
書いてみます＾

2015.09.03

ゆうべい遅くまで友達としゃべったので、朝は眠かったです。

これは⽇本語で投稿されたものです

梁⽅⾈さんの⽇記



⼤阪の1⽇⽬

2015.09.05

今⽇は東京から⼤阪に来ました︕

ホストファミリーは⼤阪市内で、学校に近いので、迷⼦にならないと思います。家はちょっと狭いですが、とてもきれいです。晩御飯はお⽗さんとお⺟さんが私を連れて、外で
ラーメンを⾷べました。晩御飯を⾷べてから、町歩きをして帰りました。いろいろ話し会ったので、緊張しないようになりました。⺟からのテレビ電話でお⽗さんとお⺟さんに
挨拶をしておきましたし、今⽇も疲れたので、これからシャワーを浴びて、そろそろ寝ようと思います。

皆さんも頑張ってね（≧∇≦）

じゃ、おやすみ〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです

梁⽅⾈さんの⽇記



9.10代休

2015.09.10

今⽇は代休でした、ホームステイ先のお⺟さんと在留カード上の住所変更と、銀⾏カードを作りにでかけました。お昼は外でどんぶりものを⾷べて、ついでに⾷べた鯛焼きが想
像していたよりおいしかった\ (//∇//) \

昨⽇英語の先⽣は私に毎週⽉曜と⾦曜⽇に英語の単語テストがあることを教えてくれました、それから私に単語の本を1冊くれ、同級⽣に私にどこからどこまでを暗記するのか
教えるように⾔いました。とても驚いてぽかんとしてしまいました。まさか単語帳を覚えないといけないとは︕4年間やってない英語を、最初からしよう︕ それから同級⽣達み
んなとても付き合いやすくて、昨⽇何⼈かの⼥⼦学⽣と⼀緒に⾷事をし、たくさんの話題でおしゃべりしました、彼⼥たちと部活の⾒学に⾏くつもりです。 古典を教えてくれ
ている先⽣は禿げていて、少しかっこよくて、同級⽣達との関係もとても良さそうです(￣▽￣) 要するに以前より少し慣れてきました、引き続き頑張ります〜

PS︓コメントへの返信はどこですか、まだ⾒つからないwww

梁⽅⾈さんの⽇記



1週間が終わった

2015.09.12

お⽗さんとお⺟さんが送ってくれた荷物受け取りました。お茶の箱がひとつ⼊っているのを⾒つけました。お⺟さんが⼊れてくれたものです。

こちらはすべて順調です。ホストファミリーのお⽗さんとお⺟さんはとても親切で、同級⽣もとてもいい⼈達です。でもお茶を飲んだらやはりこらえきれず、少しホームシック
になりました。

明⽇地下鉄に乗って遊びに⾏く計画をたてていて、来週はクラブ活動が始まります。忙しくなったらホームシックが解消されるでしょう。頑張ります︕

梁⽅⾈さんの⽇記



遊びに出かけた⼀⽇

2015.09.13

今⽇は午前９時に出かけて、家に帰ったのはもう午後３時でした。ずっと外で⾷べて⾷べて⾷べていて、そして遊んで遊んで遊んでいました。（≧∇≦）

午前は中崎町に⾏って、いくつもの街をうろついて、和菓⼦を⾷べました。ちょっと残念なのは、⽂芸⾵に⾒えるカフェのほとんどは、まだ開いていなかったことです。今度は
午後にまた⾏こう。

昼頃に⼤阪港に着き、適当に⾷べてから、NARUTO展に⾏こうと思ったら、⼊場するまで⼆時間待ちでした。⼤阪⼈はみんな気が短いと聞いたことがありますが、NARUTOの
ため⼆時間も列に並んで待てるなんて、NARUTOの魅⼒を裏付けるには⼗分でしょうね。

帰りはついでに梅⽥の阪急百貨店に寄りました。⾏ったら、素晴らしいところだと思いました︕10階にはたくさんの和⾵雑貨と⽂房具があって、そして⼿芸品もあって︕ここ
に住みたいwww\(//∇//)\

うん、今⽇は⼀⽇とても楽しく遊びました、⼀⼈でだけど。

１１⽉までに、友達と⼀緒に遊びにいく夢が叶えるようにｖ（＾＿＾ｖ）♪

梁⽅⾈さんの⽇記





初めての部活

2015.09.14

今⽇初めて部活に参加しました。とても疲れました。⾜と腰が痛いです。⽇本の⾼校⽣の体質は本当に評判にたがわないです。

でも、嬉しいのは、部活が終わった後に同級⽣と⼀緒に電⾞に乗ったことです。とても近いというわけではないですが、道中たくさんおしゃべりしました。“友達と⼀緒に帰
る”という⽬標は達したと⾔えるでしょう（"g∇"f）

明⽇クラブが休みなので、本当に助かりました。でも⽔曜⽇、⽊曜⽇はフィジカルトレーニングです……………もしも元気だったら、⽊曜⽇の晩にまた⽇記を書きます=_=

何と⾔おうと、私はこの⼀年、クラブを変更しません。他の理由は別として、意志⼒を鍛えることも⼀種の学習ですからね〜

梁⽅⾈さんの⽇記



⾦曜⽇だ

2015.09.18

今⽇授業が終わって家に帰る途中、ついでにお菓⼦を買いました。迷わず抹茶味にしました。少し⾼かったけど、とてもおいしかった\(//∇//)\

えっと、それから部活の事ですが、バドミントンはやめて、茶道部に⼊ることに決めました。⼤好きなバドミントンとさよならしないといけないけど、こうした⽅が価値がある
と思います。

昨⽇学校の留学⽣達と⼀緒に交流会をしました。なんとその中に私と同じ誕⽣⽇の男⼦がいました。私より⼀⽇遅い⼥⼦もいました。異郷でこのような友達に出会うのは、本当
にご縁なので、いい友達になれるといいな、と思います。

明⽇から5連休です。ホストファミリーの関係で、京都にさらに近い都市にしばらく住むことになりました。⼀番好きな京都（"g∇"f）︕︕私はこの数⽇間、悔いの残らないよ
うに遊びます。ハハハ

楽しみ〜

梁⽅⾈さんの⽇記



連休

2015.09.23

ホストファミリーの事情で、5連休は京都京⽥辺市で過ごしました。⽇本では、京都は私の最も好きな町（「の⼀つ」 では
なく）ですので、京都で休みを過ごすのは本当に嬉しかったです。

京都に着いた⼀⽇⽬、ホストファミリーのお⺟さんと⼀緒に京都博物館と錦市場に⾏きました。ちょうど⼆ヶ所とも私の⾏
きたいところでした。
⼆⽇⽬は遊び本番です。あらかじめバスや電⾞の乗り⽅を聞いておいて、地図を持って出発しました。⼤政奉還の舞台であ
る⼆条城と新撰組最初の屯所である壬⽣寺周辺に⾏きました。幕府の⼤ファンである私にとっては、⼤満⾜でたまらないで
す。
三⽇⽬は清⽔寺と霊⼭歴史館に⾏きました。清⽔寺は坂ばかりで登ったりおりたりして、前の⽇よりもずっと疲れました。
けど、いい写真が撮れましたし、美味しいものも⾷べれた、なにより幕府ファンが必ず⾜を運ぶ霊⼭歴史館に⾏けました。
何回⾏っても飽きないところですね\(//∇//)\
四⽇⽬、ホストファミリーの知り合いで、⽇本で仕事をしている中国⼈のお兄さんが時間があって遊びにきました。ついで
に京都にいる劉氷森さんを誘って、伏⾒稲荷⼤社と祇園に⾏きました。
やっとアニメでよく出る伏⾒稲荷にきました。思ったよりも壮⼤でした。⾚⾊の⿃居は新しいものもあり、古びたものもあ
り、周りの⽊がとても⾼く、⽊の葉っぱは⽇差しをほとんど遮ってしまいました。伏⾒稲荷⼤社から出たら、もともと祇園
に⾏く予定でしたが、なぜか錦市場で⾷いまくって、祇園に⾏く時間はなくなっちゃった (・Д・)ノでも錦市場のものはみん
な美味しかったo(｀ω´ )o⼈が多い理由はわかりました。夜に家に帰ったら、もう晩御飯を⾷べられるお腹ではなくなって=_=
みんなでおしゃべりしながら⾷べて、楽しくおしゃべりして楽しく⾷べて〜〜〜
ちょうど⽇曜⽇は中秋の名⽉ですので、みんなと⼀緒に神⼾へ⼭登りに⾏って、ピクニックしてお祝いとしようと約束しま
した。
今⽇は遊びに出かけなかった。午前は部屋で休んで、テレビを⾒たりして、昼はご飯を⾷べてから勉強し始めました。午後
は暑くなくなったらまた周辺をうろついてきて、この何⽇間の旅はもうそろそろ終わりですね。
京都に⾏って連休を過ごせるのは本当に良かった、優しいおばさんや、先輩や、そしてお隣さんと出会えて、本当にとても
嬉しいです。

梁⽅⾈さんの⽇記







この⼆三⽇間は試験だhhh

2015.10.07

何⽇か前に、⼼連⼼の先⽣⽅の誕⽣⽇カードが届きました。誕⽣⽇が同じ⽇の留学⽣とバースデーパーテイーをしました。この⼆三⽇間は勉強したりノートを復習したりして、
みんなと⼀緒に後期の期末試験を受けます。そしてクラスメートと試験が終わったら⼀緒に遊びにいく約束をしました。まあまあ⽇常的な感じですね。

週末になったらまた書きますね、この⼀ヶ⽉に気づいた細かいことについて。

梁⽅⾈さんの⽇記



週記……どんなテーマにすればよいか思いつかない

2015.10.18

⽕曜⽇の茶道部の活動、茶道の先⽣が来ました。⼀連の茶道の作法は本当にとても複雑で、お茶を点てる⼈、お茶を飲む⼈それぞれにさまざまな決まりがあります。正座はとて
も疲れます。私はお⾁が多すぎるからかもしれません、⻑い時間正座していると膝が痛くなりますwww…特に茶道の先⽣に、どうして⽇本の茶道は必ず正座しなければならな
いのか、どうしてもう少し楽な姿勢でお茶を飲まないのか、聞いてみたかったのですが、聞く勇気はありませんでした……⾦曜⽇の活動の時、私は⾃分の碧螺春というお茶を持
っていきみんなに飲ませてあげました。蓋碗（蓋つきの湯飲み茶碗）と茶杯（蓋なしの湯飲み茶碗）がなかったので、代わりに⽇本の⼤きい茶碗を使うしかありませんでした。
でも、みんなが碧螺春の⾹りを気にいってくれたので良かったです。

ここ数⽇でクラスの席替えがありました。前は話したことのなかったクラスメートとも、今は話せるようになりました。私が古典の授業が好きだということに彼⼥たちはとても
驚いた様⼦でしたwww……でもせっかく⽇本に来たのだから、少なくとも中国で習うことができないことをしっかりと勉強したいじゃないですか〜〜〜

学校での留学⽣⽇本語教室に参加してみてよかったと思います。さらに多くの⼈と交流する機会がありました。これまでの⼼連⼼の⼣陽丘の先輩は⽇本語教室に参加しなかった
のだけど、私は今後来る⼈は試してみたらいいと思います。たぶん、違った成果があります〜

梁⽅⾈さんの⽇記



どんなタイトルにすればよいか思いつかない、の第2編

2015.10.26

昨⽇ホストファミリーと⼀緒に奈良の東⼤寺と奈良公園に⾏きました。15メートルの⾼さの⼤仏は初めて⾒ました。東⼤寺も想像していたよりも⼤きかったです。楽⼭⼤仏を
⾒たらどう感じるのかわかりません…奈良市の地図は⿅に⼀部⾷べられてしまい、ズボンもなめられました。でも、こんなことがあっても、とてもかわいいと思えました。

夜はたこ焼きを⾃分で焼くことにチャレンジしました。たこ焼きは⼤阪の最も代表的な⾷べ物です。普段⾒るたこ焼きは丸くて、とてもおいしそうですが、⾃分で作ったのは本
当にひどかったです。ハハハ〜ラーメン屋や寿司屋あるいはそこかしこの道端にある屋台のお兄さんたちはみんなかっこいいなぁとずっと思っていました…家の近くにいる煎餅
果⼦売りのおじさんに⽐べて元気いっぱいな感じでした。ハハハo(ʻω´)o

時どき、連休明けの初⽇の授業の時に、同級⽣が持ってきたお⼟産をもらったりすることがありますが、今⽇もそうでした。彼⼥たちがどこどこに遊びに⾏った、というのを聞
いたりしていると、突然きまりが悪くなったりします。私も出掛けたりしたことがあるのだけど、彼⼥たちにお⼟産を持ってきたことがありません=_=

同級⽣達はもうすぐ修学旅⾏に⾏きます。私が⾏けないことについて、彼⼥たちは残念がってくれて、おいしいものを買ってきてくれると⾔ってくれて、すぐに少し幸せな気持
ちになりましたwww

数⽇前、クラス担任の先⽣は私に2枚折り紙をくれました。折り鶴専⽤のものです。鶴の折り⽅をはっきり覚えていなかったので、近くの同級⽣が私に教えてくれました。2⽻
折り紙を⼀緒に置くと、突然とても幸せな気分になりました〜〜〜

こんな幸せな⽇々が続きますように〜〜〜

 

梁⽅⾈さんの⽇記





書道&同時通訳の夢

2015.11.06

後期になりました。書道の授業で⽇本語のかな⽂字の書き⽅を学び始めました。漢字の練習をした時に、⼩さい頃下⼿な技量で少し練習したことがあるし（ド下⼿、超下⼿な技
量とも⾔えるかもしれませんが）、学校でも習ったことがあるので、わりと簡単でしたが、かな⽂字はまったく初めてでした。

先⽣の解説によると、⽇本語のかな⽂字を模写するには、まず、内容がどんなものであるか、どの部分が同じかな⽂字であるか、どれが形連で、どれが意連かを知らないといけ
ないそうです。私はその時とても簡単だと思いました。かな⽂字はどれも中国語の漢字が変遷したものじゃないですか、それに、中国語にも連筆や、草書があります。かな⽂字
も同じだと思いました。

書き始めてやっとそうではないことがわかりました。

最もわかりやすいのでいうと、筆がとても軟らかいということ。⽇本の筆がイタチの⽑か、⽺とイタチの⽑の混合筆かどうかわかりません。でもかな⽂字の筆は⽌め筆、蔵鋒と
いうような書法がないので、軟らかい⽑の筆を使うのはかえってぴったりです。でも、こんなに軟らかい筆は⼒の加減が難しいし、かな⽂字の筆画が細く、書いているうちに慣
れている⽌め筆という癖になってしまいます。その上私はペンを初めて持った時からずっと筆を懸腕法で持っていたのと、⻑い間習字をしていなかったので、時々腕が震えまし
た。こんな⾵に書いたかな⽂字を⾒るのは忍びなかったです。基本的な線から繰り返し練習することしかできませんでした。どれくらいの紙を無駄にしたかわかりません。（か
わいそうな私の財布T_T）私は根気強くない⼈でもあり、何度も画仙紙の塊を窓に向けて投げ出したいと思いました。でも、教室内の同級⽣はみな静かに字を書いていて、私は
変な⾏動をしてはいけないので、我慢するしかありませんでした。

1、2回の授業を経て、基本的な線はなんとかかけるようになりました。しかしかな⽂字はまだうまく書けません。でも、考えてみると、中国の書道は1年か半年でうまくなった
のではないし、まして学校で週⼀回外国の⽂字の書き⽅を習うのだから、なおさら焦りは禁物です。

今⽇の書道の授業は、なんとか⾒れる和歌を書けたので、だいぶ⼼は落ち着きました。（基本線と必死で書いた和歌をアップします）

気分が良くて、⼿元にある翻訳に対しても焦ってはいません。台湾に修学旅⾏に⾏った時現地の新聞に載りました。先⽣はそれを来週末までに⽇本語に翻訳してくるように⾔い
ました。以前に⼤量の内容を訳したことがありますが、どれもただの説明書や、漫画といった類のもので、これまで正式な新聞の記事を訳したことはありません。昨夜ちょっと
夜更かしして、辞書を引き、インターネットで検索し、⻑い時間を費やして第⼀が完成しました。でも、読んでみるとこれでは駄⽬だと思い、パソコンを壊してしまうくらい焦
っていました。

幸い今⽇⾃分が納得できるかな⽂字を書けたので、やっと⾃分はなにもできないというわけではないということがわかりました。少しずつやればいいのです。⽇本の新聞をたく
さん読み、ニュースの⾵格を少しいれて再度翻訳すればよくなるでしょう。

実は焦っていますが、翻訳の時、とても楽しくて、頑張ってこのような事をしていると、きらきら光る夢に触れることができるかのようです。

この⾔葉を覚えていてください、夢を持って、夢を実現するために頑張ること。

 

梁⽅⾈さんの⽇記





あなたの街には⾬が降りましたか（⽂学っぽくしてみた）

2015.11.26

これは昨⽇の出来事です

学校が終わり校舎を出ると⾬が降っていると気付いた時、⾃分がパーカーを着ていたことを喜びました。帽⼦をかぶり、外にでてやっと⾬が思ったよりも強く降っていることに
気付きました。” 帰ってからお湯で⾜を温めなくちゃ。そうしないと⾵邪を引いてしまいそう。”と思っていると、突然道端の帽⼦店のおじさんに呼び⽌められました。

“傘を持って⾏きなさい。”

私は少しの間反応できませんでした。おじさんがもう⼀度繰り返してくれてやっと、私に傘を貸してくれると⾔ってくれていることがわかりました。傘を受け取り、お礼を⾔っ
て、傘をさして⻑い距離を歩いている間hはずっと、恐れ多い気持ちでいっぱいでした。

⼼から頼る⼈のいない都市で、できるだけ⾃分の⾯倒は⾃分で⾒ると⼼に決めていた時に、理由なんて必要のない温かみを感じました。恐れ多いのと感動ということ以外に、形
容詞がみつかりません。

また、このような事が⾃分の国でもしょっちゅう起こることを願います。

 

あなたの街には⾬が降りましたか。傘を貸してくれる⼈はいましたか。

梁⽅⾈さんの⽇記



もう⼀度最初から

2015.12.08

久しぶりに⽇本語で書いてみよう〜⽇記を書くのも久しぶりなんですけど(｡-_-｡)

テスト前の数学の授業で、グループに分かれて課題勉強をしました。「ああ〜みんなで勉強するのはこんな感じなんだ。」っと思いました。中国では、このようなことは本当に
珍しいのです。

授業でもらった問題は中国で同じようなものをやったことがあるので、数字が苦⼿な⾃分でも解けれました。隣の⼥の⼦がなかなか解かない顔していたけど、「⽇本で、こうい
う場合⾃分から⾔ってあげたら、嫌われるかなぁ、」っと思いながら、迷いました。

その後は⾃分から教えたのか、それとも向こうから聞かれたのか、⼀週間も経ったので、はっきり覚えていませんが、やり⽅を教えたあと、彼⼥の⼀⼈⾔葉ははっきり覚えてい
ます。

「もう⼀度最初から。」という⾔葉です

今までの⾃分はあまりまとめや復習をしなかったという気がしました。最初からやり直すのも怖かったのです。

「名探偵コナン」にも似たようなセリフが出てきたことがあるのも急に思い出しました。その時の⾃分はまだ「最初からやり直す」という⾔葉の意味がよく分からなく、「築夢
着実」という座右の銘の具体的なやり⽅も分からなかったのです。

「もう⼀度最初から」、これこそ「着実」のやり⽅です。これから、「出来たら次に⾏く、出来なかったら⾶ばす」の⾃分を変えて、出来たかどうか、もう⼀度復習することに
したいのです。

これは⽇本語で投稿されたものです

梁⽅⾈さんの⽇記



みんなはどうやって古⽂を勉強してますか0.0

2015.12.08

えっと……⽇本語で書くのはやはり頭を使います…その上書いているうちに⾃分が思っていたのと違う内容になっていて、⾃然と⽇本のアニメ⾵になってしまいます=_=で
も、頭を使うということは、練習の⽬的を果たしていることの証明だと思います〜特にこんがらがる事は、携帯電話のブラウザはIDと暗証番号を保存してくれないし、PCだと
⽴ち上がるのを待たないいけないし、。怠惰癌末期患者の私は、いまのところの解決⽅法として⼀回にたくさん書くことにしています…

【愚痴は終わりにします……

実は同期の優秀な皆さんにご教⽰いただきたいのですが、みなさんはどうやって古⽂を勉強していますか……学校で先⽣と同級⽣を巻きこんで１から１０まで教えてもらうのは
申し訳なくて、ネットで解説を探したのだけど、あまりまとまっていなくて、⽇本語だけの⽂法書なんかは使いにくくて、なので何か正確な古⽂の学習法など、ありませんか…
さすがに少しずつするのは効率が悪くて苦戦しています…

【以上は不真⾯⽬な⼈間の質問……

【ちょっと待って、この⽇記のスタイル意味のある内容を書かないとするか、不真⾯⽬すぎます

【まともなものはまた別で書くことにします……

梁⽅⾈さんの⽇記



⽣け花は気持ちです

2015.12.08

先々週の週末、⼤阪国際交流センターの⽣け花体験授業に参加しました。初めて⾃分で花を活けました。それまでは、⽣け花はとても⾼貴な芸術で、私みたいに芸術的細胞のな
い⼈にはできないと思っていました。でも、1度体験に⾏って、先⽣の解説を聞きながら活けてみると、何とか⾒れるものになりました。授業で先⽣が⼀番⾔っていたのは、形
式にこだわる必要はなくて、枝や葉を切る時に気をつけるということ以外に、⾃分の好みで活ければそれでいいのだと⾔っていました。この話で⾃分の⽣け花に対する印象が変
わりました。

私は、もしもっと⽣け花を深く学んだら、きっとそこにはもっとたくさんの道理があるのだと思います。しかし今では⽣け花が⼿の届かないものだとは思わないです。それどこ
ろか、これは好きだという気持ちさえあればできることなのだと思います。その⽇はちょうどお⺟さんの誕⽣⽇だったので、⼼の中で、祝福するなら、活けた花を撮影してお⺟
さんに送ってあげてもいいと思いました。

ただ⼊⾨するだけなら、まだ素質があるかないかということまではいえないです。⾃分に⼩さな気持ちがありさえすれば、すばらしい気持ちになれ、感覚にまかせていけばいい
のです。また奥深いながらもわかりやすい⽣け花をさらに勉強しようと思うなら、新世界の扉を開けることができるかもしれません。

梁⽅⾈さんの⽇記



分享美美的学校

2015.12.10

放学后遇到⼩⾬〜第⼀次仔细看门⼝的⼩花园〜

梁⽅⾈さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



⽢党前⽥（甜品店店名̶̶译注）

2015.12.11

茶道的练习结束后，⼤家⼀起去吃甜⾷了〜红⾖沙、糯⽶团⼦、蕨饼（⽇式甜点的⼀种，⽤蕨根粉加⼯制作̶̶译注）、红茶〜〜〜

真好吃〜真好吃〜真好吃〜重要的事情说三遍(笑)

关于考试、美⾷、偶像，我们聊了好多。还学到了⼀些化妆的知识(=´∀｀)

第⼀次在平常⽇⼦的下课后，和朋友⼀起出去玩，谢谢⼤家o(｀ω´ )o

梁⽅⾈さんの⽇記





神⼾ルミナリエ

2015.12.15

12⽉13⽇、神⼾ルミナリエの最後⽇に、劉君と⼀緒に、福⽥さんに連れてもらって⾏きました。

阪神⼤震災で亡くなった⼈々に思いを託することによって、ルミナリエを⾏っています。本当にとてもキレイでした。福⽥さんに感謝しますo(｀ω´ )o

PS:12⽉13⽇は中国で、国公祭⽇で、これから戦争も災害もないように＞_＜

これは⽇本語で投稿されたものです

梁⽅⾈さんの⽇記





ここ最近

2015.12.26

最近のことはどこから話せばいいでしょう。

22⽇に、茶道部でクリスマスプレゼント交換をして、みんなでケーキを⾷べました。茶道部の友達と仲がいいのにどうしてクラスでいい友達を作るのは難しいのでしょう
(-｡-......そう思いましたけど、放課後クラスメートと駅で会って、⼀緒に電⾞に乗りました。出席番号は私より⼀つ前で、降りる駅は私より⼀つ先で、普段から良く喋ってい
て、可愛いよりちょっとかっこいい⼥の⼦でした。やっぱりこの⼦と合いますo(｀ω´ )oでも部活に熱中するみたいで、他に何か好きなことがあるかなぁ〜もっと話したいけど
どうしよう\(//∇//)\【おかしくなってきた......

23⽇のことは劉くんが書いてあるので、私はいいです。でも、もう⼀つ⾔いたいんですが、その⽇、みんなで⼀緒に⾷べたり喋ったりするのは、少し家族の感じがしました。

24⽇は終業式で、⼣⽅は御堂筋と中之島のイルミネーションを⾒に⾏きました。⽇本のクリスマスは24⽇がメインのようですね。すごくきれいで、ワクワクしていました。(写
真付き)

昨⽇、ウェチャットで「優しくしてくれた⼈はみんなサンタさんです。」と書きましたが、どうして誰でもその意味を聞いてくれないでしょう(-｡-;【⼦供っぽい(¬_¬)......

これは⽇本語で投稿されたものです

梁⽅⾈さんの⽇記



⼀⽉1⽇

2016.01.01

昨⽇スターウオーズ4Dを⾒に⾏って、福⽥さんのところで晩ご飯を⾷べました。4Dは初めてで、本当に臨場感がすごかったです。最初に4Dのホラー映画の予告があって、劉君
に「今度はこれ⾒ない︖」と聞かれましたが、それは絶対嫌です(￣^￣)ゞ晩ご飯はお寿司と年越しそばで、美味しかったです。テレビで「幸せの⻩⾊ボタン」が出てきて、⻩
⾊ボタンを押したら、鈴が揺れたりします。それを何度もやって、本当少し幸せな感じがしました。⼦供っぽいかなぁ、私(笑)o(｀ω´ )o紅⽩でラブライブを⾒てから帰って、
みんなでまたしばらくテレビを⾒ました。いくみ君は笑窪がついて、可愛いらしい〜〜

今朝お餅といちご⼤福を⾷べて、会館に⾏って帰ってからずっと⾷べていました。中国では、「每逢佳节倍思亲」という詩がありますが、今の場合は「每逢佳节胖三⽄」という
べきでしょう(笑)

(写真はもらった鰤とおせち料理です)

梁⽅⾈さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



先輩に会った

2016.01.05

そろそろ寝ますので⼀応今⽇だけのことを書きます。

今⽇は福⽥さんのところで8期⽣の劉洪波君に会いました。⽇本にいる間のこと、⼤学のこと、⽂化の違いなどをいろいろ話して、すごく勉強になりました。「今まで4カ⽉の
気持ちはみんなほとんど⼀緒だったんだ。」と思って、⾃分は⼀⼈ぼっちじゃないということが分かって、なんとか少し安⼼しました。先輩たちが優秀で、礼儀正しく思いやり
の⼈が分かって、「私も頑張らないと」と思います。

頑張るのは明⽇からじゃなくて、今⽇から、今からやるべきです。⾔うだけじゃ簡単なんですけど、⻑く続かないとダメなんですね(･_･;

時間を有効に使うようにしたいんです︕(>_<)

これは⽇本語で投稿されたものです

梁⽅⾈さんの⽇記



「⼀⼈⾷み」について

2016.01.07

沪江（⽇本語学習などをテーマとしたサイトです―訳注）を⾒ていると⼤学の⾷堂で、⾷卓に仕切りをつけるという⽂章を読みました。その⽂章では、⼤きい⾷卓に仕切りを付
けてそれを「⼀⼈席」にすることが増えてきているそうです。その主な理由として、学校の⾷堂は、学⽣の学校での⼈間関係を丸⾒えになるところなので、⼀⼈で⾷事をする学
⽣はストレスを感じるらしいです。「早く⾷べ終えて教室に戻って勉強する」、「コンビニで適当に買う」、あるいは「孤独に⾒られるからできるだけ端っこに座るようにす
る」という⼈が多いらしいです。学⽣の要望に応じて、利⽤率を上げるために、仕切り付きの⾷卓をデザインしたようです。

ここまで読んでいて、ふと前も⽇本⼈の「⼀⼈⾷み」現象が多いと聞いたことがあると思いついたので、関係する調査などを検索してみました。最近はこんなデータ（写真をご
覧になってください）があるのを⾒ました。前は、⽇本⼈が⼀⼈で⾷べることは多い理由は、⼀⼈で居るのが好ましいからだと思っていましたが、もしこれが精確なデータであ
れば、そうでもないかもしれませんね、みんなと⼀緒に居たい⼈はやはり多いということです。

中国に居た時、マイナー外国語のクラスだったので、クラスメートはみんな中学校⼀年⽣からずっと⼀緒で、分かれたことはなかったので、うちのクラスは学年で最も楽しくて
最も団結しているクラスと⾔えるくらいでした。昼ごはんを共にしてくれる⼈がいないなんてことはありえないです。こっちに来てから、クラスメートとしばらく昼ごはんを同
席してきましたが、だんだんとこれって、どういうことだろうと気になってきました。話にもついていけないし、⼈の席を取ってしまうのはどういうことだろう、と。そしてだ
んだんと⼀緒に⾷べなくなってきて、まあ、「⼀⼈⾷み」を体験してみたと⾔えるでしょう。

以前ある⽇に、劉氷森さんと吉野家で⾷事をしたことがあります。その時は⼀⽇ぶらぶらして疲れたし、何を⾷べたらいいかも決まらなかったから、駅構内にある吉野家で適当
な晩ごはんを⾷べました。そのお店の席は全部列になっていて、対⾯のテーブルはなくて、とても窮屈です。「⼀⼈⾷み」のお客さんのためだと⾒れば分かります。その晩ごは
んはなんだか慌ただしくて、お腹は膨れたが⼼は空いてきました、ああいった安⼼感はちっともなかったです。今になって考えてみると、その時の吉野家に居たスーツ姿でビジ
ネス鞄を⼿に持っていた⼈々は、正直ちょっと不思議です。

中国は「⼀⼈⾷み」という本があって、さらにその本に基づいたドキュメンタリーもあります。⼀⼈でもしっかり⾷事を取りましょう、⼀⼈でもおしゃれで暖かく暮らしていき
ましょうという主な内容を伝えだしてきています。

もちろん、みんなと⼀緒になれたらそれは最も素敵です。

学校のクラスメートのところはね、やはり早くきっかけを⾒つけて⼀緒に座ることにしましょう (・ω・)ノ

PS︓ちなみに、何枚かの写真で⼀つの⽇記としてアップする⼈って、ずるいなあ (´･_･`)

 

（⽇本全国20〜99歳の600名を対象に⾏われた調査結果は、⼀⼈⾷みをしたことある男性は82.7％で、⼥性は64.7％、その割合に20％の差が⾒られます。⼀⽅、⼀⼈⾷みに抵
抗を感じるに対して、肯定した男性は34.7％で、⼥性は59.0％でした。この結果からも、⼥性のほうは⼀⼈で⾷べることをより嫌うことが分かります。

では、やむを得ず⼀⼈で⾷べる時に、みんなどこで⾷べるでしょう︖⼥性の回答は「カフェ」（63.4％）、「ファーストフード」（61.3％）、「ファミレス」（45.9％）で、
男性は「ラーメン屋」（56.9％）、「⽜丼」（51.2％）、そして「⾷堂」（46.0％）になります。種類からも⾮常に⼤きな差が⾒られます。―下記写真の内容）

梁⽅⾈さんの⽇記





めっちゃお茶

2016.01.15

今⽇はお茶たっぷりでした。

午前中は留学⽣のお茶会で、午後は茶道部の初釜でした。花びら餅とお濃茶をいただいて、とても楽しかったですwww花びら餅の写真は撮れなかったけど、⽜蒡、⼤根と味噌
餡がはいてて、美味しかったです。お濃茶はとても苦くて（⾔われたほど苦くなっかと思いますが）、飲んだら勉強に集中できるそうで、昔の⼈がよく飲んでいましたwwwお
濃茶は苦くて飲みにくいので、そこからお薄が出てきたそうです。

連続の正座で、⾜が知覚がないほど崩して、しばらく⽴てなかったのです。今は「もうこりごりだ。」っと思うけど、今度の部活になったら、また楽しく⾏くでしょうwww

PS︓太ってるって知ってるからもう⾔わんといて(＞⼈＜;)

これは⽇本語で投稿されたものです

梁⽅⾈さんの⽇記



“じゃんけん”について

2016.01.16

毎回茶道部の最後には、もしもお菓⼦が余っていたら、普通はじゃんけんで誰が⾷べるかを決めます。そこで私は⽇本語の” ⽯头剪⼑布（じゃんけん）”の⾔い⽅を学びました
www

「最初はぐう、じゃんけんほい。」直訳すると、先にぐぅをだし、じゃんけんをします。聞くところによると始めは、後半の語のじゃんけんほい、だけでしたが、ある視聴率の
⾼い番組の中で、リズムをよくするために、”最初はぐぅ”を加えたそうです。それから全国的な⾔い⽅になりました。（でも関東地⽅の⾔い⽅は「じゃんけんぽい」ですが、他
の地区がなにか⾷い違いがあるかどうかは知りません。）引き分けの場合は、「あいこでしょう」と⾔います。もしも連続して引き分けたら、「しょう」に簡略化します。

中国の普通語の⾔い⽅は” ⽯头剪⼑布（訳︓⽯头︓⽯、剪⼑︓はさみ、布︓布）”ですが、各省・市地区によって全く異なります。（下図参照）原籍は遼寧省ですが、実は私は
正真正銘の天津住⺠です。天津⼈の⾔い⽅は、“锛铰裹”（bēn·jiǎo·guǒ）”。インターネットで探してやっとこの3つの字はこんな⾵に書くのだと知りました。⼩さいときからず
っと“笨敲⿎”（ bèn・qiāo・gǔ）だと思っていました。おそらく天津の⽅⾔の発⾳の特徴と関係があるのでしょう。“锛”が⽯で、“铰”がはさみ、“裹”が布です。具体的にどうし
て2種類の⾔い⽅があるのか、多くは説明しないでおきましょう。

天津の⽅⾔の特徴は短くて直接的なので、初めて茶道部でじゃんけんほいをした時は、このやさしいリズムにまったく適応できず、何度もみんなにやり直しをさせてしまいまし
たwww⼩さい時にみんなでじゃんけんをした時の印象は、⼩さい⼥⼦学⽣でさえ、“笨敲⿎”と叫び、⾜を踏みならしている豪放な姿ですwww

毎回茶道部の終わりには、また「王様じゃんけん」で誰が雑⼱を洗うかを決めます。前回雑⼱をあらった⼈が王様になり、⾃由に出すことができ、国王に負けた⼈は次のじゃん
けんをし、⼀番多く負けた⼈がでるまで続けます。⼈が多い時にするもので、効率のよいじゃんけんです。初めて遊んだ時には、これはとても賢い⽅法だ、ととても感⼼しまし
た。

中国にも”⿊⽩⿊”という遊びがあり、⼿のひらが⽩、⼿の甲を⿊とします。出す時には“呵哩下”（hē·lī·xià）と⾔います（この⾔葉の標準的な漢字を⾒つけられなかったので、
正しいかどうかわからないし、他の省でどういうかは知りません）。⼿の甲を出した⼈の⽅が少ない時は“黑下”で、⼿の平を出した⼈は、最後に誰かが負けるまで続けます。⼿
の平も同じ道理です。（あ、そうだ、この⽅法を部活の同級⽣達に紹介するのはいいかもしれません。次回誰が雑⼱を洗うか決める時に使えるかどうかやってみます〜〜）

⽇本のロボット⼈間の技術は発達していて、じゃんけんができるロボットがあります。⼈の動作を分析することができて、反応も⼈より速くて、100%の勝算を保証できます。

漢代に現れた”じゃんけん”、現在に⾄るまで、こんなにも多くの⾔い⽅や形式に変化し、各国、⾔語が違い、リズムも違っていて、とても⾯⽩いですwww

PS︓こんな⾵に⾯⽩いと思ったことは資料を調べてみるととてもいいと思います〜〜〜

（資料︓百度百科より）

梁⽅⾈さんの⽇記





1.22⾦曜⽇

2016.01.24

今週は少し忙しかったWWW振り返って話しましょう

⾦曜午前の保健の授業は私達のクラスの課題発表でした。テーマは《医療制度と構成》です。最初から⾔っておきたいのですが、どうして⽇本の⾼校はこのような課題を研究す
るんだろう。ちょっと⾏き過ぎではないでしょうか。私はこれは医学を学びたくない学⽣にとっては時間の無駄だと思います。。。。もちろんどんな知識も少しあるとよいこと
はわかっていますが、全く必要ないことであれば時間の無駄です。。（本題からずれてしまいましたhhh）発表の時は少し緊張しましたが、⽊曜⽇の英語のスピーチに⽐べれば
だいぶ良かったです（この件については後ほど。）、全⾏程でみんなはずっと原稿を読んでいるだけだったので、あまりいい結果につながっていませんでした。なので、最後に
私の番が回ってきた時、私はスクリーンを指しながら、話すことにしました。。。結果は。。。スクリーンを指し終えると、その前にどこまで読んだかわからなくなり、しばら
く⽌まってしまいました。。。しなくていいことをしたばっかりに最悪な⽬にあうということは事実で、証明されましたhhhでも、全体的によくできたました ~~~

それから、午後の数学の微分積分は基本計算のテストでした。先に微分積分は中国では⾼校の知識ではないことを⾔っておきます。なので私は数学は全然だめで、根気もないの
で、まさか全問正解できるとは思いませんでした。。。⼩学校4学年からこれまで数学のテストで全問正解したことはありません。答えを書き終えて、答え合わせしてみると、
半分チェックしたところでまだ間違いがないことがわかり、めちゃくちゃドキドキし始めました。最後の⽅に進むにつれ、全問正解への期待が⾼まり、最後までチェックし終え
た時にはもう泣きそうでした。ハハハ~~~

午後は部活で、卒業する三年の⼥⼦の先輩達に卒業ビデオを撮り、笑いどころは全部茶道部員だけわかるようになっていて、とても⾯⽩かったですhhh部活が終わった後、⼥⼦
の先輩へのプレゼントを買いに⾏き、部⻑とおしゃべりして、⾷べました。部⻑も⼆年⽣で、私とおしゃべりして⾷べることが⼀番好きで、私にこの料理の名前は中国語でどう
⾔うの、あの果物はなんて⾔うの、と聞いてきますhhh彼⼥はさらに、最初に覚えた⽇本語の単語は何か、を聞いてきたことがあります。私は彼⼥に、”⼯藤新⼀です”と答える
と、彼⼥は⼤爆笑していました。再度⽇本の⼥⼦の笑いの沸点はとても低いなぁと思いました~~

1⽉22⽇はカレーの⽇で、聞くところによると1982年1⽉22⽇に⽇本の学校の栄養⼠協会がその⽇の⾷事はカレーと決め、全国⼩中学校はみなカレーを出したので、その⽇は
みんなでカレーを⾷べる記念とになりました。家に帰ると、⼣⾷は本当にカレーうどんでした~~どうして栄養⼠協会が全国の⾷事を決定できるのかはよく分からないですが、
私はカレーが⼤好きですhhh

梁⽅⾈さんの⽇記



数⽇前

2016.01.24

先ほど書き終えてないのにアップしてしまいました。。。どうせ⾦曜⽇のことじゃなかったし、もう⼀件書いてしまいます。。。

⽊曜⽇は全学年の英語スピーチコンテストで、各クラス代表1⼈+3⼈の留学⽣で、留学⽣は順位の対象ではなかったのですが、やはり緊張しました。⼩学校卒業以来、ちゃんと
英語を勉強していなかったので、スピーチの原稿でさえアメリカに留学中のお兄さんに⼿伝ってもらって訳したのに対し、⽇本の同級⽣はずっと勉強しています。その他の留学
⽣2⼈も英語圏からきているので、唯⼀⾃信がある発⾳でも彼ら2⼈に⽐べると明らかに劣ることは⽬に⾒えています。。。。中学⼀年の時を思い出して、全学年吹き替え⼤会
で、私達のクラスは誰が決めたのかわかりませんが、４⾔語でライオン・キングの吹き替えをすることになりました。英語の映画を⽇本語に吹き替えるのはかなり無理があり、
さらに緊張していたので、⼿が震えて原稿がはっきりと⾒えなくて、その時はもう⾒るに堪えられないくらい悲惨な状態でした（静かに⾃分に同情します。。。）どのみち壇上
にいる時は⾃分の⾳を落ち着かせるように努め、緊張していたのかも覚えていませんが、下りてきた時に、同級⽣達は発⾳を褒める以外に、”⼿がずっと震えたのがわかった
（笑）”と⾔われました。。。舞台に上がっても緊張しないようになる時がくるのかな。。。

それから、今週は書道部に⼊ることを決めました。ちょうど茶道部とダブっていないので、⾃分が書道を練習したいし、部⻑と担当の先⽣もとても親切なので~~~改めて書道
を学ぶのはとても楽しいです~~~

⼩さくて物事もわかっていなかったので諦めていたこれらの事を、以前は冬・夏休みになるたびにもう⼀度やってみたいと思っていましたが、いつもさまざまな事が原因であま
り練習しないうちに途中でやめてしまっていました。（怠惰な⾃分が主な原因ですが）。今回はまだ半年のこっているので、書道をしっかりと練習して、、少なくともこの半年
は続けたいです~~

この⼀年間はバドミントンをできないので、内⼼とてもつらいです。初めの頃、右⼿を⾻折して、2ヶ⽉余りできなくて、焦りでこっそりと泣いたこともあります。以前はずっ
と⾃分は校外の⽂学部で4年待てると思っていましたが、今は考えが変わり、帰ったらやはり安⼼してバドミントン部に⾏こうと思います。やはりバドミントンは唯⼀⼩さいと
きから今まで続けてきたことですからwww

本題から⼤きくずれてしまいましたが、”⼀つの事を継続するのはすごい事だ”と思います。www

梁⽅⾈さんの⽇記



⼼を落ち着けてwww

2016.01.28

先週から書道部に⼊りました〜茶道部の時間とは全くかぶらないので事前に交流センターの先⽣にご報告していませんでしたhhh

今⽇は初めての作品を完成させ、初めて篆刻をしました〜

お⺟さんは篆刻に精通する友達がいて、何度もお⺟さんは私に習いたいかどうか聞いてくれましたが、断っていました。実は私はとても根気のない⼈で、⼩さい時⽊製の⾶⾏機
の模型を作る時、よくちゃんと磨き終えないままくっつけようとしたため、結局いつもうまく⾶ばせませんでした。

こちらに来て科⽬を選び始めた時に、書道、美術、⾳楽の中から⼀科⽬選ばないといけなくて、その時私は絵を描くのが好きではないし、⾳痴だから、書道を選びました。今思
うと本当にラッキーでしたwww

1週間前、少しやってみようという気持ちで篆刻を始めました。字を校正し、下書きし、何度も描き直しました。私はこれまで⾃分が数ｃｍ２の⼩さな図案に1時間近く費やす
とは思いもしませんでした。さすがに初めてなので、よいスタートを切りたいです。それから下書きを⽯材の上に拓本をとって彫り始めました。書道教室には、⻩⾊いけれど暖
かくない⽇光が差し込み、ストーブからはぽかぽかとした空気がでて、指先には⽩い粉が⾶んでいました。まるで時間が静⽌したかのようでした。

今⽇彫ったものを先⽣に渡して⾒てもらうと、⾃分はかなり気をつけたので、⼀回でOKをもらえると思っていました。結果、先⽣は⼀⾔、”ちょっと彫っただけでしょう”と⾔
いました。⼀瞬ぽかんとしてしまいました、“どういう意味ですか︖私は⼀⽣懸命彫りましたよ、どこがよくないんですか”、今考えてみると、その時はただふっと思ったのだけ
ど、書いてみると⼤体こんな⾵に思ったのだと思います。

先⽣は私の篆刻を押してみると、筆の太さが均⼀ではないし、⼩さな傷がたくさんありました。⾃分で⾒てみると、⼿直ししないといけないとわかりました。紙、スタンプ台と
紙やすりを持ち、研磨することさらに1時間。これまでの私は他の⼈の勧めをあまりききませんでした。”こうした⽅がいい””もう⼀回こうやってみたら”というような話を、こ
れまで⽿に⼊れず、頑固なロバのようでした。今回は本当にきちんと⾃分の印を刻み、しっかりと学びたいので、このようにアドバイスを聞き⼊れたのでしょう。

最後に80点でパスできました。まだすこし満⾜できていませんが、初めてですから、これからまだ進歩の余地があります。数⽇前、お⺟さんに篆刻を学んでいて、その上⾃分
が篆刻がとても好きで、帰国したら、引き続きあのおばさんに学びたい、ということを話しました。きっとお⺟さんもとても喜んでいると思いますwww

先⽣は、篆刻と学習、スポーツはどれも同じで、進歩は順を追って⼀歩⼀歩歩むのではなく、⻑い時間努⼒を繰り返すことでようやく本質的な変化があるのだと⾔っていまし
た。量的変化から質的変化まで、とても簡単な道理を、17歳でやっと認められました。とても簡単なことでちゃんとできなかったのですが、ついに⼀つの事を真⾯⽬にする決
⼼がつきました。

⾃分が将来思いどおりに事が進まなかったり、いらいらする時に初めて篆刻をした時のことを思い出しますように。̶̶⽯材と彫刻等の柄はどれも冷たくて、刃の先だけがこの
上なく熱く、縦横に曲がりくねっています。⾃分が将来どんな困難に出会っても、⼼を落ちつけて、堅実でありますように。

PS︓篆刻でここまで考えるなんて⼤げさだよね。篆刻については、帰国後も間違いなく続けます〜あのおばさん、私の事がとても好きだからwww

梁⽅⾈さんの⽇記





陽射しと⼩さな花

2016.02.17

⽉曜⽇にホストファミリーのお⽗さんは、⼤阪城の梅はいまとても綺麗だよ、週末まで待って⾒に⾏くともう綺麗でなくなるかもと⾔ってきました。それで、私は部活のない⽔
曜⽇に、学校の帰りに寄ってきました。

今⽇は陽射しがとても綺麗で、雲が多くて厚くて⾦⾊のフレームに嵌められ、すごく綺麗です。⼣陽は⼤阪城の緑の軒を照らして、時間が⽌まったように静まり返っていまし
た。

⾚、ピンク、⽩、これらの⼩さな花は、綺麗というよりは、むしろ可愛いと⾔うのにふさわしいです。公園の中に⼊っていき、しばらくぼうっとしていましたwww時にはぼう
っとすることも実に気持ちがいいことです。視野に⼊るものは何もかもぼんやりとしていて、美しい背景にぼかしているようで、そんな中、⾃分でいまのことや未来のことを考
えたり、あるいは何も考えないままでいたりして、いまのような⽣活は普通でありながら特別であるように思えてきます。これまでの半年間はいろいろ考えてきていますが、結
局やはりこう思いました︓ここでの⽇々を以前と違うように過ごさなければならない、中国で学べないことを学ばなければならない、より多く中国にいる時に⾏くことができな
いところに⾏かなければならない、そうしないと有意義になれない、と。

時には、⼀⼈で出かけるのも⼼地いいことですね、進みたければ進む、⽌まりたければとまることができますから。私への最初の印象は真⾯⽬とか親しみにくいとよく⾔われま
したが………実は…そんなことないよwww私はすごくよく笑いますよwww今⽇も、それらの⼩さな花に向かって理由もなく笑ってしまって、とにかく楽しいもの〜〜〜

それに、今⽇の空は本当に綺麗です。ああいう微かに悲しさが混じり、座ってちゃんと考える気にさせる綺麗さです。中学校の時に、あるノートをよく買いました。B５サイズ
で薄くて、ハードカバーのノートです。ハードカバーの表紙に⻘空が印刷されていて、主流のノートでないものです。その時はあのような写真を撮るのも好きでした。後になっ
てああいう写真は「砂糖⽔写真」（画⾯は綺麗でも感情は薄い写真の⽪⾁な⾔い⽅です。―注訳）と呼ばれると分かりましたが、それでも「砂糖⽔写真」に特別な感情を抱いて
います。記憶の中で、初めて映画でああいう⾵景を⾒たのは岩井俊⼆の「リリイ・シュシュのすべて」でした。それも中学校の頃くらいかな。その映画は何度も⾒てようやく理
解できて、その後は岩井俊⼆の映画を⾒たくなくなり、王家衛の映画も⽌めました…… ⼈間はやはり楽しくいたほうがいいと思うから……今⽇の空は⻘春映画のシーンにそっ
くりでした……私はやはり笑い系のドラマが合うかなと思いますhhh

梅の花の次は桃の花が咲きます、桃の花が咲いてから春になります、その時に⽇本を最も代表する桜が咲く頃ですね。

桜が咲く頃は、快晴で厚い雲のないいいお天気になってほしいなあ。陽射しと⼩さな花に満ちた春を楽しみにしていますwww

梁⽅⾈さんの⽇記





ソーラン節

2016.02.25

先ほど、中学校の時の⽇本語先⽣は中国からメールをくれました、当時ソーラン節を練習した時のビデオを持っているかと聞いてきました。その時は、外国⼈先⽣は授業中で教
えてくれただけで、ビデオをコピーして残ると思いつかなかったから、外国⼈先⽣が変わったら、いまの中学校⼀年⽣の⼦は使える材料がないということです。それでこっちの
サイトでビデオを探してリンクを送りました。

ビデオを⾒てて思わずメロディについて腕を振り回してしまってhhh……当時ソーラン節を練習したことも思い出しました。………

中学校２年の冬から習い始めたソーラン節ですが、なぜこそのメロディがすごく好きです。その時は、学校でクラスメートと⼀緒に⼆回演出しました。⼀回は学年のお正⽉パー
ティで、もう⼀回は⽇本語スピーチコンテストの華北エリアの試合での余興ですhhhどれも正式な演出とは⾔えませんが、⾮常に興奮だったです。その時⼀緒にいたクラスメー
トに、私がソーラン節の⾳楽を聞くとたんに興奮剤でも飲んだかのようになると⾔われました。

お正⽉パーティの時は、各クラスは出せる演芸は⼆つか三つに限られていて、うちのクラスは多芸多才の⼦ばかりで、私は学年の前で⽇本語クラスの独特の才芸をアピールした
いとばかり考えて、⼀ヶ⽉をかけて漫才を練習したクラスメートのことを構わず、無理⽮理代わりにやらせてもらいました………（もちろん、後になってちゃんとお詫びしまし
た）……

⼆回⽬はちゃんとした舞台での演芸になりますので、私はさらに興奮しちゃいましたhhh……初夏の季節で、毎⽇の昼は45分しかない昼休みの時間の40分を練習に使いまし
た。残りの５分間は教室まで⾛って帰り素早く昼ごはんを済ませます。そんな練習は半⽉間も続いて、クラスのほかのクラスメートはご飯を買ってくれたおかげで午後の授業に
間に合ったわけです。その時は、仲間たちは毎⽇も筋⾁痛になっていてhhh⽂句を⾔う⼈もいましたが、⼒を出したり真剣に取り組んだりする姿勢は崩さなかったです。最後に
出演するメンバー、動作の加減、⽴つ位置、列の変化、終わりのポーズなど、科⽬リーダーとして管轄外のことにけっこう⼝を出しました。その時は本当にソーラン節⼀筋で、
今考えれば、親友が⼿伝ってくれたことに、クラスメートは私のことを怒らなかったことに、先⽣に信頼されたことに、本当にありがたいことだったです、ありがとうhhh hhh

本番の⽇はいいお天気で、着替えてから、私たちはホールの外で最後のリハーサルをやりましたwww演出は順調で、⼤きな声も出せましたし、⼀番⼼配だった終わりのポーズ
も成功しました。来場の外国籍の先⽣に褒められ、本当に嬉しかったです〜〜〜⽇本語クラスは散漫でわがままとよくほかの先⽣に⾔われてきましたので、その⽇はようやくみ
んなにアピールできました。私たちも団結で、やろうと思えばやれる︕と誇りの⾼い気持は相当落ち着かなかったですよhhh hhh

ソーラン節は⽇本⼈にとってはどんなものかはわかりませんが、私はそのメロディを聞く度に、まだ未熟な私たちは鏡に向かって何度も何度も練習したシーンを思い浮かべます
wwwいまはほかの⼈の演芸を落としたりすることはもちろんしませんが、ソーラン節への特別な感情はずっと続くはずですwww今期の後輩もその踊りを好きになってほしいな
あwww

PS︓当時の写真を何枚かをアップしましょうwww（私って⾃虐的な⾏動を取っています……）

梁⽅⾈さんの⽇記





遅れたバレンタインの⽇記

2016.02.27

今さらバレンタインのことを⾔うのは遅すぐますが、せっかくだから、⾔いたいですwww

14⽇当⽇は福⽥さんのところに⾏って、チョコやクッキーを作りました。柴原さんがいて、作り⽅を教えてくれたので助かりました。チョコを溶け、マシマロとかいろいろ⼊
れて混ぜて、型に⼊れれば、⼀種類が出来ました。あとはクッキーを焼いて字を書いたり、カップケーキを作ったりしました。初めて⾃分で作ったお菓⼦、柴原さんいてくれた
から、うまくいけましたwww最後に柴原さんにレシピももらいました。

そんなにいらないと思ったので、⽉曜⽇に半分だけ学校まで持って⾏きましたが、結果⾜りなかったです......余ったら茶道部の後輩にもあげようと思ったけど...⽇本のバレンタ
インはそんなに賑やかとは思わなかった(笑......友達からもいっぱいもらいました。運動系の⼥の⼦もすごく上⼿に作ったことにちょっとショックしました(笑......

家に帰ったら、お⽗さんお⺟さんからもチョコをもらいました。

(写真付き)

梁⽅⾈さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



初舞台

2016.03.07

10⽉から⽉に⼀回、⽇本舞踊のお稽古を受けて、いよいよ、昨⽇は初舞台の⽇でした。

派⼿な着物で舞台に出るのは初めてですし、お化粧も初めてで、失敗が怖かったから、緊張しました。でも舞台裏で、私の次に出番するお姉さんにすごく励ましてくれて、⾳楽
が鳴ってからすぐ緊張感を忘れました。努⼒した分をみんなに⾒せるのは良かったと思います。

福⽥さんと先⽣にありがとうございます。斎⽊先⽣も⾒に来てくれて良かったです。笑顔で踊りたかったけど、緊張感と⼀緒に忘れてしまってごめんなさいwww

帰国する前に、もう⼀曲（「梅は咲いたか」）を覚えて帰りたいです。

これは⽇本語で投稿されたものです

梁⽅⾈さんの⽇記



修了式――歌のように歩く、歌のような⽇々

2016.03.22

修了式。⾼⼆が終わりました  。

国内の⾼⼆だと、⾃分の点数や成績順位に気になってたまらなかったでしょうし、夏休みの間に⾃分と優等⽣との差を縮めるために⼀⽣懸命頑張る決⼼をしていたでしょう。学
歴社会は中国の国情の下ではなにも悪くないと思いますが、「ギャップイヤー」を早めに経験することも、⼀種の⾃分磨きです。⽇本の⾼⼆が終わる時には、私はもう春休みの
計画を全部⽴て終えていて、⾼三の⽣活と夏のJ・TESTをとても楽しみにしています。なぜなら⾼三は新しい始まりだと⾔えるからです。やっと思う通りに⽂系クラスに⼊れ
て、これからはもっとたくさんのクラスメートと知り合いになり、すこしでも勉強のリズムを取り戻し、⾃分が11カ⽉も頑張ってやってきたたくさんのことの成果を⾒ること
ができるでしょう。⼀⽅、残り四カ⽉しかないかと思うと、本当に時間の経つのは早いなぁ、もうすぐ帰国するけど、どうやってこの「旅」を円満に終わらせたらいいだろうと
考えるようになってきました。J・TEST、茶道部、書道部、⽇本舞踊、また学校の授業……⼤きな問題はありませんが、まだまだ優秀とは⾔えません……同期⽣数⼈と⼩さなプ
ログラムを計画していますが、形にすることができるかどうかまだ分からないので、詳しい話は内緒にさせていただきます、その成果のおかげで最後に⾃分が円満だと感じるこ
とができますように〜

ここ何⽇かは⾃分にフィードバックをする時間を与える必要があります。春休みを充実に過したいし、⾼三になるともっと忙しくなりたいし、⾃分にもっと厳しくしたいし、今
やっていることを最後まで続けてやりたいし、もっとたくさんの友達をつくって、帰国した後も連絡を続けたいです。またもっと⾃信を持って⾃分に厳しく強くなりたいと思い
ますが、本当はずっと楽しくいられるのも⼤事だと思います。

この前の期末復習のある⽇、私たちを励ますために、学校側は紙を配って、私たちに未来の⾃分宛てに⼀通の⼿紙を書かせました。私は7⽉の⾃分に書きました。内容はもうは
っきり覚えていないのですが、最後の⼀段落だけ覚えています。「今⽇は太陽の光がとてもまぶしくて、それを未来のあなたに贈ります、ずっと楽しくいられるように、またこ
の⼀年間が有意義だと思えるようになってほしいです。⾃分を信じてください、すべての経験は収穫ですから。夢を持って、夢を実現するために頑張ることを忘れないでくださ
い。」

PS:写真︓家庭科授業の⼿作りエプロン＆グループ活動の後＆家庭科授業で作ったちらし寿司、茶わん蒸し＆期末試験の前の⽇にみんなでやったドッジボール＆今⽇のキャンパ
スの中の⼩さな花たち

梁⽅⾈さんの⽇記





おすすめ︕おすすめ︕おすすめ︕

2016.03.24

最近「世界⻘年説」という番組を⾒つけました。テーマを決めて10カ国の⼈がフリートークかディベートを⾏います。テーマは⼤体各国の⽂化に関するもので、⽂化の違いで
⽣じた誤解を解き、お互いに理解を深めてもらうことを⽬的としています。この番組はとてもいいと思います︕強くおすすめします︕YouTubeで⾒れます︕とてもおもしろいで
す︕

梁⽅⾈さんの⽇記



まともに映画の話をしない映画評論

2016.03.24

ホストファミリーのお⽗さんと「ちはやふる」を⾒に⾏きました、前はストーリーを知らなかったのであまり⾏こうと思わなかったのですが、とても⾯⽩くて、今はエピソード
２を⼤変楽しみにしています、気が変わるのが早い。この映画は典型的な⽇本⾵のドラマで、突っ込みどころがたくさんありますが、ネタばらしをするつもりはないので、３つ
だけこの映画を好きな理由を述べますhhh

⼀つ⽬は映画のキーワード、かるたです。この⾔葉の中国語訳は⾳訳しかなくて（少し万葉仮名の感じがしません︖）、「歌留多」と⾔います…中国語で読むと響きが悪
い………かるたというのは前の句を⾒て、次の句を答える、対聯みたいなIQが⾼くて⽂学造詣の深い⼈が遊ぶゲームだから、このような映画はきっと⾯⽩くないし、⾒ても分か
らないだろうと思いました。実際は古典⽂学と結び付けながら、反応スピードを競争するカルタゲームです。そうだったら⾯⽩いでしょうhhh古典⽂学も勉強できるし、また⾯
⽩みもあります〜百⼈⼀⾸の本を買いたいと思います、私は反応が遅いけど、詩を読んで品性を陶冶したりするくらいはいいでしょうhhhhhh

2つ⽬は映画に出ている呉服です。主⼈公の⼥の⼦の⼀⼈の実家は呉服店をやっていて、彼⼥⾃⾝もとても古典⽂学が好きです。この映画では⼀番⽂句の⾔えないところ、また
私の⼀番好きなのはこの娘のことですhhh

呉服はもっと漢服に似ていて、交领襦裙（漢服の⼀種̶訳注）と⾐裳（⼀番典型的な漢服̶訳注）みたいなもので、初期の和服です。現在の和服は⼤体江⼾以降の形で、私⾃⾝
は呉服の⽅が今の和服よりきれいだし着やすいと思いますhhh

今国内で、漢服の復興は若者の間ではとても盛んに⾏われています。みんながそう考えているとは⾔えないのですが、私は⾃分の国の⼈々により多くの漢の⽂化を知ってほしい
し、「チャイナドレスは中国の服を代表するもの」という印象を変えてほしいです、少なくともスタイルの多種多様な漢服がたくさんあります。

3つ⽬は、主⼈公の男性と⼥性の⼆⼈は美男美⼥です︕声もいいです︕これに⽐べれば、突っ込みどころはもう⼤したことではありません hhh⾯⾷い＋声優ファンの執念hhh
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蹴上の桜

2016.03.28

午前部活が終わった後、直接京都に⾏きました。⼀⼈でもハイテンションで遊べますよ hhh hhh

蹴上インクラインに⾏きます。途中で森兄さんから京都は⾬が降っていると聞きました……駅から出たら本当に⾬が強かったので、三条に引き返して傘を買って、また蹴上に着
いたら⾬が⽌んでいました=_=もう ……でも傘はとてもきれいで、また使えるし……

うん、まともな話に戻りますが〜⾬上がりの鉄道跡と桜のコンビネーションは、たとえようもないほど美しかったです〜「お酒を飲むならほろ酔いが⼀番で、花⾒をするなら、
綻びはじめる花の姿が⼀番だ。」もう少し経つと、きっと観光客が激増するでしょうし、今は花⾒をする⼀番いい時です\(//∇//)\

もうこれ以上⾔わないことにします、写真をアップしますhhh

梁⽅⾈さんの⽇記
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