
1.26

2015.01.26

今⽇は初めての⽇記です︕留学もう半分過ごしたけど，ずっと書かなくて本当にすみませんでした。今⽇は中間研修終わった後で初めての授業。後半年、これから頑張りましょ
う︕中間研修のことは今書いていますが，発表するかな…また分からない~それからたぶん毎⽇⽇記書くけど，発表するかな知らないです。今⽇，朝学校に⾏く時，友達と中間
研修についてしゃベた，いい初めと思う~友達と笑って挨拶して，みんなも関⼼してくれた，うれしい︕⾬だから，体育授業もう体育館で⾛った，部活動の外練もなくなった。
初めて⾬降ってもいいことと思う~放学後栗⼭さんと⼀緒に本屋さんに⾏って，漫画を⾒た。栗⼭さんは同じグルプの⼦じゃないけど，⼀番いい友達と思う。でも，グルプの関
係から，ちっとう⾯倒くさい。とりあえず楽しい⼀⽇です︕明⽇も頑張ってください︕
これは⽇本語で投稿されたものです

李婧さんの⽇記



1.27

2015.01.27

今⽇⼀番楽しいことは今⽇から⼆年⽣のバスの時間にバスを乗ることができること︕⽇本の上下関係厳しくて，例えば⼀年⽣⼆年⽣三年⽣のバスの時間がぜんぜん違って⼀年⽣
は⼀年⽣のバスがなったら，歩くしか⾏きません。学校に⾏く途中，お菓⼦について喋った。⾃分の悩みがみんなと⾔って，みんな⼀緒に討論してもいい会話と発⾒した︕今⽇
のお弁当はパン~すごくおいしかった︕でも︕⽔筒が転んでしまった…てんてん，まおとさえはティッシュをかってくれて，トイレのティッシュも使った…⼀番感動なことはみ
んなも⼿伝ってくれて，普通あまり話さない⼭本君も⼀緒に掃除した。午後の授業すごく眠かったけど，ちゃんと我慢して聞いた~放学後 ，前休んだテストを受けて、楽しくて
疲れた⼀⽇間終わり︕今、電⾞の駅にこの⽇記を書いている，すごく寒い︕明⽇も頑張ってね︕
これは⽇本語で投稿されたものです

李婧さんの⽇記
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2015.01.28

今⽇は寒くて，雪を降ったね~昨⽇，学校から携帯禁⽌についてプリントをもらってから，今⽇⼀⽇間学校で携帯を使わなかった。それから，今も⼗時ぐらい，あたたかい布団
で⽇記を書いている。でも，みんなも学校で普通に携帯を使っている…今⽇の体育授業はたぶんマラソン⼤会前に最後の練習…マラソン⼤会ちょっと緊張かなー初めてそんな⻑
い距離⾛るから，本当に時間で終わるかなー⾃信持っていない…まぁー参加したらいい初めと思う︕前いろいろな原因で休みしたから，今の授業はちょっと分からない~またで
きない宿題もたくさんある︙今からちゃんと頑張って勉強するかなーもうまた⼀ヶ⽉ぐらい三学期の期末テストから~放学後も栗⼭さんと⼀緒に本屋さんに⾏った…いい本屋さ
んとあるかわいい店を発⾒した︕超うれしい︕︕今⽇のことたぶんこれだけと思う…中間研修の後⾃分もすごく反省して，元気に直して、今いろいろなことについて頑張ってい
ます︕基⾦の先⽣たち、ほかの三⼗⼈の友達，いろいろなことを教えてくれて本当にありがとうございます︕みんなも頑張ってね︕バイバイ~
これは⽇本語で投稿されたものです

李婧さんの⽇記



昨⽇今⽇明⽇、過去現在未来

2015.01.28

今⽇は⼤阪を離れてから三⽇⽬。世間的には今⽇は⽔曜⽇もしくは１⽉２８⽇、っていうんだろうね。でも⾃分はこんな⾔い⽅で今回の⼤阪での中間研修の⾃分にとっての重⼤
な意義を表したい。これまではいろいろな理由でずっと⼼連⼼のサイトには来なかったけど、それって、今思うとすごくもったいなかったな。だからこれからは特に何もなけれ
ば、毎⽇、⽇本語の⽇記を投稿しようと思う。学校での⾯⽩かったことやこれはいいなって思う⽇本のマメ知識なんかを伝えていきたい。今はこんなことここで⾔っちゃって、
ダイジョウブかなって⼼配もあるけれど。。へへ、⾃分への宿題だね。⼤阪での研修のことはまだ書いている途中。たった5⽇間のことなのに、簡単にはまとめられないよ。短
かった5⽇間がこの半年で⼀番楽しい時間だった。思いがけなかったようなこともいっぱいあったし。前半の半年は、無駄に過ごしてしまったって思いが拭えない。毎⽇ぼうっ
と過ごして、学校にも⾏きたくなかったし、学校のみんなにも会いたくなかったし、そして、そして。。⽇本に来たばかりの時の新鮮な感じや当初の⽬標なんてとっくに忘れち
ゃっていた。毎⽇⾃分が何をしているのか、何をしなくちゃいけないのか、どうしてこうなっちゃったのかもわからなくて。。それに⼀瞬、こんなことを考えたことも。もし私
が⽇本に来ていなかったら、もし中国の友⼈たちと⼀緒に⾼校1年⽣になっていたら、もし。。でも現実にはこんなに多くの「もし」は存在しない。現実は現実。それはあなた
が笑っている時は、⼝もとがきゅっとあがっていることを感じさせ、あなたが泣いているときは涙が滑り落ちるつらさを実感させる。でも私は幸せだ。だって現実は私に対して
そこまでひどいことはして来ていないから。中間研修のおかげで、あらためて⾃分が⼼連⼼に参加できて、⽇本に来れたことはすごくラッキーなことだったんだって気が付け
た。私は今兵庫県⽴宝塚⾼校にいて、そこの１年１組に在籍し、そのクラスの李婧という名前の中国⼈留学⽣だ。でも⾒⽅を変えて、気持ちを変えて、考え⽅を変えてみよう。
今の⾃分にはまだ遠⼤な⽬標は何もないけれど、⽇本での残された⼀⽇⼀⽇の時間を充実して楽しく過ごしたい。未来、夢、これらの⾔葉は遥か遠くに感じる。それに留学⽣活
はもう５ヶ⽉しか残されていない。今からでもクラスメートたちと友達になれるのか、中国に帰るとき、みんなが私との別れを悲しんでくれるのか、⼗年⼆⼗年後、みんながか
つて⾼校⼀年⽣の時クラスに李婧という名前の留学⽣がいたことを覚えていてくれるのか、わからない。そう、今まではこんなことが気持ちの上ですごくひっかかっていた。で
も今は、ただシンプルに良い⼀⽇を過ごせるようにと願うだけ。学校の友達と話すときには⾃分が⾔いたいことをまとめて、礼儀正しくみんなにせっすればいい。⾃分ができる
ことをがんばってする。。もしかしたら明⽇の朝、クラスメートが私の席の横を通り過ぎながらあいさつをしてくれるかも知れない。もしかしたら明⽇、授業の休み時間にみん
なと楽しくおしゃべりできるかもしれない。もしかしたら明⽇、お弁当には私の⼤好物ばかりがぎっしりつまっているかもしれない。誰も明⽇、何が起きるかなんてわからな
い。だから私たち誰もが過ぎ去った昨⽇を反省し、今⽇の今を⽣きるだけ。そしてきっといいことが起こると信じ明⽇への期待をいだく。おやすみなさい。いい夢を。夢は明⽇
の笑顔でありますように。

李婧さんの⽇記



1.29

2015.01.29

今⽇は本当にさいやくだ︕明⽇たぶん⾬降るから，マラソン⼤会延期~今⽇の体育授業は五週⾛った︕マラソン⼤会は来週⽕曜⽇になって、来週⽉曜⽇の体育授業たぶん五週⾛
るがある…⽊曜⽇からなな時間⽬があって、福⼭先⽣は⼆年⽣についてみんなと発表した，すごく素晴らしいけど，実は学⽣⾃分勉強したくなくて，先⽣なんでも⾔っても無理
わー今⽇さしぶりなバトミントン部に⾏った。前ずっといろいろなことがあって，1週間ぐらい休みした。今⽇はっきりできない感じがあった…これからちゃんと頑張って練習
すると思う︕4⽉新⼊⽣がいたから~今駅にこの⽇記を書いている~寒︕︕はい、今⽇の⽇記はここまで、バイバイ~
これは⽇本語で投稿されたものです

李婧さんの⽇記



1.29―2.4週記

2015.02.05

毎⽇⽇記を書くぞって⾔ったけど、現実はムリでした〜29⽇から今までまったく⽇記を更新しなくて本当にごめんなさい︕この⽇記でこの七⽇間、どうすごしていたのか⼤雑
把に書くね。28⽇はふたつも「男前」⼥⼦的なことをしちゃったんだ︕まずひとつめは、お昼のお弁当の時間、⼭中さんの体育着に⼀匹の⾍がとまったの。⼥⼦はみんなお弁
当箱を抱えて逃げちゃったけど、私だけは淡々と箸を置いてその体育着をつかんで窓まで持って⾏き、⾍を払い落として、ハイって中⼭さんへ返した。この男前な⾏動に⼥⼦の
みんなからは賞賛の眼差しが︕もうひとつはちょっとダメっぽいコト…茶道部に⾏く途中、事務室のそばの階段を通った時、上履きがすべってちょっと転んでしまった。そして
起き上がったとたん、肩がけカバンの重さに引っ張られてまたおもいっきり転げ落ちてしまい…そばにいたコ達はしぬほどビックリしてダイジョウブ︖保健室に⾏く︖って聞い
てきた。お尻をはたきながら起き上がって⼤丈夫だよ、さあ⾏こうって笑いながら答えた。その時私のそばにいたコはゼッタイにすごく驚いていたはずだよ。スカートを履いて
あんな姿勢で転げ落ちるなんて、⾃分で考えてもぞっとしちゃう。だって転んだあと膝が今でも紫のアザになっちゃってる…2930⽇は普通に授業をうけていたと思う。なにか
特にあったかもうよく覚えていないし〜でも3⽇に予定されていたマラソン⼤会は⾬で2⽉2⽇に延期。31⽇の⼟曜⽇は、バドミントン部の⻄校との試合︕当⽇はパートナーが来
なかったので、フリーで試合に。その⽇の成績はなかなか良かったと思う。４ゲームで3勝1敗。でもほかの部員の⼈たちと⽐べて⾃分がまだまだ新⼈だから、試合がデッドヒ
ートしてくると⼿に汗をかきっぱなし︕まだまだ練習が必要だ︕1⽇は部活を休んで、家で⼀⽇爆睡…2⽇はいつもどおりの授業。その⽇⼀番うれしかったことは、体育の授業
が翌⽇のマラソン⼤会の準備だったので⾛らなくてすんだこと︕3⽇は特に何も無し。マラソン⼤会は予定通りに⾏われた。詳細は別にタイトルをつけた⽇記で書くね。今⽇は
マラソン⼤会で5時間以上も寒⾵にさらされて、ちょっと⾵邪気味で頭痛がするので⼀⽇家で寝ていた。⽇記が週記になっちゃったのはいろいろ理由があるんだけど、何より⾃
分がぐうたらなせい︕だからこれは思い出しながら書いている。ちょっと記憶があいまいになっちゃってるところも。⼀番印象に残っていることはこの何⽇間かすごく男前に過
ごせたこと︕男前なこともたくさんしたよ︕明⽇からもまた⽇記を書くからね︕おやすみ〜

李婧さんの⽇記



好久不见（3.2）

2015.03.02

好久不见︕果然每天写⽇记的事情婧婧真的是做不到啊︕︕︕前⼀阵⼦失踪的原因是̶̶我找不到我的⼩蓝了︕根本登不上。终于在前天搬家的时候在“垃圾堆”⾥找到了可怜的⼩
蓝。 ⼆⽉份过地很充实，但是也很累。第⼀次过了情⼈节，靠着天⽣的⼥⼦⼒做了超棒的巧克⼒曲奇，靠着巧克⼒曲奇泡到了好多漂亮妹⼦。这个事情另外再说…⼆⽉份也是中国
的春节，但是⼼连⼼的⽼师“残忍”（会不会被打…）地特地发了短信和⽉例报告提醒⼤家春节不能放假，不能有任何特殊待遇，思维上可以理解但是情感上不能接受（其实以后在这
个问题上可以适当的宽容⼀点）这个事情也另外再说…⼆⽉的最后⼀周是第⼀学年的最后⼀次⼤考̶̶第三学期期末考。第⼀次颠覆了⼗⼏年的学习习惯，⼀回家倒头睡上三四个⼩
时然后起床复习到两三点再睡觉。 三⽉⼀号我“⼜”搬家了，三⽉⼆号也就是今天开始发成绩。三⽉四⽉是⽇本辞旧迎新的时候，也是最忙的时候。三⽉最重要的事情应该是努⼒练
好部活，给第⼀学年⼀个圆满的结尾。四⽉份新的学期开始，还有新⼊⽣，第⼀次当先辈的⼼情有点⼩激动但是更多的是如何做好⼀个榜样和如何担起先辈的责任。 总之，三⽉，
加油︕
これは⽇本語で投稿されたものです

李婧さんの⽇記
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李婧さんの⽇記



好久不见（3.2）

2015.03.02

好久不见︕果然每天写⽇记的事情婧婧真的是做不到啊︕︕︕前⼀阵⼦失踪的原因是̶̶我找不到我的⼩蓝了︕根本登不上。终于在前天搬家的时候在“垃圾堆”⾥找到了可怜的⼩
蓝。 ⼆⽉份过地很充实，但是也很累。第⼀次过了情⼈节，靠着天⽣的⼥⼦⼒做了超棒的巧克⼒曲奇，靠着巧克⼒曲奇泡到了好多漂亮妹⼦。这个事情另外再说…⼆⽉份也是中国
的春节，但是⼼连⼼的⽼师“残忍”（会不会被打…）地特地发了短信和⽉例报告提醒⼤家春节不能放假，不能有任何特殊待遇，思维上可以理解但是情感上不能接受（其实以后在这
个问题上可以适当的宽容⼀点）这个事情也另外再说…⼆⽉的最后⼀周是第⼀学年的最后⼀次⼤考̶̶第三学期期末考。第⼀次颠覆了⼗⼏年的学习习惯，⼀回家倒头睡上三四个⼩
时然后起床复习到两三点再睡觉。 三⽉⼀号我“⼜”搬家了，三⽉⼆号也就是今天开始发成绩。三⽉四⽉是⽇本辞旧迎新的时候，也是最忙的时候。三⽉最重要的事情应该是努⼒练
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3.3

2015.03.03

今⽇は最良の⼀⽇だった。 なぜかって︖今⽇初めて、ほんとうの⽇本⼈の友達ができたかもって思えることがあったから︕昨⽇はいろいろあって部活はお休みしてはやめに帰
宅した。それで傘を⼆組の教室に忘れてきてしまった（半⽇授業だったので、放課後、部活に出る⼈たちがみんな⼆組にあつまってご飯を⾷べていたから）。今朝電⾞に乗って
いた時、いっしょになった⼆組のふたりのコたちがその事を⾔ってきた。そのときはとくにリアクションはなかった。私はお昼ご飯を⾷べるときにでも取りに⾏けばいいやって
考えていたんだ。そして教室に着いて友達と話をしていたら、誰かが⼤声で私の名前をよんできた。あのふたりの⼆組のコたちが私の傘を⼿に教室の⼊⼝に… もう眠いからこ
こまで。続きはまた今度ね。おやすみなさい。

李婧さんの⽇記



3.4

2015.03.04

连⽇操劳的婧婧终于倒下了︕今天因为⽣病请了⼀天假，睡了整整⼀天…现实告诉我们，不作死就不会死︕好孩⼦还是多读书多看报少吃零⾷多睡觉吧…明天部活加油︕
これは⽇本語で投稿されたものです

李婧さんの⽇記



3.5

2015.03.05

呵呵呵，元宵节快乐︕ 今天⼜恍恍惚惚过了⼀天，错过了球技⼤会真是可惜。（不过本来就对踢⾜球没什么兴趣） 最近在看《⽹球王⼦》，突然想换⽹球部了…（花⼼） 不过不管
哪种运动拼劲全⼒都很帅啊（花痴） 看来我也要加油了呢︕
これは⽇本語で投稿されたものです

李婧さんの⽇記



迟到的祝福

2015.03.09

三⼋妇⼥节，快乐︕︕
これは⽇本語で投稿されたものです

李婧さんの⽇記



3.9

2015.03.09

今⽇はすごくhighな⼀⽇だったよ︕最近友達が韓国のドラマにはまっちゃって（裴勇俊xi〜），学校にいる間はその話題ばっかり（どっぷりだね）で，韓流ブームをバドミント
ン部の中に起こしている。体育の授業で運動靴を忘れてしまったので先⽣に借りたらサイズが25.5だった…ドッジボールをやったんだけど（はじまってまっさきにぶつけられ
てしまった。相⼿の鉄の三⾓攻撃怖すぎ）授業のラスト1分でなんとか勝てたyixゲーム。４時限⽬は国際公開授業。NHKの通訳さんが通訳の仕事について話してくれた（なんか
すごい内容だったよ…）。⾬がすごかったので外での練習は中⽌に（⼀番嬉しい︕）。最後にまた部室の鍵の事と⼤⾬と裴勇俊xiでずっと笑いっぱなし。今⽇は本当にhighだっ
た︕明⽇は最後の授業だ。がんばろう︕︕︕

李婧さんの⽇記



3.9

2015.03.09

今⽇過ぎる良いhigh︕最近友達は韓の劇（ペ・ヨンジュンxi〜）に夢中になって、学校へ⾏くのは学校が引けるおしゃべりしたのすべて韓の劇（酔うでした）で、1筋の韓流を
巻き起こして、全部バドミントン部をすべて巻き込みました。体育の授業は体操靴を持ちを忘れて、先⽣にひとペアがまた（まだ）25.5ヤードのを借りたのに借りました…ボ
ールを避けて（出場してと最初に当たられを遊んで、相⼿のオーディオテクニカが）を恐怖すぎて1節(つ)の科⽬を遊んでやっと最後の1分でyix場に勝ちました。第4節(つ)は国
際オープンクラスで、NHKの翻訳は翻訳の仕事の事（聞いたところとてもねばねばする害の形…）に関して⼤⾬が降ってキャンセルした外に訓練するためいくつか解説しました
（これが最も楽しいだ︕）またなぜかというとの部室の錠はどしゃ降りと最後に⻑い間笑ったペ・ヨンジュンxiがもあります。今⽇は本当にとてもhighでした︕明⽇は最もその
後1⽇間授業だ頑張って︕︕︕

李婧さんの⽇記
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