
今⽇は暇だ

2006.10.31

俺らは⽉曜⽇、⽔曜⽇、⽊曜⽇と⼟曜⽇の午後は部活だ。俺らはバスケ部だ。⾦曜⽇はパソコン使えない。⽕曜⽇は暇があるけど、こちらのパソコンはすべて中国語出来ない。
今⽇は試験だった、難しかった、数学で積分の内容も有ったので⼤変だった。 俺の学校には、世界からの留学⽣が沢⼭いる。世界の国々の友達も沢⼭出来た。 今⽇はすべて⽇
本語で書く、とても不便だと思う、今⽇はこれ以上だ。 （原⽂）
これは⽇本語で投稿されたものです

倪 流沙さんの⽇記



お待たせしました

2006.11.13

はは。ついに中国語を打つことができるようになった。本当にうれしい。 ここ仙台は台⾵の季節が過ぎたかと思ったら、何⽇も⾬が降った後、先⽣がそろそろ雪が降る季節に
なったと⾔った。先週の⽕曜⽇、基⾦の偉い先⽣が僕達に会いにきた。⽇記の話になって、やっとずっとここの情況を紹介していなかったことに気づいた。 僕達の学校は仙台
にあって、とても⼤きな学校だ。2つのキャンパスがあって、僕達は多賀城キャンパスだ。この学校は多くの⼊学⽅式があって、僕達の男⼦は中等学校で、⼥⼦は外国語のクラ
スだ。学校にはたくさんの外国⼈留学⽣がいる。スポーツ留学できている外国⼈の学⽣もいて、中には卓球で来ている中国⼈留学⽣もいる。男⼦のいる中学はとても良い。僕達
は4学年だけど、学習内容は⾼2のものだ。数学は微積分を学んでいる。男⼦3⼈ともバスケットボール部に所属している。⼥⼦の⼀⼈は空⼿部で、⼀⼈は⼸道部にいる。⽕曜⽇
と⾦曜⽇は練習がなく、男⼦は6時以降は練習がある。 僕達は今寮に住んでいて、⽣活はとても楽しく、⼼配事もない。 ここの交通の便はいい。その上仙台の交通もとても便
利で、週末には、1⼈で電⾞に乗って遊びに⾏く。松島--⽇本の三景の⼀つ。⾏った。仙台市の近くの場所にも⾏った。近くに住んでる友達たち。仙台に遊びにおいでよ。電⾞
⼤はそんなに⾼くないし、僕と松島に⾏こう。 最近テストばかりで、疲れた。仙台に来てから⼗数回、試験した。いたい。5時半になった。今⽇はここまで。パソコンルームが
閉まる。なにかあったら教えて。明⽇も⾒るよ。 （訳⽂）

倪 流沙さんの⽇記



すっきりしない

2006.11.14

体育の授業中に⼿を怪我して、バスケットボールができない。だから⽇記を書きに来れた。 （訳⽂）

倪 流沙さんの⽇記



バスケットボール

2006.11.21

バスケットをはじめて もうすぐ3ヶ⽉近くになる。前は僕はバスケットボールに興味がなかったが、今はNBAを⾒始めた。実は、僕はバスケットボールがこんなに上⼿かった
のか。バックからの⼀点、ロングシュートも決めた。それに動きもきれいだ。そんなところからも投げられる。跳んで投げることもできる。ただ唯⼀駄⽬なのはドリブル。あ
ら。 （訳⽂）

倪 流沙さんの⽇記



東北⼤学

2006.11.21

数⽇前、僕は東北⼤学に⾒学に⾏った。歴史の⻑い名⾨校で、ただ建物がすこしぼろい。今度写真を持って来ます。 （訳⽂）

倪 流沙さんの⽇記



来年5⽉

2006.11.25

来年5⽉に全国⾼校バスケットボール⼤会があって、その時みんなに会えるかもしれません。困ったことはぼくたちの⾝⻑の問題です。バスケットボール部の訓練が問題だ。毎
⽇100回の腕⽴てと、200回以上のボール投げでは駄⽬だ。それからジャンプして投げて、そうでなければ腰の筋⼒が⾜りない。ダーク・ノビツキーから学ばないとね。彼のシ
ュートは最⾼の形だから。 （訳⽂）

倪 流沙さんの⽇記



限りがない試験

2006.11.29

仙台に来てすでに10回以上の学期末試験を経験した。レベル別もあれば、学校内のもあった。明⽇また今学期後期の中間テストに参加します。。。 こんなにたくさんのテスト
をしたが、⽂系は依然として駄⽬で、理科は変わらずとてもよい。何も変化がない。達成感を感じない。すっきりしない。 （訳⽂）

倪 流沙さんの⽇記



︖︖︖

2006.11.29

来年5⽉〜6⽉まで全国バスケットボール⼤会があると⾔ったのに、どうして誰も興奮しないの︖まさか留学⽣が参加できないわけないでしょ︖僕らの先輩が参加するなら⽇本
語をマスターしなければならないと⾔った。試験が終わったら練習が始まる。男たちよ、ついに⾎が騒ぎ出すぞ。 （訳⽂）

倪 流沙さんの⽇記



苦しいか、2万5000の紅軍を思う︔疲れるか、⾰命の⼤先輩を思う

2006.11.29

僕達の3⼈の男⼦がいる学校にとても感⼼している。授業は、普通の学校の⾼2より難しい。特に数学はそうだ。数2全部勉強し終わった。僕は先⽣に他の授業を受けたい⾔った
ら、そのクラスでは数3も終わってることに気づいた。本当に⾼3が何を勉強しているのかナゾだ。数3はほとんど微分積分の範囲だ。それに、中国のよりも深い。僕は気が狂う
ほど勉強してるよ。毎⽇図書館で遅くまで勉強をして、夜遅くなってからやっと寝る。⼟曜⽇もだ。そうでなければついてゆけない。夢の中でさえ微分積分の夢を⾒た。毎⽇パ
ンダみたいに忙しくしている。部活の時スリーポイントシュートが決まらなかった、イタイ。 （訳⽂）

倪 流沙さんの⽇記



みんな⾏っちゃったー

2006.12.09

みんな旅⾏にいったの︖仙台にくる⼈はいないの︖僕達は修学旅⾏のニュースはない。ただスキーに⾏くことは決まっている。もうすぐホームステイだ。少し遠い所に泊まりた
いな。仙台近くはつまらない。 （訳⽂）

倪 流沙さんの⽇記



競技

2006.12.09

⽇本の⾼校の理科⼤会の参加情況は分からないが、僕の物理は全校の中で２番⽬だった。もしこの学校がこういうような競技に参加するなら、僕はやってみたいです。 （訳
⽂）

倪 流沙さんの⽇記



JBAとCBAとNBA

2006.12.19

⽇本にもバスケットボールのリーグがあった。全部で9つのチームがあって、仙台のは89ersと呼ばれる。フィラデルフィアの76ersと関係があるのだろうか。⼟曜⽇、僕は試合
観戦をする。きっと⾯⽩い。 （訳⽂）

倪 流沙さんの⽇記



違いについて

2007.01.01

今度の旅⾏いろいろ⾔いたいことあるけど。︕︖あら、中国語できない︖︖︖学校に戻ってから⾔うしかねええええぞ
これは⽇本語で投稿されたものです

倪 流沙さんの⽇記



⾔いたいことが多すぎて。。。。。。先に少し⾔います

2007.01.09

中国国内の⼈は中国の教育が最もすばらしいと思っている。中国の学⽣は海外の学⽣に⽐べて聡明だと。こういう考えは国⺠の考えの中でますます深くなっている。初めて僕が
⽇本に来たとき、⽇本では公⽴でも私⽴の⾼校でも、⾼校⽣の英語が下⼿なのに気づいた。⼀緒の友達がいうには、これが⽇本の新しい⼀代だよ、⽇本が変わらなければきっと
中国が追い抜くだろうと⾔った。でも、僕は、中国もこのままでは⽇本に及ばないと思う。 決して、僕が海外のものであれば、いいものだと思っているわけではない。僕は本
当にそう思ったのです。今⽇は午前中が試験で、午後は休みだった。僕は今図書館の中に座っているのだけど、そばに座っているのは勉強に没頭している⽇本の学⽣たちだ。
僕はホームステイから寮に帰ってきて、⽇本の学⽣たちの⽣活を⾒た。彼らはほとんどゲームをしない。勉強かアルバイトすることがほとんどだ。アルバイトをするのは⼤学が
決まった⼈たちだ。 これが僕の⾒た中国の学⽣と⽇本の学⽣の違いの⼀つだ。⽇本に来て以来、クラスに中国⼈が僕⼀⼈だったから、いつも⽇本⼈と⼀緒にいた。ゲームに対
してもうあまり興味が湧かない。 まとめれば、着実であれということ。 他に、⽇記を⾒ているすべての中国⼈に⾔いたい。⽇本の初めての新幹線である東海道新幹線は1961年
10⽉に開通した。平均時速は200キロメートル以上。フランスのパリ〜リヨン間の⾼速鉄道は1971年に開通した。中国はこの⽅⾯では、⽇本に⽐べて少なくとも30年⽴ち後れ
ている。 （原⽂）

倪 流沙さんの⽇記



今⽇テレビを⾒た

2007.01.15

今⽇テレビを⾒て、与党以外の党の広告を⾒た。広告の内容は⽇本を変えるというようなもので、外でよく⾒かける選挙ポスターを思い出した。こうしたことは中国であり得な
いよなあ...... PS︓競争なしには闘いもない。闘いがなければ進歩もない （訳⽂）

倪 流沙さんの⽇記



泣いてる

2007.01.19

三⽉の京都研修は無くなった。僕ら男３⼈の学校は毎年３⽉京都研修の⾏事があるけど、⼥⽣徒はなし。学校の先⽣は男だけ京都へ⾏くなら、公平じゃないだって。京都研修が
無くなった。でも、⼥たちは3⽇間のスキイから帰ったばかりなんだ。男たちはなにもない、うらやましいいいい。 （原⽂）
これは⽇本語で投稿されたものです

倪 流沙さんの⽇記



ski

2007.02.13

始めて半⽇⾜らずでスキーをマスターすることができて、⾃分に本当に感⼼した。10回も転ぶことなく、1時間くらいで⾃由に⽅向転換もできたり、停⽌したりすることもでき
た。1000回で成功というならば、まだ本当にマスターしたとは⾔えないけれど、1000回失敗をくり返すとマスターすることができるはず。

倪 流沙さんの⽇記



みんなそれぞれに頑張ろう。

2007.02.23

昨夜眠れませんでした。。。。。。 もしかしたら、みんなと会わないほうが良かったかもしれない。帰って来てからというもの毎⽇本当1⽇がとても⻑く感じられる。中国に帰
りたいと思ってしまう。広島に⾏く前はこういう思いになっていなかった。今、少し⼭陽にいる留学⽣達をうらやましく思う。仙台よりも中国が近いからだ。北海道と沖縄の留
学⽣は別の県にいる友達に会うのは⼤変だろうなあ。 あと5ヶ⽉、早く過ぎて欲しい。こんな⾵に寝られない⽇が続いたら健康を害してしまう。 （訳⽂）

倪 流沙さんの⽇記



微妙な気持ち

2007.02.26

もう５ヶ⽉が過ぎた、僕の⽇本語はすごく進歩したような感じがする。向こうでは普通の電⾞に乗ってるみたいに、各駅に⽌まって。今は新幹線、ずっと前へ⾛っていく。僕は
いつもそう思っている。最近の試験では、国語は学園でトップクラスに⼊って、⾃分も不思議だと思った。これからの５ヶ⽉、⾃分がどうなるか、時間が証明してくれる、きっ
と。
これは⽇本語で投稿されたものです

倪 流沙さんの⽇記



とても楽しみ

2007.03.19

春休みのホームステイ先はとても遠いなあ。

倪 流沙さんの⽇記



東京の⼈込みよ

2007.04.02

「東京は格別なこともなかった。」これは魯迅の藤野先⽣の1⽂の中の第ひと⾔です。 昨⽇、浅草と上野の⼈の群れの中で、新宿と千代⽥のビルの下で、私はこの話を思い出し
ました。⼈が多くて、ビルが多くて、⾯積が⼤きくて、とても発達した都市、実際のところ、ただの⼤きな都市です。 明⽇筑波の科学技術都市に⾏って⾒学します。これは中
国の地理の教科書に記録されている有名な都市で、東京のビルと⽐較すると、そこには10階以上の建物はありません。しかしそこには世界各国の科学者が集中しています。科
学がなければ、東京もありません。⼈々はビルの間の喧騒と⾞の流れを追い求めている間に、科学を追い求めることを忘れてしまいました。

倪 流沙さんの⽇記



東京ディズニー

2007.04.03

ここには⾼いジェット・コースターはなくて、私の最も体験したいフリーフォールもありません。私の想像の中の遊園地と完全に異なっています、でもここの⼈はとても多い。
今⽇私の印象に最も深いのは1つ、それはつまりある1種の⽴体の軌道の列⾞。ジェット・コースターではなくて、普通のおもちゃの汽⾞で、軌道が上がり下がりを上り下りし
て、あちこちで回転して、このおもちゃの汽⾞は軌道の上に全部で4台が同時に運⾏していて、タイミングがとても良く、プラットホームも分けて作ってあります。これは世界
中のどの国にも無さそうです。ここから⽇本⼈の時間に対する正確さを⾒て取ることができ、感⼼しました。

倪 流沙さんの⽇記



5年⽣

2007.04.11

5⽉に5つ以上の試験があって、その中の3つは全国統⼀の試験、略称は全統。育英特進３年はそうじゃないけど。

倪 流沙さんの⽇記



納⾖がダメだという⼈はきっと納⾖を⾷べたことがないだろう

2007.04.11

⾷べたことがないのに納⾖が臭いとか⾔わないでください。納⾖に正油を⼊れないと味がないと⾔わないでください。納⾖はただ⾒かけは上品じゃないけど、味はまたとても微
妙で、たまにある特殊な匂いは別の調味料が出すものです。 ⼀つ全部ちゃんと⾷べてこそわかります。でも晩ご飯には⾷べない⽅がいいかも、消化にいいから、夜によく眠れ
なくなります。

倪 流沙さんの⽇記



インタハイに出たいな

2007.04.20

来⽉はインタハイが開く。まずは県⼤会、それからは全国だ。僕もでたいけど、６年⽣先輩たちが勉強のため、部活もう⽌めた。チイムの⼈数が⾜りないから出られない残念だ
が本当に出たいな。
これは⽇本語で投稿されたものです

倪 流沙さんの⽇記



富⼠急ハイランドのジェットコースターが最も有名らしい

2007.05.10

最⾼のスピードは時速170kmで最⼤の加速度は６Ｇ。どこにあるかわかりません。

倪 流沙さんの⽇記



がんばりましょう。

2007.05.18

詳しくは、 http︓//gp.csj.jp/ を⾒てください。

倪 流沙さんの⽇記



速いな

2007.07.12

いよいよ帰国するんだな。 速いのはただの留学⽣活じゃない、われわれの⼈⽣が速いと感じっている。この10ヶ⽉間、まるで⼀眠り起きたばかりみたいな、まるで夢みたい。
もはや⼤⼈になる。来⽉、僕は17歳になる、もうすぐ⼤学⽣になる。もう⼈⽣の理想を果たすと時だ。もうそろそろ......TT 左の写真はちょうど1年前の僕だった。この写真を
⾒るたびに、思わず⾃分がこの10ヶ⽉間の⽣活が思い出せれる。
これは⽇本語で投稿されたものです

倪 流沙さんの⽇記



昨⽇化学グランプリを参加した

2007.07.17

さすが⽇本の最⾼レベルの化学試験、学⽣の⾼い理解⼒と考え⼒を求めています。すべて問題は⽂章を読んで、理解した上で答える。今までの問題はほぼ⼤学で勉強するものか
或は⼤学でも勉強しないものが多かった、たとえば分⼦軌道法、結合と光の吸収。今年の問題の1つは伯努⽴⽅程式、もう1つは有機物の電⼦状態と構造、1つは2層分⼦、最後
の1つはエントロピー。今年試験の内容は主に物理化学が中⼼とした、問題はそんなに難しくないが、⼀番難しいのは⽇本語と思います、試験中問題を理解するには時間をかか
りすぎました、問題について⾃分の理解には納得いかない、結果として、今回の試験はあまりよくない。 しかし、体験できることはとても良かったと思います、⼀⽣忘れな
い。

倪 流沙さんの⽇記



忘却

2007.07.30

急に気がついたですが、1985，86年に⽣まれた⼈たちはだんだん世間の⼈に記憶されていますが、すぐに我々の世代の⼈間が世間の⼈たちに知られていくことでしょう。 数年
後我々はどうなるか誰にもわからないと思いますが、でも、世間に忘れられないように、⽇本の友達に忘れられないように、僕達の間でも忘れられないように、頑張らなくては
なりません。

倪 流沙さんの⽇記



学校が始まってから最初の試験

2007.08.22

今⽇、化学テストがありました、クラス全員まるで⼤学⼊試試験ように緊張している雰囲気が満ち溢れていました. 僕は何も勉強していなかったけど、テストに参加しました、
留学⼀年間勉強できなかった分は僕の学習の動⼒になっています。 絶対におごらず、絶対に慌てず、落ち着いてと. 留学帰国者は他の⽣徒と⽐べて、特殊といえば特殊ですが、
特殊な状況であろうが無かろうが、テストを前にしては皆平等です。 僕は今まだ分かったようなわからないような状態ですけれども、9⽉3⽇正式新学期が始まったら、私は他
の学⽣と同じようにやっていけると信じています.

倪 流沙さんの⽇記



受験⽣の苦しみ

2007.08.24

帰国して初めての試験はなんと58点で、不合格でした．今回ついに⾃分のことがはっきりわかりましたが、かけているものがまだとても多いです。 11⽉に⼤学のを始めて早め
の採⽤と推薦⼊試が始まりますが、結局どうしようか、まだ迷っています． 先⽣は私に江蘇を紹介するようにおっしゃいましたが、現在本当に時間がありません．何ヶ⽉か過
ぎて、先⽣⽅がいらっしゃったら、なぜ名古屋と南京が友好都市になったかがわかると思います．

倪 流沙さんの⽇記



後輩達よ

2007.09.08

くれぐれもこの1年の留学の時間を⼤切にしてください。でないと、⾼校３年⽣の内容にはもちろん、２年⽣についてゆくのも難しいですよ。努⼒がなにより⼤事です。 流砂に
⾝をおく先輩より、あなた⽅が⽇本でのすべての試験を「向かうところ敵無し」とつきすすんでいき、⽇本の友⼈達にあなた達をしっかり印象付けてください。 もちろん、希
望の⼤学にも合格しますように。

倪 流沙さんの⽇記



明⽇は中国で教師の⽇だ

2007.09.09

明⽇は中国で教師の⽇、中国全国の先⽣たちの祭りだ。 まず、国際交流基⾦会の先⽣たちにお礼を⾔いたい。先⽣たちお疲れ様でした。特に富樫先⽣、僕の修了証の件とても
ご迷惑をかけました申し訳ございません。 後２，３⽉後、僕の学校では⼤学のAO⼊試が始まる。僕はきっと頑張る。進学できろうかできるまいか、⼀年間の留学⽣活は後悔は
なしだ。 今、能⼒試験の１級を準備している。⾃分の成功を祈る。
これは⽇本語で投稿されたものです

倪 流沙さんの⽇記



僕の誕⽣⽇プレゼントはもう届いた

2007.09.11

先⽣たちはわざわざ誕⽣⽇のおみやげをくださって、最初はびっくりした。その写真を⾒て、１年間留学⽣活の様⼦が思い浮かべる。まるで帰国ばかりのようだ。ありがとうご
ざいます。

倪 流沙さんの⽇記



修了証はもう届きました

2007.09.20

僕の終了証はもう届きました。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

倪 流沙さんの⽇記



2回⽬の試験終わりました

2007.10.07

うまくいかなかった、卒業出来ないかも。何でこうなってしまったんだろう︖

倪 流沙さんの⽇記



暇

2008.05.02

先⽇⼀冊のアルバムを受け取り、交流センターのウェブサイトを思い出した。 今⽇は暇なので、このサイトに⼊ってみたら、思いいたらず......あ〜、このページを開いたのが
遅かったぁ。漸くサイトの使い⽅を思い出すのに苦労した。 当時⼀緒に留学に⾏った後輩三⼈がいて、今は⾼⼆になってる。今、彼らは忙しいし、オンラインする暇も全然な
くて、僕はまだラッキーのほうだな。 もう5⽉だ。また暑くなってきたね。後１ヶ⽉か２ヶ⽉でまた夏休みだ。そして⽇本留学⼀周年記念⽇。この⼀年間はほんとうに早いもの
だ。やはり昨年に対する記憶は今年より全然強くてさ、皆さんはどう思う︖

倪 流沙さんの⽇記



感謝の気持ち

2008.05.14

⻑い間⽇本語使っていないから、いろいろな⾔葉すっかり忘れてしまいました。 でも”ありがとうございます”ってまだ忘れていません。 富樫先⽣に”ありがとうございまし
た”と⾔ってほしいです。 また中国南京にいらっしゃてください。
これは⽇本語で投稿されたものです

倪 流沙さんの⽇記



⼈を感動させる1幕

2008.05.18

今⽇ニュースの上で⾒て、⽇本の来る救援隊は四川省で救援を⾏います.彼らが死体を発⾒した後にかならず黙祷と告別式を⾏ってやっと死体を⾝内達に交際します.これは私を
とても感動させます.⼈の⽣命は国境がないので、いかなる国家ですべて平等です.世界でいかなるもの⽣命との厳粛な⽐較がありません.

倪 流沙さんの⽇記



⽇本で地震が起きたそうだ

2008.06.15

ニュースによると、岩⼿と宮城県に地震があったそうだ。僕は仙台で暮らしたことがあるから、そこのたくさんの⽂化財が損害を受けたと聞いて、本当に残念に思う。 そこに
いる友達は無事であるように祈ってる。

倪 流沙さんの⽇記
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