
ＱＡＱ

2014.09.03

私は⽇本語を打つ⽅法が分かりません．ほんとになきたいです。

これは⽇本語で投稿されたものです

⾼雪梅さんの⽇記



---WW

2014.09.16

额，，，⽇记写晚了真的很抱歉，。。（由于变压器送的晚

这段期间在⽇本过得也很好，额，，同学们过得如何呢︖

我在住宿家庭的第⼆天，

邻居准备了烟花，我晚上也早点过去看了，，

邻居也很温和，，

那天真的很⾼兴，，咳咳

これは⽇本語で投稿されたものです

⾼雪梅さんの⽇記



真的很好吃，

2014.09.18

今天放学的好早呢，所以我就和寄宿家庭的⼈们去吃⾯啦~~

再次惊讶。。

我觉得⽇本⼈的服务态度特别棒，⾯也挺好吃的，，

只是跪着吃久了，，然后腿⿇了。。

我从那些服务⽣⾥学到了尊重他⼈，

还学到了他们的笑容，今天因为吃道了⼀碗⾯我学到了很多。

下次该吃什么呢~

これは⽇本語で投稿されたものです

⾼雪梅さんの⽇記



⽂化祭

2014.09.22

今回のテーマは⽂化祭に関するいろいろについて~

ごちゃごちゃ書くよりも、画像画像︕︕︕

これはわたしたちが作ったゴミ箱、、、、

正⾯にいるのがわたしたちのライバル店︕︕でも実際向こうのもすごい美味しかったんだけど、、

集合写真、、どれがわたしか分かるかな︖︖︖

そして、、、

放課後、、、、、、

⾼雪梅さんの⽇記



家に帰る途中でなにを⾒つけたと思う︕︕︕伝説の彼岸花ですよ︕︕︕

いいでしょ、、、すごいうれしかったぁ。。。

今⽇はすごい疲れたけど、でもその分すごく充実した1⽇だった。⽂化祭を通じてクラスメイトのみんなともより仲良くなれた気がするし、。まぁ、まだ男⼦とはお話してない
んだけれど、、、はぁ、、でも⼥⼦たちとだいぶお近づきになれた気がする。⽇本ではそんなに勉強に対するプレッシャーは強くないけど、こういう教育環境だからこそわたし
たちの成⻑を更に促進してくれるのかも。

wwwwwwwwww明⽇はまた休みだぁ、、うれしいなぁ、

まぁ。。みんな素敵な休暇を過ごしてくださいな~

これは⽇本語で投稿されたものです



和同学们去逛街~_(:3｣∠ )_

2014.09.29

额，，，这是上周的事情~~~

好吧。。。我被两位MM邀请了(｡・`ω´･)

额。。是个好天⽓哦~~~0 0

这是2位MM

的背影~

好吧，，我们⾸先做了电车~

然后去吃了个饭~(oﾟωﾟo)

⾼雪梅さんの⽇記



两位MM

2333333~~~

好吧，顺便拍了照，昨天拍的~

额。。懒得再发了。。



这是全体。。恩。。

希望⼤家们过得愉快。。我的⽇记就到这⾥~＞▽＜

これは⽇本語で投稿されたものです



寿司，(￢∀￢)

2014.09.29

恩。。。今天是吃寿司的⽇⼦~~------\(˙<>˙)/------

我正准备换⾐服。。。没想到。。

这猫⽤着这种眼神钻进我的箱⼦⾥盯着我。(╬￣⽫￣)凸

于是我⽆视了猫，继续换了⾐服。。

然后。。就到了

然后就吃了(゜レ゜)

其实我吃了很多，，只是真的没时间照了

⾼雪梅さんの⽇記



 （￣⼝￣） （＃各位过得如何呢~~

これは⽇本語で投稿されたものです



弟弟妹妹的运动会~

2014.10.08

~~~(￣ˇ￣

今天是运动会啊哈哈哈。我也参加了哦~~

额。。。不废话了。。放图

中国国旗︕ ◕ω ◕

⽼弟在⾥⾯哦，你猜是哪位~~

然后我参加了。。额。。我没照⽚ Σ(っ °Д °;)っ

⾼雪梅さんの⽇記



好吧。。然后我吃饭了。

然后就下⾬了，，然后就回家了|||)。。。

额。。。我来说说感想吧，

咳咳。。。⾸先。。。

中国运动会和⽇本运动会都是按颜⾊分的队伍。可是由于中国学校⾥不存在着体育服，所以是按⾐服的颜⾊分队的，⽇本有体育服所以分辨的有点⿇烦，不过分给各队们颜⾊不⼀样
的带⼦。

让我说以下体育项⽬吧，中国学校⾥没有好⼏个⼈围着篮⼦投球的这个项⽬（┌( ಠ_ಠ)┘对不起名字我忘了）也没有拿着好⼏个学⽣拿着棍⼦跑的项⽬（名字已忘）。

恩。。吃的也不⼀样呢︕⽇本学校是各⾃带便当吧︕可是中国学校是以每个班分配的，例如︓你负责饮料啊~你负责饭啊~之类的。

额。。以上。

同学们过得如何啊~

 

これは⽇本語で投稿されたものです



MAMA的guestroom

2014.10.08

咳咳咳咳。。。。

今天我为⼤家介绍guestroom~

⾄于理由嘛︕

因为MAMA的梦想呢(≧ω≦)

是在⾃⼰所创造的guestroom⾥与很多的外国⼈聊天~

( °◇ °) ( 。⊿。)

于是我来宣传啦AA

很古⽼的屋⼦哦~

WWWW

下⾯请让我介绍⼀下部屋

⾼雪梅さんの⽇記



还有⼀间我忘照了。。。∑( ° △ °|||)

恩。。

这是⾛廊，如果把窗帘打开你会看见美美的花园哦~



这是厕所︕

厨房︕

顺便。。有wifi哦︕︕︕

各位在上⽇本来玩的话，随时欢迎哦︕︕︕

╭(′▽`)╭(′

以上︕︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです



QWQ

2014.11.02

QAQ。。

⽇记写晚了真的很抱歉。。。

好吧，

进⼊正题︕︕︕︕

(*≥▽≤)ツ┏━┓

今天做陶瓷了︕︕︕

啊哈哈哈哈wwwwwww

好吧，

感想︓这个不细⼼的⼈还真做不好￢∀￢)

END。

 

これは⽇本語で投稿されたものです

⾼雪梅さんの⽇記



⽇本のラーメンっていいねww

2014.11.22

今⽇ラーメンを⾷べに⾏ったんだけど，，，

WWW

ほんと，，すごい便利だし、美味しかった，，，

でも，，

中国では，，

確かラーメンとチャーハンを⼀緒に⾷べるなんて習慣はなかった気がするな~

これは⽇本語で投稿されたものです

⾼雪梅さんの⽇記



バドミントン⼤会

2014.11.22

先週の⽇曜⽇バドミントン⼤会に参加したよ

バドミントン部に⼊ってからかなり筋⾁ついたんだよ~

まぁ負けちゃったんだけど，，（2V2）

でもすごく楽しかったなぁ~

これは⽇本語で投稿されたものです

⾼雪梅さんの⽇記



~~~~~

2014.12.13

今⽇は農家体験をしました。空気が綺麗だったかしら。ヽ(*´∀｀)ノとても楽しみです(´・ω・｀)

すみません、、⽇本語の打ち⽅まだ下⼿

これは⽇本語で投稿されたものです

⾼雪梅さんの⽇記



（整理)    －－久しぶりですね

2015.01.06

すみませんでした。 この⾔葉しかでられないんです。うん。。まあ。。とり合図したの⽂をみてください。(ちょ。。ちょっと︕︕︕何で。。ENTERができねんーーーー
だ︕)

うああああ、出来た。。。。。そっか。。⽂字の問題だっだか。。

ああ、これからはクリスマスのときのことを書きたいんだ

ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

悲しい。。カップルがめっちゃ多かったんだ

  
ああ。。QAQ まだ ENTER が出来ねー。。まあ、いいや＝＝あ。。⽮バーーーー⽂字変わっても出来やん。。。BUGかあああああああ。。。。。。。。。。。。。。。。。
まあ、、並ぶのは４じかんかがったけど。。楽しい気持ちのためには背に腹は帰られまい︕︕︕

わぁぁあぁぁぁぁ・・ENTER ができてんーーーじゃねか︕︕︕︕

以上でしたぁぁあぁっぁーーーーｍ

これは⽇本語で投稿されたものです

⾼雪梅さんの⽇記



(整理２）おかしな。。

2015.01.06

ちょ。。。ちょ。。っとまってい︕︕︕

なんで。。。。︕︕︕

さっき書いた⽇記なんで翻訳ING︖︖︖

おかしいな。。。。

まああ。。。いいか

写真まずーーーーー〜(まだENTERができない。。）あああああああああああ

。またENTERが出来ないので。。あ。。つらいわ。。まあ。。⾒たとおり、神
社でございます。うわ、、なんか狐が出るそう。。やっぱあききれいですねｗｗｗｗｗ

これは⽇本語で投稿されたものです

⾼雪梅さんの⽇記





０－０

2015.01.07

ほかのひとのにっきみたけど。。恥ずかしいな。。みんな尊敬語だっだし．。笑われるわこれ。。

あ。。

ちなみに、うちはお正⽉にお節を⾷いました

まあ。。どでもいいな事ですけど

あ。。お正⽉には家でゴロゴロしたから、お正⽉についての話はないんです

TUT。。

どんだけつまらなかったんだろ、そのおかげで〜〜〜この１５年間、、⾃分がわかった道理を書きました。

１．困ったら、笑っとけ︕

２．幸せは何ですか︖幸せは。。たとえ。。。どんな不幸がおとすれようと、明⽇私のことを気つける者がいる、それが幸せじゃなく、何だとゆうのだʻ￥

３．⾛りつずけるこそがじんせい︕︕︕

。。。

。。。。。

みんなも２０１５がんばってね

これは⽇本語で投稿されたものです

⾼雪梅さんの⽇記



これは悲しい思い出ですQAQ

2015.01.27

久しぶりです︕︕︕︕

ええと、、、

先々週のことをいいます

⽔曜⽇（あさ）－－－－

先⽣︓明⽇数１のテスト(⼤切）があるので出席番号順に座ってください。

⽣徒たち︓やべ︕︕︕︕⼀個も勉強してないやんか︕︕︕

 

－－－－－－－－－－－－－－END

ここまで。私が⾔いたかったことはみんな気づいたんですよね︕

おめでとうございます︕あったんですね︕︕そうです︕そのとおりです︕

私。。間違いして数Aを⼀夜漬けでやりました︕︕︕XDDDDそして。。。私の努⼒は泡に帰しました。

私は本当に何しろつらいですわ

これは⽇本語で投稿されたものです

⾼雪梅さんの⽇記



最近の私

2015.01.27

今⽇の放課後、学校近くの根来寺にサイクリングに⾏きました。昨⽇の⾬の後だったのでとても空気が澄んでいて気持ちがよかったです。もう⽇本に来てから半年が過ぎ、今ま
で何をしていたのか︖と反省しています。いつもだらだら、パソコンでゲームをしたり、こたつで⻲のように顔だけ出して昼寝をしています。今、考えていることは、今⽇の晩
御飯は何だろうとばかり考えています。最近、かあちゃんがカクテキをかってきてくれたので。。。。。最⾼です。韓国海苔もあるし。。。よだれダラダラです。この⽇記を書
きながら弟と妹とコストコでかってきたコンソメパンチを⾷べてます。⾷べ物の話ばかりでゴメンゴメンイッタンゴメン。。。明⽇から沖縄へ研修旅⾏なので⽇記は。お。や。
す。み

これは⽇本語で投稿されたものです

⾼雪梅さんの⽇記



末の末

2015.01.27

 

 

 

前の⽂章はただのじょうだんですよｗｗｗｗ笑いましたか、先⽣たちも疲れたようだからちょっと笑える⽂章書いたんです

こちらは本⽂でございます、

明⽇修学旅⾏があるので今⽇は早くおわりました、

放課後、すぐ帰らずに、近所のきれいな⼭にぶらぶら歩いていきました。昼の特有の清涼の空気をすって、清々しい⾵を感じるともう半年になったことをやっと発⾒しました。
時間って早いものですよね、感嘆している⼀⽅、私は怖がってる、この限りある時間の中私は何するべきか、その話を越えし、前の５ヶ⽉私は何をしたかしら。。いつもゴロゴ
ロ、だらだら。まるで怠け者。考えながらいつの間にかもう⿃も通わぬほど深い森の中に⼊ってしまった、古いベンチに座って、⾒上げると緑滴る若葉が⾒えてきた。まだ１⽉
だから寒いはず、どうしてごんな時に⽣まれたんだろう、かわいそうと思ったうちに、葉たちが死なずにまだ成⻑できるのは何だろうと理解できなかった、そしてチャット⾒る
とこいつらは⽊の末の位置のところにあった、たぶん夏の時⼀番下であったから、暖かい光を浴びてなかったらしい。。それで冬のときまだ⽣きていた。。それだけじゃない、
この森は深いから、周りにいっぱい⽊があるから、冬の冷たい⾵を避けることができた、実はある意味私たち第９期のみんなさんもその若葉たちと同じ⽣物かも知れません、つ
まり私たちも先⽣の保護の下で⽣活しています。それども私たちは先⽣たちの苦労を理解せず、わがままな⾏動し先⽣たちを困られてきた。先⽣、すいませんでしたああ︕︕︕
前の研修も先⽣は私たちに礼儀とかを教えてもらった、正直に⾔うともし先⽣が注意しないとそんなところはもう忘れたかもしれません。そして、本当にこのプログラムを参加
した後、私だいぶ前より成⻑しました、HEARTTOHEARTありがどうございます︕卒業した後もどきどき⽇記かきに来ます。私たち”交流”の⽬的は⼀⽣⼼に残ります

話しているうちになんかテーマが変わってしまったけど、ごれも今⽇の思いのひとつでした。その若葉たちは下にあったこそ、周りに守った者があったこそ、寒い冬に⽣きるこ
とが出来た。まだ、間に合う︕そして、過去を後悔したくない、過去は振り返らない、進むべきは未来だけです。その葉たちのおかげで洗脳しました。最後、先⽣ありがどうご
ざいましたあ（ｐ。ｓこれも瞬間の思いだろう。。。。。でも⽬的は忘れない、先⽣たちに対する感謝な気持ちも︕︕︕ENTERが何でできないんだ︕︕XDDD

これは⽇本語で投稿されたものです
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久しぶりですｗｗｗｗｗ

2015.04.15

みなさん、、︕︕︕

お元気ですか〜〜〜〜〜

久々に⽇記ですね。。︕（すみません︕︕）

あのう。。今⽇は挨拶だけにしておきます。。（写真パソコンまで送るの煩わしいから。。）

いよいよ、、新たな⽣活が始まりましたおおおおおおおおお︕︕

夏の兆しが感じます︕︕︕

 

 

 

 

 

はい。。おわり。。。

（挨拶だけ。。。）

これは⽇本語で投稿されたものです
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春休みの思い出（遅いやろ︕︕）

2015.04.19

ええと。。

これから先、劉ちゃんといっしょに春旅（春休みのたび）についての話です。

まずは写真です。︕︕

はいはい。。これが着物教室に⾏ってきた着物です（恥ず）

ええと。。USJに⾏って撮った写真です。

⾼雪梅さんの⽇記



⽇本橋に⾏って撮った写真です。。

 

 

 

 

 

以上。。春旅でした︕︕︕︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです



ちょうど⼀ヶ⽉残りましたね〜〜

2015.06.15

皆さん、お元気ですか︕今⽇はお⽗さんの⽇ですね〜〜（笑い）

世界中のお⽗さんおめでとうございます︕

ああ、

 

皆さん久しぶりです、（いつも⾔う気がするけど、情けないわ〜TUT）

まずは、、写真を。。︕

ごれは、、ええと。。。遠⾜のときの写真でございます︕

京都にいきました︕︕

まあ・・すげー熱かったですけど︕思い出になって⾯⽩かったんです︕

以上です︕︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです

⾼雪梅さんの⽇記



追加

2015.06.15

前に京都に遠⾜に⾏ったと⾔いましたが︕写真全部載るの忘れてしまいました︕

次は遠⾜写真の追加でございます︕

そして、前にマレーシア⼈とオーストラリア⼈が来時の写真を追加します（凄く前の事です）

以上です、

これは⽇本語で投稿されたものです

⾼雪梅さんの⽇記
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