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週間日記  

期間：7/16∼7/22 

 入社したばかりので、最初の数日は日用品の買出しに行ったり、会社員たちに挨

拶したり、ホテルの案内図を覚えたりする。そして、仕事は第四目（十八日）から始

める。 

 小澤さんと千尋さんに配膳することを学んだ。毎日朝八時半から、その一日に予約

がある客室とか宴会場とか配膳しておく。二階から三階への順番に進め、グラスやの

ぞきやお猪口や箸置きは各フロアの配膳室から持つなければならない。 

 配膳した後、客室の冷水ポンドを集めて、残っている水をすてって、それから、新

しい水をポンド半分入れる。小澤さんが氷を入れてから、私たちは自分が割り当てら

れるそれぞれの客室に冷水ポンドを置く。客室は三階から八階までがある。三階の客

室は最少から、普通は最後に皆一緒に置く。 

 全部の仕事が終わったら、Ｍ２の奥に冷水用台車を返して、休憩する。今週は同じ

仕事で四日間働く。 

 

期間：7/23∼7/29 

 26 日までの仕事は同じで、その後、琴参閣に来た台湾の実習生は三つのグループ

に分けて、様々な仕事を担当する。それから、一ヶ月後チェンジする。 

 今回、私たちの仕事はルーム補助になる。つまり、客室のバスタオルや浴衣、お湯

を取り替えて、そして、歯ブラシやお菓子など一回限りの物を人数分によって補助す

る。毎朝 9 時仕事が始まるが、お客様がチェックアウトの時間十時又は十一時（紙に

コハクを記す）までから、出勤時間は限らない、大体午後 1 時前に終わる。 

 それから、午後 3 時 30 分から宴会場で働くなる。ここに「シアター形式」の席は

「瀬戸」、「讃岐」、「ことひら座」三つがある。私たちが担当するのは料理のセッ

トとお客様にご案内することだ。お客様に料理を紹介して、先に有料の飲み物を作っ

て持って行く。それから、料理のお品書きの通り、順番に持って行く。お客様は午後



 

 

七時までに来るから、その後は食べて終わった食器を片付けする。仕事は 9 時ぐらい

終わる。 

 

期間：7/30∼8/5 

 今週の朝もルーム補助した。それから、午後はこと座で仕事をした。15 時 30 分や

16 時に行き、先にグラスを拭いて、黒いプレート２つの量を準備しておく。そして、

おしぼり代もちゃんと拭く。料理が持って来られる前に、お茶碗とおしぼり代と一人

釜などを付けて、ごま油と醬油も先に入れる。料理が運んで来たら、様々な料理によ

って、違う位置に置く。 

 大体 16 時 15 分位食事に行き、15~20 分以内食べて終わったほうがいい。18 時か

らお客様が宴会場に入れるから、その前に全ての準備をして終わったなければならな

い。それから、入口で案内に待っていて、一回はお客様をお席へ案内するから料理（A、

ランチ）や人数が書いたラベルを料理準備のテーブルに貼るまでだ。全部のお客様が

来たら、おうどんやデザートなどをお持ち手伝う。 

 

期間：8/6∼8/12 

 今週の午後は大部分宴会場「飛天」で仕事をした。飛天は三つの部屋に分けられる。

客様の注文によって、料理の置き方は違う。結婚式前の食事や新館料理など、器も特

別のをかわりになる。事前準備と事後の片付けは皆一緒にするが、私たちは１～2間

だけお客様に案内する。 

 飲み放題の場合は、冷酒とワインとハイボールは提供しない。また、お客様に聞く

前に、お肉と釜飯に直接に火をつけることはダメだ。 

 

期間：8/13∼8/19 

 水曜日は「讃岐」で仕事をした。「讃岐」は「こと座」より大きい宴会場で、全部

9 列がある。シアター形式の場合は大体同じだが、ちょっと違うところがある。例え

ば、ここの生ビールは設定しておくから、ボタンを押すと自動につけられる。そして、

うどんや茶碗蒸しや、A チャメとランチなどは自分で作るのではなく、お盆を持って

チーフに注文するようになる。それから、A チャメとランチの天ぷらや茶碗蒸しを出

したら、ドアにラベルを貼る。事前準備の時、小さいグラスはもう１皿の量を準備し

て、全部３皿がある。 



 

 

 お客様が注文した飲み物を出すタイミングは各お姉さんによって違うから、先に当

日のリーダーに聞いた方がいいと思う。 

 また、今週は一、二回で 9 階の客室を補助した。値段が高いので、補助する物も

6~8 階と違う。例えば、客室は一つずつコーヒーのセットがある。マグカップやお皿

やクリームや砂糖など大人の人数によって付ける。そして、タオルの袋も花柄のタイ

プになる。また、客室のマッサージチェアをよく拭いてから、982 のは新しいバスタ

オルを付けなければならない。 

 

期間：8/20∼8/26 

 毎月の 25、26 日位には冷蔵庫在庫の飲み物の有効期限を記録しなければならない。

冷蔵庫は二つのタイプがあるから、ビールの数（４本、6 本）によって飲み物の数は

18 本或は 20 本二種類がある。記録することはよく時間をかかるから、いつも点検の

前に最後の時する。もし有効期限は短過ぎるならは新しいのを取り替える。 

 

期間：8/27∼9/2 

 宴会場「瀬戸」はハーフバイキングの形式から、準備することはちょっと違う。お

客様が使うお皿やお茶碗をいっぱい拭いて、グラスは三ケースも準備する。案内する

時は、お客様に食べ物の置き場を大体紹介して、そしてテーブルに置いておくお肉を

火を付けるだけだ。全部のお客様が来たら、私たちはお盆を持って頻りにお客様のテ

ーブルをお下げに行く。 

 大団体がある場合は時々畳を置き換える。その時、料理を出す時はお客様の目線と

同じ高さで座って料理を出さなければならない。お客様はまだいる場合は他のテーブ

ルを片付けするも座ってをお下げに行かなければならない。 

 

期間：9/3∼9/9 

 火曜日に、研修生たちは皆旅館の居酒屋でパーティーをした。八千代旅館に東海大

学の研修生三人と社長も参加した。皆は色んな美味しい料理を食べたり、喋べたりす

る、研修生たちの交流会みたいなパーティーを行った。八千代旅館での仕事や旅館の

タイプは私たちとぜんぜん違うことを初めて知った。ここの仕事はあそこより忙しい

だが、学べることは絶対に多いと思う。 



 

 

 

期間：9/9∼9/16 

 今週から朝の仕事は配膳することと部屋の冷水ポットを取り替えるということを

かわりにになった。仕事は 8時半からが、30分前にタイムカードをして、当日の宴会

場一覧表をコビーしてなければならない。それから、各宴会場の人数と料理によって

器を準備しておく。新館料理の場合は、別ののぞきや焜炉になる。 

 冷水用の台車は毎朝 M2からエレベーターの前に置く。配膳してから、冷水のポッ

トを取り替えに行く。配膳することは 10時 30分、11時ぐらいまでで、そして皆が担

当する階段を直接に行って、先に冷水ポットに残っているお水を捨てて、当日が要る

数量のポットを半分ぐらいのお水に入れて洗面台に集めて置く。氷を入ったら、部屋

のテーブルに置く。3～8階が全部入って終わったら、朝の仕事が終わる。 

 

期間：9/17∼9/23 

 今週、台湾からのお客様がいた。こんな時、よく台湾のインターンシップ生にお客

様を案内される。しかし、リーダーは日本のお姉さんだから、自分でお客様のお願い

を決められなくで、お姉さんとお客様の間に翻訳員になるように仕事をする。だが、

ある時喋るようなぜんぜん重要ではないことを聞いたら、お姉さんに伝えるかどうか

は困る。一方、初心者として仕事をするから、お姉さんは私たちが正しいことをお客

様に言うかどうか、ということを心配してる。だからこそ、忙しい時、時々誤解を受

ける。そして、今こんな台湾から来るお客様がいる場合、私たちは何も先にお姉さん

に聞いたり、何も伝えるようにする。中国語は最低限で使う方がいいと思う。 

 

期間：9/24∼9/30 

 台湾の団体がいる時、いつも「台湾」の料理を付けるが、特別な場合もある。例え

ば、今週のある団体は別料金で鮑陶板焼きを注文した。そのため、器の置き方は変わ

るし、料理を出す順番もちょっと調整した。また、私たちはお客様に鮑を料理する必

要があった。陶板に鮑を付けてから、お酒を入れて、それから鮑の舞踊りをお客様に

見せていてから、蓋をして焼く。しかし、今回鮑はまだだが、火はもう消した場合が

いっぱいあった。だから、他の料理を出す以外に何回も燃料を取り替えに行き、宴会

がちょっとごたついていた。 

台風の影響で土日休みだった。 



 

 

 

期間：10/1∼10/7 

 木曜日にこと座でお客様はマグロ解体ショー注文した。マグロ名人は現場に 20㎏

のマグロを綺麗に解体して、新鮮な刺身を作った。私たちにとってもいい経験をもら

った。 

 それから、日曜日に山崎さんの同窓会が行われていること座で案内した。たいてい

のことはうまくいくが、自分が担当する席で揚げ饅頭が一つ足りないことがあった。

チーフがちょうどの数量を準備しておくから、こんな状況が発生しないはずだ。幸い

最後は二人の席の間に見つけた。誰が間違いをするのは分からなかったが、今度は料

理を出す時、もっと気になる方がいいと思う。 

 

期間：10/8∼10/14 

 10 月 10 日に、私たちは金毘羅例大祭を見学に連れられていった。皆は一緒にわた

や旅館のロービで食事をしていた。ちょっとの間、女将さんと先輩のお姉さんは着ら

れた。立ちでではなく皆はそのままで座りで挨拶していた、その時、返事をもらった

が、女将さんはお姉さんに内緒話をすることを見つけた。ちょっと変な雰囲気になり

そうだった。 

 8 時半になって、祭りが始まった。だから、皆は外へ神輿と神馬を待ちに行った。

私たちはお客様のために椅子を並べることを頼まれた、終わってから、皆はその横に

立ったが、突然に大きな声で「これはあなたたちの椅子じゃなくて、お年寄りのお客

様のです」ということを言われた。さっぱりわけがわからなかったが、皆は「はい」

って返事した。 

 その日は 11 時半までずっと外に立っていた。また、雨が降ると、寒くなった。最

初はこの祭りを見学することを楽しみにして、いい経験をもらうように行ったが、実

は仕事のような疲れたった。 

 

期間：10/15∼10/21 

 今週は二回も台湾の「王品集団」を案内した。あるお客様は私たちも台湾人という

ことを知ってると、いつも失礼な希望を提出した。例えば、お品書きの通り、料理を

出すではなく、先に後ろの料理を食べたいと要求された。しかし、これは本当にお姉

さんやチーフに迷惑をおかけた。だから、たとえ台湾のお客様に料理を出しても、な



 

 

るべく日本語で話すになった。もし、今回私たちはお客様の立場であの言語を話せな

い国に行って、地元の言語を話せるホールスタッフがいても、コミュニケーションが

できることを喜んでだけで、他人に迷惑をおかけない方がいいと思う。台湾から出て

いくと、自分の国を代表するようだから、言うことや行為はできればいいマナーにす

る。 

 

期間：10/22∼10/28 

 配膳の小澤さんと一緒に仕事をする時、いつも人と付き合い物事に接する態度を教

えてくれた。例えば、朝の仕事は皆グループワークをしなければならないが、ある人

はいつもマイペースでする。他人は何をするのかはぜんぜん知らなかったから、時々

同じの仕事をやるようになる。そうすると、本当に時間をかかる。直ちに言なかった

が、姉さんたちは実はこの人はどんな性格を知ってる。 

 いつも私たちと小澤さんだけ仕事をする時、小澤さんは他の学生が何か悪いことを

したと言った。そんな時は「あ、これは本当にしないでほうがいいと思った」。聞い

ただけでなく、日々を過ぎて、日本の文化と観念を深刻に理解できるようになる。 

 

期間：10/29∼11/4 

 ここに来てからもう 3 ヶ月以上から、接待さんたちも大体私たちを知ってる。喋る

の内容も深くなる、例えば「未来は何をしたいの」、「仕事以外に自分がどんな夢を

持ってるか」という話がある。日本の職場は想像以上に疲れたし、ここに来ることを

後悔する場合もあるが、接待さんや友達と喋る時もう一度心から自分の夢と日本に来

るの目指すを思い出す。 

 必ず強くなれるという気持ちをもって、残る半年以上に頑張る。 

 

期間：11/5∼11/11 

 ここに来てから、いつもできるだけ仕事を完璧にして、わからないところを必ず先

輩に聞く。大部分の先輩は優しいだが、ある先輩は原因が特になくで偏見を持ち、仕

事をしている時は常に揚げ足を取る。又は、私たちの先輩だがお姉さんの後輩に仕事

を確認しても、怒られる。自分はまだ色んなことを学ぶなきゃということをわかるが、

誰かにもかかわらず、こんなに対するなら気持ちが悪くなると思う。しかし、今後は



 

 

まだ長い時間で一緒に仕事をするから、毎回自分の気持ちを切り替えて、ベストを尽

くして、何も言われないまで頑張る。 

期間：11/12∼11/18 

 今週は台湾の団体が 7人も急にキャンセルすることがあった。その時宴会が始まっ

たが、あの 7人は添乗員さんに電話をかけて、外で食事をするつもりだと言った。も

う料理を準備したから、キャンセルされなかったが、後出しの料理を出さないことが

できる。しかし、添乗員さんは予定の通り料理を出して、他の人は食べてもらうとい

う話を言った。実は、最後皆もう食べられないから、7人の料理はそのままで残って

いた。贅沢の限りを尽くしたと思う。 

 

期間：11/19∼11/25 

 ここの仕事は、常に５日間置きに休みするという規約に従う。しかし、アルバイト

として、休みの時仕事をすることもある。普通の出勤時間と違って、仕事は 5 時から

になる。今週の月曜日は忙しいので、山崎さんは前の日にアルバイト募集中というこ

とをホワイトボードに書く。実は休みの日予定があるだが、お手伝いできる研修生は

私を含めて二人しかないから、やると決まった。 

 毎日平均 9 時間も仕事をすることは本当に疲れたが、山崎さんはいつも私たちに優

しくくれるから、お互いに手伝うことは当たり前だ。 

 

期間：11/26∼12/2 

 土曜日に、「飛天」である会社を案内した。いつもの通り、お客様に良いサービス

を提供し、笑顔をしていた。あの日はあまり社長さんに喋らなかったが、仕事が終わ

った後、先輩のお姉さんは私たちに社長からのチップをあげた。びっくりしただけで

はなく、一方で認めもらって肯定されるという気持ちを持って本当に嬉しかった。 

 今までの四か月は、いいところもあるし、悪いところもあるし、だけど自分の本分

をわきまえるなら、必ず運を開くことを信じている。 

 

期間：12/3∼12/9 

 年末は忘年会の時期だから、会社という団体が多かった。金曜日に「味源有限会社」

はここで忘年会をした。240 人がいたので、あの日は私たち研修生を含めて、20 人



 

 

ぐらいが入った。こんな人数が多い場面は第二回見たが、今回は色んな出し物があっ

たから、宴会はとても盛り上がった。皆は食事をしたり、お酒を飲んだりした本当に

嬉しいそうだった。日本の社会は厳しくてストレスだ高まるから、その一年の苦労を

忘れるため、新しい気持ちで充実の一年にするために行う忘年会は必要だと思う。 

 

期間：12/10∼12/16 

 水曜日に、午後は仕事しなかったから、皆は研修として旅館のシャトルバスでまん

のう公園へイルミネーションを見に行った。その前に私はもう行ったことあったが、

皆一緒に行くことが楽しみだった。あの日、まんのう公園に到着してから、1 時間ぐ

らいの自由行動があった。寒かったが、公園の綺麗なグランドイルミネーションには

誰もが惹きつけられる。それから、女性の五人は一緒に公園が提供すた撮影のサービ

スでいい写真を撮った。一枚しかないから、先輩の浅田さんにプレゼントのようにあ

げた。 

 それから旅館に帰すと、皆は旅館の居酒屋で食事をした。美味しい料理をいっぱい

食べたし、カラオケもしたし、良い半日を過ぎだ。 

 

期間：12/17∼12/23 

 今週の 18 日と 19 日は旅館の休館日だった。いつも月火に休みするから、今週は 3

連休を受けた。けれども、旅行の予定はなかったから、一日は先輩の姉さんと遊びに

行った以外にずっと寮で掃除して、勉強していた。どこでも行かなかったが、この休

みのおかげで、色んな歴史をさがして知識を習得してもらった。例えば、旅館の隣の

郵便局に位置するところはかつての琴急琴平駅跡地とかこの辺には日本最古の歌舞

伎劇場があるということを知った。 

 ここに来てから、沢山の所に行ったが、深刻に自分が住んでいる地域を認識しない

と思う。一年間は長くとも短くともなく、やがて半年になる。だから、帰る前に毎日

少しずつ勉強し、自分自身のものとなるに目指して頑張る。 

 

期間：12/24∼12/30 

 26 日から、12 連勤が始まる。日本のお正月なので、子供を連れてる家族の旅行は

多くなった。だから、毎日宴会場も客室も仕事が忙しかった。10 時間以上ずっと働

いていたのは本当に疲れたが、友達と大晦日に旅館の近くの金毘羅さんへ参拝に行っ



 

 

た。タコ焼きや玉子焼きや甘酒、参道には屋台が沢山あった。ここに来てからそんな

にいっぱいな人を見たことは初めてだった。 

 十二時を過ぎて、元日を迎えた。参拝の列が長いだが、この一年が順調に進むでき

るように皆は初詣のためにお寺に来た。参拝してから、おみくじを引くことも大事だ

と思う。「小吉」を引いたのはめちゃ嬉しかった。今から、また半年ぐらいの研修は

もっと頑張ると腹を決める。 

 

期間：12/31∼1/6 

 元日に、人に会う時には「おはようございます」の代わりに「あけましておめでと

うございます」と挨拶する。旅館にも色んな飾り物を付けて、新年の雰囲気が高まる。

宴会の料理も御節料理に変わりになる。私もお餅やかずの子を先輩のお姉さんからも

らった。日本のお正月文化と台湾のは違うところが多いだが、意義から考えると、実

は長生きするし子孫繁栄できるし、そのために節句を祝う。 

 国の文化を自分で日本語で先輩やお客様にちゃんと紹介できて、それから自ら体験

できるのはここで研修している間、最も嬉しいことだと思う。 

 

感想  

実習のために日本に来ることは実は私にとっても大きなチャレンジと思う。日本に

来るのは始めてではないが、この一年間は実家に帰れなく親友や友達を会えたい時に

もネットで連絡するだけことは躊躇させた。四国に来た日、支配人の山崎さんが空港

に迎えに来てくれた。帰り道には畑や山ずくめの景色が見える。それから、午後 6 時

ぐらいにお店はすでに閉店した。その時、この一年間は絶対お金を貯められると思っ

た。 

 琴参閣は他の二軒の旅館より、大規模な旅館だと思う。実は、2 棟の建物が渡り廊

下で繋がっている旅館は地元にはだれもがよく知っている。寮の部屋も一人一つずつ

分けて、思ったより綺麗な部屋だと思う。 

 日本に来たばかりの頃、他の学校の実習生はまだ来てなかったから、寮の管理人は

私たちを買い物に連れていくし、他の上司に私たちを紹介させる時間もある。これは、

先にここに来たメリットのはずだ。入社したばかり、最も慣れないところは挨拶のこ



 

 

とだと思う。日本の職場で挨拶は本当に重要だ。社員に見るなら、一日中何回も、「お

はようございます」や「お疲れ様です」という挨拶はしなければならない。この点に

ついて、文化の違いでマナーを守らなくて浅田さんは色んな日本のマナーや礼儀を教

えてくれて本当にありがとう。 

 早めに仕事をうまくいくように、仕事をしている時詳しくメモを書いて、寮にいる

時にも長い時間をかかって料理や器の読み方のみならず宴会場や公共施設の場所と

営業時間もちゃんと覚える。最初の時は,勉強の飲み込みが本当に悪くて、ストレスが

高まっていた。学生がテストを準備するように、ただ受けるのは点数ではなく本当の

職場環境だ。 

 朝の仕事は 2 か月ごとに一回変わるが、夜はずっと宴会場で仕事をする。毎回一緒

に仕事をするお姉さんも違う。だが、私とががんさんだけ覚えるという話は時々聞く。

この理由のおかげでかもしれない、いつもお世話になっておる。この半年以来、自分

は本当にラッキーだと思う。時々実習生として不当な待遇を受けてやりきれない思い

をするが、自分は努力するおかげでお姉さんたちと仲良くする。最初は信じてもらえ

ないが、今は仕事能力を褒められるだけでなく、沢山の日本人と友達になって休みの

時も一緒に遊びに行けることは本当に私を励ましてくれた。日本の社会と生活は想像

上、或はテレビから見たのはぜんぜん違うと思う。日本は高ストレス社会のは知って

るが、職場の雰囲気と人間関係も重要なポイントだと思う。「日本にも地域によって

見える景色も文化も違うから、これから少しでも日本の良さを知ってほしい」ある親

切なお兄さんは仕事を辞める前に、私たちにこんな話を言った。だから、時々帰りた

いと言っても、もうすぐ半年を過ぎる。ここは想像上と違うし、学んだことは未来し

たい仕事と関係ないかもしれないにもかかわらず、この一年間は必ず報われる。せめ

て会話の練習やいい勉強になってくれる人々に出会ったことも私にとって自分は前

よりずいぶん成長したの気がする。 

 半年前のわたしは、時々ちゃんと日本語で喋れないから、よく失敗を演じて、ここ

の生活に溶け込めなかった。それから、お客様に直接に喋ることも恐れる。だけど、

ちょっと遅くなっても、現在の私はあと半年の生活を楽しみ。 

  



 

 

写真  

⚫ 宴会場 

（醬油やごまだれを入れること） 

（料理をセットする） 



 

 

 

（シアター形式の場合はドリンクバーを後ろに用意する） 

（人数が多い時には御膳にする） 



 

 

（他の実習生と写真を撮る） 

⚫ ルーム補助 

（シングルルームの浴衣セット） 

 

（テーブルも毎日拭いて、綺麗に案内書やお菓子箱などその上にを置く） 



 

 

（月末在庫数を記録する） 

 

（冷蔵庫在庫の飲み物の消費期限を記録する） 



 

 

 

（補助さんたちと写真を撮る） 

⚫ 配膳 

 

（宴会のために器や焜炉などをセットする） 

 

 



 

 

（汚れないように夜の置き方はあべこべにする） 

 

 



 

 

 

（前の日の冷水ポットを回収してお水を取り替えて、当日が予約する数によっ

てルームに入る） 

 

（配膳の小澤さんと一緒に写真を撮る） 


