
わくわくしている第三⽇

2015.09.03

⽇本料理を体験しているみんなの笑顔がキラキラですね。＞３＜内陸にある四川から来ました私はやはり海鮮が苦⼿です。チャレンジはここから始まります。TUT

これは⽇本語で投稿されたものです

李顔秀さんの⽇記



第⼀次三重之⾏

2015.09.06

去三重县的JR电车上可以看到⾮常漂亮的⾃然景⾊，美丽的⼩河，朦胧的⼭峦，绿油油的⽥地。我看得如痴如醉。有现代的建筑，⼜有⼤⾃然感觉。我从以前就很憧憬这样的⽣活。
⾬后，清新的空⽓进到房间，带来⻘草的⾹味。之后11个⽉都在三重⽣活实在是太好了。 好激动啊。

李顔秀さんの⽇記



優しく付き合ってくれてありがとう

2015.09.11

みなさん、私のことを優しく扱ってくれてありがとう。

私のホームシックが最も（たぶん）ひどい時に、みなさんにあれだけたくさんの迷惑をかけてしまったのに、学校のみなさんは相変わらず優しくしてくれました。

秦先⽣と⼩⻄先⽣、各科⽬の先⽣⽅、そしてみんなに、お箸を貸してくれたり、電⾞の乗り⽅が知らなくて遅刻した私を許してくれたりして⾯倒を⾒てくれました。いろりちゃ
んとまなかちゃんは毎回職員室まで付き合ってくれて、⼀緒に⾃転⾞で駅まで付き合ってくれて、家に帰る道を教えてくれました。今⽇の歓迎会で、同学年のみんなが⽤意して
くれたそうらん踊り、そしてホストファミリーのお⺟さんは私が持ってきた四川⽜⾁⼲しや漬物を箱に⼊れておいて、⾷事の時に出してくれて“さあ、⾷べて”と⾔ってくれまし
た。……笑顔で付き合ってくれているみなさん、本当にありがとう。。

何をすればこの感情を伝えられるかは分かりませんが、もう既に家の感じがしてきました。来週の⽂芸⼤会と学院祭りをとても楽しみです。頑張って慣れていこう、みんなにこ
れ以上迷惑をかけないように。

私は恐らく、感受性が豊すぎるかもしれません。

三重県にはほかにない⻘空と星空があります

けれど、街の灯りに⾚く照らし渡されたあの盆地の夜景を懐かしく思えてしまいます

私は待っている。ここの空を⾒上げると、落ち着いた平穏な気持ちでいられる⽇を、あっています

 

 

李顔秀さんの⽇記



海を⾒て、⼭を⾒て、⽥んぼを⾒る

2015.09.20

海を⾒て、⼭を⾒て、⽥んぼを⾒る

 

 シルバーウィークの2⽇⽬、ホストファミリーのみんなで⾞で淡路島に向かう途中、途中寝ていた私はホストファミリーのお⽗さんに起こされ、⽬を開けて顔をあげると、窓の
外は⾒渡す限り紺碧の海でした。

 太陽の下、まぶしい⽩い橋、下にはアクアマリン同様の光沢をもつ⻘緑⾊の海⽔が流れていて、上には雲ひとつない晴れた空、この空中に架けられた⼈類の芸術を毅然として
包み込んでいました。

 どのくらい海を⾒たことがなかったかはっきり覚えていませんでした。

 ホストファミリーのお⺟さんは橋上から⾞を速いスピードで⾛らせ、私に⼀瞬の思いを残してくれた。

 海⽔の沸き返る⾳が聞こえず、海⿃の鳴き声も聞こえませんでした。あの深く軽やかな⽔の⾊が私に⼀瞬の静寂をもたらしました。

 成⽥空港から、ここに来る前に研修したMontereyHotelまで、⼤きな都市で、私たち31⼈が⾏き交っています。都市は鉄⾻鉄筋の建物を作り上げ、同時に道を急ぐ無表情な⼈
をも作り上げました。⽣粋の標準語は正式で落ち着いていて、深い⿊⾊の正装は⾸を縛ってまた⾏儀の悪い⾏為も束縛します。⼥⼦⾼⽣の濃い化粧は⻘春とニキビを隠し、⾚い
ともしびと緑の酒が落ち着かない⼼と深いプレッシャーを遮ったかのようです。決まった配列の⼤通り、深夜なのに全⾝酒気をおびてよろよろと歩いている⼈。

 それからまた⽬をあけると、依然として深く軽やかな⻘で、近くに⾵⾞、後ろには⾒渡す限りの⻘緑⾊がありました。

 ⾯接の時どこに⼀番⾏きたいかを尋ねられたことをぼんやりと思い出しました。周りのみんなは東京、⼤阪、京都、奈良などのにぎやかできらびやかなところを答えている時
に、私は⾸都から遠く離れた北海道だと答えました。理由はとても簡単です︓そこが⾃然の景⾊がきれいで、シーフードが多くておいしいからです。（笑）他の⼈の回答を聞い
た後、また少し後悔をしました。⾃分はどうしてこんな⾵に⽬先がきかなくて、遊んで⾷べることばかり考えているのか︖

 合格の知らせをきいてから、安⼼して冬服⽚づけて北海道に⾏き新天地を切り開く準備をし始めました。このためにたくさんの厚⼿の綿のタイツを買いました。甚だしきに⾄
ってはお⾦を貯めて⼀眼を買って、噂に聞くラベンダー畑や遠いところと近いところの牧場を撮影するつもりでした。

 その後私はやっと知りました。⾃分が⾏くのは三重だと。

 それまで、まったくこの県のことを知りませんでした。さまざまな資料を調べて、⾃分が“⽇本の隠れた厨房”の聖地、と呼ばれるところに配置されたことを知りました。（⼼
連⼼に感謝します︕︕）喜んで受け⼊れました。このため数⽇間は、喜びでいっぱいでした。実際に三重に着いてから、ほんとうにこの場所が好きになり始めました。

 秋⽥rikuと⼀緒に散歩した時、⾨を出て100mくらいで、⼀⾯の⽥んぼが広がっています。この時季はちょうど⻘⻩⾊です。さらに遥か遠くには、濃い霧が⽴ちこめる⼭並みで
す。名実ともに備わった⼩さな⼭村でしょう︖（笑）みんなが、秋葉原に⾏った、百貨店に⾏った、街をぶらぶらしてショッピングした……というのを⾒て、少し悲しくなりま
した……

 ⾃転⾞に乗って家に帰る道は、⽚側は農場のもう⼀⽅は川です。ある⽇⻘信号を待っていた時にぼんやりと光る尾をつけた彗星を⾒ました（私はそれに願かけをしました）前
⽅はピンク⾊の空です。（聞くところによると⼥の⼦が気分の良い時に、空を撮影する時雲はピンク⾊だそうです）そして、⽬の前にはこの⼀⾯のすばらしい藍⾊です。

 これを⾒てから、私はここが好きになり始めました。

  実はここを⾒た瞬間から好きになったのかもしれません。

 

 

Ps︓私はこれはもちろんブドウが⾷べられないからブドウが酸っぱいと⾔って⾔い訳しています。（笑）並びに私のこんなでたらめでいい加減な⽇記を⽇本語に訳してくれてい
るお兄さんお姉さんたちにも感謝いたします。。。おつかれさまでした

  

  

  

   

李顔秀さんの⽇記





京都弁

2015.09.22

  関東弁は正式だし、綺麗ですが、三重に住んでいる私にとって、やはり関⻄弁のほうが好きです。⽅⾔は私にとって、なんか⾯⽩そうです。今回京都に⾏く時も、京都弁の
美しさも感じました。

 

 シルバーウィークの時に京都へ⾏きました、駅の壁に、ある「おこしやす」を書いてあるポスターを⾒ました。意味が全然分かりませんでしたが、先⽣に聞くと、「いらっし
ゃいませ」という意味で、京都弁です。

 

  バスに降りる時も、運転⼿さんが「おおきに」と⾔ってくれて、先⽣はニコニコしながら⽬くわせして、「知ってる︖先のも京都弁だよ。」と教えてくださいました、「で
もね、⼤阪でも使っているが、京都のほうが優しい。⼤阪弁はもっと元気で、スピードが早いよ。」

 

  以前京都弁を使うアニメを⾒たことがありますが、⾃分の⽿で聞いて不思議を感じました。この伝統的な町に使っている⾔葉は先程、⽿から、外来者の私の⼼について、い
らだちを招かなくて、優しさを伝えてくれました。連休中の京都町はにぎやかですが、着物を着ている⼈たちの姿と、歴史的な建物を⾒ると、平⽇の静かな京都を想像できると
思います。

 

 さすが⾒事な京都だけあって、⾔葉も綺麗です。

これは⽇本語で投稿されたものです

李顔秀さんの⽇記



⾃然に親しむ︖

2015.09.27

昨⽇は部屋で蛾類の⽣物を捕まえたので、ビニール袋に⼊れて詳しく調べようとしました。これは体が⽩く、複眼は⿊く、ライトグリーンの⽻には⼤きさそれぞれ違う楕円形の
模様があります。ネットで検索して⾒たら、そういった特徴にぴったりのものが⾒つからなかった（Chinese moon moth（Actias dubernardi）である可能性が⾼いけど）。
さらに専⾨の質問と回答サイトで尋ねたいと考えています。こんなに綺麗な⽣き物って滅多に⾒ないですからね。

  三重県の⽣物は本当に不思議ですね。アメリカゴキブリ（American cockroach）やドイツゴキブリ（German cockroach）があちこちでうろついて、⿊⿏やドブネズミの楽
園である都会では⾒ることができない、⾮常に美しい動物がたくさんいます。先⽇、弟と⼀緒に川辺へ遊びにいった時に、あまり⾒たことのない⽷蜻蛉（俗称「⾖娘」）を⾒か
けました、最初は特殊なトンボだと思ったけど、（⽻が⿊く、体が細く、体通して⽔⾊）相当興奮しました。

  今朝は⾵呂場の窓の外側に、⿊い正体不明のかたまりを発⾒しました、メガネをかけていないから、近寄って⾒たら、ガラスにくっついていた茶⾊のヤモリだとわかりまし
た。ガラスのこちらからは、ヤモリの⾜にある吸盤がはっきりと⾒えました。この種の⽣物は、もうパソコンのモニターから私を⾒つめるのではなく、思いがけず私と対⾯しま
した。なんだか素敵で意外な喜び（あるいは驚き、笑）に満ちた邂逅だった気分でした。

  夜、家に帰って、部屋で宿題をやっていた時、ふっとベランダのほうへ⽬を向けたら、また勝⼿にきた訪問客がいて、ベランダのガラスドアにくっついていました。灰⽩⾊の
お腹にある細かい模様さえはっきり⾒えて、彼は⽔⽣であった幼い頃の鰓からなった肺でリズムよくて速い呼吸をしているとともに、お腹も同時にリズムよく上下していまし
た。彼も今朝訪問にきたヤモリさんと同様に、吸盤で⾃分をガラスにぴったりと固定しています。私は蛙のことそれほど好きではないが（しかも⾬蛙）、じっとしてくれて、観
察させてもらえるような、穏やかな付き合い⽅であれば、⼤歓迎ですよ。

  ⾯接の時に、私が熱意込めて先⽣たちに向かって、「⾃然に親しむ少年になりたい」といった発⾔はまだ覚えています。だからか私はここにやってきました（笑）。でも本当
にここの動物がとても好きです。彼たちはまだ都会のように汚染されていない⼟地で暮らしていて、ここにいる⼈間と平和にやっています。それこそ、私がずっと求めていたも
のだろうね。

  アニメで⽇本の⼩学⽣みんな昆⾍採集をするシーンを⾒たことがあるけど、私も本当に⼀回やってみたいよ。（笑）

李顔秀さんの⽇記



1年に1度の学園祭

2015.10.02

1年に1度の学園祭

 

  アニメの中で学園祭を題材にしたものはとても多いです。学園物のアニメといえば、必ず現れるシーンは︓家庭科の授業でお菓⼦を作る、学園祭、合宿、クリスマスとホワイ
トデー…を含みます。

  ちょうど1ヶ⽉も経たない頃、私はこの1年に1度の貴重な⽇を体験しました。

  もちろん、⼀番好きなのは中学3年と⾼校3年の模擬店です︕焼そば、鶏⾁炒め、ポップコーン，アイスクリーム、ソーダ、プチケーキ、ビスケット…ありとあらゆる美⾷を私
は絶対に逃してはならないのです。⾷べることは⼈⽣の楽しみのひとつです︕

  私のクラスは探偵事務所をテーマとして、刑事事件を解決するゲームを⾏いました。⿊のビニール袋で教室に恐ろしい雰囲気を醸し出し、死体の具体的な位置を地⾯に描き、
壁には逮捕状を掛け、教室の⼊り⼝はkeepoutの封印テープを貼りました…⾃分も少し彼らを⼿伝い、みんなとの関係がいっそう打ち解けたものになったと感じました。もとも
とはあまり挨拶しなかった男⼦も、私に話しかけてくれるようになりました。本当にとてもよかった。

  先輩のクラスは刑務所をテーマにしたWallyplayでした。とても⼈気があって、⼈が多すぎて私は参加できませんでした…とっても残念です。

  しかし最も⽬新しくて、私に最も深い印象を与えたのはやはり開幕式でした。学⽣会のみんなはとても頑張って⼀⼼に開幕式の準備をしました。まず、カウントダウンから始
まり、新年の雰囲気を作りだして、最後にみんなでいっしょに“5，4，3，2，1”と叫んだ時には熱気に満ちていて、会場全体が沸点に達していました。次のプログラムは太⿎を
たたくゲームの⽅法で始まりました。⼤きなスクリーンの上には、右と左の2つの部分があり、⾚⾊の⼩⼈が左側の横線に現れたら、左側の同級⽣は拍⼿します。右側の横線に
現れらた、右側の同級⽣は⾜を踏みならします。学校全体でこんなにたくさんの⼈が参加して、⼀曲を演奏した時はとても壮観でした。学⽣会は本当にしっかりと準備してい
て、アイデアもとても斬新でした。ここで彼らに今回の学園祭の為にしてくれた全ての事に感謝します。私はこれまでこんなにすばらしい開幕式を⾒たことがありません。情熱
はこの瞬間⽕をつけられ、すべての⽣徒達は、この⼀年でただひとつの祝典を歓呼し始めました。

  実は⾃分は静かに、隅っこでひとりぼんやりとしていることが好きだと思われている⼈です（笑）。でも、みんなと⼀緒に準備して、参加したことは本当に幸せな体験でし
た。⾯倒をみてくれた秦先⽣はいつも私に⾔ってました︓この⼀年で⽇本でしかできないことをしないといけませんよ。と。

  これは⽇本でしか経験できないことと⾔えるでしょう。

李顔秀さんの⽇記



細かなこと（1）

2015.10.11

だいぶ前から、⽇本は細かなことでも重視する国だと知っていました。⽣活においてちょっとした何か、この国に⽣活している国⺠へ便利さを提供しています。気づいてもいな
かったところで、感動を呼ぶちょっとした⼯夫は、それだけで⼈の⼼を温めます。

1).バスでの両替機

中国国内では、もし定期がなく、事前に両替をしておくのも忘れてしまった場合は、⾮常に⼈を困らせます。居合わせていた⼈に両替してもらいたいと思っても、声をかけるの
がちょっと恥ずかしくて、⾦額の⼤きい札を⼊れようかなと思ったら、もったいない気がしますので、そのような板挟みになるのは、確かににっちもさっちもいかない困る状態
ですね。

けれど、ここのバスでは、両替専⽤の機械が設置されています。降りるまでに降⾞⼝で両替しておけば、なんて楽勝に上記の問題を解決できます。

 

2).⾷品の包装にゴミの分別種類を明記する

⽇本のゴミ分はいかに細かいのかは、中国にいた時にも聞いたことがあります。しかし、ゴミの詳細の分別⽅法については、その成分の知らない普通の⼈にとっては、正しく分
別するのも⼀定の知識が必要とされるでしょう。たぶん、そういった必要以上の⼿間を省くため、多くの⾷品の包装にゴミの分別が書いてあります（例えば、おやつの包装には
「紙」と書いてあります。）、それでゴミの分別は簡単になります。

 

3).農道の広くなるカーブ

畑に挟まれている農道のほとんどは狭いで、⼀台の⾃動⾞よりやや広く、２台がやっと通れるくらいの幅しかありません。対向⾞がある時に、譲り合うひつ業があります。たぶ
ん、危険や事故防⽌のためか、カーブごとに、道が少し広くなります。⼀⽅の⾞はその広くなったところで⽌まって道を譲ることができます。そういった時に、運転⼿さん同⼠
で会釈してありがとうと微笑みます。そうするだけで、細い⼩道でも、安全でその役割を果たせます。

 

  このような⼼を温める細かなこと、感服させられる細かなこと。

李顔秀さんの⽇記



細かなこと（2）

2015.10.23

みなさんからこの⽇記をシリーズ化にしてほしいと提案を受けて、真剣に考えてみました。できる範囲でみなさんに⽇本を知るための、ちょっとしたルートを提供できたらと決
めました。私は⾃分の周りにある⼩さな細かなことに着⽬するしかないと思いますので、もしも偏ってしまっても、理解して貰えれば幸いです。

 

1).インスタントフード包装の説明

インスタントフードを料理するには、レンジ（microwave）で温めるのは最も⼀般的な⽅法でしょう。でも具体的にどれくらい温めるかは直感でその時間を判断すると、温め
すぎになるか⼗分に温められないことになる場合はあります。そこで、観察によりますと、こちらではほとんどのインスタントフードの包装に温める時間の⽬安や、具体的なや
り⽅、そしてレンジの定格出⼒パワーごとでの所要時間まで、詳しく記載されています。なんて親切でしょう。

 

2).レジ出⼝にある物置の台

中国のスーパーで買い物するとき、会計が終わってから、ほとんどの場合は、レジのところで購⼊した様々な商品を、携帯しやすいよう⾃分で袋に詰めます。けれど、購⼊した
ものは細かくて多い場合は、レジを⻑く占めることになり、ほかのお客さんの邪魔になります。だからかな、⽇本のほとんどのスーパーには、レジの向かい側に台が設けられ、
そこで商品の整理や袋詰ができます。さらに、袋やドライアイス（これは特に親切だと思います。溶けやすいや気温の⾼い時に腐りやすい⾷べ物を買った場合、ドライアイスで
低温を保てますので。）も提供されます。

 

今回は終わりです (≧▽≦)

李顔秀さんの⽇記



美⾷鑑賞(๑•`ㅂ•´)و✧

2015.10.30

 

⽇本に⾏ったら、ぜひ○○○を⾷べよう︕そのようなことがよく聞く。

では、今回私も⾃分の経験によって、みんなに⾷べ物の絶品を勧める。(๑•`ㅁ•´๑)✧

 

今回は奈良名物---柿の葉寿司

「柿くへば 鐘の鳴るなり 法隆寺」

しっとりとしている街を歩き、鐘の声が遠くから届きつつ、柿の葉が落ちた…

この京都よりも古いまちだけあって、こんなイメージが表している。

柿、⾦⿂、奈良漬…これらは奈良のマークだと私が思う。その中に柿の葉を作ってできた奈良名物の「柿の葉寿司」も奈良の美しさを含む。

柿の葉で包み、葉の味も寿司に浸⼊した。翠⾊の葉と⽩き⽶の組み合わせも芸術的で、柚⼦の⻩⾊、また鮭の⾚、思わずに秋の光景が⽬の前に浮き出た。

いと美しいものだ。

これは⽇本語で投稿されたものです

李顔秀さんの⽇記



⼸道

2015.12.02

Love liveと⾔うアニメのおかげで、私は⼸道を始めました。(海未ちゃんと⾔う主⼈公が⼸道をしているから、ずっとやりたかった︕）

⼸道は確かにかっこいいと⾒える。しかしながら、引けるようになりたければ、練習は⼤層つらいよ︕それに、⾒学の時は正座しなければならないので、時々⼀時間そのままに
座った後、⽴て⾒れば、脚はもうしびれて、動けなくなる︕

⼸道を練習して、もう三ヶ⽉が経とうとした。したがって、腕もめっちゃ固くなって来た…あんまり⼥⼦ぽくないが、ちょっとスポーツ型になったと⾔われた〜(スポーツ型は
別にいいじゃない︖〜)

今⽇は⼀回本格的に袴を着て、⼸道場で練習したが、うまく出来なかった。 これからも頑張るつもりだ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

李顔秀さんの⽇記



倫理学

2015.12.06

私は理系の⼈間です。中国では”刷題”（練習問題をたくさん解く）の世界に浸っていて、問題集があと何ページ残っているかということだけを知っていて、前途が⾒えていませ
んでした。

ハイデッガーがあの教科書から私の世界に⾶び込んでくるまで、私は⾃分が何になりたいか考えたことがありませんでした。

実存主義のすばらしい代表者です。彼は私に⼈の存在が「死への存在」であるべきだと教えてくれました。我々の代わりに死んでくれる⼈はいません。これは⼈の必然的な終結
点です。

しかしどれくらいの⼈が他⼈の⽣活を送っているのでしょう。これらの⼈が⾃分の視線を死亡から離し、時間の流れを忘れて、結局は最期の時まで、無駄にすごしてしまいま
す。

⾃分が何をしたいかわからない私も、おそらくこの世界にいて、⾍のように凡庸でこれといって為すところもない「Dasman」（⾃分の死を忘れた世⼈）の1⼈なのでしょう。

よく考えてみると、私は絶対に他の⼈と同じ道を歩まないといけないのか。

レヴィナスの提起した「イリア」も、また私に真実の世界をみせてくれました。⾃分の知る世界が消えた時でも、「イリア」は依然として存在しています。

“それではいわゆる私達は本当に存在しているのでしょうか︖”

私は電⾞上に乗って、ぼんやりとこの問題を考えています。レヴィナスが全ての友⼈親戚を失った後に受けた精神的苦痛を理解するのは難しいです。⾃分の存在を否定するより
つらいことはないでしょう︖

こんなことを考えても、私にとっての、完璧な答えを⾒つけるのは難しいでしょう。それなら誠実に⾃分の⽣活を過ごすしかありません。存在者という⽴場で、天地の間に⽴つ
のです。⾃分の世界が終わる時、いわゆる「イリア」は私が未だかつて来たことのないような「存在」が続いているのかもしれません。それなら私が掌握できるのは⾃分が知っ
ている世界と、どのように貴重な財産̶̶時間を使うかということです。

もう他の⼈の⽣活を過ごさず、もう他の⼈に⾜並みをそろえません。遠回りを選んだからには、⾬が降っても⾵が吹いても倍の速度で進むしかありません。このように⾃分の⽣
活を考える機会があることに感謝します。前途はまだはっきり⾒えてませんが、私は少なくともおおよその⽅向をみつけることができました。

⻘春は１つの始まりです。⾃分に適した道をみつけること、それがもしかするととても⼤切なことなのかもしれません。

李顔秀さんの⽇記



細かなこと（3）

2016.02.01

⼀ヶ⽉も間が空いて⽇記を書くなんて、本当にすみません

だから今からさっそく連載を始めましょう。

1)実際の交通状況によって信号を設置する

歩⾏者が⽐較的に多い、通学路では⼈⾞分離式信号が設置されます。例えば、東⻄⽅向の⾞道が⻘信号の時、南北⽅向と全⽅向の横断歩道は⾚信号です。⾞道がすべて⾚信号の
時には、横断歩道はすべて⻘信号です。

特定の時間帯に歩⾏者がいる道では、押しボタン式信号が設置されます。歩⾏者は横断したい場合、そのボタンを押して⻘信号を待ちます。

事故多発の交差点においては、⻩⾊点滅信号機が設置され注意を促します。

それぞれの状況によって設置された信号は、歩⾏者と運転⼿さんの⾝の安全を守りながら、順調な道路状況の保証にもなります。

2)学校体育館外の⽔飲み器

実はイメージしていた、上にウォータータンクがセットされている、コップを各⾃⽤意の上使⽤されるウォーターサーバーではありません。

下に⾜踏みペダルがあって、踏み込むと⽔がでます。吐⽔⼝の隣にも押しボタン式が付いてあります。噴⽔は斜め上⽅向ですので、直接飲むことも、コップに⼊れてから飲むこ
とも可能です。何よりも

⽔が冷たいので、体を冷やせるし便利です。

でも利⽤する⼈が多い時に列をならぶことになりますよ。

李顔秀さんの⽇記



マスコミは負うべき（負わなければならない）責任について

2016.02.17

マスコミが負うべき（負わなければならない）責任について

  中間研修の時に、阿南所⻑は有難く啓発をくれました。私には⼤変ためになり、何⽇間をかけて深く考えた結果、ふと清々しい気分になり、まるで桃源郷を覗き込んだような
気分になりました。そのため、この⽂章にて感じたことについて語りたくなるわけです。

  マスコミは、情報を流す⼿段として、渡り橋の役割を果たす媒介として⼤衆に情報を伝えるものに⾒えましたが、⽣活においては、その屈折し、濾過する側⾯が表されていま
す。

  国々の⽴場によって、国のマスコミによる報道は充実さや重さも異なります。個⼈的には、それは国がマスコミを管理（もしくはコントロール）しているかどうかに直接に関
係していないと思います。直接な効果として、宣伝することはマスコミの⽣まれつきの特質だと⾔えるでしょう。意識しているか否かに関係なく、「カラーメガネ」
（spectacle）をかけているという性質があります。

  そして、国によっては、その屈折率も⼤いに異なります。「カラーメガネ」（spectacle）はたくさんの要素によって変えられ、例えば⽂化背景、考え⽅、輿論の導きなどによ
って、⼤衆の視点も変化することになります。そういうことで、同じ事件に対して、国によってマスコミは出す報道もそれぞれ重みを置く対象が異なる傾向になりがちです。無
視して触れない部分すらあります。これは主観的に変えられる要素ではなく、国が教育の最初から国⺠にかけさせた「メガネ」です。

  例えば、最近は⽇本の芸能界で⼒を⼊れて注⽬を集めた「⼥性芸能⼈ベッキー禁断の恋」、⼥性芸能⼈ベッキーの不倫問題に対して、⼒強く描写し騒いでいます。

⼀⽅で、アメリカの新聞では、⽇本のマスコミに対して、⼀⼈の⼥性をこんな評価をかけ、誹謗するまでしていながら、男性当事者には⽢い態度を批判してきました。⼥権主義
者たちは⽇本のマスコミの⾏動と輿論を厳しく責めています。

  そこで、「キーボードマン」（現実では臆病なのに、ネットで正義の味⽅ぶって過激な⾔論をする⼈の⽪⾁な⾔い⽅です。－訳注）たちは激しい議論を始めました。

  異国の芸能界における⼀つの事件からだけで、マスコミは如何に⼤衆の視野の広さに影響しているかは窺えます。これらの影響は、「メガネ」の問題だけによって⽣じたもの
ではないでしょう。どの国のマスコミでも、思い込ませる⼀⽅で真相をいつまでも隠すことはできないでしょう。

  もちろん、国⺠はこの社会にどれほど信頼しているかも重要ですが、発展の速度と国⺠の信頼度と完全に⽐例になっていると私は思わないです。疑うのも進歩の始まりですか
ら。そして疑うことの原動⼒は、その⼈は社会へのトータルの関⼼度から由来していると思います

  ある国の国⺠は、マスコミへのトータル信頼度は中級レベルであるときに、マスコミがするべきことは、国⺠の意⾒に⽿を傾け、⾃分の発⾔に⾼度な責任を持つことで、良好
な社会評価を得て、⾃⼰改善をします。

  あるマスコミは⽐較的⾼い信頼度があるとき、そのマスコミがすべきことは、国⺠に責任をもつことです。決して偏りの⾓度と狭い視野で社会思想を縛ることではなく、⾃称
⺠主でみんなの思想をひそかに抑えることではないです。

  いいマスコミとは、⼈間の思想を固定する道具でもなく、⼈間の考え⽅を束縛する檻でもありません。より国際化に進むこの地球村において、マスコミとしては、世界を⾒渡
す視野で、道徳⼼で⾃分の責任を果たすべきではないでしょうか。⼈を唆したり煽いだりしない、偏⾒を持たない、過激に振舞わない、素直な姿勢で、真実を知りたい、世界を
知りたい国⺠に向かい合うべきです。

李顔秀さんの⽇記



吾輩は⿂である

2016.03.03

吾輩は⿂である

吾輩は⿂である

名前はまだない

河⼝から 遡って

上流へ 上流へ

奥⼭の

お祓え参る

我が⾝かな

多岐に分かれた⾕で

そのふくよかな顔と出会い

⼀⽬ぼれだと⾔えるかな

けっして知らないのは

修羅の道を歩いて

⽣涯を浮かべる

⽇々の始点は

その⼀⾒だ

(うんにゃ 今知っいても遅かったぢゃぃ)

 

 

(宮沢賢治さんの「無性慟哭」を拝⾒しましたから、真似しようと思っておりますが、やはり中途半端で書けなくなってしまいました。最近あまり⽇記を書いておりませんの
で、投稿いたしました。気に⼊らないかもしれませんが、申し訳ございません。)

これは⽇本語で投稿されたものです

李顔秀さんの⽇記



もう⼀度会わせてください（⼀）

2016.03.05

  ⾃転⾞に乗って、三重の畦を蛇⾏しています。⾖板醤による四川料理の馴染みのある⾟い匂いを嗅いだ時にだけ、あなたたちのことを思い出しました。

  私の⽣活は良くて慣れている時にこそ、その⼆⼈を思い出します。

  さまざまなシャンプーの⾹りが漂い、紺⾊の厚いカーテンが閉じられたら空の⾒えない、インスタントラーメンの残骸がゴミ箱に深く埋まれた、その夜更かしして電気をつけ
たまま復習していた寝室という檻から、私は逃げ出して来ました。

  たぶん、私はそういう⿃かもしれません。温室から⾶び出て、束縛から解放され新たな天地を⾒つけたつもりで、結局さまざまな動物に詰まった檻に放り投げられたと分かり
ました。

  そして、私はまた逃げ出して来ました。

  私はあなたたちの懐に帰ってきました。

  それから躊躇なく去ってしまいました。

  ⾃分の⻘い海と空を⾒つけたいと⾔いながら。

  列⾞に乗って故郷から離れた時、彼は私を列⾞まで送って、熊がはちみつを盗み⾷いする時に使うような厚くて⼩さな⼿で、スーツケースを私に押してきました。あなたの名
残惜しさが⾒えると思いましたが、それはなかったです。

  幼い時に、⾔われたことを聞かずに頑として近くにあるブランコに向かって、地球の重⼒にちょっとした抵抗をしたがった私を、あなたはひとしきりぶん殴ったときのよう
に。（⼦供ってそういうのばかりを覚えてしまいますね）

  その時は、あなたは分かってないと思いました。私がどれほど空に憧れているかを。

  ⻑い間、そういったのを束縛だとしみじみ思いました。後になって分りましたが、私もRomeo Julia定理（⼈間は抵抗を受けて、逆に粘り強く決意が⽣じること）に陥った
と分かりました。

  ⾏ってしまうと⼝にしたら、⼦供の時のように⼒強く私を引き⽌め、あるいは猛反対してくると思いました。あなたの⽬に視線を合わせて、権威でも象徴するような⼝調で何
かを⾔ってくるのを待っていました。

  ⾒えたのは平静だけだった。

  「⾏きたければ⾏きなさい、パパは応援するから」

  実に意外なことでした。

  「でも、実は、」とあなたは間を置いた、その逆接の⼝調はさっきまでの喜びを動揺させました。

  「⾏ってほしくはない。」

  今回は、あなたはいつもの、何もかも反対する余地もないような⼝調で断⾔する頑固オヤジらしくないようでした。

  その温室の扉が緩くなってきているのを⾒ました。なりたくなくとも変えられないまま、必ずやって来る何かを重々しく受け⼊れた︓それは、ようやく⾃分の憧れていた空の
ために、本当に動き出す⼒が⽣み出されました。

  列⾞の窓越しに、あなたの顔を⾒ていました。その眉間にシワを寄せ、そしてその⼩柄で、ちょっと太った体型を。

  ⽬に何かこみ上げてきて、ヨーグルトでも⽬に⼊ったように。涙腺はその刺激で⽔分を含ませました。

  窓越しのあなたの⽬からも、同じものを⾒つけると期待していました。

  でも、⽬に⼊ったのは、以前としてその眉間に深くシワを寄せ、わがままで遊び呆けていた私が近くにあるブランコに向かおうとした時のような、すぐにでも怒り出すような
表情でした。

  けれど、今回は、あなたは⼿を離しました。

  列⾞は⾳を⽴てて動き出しました。

  私を最後まで送ってくれなかった、先にホームから離れて⾏きました。

李顔秀さんの⽇記



  あなたは、私を遠くに⾏かせることを選んだと推測しました。

  私という薄情な⿃でもいずれか帰ってくると知っていたからでしょう。

  何か驚き喜ばせるやり⽅で帰ってくると。

  あなたはようやく⼿を離すことにしました。

  私を成⻑させました。



クリスマスコンサートの時︕

2016.03.05

突然スマホでこの写真を⾒つかったｗｗｗ

去年クリスマスコンサートで

クラスの親友たちとラブライブの「snow halation」＋「⼗⼆⽉のカンガルー」を踊った〜

⾐装をネットショッピングで買ったけど、真っ⽩で、あまりに単調すぎると思ったので、みんな⾃⼒でアレンジをし、ひゃっきんで買ったものを活⽤して、おしゃれな⾐装を作
りあがった〜

でも、運動神経あんまり無い私にとって、今回のダンスはチャレンジだった︕（でもやっぱりはずかしかった）＞＜

でもみんなのアレンジはまじで凄いと思った︕︕さすが⽇本ＪＫの⼥⼦⼒︕

これは⽇本語で投稿されたものです

李顔秀さんの⽇記



細かなこと（4）

2016.03.13

細かなこと（4）

期末テストは終わりました〜ちょっと嬉しいです\(//∇//)\

成績は相変わらずやばいけど (︔⼀_⼀)

 

さて、本題に⼊りましょう。

 

1）.バスは停⾞時に、少し⽚側が低くなる。

⼀般的に、バスの床は地⾯から⽐較的に⾼いです。お年寄りが乗り込むのを⾒ているだけで、不便だなと思いました。

そして、ある⽇ふと気付きましたが、停⾞してから、バスの乗降⼝側が少し低くなりました。⾞体全体がやや傾いていて、乗り込む時に⾜を上げる⾼さも少し低くなりました。

とても思いやりがあると思うでしょう (#ﾟДﾟ)

 

2）.電⾞座席下の暖房

冬になると、私のような南地⽅出⾝の⼥⼦にとっては、最も最も⾟抱できないのはスカートをはくことです。

零度くらいの温度で、スカートをはく時は膝が凍ってしまいそうな感じです。（私よりも北のほうに居る仲間たちへ、⼤変でしょうね、お疲れ様です︕）

そして電⾞に乗って、席を⾒つけて座ったら、⾜から暖かさを感じました……

その瞬間は⼼の底からギャーギャーと叫びたいほど感動しました（翻訳のお兄さんお姉さん、ごめんね⊙▽⊙）（そもそも悲鳴を表す擬声語「嗷嗷（ギャーギャー）」は、最近
はネットで⾮常に感動した時にも使われるようになっています。―訳注）

このような思いやりのある設計は、思い切り冬場にスカートをはく多くの⼥性を幸せにしてくれる存在ですね︕

 

 

今回の「細かなこと」シリーズの書き⽅はちょっと⼤きく変わりましたね (≧▽≦)

ここで翻訳のお兄さん、お姉さんに御礼を⾔いたいです。ありがとうございます︕

李顔秀さんの⽇記



⼥⼦⼒の重要性について

2016.03.17

⼥⼦⼒の重要性について

 

もし、あなたが⼥⼦⼒の⾼い⼈なら、ここにいてもきっと⽔の中で泳いでいる⿂のように何の不⾃由もなく活躍できるでしょう。

 

けれど、私はそういう⼈ではありません。

 

先⽉のバレンタインの時、クラスメートや部活の友達と先輩、そして同じ学年の親友たちにチョコレートを作りました。

何を作るかを考えることから、お店へ材料を買いに⾏く、そしてトッピングの仕⽅、使うレシピ、チョコレートを溶かして固める、細部の処理まで……これらはどれもいろんな
スキルによって⽀えられます。

でも、幸いホストファミリーのお⺟さんが教えてくれました。でなければ、キッチンで気絶するまで泣いていたことでしょう。

本当にすごく頑張ったつもりです。68⼈分のチョコレートを作りました……そしてハイテンションで学校に⾏って、みんなに渡そうとして……そしてほかの親友たちに⼿作り
の友チョコをもらった時に、⾃分の作品はとても地味だと思い知らされました。⼥⼦たちの合わせるセンスや想像⼒といったら、私は教室で気絶させられそうでした。

 

 

けれど、そのことはもう過ぎた事だと開き直りました。

 

（ここは「ありのままで」のbgmが流れるべき）

 

そして今⽉のホワイトデー、私は3⽉14⽇が何の⽇かをすっかりと忘れていた時に（朝は起きるのが少し遅かったから……何もかも忘れていました）、クラスの⼀⼈（男⼦）が
突然私の席まできて、チョコレートを渡してくれてから「バレンタインのチョコレート、ありがとう。美味しかったです。」と⾔った時に

私は驚かされました。

まさかあんな地味なチョコレートで褒められるとは思いもしなかったです。しかもお返しまでもらいました。

家に帰って開けてみたら、包装はとても細⼯されています。そして最後に気づいたのは、中に⼊っていたのは⼿作りのケーキのようです。

もっともっと⼤事なのは、それ、美味しかったです。

どうして男⼦の⼥⼦⼒もこんなに⾼いのですか︖

 

こんな国にいると、⼥⼦⼒のない⼈は、にっちもさっちもいかないでしょう。私がその代表的な例になりますね︕（笑）

後輩たちへ、もし前もってこの⽂章を読んだとしたら、早く習うように⾏動しましょうね〜如何に⾃分の⼥⼦⼒をup,up,upするかを︕

李顔秀さんの⽇記





ずっとずっと仲良くしよう

2016.03.24

新⾼校⼆年⽣のクラス分けのお知らせが届いた。

5年A組のブロックに、私はあなたの名前を⾒つけなかった。

何度も探しても、「⼭本」の苗字を持っている⼈は千加ちゃんしかいなくなった。

もはや桜の季節になるのに、まだ真っ冬の寒さが帰ってきた。

なんとなく、淋しさが溢れてきた。

 

「クラスが⼀緒じゃないけど、また学校で話そうよ︕」LINEで、あなたがすすんで送信してくれた。

その⼀瞬、いろんなことを思い出した。

席番号が連なっているおかげで、しゃべる機会が多かった。

模試のマークシートの記⼊⽅法とか、テスト範囲とか、何度も私に聞かれても、熱⼼に教えてくれたあなたが⼤好きだ。

そんなに優しい⼥⼦なのに、バスケットボールをする時のあなたが超イケメンだ。

三代⽬の名前を⼝から出ると、興奮しすぎて⽌まらないあなたが超⼄⼥だ…

「去年の秋から、ずっとお世話になって、ありがとう︕」と、LINEで送信したかった。

なんか別れの⾔葉っぽくて、やっぱり送らなかった。

その代わりに

「ずっとずっと仲良くしよう︕」を送った。

⼀緒に頑張ろう︕まこチム︕⼤学で再会しよう︕

これは⽇本語で投稿されたものです

李顔秀さんの⽇記



⾷欲⼤敵︕

2016.03.24

「ダイエットをしよう︕」と、何度も⾔ったけど…

通学する時、コンビニに寄って、ドリンクしか買わないつもりなのに、やっぱり、私がお菓⼦ちゃんに惹かれて、買ってしまったことが多かった…

中間研修の時、センターで、体重計で⼀回測って、その数字を⾒て、往⽣した経験がある。

「⽇本のお菓⼦が美味しい」ということを、中国でも聞いたことがある。しかし、「百聞は⼀⾒にしかず」と同じように、「百聞は⼀回の味わいにしかず」だ。

本当に⽌まらいほど美味しい。

⾷欲に負けた私は、何をしたらいい︖

これは⽇本語で投稿されたものです

李顔秀さんの⽇記
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