
東京での研修 その３

2015.09.03

これは⽇本語で投稿されたものです

沈隽吉さんの⽇記



研修day3 いろいろな感想

2015.09.03

今⽇は、私たちは池袋の防災館に⾏きました。地震、消⽕、煙などの環境を体験しました。その体験によって、⼈間にとって、最も⼤切なのは命であり、命はひとつ、⼈⽣は⼀
回だと思い知らされました。そして⼈間と⾃然との関係の中では、，⼈間の⼒はいつも⼩さくて弱いように思えます。，けれど、⼈間が⾃然を征服しようとする衝動はいつまで
たっても消えません。だから、私たちは学⽣としてすべきことは、⾃分⾃⾝を守ると同時に、⾃然に対する畏敬の念を忘れてはならないと思います。そのあと、昼に私たちは⼼
連⼼センターへ⾏き、そこの⾷堂で美味しい料理を⾷べました。こんなに美味しい料理を作ってくれたシェフさんに感謝しないと。私たちは周りの⼈々に、感謝の気持ちを持っ
て、⾏動に出て受けた好意や恩に報いるべきだと思います。⼩さなことをするだけでも、私たちの毎⽇は光に満ちるようになり、周りの⼈々は素敵な笑顔になり、幸せになりま
す。実は、感謝の気持ちで⽣きるとはとても簡単なことです。⼼で感じれば、感謝はどこにもあります。あとは、⼣⾷のバイキングは美味しかったです。

沈隽吉さんの⽇記



4⽇⽬

2015.09.04

今⽇、⾵邪を引いたので、先⽣に⽔と薬をいただきました。とても感動しました。佐藤先⽣、どうも有難うございました。

沈隽吉さんの⽇記



ようやくwifiが⾒つかった

2015.09.09

ホストファミリーに来たら、電気もなしネットもなかったですが、家族のみんなはとてもやさしいです、ワンちゃんも。ホストファミリーのお⽗さんは７０何歳で、とても元気
です。⼀⽇⽬はお⽗さんが料理を作ってくれました、とても豊富で美味しい料理でした。家族のみんなは仲良くしています。初⽇の登校は、ほとんど授業がなくて、午前中はず
っと⼿続きをしていました。この学校はとても良くて、⾃分から授業を選べますし、パソコンまで⽤意してくれました。クラスメートはとてもやさしくて、いい友達ができまし

た。嬉しい

沈隽吉さんの⽇記



随筆（9.10）

2015.09.10

丸⼀⽇授業を受けるのは今⽇が初めてです。今⽇2⼈⽬の良い友達ができました、チームスポーツは⼈と⼈との関係をより良くするスポーツです。

沈隽吉さんの⽇記



随筆(9.11)

2015.09.11

     ⼣⽇が⻄へと沈み、電⾞はトンネルの中を通っている。⼀⼈の男の⼦は電⾞の中でぼんやりと寝ぼけた⽬を開け、遠くある⼈の群れを眺めていた。彼は、今朝のニュースを
思い出したのだ。“ 逝く者は斯くの如きか、昼夜を舎かず。”⽇本⼈は時間を惜しむ、命を⼤切にする態度は、私の感慨を募らせました。時間を惜しむことは、すなわち命を惜
しむこと、⼈の時間を無駄にするのも、その⼈の命を害するに等しい。”その通りだ。⽕事が発⽣した時に、消防隊の到着が⼀秒でも早ければ、たくさんの死傷や損失が避けら
れたかもしれません。“5.12”地震の直後に、救援隊の到着が⼀秒でも早ければ、いくらの命が助かったでしょう︖別の側⾯から捉えても、⼈間の命はまさに時間によって成り⽴
ったのではないでしょうか︖ 時が流れています。⽇本⼈のそういった⼈の時間を無駄にしない態度に、私は本当に感慨に打たれました。

沈隽吉さんの⽇記



学校以外の友達ができました

2015.09.11

今⽇は、吉⽥先⽣のお友達がうちに訪ねて来ました。⼣⾷は⾮常に豪華でした。⼣⾷後、私は吉⽥先⽣のお友達に上海のことを紹介しました。彼も私に⽇本の漫画と料理を紹介
してくれました。私たちはメールアドレスを交換していい友達になりました。

沈隽吉さんの⽇記



随筆(9.13)

2015.09.13

今⽇の午前中に、ホストファミリーと買い物に⾏きました。野菜とビデオカメラを買いました。私はホストファミリーに⽣姜茶の作り⽅を教えました。私のビデオも進んできま
した。午後は図書館に⾏きました。⽇本の図書館は本が充実していて、⾯⽩いです。

沈隽吉さんの⽇記



初めての部活

2015.09.15

今⽇は、初めて茶道部の和室に踏み⼊れて、その整然さと綺麗さに魅せられ、茶道部に⼊ることにしました。初めて部活だから、とても興奮していて︔初めて抹茶を飲み、とて
も美味しかった。ただ、正座はしんどかったです。ホストファミリーの·お⺟さんは私が茶道部に⼊ると知ったら、私よりも年齢の⼤きい⼱着をくれました

， 。

もう⼆⼈新しい友達ができました、今⽇はいい⽇ですね。

沈隽吉さんの⽇記



随筆(9.16)

2015.09.16

今⽇倫理の授業で、宗教について話している時、先⽣は私達に、どんな宗教にも関わらず、最も重要なのは、まじめに楽しく⽣きることだ、と教えてくれました。とりとめのな
い話でしたが、私の⼼を強く打ちました。よく知らない都市で⼀⼈で⽣活するのに、最も⼤切なのは、毎⽇元気良く楽しく⽣きていくのに強くなる理由が必要であることだ。醴
泉には⽔源がなく、マンネンタケには根がないが、⾃ら⾼貴であるよう努めている（⼈の品位は出⾃と関係ない）。流れる⽔は腐らず枢は⾍に⾷われない（事物は常に変化・活
動していれば腐⾷しにくい）。すべては⾃分次第、歩き続けるんだ、元気な少年―――早く奇跡を起こすのだ。

沈隽吉さんの⽇記



随筆(9.18)

2015.09.18

みんなは今、噂に聞く孤独期に⼊ったのではないですか。どのみち私は⼤丈夫です。家を離れているのだから、みんな体に注意してくださいね。おススメの処⽅

当帰10グラム センキュウ8グラム ⽩芍12グラム ジオウ12グラム

材料をきれいに洗い、⽔を3杯加え、１杯分の⽔になるまで煮詰め、煮汁をあげます。

残った薬の煎じかすを、再度鍋に⼊れ、⽔を3杯⼊れ、１杯の⽔になるまで煮詰めます。

2回分の煮汁を混ぜあわせ、2杯に分けます。（温かいものを飲みます）

⾷事の30分後に飲んでください。⼀般的に朝⾷と昼⾷の後の30分で飲むことをおすすめします。吸収がより良くなます。

でも、漢⽅薬なので、⽢草や、⾚ナツメ、蜂蜜、バラ、⿊砂糖を⼊れて味を調えてもよいです。

男⼦は試さないでください。これは⼥⼦向けの処⽅です。

お礼は不要です、私のことを雷鋒と呼んでください。みんな楽しく元気に⽣活しましょうね︕

沈隽吉さんの⽇記



⼀⼈の中国⼈は⽇本横浜の中華街にいました

2015.09.19

今⽇は、ホストファミリーは私を横浜の中華街へ連れて⾏ってくれました。そこは⿊⼭の⼈集まりでした。中華街でココナッツミルクを飲んで、⾁まんを味わって、ラーメンも
⾷べました。ラーメンを⾷べるところで、何⼈かの同郷と出会った、久しぶりに中国語を喋ってていい感じでした。あと、抹茶味の豚ちゃん⾁まんも⾷べた、美味しかった

沈隽吉さんの⽇記



ご飯を作った

2015.09.20

今⽇、ホストファミリーに中華料理を作ってあげました。

沈隽吉さんの⽇記



随筆(9.21)

2015.09.21

今⽇は、ホストファミリーはお好み焼きと焼きそばを作ってくれました。お好み焼き、卵の濃厚な⾹ばしさ、キャベツのシャリシャリ感、⼈参の⽢旨さは完璧に融合していて、
鉄板で焼かれ、ちょうどいい焼き加減の豚⾁を加え、ソースや海苔をかけて⾷べたら、美味しさのハーモニーは⾆の上で演奏されているように響きます。また、春⾵のように、

潤いをもたらしながら跡が残らないような。

沈隽吉さんの⽇記



江の島半⽇の旅

2015.09.22

明け⽅、美しい朝陽に向かって、出発。江の島に⾏きます。

神社でおみくじを引きましたが、凶でした。でも、おまけのお守りがとってもかわいかった。

それから、⽵炭味のアイスクリームと⼥夫饅頭を⾷べました。楽しかった

神同様の少年、両⼿を広げ、このすばらしい世界を抱擁しましょう。

沈隽吉さんの⽇記



⽂化祭が始まった︕︕︕

2015.09.25

今⽇は⽂化祭で、うちのクラスは綿菓⼦とカキ氷をやりました、クラスのユニフォームも配られました。

可愛らしい。

あと、私の部屋にあったこれはなんですか︖

沈隽吉さんの⽇記



⽆题

2015.09.26

     ⼈⽣はあまくない。誰だって悲しみと⾟さを抱えながら⽣きていく。所詮幸せはそんな簡単に⼿に⼊れられるもんじゃないから、他⼈を羨むことはないだろう︖⾃分らしく
ただ前へ進め、そのうち強い⼈になれるだろう

これは⽇本語で投稿されたものです

沈隽吉さんの⽇記



⽂化祭

2015.09.27

昨⽇は学校の⽂化祭でした。遅くまでだったので、⼗分な睡眠時間を確保して、私の賢く脳の凄さを維持できるよう、⽇記は今⽇に延ばしました

⽇本の学園祭は、中国では真似すらできないと⾔わざるを得ないです。学⽣の⼼込めた情熱と先⽣そして学校からのサポート、どれでもすごい⼒になります。

先⽣と学⽣の努⼒には、報いがあります。私たちは⾃分の管理能⼒を鍛えられただけではなく、経営能⼒も鍛えられました。楽で楽しい雰囲気の中で成⻑していく、それが学園
祭の真諦でしょう。

沈隽吉さんの⽇記



⻘春は、慌ただしい本であり、⻘春は、歩いて⾏ったら振り返ることのできない道であり、⻘春は、⾬と太陽の中歩いてきた歳⽉であります。⻘春はあまりにも良すぎる。どん
な過ごし⽅をしても贅沢に思えてくるほどの良さです。

⻘春、思い切りやり放題の時代にいる私たちは、若さに⼤胆さを飾り、私たちはまだ⼦供だった、私たちはだんだんと⼤きくなっていく。私たちは笑ったことがあり、泣いたこ
とがあり、はしゃいだことがあり、愚痴ったことがあり、遊んだことがあり、⻘春という字がだんだんとぼやけてくると、その素敵な時間を思い浮かんでくるだろう。

今を惜しんで、思う存分に遊ぼう︕︕︕



遅れてきた中秋節

2015.09.28

中秋節、満⽉を観賞する。中秋節はロマンチックで、温かく、祝福して、懐かしみ、みんなが集まる⽇です。世の中で⼀番遠くても、⼼に勝るものはない。世の中でもっとも⼤
きい者でも、⼼に勝るものはない。世の中で最も近い者でも⼼に勝るものはない。世界に⾃分を知る友がいる、天の果てに居ても隣にいるのと同じである。この世に恋⼈がで
き、家族になれますように。この世のすべての親が、健康で、全てが順調にいきますように。この世の⽣きとし⽣けるものすべてが⼀家団らんで楽しく過ごせますように。中秋
節で、故郷は明るい。明⽉は同じ⼀輪の明⽉で、中秋節も同じ中秋節である。なんの違いもない。違いがあるのは、我々⾃⾝の⼼で、全ては⽉下の⼈次第なのです。我々は旅の
準備をする時、振り返らずに遠⽅に向かい、万難を経験して、⼼の楽園を探し、理想の天国を探しに⾏く。⾎眼になって捜しても⾒つからなかったのに、“ある⽇ふとふりかえ
ると、消えそうな薄明かりのともし灯のそばにその⼈はいた”︕天国は⼼の中にあり、楽園は故郷のことなのです。我々は⼀回りして、またもとの場所に戻ってきて、突然悟る
のです̶̶⼈⽣はこういうものなのだと。⽉は故郷の明かりであり、⼈は故郷そのものです︕誰もがこのように嘆き、誰もが郷愁の念に駆られます。初⼼忘れるべからず、初め

がなければ終わりはない。

沈隽吉さんの⽇記



感動

2015.09.29

      今⽇は晩御飯の時、ホストファミリーのお⽗さんはこう⾔ってくれました“あなたは⽇本にきて、⾏きたいところがあるか、いまのうち考えて。できることならできる限り
⼒になりますから。とても感動しました。感動は⾼尚な情操に浸み込まれているスポンジです。絞ろうと思えば、重ねていく⼈⽣に輝く⼀筆が残されます︔感動は表⾯が埃だら
けの⽔晶です。拭こうと思えば、⼈⽣がそれによって⽣き⽣きと照らされます︔感動は先⼈から伝わってきた奇妙な筆です。描こうと思えば、その筆の⼒を借りて、不思議な世
界と⼈⽣の光を描くことができます。私はある物語を読んだことがあります。その内容はこうでした︓⼀⼈のインドの教徒は、ヒマラヤの神聖の廟を巡礼に歩いて向かう途中
に、⼀⼈の少⼥を⾒かけました。その少⼥はまだ10歳にもなっていない様、ぽちゃぽちゃの⼦供を背負っていて、彼のすぐ前にゆっくりと進んでいます。その少⼥の呼吸はと
ても荒く、汗だくになっていましたが、彼⼥の両⼿はしっかりと背中の⼦供を守っています。インドの教徒はその少⼥が⼤変そうだったので、近づいて助けようと思いました。
彼はさらに少⼥を慰めてみました︓重たいものを背負ってますね、と。しかし、少⼥は慰められた嬉しさを⽰さず、逆に真剣な顔になってインドの教徒に⾔い返しました︓ “あ
なたが背負っているのは、重たいものですが、私が背負っているのは、重たいものではありません。彼は私の弟ですから︕”その通りです。その少⼥が背負っていたのは、彼⼥
の弟です。重たいものではありません。荷物こそ重たいものと⾔えます。私たちみんなこうやって温もりのある⽣活を過ごせるのは、私たちの⽣活に愛が満ちているからだと思
います。愛は、感動を⽣み出す源泉です︕ 世界には違いがいっぱいありますので、だからこそ私たちの選択肢も豊かで⾊とりどりです。私たちの成⻑に沁みた愛、⼈の⼼を感
動させることのように、いつでも単調なものではないわけです。

沈隽吉さんの⽇記



⾷べ過ぎた

2015.09.30

今⽇、家の友達で集まって、イタリアンレストランに⾏って⾷事をしました。みんなとても親切で、たくさん質問してくれました。それからみんなは私に料理を取り分けてく
れ、こんなに背が⾼いのだからたくさん⾷べないといけないよ、と⾔ってくれたので、⾷べ過ぎてしまいました。でも、私はとても感動しました、みんなが私の⽇本に対する⾒
⽅を聞いてきました。私はただ、“私達はもともと同じ⼈種で、出⾝が違い、⾔語が違うから、違うように⾒えただけ。と⾔いたかったです。”私達はみんな家族ですよ。

沈隽吉さんの⽇記



準備

2015.10.02

今晩、初めて⽇本で⾃分で準備して旅⾏にでかけます。こんなにも⼤変だとは思いませんでした。これが⼤⼈がよく⼝にする⾃⽴といっていいでしょうか︖成功するために、私
たちは⾃⽴を学ばないといけない、と⾔わざるをえません。⾃⽴は⼈の意志を鍛えることができます。フライングタイガース（⾶⻁隊）の訓練を⾒たことがありますが、彼らは
数⼗㎏の⽯を背負って、⼭を⼗数周⾛ります。この途中、もし転んだら、他の⼈の助けを借りずに、⾃分で⽴ち上がらなければなりません。彼らがこのようにするのは⾃分の意
思を鍛えるためであるということはすぐわかります。少し考えてみましょう、フライングタイガース（⾶⻁隊）が⾃⽴できなかったら、その結果はどうでしょう︖国際テロ組織
は脅威です。彼らの鋭い⻭の下に、フライングタイガー（⾶⻁隊）は⼀瞬のうちに⾃分の⽣命を危険に晒すのです。国⺠、社会、国家も不安定になります。⾃⽴は⽊綿の花に思
いきり花を咲かせ、また、世界中の⼈を⼈⽣の舞台の上で思う存分歌い踊らせる。

⾃⽴は夜のとばりの中の⼀筋の光です。淡いけれど、暗闇を突き破ることができる。

⾃⽴は海の中の⼀枚の⽊の板です。⼩さいけれど、⽣命を救うことができる。

⾃⽴はビーカーの中の触媒です。少ないけれど、速度を変えることができる。

独りで前に向かう、神同様の少年、進め、進め、進め。

沈隽吉さんの⽇記



記念すべきお出かけ

2015.10.03

今⽇は、クラスメートの李依桐と新横浜ラーメン博物館に⾏きました。やはり私がリードするお出かけは、常に予想外な展開があると認めざるを得ないとわかりました。今⽇
は、数え切れないほどの電⾞乗り換えはすべて順調で新横浜に到着したものの、到着したら⾃分は道がわからないと気付きました。セブンイレブンの店員さんに聞いてみまし
た。びっくりした⽬をしたまま、店員さんは⼿際よく簡易地図を取り出しました。それはそれは。。。けれど地図のある状況にもかかわらず、やはり道を間違いましたが、苦労
したけれどなんとか無事に到着しましした、ラーメン博物館に。

国慶節の連休のためか、そこでたくさんの同胞がいました。懐かしいなあ、それとラーメンは美味しかった。。。

それに、そこの映画ポスター、本当に懐かしいですよ、1957年の地球防衛軍。。。それは円⾕英⼆監督の早期作品でなかなか⾯⽩いですね。けれど、円⾕英⼆が監督したゴジ
ラシリーズとウルトラマンシリーズがもっと好きです。それらは何代もの若者に、内⼼に宿す正義と英雄をくれたわけです。ここで「特撮の神様」である円⾕英⼆先⽣に敬意を
払います。

その後、李さんと⼀緒に本を買いに⾏ったが。。。

なんでこんなに差が⼤きいの︖

今⽇は楽しかった︕

沈隽吉さんの⽇記





不安

2015.10.05

そのことはとっくに知らせられたけれども、やはりちょっとは不安になりますね。ホストファミリーは出かける⽤事があって、しかも私を連れていくこともできないから、私は
明⽇からの三⽇間は仕⽅なくホストファミリーのお友達のところに泊まることになります。昨⽇はちょっと⾒に⾏きました。いい雰囲気でワンちゃんも⼆匹いて、とても元気そ
うですよ。けどそれでもどことなくちょっとは不安です。。。

沈隽吉さんの⽇記



おぅ︕

2015.10.07

やっとwifiが⾒つかった。このホストファミリーでは、私は和室でした。夜はとても暖かいです。けれど、学校からはさらに遠くなった、幸いホストファミリーは迎えにきてく
れます。なんだか実感が湧かないけれども、元気に過ごしています。

沈隽吉さんの⽇記



こまごました事

2015.10.11

⽇本に来てもう⼀ヶ⽉余り、⾔いたいことは、いくらなんでも、私たちはこの⼟地で多かれ少なかれ私たちの⾜跡を残しました、私たちはここから歩んでいきます、どんなに遠
くても。頭を下げるな、王冠が落ちてしまうから︔涙を流すな、卑しい者に笑われるから。奇跡を信じること⾃体は、奇跡と同じく素晴らしいことです。万物にもその流れてい
く運命があります。星空が美しいのは、無限の宇宙において、暗闇がいかに広がっていっても、星の輝きで照らしてあるから。この世界でもそうです。絶望のあるところで、希

望が⽣まれる。なんだかテーマから逸れましたようだが、⾔いたいのは、⾯⽩かったです。

それで、今⽇は宝くじを⼀枚買いました。この紙切れを持っておけば、⼈⽣が変わるかもしれないと⾔ってる⼈はいますが、いろいろな体験を楽しみ、いろいろな体験に悩み、
いろいろな体験で⾒聞を広げることこそ、私たちの未来ではないでしょうか︖やらなかったから後悔するよりは、やってから後悔したほうがいいでしょう。

しかし、可愛らしさはすなわち正義だ違いますか︖この宝くじって可愛らしい。

沈隽吉さんの⽇記



鎌倉の旅︕︕︕

2015.10.12

   今⽇、鎌倉に遊びに⾏きました。明け⽅、私はJRに乗って鎌倉へ出発しました。まず、私達は鶴岡⼋幡宮に⾏きました。⾏った時間が早かったので、⼈がいませんでした。で
も、そのおかげで、私達はこの⽇本三⼤⼋幡宮の魅⼒を発⾒することができました 

私達は運がとても良くて、今⽇ちょうど結婚する⼈がいて、貴重な光景を撮ることができました。

その後鎌倉と⼩町通りに⾏き、お菓⼦とお⼟産を買い、適当に昼⾷を済ませてから、

午後、円覚寺に⾏きました。

 

この寺院、とっても雄壮でしょう。でも寺院の中を歩いていると⾃分の⼼が落ち着くのを感じられます。景⾊がとてもきれいで、お寺の中にはお釈迦様の⻭と仏舎利が祀られて
います。夏⽬漱⽯が座禅した中庭もあります。。。

沈隽吉さんの⽇記



今⽇はとても楽しかったけど、今はぐったりです。。。



随筆10.13

2015.10.13

今⽇は、学校は休みだったので、ホストファミリーのお⽗さんと遠⾜に⾏きました。銭洗弁財天に⾏って、⾦を洗いました。そして葛原岡神社に⾏って、縁結びを願いました。
さらに浄智寺に⾏って、布袋様を拝みました。疲れましたが楽しかったです。明⽇はまた学校ですね、ララララ

沈隽吉さんの⽇記



随筆(10.14)

2015.10.14

今⽇、中国の留学⽣が学校訪問に来ました。そこで、私が通訳になりました。そのため、製図の授業は私と先⽣が中国と⽇本の違いについて話す授業となりました。また、⽇本
で中国⼈留学⽣から中国のお⼟産をもらい、同じ中国⼈留学⽣として少し微妙な感じでした。でも、このような⽇中交流を促進するイベントをたくさんしたほうがよいと思いま
す。みんなは⽇本語がわからないけれど、ごくごく短い半⽇間で⽇本で友達をみつけ、メールアドレスを交換しました。あ。。。。

沈隽吉さんの⽇記



花⽕

2015.10.17

今⽇は、家で江ノ島の花⽕⼤会を⾒ました。⾒た後は、さすがに少し感動を覚えました。

 

沈隽吉さんの⽇記



短い花⽕、輝く旅。まさにこのような、桜のように短いが深い美しさに、⼼は砕けるほど浸ってしまうでしょう。⼈⽣はまさか花⽕のようなもので、どこかの⼟に埋もれるのは
必然の結果ですが、みんなはみんなで我が⾝を顧みずに咲いてみました。⼤きいのもあり、⼩さいのもあり、鮮やかなものもあり、暗いものもあり、最終はみんな消えては⾏き
ます。どれ⼀つも永遠に留まることができません。誰でも⼈より⾃慢できるとも思えぬ、だから他⼈の良さに羨ましがらなくてもいいです。私も咲きました、これだけの証を⾒
出せば、⼈⽣は輝きだします。それだけで、もう⼗分です。



間違いなくそうだ、今⽇から私は······

2015.10.19

間違いなくそうだ、今⽇から私は茶道部の唯⼀の男⼦になりますよ、あははははははは、うふははははははは、（画⾯越しに私の猥
褻なオーラが伝わったのか︖冗談冗談）。茶道は確かに難しいですが、それも確かに⼼を静かにしてくれます。しかもお菓⼦もある
し。静坐以外はまあまあ良かったです。そうだ、私の装備も⼿に⼊りました。あははははははははははは、超きれいでしょう、あは
はははははは。

沈隽吉さんの⽇記



部活－写真部

2015.10.22

正確に⾔うなれば、今⽇が私の写真部での初めての活動です。私達は、学校の近くの花の国に⾏きました。

楽しかったけど、疲れました。もう寝ます。

沈隽吉さんの⽇記



散髪

2015.10.25

正直、⽇本に来る前からもう考えていましたが、散髪という⼈類史上で最⼤な難題についてね。その難題は今⽇ようやく直⾯しないといけなくなってきました。⽇本に来てか
ら、髪が狂ったかのように伸びてきたから。そしてホストファミリーのお⽗さんに、近くに散髪屋さんがあるか、⼤体いくら位するのかを聞いてみました。答えを聞いた私は呆
れた︓最低１０００円かかると。少し考えたあと、やはりそれは⾼すぎるとホストファミリーに⾔いました。するとホストファミリーのお⽗さんは、ホストファミリーのお⺟さ
んの前の学⽣がヘアカッターを持ってるかもしれないから、借りてきてくれると⾔いました。そして、本当に借りてきました。今朝はホストファミリーのお⽗さんが⾃ら散髪し
てくれました、超感動︕︕︕

沈隽吉さんの⽇記



祈り

2015.10.28

 

明⽇、ホストファミリーのお⺟さんは⼿術をするため⼊院します。ここに⼼から⼀⽇も早く回復されることをお祈りいた
します

沈隽吉さんの⽇記



随筆10.31

2015.10.31

今⽇は、ホストファミリーのお⺟さんの退院の⽇ですので、ホストファミリーのお⽗さんと⼀緒に病院へお⺟さんを迎えに⾏きました。それで、願いがかなって⽇本の病院を⾒
ることができました。中国の病院ととても違って、ようするにとてもきれいで、思いやりがあります。

沈隽吉さんの⽇記



2ヶ⽉経ちました~~~

2015.11.04

    数えてみると、⽇本に来て2ヶ⽉余り。この2ヶ⽉間、嬉しい事ばかりでした。それから⾊々なおいしいものを⾷べました。⽣活
も順調と⾔えるでしょう。でも、こう⾔うとここでホストファミリーのお⽗さんとお⺟さんに感謝せずにはいられません。

沈隽吉さんの⽇記



同じ道を歩む⼈に出会った

2015.11.08

    《トリコ》好きのホストファミリーの友達の息⼦と《jojoの奇妙な冒険》好きのホストファミリーの⼦供の奥さんに出会った後、今⽇《宇宙戦艦ヤマト》を⾒ている時ホス
トファミリーの娘さんの夫は、喜び勇んで⾛り寄ってきて私に尋ねました︓君は戦艦ヤマトを⾒ているの︖うなずくと、とても⾃然にうなずき、ハイタッチしました。これはオ
タクの暗黙の了解です。沖⽥艦⻑のひげと同じくらいの丸さを過ぎてるけど、しかし私の少年時代よ。。。要するに⽇本に来て世界のお宅はみな家族であるということがわかり
ました。EVAと、ガンダム0079と同じ⽇本のアニメの先駆者に、私はとても感動したとしか⾔えません。

 

最後に、私たちは⾼い声で叫びましょう、すべての男⼦は⼼の中に永遠に沈まぬ戦艦ヤマト
を持つべきだ!

沈隽吉さんの⽇記



ホストファミリーのお⽗さんの誕⽣⽇

2015.11.12

   今⽇は、ホストファミリーのお⽗さんの76歳の誕⽣⽇でした。そこで私達は家で焼き⾁⼤会をしました。

沈隽吉さんの⽇記



宴

2015.11.16

    今⽇、豊川先⽣は、私のホストファミリーや李さんのホストファミリーとの⾷事に誘ってくれました。それから、「最近はどうですか」という会話から「世界がどうやった
ら平和になるのか」という話になりました。たくさん⾷べてお腹いっぱいです。疲れた。

沈隽吉さんの⽇記



陶芸

2015.11.17

    ⼯業基礎実践を選択してから、ずっと楽しみにしていた陶芸ですが、今⽇ついに授業がありました。先⽣は授業の時に、毎回⽣徒のために、21時間を費やしてかまどをみる
のでとても疲れる、と愚痴っていましたが、先⽣の⽬のくまを⾒て私は先⽣に、お疲れ様でした、と⾔いたくなりました。よく考えてみると、⼯業科の先⽣はみな男神だなぁ。

※訳者注︓男神＝カリスマ性と影響⼒を持ち、才能に溢れて美も備えたパーフェクトな男性を指す流⾏語

沈隽吉さんの⽇記



昨⽇はホストファミリーと⼀緒に、⼤⼭という名の、実際には富⼠⼭の1/3しかない、⼈いっぱいでしかたない、ケーブルカーに乗
るのに２時間並んだ⼭に⾏きました

2015.11.23

 

 

 

    この⼭は、⼈いっぱいで溢れ出そうでしたが、実は⾵景はとても良かったです。お弁当を⾷べながらもみじを眺めるのも楽しいです。疲れました。

沈隽吉さんの⽇記



体育のテスト

2015.11.26

   体育にもテストがあるなんて、思いもしなかった。しかも筆記試験まであるなんて、この世界はもう救いようがない。そして私も。。。4問しか正解できませんでした。

沈隽吉さんの⽇記



今⽇はたこ焼き、明⽇はおこのみ焼き、明後⽇は・・・・・・

2015.11.30

    明⽇は後期中間テストですが、ホストファミリーの家は毎⽇お客さんとおいしいものがあります。今⽇はホストファミリーが喫茶店で知り合ったアルバイトで、韓国の留学
⽣のホストファミリー家が私達の家に訪ねてきたので、たこ焼きをつくって⾷べました。韓国からの留学⽣ですが、⽇本に留学して4年とのことで、私にとっては⼤先輩となり
ます。そして明⽇はテストですが、私はまだ復習していません。世界史A、全く覚えていない。でもこれは私にとっては何ともない事です。アハハハハハハハハハハアハハハハ
ハハハハ。

沈隽吉さんの⽇記



テスト

2015.12.01

     この魔性のテスト、なんで歴史のテストは持ち込み可になってるの︖なんで︖そうなると、この三⽇間ずっと歴史のテキストを⼿にした私は何をしたというわけ︖もう。け
ど、このようなテストが好きです。知識への理解と運⽤を測るためのテストで、必死に暗記する必要はないからね。

沈隽吉さんの⽇記



お好み焼きパーティー

2015.12.02

    毎⽇⾷べる⾷べる⾷べる、今⽇はホストファミリーの友達とホストファミリーの友達の店に⾏き、1年に1度の忘年会を開き、たくさん⾷べました。お好み焼き、キムチ鍋、
ホストファミリーのお⺟さんが作ってくれたチーズケーキ、どれもとてもおいしかったです。明⽇テストがまだあるので、早めに帰りました。ホストファミリーの友達はみんな
いい⼈で、いろんなことについて話しました。やはりこの⾔葉の通りです︓世界は愛に満ちていて、すべての⼈がみな家族です。疲れました、もう寝ます。

沈隽吉さんの⽇記



思いもしなかったこと（第⼆弾）

2015.12.09

私は沈隽吉で、留学⽣です。思いもしなかったことに、私は現代⽂の先⽣と同じエリアに住んでいます。今朝は駅で偶然に先⽣と出会い、前のテストはどうですかと尋ねると、
先⽣はニコニコして答えてくれなかったです。⼼の中で寒気が⾛った︓それは落とされるって意味でしょう。けれど、深く考えれば考えるほど恐ろしいです。それはあっさりと
した微笑みではなく、悪魔の凶悪な笑みでしょう、きっと宿題は増やされることになるでしょう。でも、神様のような少年はそれくらいで浮⾜がたつもんか、今度こそ合格して
⾒せましょう。

沈隽吉さんの⽇記



この時になりました

2015.12.10

   今⽇の現代⽂授業の時に、先⽣は試験⽤紙を配りながら、この時がやってきましたね、⼆年⽣のあなた達はしっかり勉強しないといけませんね、と⼼をこめて⾔いました。私
は、この先⽣はとてもすごいと思いました。彼は私がここで、私達にすぐに⼤学⼊試あるからよく勉強しないと、ということを気付かせてくれた⼆⼈⽬の⼈です。よく考えてみ
ると、⼈の学⽣時代は本当にこうあるべきなのか︖⽇本の学⽣は中国の学⽣に⽐べて、1,2年の時はかなり気楽です。今は⼀番いい時期でもあるし、悪い時期でもあります。す
べてを点数に任せて、テストを最低のゲームにすることができたら、私たちの勝ちです。

沈隽吉さんの⽇記



この⾵この⾬

2015.12.11

まさにこの諺の通りでした︓风怒欲拔⽊，⾬暴欲掀屋。风声翻海涛，⾬点堕车轴。

（宋の時代の詩の引⽤でした。⼤意は「⾵が起こり⽊を抜きそうで、⾬が暴れて屋敷がひっくり返そうになる。⾵の⾳は海の波浪のように、⾬の滴は⾺⾞の⾞軸に落ちる」。―
訳注」

今朝の⾵はまるで台⾵みたいですね。うゎ、傘を差しても役⽴ちません。

沈隽吉さんの⽇記



真⾯⽬になるべき時です

2015.12.12

今朝、中国のお⺟さんからの⼩包が届きました。中のものにとても感動させられました。

それから、私はこの期待に背かないよう、しっかりと勉強しようと思いました。でも、本を買い間違えた⾃分にとてもイラッ としました。

沈隽吉さんの⽇記



初めての点前

2015.12.15

今⽇は初めて完全なる点前をやり遂げました。でもずっと正座してきて、終わってからの３分間は全く動けない状態でした。今⽇は命の危険に曝され茶道部へ写真を撮りに⾏き
ましたが、ネットには載せないで、と先⽣に⾔われました。だから、

これでいいってことですか︖先⽣が仰ったことはあまり理解できなかったけど、だいたいこの丸は茶室に宇宙全体が含まれていると表している意味らしいです。３０分の正座だ
ったんで、どうやって歩いて帰ったかも分からないくらいでした。

沈隽吉さんの⽇記



体能训练

2015.12.17

     今天，体育课⽼师说是体能训练，说是长跑，我也是信了。这500⽶的跑道整整12圈，还要也跑越快，我也是。。。最后只跑了7圈就。。。仔细想想，⽇本的孩⼦⾝体真的是
好好的说，现在还有⼈每天穿衬衫来上学，虽然⼀个个叫着好冷好冷的然⽽感冒的⼀个都没有。还好当初没有选体育部，不然我也是活不到今天了

これは⽇本語で投稿されたものです

沈隽吉さんの⽇記



⼀年就快过去了

2015.12.21

    来了⽇本之后，⽇⼦⼀天天的过着，⾯对着周围渐渐熟悉的风景。时光如长河中的⽔滔滔向前，从不曾停留半分，最初的感动，最初的记忆，那⽆数曾深深镂刻⼼间的丝丝缕
缕，我都不想忘记，也不会忘记。明年会是怎么样的⼀年呢让我期待⼀下吧。晚安，地球⼈。

これは⽇本語で投稿されたものです

沈隽吉さんの⽇記



ホストファミリーの娘さんの誕⽣⽇パーティー

2015.12.22

今⽇はホストファミリーの娘さんの誕⽣⽇ではないけど、娘さん毎⽇忙しいから、パーティーはきょうにします。今⽇、私も料理を作りました。塩キャラメル⽜乳ブリンと蒸す

餃⼦、ホストファミリーの⽗さんは⿃の丸焼きを作りました。今⽇は⼤満⾜です。

⽇本で初めてもらったクリスマスプレゼント。ありがとぅ(⾋∀｀*)

これは⽇本語で投稿されたものです

沈隽吉さんの⽇記



寒假的课外活动

2015.12.23

今天有摄影部的课外活动。我们去了江之岛。

沈隽吉さんの⽇記



因为是摄影部啊，所以都是照⽚。今天累了，那就晚安啦。





故地重游

2015.12.24

今⽇、⽇本⼈の友たちと⼀緒に鎌倉に遊びに⾏きました。

不思議なことで、その場所に⾏くのは⼆回⽬ですけど、何とかべつのものがかんじますね。

やっぱり友たちと⼀緒に出ると、嬉しいですね。

それに、鎌倉の雰囲気はじつにすばらしいです。例え、街に歩き回るだけでいろんな⾯⽩いことと出会うことができますね。

これは⽇本語で投稿されたものです

沈隽吉さんの⽇記



刺激を受けました

2015.12.26

    A4⽤紙10ページの⼈体の冬休みの論⽂を書き終わった後、退屈していた私が⼤脳をねぎらうべくケーキを⾷べていた時、ホストファミリーのお⽗さんとお⺟さんが⾒ていた
フィギュアスケートの試合を⾒て、選⼿がみんな13、4歳くらいであることに私は⼤きな衝撃を受けました。⾃分が13、4歳の時は何をしていたんだろう。今⽇から私は腹筋を
8個に割るように体を鍛えると誓います。できなければ。。。またその時話しましょう。

沈隽吉さんの⽇記



明⽇はカラオケ

2015.12.29

      明⽇は⼤勢の⼈と⼀緒にカラオケに⾏くとホストファミリーは⾔いました。しかも⼀番若い⼈から歌い始めるらしいです。怖いですよ、私はまさにその⼀番若い⼈ですか
ら︕︕︕徹夜して練習するんだ!! !

沈隽吉さんの⽇記



まずは昨⽇のこと

2015.12.31

昨⽇のことだと⾔いながら、実は今⽇のことだと⾔うべきです。昨⽇はホストファミリー家族全員と友達とカラオケに⾏って、9時から12時14分まで歌ったから。最初は⾃分が
そこまでもたないと思いましたが、まさか⾃分があんなに歌えるなんて思いもしなかったです。

沈隽吉さんの⽇記



今⽇のこと

2015.12.31

これは昨⽇の写真です、可愛いでしょう︖

今⽇は秋葉原に⾏って、本を買いました。

今晩はよく⾷べました、すき焼きと年越しそば、今年は円満に終わりました。

紅⽩を⾒ながら、来年の計画を考えていました。

みなさん、来年も微笑んですべてに⽴ち向かってね︕

沈隽吉さんの⽇記



⼀泊⼆⽇の箱根旅⾏

2016.01.04

昨⽇、ホストファミリーと⼀緒に、ホストファミリーのお⺟さんのお姉さんの箱根の別荘に泊まりに⾏き、そこで 

を⾒ました。さらに、

 温泉にも⼊りましたが、写真はありません。
  それとお⼟産を買いました。

  これは私に笑い話を思い出させます
  ︓"お⽗さん、このような⾎糖値を下げる機械は全部うそです︕""でもそれはEVAの限定版です︕"

  これは私にもう⼀つホストファミリーの⼥の⼦の笑い話を思い出させます
  ︓“前回パリに⾏って私がパンを買ったとき、店員さんが私に”ありがとうございます”、と⾔いました。翌⽇おいしかったので私はそこで5個買ったら、店員さんが”謝謝”と⾔

いました。
 箱根でもっとも感じたのは⾄るところに中国⼈がいるということでした。⾃分の国がすごいなぁと思いました。

 

私を旅⾏に連れていってくれたホストファミリーに感謝します。

沈隽吉さんの⽇記





回転寿司

2016.01.06

今⽇の午後、ホストファミリーと回転寿司を⾷べに⾏きました。ここの寿司屋はとてもおもしろくて、ステーキ寿司や焼き豚寿司があったりしました。そこで、私も14⽫も⾷
べました。ホストファミリーは。。。の⼈の⾷べたお⽫が⾼く積み上げられていて顔が⾒えないね。と⾔いました（「。。。」は私が「それがどこか」を忘れたという意味で
す）

沈隽吉さんの⽇記



sky tree

2016.01.07

今⽇はクラスメートとsky treeにいきました。頂上で⾵景を眺めるとなんだかちょっと感動しましたが、私は⾼所恐怖症で、だから。。。

 

 

このあたりは⾷べる物もよかったのですが、⾼価だったので、昼ごはんは焼きそば⼀品で済ませました。

ふいに、昔のクラスメートのことを恋しく思えてきました

ちょっと胸が引き締まる感じがして、アカウントに簡単なメッセージを残しておきました。

沈隽吉さんの⽇記



雑談 その⼀

2016.01.09

     後何⽇かで、ホストファミリーの家に南⽶からの留学⽣がやってきます。私は留学の先輩としてどんな顔で、かつての元祖は⽇本⼈だった、可愛い⼦たちを迎えるべきでし
ょう。

     ついでに、交流センターにちょっと突っ込みたいです︓どうしてうちらはこんなにイベントが少ないんですか、ほかの⼈のを⾒てみたら

どうしてこんなにイベントが多いのでしょう。でもここでホストファミリーに感謝しておくべきですね、ほかの国の⼦と触れ合う機会を提供してくれてありがとう。シンガポー
ルには⾏けないですけど、ほかの国からの素直な⼦たちと知り合えるのもいいことでしょう。

沈隽吉さんの⽇記



歌舞伎

2016.01.10

今⽇は浅草へ⾏って、歌舞伎をみました。今⽇朝１０時半ぐらい出って、浅草に⾏きました。それで、店でカツ丼と胡⿇そばセット
を⾷べました。なかなかいい店で、美味しくて安いです。それで、そこで⾊々買い物して、

そして、浅草寺で初詣して、その辺で⾊々なお菓⼦を⾷べて、待ちます。

三時から、歌舞伎が始まります。それで、劇場内写真撮れないので、写真がありません。

最後、上野でカレーを⾷べて帰ります。いい⼀⽇でした。

ありがとうございます、とうさん。

これは⽇本語で投稿されたものです

沈隽吉さんの⽇記



歌舞伎 続き

2016.01.11

昨⽇は遅くなったから、歌舞伎が⼀体どんな様⼦かについては書かなかったですが、今⽇は書き⾜します。

これは昨⽇⾒た歌舞伎の題名です。とてもユニークな題名で、よりユニークなことは、俳優さんはみんな男性です。これは中国の国粋である京劇に似ています。

この「⽑抜」は推理めいた物語で、「義経千本桜」は妖怪についての物語で、各ストーリのディテールは省きます。

古語で喋ってはいましたが、私は紹介を⾒ながらでなんとかぎりぎり分かりました。

Woホホホ、私って天才だ、ハハハハハハハハハハハハ。

沈隽吉さんの⽇記



初釜

2016.01.12

今⽇、新年の初めての茶道部活動で、先⽣が今⽇の茶会は『初釜』と呼ばれることを教
えてくれました。それで、今⽇のお点前は先⽣がやりました。それで、初めて濃茶をい
ただきました。また、花びら餅を⾷べました。

今⽇は楽しかったです。それで、ここで先⽣を感謝しないといけないです。先⽣は普段
学校でみえない茶道どうぐを⾒せました。それに、⾜が良くなくてもお点前をしまし
た。かんどうしました。ここで誠にありがとうございました。

最後、濃茶は美味しかったです。
これは⽇本語で投稿されたものです

沈隽吉さんの⽇記



雑談

2016.01.14

      今⽇、⼈体の論⽂が戻って来ました。私が苦労して3⽇をかけて書いた魔性の論⽂は、なんとA評価でした。少し嬉しい。それと、明⽇は、中南⽶の⼦たちがついに来ま
す。私はとても楽しみです。

歩いた道、出会った⼈︔それぞれの理由があって、それぞれの縁があります。

沈隽吉さんの⽇記



留学⽣が来た

2016.01.15

     今⽇は、コロンビアとボリビアからの留学⽣が来ました。とても新鮮なことではありますが、別に特に特別な感じもしませんでした。とにかく可愛らしい男の⼦⼆⼈です。

写真による詳細は明⽇に。

沈隽吉さんの⽇記



⽔族馆

2016.01.16

嘛，总之呢今天托留学⽣的福去了⽔族馆。

度过了快乐的⼀天。

在水族馆说得最多的一句话就是：“这鱼看起来很好吃的样子！！？”。

不过，跟男孩⼦⼀起去⽔族馆总觉得有点。。。

沈隽吉さんの⽇記





⼩さな喪失感

2016.01.18

    昨⽇、ネットがつながらなかったので、昨⽇の事を今⽇お話しします。

     昨⽇中南⽶からの⼦達が帰って⾏きました。…彼らは何もよくわからないし、神経も太く、⾏動もとてものびのびしていてたけれど、まっすぐな情熱を持った、善良な良い
⼦です。

     それと、彼らのおかげでおいしいものが⾷べられたので、また⽔族館に⾏きました。（前に⾷べたのがおいしくなかったわけではないです ）彼らからおいしいお菓⼦をも
らっていたので、なにもプレゼントしないのは本当にきまりが悪かったです。

     2⼈のうち１⼈は将来農場主になり、もう⼀⼈は商⼈になるそうです。なので、今後がどうなるかはわからないけれど、最後に、このような少年たちと触れ合う機会を作っ
てくれたホストファミリーに感謝します。

     ここでホストファミリーに説明したいと思います。私はみんなが⽇記を読んでいるのを知っています。この家には年配の⽅しかいないとか⾔わないでください。それと、私
のことをかわいそうと思われてしまうと、とてもきまりが悪いです。実は私はとてももの静かな⼈間で精神年齢が同年齢の⼈より少し⾼いのでしょう。

    だから、⼀番多く⾔いたいのはやはり「感謝」の⾔葉です 。

    それと、彼らが舞台でダンスをしていた時、司会者は、これこそが⻘春、といっていましたが、私は下で眠っていました。私の⻘春はちょっと。。。

有可以浪掷的东⻄，也有很想珍惜的⼈，有追寻，也有坠落，醉过⼀场，也清醒地看过⼈间⾊相，⼈⽣才不是空中鸟迹，飞过不留痕。（张⼩娴著《谢谢你离开我》からの引⽤）

これこそ⻘春です。

沈隽吉さんの⽇記



体育授業

2016.01.21

     先⽇の何⽇間は、またネットが切れていました。

     今は、仕⽅なく下の階に降りてホストファミリーにお邪魔しています。

     今⽇の体育の授業ではテストをやりました。そこでようやく、体育の筆記試験よりもつらいのは体育の⻑距離⾛だと分かりました。⽇本の⼦供ってどんなふうに⾝体を育て
たか不思議に思えるくらいに、10周⾛っても平気そうだったんですが、私は5周⾛ったところでもうぼろぼろです。

     10周、私はまるまる22分かかりましたが、最後までなんとかやり遂げたと⾔えますね。

      けど考えてみれば、ぐったりして家まで⽣きて帰れるのはまさに奇跡じゃないかと思えますね。

沈隽吉さんの⽇記



だんだん、だんだん

2016.01.22

     だんだん、だんだん、周囲の⼈は⽇ごとに暖かくなり始め、だんだん、だんだん、周囲の景⾊は次第に熟知するよ
うになり、すべてのことはだんだんと変化しています。

    要するにすべてがより良くなってきました。

“可能”“は不可能に尋ねた”︓あなたはどこに住んでいるのか︖“ 
 不可能は答えた︓”無気⼒者の夢の中です。” （引⽤︓ラビンドラナート・タゴール）

 Ask the Possible to the Impossible，"Where is your dwelling place?" 
 "In the dreams of the impotent，"comes the answer.

 

沈隽吉さんの⽇記



無理です

2016.01.23

私にはできませんよ、稲妻のように痩せよう（ネット流⾏語。「葦のように痩せる」と似た意味です。̶訳注）と決意しましたが、でもこんなに格好いい稲妻って⾒たことあり
ますか︖

だから、私は。。。

できません

というわけで、やはり⼝に気をつけよう。

沈隽吉さんの⽇記



気分が晴れない

2016.01.25

     今⽇は、クラスメートたちは会議があって、修学旅⾏の説明会だとか。なんで海外に⾏くの︖なんで私は海外に⾏けないの︖ちょっと気分が晴れないですよ、おまけに15分
も遅れました。

     ⾦曜⽇から、3年⽣はいなくなりますよ。私の⾊⽩で綺麗な⼥⼦先輩たちよあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
あああああああああああああああああああああおおおおおおおおおおおおおおあ。

       とにかく、気分が晴れません

沈隽吉さんの⽇記



中国語の紹介

2016.01.26

同級⽣がシンガポールに修学旅⾏に⾏くことになりました。いい⼈として、私は彼らに中国語の紹介を書くのを⼿伝うつもりです。

 うん、私は本当にいい⼈だ。

 私へのお⼟産を覚えておいてくださいね。

  うん、私は本当にいい⼈だ。

沈隽吉さんの⽇記



⾷いしん坊の⽇常

2016.01.27

     今⽇は、ホストファミリーの娘さんのお友達のお⽗さんにご飯を誘われたから、部活をサボって⾏きました。（嘘です。今⽇は休みです）。そして⾷いしん坊の責任を遂⾏
して、⾷べて⾷べて⾷べまくっていました。焼き⿃、牡蠣スープ、鯛めしがあって、満⾜に⾷べました。それからはお喋りに⼊って、話は恋⼈づくりの⽅向に進んできて、そし
て、̶̶̶̶̶̶

     後もいろいろ予想外の展開でホストファミリーの娘のお友達のお⺟さんからお茶碗をもらいました、それに。。。

ふと気付けば、周りはいい⼈ばかりですね。この家に来れたのは私の幸運です。

最近ネットがよく切れるから、短かったけど突っ込まないでくださいね。

沈隽吉さんの⽇記



三年⽣はいなくなる

2016.01.29

      今⽇から、三年⽣は⾃由登校が始まり、多くのクラスは奇妙になってしまいました。倫理クラスは四⼈しか残っていなく、⼈体クラスは私が唯⼀の男⼦です。そして何度も
⼝にしたその痛いところですが、彼らは来週シンガポールに⾏くんですよ。で、私は学校で⾃習しなければならないんですよ。しかも移動時間は学校に居る時間よりも⻑いで
す。

     ここで感謝しなければならない⼈がいます。この⼈です。私はここに来てから、初めて私に好意的に接してくれた⼈で、もうすぐ卒業してしまいますので、いい⼈は⼀⽣穏
やかに暮らせるように。

質問して来ないで、絶対⾔わないですよ。

沈隽吉さんの⽇記



wohohohoho

2016.01.31

明⽇からクラスメートたちは海外修学旅⾏に発ちます。私は休みに⼊ります。オホホホホホホ、けどな、なぜまだ学校に⾏かなくちゃいけないんだ︖移動時間は私が学校に居る
時間よりも⻑かったですよ、本当にもう。。。

けれどいいチャンスです。把握しきれていないところを⼀通りやり遂げたら、もう図書館を思う存分に楽しめる、可愛い⼥⼦も思う存分にだ、ハハハハハハハハハハハハ。

沈隽吉さんの⽇記



また、ごちそう

2016.02.03

今⽇はまた、お⽗さんの友たちから、ご馳⾛されました。いいはいいけど、でもやっばり太るから。。。

今⽇は、本場のすし店で寿司を⾷べました。それで、ラムネを飲みました、結構難しいですね。前回、浅草で飲めないことはまさかここでやりましたとはね。。。

学校で留守番三⽇⽬です。結構いいだと思いますね。

実習して、遊んで結構楽しいです。

今⽇は、疲れた、おやすみ(´-ω-`*)zZ

これは⽇本語で投稿されたものです

沈隽吉さんの⽇記



魔性の講座

2016.02.05

今⽇は暇だから、⼀年⽣に混じって性教育講座を聞きました。さすがに魔性だな思いました。

それから⽐較してみれば、こういうのは中国はやはりまだまだ⾜りないと気付きました。

それから、中間研修を楽しみにしています。

沈隽吉さんの⽇記



みんなとの尽きることのないおしゃべりのひと時

2016.02.12

     今回の研修は、本当にとても楽しくて、5ヶ⽉ぶりにみんなとの再会、⾷べては飲んで、すべてがすばらしいものでした。東⼤寺に⾏ったり、薬師寺に⾏ったりしてとても
楽しかった。

    久しぶりに会えて、また別れて、私は何と⾔ったらよいのかわかりませんが、みんなが元気で過ごせることを祈ることしかできません。

熱が出たので早めに寝ます。残りはまた明⽇。

沈隽吉さんの⽇記



バレンタインデーの呪いを感じました

2016.02.14

     今⽇2⽉14⽇は、バレンタインデーです。そこで、もともとは⼥の⼦と遊びに誘い、ついでにアタックしてみようと思ったのですが、朝は暴⾵⾬でした。oh、why︖その上
まだ喉が痛くて、また⼀⽇休んでいました。 

    今⽇唯⼀の嬉しい出来事はホストファミリーのお⺟さんのプレゼントです。

わーい、⼀袋のマカロンだ、ウララララ、めちゃおいしいです。

体調がまだ良くないので、早めに寝ます。

沈隽吉さんの⽇記



随筆

2016.02.17

     昨⽇からまた休みに⼊ります。そうです、この２⽉は私はほとんど休んでいます。いいことはいいですけど、これまでに習ったものを消化でき、怪我も静養できますし、可
愛い⼥の⼦と仲良くすることもできます。とにかくやることはいっぱいあるんですが、唯⼀のよくないところは、久しく⼈と会ってないです。なんだか社会から離れた気がして
て、おやおや。

     だから、２年⽣はもうすぐ終わりますが、その前に、どんな表情で期末テストに⽴ち向かうべきでしょう︖

私は⼀週間いなかっただけで、なんだか彼⼥たちの授業はもう⼀年間進んだ気さえもします。早く⽳を埋めよう。

疲れました、おやすみなさい。

沈隽吉さんの⽇記



随筆

2016.02.19

      これ以上休むと家で腐ってしまいそうな気がします（そんなわけはない）、私は⼥の⼦とデートの約束ができたから、きっと上⼿くいくと思いますが、まあまた考えます。

      ３⽉はもうすぐテストですが、突然⼼細くなってきました。保健体育のテストは明⽇だそうで、そして⻤畜の情報活⽤、だめだ明⽇からしっかり勉強しないと。

沈隽吉さんの⽇記



⼈⽣

2016.02.22

魔性の⽣活は続いていて、今⽇先⽣が私に、シンガポールからのお⼟産をくれました

そうです、⼀箱のレーズンチョコレート。とても感動しました。でも、ちょっと変な気がします。

いいでしょう。

⻑い間授業を受けていなかったので、⾃分が⽣き返った感じです。やはりこの年齢は学習に適しています。

疲れた。おやすみなさい。

沈隽吉さんの⽇記



指染了神的领域

2016.02.24

昨天，断网了，昨天的事情今天来讲一下。昨天，在工业技术课上做了东西，不过没照片．．．

然后，今天考了英文单词，我觉得做得还行。

今天，考试考累了。那么，晚安(´―ω―`*)zZ

沈隽吉さんの⽇記



没错就是这个

2016.02.26

没错，之前说的就是这个，

     就是这个⼩挂件，从打磨开始花了我两个⼩时，果然还是要感慨⼀下⼯科这个伟⼤的⾏业和科技的重要性，还有就是在国内真⼼没有这样的机会。

     让我来试试我做的东⻄“誓いを此処に，我は常世総ての善と成る者，我は常世総ての悪を敷く者。汝三⼤の⾔霊を缠う七天、 抑⽌の轮より来たれ、天秤の守り⼿よ―――︕”

     哇，⾦⾊的呆⽑，不说了，我要去参加圣杯战争了。今天就到这⾥。

これは⽇本語で投稿されたものです

沈隽吉さんの⽇記



明⽇

2016.02.29

     明⽇は卒業式です。先輩たちはそれで⾏ってしまうと思いますと、胸が締めつけられるような気持になります。

     いつもキャンパス内で⾏き来するあの⼈たちの⾒慣れた姿はすでにだんだんと薄めてきています。。。

     けれど彼たちの優しさ、⼼の中に覚えていくに違いません。

     ここでは、あの⼈たちに感謝したいです。

     出会いと別れ、とにかく泣く時間をちょうだい。。。

沈隽吉さんの⽇記



卒業式

2016.03.01

今⽇は卒業式です。まぁー、気持ちはもう分かんないですね。初めての卒業式、以前はアニメでしか⾒たことがないことが現実で⾒るのが嬉しいですけど、先輩と離れるのが哀
しいです。

でも、分かんないのは⼀年⽣と⼆年⽣はただ隣で拍⼿と校歌を歌うことしかないじゃないですか、後は座ったままじゃないてすか。

まぁー、もし縁あればいずれどこかで会うでしょう。

今⽇はここまで、それじゃ．．．

これは⽇本語で投稿されたものです

沈隽吉さんの⽇記



明天考试︕

2016.03.02

     如题明天考试们不想多介绍了，就是我们的考试很独特，考试也要⾛班，⽽且分批次，科⽬⼤家也不⼀样，所以，我现在好虚，，明天三门都是要背的，我就得现在要死了，不
过没什么能难倒我是不是勒。

      所以不说了去复习了。

これは⽇本語で投稿されたものです

沈隽吉さんの⽇記



ハーフタイム

2016.03.04

    そうです、試験が半分おわりました。なんと私達は休みになりました。もうほんとに、でも、⼤部分の苦⼿科⽬はすでに試験し終わっていたので、⾃分がほっとしていまし
た。でも、続いての情報活⽤と保健体育はあまりよくわからないので、まだとてもびくびくしています。

     今⽇は、ある同級⽣が、私にシンガポールからのお⼟産をくれました。画像はまたにしましょう、カメラが⼀連の原因で壊れたので。。。

沈隽吉さんの⽇記



5⽇経ってからの愚痴

2016.03.10

    ⽇本に来る前はずっと私達のところの天気はとても変だと思っていましたが、⽇本に来てから私たちの所の天気はまだましだということが徐々にわかってきました。ここで
は、すぐ暑くなったり寒くなったり、⾬だったり⾵だったりして、と私はこれを⽬まぐるしく感じます。

    そのほかに⽇本の刃物は、とても使いやすく、とても鋭利で、私の⽖は切れたという感覚もないまま切れてしまいました。⽇本はこの⽅⾯では中国より優れている⾔わざる
をえません。

沈隽吉さんの⽇記



魔性の⼀⽇

2016.03.13

     今朝は、昨⽇の撮影のせいで、ぐっすり寝てしまって、まさか6時20分まで寝たとは、あらら不思議ですね。そして昨⽇はチョコレートを作って、今⽇は⼥の⼦を誘って、
そしてまた断られました。⾃分がすごいなあと思いました。というわけでいい友達はもう⼀⼈増えました。けどあの⼦は確かにあの⼦の物語があります。

     そして、今⽇はホストファミリーのお⽗さんの元部下の⽅が来られたので、串揚げを⾷べにいきました。そして、ホストファミリーのお⽗さんの元部下はまさか中華街でボ
ランティアをやってて中国語と⽇本語を教えています。中国語がすごく上⼿ですよ。そして死ぬほど⾷べました、⾷べ放題って⼈にひどく害を与えますね。

沈隽吉さんの⽇記



私は神器を作ることができます

2016.03.16

  今⽇、⼯業基礎実践の授業の時に、ガラスのマドラーを作りました。ガラスの棒を配られて、後は⾃分で焼きます。そこで

 

    作りは雑ですが、実際は⽕で⾚くなるまで焼いて、それから巻いたり押さえたりしました。でも、⾯⽩いのは温度が上がるとガラスは溶けてしまうのを知っていますが、実
際に⾒るのと作るのは初めてです。

    こんな⼩さなボールを作るのに30分もかかりました。

   これ以上ここにいると、神器まで作れるようになると思います。ああ、ここは本当に不思議な国です。

   でも、中国にも基礎教育にこのような授業を取り⼊れることを考えてほしいです。
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レク⼤会

2016.03.17

今⽇はレク⼤会の⼀⽇⽬、今⽇はサッカーです。

みんな、今⽇すっごく元気でいい試合になりました。

今⽇、私はキーパーをやりました。

４試合で３球だけ漏れた、すごいでしょう。

これは⽇本語で投稿されたものです

沈隽吉さんの⽇記



レク⼤会 ⼆⽇⽬

2016.03.19

昨⽇疲れたから、今⽇書きます。

昨⽇は、ドッジボールをやりました。

あんまり役に⽴たないけど、第四位になりました。でも、みんな⼀緒に頑張りましたから、楽しかったです。

これはクラスみんなの写真です。モザイクをかけるのが嫌な⼈がいるから、このまま置きます。

これは⽇本語で投稿されたものです
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なぜかわかりません

2016.03.21

     今⽇は、⽇本に来て⼆番⽬にお⾦をたくさん使った⽇です。たぶん、ある先⽣が⾔った通りに、留学は楽なことではないということですね。⼈よりもより多くの努⼒を果た
したからこそ、何か得られるのでしょう。

     もういい、反省にしてきます。

      あと、本は買いました。

      もう⼀⾔、⽇本の本はとても⾼いです。

沈隽吉さんの⽇記



終わりました

2016.03.23

     今学年はもうすぐ終わってしまいますね、そうよ、今⽇は羅針の発表が終わりました。⻤畜な私が無理⽮理に全学年に霊剣⼭を薦めました。そして、うちの教室の床はまさ
にのりで貼り付けられたもので取り外して洗えるとは知らなかったです。

     みな⼤喜びすることですね、羅針はようやく終わりました。

沈隽吉さんの⽇記



私の道

2016.03.26

      とても現実的な問題です、春休みが終わると、あと3カ⽉くらいで帰国することになります。将来の進路についてよく考えたら、また⽇本へ留学に来て、⼤学に⼊りたいと
思います。でもこの道は難しいです。

      それでも構いません。これは私の選んだ道です。選んだ以上、歩き続けていきます。天が崩れ落ち地が裂けても私は歩き続けていきます。

  

 

Everything weʼve ever done has lead to this.
 

沈隽吉さんの⽇記



クラスの⾷事会（予告）

2016.03.28

    みなさん、四⽉⼀⽇に⾷事会に⾏って、⾼⼆の⽣活に別れを告げます。ちょっと興奮します。

    他はもう何もないです。旅⾏に⾏くべきところへ全部⾏ったし。先輩を誘ってみたが、⽤事で来れないので、惨めな⼈⽣だ。

    しかし、男はこうであるべきだ。重荷を背負っても、何もなかったようなふりをして喋るべきです。
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エッグタルト

2016.03.30

    ⽇本にはエッグタルトというものがなくて、また説明しづらいので、⾃分で作りました。記憶の中の味でした。

        中国⼈がどれだけ⾷べれるかというと、おそらく災害さえ絶滅するまで⾷べてしまうでしょう。

     

⾷いしん坊の有⾔実⾏をばかにしないでください。

沈隽吉さんの⽇記



花⾒

2016.03.31

｡･ﾟ｡+ﾟ*｡ﾟ･ｻｸｰﾗ(*ﾟ∀)*´∀)*`∀)ｷﾚｰｲ｡･ﾟ｡+ﾟ*｡ﾟ･

今⽇,花⾒に⾏きました。

沈隽吉さんの⽇記



綺麗な桜も⾒えたし、いい⼀⽇でした。

これは⽇本語で投稿されたものです



クラスパーティー

2016.04.02

昨⽇、みんなと⼀緒にクラスパーティーに⾏きました。

結構遅くまで遊んだけど、楽しかった

これは⽇本語で投稿されたものです
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またごちそう

2016.04.06

今⽇はお⽗さんの友たちの誕⽣⽇ですから、その⼈からのご馳⾛です。

酒って奇妙なものだね。

⼤⼈たちはまだ話っていますが、先に帰りました。

これは⽇本語で投稿されたものです

沈隽吉さんの⽇記



召唤萌新

2016.04.08

     作为⼀个⾝兼两个部的部员的男⼈，我有责任和义务去劝诱那些萌新们⼊部是吧，但是我怎么觉得我好像吓⾛了很多⼈。

     还有，我好像脱离了，茶道部唯⼀的男⼈的称号了。
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やっぱ⼦供っていいな

2016.04.10

きょう、お客さんがきてくれて、⼦供も連れできました。私もその時結構可愛いですね、幼馴染もいるし、やっぱ成⻑したくないな。

でも、やっぱり夢はね、⼤⼈にならないとかなわないもんですね、良し、将来の夢のために、頑張ろう。

これは⽇本語で投稿されたものです
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明天要去迪⼠尼

2016.04.11

     明天要三点起床去迪⼠尼突然就不想去了有没有，不起早点来不及，晚上⼤约9点左右到家哎，但是好像很欢乐，所以爱。。。

沈隽吉さんの⽇記



ディズニーシー

2016.04.12

今⽇はディズニーシーに⾏きました。疲れたから、今⽇は写真だけで。

沈隽吉さんの⽇記





三天前的解释

2016.04.16

     处于⼀系列的原因，所以之前的解释拖到今天。那天，早上3点起的床，为了7点半到学校我也是，之后⼤约是九点到的迪斯尼sea。

     

     ⾸先我和同学们去拿了 这个地⽅的预约，据说会很堵，从表⾯看这是⼀桩普通的建筑其实这是⼀个巨⼤的跳楼机。还有⼀个俗套的故事，⼀个闲的有钱的探险家去⾮洲部落淘
了⼀个雕像，然后⾮洲⼈⺠告诉他这个雕像有诅咒，让他放⼿他不听于是灵魂被困在电梯⾥。但是⾥⾯的效果做的其实很好，但是因为⾥⾯不允许拍照所以。。。个⼈建议可以尝试
⼀下。

     然后就是⾥⾯的饮⾷问题了，⼀句话贵，巨贵，⼀杯⽔在外⾯150⾥⾯310，吃个半饱的饭居然要2000。死贵死贵的。

     之后就是总体来说这个园内做的都很好，很逼真，让⼈有⼀种梦幻的感觉，然后钱就飘⾛了。
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奇妙的⽣活

2016.04.18

    现在的⽣活真奇妙，早知道就不选怎么多课了,现在过得⽐⼆年级还累，早说可以空课嘛，我就不全都堆满课了。

So，there is a saying,

Yesterday is history

Tomorrow is a mystery

But today is a gift

That is why itʼs called the present 
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明⽇は健康検査

2016.04.19

そう、明⽇は⾝体検査、よくわかんないけど、先⽣が参加する必要が有ると⾔ったですけど、やっぱ⾯⽩くないし、⾏きたくないわ、まいい。

今⽇はこれでそれじやおやすみ

これは⽇本語で投稿されたものです
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体检也不过如此

2016.04.20

     吓死我了还以为体检要抽⾎量⾎压什么的，没想到就是脱个⾐服听个⼼跳就结束了吓死我了。

     然后就是⾃⼰上⼼连⼼电视好可怕，我。。。
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久しぶりの⽇記

2016.04.23

で、今⽇新しい映画を⾒ました。あのズートピア、めっちゃ⾯⽩かったです。やっぱり、僕はふわふわの物に対して全然抵抗⼒がないですね。

でも最近、茶道の腕はだんだん上達していますがでも右⾜の踵ちょっときついですね。

これは⽇本語で投稿されたものです

沈隽吉さんの⽇記



体育祭的准备

2016.04.27

     意外的得知我其实赶得上参加体育祭整个⼈都好了，然⽽我们的颜⾊是紫⾊我都不知道他们要⽤什么歌来配舞了，不过还是很⾼兴赶得上。
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ようやく⾒た

2016.05.01

终于见到了，这种传说中的车，就是电视剧⾥经常出现的街头拉票的车，不过上⾯好⼩，真不知道那些政员是怎么站上去的，不过今天没带相机看⼈品明天吧。

沈隽吉さんの⽇記



憋了两天

2016.05.05

     对，没错憋了两天没写⽇记来个⼤的，放连休假，去了箱根⼜去涩⾕看了芭蕾泡了温泉。

这是⼩⽥原城的天守阁，就是因为连休，⼈海⼈海啊。

还有猴⼦

然后就是去了涩⾕看了芭蕾，托⽼师的福，有了免费的票，在这⾥要谢谢⽼师。
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⽣物作业

2016.05.06

这是⼀个动物细胞，可是我怎么看都是个蛋糕，钦佩⾃⼰的画风。

沈隽吉さんの⽇記



奇妙なスイカの⾷べ⽅

2016.05.07

今年の初スイカはきのうでした。で、⽇本⼈が塩をかけてスイカを⾷べるのはマジで驚きました、茘枝は醤油をかけて⾷べると同じぐらいでも案外美味しかったです。

沈隽吉さんの⽇記



神奇的体验

2016.05.09

     今天，因为⼀系列的原因把便当盒，落在了回送的列车上，本来以为找不到了，问了住家爸爸和车站的⼈之后居然找到了，真是神奇的体验。

沈隽吉さんの⽇記



再⼀次

2016.05.11

     没错，第⼆次吐槽⽇本的天⽓，这个前天冷的要盖厚被⼦才能睡，今天差点热死在电车上，⼀直觉得⽇本的上班族很厉害，⼤夏天还有⼈穿⻄装。
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现在才发现数学是真爱

2016.05.12

     以前，想想数学就头疼，最近，以为⽣物背不熟，物理上过了，化学听不懂，总之只能考考数学放松⾝⼼。

沈隽吉さんの⽇記



队友的礼物

2016.05.15

对，我的队友上次去看电影的时候，帮我带了个礼物，

有没有觉得很厉害，虽然没上⾊。
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好久

2016.05.21

     不知道是说久好还是不久好，但是时间就是那么流逝着，今天寄了包裹，转眼间就到了这种时候了。也不知道说什么好，但是。。。

沈隽吉さんの⽇記



为了⽩吃饭

2016.05.24

 昨天为了中午吃饱饭，于是就去参加了⼀个什么神奈川的介绍PR于是，我就吃饱了饭。

沈隽吉さんの⽇記



明天考试

2016.05.29

     明天是临⾛前最后⼀次考试，虽然完全不想考，但是还是要考的，不过⽼师说我考完试还有课题，我的内⼼是崩溃的。

沈隽吉さんの⽇記



考试考完了

2016.06.05

     虽然说有点晚但不得不说，考试考完了。还是很⾼兴的，然后就是接下⼀个⽉怎么玩怎么吃怎么买的事情了，啊哈哈哈哈哈。

沈隽吉さんの⽇記



我好像上新闻了（晚了2周）

2016.06.10

上次参加的城市介绍活动，于是上了新闻。
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忙

2016.06.18

 忙啊，最近忙啊。体育祭，加上临⾛的准备和⽼师的课题，我真是。。。

 不过仔细想想，⼀年也没消停，眨眼⼀年就过了，也轮到我们给下⼀届写感想和注意点的时候了。

 真可怕。

沈隽吉さんの⽇記



体育祭

2016.06.26

周五体育祭，为什么今天发呢是因为拔了河之后左右⼿肌⾁痛然后就今天发了，但是总的说玩的很⾼兴，虽然⽐分是最后⼀名。

沈隽吉さんの⽇記



666

2016.06.30

     就在3天前，我们班的⼀个出国留学的同学回来了，说是去了挪威，回来的时候带的⼟特产是巧克⼒，挪威产巧克⼒，我觉得有点神奇。

沈隽吉さんの⽇記



最后⼀次

2016.07.07

     马上要结束了，⼼中有点纠结，我到底是悲还是喜我也不知道，但是我。。。

沈隽吉さんの⽇記
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