
My修学旅⾏ーー初めての⽇本

2015.09.10

 この最初の⽇記の中で、私はまず⾃⼰紹介しますね。私は李昀殊と⾔います、瀋陽市外国語学校から来ました。⾃らの体験を⼀字⼀句記録することを通じて、みんなに私の⽣
活を理解してもらえれば嬉しいです。

 私は今とても遠い場所にいますが、私は今回のこの遠征がとても好きです。なぜなら旅⾏中多くの情報を得ることができ、今後の⽇記でみなさんに⽬新しい事をお伝えできる
かもしれないからです。

 9⽉5⽇、私達は東京での5⽇間の研修を終え、ずっと⾯倒をみてくれた先⽣と仲間達に⼿を振り、別れを告げ、それぞれの⻑い旅路に⾜を踏みだし、新しい修学旅⾏を開始
し、私は愛知県に向かいました。

 初めて来て、ここでの⽣活と⽂化の違いをまだ良く知らなかったけど、私が“桜⾵寮”に⼊ったばかりの1⽇⽬に、寮のおばさんの和やかさと親しみやすさを感じました。私が教
室に⼊った瞬間、雷のような拍⼿の⾳に感動させられました。⽇本に来る前に、私は冷たい対応をされるのではないか、孤独で、寂しくて、迷うのではないかと何度も⼼配しま
した。しかし、私はここで⽇本国⺠の我々中国⼈に対する友好と親切⼼を深々と感じました、これは同時に中国の両親を安⼼させることができました。

 私がここに来て最初に登校した時、積極的にいっしょに昼⾷を⾷べようと誘ってくれた同級⽣がいて、しゃべるスピードを緩めて、真剣に⽂法の間違えだらけの私の話を聞い
てくれて、嫌な顔をしたりしないでくれました。

⽇本の漫画で描かれていたのと同じく、⽇本の学校と中国のには⼤きな違いがあり、ここでは8︓40に学校に着いて、午後4︓00に下校、学んだ内容もつまらない数学・物理・
化学ではありませんでした。放課後はいろんなクラブ活動に参加することができて、体を鍛えたり或るいは品性を育成したりします。…それと、彼らがスリッパを履いて授業を
受け、たとえ体育館に⾏っても特定の体操服があります。学校の制服はスカートかズボンにジャケットで、蛇⼝から直接⽔道⽔を飲めたりするのもアニメの感じに満ちていま
す。

 時間はアッという間に過ぎて、私は1⽇の授業を終えて、寮に戻りました。とてもここの⽣活が好きです、でも結局のところ⼈は孤独で寂しい時があるもので、もしも、可能な
ら、私はおしゃべりができて、悩みを相談できるカブトムシを⼀匹飼いたいです。今窓から外を眺めてみたら、まさに⼭の⾬が降る時で（私のところから⼭が⾒えます）、⼟壌
の匂い混じりの爽やかな⾵が四隅から⽴ちこめています。空は墨のようで、墨の雲のすきまから、幾筋もの朝焼けの光が射しています。私はきつく眼を閉じて神様が私に与えて
くれたすべてを感じ、それを私のすばらしい記憶の中にずっと残したいです。

 この⾵⾬の後、⼼に芳しい濃厚な春景⾊を予感しています︕
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無題

2015.09.21

  ちょうど連休でしたので、友⼈と名古屋にいく約束をしました。そのため、今⽇は朝早く起きて、駅へと出発しました。切符を買ってそのまま電⾞に乗りました。

  ⼀⼈だから、少々退屈に感じたので、本を開いて時間を潰そうと思いましたが、電⾞が揺れていたせいでしょうか、しばらく読んだら⽬眩を覚えてしまいました。私は遠くあ
る景⾊を眺めようとして、カーテンを開けたら、すぐにその美しい景⾊に⽬を奪われ、感嘆の吐息を漏らした︓遠く遠くまで延々と続く⼭々は、朝焼けに包まれた中、有るか無
しかの影がうっすらと映っている。ところどころは浅い⽔⾊の稜線だけが⾒せています。⼭の中にある⺠家からか、炊煙が雲のように昇っていく。電⾞は⾵に乗っているかのよ
うに速く、いまの⾵景はまたすぐに私の視野から消えてしまいました。それに続いて今度は緑⾊の畑が無限に広がっていく。そんな景⾊を、私はずっと窓越しに眺めていまし
た。こんなに素晴らしい環境にいると、私ができるのは、黙って頭を下げ、万能の造物主に感服するしかないです。電⾞のタイヤがガサガサと⽴てた⾳の中、私は⾃分の遠い未
来へと駆けて⾏っています。

  駅に着きました。電⾞はゆっくりと⽌まりました。私はホームに降りて、久しぶりに会うクラスメートと会った時、まるで故郷から遠く離れている旅⼈は同郷に会ったよう
に、興奮して叫びだしてしまいました。短い挨拶を交わして、⼀緒に買い物に向かいました。その途中は別にこれという⾯⽩いことはなかったです。

  帰りに豊橋駅前に居た時、広場でのんびりと散歩している鳩を⼀⽻⾒かけましたので、近くのパン屋さんへパンを幾つか買ってきて、ゆっくりと近づいてやろうと思いまし
た。パンを投げ出した瞬間、あちこちからまたいっぱいの鳩が⾶んできました。最初は私のことを警戒してたらしいが、少ししたら、私が傷つけたりしないとわかってくれたか
な、ようやく私に近寄ってきてくれました。その時、私と鳩ちゃんとあんなに仲良くしていて、そこに居合わせた⼈たちはみんな静かにその触れ合いの⾵景を⾒守ってくれてい
て、何もかも幸せでした。けど、⼀⼈の男の⼦が突然⼊り込んできて、この幸せな触れ合いを破ってしまいました。彼は鳩を追いかけて遊んでいたせいで、鳩は驚いて⾶んでし
まった。広場は⼀瞬で寂しくなりました。

  私は無理に笑顔を崩さないようにして、⼿に残ったパンをぎゅっと握り締め、⼼の中には、哀れと不平を感じていました。動物たちは餌を探すのも⼤変でしょうし、君ははし
ゃいで追い回した時、もう夜遅いですよ、動物たちは帰ったら空腹に苦しむかもしれないと、考えたことはありますか︖

  私は⼩さい時に、⾜の折れたコオロギに涙を流したこともあり、怪我をしたスズメにむせび泣いたこともあります。私は⼩さい時からわかっていました︓すべての命は同じ
で、平等であること。私は⼩さい時から⼀度も慈悲のないことをしたことはなかったです......

  夜は暗くなってきて、涼しい⾵が吹いていて、夜空のお⽉さまの弱々しい光が、道端の街路灯と無⾔に照らし合わせたまま。
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友谊---冰⼼

2015.10.05

⼩朋友︓

  今天让我们来谈“友谊”。

 友谊是⼈我关系中最可宝贵的⼀段因缘---朋友虽列于五伦之末，⽽朋友的范围却包括的最⼴，你的君⾂（现在可以说领袖、上司）⽗，⼦，兄，弟，夫，妇，同时都可以是你的朋
友。

 

  朋友是不分国籍，不限年龄，不拘性别的︔只要理想相同，兴趣相近，情感相洽，意⽓相投的⼈，都可以很坚固的联结在⼀起。世界上多少崇⾼理想的实现，艰巨事业的创⽴，伟
⼤艺术的产⽣，都是⼀班志同道合的朋友，共同努⼒，相互切磋的朋友。这种例⼦，在中外古今的历史上，是到处可以找到的。

 

  同时，不但相似相同的⼈格，容易成为朋友，⽽朋友往往还是你空虚的填满，缺憾的补⾜，⼼灵的加深---你⾃⼰率直豪爽，你更佩服你朋友的谦退深沉︔你⾃⼰热情好动，你更欣
赏你朋友的冲淡静默︔你⾃⼰多愁善感，你更羡慕你朋友的健硕欢欣。各种不同的⼈格，如同琴瑟上不同的弦⼦，和谐合奏，就能发出天乐般悦⽿的共鸣。

 

  交友是⼀种艺术。

 

  热情，活泼，⽽富于同情⼼的⼈，常常能吸引许多朋友，⽽磁⽯只吸引着钢铁，⽉亮只吸引着海潮。

 

  你能择友，则你的朋友将加倍地宝贵你的友情。

 

  不要只想你能从朋友那⾥能得到什么，也要想你的朋友能从你这⾥得到什么。

 

  肯耕种的才有收获，能贡献的才配接受。

 

  友情是宁神药，是兴奋剂。

 

  使你堕落的，消沉的，不是你的好朋友。同时也要警惕，你是否在使你的朋友奋兴，向上︖

 

  友谊是⼤海中的灯塔，沙漠⾥的绿洲。

 

  当你的⼼帆漂流于“理”，“欲”的三叉江⼝，波涛汹涌，礁⽯嶙峋，你要寻望你朋友的⼀点隐射的灵光，来照临，来指引。当你颠顿在⼈⽣枯燥炎热的旅途上，你的⾟劳，你的担
负，得不到⼀些酬报和⽀持的时候，你要奔憩在你朋友的亭亭绿荫之下，就饮于荡涤烦秽的⽢泉。

 

  古⼈有句说︓最难风⾬故⼈来”，---不但⽓候上有风⾬，⼼灵上也有风⾬︕

 

  你的⼼灵曾否⾛失于空⼭荒野之中，风吹⾬打，四顾茫茫，忽然有你的朋友，开启了“同情”的柴扉，延请你进⼊她“爱”的茅庐，卸去你劳苦的蓑⾐，拭去你脸上的泪⾬，⽽把你推
坐在“友情”的温暖炉⽕之前。
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  同时你也要常常开着同情的⼼门，升起友爱的炉⽕，在屋前瞭望。

 

  友谊中只有快乐，只有慰安，只有奋兴，只有连结。

 

  友谊中虽然也有痛苦，古⼈的诗⽂中，不少伤逝惜别之句，然⽽友谊是永不磨灭的，友谊是不因离别⽽断隔的。“海内存知⼰，天涯若⽐邻。”“得⼀知⼰，可以⽆恨。”这⾥痛苦是
没有寂寞的，因为我们已经享有了那些朋友的友情︕寂寞---⼼灵上的孤独，才是世界上最可怕的东⻄。

 

   ⼩朋友，在⼈⽣路上，我们虽然是孤⾝启程，⽽沿途却逐渐加⼊了许多同⾏的伙伴，形成了⼀个整齐的队伍，并肩携⼿，载欣载奔，使我们克服了世路的险峻崎岖，忘却了长⾏的
疲乏劳顿，我们要如何感谢⼈世间有这⼀种关系︖这⼀段因缘︖

 

  愿你们永远是我的好朋友，假如我配，就请你们也让我做你们的好朋友。

 

  出⾃冰⼼奶奶的《寄⼩读者》，写的极其优秀，这⾥⽃胆引⽤。  



これは⽇本語で投稿されたものです



様々な⽂化

2015.10.19

⽂化間の差異と⾔いますと、⾷⽂化だけで⼤いに差があります。

  ⼿、お箸、フォーク、ナイフ、スプーンなどなど、どんな⾷器を使うかは、⾷べ物と習慣によって異なります。

  ⽇本では、洋⾷の場合はナイフ、フォークとスプーンを使いますが、和⾷の場合はお箸を使います。この点においては中国とほぼ
変わらないです。⽇本では味噌汁を飲む時にお椀を持ち上げて直接に⼝につけて飲みます。もちろん中の具を⾷べる時はお箸を使い
ますが。それに対して、中国はスープを飲む時にスプーンを使います。⽇本⼈は⾷べる時に⼿でお椀を持ちます。私はよく忘れます
ので、それだけでホストファミリーの⼦供さんに何度も注意されました。

  同じお箸ですが、その形、材料は国や地区によって異なります。中国のお箸は⻑いほうで、先は丸くしてあります。お箸全体はほ
ぼ同じ太さで、材料は⽊、⽵、プラスチックを使います。⾼級なものは⽟や⾦属を使うものもあります。⼀⽅、⽇本のお箸は先が細
くて尖っていて、材料は⽊や⽵を使い、漆でツヤを出すものもあります。

  ⽇本は家においても、それぞれ⾃分の⾷器を使います。⽫から料理を取る時に、取り箸を使うのはマナーだと⾒なされているよう
です。

    調査によりますと、お箸を使う国は、世界⼈⼝の３割を⽰しています。同じくお箸を使う⽂化ですが、様々違いますね。
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蝶恋花（晏殊)

2015.11.03

                                                      槛菊愁烟兰泣露。罗幕轻寒，燕⼦双飞去。明⽉不谙离别苦，斜光到晓穿朱户。

                                                      昨夜⻄风凋碧树。独上⾼楼，望尽天涯路。欲寄彩笺兼尺素，⼭长⽔阔知何处︖ （中国の宋詞を引⽤している―訳注）

                   柵のそばで、秋の菊は薄い煙に包まれ、憂鬱のように⾒える。シルクののれんは結露がついていて、泣いているように⾒える。お⽉様は別れの苦を知らず、⼀晩
中ずっと銀⾊の光を斜めに室内を照らしている。

                   昨夜は⻄⾵がゆらゆらと⽊の葉っぱを落とし、⻘⽊が凋零しつつある。私は⼀⼈で⾼楼に登って、空の向こうまで⾒通そうとしている。遠くに居る家族に⼿紙を
出したい気持ちだが、幾重の⼭の向こうの、何処におられるでしょう︖
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⼋声⽢州（柳永）

2015.11.03

                                                                   对潇潇，暮⾬洒江天，⼀番洗清秋。

                                                                   渐霜风凄紧，关河冷落，残照当楼。

                                                                   是处红衰翠减，冉冉物华休。

                                                                   唯有长江⽔，⽆语东流。

 

                                                                   不忍登⾼临远，望故乡渺邈，归思难收。

                                                                   想家⼈，窗前颙望，

                                                                   误⼏回，天际识归⾈。

                                                                   争知我，倚栏杆处，正恁凝愁︖（中国の宋詞である―訳注）

    ⽇が暮れていて、⼣⽴はしとしとして降っている。空から⽔⾯まで連綿としたこの⼣⽴は、秋の⾵景を洗い出している。秋⾵はだんだんと淋しげになってきて、寒気も襲っ
てきた。遠くの⼭や河は物寂しげに⾒え、⼣⽇はお城を照らしている。あらゆる所に、紅の花が凋零して、緑の葉っぱが枯れているにつれて、窓越しのきれいな景⾊もだんだん
と萎れてきている。⻑江だけは、無⾔に東へ流れていく。

    ⾼楼に登って遠くを眺めるのも恐くなり、故郷はあまりにも遠ざかっているから、その帰りたい気持ちは抑えきれない。家族のことを想像して⾒ると、彼たちもきっと窓か
ら遠くを眺めているでしょう。遠くからやってきた⾈を帰りの⾈だと何度も勘違いしてしたでしょう。あなたも知るべしがないでしょう、今の私も欄⼲に寄りかかり、故郷の⽅
向を眺めてあなたたちのことを懐かしく思っていることを。     
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サタンの⺟

2015.11.16

 静かで、美しくて、⾄る所にロマンチックな⾹りが満ち溢れているパリで、現地時間11⽉13⽇夜、突然激しい銃撃と爆発が発⽣しました。いつもは静かな⼤通りは⼀夜にし
て、廃墟と化しました。80⼈から、140⼈、死者は百数⼈へと増えました。数百体の罪のない死傷者の冷え切った死体が、最愛の祖国の⼤地に横たわっていました。-----サタ
ンの⺟、やさしく慈愛に溢れた名前ですが、⼀瞬でその姿を冷⾎な爆弾に変え、すべてを平らにしてしまいました。 

    私は⼼の悲しみを⾔葉で表せません。あなたがたが遭遇した悲劇は突然私達にとって、最も気がかりな事となりました。

    そこで暮らしている中国の同胞たち、⼤丈夫ですか︖私たちと同じ⻘空の下で暮らしているパリ在住の⽅、⼤丈夫ですか︖

    ⽿をつんざく銃砲、空いっぱいに燃えあがる灰は、この2,3⽇で、あなた達の華やかな都市を、深く封じこめました。罪のない市⺠がこの塵の⽕の海に葬られ、廃墟には、あ
なた達の残骸があります。ねじれた形、恐ろしい顔つき、私はあなた達の死ぬ前のもがきと苦しみを想像することができません。

    オーランド⼤統領の震える声から、私達はあなた達の不安を感じました。でも、恐れることはありません、世界はひとつです。オバマ⼤統領は⾔いました︓“パリのテロ事件
は全⼈類の敵です。アメリカはフランスに全⾯協⼒し、代価を惜しまず、テロリストたちを制裁し、彼らの組織を追い詰める。” 私達はあなた達と共に戦っているのです。政府
だけがあなた達に⼒強い助けを与えるのではなく、はるか遠い海外の同胞たちもあなた達に精神的に⼤きな⼒を与えることを覚えておいてください。我々の団結した⼼があれ
ば、あのテロリストが再びのさばることはできないでしょう。希望は再び戻り、すべては過去のものとなるでしょう。

     あなた⽅が強靱な意志で今回の出来事を乗り切れますように。海外の仲間がフランスのみなさんに祈りを捧げています。“みなさんのご無事をお祈りいたします”
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今週の⾏事

2015.11.24

   今週、ホストファミリーの家に⾏って、また新しい感動がありました。私が彼らの家に着いてから、まず、⼆⼈の⼦供が私を囲んでまわり、私と彼らはケーキとお菓⼦を買い
ました

 

またずっと家の中で彼と遊び、すっかり仲良くなりました。おそらく打ち解けたからでしょう、⼣⾷の時には私達は前よりもずっとhighになっていました。⼣飯を⾷べた後、私
はまた彼らと屋上に上がり夜景を⾒ました。とてもきれいでした。真っ暗な夜の中に私たちはきらきらと光る⾶⾏機を⾒ました。ハハハ⼦供たち⼆⼈はUFOだと思って興奮して
いました。

 

 でも残念なのは、もともと同級⽣と⽉曜⽇に⼀緒に遊びに⾏くと約束していたのですが、私たち⼆⼈は⼆⼈ともまた時間を間違えてしまい、彼⼥は⽇曜⽇の早朝にやって来ま
した。⽇曜に出発するほかなくて、予定より1⽇早く寮に帰りました。私達はいっしょにコーヒーとジュースを飲んで、朝⾷を⾷べ、そのままていっしょに街をぶらぶらして服
を買いました。めちゃくちゃ幸せでした。でも寮に戻ると、三連休なので同級⽣の半分が家に帰ってしまっていて、仲良しの友達も例外ではなく、今⽇は私だけが残っていまし
た。何もすることがなくてとても退屈でした。ちょうどこの機会を利⽤して部活の事を考えてみました。退部した後、確かに何もしていませんでした。こんな⾵にぼんやりと過
ごしていてはいけない、せっかく⽇本で⾼校⽣活を体験できているのだから、充実させなければいけません。だから今週末までに全部の部活を⾒学して、今回はしっかりと考え
て、どの部活に⼊るか決めるつもりです。

 

  ここまでにしておきましょう。

李昀殊さんの⽇記





懐かしい酸菜⽜⾁ラーメン、夏ちゃん、あなたのことが⼤好きです

2015.12.08

今週は試験だったので、⾃然と楽しみも少なかったのですが、テストにはテストのよいところがあります、ハハハそれはつまり――――午後が休みです︕

      なので今⽇は平常⼼でクラスに⼊って、”おはよう”の挨拶の受け答えの後、私の受験する席に座りました。本をひっくり返して、復習し始めました。この時夏ちゃんが突然
来て、”おはよう、昀殊”と⾔いました。“夏ちゃん、おはよう” “昀殊、私のお⺟さんがこの前、中国に⾏って、私に中国の⾷べ物を少し持って帰ってきたの。ほら、これあげ
る。私達も最近あなたが来たばかりの時ほど元気じゃないと思っていたの。ふだんのあなたと嵐ちゃんとの会話から、あなたが少しホームシックになっているのを感じていて、
だからきっとこれはとても懐かしいんじゃないかと思うよ。と⾔って、ポケットの中から⽼壇⽜⾁ラーメンを取り出しました。“わあ︕私にくれるの︖” “うん”“私は⽇本に来て
からずっと中国のインスタント麺を⾷べてませんでした。これはめちゃくちゃ懐かしいです。ありがとう” “遠慮なんてしないでね” ハハハ、仲良しの2⼈が楽しそうに笑い始め
て、笑い声は教室全体に伝わり、朝は幸せに満ちあふれていました。いつの間にか、先⽣が扉を開けて⼊って来ました。“時間だね、席に戻るね。テスト頑張って︕”  “うん、あ
なたも、これ、ありがとうね。” こんな⾵に、私は座りなおし、私の⽼壇⽜⾁ラーメンをみながらずっと⾺⿅笑いしてました。⼼の中では︓今週は、きっととても幸運でしょ
う︕夏ちゃん、あなたのことが⼤好きです︕

李昀殊さんの⽇記



フルバージョン

2015.12.11

正直に⾔うと、⽇本に来てから、誰かと揉めたりしたことはなかったのですが、積極的に⼀⼈ひとりと優しく触れ合おうともしなかったです。

  挨拶に関しても、向こうから挨拶してくれる⼈だけと接しています。なぜなら、相⼿は私に⼝を利いてくれなかったから、私に対して好意を持っていないと解釈しているの
で、そういった⼈とそんなに接する必要もないと思っていました。でも、実はそうではなかったです。。。。

私の間違った思い込みです。

  何⽇か前に、豊川先⽣が私に会いに愛知県までお越しいただきました。先⽣は私の近況を尋ね、私の悩みを真剣に聞いてくれてから、私にこう⾔いました「⽇本では、上下関
係はとても厳しくて、先輩から後輩に挨拶する習慣はありません。でも、それは、彼⼥たちはあなたに対して好意を持っていないということではありません。それに、⽇本だけ
でなく、韓国などの国にもこのような習慣があるし、⽇本より厳しいところもあります。異なる⽂化間の差異を体験し、理解してから、それらについて素直に学習していくと、
きっといろいろと得られますよ。」この話について、私は何⽇かしてからようやく落ち着いて考えるようになりました。確かに先⽣の仰った通りに、私には変えないといけない
ところが沢⼭あります。学習―それこそ私が⽇本に来た⽬的です。学習とは、知識に限られることではなく、⽂化、教養、⼈間関係、これらについても、私が学習すべき側⾯で
す。

  真剣に反省した後、⾏動に移して周りの⼈にアピールしました。まず、⼼から岩佐先⽣にお詫びしました。先⽣はずっと私のことに関⼼を⽰してくれているにも関わらず、私
は⾒向きもしなかったからです。思いもしなかったことに、岩佐先⽣はすぐに許してくれました、しかも中間研修のことで相談に乗ってくれました。その後、英語の⽯⿊先⽣と
今井先⽣のところを訪れ、腹を割っていろいろと打ち明けました「先⽣、前は私がいろいろと悪かったです。英語を勉強しても⾃分には役⽴たないと思っていましたが、よく考
えてみると、⼤学に⼊ったら、やはり英語を勉強しなければなりません。その時になって勉強するよりは、予め勉強しておいたほうがいいと思います。今後はちゃんと努⼒しま
すが、中国にいた時は確かに英語を勉強したことがないので、いきなり満点を取ろうとかと思っても無理だと思うので、少し時間をください。それに、この前のことについて、
失礼なところも、不真⾯⽬なところも、合わせてお詫びしますので、許していただけますか。」まさにお⼆⽅の先⽣から同じように答えていただきました。私のことを嫌いだと
思ったことは全くなく、逆に真⾯⽬に反省することができるから、いい⼦だと思ってくれているそうです。それに、もし追いつくのがきつそうであれば、毎⽇のお昼に教員室に
⾏けば、補習してくれると⾔っていただきました。このようなお話をいただいて、驚くくらいです。先⽣のその⾔葉に背かないように、いくらら不器⽤であっても、私は思い切
り頑張らないと︕英語学習のビデオアプリをダウンロードしました、出来る限り毎⽇⾒るようにしたいです。でも、正直なところ、この学校は同期のほかの⼈の学校とちょっと
違って、英語だけで三科⽬があります。努⼒しようと同時に。。。。。これから⼤変でしょうね

   でも、私にも⻑所があります。英語以外の科⽬はそんなに悪くもないし、数学はクラス⼀ですよ。それでも傲慢に思ったりしません。

  最後は、寮の先輩たちに挨拶することになります。この前までは、同級⽣や⼆年⽣と仲良くやってきているので、ほかの⼈とも接してみました。そこで気付きました︓私から
積極的に挨拶したら、優しく返事してくれています。ただ。。。。。。「だ・である調」でですが、⾃分に⾔い聞かせます︓これは⽂化です。。。学習すべきところです。

  私はよりよい⼈になれると信じています、頑張って。また、李先⽣に⾔いたいことがあります「実は、翌⽇に先⽣にお電話したのは、先⽣の教えを真剣に聞き⼊れました。し
っかりと⾃分の⽋点を正しますので、ご⼼配をお掛けしてすみませんでした。」ご⼼配なさらないでください、努⼒しています。。。。。。

  私の部屋を⾒て、きれいですか︖

 

李昀殊さんの⽇記





新しい部活を⾒学しました

2015.12.14

 やっとのんびりした1週間になりました、これまでは補習でなければテストで、同級⽣はみんなめちゃくちゃ忙しくて、私をクラブ⾒学に連れていってくれる時間はまったくあ
りませんでした。でも、感動したのは、もともと⽊曜⽇に部活に⾏くはずの友達が今⽇わざわざ私を⾒学に連れて⾏ってくれたのです。超感動しました︕

 ⽣物部の第⼀印象は︓部屋に⼊った途端、変なにおいがしました︕さらにこれまで⾒たことのないものをたくさん⾒ました。⾸がとても⻑くて円を描いたようなカメみたいな
もの。体が細⻑い、蛇みたいな⿂。

 私は彼らにふだんこのクラブはこれらの⼩動物を世話する以外にどんなことをするんですか、と聞いてみました。彼らは、網を持って向かい側の川に⿂やカメをすくいに⾏き
ます、と⾔いました。実はこの回答には不満があって、⼩動物は本来、⼤⾃然の⽣き物なのに、どうして彼らに⼿枷⾜枷をするのでしょうか︖

 でも全体的にとてもいいと思いました。ハハ、次のクラブ⾒学が楽しみです。

李昀殊さんの⽇記



ごめん

2015.12.18

 

oh!my  god.なんでこのシステムはいつも間違えるか︖  ごめんごめん、さっきはみんなにわたしたちの来⽇研修の時の映像をみんなに⾒せました

これは⽇本語で投稿されたものです

李昀殊さんの⽇記



天才先⽣

2015.12.18

今はmccでみんなは⾃由にコンピューターを使っていますから、この機会を利⽤して、⽇記を⽇本語で発表したいです。また、部活のことについて⾔いたいですが、⽣物部に⼊
りたいですから、先⽣に⾔いました。私の先⽣は本当な天才だよ、賢明な柴⽥先⽣は私にこう⾔いました︓”今度は間違いが起こることを防ぐために、いんちゃんはまず体験し
てもいいよ。”ワアオワアオ、ほんとうにいいアイデイアですね、部活のメンバーのように、⽣き物や⼩動物の世話をすることができます。よかったね。有能な先⽣が私のそば
にいれば、どれだけありがたいことだなあ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

李昀殊さんの⽇記



キレちゃう

2016.01.05

ああもう耐えられないわ、先ほど書いた⻑い「新年の幸せな⽇々」は、このクソタブレットの画⾯が真っ暗になったせいで、全部消えてしまいました。ああああああ、過去にも
同じことが起きたこともあって、本当に狂ってしまいそう。

李昀殊さんの⽇記



新年の幸せな⽇々（上）

2016.01.05

もう本当に同じ⾔葉を⼆度と繰り返したくないから、この⽇記を書き直します。今回こそまた真っ暗な画⾯にならないように。

   私は下宿⽣で、年末年始に学校は閉まってしまいますので、学校の先⽣のお家でホームスティすることになります。最初の四⽇間は川原先⽣のお家で、後の三⽇間は原⽥先⽣
のお家にお邪魔しました。

   私は川原先⽣のお家で思う存分に美味しいものをたくさん頂いて、⼤統領並の待遇でした。先⽣は私を連れて、⽇本の特⾊を漏れなく体験させていただいて、本当に幸福感に
溢れてました。

   私が初⽇に着いたのは、午後の四時ちょっと過ぎでした。初⽇の⼣⾷は、外でビュッフェを先⽣に奢っていただきました。先⽣のお家にお邪魔したのは私だけでなく、⽇本拳
法のメンバー三⼈もいましたので、私たちは家族のように、横に並べて街を歩きました。

  その後も、次から次へと、先⽣は私を連れて、⽇本の特⾊を体験させてくださいました。温泉に浸ったり、ボーリングをしたりしました。私は初めてのボーリングでしたの
で、その⽇はすごくワクワクしていたのをいまでもはっきりと覚えています。私がストライクを出す度、先⽣は歓声を上げ、ハイタッチをしてくれいました。私は川原先⽣の⼦
供さんと⼀緒にUFOキャッチャーで遊びました。その時の夢中になった気持ちや成功した時の興奮、本当になかなか⾔葉にできないほどでした。そして温泉に⾏った時に、私は
⽇本の温泉はどんなところかについて知りました。

  先⽣は焼き⾁にも連れて⾏ってくれました。その時は、⼈が多かったから、私は遠慮しがちでなかなかお箸を出せなかったですが、そこで川原先⽣はとても親切に⾯倒を⾒て
くれて、料理を沢⼭取ってくれたり、サラダやドリンクを注⽂してくれたりして、お⽗さんのように優しかったです。本当に、私の⽗のように。

  先⽣の奥さんも桜丘⾼校の教師で、とても親切にしてくれました。⼤晦⽇の朝は、先⽣は部活の全員にそばを奢りました。夜、家に帰ったら、私たちは⼀緒に年越し番組をみ
ました。翌⽇は、先⽣は新年の料理を作ってくれて、本当に周到に⾯倒を⾒てくれていました。夜は⽇本の神社へと連れて⾏ってくれて、私は⼤吉の御神籤を引きました。

   新年のその何⽇間は、私は本当にとても楽しかったです。私は下宿していたからか、ひとり暮らしにすっかりなれていた頃に、いきなり家のような暖かいところにいるように
なって、普段は⼼に感情など特になかった私は、その暖かさに融けてしまい、どうしようもないほどでした。彼達はまさに私の⽗⺟のようです。が、優しくしていただいた分、
よりホームシックになってしまいます。

  川原先⽣に聞いたのは、どうして私にこんなに優しくしてくれるか、という質問でした。先⽣の答えは「前中国にいた時に、あなたたち中国⼈が優しくしてくれたから。その
時は︓これからはもしも機会があれば、ちゃんと中国⼈にその恩を返さないとと思いました。」でした。それを聞いた私はとても感⼼しました、そして思いました︓これから帰
国してから、助けが必要な⽇本⼈（⽇本⼈だけでなく、助けが必要なすべての⼈）と出会ったら、出きる限り助けたいです。そして、私も彼に伝えたいです︓私は⽇本にいた時
に、⽇本⼈が優しくしてくれました。このような助け合うという素晴らしいことを永遠に伝えて⾏くようにしたいです。中国と⽇本の間だけでなく、この世界を美しさ、感動、
助け合いで満たしたいです。

   たぶん、これこそ、私たち⺠間において⽇中友好関係に役⽴ち⽅ではないかと思いました。私たちは国の⾸相やら政治家家系ではなく、外交官のように友好の気持を伝えるこ
ともできない、ただ普通の⼈間に過ぎないですが、私たちは私たちのやり⽅で、少しずつ、⼒いっぱい、貢献できるものを貢献していきたいです。もしも私たちみんなこのよう
にできるのであれば、⽇中は互いに助け合い、両国の⼈は友好に付き合い、交流できるに違いないだろうと思いました。

   ふと気付きましたが、たぶん、これこそ、国費留学⽣として担いでいる重い責任でしょう。

李昀殊さんの⽇記







新年の幸せな⽇々（下）

2016.01.05

   私の⼆つ⽬のホストファミリーは原⽥先⽣のお家です。原⽥先⽣のお家は本当に農村そのものなので、先⽣に連れられて⼭遊びや⽔遊びを満喫した私は、写真で語っていこう
と思ったわけです。

李昀殊さんの⽇記





美しき農村

2016.01.05

  全部は原⽥先⽣の美しい故郷です︕

李昀殊さんの⽇記





美しき農村2

2016.01.05

  思わず⾺致遠（中国元の時代の劇作家です。̶訳注）の「天浄沙・秋思」（詞の題名です。̶訳注）を思い出しました。

  枯藤，⽼树，昏鸦。

  ⼩桥，流⽔，⼈家。

  古道，⻄风，瘦马。

  ⼣阳⻄下，

  断肠⼈在天涯。

（詞の引⽤です。⼤意は「冬枯れた藤、古⽊、⼣暮れのカラス︔⼩さな渡橋、せせらぎ、⼈家︔古道、⻄⾵、痩せた⾺︔⼣陽は⻄へと沈み、⾟い思いを抱える⼈は空の果てに」
という内容です。―訳注）

李昀殊さんの⽇記





治⽔⼯事

2016.01.05

   これは原⽥先⽣が連れて⾏ってくれた治⽔⼯事のダムです。中国で有名なのは三峡ダムですが、これはなんのダムでしょう︖

李昀殊さんの⽇記





牧場

2016.01.05

  原⽥先⽣はわざわざ遠くまで運転して、私たちを牧場まで連れて⾏ってくれました。

  牧場で、前に中国の教科書で習った、クローンで作られたドリー⽺と同じ品種の⽺を⾒ることができて、とても興奮しました。

  そして⽜です。驚いたことに、その⽜はそもそも離れたところにいて、私達の誰もがいくら呼んでもこっちには来なかったのに、私が軽く呼んでみただけで、全部やってきま
した。隣のお姉さんはずっとワクワクして原⽥先⽣にこのことを説明していました。

  私はこの⽜ととても仲良くなって、彼達はどうやら私のことを気に⼊ってくれているらしく、ずっと私の周りでうろうろしていました。でも気づいた⼼痛いことは、これらの
⽜は⿐に鉄の⿐輪を付けられて、どれも筋⾁を刺し貫いて付けられていました。本当に⼼痛いです。付けられた時の⽜は痛かったに違いないでしょう。どうしてそんな⿐輪を付
けなければならないの︖動物に無理やり嫌がるものをつけるのも残酷なことではないでしょうか︖

李昀殊さんの⽇記







すべて私です

2016.01.05

すべて私です、私がどれほど楽しんでいるか、写真を⾒れば分かるでしょう︕

李昀殊さんの⽇記





部活

2016.01.08

   今⽇学校が終わるとすぐ、私は⼤急ぎでバタバタと⽣物部に⾛って⾏きました。

   なぜかはわからないけど、今⽇⾏ってみると⾒学の時よりも⼩⽣物が少なくなっていました。あの、印象深い⾸が蛇のようにくねくねしているカメはいなくなっていました。
どこに⾏ったんだろう︖

  私はまた鈴⽊先⽣を探しに⾏きました。先⽣のお名前はかねてからうかがっていて、とても優秀な先⽣だそうです。さらにスペイン語にも精通しているので、先⽣にスペイン
語を教えてもらおうと考えていました。昨夜、⼀⼈でこの事を考えてにやにやしていました。6時に起きて奮闘し、図書館に⾏ってテキストを買うなどの予定をしましたが、結
果、現実は残酷で、なんと先⽣は今⽇休みでした。本当に泣きたくなりました。

   でも私はこの機会を利⽤してほかの先⽣とおしゃべりしました。先⽣たちがすごすぎたのか、私の⽇本語が下⼿すぎたのか知らないですが、話を始めてから間もないうちに、
先⽣は私が外国⼈であるということがわかりました。その先⽣ととてもhiになっておしゃべりしました。先⽣は私の話し⽅はおもしろい、⼈を楽しませるのが上⼿なお嬢さん
だ、とずっと褒めてくれてました。私はずっと笑っていて、この先⽣とは特に気が合うと感じました。私たちはとても楽しく会話しました。ハハハ

  その他に、私達の学校は愛知⼤学に講演発表に⾏く機会があり、私は⼤和企業の⼀員として、とても積極的に参加します。ただ、名古屋なので、少し遠いです。楽しみです

  それと、佐藤先⽣、私達は先⽣のことが⼤好きです。えっと〜〜毎回私たちの⽇記にコメントしてくれてありがとう、先⽣。先⽣に「いいね」します︕ハハハ

李昀殊さんの⽇記





もう⼆度と⽇記を書きたくないんだ︕

2016.01.27

  もう嫌です︕さっき⼀時間以上をかけて⽇記をかいて、たっぷり⼋百字だったんですよ、今⽇の達成感を盛り込んだ内容だったんですよ、あっさりと消えてしまうなんて。携
帯で書いても、ipadで書いても、かたまってしまうのはしょっちゅうのことだ、そして頑張って書いたものは消されてしまって︕もう腹⽴って堪らないわ。

  もう書きません。代わりにこのバカ⽇記でごまかそう。

   ああああああ︕さっきは本当に上⼿く書いたんですよ︕クソ携帯め、死ね︕

李昀殊さんの⽇記



タイトルなし

2016.01.27

   神様よ︕納得できません、先ほどあれだけ素晴らしく盛り沢⼭書いた達成感があっさりと消えてしまうなんて納得できませんよ。教えておくれ、もう⼀度書く以外に、私はど
れほど上⼿く書いたのか、今⽇はどれほど素晴らしい⼀⽇であったのかを⼈に伝える⽅法を教えて下さいよ。

李昀殊さんの⽇記



⽇記を⼀件追加

2016.01.27

  そうだ︕先の達成感満々の⽇記を書いた時はいい忘れましたが、明⽇は学校がないです、学校がないというのは体育の授業がないということです、体育の授業がないというの
はマラソンを⾛らなくてすむことです︕︕︕ハハハハハハハハハハハハ、フフフフフフ

   これもいい忘れましたが、先書いた⽇記のタイトルが、「達成感」だったです。その⽇記を愛しているけど、携帯はそれを許してくれなかったです。おぉ〜私の可哀想な⽇記
ちゃん

李昀殊さんの⽇記



⼼境、変わった

2016.02.15

  今⽇はバレンタインデーで、研修が終わって学校に戻る初⽇です。朝、教室に⼊ったらたくさんのプレゼントをもらいました。⼥の⼦は⼿作りのお菓⼦で、バレンタインの記
念のようなものです。私ももちろん⼤阪からみんなにお⼟産を買ってきました。でも、なぜでしょう︖クラスメートに「昀殊さん、帰ってきたんだ」と⾔われた時に、ふと悲し
い気持になりました。⾝の回りのすべてはとても⼤切だと感じて、帰国の⽇はカウントダウンのように迫ってきていると感じてしまいました。前まで、時間が早く過ぎてほし
い、早く家に帰りたい、早く仲間たちに会いたいと願っていたけれど、今は時間がもっとゆっくり流れてほしいと思いました。残り僅かの留学⽣活をしっかりと⼤事に過ごした
く思えてきました。それは、最近ようやく勉強に取り組むようになったからかもしれませんね。努⼒し始めた時にこそ、以前にあれだけ時間を無駄にしたことを後悔します。最
初の半年間にもっと頑張れたら、⼼はより充実するだろうと思い、もっと有意義な時間を過ごせたと思います。

李昀殊さんの⽇記



猫の恩返し

2016.02.16

今⽇私の荷物がついに到着しました。中には⽇本で買えない純粋な中国のお⼟産が⼊っていました―――⽑克です︕私はこれらを以前私に良くしてくれた先⽣達にあげるつもり
です︕

 それと、やはり中国⼈は⼼が広い︕⽑克の袋はこんなにも⼤きいです︕へへへへ

李昀殊さんの⽇記



今⽇震度８の⼤地震

2016.02.22

     今朝学校に⾏くと、合唱の時に、同級⽣が今夜10時に地震があると⾔っているのが聞こえてきたので、私の神経伝達物質が全部出てきて、すごく興奮した状態になりまし
た。“え︖地震︖本当に︖震度は︖”私はそばの同級⽣の腕を揺らしながら、尋ねました。彼⼥は”聞くところによるとあるみたい、震度８の地震らしいよ”うそ、震度８︕本当に
怖くなりました。今⽇はもともとまじめに勉強するつもりだったのですが、この噂を聞くと座っていられなくなり、中国で⼤地震を⼀度も経験したことがないのに、突然震度８
が来るなんて、本当に怖いです︕こんな⾵に、授業を受けても⽿に⼊ってこなくて、授業が終わってからもこの事を考えています。待って、待ってやっと放課後になり、私は教
室を⾶び出し、すぐに寮に戻りました。⾥奈を⾒ると、“ねぇ、今⽇地震があるの知ってる︖”“地震︖あの揺れるやつ︖”“そうそう”“ないよ”“え―――――ないの︖”“ハハ、どう
してあるの。”  

    これは私が放課後に聞いた最初の⼈です。

    しばらく私はご飯を作ってくれるおばさんを⾒かけたので、彼⼥に聞いてみました。”おばさん、今⽇地震があるの︖”“ないでしょう、⼤丈夫だよ”“あ。。。”私は少し安⼼し
ましたが、⼤地震の到来を⼼配して、たくさんの⾁まんを買いに⾏き、カレーまん、チーズまん、さらにバターロールを10個と、アイスクリームをひと⼭買い、⾷べ物の準備
をしました。帰って来た時に寮の先⽣が⾒えたので、私は”あの、先⽣、今⽇地震がありますよね︕”“え、地震、それはデマで、嘘だから、恐がらなくても⼤丈夫ですよ”“え︖
デマなんですか︖どうして。私は昼間からずっと今まで⼼配していたのに、あなた達は嘘だと⾔うなんて”私は本当に泣きそうです”え︖こんなにたくさんの⾁まんを買ってどう
したの︖アイスクリームもあるの︖”ははは、私はもう地震の事を⾔いたくない。”おう、突然⾷べたくなったんです。”    

     あーあ、1⽇⼼配していた地震が。

     でもアイスクリームは残しておくつもりです。また明⽇にでも⾷べます︕

李昀殊さんの⽇記



⾼校⼆年のお姉さんに質問されました︕

2016.02.24

さっき⾼校⼆年のお姉さんに質問されました︕もともと私は少し地味にしたいと思っていたのですが、シャワーを浴びた後、私は興奮を抑えきれなくなりました。なので⽇記に
すこしいてひけらかそう思います。

 来週各学年が続々と学年末試験を実施するので、英数科でも、普通科でも、⾼等部の学⽣はみんな⾃主的に復習をし始めました。今⽇私はいつも通り⾷事をして、まだはっき
りと覚えていますが、ちょうどスープを飲む時に、そばの⾼⼆のお姉さんが”李さん”と声をかけてきました。私は“あ―――”と返事しました。“あなたがとても賢いと聞いてい
て、数学がとてもできるみたいね。あなたに⼀問聞いてもいいですか︖”と⾔いました。彼⼥の話のポイントが聞きとれなかったのですが、ただ彼⼥が私のことを賢いと褒めて
くれたことだけを覚えています。私はたちまちにこにこして、⼼とは裏腹に”そんなことないです、私は本当におバカです”と⾔いました。⾃分のことを気持ち悪いと思いまし
た。ハハハ。“じゃぁ―――あなたに⼀問聞いていいですか︖” “えぇ、すみません、⾒てみます”問題を持ってきて、彼⼥ができなかった2問は私が当時最も得意とする微積分で
した。しかし得意といってもさすがに1年位解いていませんでした。私は”えっと――ちょっと考えさせてもらっていいですか︖”と⾔いました。“彼⼥が同意した後私は部屋に持
ち帰り、解き始めました。”えっと――――ぱっと解けたわけではありませんが、最後には解くことができました。 私はすぐさま部屋をとびだし、⾷堂に突進しました。彼⼥は
私の満⾯の喜びの表情を⾒て、私に“できたの︕”と⾔いました。私は“はい”と⾔い、彼⼥に問題を説明し始めました。説明している時に、彼⼥の友達が“⾼1の⼦に説明させるな
んて、恥ずかしくないの︖”と⾔っているのが聞こえました。この話が褒めているのか貶しているのかはわかりませんが、問題を解けた時の喜びと達成感は、今もまだ消えてい
ません。

李昀殊さんの⽇記



あとで遊びに出かけます︕

2016.03.20

  あとでクラスメートと遊びに出かけます︕最近花がどんどん咲いてきています、私達は豊橋駅で花⾒をしてから祝⽇を祝うために⾷べるお餅を買いに⾏く予定です︕ハハハ、
あとは彼⼥からの連絡を待つだけです︕

李昀殊さんの⽇記



公園での花⾒その１

2016.03.16

 梅の花の美しさを褒めるのではなく、静かにその優雅な⾹りを吸いながら、薄く凍った花をめで、夢のような梅の花を楽しめることだけ願っています。軽やかな⾜どりで梅の
⽊に向かうと、気持ちを抑えきれず、つま先を⽴て、そっと梅の花を摘み、地⾯に座り、ゆっくりと眺めました。重なった花びらは濃くも淡くもないピンクで、とても上品で、
その淡い⾹りはいつまでも⼼の中に残っています。

李昀殊さんの⽇記





公園での花⾒その２

2016.03.16

 いつものように鳩に餌やりをしました。

李昀殊さんの⽇記





お花

2016.03.20

         今⽇、私は先輩からいっぱいなお花をいただいました、花が⼤好きな私、嬉しくてたまりません。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

李昀殊さんの⽇記



うちの⺟へ

2016.03.21

  そもそもこの⽂章を書くつもりはなかったのですが、静好さんの⽂章を⾒たら突然彼⼥のことを羨ましく思えてきました。

  彼⼥が彼⼥のお⺟さんとあんなに仲良くコミュニケーションを取れていることを本当に感⼼しています。もしかしたら私は正常でなく、反抗期は⼈よりも⻑いか、あるいは、
もしかしたらうちの⺟はそのなんちゃら病（分かりますよね︖私には⼝に出す勇気がないわ、⺟に殴られるのが恐くて、ハハ）になってるかもしれませんね。

  とにかく、うちの⺟とは全くコミュニケーションが取れないんです。⼆⾔三⾔を交わす内に必ず⼆⼈とも⼤声で⾔い合うようになります。そうでなくても、我慢することにし
た私はあまりにもの怒りで内⼼傷ついています。

  問題はどこにあるかはさっぱりわかりません。うちの⺟は誰とでも上⼿くやっているし、私だって、クラスメートはもちろん、うちの⽗とも楽しくお喋りできるのに。

  ⼆⼈とも普通で正常だと思います。別になにか⼼理的障害とかもなくて、どうしてほかの親⼦のように普通にコミュニケーションが取れないのでしょう︖

    ほかの⼈はみんな⽇本に来て、お⺟さんのことを恋しくて懐かしくて思っていて、楽しくお喋りして盛り上がってて、で、私はというと。。。全くのばかだ、しかもEQ（⼼
の知能指数 ）もこんなに低い。

  でもね、うちの⺟は、この世で⼀番私のことを⼤事にしているに違いないともわかっています。前にこっちで新年を迎えた時に⾼熱が出て、世話をしてくれる⼈はそばに⼀⼈
もいなかったので、その時は本当にすごく⺟に会いたくて会いたくて仕⽅がなかったです。記憶の中で⽗のことは全く浮かんでこなかったです。そのことを今でもはっきり覚え
ています。⺟こそがこの世で⼀番私のことを可愛がってくれる⼈だから。

  ⺟よ、ここまで読んで感動しないでくださいね。私はやはりあなたとコミュニケーションができないから。

  いいバッグを持っていないと知っていたので、⼀時期は頑張って節約していたことはいいとして、⽇本製のバッグを買ってあげたいから無印良品の全フロアを隈なく探しまし
たよ。とうとうクラスメートが飽きてきて、結局私は⾃分⼀⼈で名古屋から⾵橋に戻ったのです。

  Wechat（ラインのようなアプリです。訳注）で良いバッグだなあと⾔ってきたあなたに、何気なく「そんなの余計な⾔葉だ」と⾔っただけなのに、まさかあなたが怒りだす
とは思わなかったです。そのバッグを買うためにどれだけ頑張ったかを⾔おうとした気分は、あなたのその反応に腹が⽴って飲み込んでしまいました。

  別に変な意味でもないし、本当にあなたに対して発した⾔葉でもないし、そんなにあなたに無礼なことをしてないし。

  私は無学無知の悪い⼦でもないから。。。。

  なぜいつも私に⼤声を出すんですか、まるで何かあったかのように。

  ほかの⼦はみんなお⺟さんに気軽に冗談を⾔ったりすることができるし、そのお⺟さんも誰も怒ったりはしないのに、あなただけは。。。

  このことを思い出す度に腹が⽴つわ、もういい、これ以上書けないんだ、さよなら︕

李昀殊さんの⽇記



追伸

2016.03.21

  先ほどの⽇記で書き忘れましたが、翻訳の⽅にご⾯倒をかけてすみませんね。

  今週はホストファミリーに⾏って、智⼦お姉さんの家事のお⼿伝いをしました。ハハハ、きれい好きですねって褒めてくれました。ホホホホ

   来週から春休みの終わりまでは、智⼦さんは実家に帰ってご両親に会いにいくので、ホストファミリーのことはたぶんしばらく先延ばしになります。

   今度会う時を楽しみにしましょう。

李昀殊さんの⽇記



私が考える⽇本⼈が⻑⽣きの理由

2016.03.21

   今⽇は⼸道を練習した時に、突然⼀つのことを⼼得ました。それは、⽇本⼈の⻑⽣きの秘密は「ゆっくり」にあるということです。

 

   例えば、⼸道の時、動作の各節は概ね５秒くらい維持しなければならないですが、私はすごくせっかちですから、そんなに⻑くは待てずに次の動作に進んでしまいます。ほか
の⼈は、⾟抱強くて落ち着いて、素直に⼀歩ずつ練習しています。本当にその⼈達のことについて感服しました。

 

   ⽇本に来たばかりの時にも、まわり全体の環境は中国よりゆっくりしていると感じていました。例えば、⾁まんを買う時に、⼀緒に袋に⼊れられるのに、レジの店員さんは⼀
つ⼀つ取っていたから、仕⽅なくそこに⽴ったまま待っていた時は、正直キレてしまいそうなほど腹が⽴ってきました。そしてバスを待つ時も、バス停で待っているのは私⼀⼈
だけで、じっとしている私を⾒たら乗る気がないって分かってもらえるはずですが、運転⼿さんはそれでも⽬の前にバスを⽌めていました。要するにその⼀台のことに限らず、
後に来るバスもほとんどそうだったんです。まったく呆れるくらいですよ。

  昔、⽇本語の先⽣は私たちにこう⾔いました︓動作がゆっくりないきものはとても⻑⽣きできますよ、と。例えば⻲ちゃんやカタツムリとか。

  私が⻑⽣きできない理由は、私が⼆重⼈格だからではなく、せっかちだからだと今は思えていますよ︕⾵川先⽣。

李昀殊さんの⽇記



我的作⽂

2016.03.24

 这是之前交给国语课柴田老师的作文，想给大家看一下，所以拍了照片。（打印的那一份是老师修改的 )

 

李昀殊さんの⽇記



春休み宿題のまとめ(1)

2016.04.06

   春休みの宿題⼀部です.英語よく頑張りましたよ!,まあ~英語全然できなくて,よく辞書をひくと同時に、友達からの⼿伝いもいっぱいです!

李昀殊さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



まとめ(2)

2016.04.06

  現⽂の⼀部です,現⽂はまさに⼀所懸命頑張ったのです!

李昀殊さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



まとめ(3)

2016.04.06

   なあ〜鉛筆で書いた内容は全然⾒えませんね---残念だ

李昀殊さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



まとめ(4)

2016.04.06

   漢⽂も漢⽂も

   ところで~~~~

   古典はまだ書いてありませんですが......後で書かないと.........

これは⽇本語で投稿されたものです

李昀殊さんの⽇記



宿題の最後です!

2016.04.06

   ははは、今度はきっと褒められる.

   ひけらかさせていただいてください.

これは⽇本語で投稿されたものです

李昀殊さんの⽇記



今週の映画

2016.04.14

   今週、コナンの映画が公開します。コナンが⼤好きな私にとって、いくのは⾔うまでもなくだ︕ 

   この前、ホストファミリーと⼀緒に⾏くと約束しました。ずっと楽しみにしています。でも、今⽇は友達のあやかにも誘われました。(あやかは私はコナンが好きと⾔うこと
知っている)  友達と⼀緒に⾏くも好きです。でももうホストファミリーと約束しましたので、断りざるを得ません。ちょっと残念ですが。。。。綺麗なあやかちゃんは始めて私
を誘います。。。

   今度チャンスが会ったら、また⼀緒に⾏こう︕

これは⽇本語で投稿されたものです

李昀殊さんの⽇記



寄付したいです

2016.04.17

 

    熊本、九州及び地震に影響された地域のみなさん、⼤丈夫ですか︖ 

    昨⽇、テレビニュースによって、三百四⼗ぐらいの余震も起こりました。そして、地震のみならず、⽕⼭爆発、⼟⽯流といった⾃然災害も次々ときました。とても⼤変で
す。

   せっかく築き上げた家はそのまま壊滅されました、そんな感じ-----きっとつらい。

   そんな⼤変な状況でも、⽇本に旅⾏しにいった中国の観光客もヘリコプターで送らせました、ここで誠にありがとうございました。

    みんなのこと、私も⼼配しています。⾐⾷にかかる基本的要求も⾜りない被災者を⾃分のごく⼩さい⼒で援助したいので、寄付⽅法を教えていただけますか︖

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

李昀殊さんの⽇記



英语，⼤進歩︕

2016.04.26

  今⽇は英語の成績が返しました。びっくりしたことに、今度は五⼗点を取りました︕私にとって⼤進歩ですよ。この前はずっと⼋点とか⼗点だけ取れます。 

   春休みの間に努⼒とも関係があるかもしれません。

   嬉しいな〜〜〜

 

李昀殊さんの⽇記



時間

2016.05.09

  帰国までもあと⼆ヶ⽉だった、時間は本当に早いものですね︕

  でもこの⼀年間、もったいないに過ごさなかったよ︕この前組んだ⽬標も次々と実現してくれました︕

  特に⽇本語、みんな(⼼連⼼のみんな)のレベルに及べないですが、前の⾃分に対して、もう⼤進歩でしたわよ︕

  英語も前よりよくなりました︕これらの進歩は全部交流基⾦のおかげです︕  

   ここで、誠にありがとうございました︕(お辞儀)

李昀殊さんの⽇記



花⾒の写真

2016.05.09

  これはこの前花⾒の時の写真です、携帯のアルバムを⾒直す時思い出しました。

李昀殊さんの⽇記





花⾒2

2016.05.09

  花が散らしてから始めて掲載する、ごめんね。

李昀殊さんの⽇記





数学、愛してる︕

2016.05.09

 

   俺は数学が好きです、毎⽇授業を受ける時、いつもみんなと違う疑問が出せます︕ははは俺は天才だ︕

  今外は⾬降りだ、空気に⼟の匂いが⽴ち込んでいる、⾵が吹いてきて、その⼟と若葉の混じり合った新鮮な空気を胸いっぱい吸い込んで散歩するのが最⾼です︕

李昀殊さんの⽇記



不幸中の幸い

2016.05.14

  今⽇は荷物を送るべく、郵便局へ⾏きました。

  送るものはテキストと⾐服などので、相当重たいです︕

  郵便局へ⾏く途中はまるで万⾥の⻑城を登っているみたいだ︕

  でもせっかく運んでついたあげく結局は  今⽇休みだ︕ その時の気持ちは本当に⼀層死んだくらいだ︕こんな猛暑な天気、せっかくついたのに-----ああああ

   でも不幸中の幸いと⾔っても過⾔ではありません、周りのコンビニは預かることを許してくださいました。どれほどいい⼈ことか︕その代わりに、感謝の気持ちを表すため、
あのコンビニで多くのものを買いました。 

   助かりましたね︕本当に。

   なんと⾔っても，今⽇はついているんだ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

李昀殊さんの⽇記



テストお仕舞い

2016.05.20

  今⽇までには中間テストの全部の内容もこれで終わりました。  それと同時に、私の留学も。。。。

  なにか⾔うか︖
これは⽇本語で投稿されたものです

李昀殊さんの⽇記



⼀⽣愛する

2016.05.20

  昔、今過ぎ去ったら挽回できません。 

  落ち葉は深く埃に薄められて。

  始めて、終結ずっと変わりません。    

  ⽩雲外を流離う、別れ後、永遠にもう取り戻しません。  

  ⼀⼈で塵世に⽬を向ける。

  ⽣花がいつか散る、

  けれども、

  またいつか咲きます。

これは⽇本語で投稿されたものです

李昀殊さんの⽇記



交流基⾦の先⽣へ

2016.06.06

  誕⽣⽇のお祝い誠にありがとうございました︕本当に思わなっかたです。特に浅⽥先⽣も中国語で書いてくださいました。

 写真も届いてくれました、この写真は私たち第⼗期の⼤切な思い出です。帰ってから、きっと囲んで、⼤切に守ります︕

 もう⼀回感謝の話⾔いたいです。ありがとうございました︕

 所で、私の帰国前の作⽂どうだった︖ずっと返事してくれませんですね。

これは⽇本語で投稿されたものです

李昀殊さんの⽇記



遠⾜しに⾏きました

2016.06.06

 クラスメート全員宇何かの川へ⾏きました!

これは⽇本語で投稿されたものです

李昀殊さんの⽇記





花は咲く

2016.06.20

真っ⽩（まっしろ）な雪道に 纯⽩的雪道
 春风⾹（かお）る 散着春风的⾹⽓

 

私は懐（なつ）かしいあの町を思い出す 我想起了怀念的那座城市
 

叶（かな）えたい梦もあった 曾有着想要实现的梦想
 

変わりたい⾃分もいた 也有着想要改变的⾃⼰
 

今はただ懐かしい 如今却只是怀念
 あの⼈を思い出す 思念的那个⼈

 

花は花は花は咲（さ）く 花啊花啊花会绽放
 

いつか⽣（う）まれる君に 为了不久将出⽣的你
 

花は花は花は咲く 花啊花啊花会绽放
 私は何（なに）を残（のこ）しただろう 我⼜留下了什么

 

夜空（よぞら）の向（む）こうの 夜空的另⼀边
 

朝の気配に 有着清晨的⽓息
 

谁かの思い が见える 看到的是 谁的思念
 

谁（だれ）かと结（むす）ばれてる我和谁　彼此
谁かの未来 が见える 看到的是 谁的

 悲しみのむこう侧に 在悲伤的另⼀边
 花は花は花は咲（さ）く 花啊花啊花会绽放

 

いつか⽣（う）まれる君に 为了不久将出⽣的你
 

花は花は花は咲く 花啊花啊花会绽放
 

私は何（なに）を残（のこ）しただろう 我⼜留下了什么
    この歌詞は、突然私の気持ちを歌い出しました

これは⽇本語で投稿されたものです

李昀殊さんの⽇記



流れる⽔

2016.06.20

荷物がだんだんと減ってきて、いよいよ帰国したという感じがします。何だか悲しい。

これは⽇本語で投稿されたものです

李昀殊さんの⽇記



報告書届きましたよ︕

2016.12.24

  基⾦の先⽣の⽅々、こんばんは、私は第⼗期のりいんしゅです。 

  基⾦からの報告書はもう届きました。報告書もカレンダーも⼄な中⾝で、開くと留学時代がしのばれて、とっても懐かしいです。

  ⽇本にいた時いろいろ⼿伝ってくださって、今でもよく覚えております、ありがとうございました。

  基⾦の今後の発展をお祈りいたします。

これは⽇本語で投稿されたものです

李昀殊さんの⽇記
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