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我们在学⽤⽹站哟
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我什么都不想说QAQ

2016.09.12

7:30
第⼀天上学，穿着姐姐的裙⼦^_^怕赶不上车，提早来了⼏分钟，但是反⽽早过头了…刚到车站的时候上⼀班车还没⾛…看到了
很多⾼中⽣，其中也有我们学校的，裙⼦的长度简直ヤバい还有化浓妆的…好可怕QAQ（虽然aki说我们学校还好，不像有的学
校毎⽇ホロウィン233)

从家到车站⼤概需要15分钟，其中有⼀半的路程是上坡，⾛起来有点累，到车站都出汗了。不过听寄宿家庭妈妈说路边的树其
实都是樱花树，三⽉份的时候樱花盛开⾮常美，我们家旁边也有樱花，开的要更早⼀些，⼆⽉份就会开了，想想还有点⼩激动
呢…但是在这之前，我要先熬过（据说）刺⾻的冬天…
话说我觉得我已经不会写东⻄了，中⽂⽇⽂切换的有点混乱，阿姨和あき倒是切换⾃如，举个例⼦，阿姨要给我解释点东⻄，
⽇语可能我不太理解，就⽤中⽂和我说，寄宿家庭妈妈在旁边⼀脸寂し的感觉，あき就和她妈妈说：“ママ、从刚才开始，ずっ
と中国語で真的好吗。”
16:20
啊今天真是难忘⽽⼜刻⾻铭⼼的⼀天。
早上，下车出站的时候从⼀个不认识的出⼝出去了，我完全没察觉到，就往记忆中的⽅向⾛，⽽且旁边还有很多妹⼦穿着好像
是我们学校的制服，我就安⼼地跟着⾛了…⼤概到⼋点的时候我有点慌了…因为我好像来到了⼀个完全不认识的地⽅…⼜⾛了
⼗分钟我实在忍不住了,问了问⾝边的学⽣，才知道原来她们不是我那个学校的………………我就更慌了，往来的车站⽅向⾛，
但是马上就要到约定的时间了，我当时也不知道能不能找回去，想着总之先告诉家⾥吧，就往家打电话，结果是寄宿家庭妈妈
接的，语⾔不太通…他以为我坐过站了就安慰我先坐回去吧…我怎么也解释不明⽩…挂了电话就想哭，最后还是哭了边哽咽边
往回⾛…然后往回⾛了好久回到车站…绕到另⼀⾯果然看见了之前见过的路…打了个电话回家，阿姨⼀直在安慰我，然后我⼀
边⾛⼀边打电话⼀边哭…到学校了，好不容易平复了⼼情结果所有⼈都在和我说不要哭不要哭…同志们⼤家知道逆反⼼理是⼈
控制不了的啊…然后我⼜没忍住,然后好多⽼师就过来安慰我，我就这样变成了⼀个新梗…⼀上午好多⼈都对我说不要哭…
我就想问问上学第⼀天就糗成这样的还！有︕谁！！来战！！！
和同学相处的⼀天也是so尴尬…交流不太顺畅,这边上课的时候简直过于活跃到了闹腾的程度…上⼀节课脑袋都⼤了…
不过⼤家对我很友好，⽐如我选了⾳乐课，要吹⼋孔竖笛,我完全没接触过，有⼀个同学就很耐⼼地教我，虽然也没什么成果，
我还有点后悔早知道就选书道好了还可以做陶器，不过⾃⼰选的课跪着也得上完…就当是新学了样乐器好了…
话说总觉得⽐起⼥⽣男⽣更好相处呢orz⽐如数学课坐在我旁边总想教我的⼩哥，还有和我说⾃⼰是⽇本的王⼒宏的⼩哥…
期待⼀下以后好了^_^
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流⽔帐⼀般的⽇记

2016.09.16

在这边也⽣活了⼏天，像这边的⾼中⽣⼀样上了⼏天学。每天早上⾛⼗五分钟左右去车站，路不算长但基本都是很陡的上坡，
每天早上都会⾛⼀⾝汗⽣⽆可恋。车站是终点站，完全不⽤担⼼没座，我⼀般赶7:41的那班车就可以，⼤概要坐15 分钟吧，我
经常在等车或是坐车时写写⽇记什么的，就像现在这样）下车出站时从车站东门下，东门下，东门下，重要的事情…你们都懂
（详情见上⼀篇⽇记，我第⼀天从⻄门出站然后跟着不知道哪个学校的学⽣⼀直⾛啊⼀直⾛⼤概半个⼩时后我看到了⼤⼭=_=）
从正确的⼝下车后⾛⼗多分钟就可以到学校，有很多条路可以选择，各种胡同，有各种回家的⽅法，不过迷路的⽅法更多，顺
带⼀提我前⼏天在回家的时候也迷过路，不过后来问路找到了…

学校的⽣活真的是⽐较轻松的，反正我觉得学习⽐⼈际交往轻松很多，学习的话，数学化学英语都是学过的内容，上课抱着
Casio查单词就好了，古典其实感觉也还好，不把它当⽇语学就⾏…虽然我也背不下来…这边每⼈配⼀台笔记本，也能当平板
⽤，上好多课都需要⽤，还有⼀个类似云盘的东⻄，所有年级所有学⽣所有课程的东⻄都在那⾥⾯,上课的时候先把这节课要⽤
的⽂件放到⾃⼰电脑的D盘⾥，之后就可以记笔记或是完成上课讲的题篇。保健课的时候⽤电脑记⽼师在黑板上写的内容，我有
很多不知道发⾳的词，所以也不知道该怎么输⼊，旁边⼀个有点⼩帅的⼩哥（就是数学课说要指导我放学还帮我找⽼师的那
个）把桌⼦和我的并在⼀起，特優しい地⼀个⼀个单词给我读出来，让我可以输⼊到电脑⾥，真的特感动。我总是觉得他很像
神奇宝贝⾥⾯的⼩智（虽然⼀点也不像ˊ_>ˋ…不过以后就管他叫⼩智好了2333）
和⼥⽣相处的时候就觉得不是特别⾃在，嗯也没有不⾃在那么严重，只是不知道对⽅在想什么，所以总有顾忌，⽽且语⾔也不
是那么通，还会有表达不清的情况，有点累的慌，⼼累=(。aki和我说要明⽩⽇本⼈的想法需要三年，好嘛我还没弄明⽩别⼈想
什么就要滚蛋了哈哈哈…不过在⼼连⼼的群⾥⼤家也有表⽰有的时候有点尴尬…啊正常啦…
机会难得顺便总结⼀下⼩伙伴们在第⼀天上学结束后的的发⾔吧，⽐如学⽂的在学数理化啊，学理的被古典和地理虐的死去活
来啊，⼀⼤男⽣家庭课做针线活啊，上体育课没有运动鞋结果在体育馆⾥光着脚跳绳啊，东北⼈和台湾巴⻄⼈交朋友结果中⽂
带成台湾腔英⽂带成巴⻄腔啊之类的…还有好多好多…
上课的时候也有有趣的事情，⽐如英语表达两周有⼀节外教课，⽼师是⼀个黑⼈叫Tim，上课时我被叫起来回答⼀个问题，我回
答完后他就问我︓You're not Japanese, right ?我回答︓yeah I come from China.Tim特兴奋地竖起⼤拇指说well China is so cool 后来
我想⼀想为什么他会知道我不是⽇本⼈呢，应该是因为我的发⾳⽐⽇本⼈标准⼀丢丢吧…同学和英语⽼师的发⾳我听得很纠结
=_= 还有化学课的时候，⼀上课⽼师就出了两道摩尔计算的题，我⼀分钟就做出来了，⽼师看到了就开始哦哦哦哦︕︕︕同学们
也开始哦哦哦哦︕︕︕⽼师惊讶了⼀会反应过来说你是不是学过了，我点点头刚想说我已经上过⾼⼀了就看到⽼师仰天长
啸：“⽇本どうしよう‼ （⽇本︕怎么办啊︕︕）全班都⼀起笑…我想了想也没解释…:-)
未完不⼀定有续=)
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台风 棒球

2016.10.08

2016.10.6
好久没有写⽇记了。

原因有很多︓最近放学后有部活，会晚⼀点回家，在电车上只想放松放松，听个歌眯⼀会之类的︔还有就是最近找到了好⼏⾸
百听不厌的歌，每天早上坐车都要听⼀遍︔以及我基本每天都会在微信朋友圈发⼀些⼀天的事和照⽚之类的，⽇记就觉得没什
么可写的︔当然最重要的原因是我为了弄line把⼿机apple ID设成⽇本的之后，我之前在备忘录⾥吭哧吭哧⼀个⼀个字打的⼏篇
⽇记就不见了，两篇是还没有发过的…有⼀篇我写了好多字来描写我们很厉害的美术部，然⽽现在什么⽤都没有了，我之前的
努⼒都付之东流，有点堵得慌，就没再写⽇记…
今天写当然是因为发⽣了不得了的事…
昨天晚上我回到家以后外⾯开始下⾬，后来风越来越⼤把我的台灯都掀翻在地，我赶快把窗户都锁上了。睡觉的时候下着倾盆
⼤⾬，风吹在窗户上发出哐哐的声⾳…特别吓⼈…我是第⼀次遇到这么⼤的台风，⽽且还是在晚上睡觉时。再加之我这个⼈睡
觉的时候真的是很挑，尤其是⼊睡的时候有⼀点声⾳就会睡不着…我就和着外⾯喧嚣的风⼉，⼀直迷迷糊糊地醒到了⼀点，后
来还安慰⾃⼰没事万⼀下到明天早上说不定还能停课了呢…
然⽽早上起来的时候真是晴空万⾥，这⼀个⽉都没看到过⼏次这么⼤的太阳。因为睡眠不⾜，我整个⼈都是虚的，眼睛也睁不
开。闭着眼睛吃了早饭出家门，路上看到了⼀只喵，我拿出⼿机给它拍照，它看了我半天，我挥挥⼿和它打招呼，脑⼦迷迷糊
糊的伸错了⼿，右⼿拿着⼿机打招呼结果⼿⼀滑把⼿机摔了出去…⼿机壳也瘪了猫也吓跑了TAT。刚才在电车上写⽇记，⼜差点
摔倒地上，被我⼀个猴⼦捞⽉挽救回来…去便利店买了杯咖啡顶⼀顶，嗯怎么说能不能振奋精神我不知道，不过它是真的挺好
喝的︓）
今天前两节课是体育，⼀个⽉以来第⼀次正经的体育课，可是我觉得⾃⼰已经是个废⼈了…
体育课可以选项⽬，我秋天选了ソフトボール，也就是棒球，要在操场那边上课——我们学校有两个部分，⼀部分是教学楼这
边，另⼀部分是体育场，据学校不远，⼤概要⾛五分钟。今天的太阳真是我来⽇本后见过的最⼤的太阳了，然后我在没有⼀丝
遮挡的运动场上待了两个⼩时…这么形容吧，我和泡⾯⾥的蔬菜包没什么两样了…
我在中国打过⼏天垒球，就是不⽤球棒和⼿套⽽且球轻⼀点软⼀点那种，所以规则还是知道⼀点，但打上实际的棒球就感觉还
是挺难的。我习惯⽤⼿抓球，可是带着⼿套抓不到，应该是等球打到⼿⾥再抓。克服抓球的下意识就⽤了好久，再加上我有个
看到球就发呆的⽑病，于是我今天⼜被打了…⼀次胳膊⼀次脸…嗯棒球打的真的⽐垒球疼…
但是同学都很優しい，因为我是第⼀次⽤球棒打，所以到我击球的时候投⼿就给我投好接的那种球（话说投⼿就是以前说过的
⼩智同学）就是那种⾼度正好速度还慢的球，有⼏次投快了或者投低了还⼀直说ごめん弄的我都不好意思了…成功上垒后⼤家
给我⿎掌，跑完垒后有⼏个还和我击掌（虽然击掌之后⼤家都吐槽好奇怪哈哈哈）
总之虽然今天特别热，但是因为和⼤家玩棒球…好吧还是很热，不过很开⼼︓）
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⼜去东京看画展啦:-D

2016.11.13

今天去上野看了⼀天画展，因为展览不让照相，所以配图乱七⼋糟没什么营养。

早上起早去汐⼊和⼤家汇合，结果到了之后发现所谓的⼤家只有两个⾼三的和⽼师和我⼀共四个⼈，⽼师开车带我们去的东京，避免了我找不到地⽅的危险，科科。

⾼三的两个前辈都特别好，其中有⼀个和蔼可亲美若天仙的⼩姐姐，真的好可爱哦 本来想照相的结果各种机缘巧合就错过了呜呜呜呜[流泪]

上午看的是卢卡斯克拉纳赫的画展，怎么讲，作为⼀个宫廷画师他的画感觉是很华丽的，⽽且特别细致，细致到每⼀根头发⾐服上的每⼀粒珠⼦，包括从他的画就可以看出来他⽣活
的年代⽐较久远，脸和笔触都是古典主义的那种感觉…我觉得最不可思议的是他的画这么细致他居然是以画得快⽽闻名的 后来没记错的话好像他不在宫廷画画⾃⼰带着⼉⼦弟⼦
们单⼲了，⾮常有商⼈的眼光，建⽴了⼯房卖画好像赚了不少钱…中后期的画就是各种裸⼥各种放飞⾃我，值得⼀提的是他那个年代应该不会有妹⼦给他做模特，⼥性的⾝体⽐例之
类的也应该是他⾃⼰琢磨的，所以虽然不太标准但对于这种尝试探索我们是应该敬佩的…不过我是不太喜欢啦，第⼀是因为我对于⼀个天天画裸⼥的⽼⼤爷没什么好感，第⼆也是最
重要的是他画的⼈体⽐例真不是太好看…

中午吃饭的时候我们⽼师兴⾼采烈地带着我们去旁边⼀家类似室外咖啡厅⼀样的地⽅说这⾥很便宜，然⽽买完才发现便宜是便宜但是量超级少根本不够吃，啊顺带⼀提我和那个特可
爱的前辈⾃⼰早上买了⾯包所有并没有买东⻄吃。酒⾜饭饱之后⽼师问两个前辈要不要吃パンケーキ和たこ焼き之类的…前辈犹豫了⼀下⽼师接着说他请我们吃，我们连忙点头说要
要要⼀点也没矜持[呲⽛]

后来⽼师下午有点事我们三个就去看梵⾼和⾼更的画展了，嗯总的来说也很棒，放了两个⼈在同⼀时期的作品，还有他们俩崇拜欣赏的画家的画（⽐如莫奈啊我好喜欢莫奈）其中还
着重介绍了两⼈的友♂谊，包括相识啊相知啊然后⼀起住在⻩⾊⼩屋那段时期各种互相启发互相激励啊还有后来梵⾼精神出问题后两个⼈分开后依然关系还可以经常书信来往之类
的，挺感⼈的。不过我下午有点累了还有点脑袋疼，然后展馆⼈⼜特别多，买纪念品的时候还发现没带够钱…也是挺遗憾的…

顺带⼀提上野中国⼈好多啊，有⼀个感觉像是旅游团似的，导游绝对是北京⼈，⼀⼝京⽚⼉扇得我⽿朵疼
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久しぶり

2016.12.08

やっとテストが終わったので、久しぶりに⽇記を書こうかな。

学校のテストと⽇本語能⼒試験が重なったテスト週間の五⽇間がやっと終わった。でも中国での中間や期末テストが終わった時のような開放感があまり感じられない。理由は⼆
つあるかな。まずはテストが難しくないこと。⼀番苦⼿な国語だって、もともと無理なんだって思えば、⾼得点なんて最初から期待しない。⼆つ⽬の理由はテストが終わっても
学校が休みにならないから……ま、そんなこと⾔ったって、しょうがないよね︓)。

でもすごく嬉しかったこともあった。

なんだか、⽇本に来てから感情の起伏が激しくなったと思う。すごくハイな気分でいると思えば、次の⽇には落ち込んでいたり。ちょっとしたことで気分が盛り上がったりする
んだ。例えばおいしい飲み物を買えた、なんてこととかね。中国では学校の寮住まいだったので、基本、寮と学校の教室を往復するだけの毎⽇だった。毎⽇考えることもほぼ変
化はなく、悩んだり、喜んだりするようなこともなかった。⽇本に来てからは⽣活が⼀変した。毎⽇いろんなことが起こって、トラブルや嬉しいこともたくさんあり、いろいろ
な驚きに満ちている。どうしたらいのか、わからなくなることなんてしょっちゅうあるけれど、⼀⽣懸命頑張っている。いままでの経験とか学んできたことのなかから、どうや
って問題を解決したらいいのか精⼀杯考えている。乗り越えられたときは、苦労の末、⾼い⼭の登頂に成功したような達成感を感じるよ。急に落ち込んだ気分になって、とりと
めのない考えばかりが浮かんできて、思いっきり泣きたいけれど⼈前ではそんなことはできないと思うこともある。誰かと思いっきり話をしたいと思ったあるとき、夜中に海辺
の同級⽣と1.2時間も話し込んだこともある。異国の地で⼈から受ける親切が⾝に染みるとき、幸せな気持ちで胸がいっぱいになる。そんな時は、⽇本に留学に来て本当によか
ったって思えるよ。

話が脱線しちゃった。

どんな嬉しいことがあったのか、話せば⻑いんだけれど。

ここでの悩みは、勉強のこと。ここの学校では⾼校１年⽣のクラスに⼊っているけれど、本当は私は今年で２年⽣になるんだ。しかも⽇本の授業ってわりと簡単だし、それがラ
クといえばラクなんだけれど、中国に帰国してから、授業についていけるか⼼配で。ここで問題集を買ったりしたほうがいいのかな、とも考えたけれど、結局、良い解決⽅法は
みつからなかった。ここまでが前置きね。

私の学校では定期テストの当⽇に、その⽇のテスト教科ごとの宿題も提出することになっているの。私は宿題のやり⽅がまだよくわかっていなくて、数学1と数学Aの宿題を同
じノートに書いてしまった。提出するときに、それぞれのノートで提出しなくてはいけないとわかって、先⽣にそれを説明にいかなくてはならなくなった。友達がついてきてく
れて、私たちの数学の先⽣を呼びに⾏ってくれた。この時、知らない先⽣に、ちょっといいかなって声をかけられたんだ。その先⽣は数学が好きかなって聞いてきたので、は
い、と答えたら、もう少し難しい課題をだそうか、もちろん教えてあげるし、と⾔ってくれた。すごく嬉しかったけれど、ちょっと答えに詰まってしまった。だって全然知らな
い先⽣が、なんで私のことを知ってるのか疑問だったし。と考えていたら、学校の外国⼈講師から、私がシンガポールで数学のコンテストに参加したことがあると聞いた、
と……ああ、それで。納得。

それはこの時からさらに遡ること１か⽉以上も前のこと。この学校にはフィリピン⼈の⼥性外国⼈講師がいるんだ。彼⼥とおしゃべりをしたとき、彼⼥はシンガポールに住んで
いたことがあるということと、この学校の修学旅⾏でもシンガポールに⾏くという話題が出たんだ。そのとき（話題を盛り上げるため)⾃分が⼩学⽣の時、シンガポールのIMC
数学コンテストに出場した話をしたの。でも実際はこのコンテストって数学オリンピックみたいにすごいものじゃないし、しかも⼩学⽣の時だったから、問題も難しくなかった
んだ。

この数学の先⽣（後でN先⽣って名前が分かった）は、はじめは数学オリンピック︕ってすごくビックリしていたらしい。でも私がイヤイヤ、と⼤笑いしながらちゃんと説明を
したら……じゃあ、中国では数学はどこまで習ったのかと質問をしてきたので、学校の教科書を開いて説明をした。⾃分は数列が苦⼿だとも伝えたら、N先⽣は３年⽣の使う数
列の問題集をくれて、まずは⾃分でやってみてごらん、もしわからなかったら、聞きにおいで、と⾔ってくれた。⽇本の数列では「∑」の記号を使うけれど、私は初めてみたの
で、翌⽇さっそく先⽣の所へ⾏った。N先⽣は数学の記号のことだけじゃなくて、他の解法やいろいろなことを２時間近くも話をしてくれた。本当に楽しかったな。数学はずっ
と好きだったけれど、こんなに夢中になったのは初めての気がした。きっと、テストとは関係のない内容だったからだろうね……数学のこと以外にも、たくさんのことを話し
た。例えば、先⽣は三国志が好きで、寝る間も惜しんで読みふけったこともあるんだって。先⽣はあの時代が⼤好きなんだとか。私の苗字は孫なので、先⽣は私が孫権孫策孫⼦
の兵法なんかとも関係があるような気がすると⾔い、私の先祖のどこの出⾝なのかなって質問を……ハハハ、そんなこと全く知らないし、中国はこんなにたくさん⼈がいるんだ
から……それと先⽣は桂林にも⾏ったことがあるんだって。中国のどこに家があるのか聞かれたので、⼝だけの説明ではわからないかなと、紙に中国の地図をかいて説明をした
（中国で勉強をした地理がこんなところに役⽴つなんて。これまでにも⽇本で、何度も中国の地図を描いて周りに説明をしたよ）N先⽣は楽しくて話が⾯⽩くて、授業もとても
熱⼼だ。わからないことがあると、根気よくわかるまで丁寧に説明をしてくれる。それから私がほかにどんなテストを受ける予定なのか、数学はどこまで勉強したのか、などな
どなどなど聞いてくれた。本当に⽣徒思いの先⽣だよね。家に帰ってからホストファザーにもN先⽣がとてもよく⾯倒を⾒てくれていると話をしたら、お⽗さんはわざわざN先
⽣に挨拶に⾏ってくれたんだって。本当に感動したよ。

中国にいたときは、⾏動をするより、頭で考えていることのほうがずっと多かった。失敗したらどうしようという恐怖⼼から、挑戦する勇気も失くしてしまっていた。⽇本に来
てからは、なんでもチャレンジしてみようと頑張って、恐れずに、どんなチャンスも無駄にしないようにがんばっている。この機会にいろいろなことに挑戦し、⼈のためになる
ようにがんばりたい。だってここの⼈たちはまるで⾃分のことのように、他⼈のことも⼤切に考えてくれる⼈たちばかりなのだから。

まだまだ若いんだから、あたってくだけろ、でなんでもチャレンジしよう。

あたっけくだけてしまっても、そんなのはたいしたことはないんだから、何も恐れることはない。

  

孫 瑞雪さんの⽇記





年越しと誕⽣⽇

2017.01.28

ここのところ昼も夜もずーーーっと学校のlife designのレポート作成と発表の準備に追われている。レポートはこの間やっと書き上げることができたけど、今度はPPTを作って
は修正の繰り返し。作っても作っても、なんか違うカンジがして。要綱も何度も作り直したことか……あと⼆⽇で本当に完成させられるのかな……今⽇もほぼ⼀⽇中PPT作りに
かかりっきり。しかもPCの調⼦が悪くて、途中までできていたものが全部消えちゃって、頭が真っ⽩になりながらまた作り直し……

昨⽇は旧暦の⼤晦⽇。ホストファミリーと⼀緒に餃⼦を作って、⾃分の部屋に戻ってから⼀⼈でniconico動画で年末特番の⽣放送を観た。歌や踊り、お芝居や武術の演武なんか
も相変わらずすごかったよ。コントは…まあ、ノーコメントで。⼩さい頃は毎年ワクワクしながらずっと観ていたけど、今はそんなに⾯⽩いとは思えなくなっちゃったけどね。
１１時すぎになってから、番組を聞きながらpptの作成開始。また作っては直しての繰り返し。

１２時になったら、中国の親友から感動的な⻑いバースでメッセージを受け取った。パッとPCを閉じて、読みながら泣いて、また泣きながら……友達がいてくれるって、⼈⽣
で本当に幸せなことだよね。

そうそう昨⽇学校で放課後、廊下を歩いていたら後ろからある⼥の⼦に声をかけられたんだ。クラスは違うけれど英語と数学の授業を⼀緒に受けているコ。私は美術部、彼⼥は
吹奏楽部なので部活もお隣さん。でも申し訳ないけど、彼⼥の名前を憶えてなくて……そのコはわざわざ呼び⽌めてくれて、明⽇お誕⽣⽇だよね、おめでとう︕明⽇は会えない
と思うから今⽇のうちに⾔っておくねって……クラスメートも私の誕⽣⽇を憶えていなかったのに、まさか覚えてくれていたなんて。超感動したよ。

放課後、N先⽣と数学の勉強をしているときに雑談になって、先⽣からいくつになったんだっけ︖ときかれたので、明⽇１７歳になりますってこたえたら、そうだ、以前、君か
ら２８⽇が誕⽣⽇だってきいていたんだよね、忘れてしまってた……⼤丈夫ですよ、気にしないでくださいってつたえたら、先⽣はちょっと待っててと⾔って出て⾏って、⾃販
機で買ってきたココアを誕⽣⽇プレゼント、と⾔って渡してくれた……先⽣、超カワイイ︓)

今⽇の午前中で荷物の整理はほぼOK。早くみんなに会いたくてたまらないな。お昼はホストファミリーが誕⽣⽇を祝ってくれた。お寿司とケーキを買ってきてくれて、ケーキ
にはろうそくが１７本。バースデーソングも⼀緒に歌って……嬉しくて、感激。

もう１７才だ（⾼校１年⽣のままだけど……）。私に、誕⽣⽇おめでとう。
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折り返しの半年が始まるね

2017.02.04

中期研修は本当に楽しかった。この楽しい気持ちは、⾔葉では⾔い表せないくらい。みんなと知り合えたこと、最⾼だよ。最後の研修も楽しみにしているけど、ちょっと寂しい
気もする。だって最後の研修が終わったら、本当にお別れだもんね……

サイトに載せられるかわからないけれど、とりあえず顔が写っていないのをアップするね。

 

やっぱりみんなのことが懐かしいよ。なので絵にかいて壁に貼ってみた。眺めていると気持ちが落ち着くね。

 

この前、家のそばの駅の桜が咲いたんだ。きれいだよね。みんな写真をパシャパシャ撮ってたよ。
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 ⼩声で⼀⾔。⾃前のブラウザだと⽇記の互換性とかなんだかわからなくて……もうダメだ……結局chromeからアップできた……chromeダイスキ……



これって、多分、⽇記…だよね︖

2017.02.09

ここのところずっと忙しかったんだけど、ちょっと近況報告をするね。

WeChatのグループ内ではみんな、どこに遊びに⾏ったとか、何を⾷べておいしかったとかつぶやいているけれど、⾃分だけは毎⽇「あーあ、明⽇は試験だ」「明⽇の追試験ど
うしよう……」なんていう内容ばっかり。先輩からもグループの怒涛キャラだよって⾔われちゃったよ……

近況を報告するね。先週の中間研修中に⽋席した分の助動詞の追試はもう終わったよ。⾳楽鑑賞も今⽇の放課後、補習を受けたし（⼀⼈だけで⾳楽鑑賞なんて、ちょっとすごす
ぎなカンジ）。ライフデザインのクラス発表も完成したしたけれど、まだ修正するんだろうな。修正なんてしたくはないんだけど……発表本番までまだ１か⽉ちょっとあるか
ら、とりあえずこれは脇においておいて……⼭のような国語の宿題はまだおわらない。今⽇、進研模試を受けた。けっこう難しくて、みんなは寝ていた。私も国語の時は同じく
寝ちゃっていたけど……ｃ

この⼆⽇間は、２年⽣はシンガポールに修学旅⾏に⾏っていて、３年⽣は⾃由登校なので、学校に残っているのは、ほぼ私たち１年⽣だけ。なんだか校内がすごく静かだよ。部
活も同じ状況なんだけど、美術部の１年⽣は⼈数が多いから……美術部の先⽣と次に何をするか相談して、⽴体作品を作ってみたいと伝えたんだ。でもなにが必要とかもよくわ
からないので、作りながらちょっとずつすすめていこう。そうそう、部活って⾔えば、美術部も夏休みに合宿があるんだって。でもでも、７⽉の末なので、私はもう中国に帰国
しちゃっている。ええーんＴＡＴすごく⾏きたかったよォ…

翻訳の先⽣ごめんなさい。なんだかヘンな⾔葉を使っちゃってるかも……本当にすみません……
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授賞式

2017.02.13

この半年間、部活動で絵を描いていることが⽣活のほとんどの時間を占めていた。でも⾃分としてはそれはそれで、満喫していた。まあ、遊びにでる時間を犠牲にしちゃった気
はするけれど、得るものもあったし、満⾜していた。中期研修で、それぞれの⽬標を提出する課題があったんだよね。その時ある先⽣が、⾃分の作品で受賞する、なんていう⽬
標を書いてみたら︖ってアドバイスしてくれたんだけど、その場では私もうまく⾔葉では説明できなかったんだ。絵とかって、スポーツだ、試合だってときみたいに、頑張って
努⼒すればそれがすぐに結果につながるものじゃないんだって……ところが私はラッキーだったみたい。

中間研修の最終⽇、ホストファザーからメールが届いた。内容は私が提出していた２作品のうちのひとつが全⽇本学⽣美術展の特選をとった、って連絡だった。そのときは思い
っきりテンションが上がっちゃって、ネットで⾒てみたら、受賞者として100⼈ぐらいの名前が並んでいた。２等賞、ってかんじなのかな。私の学校からも他に、たくさんの受
賞者がいたよ。それと団体で、全⽇本学⽣美術会賞も。

なので⽇曜⽇（２⽉１２⽇）ホストファザーと⼀緒に、上野で⾏われた授賞式に参加してきたよ。電⾞で往復３時間、

もう、グッタリ……

忘れられない経験ができたかな。正装をしてステージの下で着席して、それから受賞者たちが⼀⼈ひとり、ステージに上って賞状を受け取る。留学中にこんな経験ができるなん
て、これまで想像もしていなかった……午後に賞状を受け取って、副賞として油絵の絵の具ももらえた……良かった、これでまた絵を描きまくれる……

⼀番うれしかったことは！！そう！！センターの先⽣が⼆⼈、授賞式に来てくれたこと。ハハハ！！しかもお花とチョコレートまで
持ってきてくれたなんて、本当に気を使ってもらっちゃった。すごく感謝しています：）G先⽣って本当にかっこよくてカワイすぎる
>w<!!（コレ、本⼈に読まれないよね……）

午後は近くのラスコー洞窟展にいってきた。本当に素晴らしかった。こんな壁画が，２万年以上も前に描かれていたなんて、信じら
れない。洞窟ってミステリアス。発⾒から発掘の過程もドラマチックで……展⽰されている壁画はすべてスキャンで読み込んだのを
3Dで印刷したもの。現代テクノロジーってほんと、すごすぎ……
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フォークダンス

2017.03.09

今⽇は体育の授業で初めて「フォークダンス」をやってみた。期末ので、５・６・７・８組のみんなと⼀緒に体育をやっていた。最初はちょっと恥ずかしいが（男⼦と⼀緒にダ
ンスするとか、、、）どんどん好きになった。実際に私はこの間体調が悪くて、昨⽇も熱だった、今⽇はだいたい⼤丈夫と思うけど、体⼒があるかどうかちょっと⼼配して、
「今⽇は体育をやめて保健室にいくほうがいいかなぁ」と⾔う考えもあったが、せっかくフォークダンスをやるのに、できるだけ参加したかった。疲れたけど楽しかった、おか
げで元気いっぱいになった︕︕来週も同じ内容だそう、楽しみにしている︕︕

（写真がないと残念

これは⽇本語で投稿されたものです
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期末

2017.03.16

ずっと⽇記を書こうとは思っていたんだけど、ずーーっと時間がなくて。とりあえず記録帳代わりに書いておくね……

今⽇は球技⼤会の練習があった。本番は明⽇と来週の⽕曜⽇。今⽇は学校のみんなとバレーボールの練習をした。中国でもかなり無理やり試合に出たことはあるけれど、技術の
⽅はかなり悲惨…でも、今⽇の練習では、なんかいけそうなかんじだった。体育館の中なので⾵もないし、屋外でやるよりもずっといいかも︓）サーブがなかなか上⼿にきまっ
て、しかも⾃分は体格もいいからパワーだってある。みんなからも褒められちゃったよ。へへへ……明⽇の試合、がんばるぞ︕︕

今⽇は新⼊⽣説明会もあった。体育の授業の後、３０分も体育館で会場の準備をした。床の上にビニールシートをしいたり（みんながそのまま⼊ってこられるように）椅⼦やテ
ーブルを出したり。卒業式が終わった後にも同じような作業をしたけれど、あれは撤収作業だったから……なにはともあれ、みんなと⼀緒に何かをするっていうのは楽しいよ
ね。

そうそう、卒業式って⾔えば、⽇記を書くのを忘れていた。その⼆⽇間（前⽇はリハを２回した）は曇り空なのに正装していたから、とにかく寒かった。拍⼿をする⼿も感覚が
なくなって……本番はすごく感動した。吹奏楽部の演奏がずっと続いて、卒業式全体もすごく良かった。とにかく感動したってことかな。

（でもいまだに、どうして期末試験の⼆⽇前にリハと卒業式をするのか納得できないよ）

もう１⽉からLifeDesignの準備を始めて、22⽇にやっと発表までこぎつけた。2か⽉近くもじわじわと苦しめられ続けたってかんじだけど……明⽇はリハーサル。今⽇やっと原
稿が完成したんだ……あるクラスメートが超良い⼈なの。まるまる1時間半も修正に付き合ってくれたんだQUQやっと完成した時思ったことは︓⽇本語って難しすぎる。もう⽇
本語なんて勉強したくないよｵｵｵ……

最近ずっと忙しかったので、しばらく部活も休んじゃってる……先⽣はわざわざ素材を届けてくれたけど……すごく申し訳ない……しかも作品の完成までまだまだかかりそうだ
し、冬休みに必死に頑張ろう……春休みって⾔えば、ここの春休みってすごく短い……⼤阪の同級⽣は、もうとっくに休みになったって聞いたのになTAT

 

孫 瑞雪さんの⽇記



タイトルが思いつかない……

2017.03.19

特に内容はないんだけど、ちょっと書いておこうかと……

もういつの間にか7か⽉も経っているね。あと4か⽉で帰るんだ。なんだか夢の中にいるようだよ。2年前、初めてこの⼼連⼼プログラムのことを知ったのは、参加した先輩の帰
国後の報告会がきっかけ。その時先輩がこんなことを話してくれた。実はすごく後悔していることがある。⽇本での留学を始めた何か⽉の間に、もっと積極的にまわりと交流を
しておけばよかった。そのことに気が付いた時にはもう⽇本にいられる時間があまり残っていなかった、と。この話を聞いた時、もし私が留学に⾏けて、同じような状況になっ
たら、そうはならないように、できるだけそうはならないようにしようと思った。もちろん、留学に⾃分が⾏ける可能性は低いけれど……これは⾃分でどうにかできることでは
ないので。

中国の学校では１期の⽣徒をもう選抜し始めたと聞いた。私に声をかけてくれる⼈は⼀⼈もいなかった。⾃分は性格も全然よくないし、とくに⼈付き合いに関しては。なので誰
も⾃分に声をかけないことにかえって、ほっとしていた。それに帰ってからのいろいろなこと……まあいいや。帰ってから考えよう。

帰りたくない。

最近しょっちゅう頭に浮かんでしまう考えだ。でもここにずっといつづけたいっていうことでもない。何とも⾔えない気持ちなのだ。たしかにここでの⽣活は中国にいたころよ
りずっとバラエティに富んでいる。勉強以外、いろいろな⼈や物事に出会える機会がある。しかも⽇本に対する理解も、やっと始まったばかりだ。でも⼀⽅、現実的な問題もあ
る。ここにいられないっていうことを考えていることではなく、たとえ、ずっといられたとしても、同期のみんなは帰国してしまうし、今度は後輩たちがやってきて、⾃分⼀⼈
だけ残って忘れ去られてしまうようなのは、何の意義があるのかなって考えると̶̶もちろん、みんな妄想なんだけど。７⽉には絶対に帰らなくちゃいけない。今いる学校はい
いところで、⼤好きだ。帰ったあとでもずっとほこれる学校だ。でも実際には、ここで勉強を続けたら、希望の⼤学は受からないだろう。それに勉強ということだったら、やっ
ぱり中国の雰囲気が⾃分には合っていると思う。

まあ、なんとも微妙な気持ちだ。もしかしたら⾃分の⼀番の願いは時間が⽌まってくれることかもしれない。もしくは３⽉が永遠に終わらないこと。⼀番いいのは⼀⽇たつのに
⼀年かかって⼀⽇千秋のようになればいいのにな……

いいや、こんなことはかないっこないんだから、ただ考えてみているだけ……最近知ったんだけど、同期⽣のCYさんの春休み中のホームステイ先がすぐこの近くなんだって。
でもまた新学期が始まったらその⼈は⼤分に帰っちゃうからさびしくなるし。こっちの学校に通えればいいのにな……まあ、そんなこと⾔っても、どうしようもないか……

明るいことを話すね。引きこもりの⾃分も明⽇やっとお出かけするよ。同じ部活の⼈と、映画を観に⾏くんだ…映画の後は、吹奏楽部の定期演奏会にも⾏って…同期⽣のみんな
はしょっちゅうご飯だ、カラオケだ、映画だって出かけるから、こんなことってみんなにとっては⼩さな⼀歩でも、私にとってはまさに⼈類の⼀歩に匹敵することなんだよ。ハ
ハハハ（⾔ってて、⾃分でもむなしい）

２２⽇は発表本番だ…⾃信を持つのが⼤事だけど、すごく緊張しちゃって……うん…がんばるぞ……
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試験が終わっても忙しい

2017.03.24

20⽇に,隣のクラスで美術部で⼀緒でもあるマナカちゃんと映画を観に⾏った。ディズニーのあの新作映画だよ。⽇本語のタイトルは「モアナと伝説の海」。中国語ではたしか
「海洋奇缘」だったかな。⼀⽇中、超楽しかった。なんだか親友を⾒つけられた気分だよ。お昼のミーティング後⼀緒にご飯を⾷べた。共通の話題がたくさんあって、映画も超
おもしろかった（さすがはディズニー）。できたら、もう⼀回観たいな。それとも、ネットにあがってきてからにしようかな……4⽉になったら、美⼥と野獣も観に⾏きたい
な。中国の友達がみんな超良かったっていってるし>w<それから⼆⼈でUFOキャッチャーをやって（全くひっかかりもしなかったけど）太⿎の達⼈をやって（私はレベル１も
クリアできなかったけど）さかなクンとおそ松くんのガチャポンをやって、⼀緒に写真を撮って、漫画を買って、とにかく楽しかった。私はガチお宅だけど、友達とお出かけっ
てやっぱり楽しいな。また⼀緒に遊びに⾏きたいっっっ︕︕︕

夜は⼀⼈で学校の吹奏楽部の定期演奏会に⾏ってきた。⼀⼈で出かけたんだけど、⼊場を待っているときに、ちょうど列の前の⽅に並んでいたクラスメートたちに会えて、ひっ
ぱっていかれた（列の割り込みはダメなんだよ。良い⼦はマネしちゃだめ）。演奏は素晴らしかった。吹奏楽部の⼈たちって吹奏楽部としてだけではなく、演劇部、ダンス部合
唱部的などなど、様々な演出も盛り込んでいた。仲のいい友達が何⼈かみんな吹奏楽部なので、観ているこっちも楽しいよ。

22⽇は産社の例の発表だった。⾃分でもなかなか良かったんじゃないかなって思っている︓）先⽣⽅が来てくれなかったのがすごく残念だったけど……途中、ちょっと何回か
つっかえちゃったり、単語を読み間違えちゃったりもしたけれどね。ハハハ。でも気にしない。良い感じだったと思うよ~最後の質疑応答もすごく⾯⽩かった。質問されても聞
き取れなかったらどうしようってドキドキして、ステージではずっと作り笑いをしていたんだけど、質問者に当たった⼈が、同じ美術部の男⼦で、その⼈ってすごく良い⼈で質
問をするのではなく、感想を⾔ってくれたんだ。⾔ってくれた内容にすごく感動したよQUQ。それともう⼀⼈、⼀緒に発表した男⼦からも質問があったんだけど、なんて⾔っ
たらいいかな。まあ、確かに私の発表した内容をちゃんと聞いてくれてはいたと思うんだけど、彼の⾔っている内容がなんだかよくわからないというか……やってみてわかった
ことは、⾃分は⼤学⼊試の⾯接も、まあ受けれれそうだってことかな（笑）……何とも答えようがなくて、結局、わかりませんって⾔ったよ…………これをのぞけば、他は順調
だったっていえるかな…………
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傘壊れちゃった＞△＜

2017.04.07

最近暖かくなった、もう春だよね。

今⽇朝から⾬降っていた、駅で友達のOさんとシャベルながら⼀緒に学校へ⾏く途中に、⾵が強かったので、傘が壊れちゃったQUQ。

その時に数学のK先⽣がちょうど後ろから⾛ってきた

先⽣が「傘が壊れちゃったの︖」と笑っていた

「はい」

「俺今⽇傘忘れたーー」と⾔いながら⾛っていた

ちょー⾯⽩かった（笑）

K先⽣が好きだが、今年先⽣の授業がとってないよねTAT

 

なんか私の⽇本語おかしくない︖

これは⽇本語で投稿されたものです
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久しぶりの⽇記（っていうか、毎回も久しぶりじゃん（笑））

2017.05.23

最近は本当に忙しくて忙しくてずっと⽇記を書かなかったなぁ、でももうすぐ帰国の作⽂を書かなきゃ、やはり⼀回⽇本語で⽇記を書いて練習しようか。
もうそろそろ作⽂の締切⽇のに、正直私はまだ全然書いてないんだよTAT…⼀つ⽬の原因はやはり帰りたくない、作⽂は「留学のまとめ」だから、書く時はいつも
悲しくて、テンションも⾼くない…それに最近はテストあるから、テストが終わったらまた書こうか。あそういえはうちの⾼校は⼆年⽣から⾃分で時間割を作るか
ら、テストもバラバラにする、教科の担任の先⽣がテストの時間場所内容などを教えて、みんな別々でやる。初めてこんなテストを受けて、⾼校ですごいなぁと思
っている。

⼆つ⽬の原因は最近⼀⽣懸命部活をやっていた（笑）。中間研修から帰ってきたときからもう考えていたが、実際始めたはもう三⽉⼗⽇ぐらい、今までの⼆か⽉す
ぎほぼ毎⽇やっていた。明⽇は⼀次審査の締切⽇だからとくに先週は毎⽇学校で遅くまで残っていた。先⽣もいろいろ助けてくれてほんとにありがたいです。美術
部のみんなもありがとう︕︕昨⽇の夜でやっとほぼ完成していって、今⽇あさ撮影して、写真を向こうに送った。賞を取れなくてもいいんだ、今⾃分も満⾜した
ｗ。

夜⼋時の学校

⼆年⽣になって、美術部のみんなは前よりも仲良くなったと感じる。毎⽇⼀緒にお弁当を⾷べたりしゃべたり、ちょー楽しい︕︕帰ったらたぶん寂しくなるかな…
今の授業は⾃分が選んだから、結構楽しんでいって、理科をいっぱいとった（「強っ」と⾔われたけど）、ものつくりや⽴体構成なども⾯⽩かった（残念だがもう
すぐ帰るから溶接と⾦属加⼯もやってみたいね、⼆⼈の先⽣もすごくいい感じ＞ｗ＜）先⽣たちもちょーーナイスだTUT 数学のK先⽣と今⽇廊下に会ったときニ
コニコしながら「久しぶり」を私に⾔った、優しいなぁって思ったQAQ あとは数学のTK先⽣も好き＞////＜、授業は受けたことないんだけどめちゃ優しくてイ
ケメンらしい先⽣だね…好きな先⽣本当に多すぎだ…もうーー感動すぎ泣きほどのいい先⽣たちだ…帰りたくないわｗーー帰国前に先⽣たちと友達に⼿紙を書きた
いが、この間⼀回名前を書いてみた時何と五⼗枚以上だ（笑）書くことは⼤変かもこんなたくさん友達ができて本当に幸せだ。

これは⽇本語で投稿されたものです
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⼀次審査を合格した︕︕︕LOL

2017.05.31

 

嬉しい︕︕︕︕︕︕︕

 

http://www.ihsaf.net/

これは⽇本語で投稿されたものです
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体育祭（の準備）など

2017.06.17

来週の⾦曜は体育祭ーー私のこの学校で最後の⾏事だ。楽しみしている〜

先週からもパフォーマンスの練習が始まった、私たちの⻘軍なんかパフォーマンス中にライブペインティングをやるらしい、超⾯⽩そうだ。でも時間が短くて、できるかな…と
りあえず頑張る︕︕︕

あもう⼗時半なの…明⽇⽇本語能⼒試験の模試がある…しかも川崎で、⼆時間以上もかかるわ…遠すぎて、乗換も複雑で…無理TAT、、

これは⽇本語で投稿されたものです
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