どの料理も少しだけだったから我慢して⼝に⼊れたって感じ

かわりに神社に初詣⾏ってた時の屋台でおいしいものめっちゃ多かった、いっぱい⾷べた

２⽇はブルガリアからのリナさんとホストファミリーのみんなと⼀緒に京都に⾏った

まあまあ楽しかった...

お寺とお墓参りと⾷べ歩き...

屋台の内容は初詣の時とほぼ⼀緒

合わせて8⼈だった、別に⼈が多いのは嫌いじゃないが

⼊りたかったお店があってもみんなに待たせるのがイヤだったのでやめた

この前、京都⼤学に連れて⾏ってくれる約束をしたが忘れられたみたい

今⽇でリナさんとさよなら、彼⼥といろいろおしゃべりできて嬉しかった〜

これは⽇本語で投稿されたものです

魏傲雪さんの⽇記



2015.1.31

2015.01.31

午前は家で洗濯して、スーパーにおやつを買いに⾏って、だらだしてた

最近はチーズが好きになった

午後からは合気道の部活、前よりちょっとうまくなったらしい〜

「受けがうまい」って、先輩にもほめられた

⾃慢するところじゃない、ひょっとして先輩は「取りは下⼿だ」って⾔いたかったかも

まだまだだな〜頑張らなぎゃ〜四⽉は新しい⼀年⽣に⾒せるため演武がある

それに向かって杖と太⼑の練習をやってる〜

晩はあーちゃんとリキさんと⼀緒に東⼤阪市の市⺠会館んに⾏って、エジプトの⼈の話を伺いました。ピラミッドの秘密や、イスラム教の考えとか、本当に勉強になりました

晩ご飯の⾁じゃがもめっちゃ美味しかった

これは⽇本語で投稿されたものです

魏傲雪さんの⽇記



学校...

2015.02.02

今⽇は朝から持久⾛〜

前みたいにしんどくなかった...錯覚かもしれないが〜私も少し強くなったかな（笑）

今週の⾦曜⽇はマラソン⼤会だ〜

それが終わったら春ちゃんと⼀緒にパフェを⾷べるつもりで、パフェのこと考えてたから、少し楽になったかもしれない

ホームルームのときアチーブの成績が配られた...私はもらっていないけど べつにいいや〜

ユキの出席番号は41なので、テストのときはいつも40番の吉⾒くんの後ろに座ってる、前は席も近かったから、時々話したりする。彼は数学が苦⼿だが、暗記はめっちゃ得
意、体育も上⼿ 。あさってはカルタ⼤会、今⽇は彼に百⼈⼀⾸のやり⽅を教えてもらった 。吉⾒くんは次の期末で、順位が⼆桁になるに向かって頑張っている、私はもっ
と運動できるようになりたい。

「頑張ろう」って⾔葉は本当に不思議な⼒が宿っているな〜明⽇朝⼀限⽬から持久⾛だけど、前みたいに持久⾛の前の⽇の晩から憂鬱になったりはしていない、むしろ体⼒がど
れほどあがるか楽しみにしてる

担任の⾼畑先⽣に「最近は勉強より、部活と遊びのほうが⼤事にしてる」って⾔っちゃった 。怒られちゃうかと思ったが、「じゃ、部活頑張って」って先⽣はおっしゃっ
た、感動ｗｗｗ。前のスピーチ⼤会も先⽣に助けていただいた、先⽣ほんまありがとう︕

よっしゃー、⾃分を超えて、ちゃんと運動して、そして...いっぱい⾷べるぞ︕⽇本は美味しいものいっぱいあるだもん

これは⽇本語で投稿されたものです

魏傲雪さんの⽇記



2015.2.2〜

2015.02.02

明⽇は節分やで〜家で巻き寿司をするんだって

ユキは部活があって帰るのが遅いから、作るのを⼿伝うのはできないけど、みんなの作ったお寿司を楽しみにしてる︕

⼦供のときからクラフトとか⼿作りのが好きで、最近はフェルトに夢中になってる

確かに最初⽇本に来たときは⾊んなものが新鮮で⾯⽩いと思ってたが。しばらく経ったあと疲れたりホームシックになったり、頑固で積極的に⽇本の⽣活に慣れようとしなかっ
た、今は本当に残念なことだと思って、反省してる 。特にこんなに優しいホストファミリーの⼈たちに⼤変迷惑をかけてしまって、がっかりさせて傷ついて、⾃分が悪かっ
た。

あーちゃんにフェルトでマスコットみたいなものを作ってあげようと思った、そのマスコットは今⽇でいよいよ完成した 。私はセンスがないから、あーちゃんに気に⼊って
くれるかどうかドキドキしてたけど、あーちゃんは⼤変喜んでいるようで、よかった

晩は初めて中国にいる親と電話した、よかったと思う。前は⼼配させたくないから⾟いことも⾃分で我慢しようと思って⾃分を閉じこもってますます消極的になっちゃった。今
⽇の電話のおかげで、もっと反省できるようになって、落ち着いた。確かに浅⽥先⽣の⾔ったとおり、私はもっと⼈を頼ったほうがいいな。

ちなみに今⽇は前から「変だなー」って思ったことを納得した

お刺⾝は⽣のままで、焼いたり炒めたり味付けたりもいらないのに、値段はめっちゃ⾼い

今⽇いーちゃんに教えてもらった 〜お⿂の新鮮度を保つのも⼤事だし、上⼿に⾻をとってうまいお⾁だけ残すのもかなり難しいし、だからあんな値段になってる

「おぉ、なるほどー︕」って思った。

これは⽇本語で投稿されたものです

魏傲雪さんの⽇記



節分

2015.02.04

昨⽇は節分だった〜（けど⽇記を書く暇がなかった

美味しい恵⽅まきを⼀本全部いただきました

中にはかんびょう、椎茸、お⾖腐、卵...

決まった⽅向向かって、願い事を考えていた（笑）

タマちゃんとあーちゃんが時間かけて作ったんです

いーちゃんから⻤が描いてたパッケージに⼊れてる⾖とおやつをもらった、⾯⽩くて美味しい〜

みんなありがとう＆お疲れ様でした

今⽇は⾳楽と信念の発表、発表の準備してて朝からばたばたしてた

どれもチームワークの形で、みんなと⼀緒に相談するついでにふざけたり無関係なことをしゃべたりのが楽しかった

やらなぎゃあかんからイヤイヤな気持ちでやってたけど

おかげで終わったあとの喜びと達成感も味わった、やはり良かったと思う

明⽇はカルタ⼤会で、暗記が苦⼿な私もぼつぼつと頑張って覚えようとしてる

あさってはマラソン⼤会なう

終わったら体育はもう持久⾛じゃなくなって、球技とかに変わるから

みんなマ、ラ、ソ、ン、を、た、の、し、み、に、し、て、る、、、

 

これは⽇本語で投稿されたものです

魏傲雪さんの⽇記



やっと終わった︕

2015.02.06

マラソン、今⽇で最後やで︕

6キロ⾛れた、同じ合気道部の⽩原さんと⼀緒に⾛ってた、⼀緒に⾛る⼈がいてくれてなにより嬉しかった。

順位270/350のくせに なにこの達成感（笑）

⾛ったあとドリンクとチョコももらった

学校終わったのは⼀時半過ぎ、四⼈で⾷べに⾏った

「がっつり系か⼥⼦系︖」

「がっつり系ー︕」

もう おなかぺこぺこやん

で、実演してるおうどんやさんに惹かれちゃった

しばらく考えた後、もちてんぷら⼊りカレーうどんにした

ボリュームすごかった、満腹

⾷べた後みんな携帯の中の⾯⽩い変顔写真とかお互いに⾒せて 笑った笑った...

疲れていっぱい⾷べて、帰りの電⾞で眠かった

体育の先⽣が「帰ってからちゃんとお⾵呂はいとーきや、疲れが取れるから」って⾔ってたから

今夜はお⾵呂⼊ってみた〜あーちゃんに説明してもらった

体は温められた〜いい体験でした、⼊浴剤もいい⾹り

体験させてありがとうございます

じゃ、おやすみ

明⽇、⾼校⽣の発表会を聞きに⼤阪⼤学に⾏ってくる

これは⽇本語で投稿されたものです

魏傲雪さんの⽇記



.

2015.02.11

来週からテストやけどやる気でーへん（笑）

春休みどうやって遊ぶかばっかり考えて

バレンタインのお菓⼦について、今⽇あーちゃんとリキさんからアドバイスをもらった

チョコバナナみたいに、いろんなフルーツにチョコの⾐をかけるに決めた〜

ほかの⼥の⼦みたいに難しいおしゃれなお菓⼦をつくるのはできないけど、私なりで、こだわらなくていいんだ〜

別に失敗してもいいやん、フルーツもチョコもおいしいし 、なによりいい経験になるから

⼆年⽣になったらクラス替えがあるので、明⽇は⼀年六組最後のホームルーム...悲しいよ

で、みんなお菓⼦パーテイーをやるに決めた、今⽇お菓⼦三つ買ってきた、みんなのお菓⼦楽しみにしてる〜

そろそろテスト前の状態にはいらなぎゃ...来週の⾦曜⽇まで勉強せなぎゃあかんから、⾯⽩いことないと思う

また春休みで⽇記をいっぱい書くぞ

これは⽇本語で投稿されたものです

魏傲雪さんの⽇記



テスト終わった後のやりたい放題

2015.02.23

⾦曜⽇でテスト終わった

午後は友達と上本町にあるパフェに⾏った〜

その後ずっと上本町でぶらぶらしてた笑

お菓⼦屋さんとか ⽂房具のショップとか 百均とか

四時ぐらいでデパートでぐるぐる回るのは終わったが まだ帰りたくない状態やった

上本町と⽇本橋と⼼斎橋が近い...だそうで

「じゃ、そっち向いて歩こう」って思ってた

⽇本橋に⾏く途中で古本屋さんに惹かれて、⼀時間以上そこで⽌まってた

出た時はもう完全に暗くなったので、そのまま帰った

 

これは⽇本語で投稿されたものです

魏傲雪さんの⽇記



遅くなった春節

2015.02.24

⼀昨⽇は友達三⼈で神⼾に⾏った

まずは北野⼯房でろうそくの⼿作り体験をやった︕

⼤体の流れは まず形を選んで、好きなパーツとか砂とかを⼊れて、位置を整えた後で蝋を注ぐ。中に字が書いてるガラスや⾙を⼊れることができるから、⾃分の名前や⽇付以
外、友達の名前が書いてあるガラスのタマも⼊れた

ラッピングして、めっちゃ丁寧に持って帰った、⼀⽣の宝物だ

⾃分たちでこんなキレイなものが作れるなんて、達成感もすごかった

南京町は2⽉20.21.22は春節祭りがあった

太極拳や京劇の出し物もやっていたが、⼈が多すぎてよく⾒えなかったけど、懐かしい雰囲気が感じられるので、めっちゃ感動した

南京町は中国の⾷べ物もいっぱい売っていた︕

梅⽥に帰って、「コスプリ」やった

「コスプリ」はコスプレイとプリクラのコンビネーション

コスプレイの服を着て、プリクラを取ること〜

不思議な感じだった ︕

「こんなものもあるか」って思った

ちなみに晩ご飯は餃⼦だった︕都合以外、ホストファミリーの⽅たちは春節餃⼦⾷べなかった私に気遣ってくれた部分もある

正直に 前春節の時こっちはテスト中だったからホンマに⾟かった

21⽇は春節になった、みんなの愛で空しさは消えて、⼼が満たされた

こうして私を⽀えてくれた⼈たち、本当にありがとうございました

 

BB
これは⽇本語で投稿されたものです

魏傲雪さんの⽇記





イルミネーション＆ヒラパー

2015.03.01

26⽇の夜でリキくんと⼤阪城イルミネーションに⾏ってきた︕

⼊り⼝から⻑い⻑いイルミネーションのトンネル

⾳楽に合わせて光ってた噴⽔

⼀番印象に残ったのはやはり⼤阪城をスクリーンにした3Dマッピング

⼤阪城が動いてるように⾒えた︕インパクトすごかった︕︕︕

屋台で、⾟いラーメンが売っていた

超⾟って看板に惹かれて、⾷べてみた

これは....久しぶりの旨⾟︕︕︕

うふふ、⾟さに失望だけど、美味しさに満⾜

次の⽇は合気道部のしいなちゃんとちーさんと彼⼥の彼⽒ 四⼈でヒラパー⾏った

⼀⽇のスリーパスだったので 会館から閉館まで思う存分遊んでいた

スリル系のアトラクションは怖いより⾯⽩かったした︕思いっきり叫んだり、びっしょ濡れになったり、ストレス解消できた

宝探しで成功して、クリアファイルももらった笑

不思議堂っていう⾯⽩い科学現象を集めたアトラクションがあって、そこでめっちゃ真剣に考えた。。。上に上る⽔とか、動いてるように⾒える雲の画像とか

あとヒラパー限定のピピンの顔の形にしたワッフルい⾷べた〜〜

思えば観覧⾞は前よくドラマの中で⾒るけど、ただゆっくりと上まで上ってから下へ⾏くだけだから、乗ろうとしなかった

今回で初めて確実に乗るのははじめてかな 案外と気持ちよかったな〜そこで⾊々話してた

ちーさんと彼⽒がラブラブしてるシーンもめっちゃかわいかった〜おほほ

登校禁⽌は今⽇まで 明⽇からは学校と部活あるな

春休み中で、あーちゃんは近所の幼稚園の園⻑先⽣とは知り合いなので

私はボランテイアとして近所の幼稚園に⾏くチャンスに恵まれた

正式に⾏くのは３⽉６⽇から〜ボランテイアと⾔っても、経験値ほぼゼロだから何もできないと思うけどな

だからこそ、頑張ってなにかできるようになる

どんな⼦にあえるかな〜楽しみしてる笑

これは⽇本語で投稿されたものです

魏傲雪さんの⽇記



パーティーなう

2015.03.03

リキくん昨⽇の⾶⾏機で出発 今もう無事到着でした〜

おとといはリキくんの歓送＆タマちゃんの誕⽣⽇で

晩ご飯のとき⼀緒に祝った

⼿巻き寿司+タマちゃん作ったから揚げ+ケーキ︕︕︕

みんなめっちゃうまい

おなかがいっぱいと思った時なんとショートケーキ登場 やはりお菓⼦は別ばらか笑

⾷べた後は話が弾んでて、めっちゃしゃべってた

ゆうこちゃんも⾼安に帰るから これから晩ご飯の⼈数も減っちゃうか...考えると寂しいな

ゆうこちゃんとも時々会えるし、リキくんはまた四⽉旅⾏しに⽇本に来るって⾔ってたし〜

みんな頑張って いつかまた会える〜

今⽇はおひな祭りでした〜

家では桃の花や、紙の飾りが飾られていて、晩ご飯はは散らし寿司とうぐいすもちでした〜

あーちゃんはうぐいすもちの原材料を少し残して、明⽇作り⽅教えてくれるって⾔ってくれた

本当に楽しみやわ

これは⽇本語で投稿されたものです

魏傲雪さんの⽇記



幼稚園に⾏ってきた︕

2015.03.11

昨⽇は⼀⽇ロリコンになった

⼦供たちかわええ

まずは⾃由遊びだった

積み⽊で好きな形を作ったり、絵を描いたりしてた

最初は何をすればいいか分からなかったらどうしようと思って、不安だったけど

逆に園児たちみんな呼んでくれて忙しかった笑「ユキ先⽣これ⾒て〜」「ユキ先⽣⼿紙あげる」とか

ちなみに⼿紙の内容は「また⼀緒に遊ぼう」と私の似顔絵だった

あとは歌の授業で、みんな元気いっぱいで楽しかった︕

めっちゃタイプな⼦⼀⼈おった︕静かでちょっと⼈⾒知りかな...連れて帰りたいぐらいかわいい

ちいちゃい⼦と付き合う⽅法こっと分かったような気がする..

春休み中あと四回⾏く予定で みんなまた⼀緒に遊ぼうね〜

明⽇はあーしゃんと枚岡に梅とか⾒に⾏く︕楽しみにしてる〜〜〜〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです

魏傲雪さんの⽇記



⽯切＆枚岡⾏ってきた〜︕

2015.03.13

昨⽇はあーちゃんと東⼤阪市内でちょっと観光をした

まずは枚岡の神社で梅の花を⾒た〜

まだ満開ではなかった、蕾があるからいっそうかわいく⾒えた

枚岡神社は⼤きい神社で、梅以外も⽊とか⽔とかいろいろあって 緑が多かった

⾃然と触れ合ってめっちゃ気持ちよかった

次は⽯切で降りた〜

⻑い⻑い参道でぶらぶらしてた笑

⼩さくてかわいいお店が道路の両側でいっぱい並んでいた

お漬物やとか、雑貨やとか、和菓⼦やとか...

お昼は中華料理のお店で定⾷をいただいた〜

久しぶりにシュウマイたべた︕感動ｗ

味は本当に中国で⾷べた料理と似てる

なるほど、⽇本⼈にとっての中華料理はこんな感じか〜って思った

途中であーちゃんから東⼤阪の歴史とかも教えてもらった〜

あーちゃんは東⼤阪のこととかめっちゃ詳しい それに区域のために働いて、いろんなことを⼿伝ってはる

この前も⼩学⽣たちに東⼤阪の歴史を知らせるためにカルタを作っていた すごいと思う

住んでるとろや学校とちょっと違うようなところに来て楽しかった︕︕

ゆったりした雰囲気で〜落ち着かせる

あーちゃんありがとう＆お疲れ様でした︕（きっと草臥れたでしょう

今⽇はまた幼稚園にお邪魔した

三歳の⼦たちと⼀緒に遊んでた 前⾏ったクラスより少し年下で、話が通じないのは確実に感じれた笑笑

何回も私の⼿を握ってくれて放さない⼦が⼀⼈おった

⼀回放してもすぐに私を⾒つけて ぎゅっと⼿を握る しつこい⼦やなー

でも本当は頼られて嬉しかった

 

これは⽇本語で投稿されたものです

魏傲雪さんの⽇記



ユニバ〜

2015.03.21

3⽉15⽇は⼭⽥市⺠体育館 · 洗⼼館で合気道部の演武⼤会だった︕

⼤⼿前の合気道部も賞を三つもらった︕

私は出なかったけど、ずっと⼼で応援してた笑

合気道は⾯⽩いけど、はやってるとは⾔えない

私も中国にいたとき、全然聴いたことなかった もっと⼈に知ってほしいなー

杖と太⼑が今⽇届いたって先⽣から知らせてくださった︕

思うだけでカッコウいい 今は登校禁⽌で部活ないけど ⼀刻も早く 部活やりたい ︕︕

で、17⽇は 念願のユニバ

部活で知り合った⼋尾（読み⽅ははちぴ笑）とみずきと⼀緒に⾏った〜

朝の鶴橋で来るわけないユニバに⾏くJRをずっと待ってたせいで、遅刻しちゃった

「ユニバ⽅⾯」って書いてたけど、、、実は⻄九条で乗り換えなければならない泣

⼆⼈がガイドになって、めっちゃわがまま聞いてくれて、ほんまにありがとう

おかげで⾏きたいアトラクション全部⾏けた︕並んでた時間でゲームやったのも楽しかった めちゃくちゃ笑った︕︕

ユニバほんまにやばい すごかった︕

⼤好きなアニメの進撃の巨⼈のゾンで、15メートルの巨⼈もあった リアル感さいこー

開館から閉館までがちで遊んだ︕みんなお疲れー

明⽇ ⽇本橋でなんかアニメのイベントあるらしい〜

28はタマちゃんとパンを作る

29⽇クラスメートのはみかちゃんおうちに⾏って遊ぶ予定で〜す

楽しみやな〜

写真は許可もらってる

 

魏傲雪さんの⽇記



 

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです



新⼊⽣たち合気道部に来てヾ(*・ω・)ノ゜

2015.03.24

昨⽇はイーちゃんの誕⽣⽇＆りょうたくん合格を祝うため、晩ご飯はパエリヤだった

パエリアはあーちゃんとまりこさん（りょうたくんのお⺟さん）が時間をかけて作ってくれはった

調味料を⼊れるとき間違えがあったらしいけど、全然違和感なくて、むしろそれもそれで美味しかった笑

あとのケーキも美味しかった〜

りょうたくんがいい⼤学に合格できて、本当に良かった

お⼆⼈とも、おめでとうございます

今⽇は⼤⼿前の合格発表会で、各クラブは新⼊⽣たちが通るところでアピールしてた

うちの場合は「おめでとうございまーす」「合気道部でーす」とか⼤きな声で⾔い続けた

もうすぐ先輩になると思うと、うきうきするよね〜（まだ技とかあんまりできないけど...

四⽉三⽇は新⼊⽣オリエンテーションで、合気道部は組み杖と⼨劇

⼨劇の内容はだいたい、お姫様が合気道を使って、誘拐犯を倒す流れ〜

ちなみに私も⼨劇に出る笑笑 合気道のできるお姫様の⼒強さを表すため 最初誘拐犯に打たれて即死したボデイガードの⼀⼈でござる

カッコウ悪くて、打たれて死んだ振りをするだけだけど、クラブのために何かできるのはやはり嬉しい〜

演技あんまりないから、映画のシーンでも⾒て、頑張って練習するぞ︕

三⽉の28か29で合気道部は⼤阪城でお花⾒するんだって、めっちゃ楽しみにしてる〜〜〜

でもタマちゃんとパンを作るのと、友達の家にお邪魔するのと

どれか⼀つは予定がかぶっちゃうな

これは⽇本語で投稿されたものです

魏傲雪さんの⽇記



合気道部で桜⾒〜

2015.03.28

⼤阪城で桜みした〜桜は半分しか咲いてなかったな笑

みんなでお弁当⾷べたり、しゃべったり ゆっくりした⼀⽇やった〜

最初はbingoゲームやってた

賞品としてピンク⾊のぷにゃんぷにゃんのボールもらった

これは最後にビンゴした⼈への変わった賞品なう笑 ほかの⼈はほとんどお菓⼦とか

それを使ってドッジボールやってた

あとは達磨さんが転んだ ⼈狼ゲームとかもやってた

だるまさんがころんだやってたとき みんなのポーズめちゃくちゃ⾯⽩かった︕

友達の⼿料理も⾷べた 三⾊団⼦＆卵焼きうまっっっ︕

先輩が作ってくれはったベビーカステラも⾷べた

わさびたっぷり⼊りの「当たり」が⼆つあったけど、私は無事やった

桜⾒るのは始めてやんな、桜の⽊下で空を⾒て、寝転がって、起きたらおしゃべりしたり、お団⼦たべたり...

本当に気持ちよかった〜

明⽇はみかちゃんのお家に遊びに⾏く︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

魏傲雪さんの⽇記



春の気配〜

2015.04.04

いーちゃんとあーちゃんが天王寺の動物園に連れて⾏ってくれた

動物たちめっちゃかわいい︕︕︕

蛇の種類多かったので⼤満⾜なう

⽿の⻑い⽺がいるなんて初めて知った

⼀匹の⽺が近くにいたので、軽く撫で撫でしてあげた 〜ふわふわ〜

⿃たちは籠の中で閉じ込められるではなく、⼤勢の⿃たちが広いゾンの中で⽣き⽣きしてたのが本当に良かったと思う

桜の花も咲いてたし

⾃然の中でリラックスした

天気が前の⽇より急に暑くなった  売店のアイスクリームみんな売り切れになるほど暑かった

⾊んな動物のところ 全部⼀遍まわった︕

楽しかった、わざわざ連れて⾏ってくれてありがとうございました︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです

魏傲雪さんの⽇記



春休み終わった クラス替えした

2015.04.09

春休みの最後で、クラスメートのみかちゃんのお家にお邪魔した

みかちゃんは四⼈家族で

おばさんとおじさんはめっちゃ優しい⼈で、料理もうまかった〜

弟さんはちょっと⼈⾒知りみたいで、あんまり話しかけなかったけどかわいかった笑笑

その後⼆⼈で⼤阪歴史博物館＆梅⽥⾏った〜

梅⽥のゲーセンでお菓⼦のUFOキャッチャー⼆回やってみた

私はめっちゃ下⼿で、飴⼀つしか取れなかった 、みかちゃんは百円で百なんぼの明治チョコ取れた︕

四⽉三⽇で串家物語でクラスの打ち上げやった

串かつの⾷べ放題で、こっち三⼈でソフトクリームやゼリーやシュウークリームとか除いて、串カツだけで142本⾷べた

後⼥⼦全員でプリクラ撮った ⼈多すぎて⼊るのが難しかったんで、⾯⽩かった

六組の皆さん本当にお世話になりました ありがとうございました︕

今⽇は新しいクラスの⼥⼦に話しかけてみた 気が合うような⼈めっちゃ多かった...錯覚じゃないといいな

コーラス⼤会の係員を勤めさせていただいた（⼀⼈必ず⼀役と⾔う前提があるので...）

冬はなかったが、明⽇から合気道部7︓30から朝練なう

5︓40で頑張って起きる︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

魏傲雪さんの⽇記





落ち着く感じがいい〜

2015.04.20

昨⽇はゆったり家ですごした〜提出物あんまりないから したい勉強して 午後はぶらぶらと散歩に⾏ったぐらいだった〜

晩はピアノも弾けたので〜リラックスリラックス 〜

新しいクラスでどんどんみんなと知り合うようになった〜

何でも話せる友達できた、、、らしいっす笑

平和で落ち着く〜

これは⽇本語で投稿されたものです

魏傲雪さんの⽇記



コーラス練習始まった︕

2015.04.28

今⽇で初めてコーラス⼤会の練習をした

みんな部活終わったあと⼤阪城で集まって、⼀時間ぐらい練習してた〜

本番は五⽉20⽇ぐらいで、その前は学校のある⽇は毎⽇⼀時間ぐらい練習する

楽じゃないけど楽しいです〜

喉はちょっとしんどいけど みんなと⼀緒に⼤きな声で歌ってた

四組は投票で「証」と⾔う歌に決めた

コーラス係だけど、歌下⼿で、何をすればいいかあんまり分からなくて、頑張ってみんなの為にできることを探していこうと思ってる

明⽇友達と天王寺⾏って遊ぶ

合気道部新⼊⽣18⼈ぐらい来てる、めっちゃ嬉しい

ユキ先輩って呼ばれて感動した︕しっかりしないとな 〜

五⽉⼀⽇は京都で遠⾜〜⼗⽇は新⼊⽣歓迎会〜

31アイスが最近31％オフのセールやってるから みかちゃんを誘ってみた 多分来週いける〜美味しいもの⾷べながらおしゃべりするのが好き〜

梅⽥でやってるコナンのカフェも気になるし ⾷べ物注⽂したらオリジナルグッズがもらえるらしい （⾷べ物の味よりグッズがほしい

これは⽇本語で投稿されたものです

魏傲雪さんの⽇記



⼿作り楽しい

2015.04.28

先週の⼟曜⽇、合気道部で春⽇丘⾼校⾏って、甲野先⽣のお話を伺いました

ほんまにすごい先⽣だった

かなり年とっていらっしゃるけど、⼒の強い運動部の男⼦⾼校⽣でも全然相⼿にならない

運動神経がなくて、⼒がない⼈でも武道ができるって、先⽣はおっしゃてた

合気道は⼒で勝負するのではなく、体を使って相⼿を崩させ、相⼿の⼒を⾃分のものにするのが重要だといわれてる

帰るときおなか空いてて、友達と駅でそばを⾷べた

ちょうど六⼈⼀緒だったで、六つセットが少し安くなるシュークリームをかった

分けわけで⾷べて、安い値段で三種類のシュークリーム⾷べた  幸せやな〜

梅⽥で乗り換えてたときTOKYUHANDSでミール⽫買った

五⽉六⽇は春ちゃんの誕⽣⽇で、UVレジン使ってプレゼント作ろうと思ってる

デザインはまだ考え中...アルファベットで名前の「haruka」をに⼊れよう〜

UVレジンは作るときちょっとでも油断すると⼩さな泡が残ってしまう

失敗するとやり直すしかない

半年ぐらいやってたから、成功率ちょっと上がったけど、できるかどうか分からない╮(╯_╰)╭

⼤体こんな感じで、前作ったもの（⼆枚⽬は泡が⼊った失敗作）＆今回い買ったパーツ  

魏傲雪さんの⽇記



ちなみに⽺の形にしようかランプの形にしようか迷ってる

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです



校外授業

2015.05.10

ゴールデンウイーク遊びまわった〜︕

五⽉⼀⽇は校外授業（遠⾜）で、京都に⾏った

各班⾃分で計画⽴てて、テーマを決める感じで、私たちの班は⼋坂神社、清⽔寺、地主神社⾏ったきた

途中で着物着てる⼈も沢⼭⾒かけた

地主神社は縁結ぶにかかわるところで

そこで、⼆つの⽯が五メートルぐらい離れてるところにあって

⽬を閉じたままで、⼀つの⽯から出発して、もう⼀つの⽯のところにたどり着いたらなんか恋にかかわるいいことがあるらしい

⼥⼦三⼈試してみた〜私だけが成功した（どやっ

うそです、⻑⽅形の⽯で作った地⾯がでこぼこしてたので、⾜の感触で⾏けた

ほかの⼆⼈はハイヒール履いてたのでそれができなかった

胎内めぐりもやってみた︕思いのほか暗かったのでドキドキで⾯⽩かった

栗とかぼちゃ味のソフトクリーム⾷べてみた ⼋橋の試⾷もめっちゃ⾷べた

その後李さんと⼆時間ぐらい⼀緒にすごした〜

忍者というスイーツバイキング⾏ってみた 店員さんみんな忍者の格好で、⾔葉遣いも普通話してるのとちょっと違った

おなかパンパンなう

⾊々話して何より嬉しかった〜

456はホストファミリーと満喫してた〜詳しくはまた書くわ〜

今から新⼊⽣歓迎会⾏ってくる〜友達と天満橋から京橋まで歩く︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

魏傲雪さんの⽇記



5.14

2015.05.14

GWの後の⽇で、ホストファミリーのみんながあちこち連れて⾏ってくれた ︕

３⽇間の近畿パス使って〜

最初はいーちゃんと姫路城⾏った〜イーちゃんがお城について⾊々紹介してくれはった

観光客が多かったので、お城の中は⼊らずに、外で演武と獅⼦舞⾒てた

演武は近代武術で、合気道ととても似てて、はんまに惹かれた

次の⽇は和歌⼭の加太と⾔う、海に近いところ⾏った〜

砂浜できれいな⽯や⼩さな⾙殻を拾った

また次の⽇は

周おじちゃんとタマちゃんと⼀緒に琵琶湖＆ひえ⼭⾏った〜

観覧⾞で⼭頂まで⾏って、眺めた琵琶湖めっちゃキレイだった

みんなほんまにありがとう〜お疲れ様でしたー︕

最近はコーラス練と部活でめちゃくちゃ忙しい

六⽉の昇級試験で合気道の五級（⼀番低いレベルだけど...）合格したい︕

かっこいい袴憧れてる

これは⽇本語で投稿されたものです

魏傲雪さんの⽇記
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