
初次见⾯

2015.09.03

初次见⾯，今天已经是来⽇本的第三天了，我⾮常开⼼︕

劉氷森さんの⽇記



随筆（9.6）

2015.09.09

まあ。。やっとwifiがあった，国際センターのkurt先⽣、ありがとう

 

京都に来てもう27時間が経ちました、超デカイ学⽣寮に来ちゃって、その気持ちはなんて⾔ったらいいでしょう。みんなはいい⼈ばかりで、⼀階のみんなに挨拶もしたし、会
ったらお互いに挨拶し合うようになりました。特に野球部のみんなはとても親切です。どの部活に参加するかはまだ決まってませんが、とにかく頑張ろう。もうラグビー部と野
球部に⾒学に呼ばれたけど、ちょっと⼼配しています

今⽇は寮で荷物を⽚付けて、午後は⼀⼈でJRに挑戦しました︓京都まで乗って⾏って、そして乗って帰りました。ラーメンも⾷べました。いい感じでしたが、ちょっと疲れまし
た。

夜はラグビー部の何⼈かと⻑くお喋りをしました、いい感じでした〜⽇本⼈同⼠での話はちょっと聞き取れなくて、ついていけないから⼀緒に笑うしかない気がしますが、普段
はみんな気を遣ってスピードを落として話してくれます、やさしいなあ〜今⽇は上海から戻ってきたばかりのIBコースの男の⼦と知り合った、超いい⼈b(￣▽￣)d時間をかけ
て親切にバスを調べてくれました。IBコースだったのは残念だなあtut（やはりいつも国際コースと縁があるかな︖）そして、⼀⼈の⼤連の先輩にも挨拶しましたが、彼はガー
ルフレンドにばかり気を取られてしまって。。。

明⽇は初登校の⽇です。ちょっと緊張して、いや、すごく緊張していますtutまあ、なんとかなるから。。。ルームメートはいい⼈で、私を駅まで案内してくれるため明⽇は早
起きしてくれるってb(￣▽￣)d明⽇は⼀⼈ででなくてよかったwww

まあ、みんなはみんなであれこれの⽂句はあるようだが、乗り越えられますよ、互いに⽀えあって、前へ進もう。

以上です。
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随筆（9.7）

2015.09.09

まあ、今⽇は噂の初⽇ですよ~
 朝はルームメートに連れられて、バスで学校に⾏きました。まあ、めちゃ眠くてバスで眠ってしまいました。。。学校に着いてみたら、さすがに⾮常に⽴派なところで、さすが

に学校で道を迷いそうになる予感。今⽇は先⽣に会って、校⻑先⽣に会って、図書館に⾏って、スーパーに⾏って、⽇本語のテストをして、英語のテストをして、⾷堂に⾏っ
て、区役所に⾏って、在留カードを登録して、通帳を作って、制服のサイズを測って、クラスメートに会って、こんだけたくさんしないといけないことがあって、想像するだけ
でもう疲れてしまったけど、実際は想像よりも疲れてしまいました。

先に先⽣のところに⾏きました、寮で何⼗回もした⾃⼰紹介をしたあと、意外に名前がかっこいいと褒めてもらいましたが、どこがかっこいいだろう、⾃分にはわかりません
www，そして校⻑先⽣のところ、まあ、関⻄弁のアメリカ⼈で、私よりも背が⾼い。そして⼆⼈で⽇本語で楽しい会話を交わして，そして⼤学は⽴命館にしてと薦められまし
た。それくらいかな。図書館はいい感じでした、管理員さんは超萌え萌え。。。⽇本語の先⽣は超いい⼈で、⽼宮に会いたくなったtut，そして⾷堂、wocうまい棒などを⾷べ
て、少しは⾼いなあtutそしてバスに乗って市役所へ在留登録をしに⾏きました。まあ、⽇本の窓⼝はみんな⽴ったままですね、そしてパソコンの使⽤率はそれほど⾼くないで
すね。銀⾏もそうです、キャッシュカードを作るのに中国より何倍も時間かかりましたが、対応の態度はとても良くて、これも⼀種の異⽂化と⾔えるかな︖終わったら学校に戻
りました。。。まあ、バスでもう⼀睡しました。戻ったら先にブラジルの留学⽣としばらくお喋りしてから、制服のサイズの測ってもらいました。制服は⼆週間後に⼊⼿できる
って、がっくり。。。クラスメートに会って、みんな親切です。右側のみんなはダンス部で、参加してって誘われたけどわけわからないの ( ▼-▼ )，そしてMr.Edsallの英語テ
ストになります。楽しく話ができたけど、リーディングはとても難しい、結局やはり上級でしたwww。

帰りはバスを間違えました。JR⻩檗に乗るべきところ、JR京阪駅に乗ってしまったせいで、２０分ほど歩くことになってしまいました。すっきりしないなあ、ここのバスは３
０分に⼀本か１時間に⼀本しかなくて、さすがに⼈が少ないところですね。wwwみんなと段々と仲良くなってきている気がします、まあ、ここの⽣活にもだんだんと慣れてき
ています。これからは、よろしくね︕
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新しい始まりに期待

2015.09.10

まぁ、宇治に来てもう1週間、すべてが徐々によくなり始めてきた、もちろん部活も避けられません︕︕︕

髪の⽑のために野球をあきらめて剣道を選んでよかったと思います、剣道部のみんなはとても優しくて、先輩も、クラスメートも、ふだん校庭で会った時もとても親切に挨
拶してくれるし、これは私が剣道を選んだ唯⼀の理由ではありません。

ここ数⽇ずっと剣道部を⾒学し多くのことを学びました、みんなが剣道の教室を出る時に、失礼します、と⾔うことから、動作が遅い⼈でも⼀通りやり終えなければならないと
いうことまで、四六時中、剣道の精神に感動させられています、昨⽇宇治に来て最も貴重なプレゼントもらいました、⾃分⽤の⽵⼑、思わず数⽇後に剣道着を着た姿を期待して
しまいました、練習はとても疲れますし、恐らくたくさんの困難に出会うと思いますが、私は頑張ります

同じ部活のフィリップスに剣道についてどう考えているか聞いてみました、何度か聞いたけど、答えはひとつ、⾯⽩い⼊りたい、まぁ、私もとても期待しています。これは宇治
に来てからのもう⼀つの新しい始まりです。今考えてみて、これからの⼀年間、たくさん変わるでしょう。今から期待して、展望しています。みんないっしょに頑張りましょう
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私⽴学校の⼟曜⽇

2015.09.13

昨⽇はアップしたかったけど、忘れてしまいました

まあ、私⽴はさすがに私⽴、⼟曜⽇にも授業があってTUT   けど茶道を体験できるので、我慢だ。。。。

そうだ、今⽇は2コマの茶道授業があって、私、フィリプ、そして中⼀の⼦供たち（フィリプからすると⾚ちゃんだって）と⼀緒に茶道の授業を受けました。

茶道といえば、お茶を味わうのがメインだと思っていましたが、⼀時間もかけてハンカチを畳んでいました。中学⽣と⽐べたら、⾃分は賢いほうで嬉しかったですね。けれど茶
道に潜んでいるその美を⾃然に体験できました。

茶道には、もう⼀点深く考えさせられるところがあって、それはみんなそれぞれ⼊れたお茶は、みんな⼈に飲ませるためのお茶であり、お茶を⼊れるとは、⾃分で飲むためでは
ないです。これも、⼀種の修⾏かもしれませんね。
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負のエネルギーを吹っ⾶ばす

2015.09.16

剣道部に⼊って数⽇が経ちました。最近⼀番多い愚痴は「部活は⼤変疲れた︕」です。まったく、彼らの運動量は中国のよりもはるかに⼤きくて、私たちのこの体育学校と⽐べ
られるような⾼校での運動量はもう⾔うまでもないです。剣道は楽なスポーツだと思っていたのだけど、運動量は本当に多くて、毎⽇部活が終わると全⾝筋⾁痛で、腕が持ち上
げられないくらいになります。

しかし⾜は痛いし、⼿も痛い、腕も痛いけど、毎⽇部活が終わると、気分がすっきりしていて、違う感覚になっています。。。困難であれ、苦しみであれ、まるで1⽇のさまざ
まな負のエネルギーが、毎回⽵⼑を振るにつれて、汗が流れるにつれて、いっぺんに消えてなくなるかのようです。残るのは、明⽇への期待だけです。

 

おやすみなさい、良い夢をみてくださいね、明⽇はまた新しい1⽇です

（これは9.15の⽂章ですが、三回アップしたけどアップできないほどネットが混み合っていました。もう何も⾔えない。
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シルバーウィークが楽しみ

2015.09.19

⼀週間はようやく終わりました。知らず知らずのうちに、宇治に来てもう⼆週間になりました。7時に⽬覚まし時計を⽌めて、7時半にみんなと挨拶しながらバス停へ向かう。
昼は戦争みたいに４５分間の昼休みの時間内にご飯と休憩を済ませる、夜は部活で疲れきるまで遊んだあと、Philipと⼀緒にバスで京阪まで⾏って、寮まで歩いて帰って、その
途中でローソンに寄って⽔やおやつを買って。。。。。。こういった⽣活にもうだんだんなれてきて、これからの⼀年間は、こんな感じで穏やかで順序良く進めていくんだなと
思ったところ、連休に⼊りました!!!

明⽇は学校の先輩とマンガ展に⾏く予定で、⽕曜⽇は梁⽅⾈さんと彼⼥のホストファミリーと⼀緒に祇園と⼋坂神社に⾏くことになっていて、あらら、なんて充実した連休でし
ょう︕連休が明けたら、今度は⽴命館宇治⾼校の学園祭̶̶興⾵祭です。⽣活はますます充実で活気に溢れてきましたね。これからの10ヶ⽉間、やっていきます︕
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楽しい⼀⽇

2015.09.23

今⽇は、朝早く、梁さんの今のホストファミリーである福⽥さんが私を迎えにきてくれました。⾞に乗ったら、さあ、今⽇はどんな⼀⽇になるかと楽しみにしていました 、⾞
に乗っている間、私と梁⽅⾈さんとおしゃべりしているだけだったので、ちょっと不安でした。福⽥さんはちょっと冷たい⼈ではないかと。でも、家に着いたら、全然そうでは
ないとわかりました。彼⼥はまず先に第8期⽣の何⼈かの写真を⾒せてくれて、そして前の留学⽣の話をいろいろと話してくれました、みんなで楽しくおしゃべりできました。
しばらくしたら、⼀⼈の中国⼈のお兄さんが来ました、彼は福⽥さんのお友達のご主⼈の部下で、今⽇は後輩の私たちと⼀緒に遊びに来ました。その後、福⽥さんのお友達も来
ました、美味しいケーキも︕︕そして私たちみんなでおしゃべりしていて、みんなはとても親切で、とても楽しかったです。昼ごはんは福⽥さんが作ってくれたサンドイッチ
で、ローソンのサンドイッチの何⼗倍かの美味しさ︕︕︕

昼ごはんを⾷べたら、私、梁⽅⾈さん、そしてあのお兄さんと⼀緒に遊びに出かけました。まず伏⾒稲荷⼤社に⾏って、⼈混み恐怖症ではない私でも耐えきれないようになっち
ゃいそうでした。⽇本⽂化センターの⿃居も発⾒しましたが、何か関係があるのかな233。そのあとは今⽇の⼤事な⽬的̶̶錦市場、⾷いまくりモードに切り替え、いっぱい⾷
べていっぱい満⾜しましたが、危うく四条の混雑の⼈込みに沈没してしまうところだったけど。

そしてバスに乗って帰りました。夜は福⽥さんが超美味しいおでんを作ってくれました、それにグラタン、それに美味しいご飯。でも残念なことに、お腹はすでにいっぱいでし
たTUT、悲しい。⾷後にみんなで少しおしゃべりしてから、福⽥さんはまた⾞で寮まで送ってくれました。⽇曜⽇に遠⾜へと誘ってくれました、楽しみ︕
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興⾵祭は最⾼です

2015.09.28

3⽇間の⽂化祭がついに終わりました︕︕︕
 

3⽇間、段ボール箱、⾵船で教室が飾り付けられ少しずつきれいになっていくのを⾒ていました。みんなの指揮の下、さまざまな変化がありました。⾦曜⽇の放課後、その教室
は私達が作りあげたものだとは信じられないくらいでした。みんなで⼀緒に頑張ったという感覚は本当にすばらしいです︕ 

 

⼟曜⽇は⽂化祭の⼭場でした。2年3年⽣の⾷べ物の屋台であれ、各バンドの出し物、私たち1年⽣のゲームであれ、どれもみんなに⾒せられるようになりました。⼀⼈につき3
⼈を招待することが出来たので、私は事前に⼤阪の梁⽅⾈さんと、奈良の邵偲莹さんに連絡しました。

⼟曜⽇は楽しみで朝早くから起きました。学校に着いてからもまだ現実感がありませんでした。それからクラスメートと最後の準備をしました。私は12時半からの当番だった
ので、⽂化祭が始まってから、みんなが念⼊りに準備したものを⾒始めました。⾼⼆、⾼三は販売所があったので、ほとんどが展⽰でした。あの、200:1の宇治⽴体模型は李先
輩のクラスのものです。/拍⼿拍⼿拍⼿。⼀年⽣はもちろん遊んでいて、それぞれのゲームは本当に楽しかったです。そのほかにも、野外の舞台があり、同じクラスのダンス部
の⼦が前⽅で踊っていて、知り合いの先輩の元気よく歌う姿をみてたら、とてもhighでした︕︕︕︕また、美味しい⾷べ物がたくさんありました︕︕︕応援団の最後のパフォー
マンス︕︕︕全く違うキャンパスだと感じられました。

引き続き、頑張りましょう︕
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⼗⽇前に⽇記。。（神⼾に⾏きました）

2015.10.07

先週⽇曜⽇に、福⽥さん、孫兄ちゃん、⼤阪の梁⽅⾈と⼀緒に神⼾へ⼭登りに⾏きました︕天気予報によるとずっと⾬だそうでしたが、私たちは幸運に恵まれているわけか、丸
⼀⽇⾬どころか、⼤きい⼤きいお⽇様がいました（幸運ではなく不幸じゃないの）。

初めから、私と梁⽅⾈は福⽥さんに「遠⾜だよ」と聞きましたので、そんなに⼼配してませんでした。ちょっと歩いたり、⾵景を眺めたりして、ピクニックすると思いました
が、まさか⼭登りだとは︕⼭登りはいいとして、⼀つの⼭で終わらないですよ、少なくとも三つか四つの⼭を歩きました。降りてきたら、私と梁⽅⾈は本当に疲れ切りました。
でも、今回は福⽥さんの中学校のクラスメートと⼀緒に⾏ったのです。おじいちゃんおばあちゃんの世代の⼈と⼀緒に⼭を登って⾏って、体⼒には⼤した差がなかったことは、
悔しいですね。そういえば、彼たちは元気満々と感じました、不思議に思いながら、やる気も出ました︕

P.s.お昼は福⽥さんが⽤意してくれたサンドイッチでした、本当に超美味しい︕︕︕みんなで⼀緒に⽉餅を⾷べました。夜にではないけど、この中秋節はそんなに残念な思いを
せずに済んだなあ。

 

 ごめん、なぜかわかりませんが、ふっと気づいたのです、この⽇記は書けてアップするのを忘れてしまいました。幸い⼗⽇間しか遅れていません（もう⼗分⻑いじゃないか）
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九⽉よさよなら、⼗⽉よこんにちは

2015.10.07

ふと思えば、⻑らく⽇記を書いてないですね。⼗⽉⼀⽇に書こうとは思いましたが、ずっと⾦曜⽇に使うpptと原稿ばかりやっていて、先送り先送りで今になっちゃいました。
けど、国慶節の連休はまだ終わってないですね、とても遅いことはないですねwww。

タイトルのように、本当にあっという間に、これで⼀ヶ⽉が終わりました。だんだんと、この朝に出かけ夜に帰りという⽣活に慣れてきました。すべては当然のように思えてき
ました。夜帰ってきたら、単語を暗記したり、メールをチェックしたり、パソコンで遊んだり、チャットしたりして、なんの変哲もないことこそ幸せだ、このままで⼗分に満⾜
しますね。

けれど、何もかも平凡だとは⾔い切れません。タイから、オーストラリアからの留学⽣もきてからしばらく経ちました。毎⽇いろんな国の⼈と付き合うのも⾯⽩いことですよ。
先週⾦曜⽇は、寮でpartyをやりました。みんなで思う存分におしゃべりして、⼀緒に三年⽣の先輩たちのお化け屋敷を体験しました。寮⽣活も悪くないなぁと思いました。⼟
曜⽇にまた留学⽣たちと伏⾒稲荷⼤社に⾏きました。前回⾷べ損なった焼き⿃を⾷べ、超美味しいうなぎ丼を⾷べました。幸せってこんなに簡単なことだなあと思いました。明
後⽇はみんなに中国のことを紹介することになっています。⼀週間をかけたpptと原稿をいよいよみんなにアピールしますね、ちょっと緊張して、ちょっと楽しみにしていま
す。

今週はちょっと⾵邪をひいて部活を休みましたが、何⽇間も⾏ってなくちょっと懐かしいなあ、今ちょうど⼣暮れの⽇差しが⽞関から照らしてきて、輝いていて、⼼もいっぱい
です。

九⽉よさよなら、⼗⽉よこんにちは
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中間テスト(1)

2015.10.20

どう必死で避けても中間テストが来てしまった。そうです、今⽇は中間テストの1⽇⽬で、現社と英語表現（writing）のテストを受
けました。本当にめちゃくちゃ難しかった︕︕︕︕なんで現代社会にミニ作⽂があるんだよ︕︕︕それも3つも︕︕︕テストが終わ
った後の成績は当然直視するに忍びないものでしょう。でも少し嬉しかったのは、今⽇の現社の問題には、なんと⾃分でもできるも
のがたくさんありました（求めるレベルが低いなぁwww）、少なくとも、復習も、授業も無駄ではなかったということを⽴証して
るでしょう~どうしてかはわからないけど、史上最悪にぼろぼろだったテストですが、気持ちはびっくりするくらいすっきりしてい
ます。たぶん、明⽇が休みだからかな︖ 

来週1週間は全部テストで、テストが終わったら、また新しい始まりですwwwどうしても少し期待してしまいます。

明⽇よ、こんにちは
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中間テスト（2）

2015.10.23

中間テストはやっと終わりました。ほとんどはうまくできていないけど（笑）。今⽇はテストの後に、⽂理選択の説明会が開かれました。そこで突然⽬標がはっきりになった気
分になってきました。テストの成績はどうであっても、今回のテストを通して、たくさんの勉強ができました。⾃分が⾒落としたたくさんのところも分かりましたし、今後はよ
り⼀層がんばらないとね︕

⼆学期はまだほぼまる⼆ヶ⽉があります、これからの⼆ヶ⽉は、もっと忙しくてもっと充実するでしょう。勉強も部活も週末もね、本当に楽しみですよ。（笑）

P.S.来週末は剣道の試合があります。私は応援だけれども、超ワクワクで待ち遠しですね。そんな感じで、⼀歩ずつ進めていきましょう

劉氷森さんの⽇記



御所︕同志社︕︕⻄陣︕︕︕

2015.11.01

朝起きたそうそう、梁⽅⾈さんから今⽇は御所の⼀般公開であると聞いて、慌ただしく約束して、⼀⽇のスケージュールを組みました。
御所̶̶すなわち天皇陛下の京都での邸宅です。最初は天皇陛下の第⼆の皇宮として、奈良から京都へ都を移した平安時代から始まり、天皇陛下は改めて政権を握り、都を東京
に移した明治維新まで、ここは、三百年近くの戦乱や紛争の証⼈でもあります。

数回⽕災で焼失したことはあるからか、それとも幕府時代の複雑な情勢を⾒てきたからか、同じ皇宮であっても、中国の皇宮に⽐べて、どことなく壮⼤さや迫⼒はいくぶん薄い
気がします、規模的にもそれほど⼤きくありませんが、粛々とした雰囲気に淡泊さは漂っています。御所の各室の壁画、桜、鶴、⻁でも、古典に滲みた内室でも、紫式部が描い
たその平安王朝を思い浮かばせる。御所の広場で、蹴鞠の催しがあります。平安時代の朝服姿を⾒たら、何故か宋の時代の「挙⽬則秋千巧笑、触所則蹴鞠疎狂」（⾒渡ったとこ
ろ、ブランコを楽しんでいて可愛らしく笑っている⼥⼦や、蹴鞠に励んでいる意気揚々の男⼦が溢れている）といった盛況を、思わず脳裏をよぎった。時代が変わりつつ、その
時の全てはもう⼀枚の壁画、あるいは⼀段の記述に収められ、蹴鞠はまだ存在しているにもかかわらず、むしろ現代のサッカーはより⼈気を集めているにもかかわらず、やはり
物はそのままでも、⼈はもうその⼈でないですね。

⼀通り御所⾒学して、ご飯を⾷べてから、まだ⼀時過ぎだったので、⼋坂神社でも⾏こうかとも思いましたが、交通はそれほど便利でもないし、今出川にはまさに同志社⼤学が
あるとふっと思い出して、地図で調べたら、すぐ地下鉄駅のとなりにあります。構内に⼊り、⻄洋⾵の⾚いレンガは緑の植物に囲まれている⾵景が⽬に⼊った。⽇曜⽇にも関わ
らず、この１４０年の歴史もある⼤学構内はとても静かだった。そういった環境でこそ、学問に専念できるわけでしょう。

あまりにも⻑くいると、この穏やかさの邪魔になるではないかと思い、ちょっと居ただけでもう⼗分だよね。この⼀⽇はもうすでにたくさん得られましたから、とても満⾜して
います。時間はまだまだ早いから、⻄陣織会館に⾜を運んだ。有名な⻄陣織を拝⾒でき、着物のことはあまり知らなかった私でも、きもの匠⼈の素晴らしい技に惹かれました。

⼀⽇はこうやってあっという間に過ぎてしまいました。なんだか来週⽂化の⽇に⼤阪城へ⾒学へいくこともとても楽しみになりました。また⼀ヶ⽉が始まり、また新しい１ペー
ジが始まったんですね。

 

  

 

劉氷森さんの⽇記



無題

2015.11.12

今⽇、⽴命館⼤学の⾐笠キャンパスに⾒学に⾏きました。 

みんなまず始めに⽂学部の紹介を聞きました。⽂学部の学部⻑はでてきてすぐ中国語で話をしたので私はとてもびっくりしました（笑）。それから、みんなはメディアについて
の授業を受けました。授業の間、⼤学⽣とたくさん交流しました。⼀時間余り、眠りと戦いながら聞いていたけど、得るものは多かったです。 

お昼は同級⽣と⼀緒に取材対象を探しに⾏きました。最初は恥ずかしくて探す勇気がなかったのだけど、⼀⼈取材してからは思い切ってやってみると、予想外に⼤学⽣たちが親
切で、とても協⼒的でした。ある⼥性の先輩はひっきりなしに腕時計をみていたけれど、最後まで笑顔で取材に答えてくれました。

帰りに三条で電⾞を乗り換える時、電⾞を待っていると⼀⼈の中国⼈が私の同級⽣をつかまえて道を聞いてきました。機転のきく私は彼が中国⼈だと気付き、みごとに彼の問題
解決の⼿助けをしました。でも、「東北の⼈ですか」と聞かれました（がーん）、どうやら標準語の勉強をしっかりしないといけないようです（笑）

 

 

劉氷森さんの⽇記



⼭⼀⾯紅く、⽊々が染まっているのを⾒ました。

2015.11.22

ぼんやりしている間に、秋の気配はすっかり濃くなっていて、それどころか冬の⾜⾳が近づいてきていました。ついに待ち望んだ3連休がやってきました。⽮も盾もたまらず、
嵐⼭に⾏く約束をしました。

朝早く、京都駅を出発し、連休だからか、観光客が異常に多くて、そのせいで、悔しい事に⻑い間楽しみにしていたトロッコ列⾞には乗れませんでした。ただ慌ただしく法輪寺
と天⻯寺をまわり、⽵林の⼩径をぶらぶら歩いただけでした。でも、相変わらずこの姿に⼼を奪われ、⾃然の⾒事さに感動しました。また、観光客と話したり、慌ただしく道を
尋ねたりする中にも⾃分の成⻑を⾒つけることができました。  

恰同学少年，风华正茂，书⽣意⽓，挥斥⽅遒。 （引⽤︓⽑沢東「沁園春 ⻑沙」）

 

 

劉氷森さんの⽇記







期末テスト（1）

2015.12.04

（これは3回⽬の投稿です。寮のネットワーク環境には恐れ⼊りました） 

期末テストになりました。テストが終わってもまだ1カ⽉の課程があるけど、やはり時間が経つのがとても速く感じます。

今⽇はテストの初⽇で、⽣物と現代社会の2科⽬のテストでした。これは私が最も苦⼿とする2科⽬で、予想通りたくさん間違えたけど、⾃分が復習できていたことや、授業を
聞いて覚えていたことがたくさんあるということがわかったので、喜びも多かったと⾔えるでしょう。また、⾃分はある程度進歩しているということもわかったし、勉強したこ
とが無駄だったわけではありませんでした。

テストはあと3⽇あります。引き続き頑張れますように!

劉氷森さんの⽇記



期末テスト（2）

2015.12.11

⽕曜⽇にテストは終わりました。そしてこの⼆三⽇に成績は次々とでました。英語と数学はトップで、⽣物もトップ３以内で、予想外の成績ですね(笑)

⽉曜⽇に⼤久保⼩学校にも⾏きました。留学⽣たちは⼆⼈ペアで⼩学⽣たちに⾃分の国を紹介しました。⾼校⽣と⽐べますと、やはり⼩学⽣のほうはもっと可愛いですね。

あっという間にもう三ヶ⽉経ちました。明⽇はオーストラリアからの留学⽣の四⼈は帰国しますから、なんだか晴れない気分になっています。でも今晩のクリスマスパーティで
は楽しい⾷事をしました。wywは試合に出るクラスメートについて京都に来ましたから、慌ただしく会うような時間を過ごしました。いろいろとお喋りしましたが、なぜか論
理的にならず混乱していたように感じたのは、たぶん寮の中は暑すぎるからかな。最近は読書にハマっていて、ずっとこのままでもいいじゃないかと思えてきました。そうでし
ょう︖  

劉氷森さんの⽇記



学校⾏事ーー映画鑑賞とゲームタイム︕

2015.12.15

もうすぐ⼆学期が終わるなので、今⽇は授業じゃなくて、映画鑑賞とゲームが⾏った︕

午前には、⼀年のみんなが⼤ホールに集合して、広島の原爆に関する映画を⾒ました。内容は、原爆に経験したの⼈と彼たちの⼦供代の話で、⼤感動しました、先週の⽇曜⽇は
ちょうど中国の南京⼤殺戮の記念⽇としての国公祭⽇なので、これからも絶対平和のように。

午後⼗⼆時半から、ゲームやりました︕〇✖と逃⾛中と借り物競⾛の三つやりました。疲れましたけど、楽しかったです。特に借り物競⾛で、違う組の四⼈が⼀班に分けて、相
⼿が知らなかったですけど、ゲーム通りに、仲良くなって、ホンマにいい雰囲気だと思っています。

⼀⽇すぐ終わりました。でも、冬休みもうすぐ来るので、たのしみです︕

これは⽇本語で投稿されたものです

劉氷森さんの⽇記



神⼾―ルミナリエ

2015.12.15

先週末梁さんと福⽥さんと⼀緒にルミナリエに⾏きました、阪神⼤震災の記念のための展覧なのに、クリスマスの雰囲気がありましたね。

⽇曜⽇は最終⽇なので、⼈いっぱいいました、でも、３０分ぐらい早く点灯しました。四時半ぐらいから⾒たけど、やはり暗くなってからきれいだった。点灯を⾒ながら、卵せ
んべいやリンゴ飴やたこ焼きなど⾷べました、楽しかったです。

これは⽇本語で投稿されたものです

劉氷森さんの⽇記



寒假

2015.12.15

下周⼆是学期结业式。也就是说，从天皇的⽣⽇（即12⽉23⽇̶̶译注）就开始放寒假啦︕和中国不⼀样，这边的寒假⽐我想的要短。

不过为期⼗五天的寒假，已经排满了。笑笑

下周⼆下午开始在福⽥家的寄宿⽣活︕好期待。今后多多关照︕

劉氷森さんの⽇記



15.12.20

2015.12.20

またたく間に今学期が終わりました。

時間は本当に魔⼒のようなものを持っていますね。いつも気がつかないうちに何かを持って⾏き、またあなたに何かを詰め込みます。3ヶ⽉前の⾃分の様⼦は、もうあまりはっ
きりとはしませんが、ふと振り返る時、すべてが頭に焼きついたようで、あるいはテープのＡ⾯のようでした。ただあの⾶⾏機から⾶び⽴ち、私たちはＢ⾯にひっくり返された
のです。

三室⼾という寺院の近くの寮の218での⽣活に慣れ、⾃分はもうすっかりここの⼀員になったと感じますが、数千キロメートル外に104という寮や、あるビルの802号室、つま
り家というところ、もまたしょっちゅう思い出します

だいたい去年の今頃でしょう、学校の売店でクリスマス⽤のリンゴを売り始めていて、10元か15元で１個、もうはっきりとは覚えていませんが、ただ⾃分が週記に、どうして
孔⼦の⽣誕記念に⾏く⼈はいないのか、と書いたことだけは覚えています。

その前の年の今⽇、ちょうど冬⾄で、⾦曜⽇で、その年からなぜかはわからないけど、⾁を使わないギョーザが好きになり始めました。それ以来、家では、⾁ギョーザはほとん
ど作らなくなりました。

今、寮の友達はかるくいびきをかき始めています。エアコンが吹いていて、さっき⽔をくみに⾏った時にだれかにおやすみの挨拶をされました。イヤホンにはEasonの新曲がリ
ピート再⽣されていて、パソコンの画⾯のマウスポインタがちかちかとしています。⽂字を⼊⼒している私は、⼝の中でたえずに⿐歌を歌っています。明⽇は最後の⼀⽇、明後
⽇は終業式です。

ある本で⾒た話︓

“何にでも期限はありますか︖パイナップルの⽸詰は期限があります

パスポートやvisaは期限があります 浦发のクレジットカードは期限があります

全脂⽜乳は期限があります

⻘いアルミ⽸に密封されているpepsiにもあります

それなら、楽しみにはありますか 悲しみにはありますか”

突然期限になっても、それは必ずしもよくないことではないと思うようになりました。なぜなら、それは誰も予想できない新しい何かをもたらすからです。シャッフル再⽣で聞
く曲のように、次の曲が何か、絶対にわからないからです。

劉氷森さんの⽇記



終業式〜冬⾄〜冬休み

2015.12.22

⼆学期やっと終わった︕今⽇は最後の⽇で、終業式が⾏った。学年の主任はいつもと⼀緒にがみがみ⼀時間も話しました。IMコースの⽣徒たちは来年の⼀⽉からニュージーラ
ンドとかオーストラリアとかに⾏くなので、今⽇は最後の⽇で、ちょっと失った。⽇本に来て、⼀期⼀会はやっと理解したけど、理解したくないです。

夜⼣⾷が終わったら、福⽥さんが送り迎えてくださって、ホームステイの⽣活がやっと始まりました。（笑笑）福⽥さん、ありがとう〜

今⽇は冬⾄で、中国では餃⼦を⾷べるという習慣があって、「餃⼦を⾷べないと、⽿をあかぎれる」ということわざがありますよ。みんな餃⼦⾷べましたか︖しかし、⽇本な

ら、冬⾄の時にはかぼちゃを⾷べて、ゆずが付いている⾵呂に⼊る習慣があって、皆さんぜひやってみてください

これは⽇本語で投稿されたものです

劉氷森さんの⽇記



クリスマスparty︕︕

2015.12.24

昨⽇は天皇の誕⽣⽇だったので、全国で休みでした。そこで昨⽇は早めのクリスマスパーティーを開きました。福⽥さんと彼⼥の友達、梁⽅⾈さん、私、そしてすでに仕事をし
ている中国⼈のお兄さんと⼀緒に午後はずっと⾷べていました。外は⾬が降っていましたが、⼼の中はとてもあたたかかったです

劉氷森さんの⽇記





これからも楽しんで頑張って

2015.12.28

今年の剣道は今⽇まで（やっと）終わった。笑笑）最終回として、普通の練習の代わりに、部内の試合だった︕なので、僕は⾒学して、今までの⼀番楽な⽇になった。

試合が終わって、みんな⼀緒にしゃべったり、掃除したりして、来年からニュージーランドで留学するまりえちゃんとちあきくん（前の⽇記に書いた）に歓送会を⾏った。みん
なお菓⼦⾷べて、写真撮って、前⽤意したプレゼントを贈った。みんなずっと笑っていたから、離れの雰囲気が全然なかった。（笑）でも、僕はいろいろ思い出た。剣道の皆さ
んからいろいろ助けてもらって、剣道の皆さんのおかけで僕は何もできなかったから、今まで剣道でめっちょ進歩して、楽しく過ごした。

これからの⼀年間、まだ新しいこと、新しい⼈いっぱい会えるだろう。それらを経験して、僕たちはどのような⼈になるか楽しみにしています。これから、千明君も真理恵ちゃ
んも、僕も、皆さんもぜひ頑張って、楽しんでください︕

再会をきぼうしてる

これは⽇本語で投稿されたものです

劉氷森さんの⽇記



新しい年の始まり

2016.01.06

今⽇福⽥家から寮に戻りました。これは2週間の冬休みが終わったということでもあります。明⽇からまた5時から9時までの学校⽣活が始まります。

本当に名残惜しいです。福⽥さんの家ではとても良くしてもらったし、家庭の雰囲気を感じられたけど、普段の⽣活を続けなければなりません。

今朝散髪して、それからずっと荷物を⽚付けていました。しかし時は容赦なく過ぎていきます。慌ただしく⼣飯の時間になりました。夜はとても盛りだくさんで、福⽥さんは私
のために野菜炒めを作ってくれました（ありがとうございます）。最後の⼣⾷は多くの会話はなく、あまり楽しい気分ではありませんでした。

ご飯を⾷べ終わって、慌ただしく寮に戻り、少し⽚づけをして、この⽇記を書き始めました。またたく間に、残り6ヶ⽉となりました。残りの⽇は、どのようなものになるでし
ょうか。期待と、憧れ、でも少し迷いがあります。

（冬休み中の⽇記もこの2⽇間で徐々にアップしていきます）

劉氷森さんの⽇記



2016.1.5

2016.01.06

ずいぶん前からこの⽇を待ち望んでいました。なぜなら今⽇、8期⽣の先輩が福⽥家に来るからです。超優秀な先輩ですwww

昼ごろに梁⽅⾈と8期⽣の劉洪波さんと会い、⼀緒にMOSに⾷べに⾏きました。それから午後は先輩から経験を学びとり始めました。実のところ、⼤先輩にお会いしたばかりの
時はプレッシャーがめちゃくちゃ⼤きく、少し居⼼地が悪かったです。でも、徐々に慣れてくると、とても感慨深く感じるようになりました。

彼らが2年前に⽇本に来たときの事をたくさん聞きました。あまり楽しくないときがあったり、挫折したり、でも、⾔い表せないような⾃信を⾝に着けることができたり、と、
みんな同じなのだということがわかりました。それから帰国後の⽣活や留学試験についてたくさん聞き、⾃分と優秀な⼈との差は努⼒だけだということがわかりました。

引き続き頑張らなければなりません。 

⼣⾷はいっしょにカレー鍋を⾷べました。そこで、先輩の礼儀正しさにとても驚かされ、このような細かい所作もその⼈がどのような⼈であるかということを体現していること
に気がつきました。⾃分は⼀層努⼒して、必死で頑張らないといけません。 

いずれにしても、⽬標があった⽅がいいです

劉氷森さんの⽇記



16.1.16

2016.01.17

今⽇は剣道部の先輩そしてphllipe（ブラジルからの留学⽣）と⼀緒に遊びに⾏きました︕

午前は、みんなで⾼の原のイオンで会う約束しました。集合したら、まずはしばらく⼀緒に勉強しました（中国にいた時と全く同じですwww）それから、ぶらぶら、ぶらぶ
ら、ぶらぶらしていました。その前に先輩は親切に何か買いたいものがあるかと訊いてくれたので、カバンを買いたいと⾔いました（適当に答えただけですが）、結局先輩に連
れられて、何軒もカバンの専⾨店を回りました。最後は何も買わなかったですけど。そしてみんなで⼀緒に本屋にも⾏きました。私は本屋で「マスターオブスキル（全職⾼
⼿）」（中国で今最も流⾏っているネット⼩説の⼀つです。作者は⼈気ネット⼩説家胡蝶藍です）という本の⽇本語訳本を発⾒しました。 先輩に何か⽇本語の本を読むかと聞
かれて、村上春樹と答えましたら、⽇本⼈でもわかりにくいと驚いたようです。（だとすると、私が読んでても分かるようでわからないようでっていうのは正常なことですね）
しかも先輩は「正常な」本を何冊か提案しますよと⾔ってくれて、本屋で⻑く滞在しました。最後に先輩は来週持ってきてくれると⾔いました。（幸せだなwww）

お昼は適当に済ませて、午後は⼀緒に映︕画︕を︕⾒にいきました。天天さん（この名前って、本当に悪意の萌えキャラぶりじゃないの︖）がモーメント（LINEのタイムライ
ンのようなもの）で薦めたorangeを⾒ました。男主⼈公はかっこよくて、そしてストーリーにも思ったより感動しました。内容は主⼈公の⼥の⼦とわき役の男の⼦が⼗年後の
⾃分からの⼿紙を受け取り、⺟が亡くなった転校⽣である男主⼈公を助けて、⾃殺しないようにする物語です。友情といわゆる⻘春の愛情が交じり合って、本当に暖かかったで
す。（けど、わき役の男の⼦はあんなに主⼈公の⼥の⼦が好きなのに、男主⼈公にあっさりと譲ってしまうなんて、本当は男主⼈公のことを愛しているではないかとつっこみた
いですね）それにそれにそれに、このドラマは本当に私たちのような⽇本語が中途半端の⼈には最適です。⾔葉は簡単で、⽅⾔なんてほぼなくて、Nの試験問題よりも簡単でわ
かりやすいんだよ。いずれにせよ私は全部聞き取れました。⽇本語では必ず字幕のないところからすると、莫⼤な福利です。

だらだらどうでもいいこと沢⼭喋りました。そして前に⾔った追加する⽇記は必ず追加するから︕︕︕引き伸ばし症候群の私を許してウウウ

劉氷森さんの⽇記



⼤晦⽇

2016.01.25

⼀ヶ⽉も延ばした⽇記です···学校が始まってやることがたくさんあって、いろんな発表や課題でバタバタしていたから、本当にすみません。

冬休みは、本当に⾷べて⾷べて⾷べて⾷べる中で過ごした気がします。特に⼤晦⽇の⽇は爆⾷いでした。福⽥さんは夜更かしするとあらかじめ警告してくれたので、起きたらす
でに⼗時過ぎでした。そして出発しました。駅で梁さんと待ち合わせて、⼀緒にスーパーに⾏きました。スーパーで⼣⾷のエビ天やお寿司を買いました。まだ昼ごはんの前なの
に、なんだか夜のことがとっても楽しみです。

帰ったらただ単に⾷べて⾷べて⾷べます、それから続けて⾷べて⾷べて⾷べます。少しはお喋りもして、こんな⽣活はこれ以上ないほど快適だと思いましたwww。そして、そ
して映画を⾒に⾏きました︕︕︕そうだ、そのstarwars︕︕︕（エセ）スターワールドファンとして、字幕無し⽇本語吹替のアメリカ映画であっても、やはり幸せな気分で
す。

映画館から出てきて、⾬が降っていると気付きました。ちょっと寒いですが、空気はとてもいいし、気分も同じく良かったです。帰ったらおそばとお寿司を⾷べて紅⽩を⾒まし
た︕︕︕好きなアイドルのグループがたくさん出てきてます、arashi，SMAP。。。そして千本ザクラとAKB「５０」の涙のシーンです。初めてテレビで紅⽩を⾒てとても楽し
くてワイワイしていました︕

劉氷森さんの⽇記



三学期の終わりに

2016.02.23

今⽇は試験の⼀⽇⽬で、昼は友達とゼリアで⾷事をしていて、彼の⼝から⼀年はこうして終わってしまうと聞いて、恍惚としました。

私の⼆回⽬の⾼校⼀年⽣はもうすぐピリオドが打たれるんですね。私はやはり良い学⽣ではないようですね、⾼校⼀年は⼀年半もかかりましたwww⽇記を書く度に、時間が速
いなと愚痴る私は、また「振り返り」をすることになりますから、ごめんね。

三学期は始まったところですが、来たばかりに受験準備だなんてと愚痴りながら、実はたくさんのことをした気はしなくもないです。書道部に⼊り、⼆つの部活を繰り返す⽇々
になって、⼀学期⼆学期に⽐べて⾃分が進歩してきたとも思います。中間研修に⾏って親愛なるみんなに再会して、バレンタインデーは初めてあんなに多くのチョコレートをも
らって（笑）......でも確かに、まだまともに授業をうけていないうちにもう終わっちゃったようです（先⽣⽅にはすみません）。

⼀昨⽇は、課題がやりきれないリスクを承知の上、留学試験の申込⽤紙を買いにいきました。春休みにはイルミネーションを⾒に⾏きたい、⼀ヶ⽉後は桜を⾒に⾏きたい、そし
て６⽉になるともしかして苦労して初段審査に参加することになるかもしれません......残りは五ヶ⽉未満ですが、よく考えるとやることをけっこう引き受けたですね。

昨⽇は元宵節で、勉強が終わって、中国に居る友達からのお祝いのメッセージが届いたと気付きました。少しお喋りをしたところで、なんだか「物是⼈⾮」（四字熟語。⾃然の
⾵景や環境はもとのままだが、⼈はすでにいなくなうという意味です。―訳注）のような現実味のない感じが湧いてきました。いまの私も、半年前とずいぶん変わってきました
よね（例えば満⾯のニキビ）。帰国前になるとちょうど１７才になりますが、その時の私は、なりたい⾃分になれるかな︖

親愛なる不⼆よ、彼もそうだったのでしょうか︖⼀⼈ぼっちで全世界に愛され、思いもしなかった⾃分になりきって、あんなふうに楽しく⾃由に⽣きるなんて、私もあのように
さっぱりとしたいですよ~

最後に、⾃分にチキンスープをやって、そして⽣物の勉強に転び落ちます。

劉氷森さんの⽇記



2.25

2016.02.25

タイトルをつけるのに下⼿なんですよ、嫌なら殴りつけてこいよ

テストの三⽇⽬は無事に終わりました、明⽇は最後の２科⽬が残っています。

来てからテストをもう何度かうけましたが、解けられる問題数は⼀回ずつ増えてきているのもやはり嬉しいことです。

昨⽇は激むずい練習問題をやりました。彼たちにやらせても⼀問しか正しく解答できなかったですよ。それでもN１レベルなのと愚痴りたいだけです。

そして今⽇は学校の終わりにバスを待っていた時に、剣道の先⽣に出会いました。ちょっとお喋りしていまして、楽しかったですが、バスの乗る直前に明⽇は部活に⾏くのを忘
れないでねって⾔われましたorzそれに、同じ期間限定のじゃがりこなのに、⼀つ超うまいでもう⼀つは超まずいですか︖

明⽇の部活は終わって、そんなに疲れなかったら平等院へ抹茶アイスクリームを⾷べに⾏こう（また無茶なことしてお腹が痛くなるかもと思いますが）

 

時には、⼒を尽くしてそばに居る⼈を残したいと思いますが、どうしても指と指の間の隙間から漏れ落ちて遠ざかっていく⼈もいます。⾃分だけはまだもとのところに佇んでい
て、彼たちはすでに旅に出た気がしますが、でも実際は、前の交差点で、私たちは離ればなれになっただけです。

明⽇は数学１がありますので、それは私にはまだ数⼗のニュースコープがありますので、早寝する願いは叶えようもないですね。

劉氷森さんの⽇記



你会改变世界

2016.02.29

最近はみんな⽣産量はめちゃ⾼いせいで......私も仕⽅なく多くのタイピングに強いられます

「君が世界を変えていく（《你会改变世界》）」は前に藤本さんがくれた本です。薄い本ですが、数回に分けて少しずつ読んできて、初めて⽇英対訳の本を読んで、⾔い表せな
い感じが⽣じました。（⽇中対訳のがほしいのQAQ）

池⽥⼤作先⽣の本で、分量は多くなく、複雑でもなく、⾔葉遣いも派⼿でないですが、有り触れたように⾒えるテーマ―平和についての内容です。池⽥先⽣は戦争やテロリスト
への認識、そして宗教と平和の関係について語っています。

⽂章はどれも⻑くはなく、時には短編ストーリーが織り込まれていますから、読んでてトピックを⾒た時に予想していた退屈さも感じずに⾃然に読んでいけます。ときに分から
ない単語があったら英語の注釈を読んでなかなかおもしろかったです。

本の最後に、ある在⽇外国⼈の⾔葉を引⽤してあります。私は⽇本この国を愛しているから、世界に信頼されてほしい、隣国に尊重されてほしいと思います。けれど、⼈権と歴
史をこれ以上無視し続け、隣国からの忠告をどこ吹く⾵と聞き流しつづけると、どこの国にも軽く⾒られ、⾒過ごされるまで⾄るでしょう。そんなことはある⽇に事実になって
しまうと不安に思いますから、⼝にしました、と。

この⾔葉は、素朴でありながら、たくさんの⼈の気持を⾔い出した気がします。

君が世界を変えていく（《你会改变世界》）、僕たちに世界を変えさせよう

劉氷森さんの⽇記



いわゆる卒業

2016.03.06

卒業というと、いつも少し複雑な感情になります。悲しみ、なつかしい、それなのにほんの少し希望を持ちます。

中国の卒業の時期は、5,6⽉で、各種の⼤型テストの卒業、別れと最後の決起を伴います。振り返って⾒ると、いつも⼀⽣のうちの3年、或いはどのくらいの追憶を覚えていら
れるのだろうと思います。ぼんやりと⽀離滅裂なものになり、⼀⽣と⾔った⼈たちも、この時にさようならと⾔います。初夏の強い⽇差し、灼熱の暑さ、卒業する⼈は、別れの
歌を歌い始めます。

ここの卒業の時期は、初春で、桜がまだ開かない季節ですが、もうさようならを⾔わなければなりません。卒業式に参加していないですが、寮の先輩と別れの挨拶をしました。
別れの時泣いている⼈がいましたが、私は特に特別な感動がありませんでした。仲のいい先輩が頑張ってと⾔ってくれ、彼らの祝福も受けました。続々と⽴ち去っていって、⾷
堂が空になった時、⾔い表せない空虚さと、喪失感を感じました。

⼀昨年の卒業の時期、私達の卒業式で、当時、かなしい涙を流したが、その夏休み、同じく遊びまわりました。

去年の卒業の時期、その時の⾼校三年の各種の悪⾏、決して好感をもてない⾏い、数⼈の知り合いの⼤神たちをだけを覚えています。ある⼈はあのいくつかのtopに⼊り、引き
続きひざまずかれ、数⼈は失敗し、⾳信がない⼈もいます。

今年の卒業の時期、知りあいの先輩は浪⼈した⼈もいれば、旅⾏を始めた⼈もいて、ついに⾃分の夢を実現した⼈もいます。

来年は、予想外のことがなければ、私は卒業して、⽀離滅裂な⾼校に、ピリオドを打ち、その時の私は、どんな⾵でしょう。
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3.10

2016.03.10

動画を⾒て、寝る前に⽇記をアップすることに決めました。

中間研修はもう1ヶ⽉前の事になり、もうすぐ休みになります。⽇本での1年は、すでに3分の2が過ぎました

今週はずっと授業がなくて、半⽇部活に⾏っただけでした。だからとてものんびり過ごしました。毎⽇⽇が⾼くなるまで寝て、ずっとこのように過ごしていきたいです（怠惰す
ぎる）

⼟曜⽇に⼀⼈で市内に眼鏡を作りに⾏きました。四条はいつも通り⼈が多くて、いつも通り中国⼈観光客に出会えました。天気は暖かくなってきて、桜はまだ咲いてませんが、
鴨川は春⾵で波⽴っています。

⽇曜⽇は、さわやかな⽇本舞踊を⾒に⾏き、不思議なことで成⻑を感じました。半年前の私達は、徐々に今の形に⽣まれ変わり、恐らく失うものもあり、中国の優等⽣たちを⽐
べると、私達は屑ですらないけれど、やはり得るものがそれなりにあります

⽉曜⽇、⼼斎橋に⾏き、それからみんなでいっしょにお好み焼きを⾷べた店の向かいでパスタを⾷べました。ぶらぶらしていたが、どうしても1ヶ⽉前の感覚になれなかったで
す。少し買い物をして、めちゃくちゃ疲れたので、すぐに帰って来ました。

今週は、この３つの、取るに⾜りないことをしただけで、少し恥ずかしいです。あと⼀つ⾔うなら、明⽇は球技⼤会に⾏きます。少し楽しみです。

おやすみなさい

劉氷森さんの⽇記



また⼀週間が過ぎた

2016.03.18

前は⾔葉で表せないほどだらけていたのですが、今週また忙しくなり始めました 。

みんなが続々と休みを迎えるのを⾒ていると私は涙で⾔葉がありません

この1週間は授業を受けるというより ⾼１から⾼２に上がるためのつなぎだと⾔った⽅がいい しかし授業を受けるよりも内容が多い

６０数⼈が⼤きな教室の中に座って⼀緒に速いテンポで勉強し始めます ⾔い表せない恍惚感と時空間の乱れの感じ

⼀⼈でぼうっとすると考えすぎてしまいます 考えすぎると焦りやすくなります...... そこで今また焦りに陥ってしまって 様々な計画を⽴てて様々な不安になり始めますorz
（しばらくするとまた元に戻ると今までの経験で証明されていますが）

今⽇は春休みの荷物を⽚付けようと思ったのですが、結局冬の服をちょっと詰め込んだだけで諦めました どう⽚づけたらいいか分かりません ⾔いようのない落ち着かない感
じと挫折感

昼は試しで寮の近くにあるイタリアンレストランに⾷べに⾏こうと思ったのですが 史上初の満席で 仕⽅がなく⼀軒のたこ焼き屋を⾒つけました

店⻑は⽇本ドラマの登場⼈物のような髪も髭も⽩い、関⻄弁で喋るおじいさんでした

唯⼀の1テーブルのお客さんとして ⾼校⽣だからと⾔ってサービスしてくれました（あたたかい感じ~）

600円で普段の２倍の⼤きさの⼤阪焼きを⾷べて 気分もよくなりました 彼らに 本当に⽇本らしいねと感激しました

来週は⼤掃除 卒業式 作⽂コンクールの授賞式 それから１－７とのお別れですどんなに気にしないふりをしても やはり絆ができたので すこし悲しくなります

劉氷森さんの⽇記



3.31

2016.03.31

まだ翻訳ができる（はずですよね）うちに書いておきます。

楽しい時間はいつも短かったです（春休みも含まれますがそれだけではないです）休みに⼊ったばかりでもう新学期が始まってしま
います。ほかのところは知りませんが、京都の桜はもう満開ですよ。清⽔寺とかに⾏っている時、すれ違った⼈のほとんどが中国⼈
なので、なんだか実感がないですね。 

今頃の桜の⽊は、本当に⼀⾯のピンク⾊の海ですよ。⽩⾊はたぶんまだ咲いてないか、そもそも何本かしかないかもしれません。 

「秒速５センチメートル」というアニメがあって、その秒速５センチメートルは、桜が舞い降りる速度ですが、その⽇に醍醐寺で、
桜の花びらが⾬に打たれ⼀枚⼀枚落ちるのを⾒ていて、さすがに秒速５センチメートルのようなうっすらと悲しい気分になりきれな
かったです

カレンダー上の予定はまた⼀つ横線を引かれました。明⽇はまた新しいページをめくります。これで本当に三ヶ⽉あまりしか残って
いないことになっちゃいますね。何⽇前かからは冬の⾐類を⽚付け始めて、荷造りして船便で送るつもりです。ベッド下の収納に、
わけわからないものが⾒つかりました。笑っちゃって、⾃分はその時何を考えていたでしょうね、役⽴たないものまで持って来ちゃ
いました

時には、⽣活はなかなかいいなあと思います。今⽇はバスで授業に急いでいて、降りる時に⽴ち⽌まって「お先にどうぞ」と合図し
てくれたお婆さんがいました。そして昨⽇はローソンで⽇本語能⼒試験を⽀払おうとした時に、登録時に⼊れたのは「⿊レンガちゃ
ん」かホストファミリーか、あるいはデータカードの番号かを忘れてしまいましたが、店員さんは嫌がらずに何度でも試しに⼊⼒し
てくれました。 

でも⼀⼈でいる時は、やはり寂しくなったり、⼼細かったりします。やはりみんなで楽しくはしゃいだり遊んだり浮かれたりしたい
です。

（また話がしどろもどろになってしまって、最後まで⾟抱強く読んでくれて、お疲れ様です。私の⾔葉の表現能⼒への寛容にも感謝
しています）

昨⽇遊びに来た⼆⼈の⼦供さんは、私にうちの妹のことを思い出させました。その時の⽇々は本当に懐かしいなあ

こんにちは。おやすみ。

劉氷森さんの⽇記



好久不见

2016.05.05

看了下貌似这学期还没有写过⽇记 有些不好意思 GW结束了 还是来写点什么

今天是2016年5⽉5号 Days Matter上的倒数⼀个个触⽬惊⼼

45天后留考 59天后n考 69天后研修以及72天后回国

第⼀天来到宇治的情形还历历在⽬ 转眼间就已经要⾛了 却出乎意料的 有些不舍

在这⾥遇到了太多太多的⼈和事 有不少负能量 可却收到了那么多的善意

新学期分到了新的班级 是个很棒的地⽅ 认识了新的朋友 也喜欢上了这个地⽅

GW前去合宿 只有⼀泊 但却突然间有了种似曾相识的感觉

五天后侯天妍来 ⼜是⼀个新的开始吧

还有两个⽉ ⼀切都好
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5.14

2016.05.14

-你问【絆】究竟是什么 我说不出所以然 只好笑笑-

天渐渐热起来了 去年这个时候 打完了逐⽇杯 混过了演讲⽐赛 似乎正每个中午为了⾯试在外教办公室磨着 昨天把夏天的短袖翻出来 ⼼连⼼的⾐服已经被压得都是皱折 在东京的那
⼀周 也只记得去买了⽜丼 防灾馆 还有国会 

忘了是周三还是周⼆ はっすー前辈送给我了⼀个挂饰 叠的很漂亮 还栓了⼀只纸鹤 回宿舍看了她写的字条 才意识到 果真快要say bye了

以前总觉得每个⼈都会过的完全不同 ⾃然也不怎么信前辈们的各种经验 觉得听听就好 没必要喝下去 可是每个⼈却⼜是相似的  都说三个⽉就会适应 ⼗⼆⽉的时候确实已经习惯了
⼀切 都说要⾛的时候跟⼤家的关系最好 确实 如今⼀点也不想离开

猴哥来了京都 每天早上等班车 ⽩天在学校碰到 晚上⾷堂见⾯ 都蛮开⼼的 有种有组织的感觉w

5⽉25号貌似⼀级审查 最近却根本没有去部活 感觉会死
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