
私はすでに沖縄に着きました

2006.09.09

今⽇の午後みんなと別れた後に、⽻⽥空港からANA131便に乗って沖縄に到着した。沖縄に到着した時間は午後6時20分。学校の先⽣の運で空港からホテルまで連れていってく
れて⾷事をした。それはまたもやバイキング。 ご飯を⾷べた後、私達の学校の寮へ向かった。思ったより寮は雑然としていた。私は我が親愛なる王蘇嘉同志といっしょに死に
物狂いで掃除をした︕あーあーあー︕・・・部屋には⾒聞きしたことのないものがたくさんあった︕︕例えば巨⼤グモ。例えば、落ちてしまうベッドの床板。例えば、部屋の壁
の上にいくつかの⼤きな⽳。しかも、⽩いのガムテープでふさがれていた。などなど。 とても⼤きな寮で、私たち⼆⼈をあわせてもやっとの39⼈。。。寮の管理⼈はたくさん
注意事項を⾔っていたが、私はまるで雲の中にいる感じ。 はぁ。明⽇もまだたくさんやることがあるから、じゃ今⽇はここまでとしよう︕ みんなはどうしてる︖

顧 悦婷さんの⽇記



⽇本での初めての⼤地震

2006.09.10

私達の机とベッドはくっついていて、下がテーブルで、上がベッド。布団を敷いているとき、どうもベッドが不安定だと思っていた。ゆらりゆらりしているのだ。やはり、夜に
なって寝ようとしたときに、⼀⽣忘れがたい悲惨な出来事が起きた。このベッドは⼆枚の床板が組み合わさっている。私が電気を消して、⽚⽅の床板に⼿を置いたその瞬間、そ
の板が落ちてしまったのだ。結局、私もそれといっしょに下に落ちてしまった︕まずは机の上に落ち、さらに床の上に転げ落ちたものだから、左肩には三ヶ所擦り傷ができた︕
さらには、王蘇嘉とひとつのベッドで寝るほかなかった︕ あのベッドめ︕何⽇かたったら、写真をアップするから︕みんな⾒ればわかるよ。 みんなはどうしてるのかな︖ （訳
⽂）

顧 悦婷さんの⽇記



ここでの⽣活は順調。楽しいよ。

2006.09.12

 ここの⽣活に慣れてきた。先⽣たちは優しくしてくれるし、親しみやすい。クラスメートとも仲良くできて、友達もたくさんできた。  前回の⽇記で先⽣を悲しませてしま
った。本当に本当に、ごめんなさい。本当は私はすごくすごく先⽣たちが⾯倒⾒てくれていることに感謝していますし、感動も覚えています。先⽣がた、本当にありがとうござ
います。  今⽇は、中学⽣の⼦たちと⼀緒に、体育館でバトミントンをして、とても楽しかった︕  勉強は少し⼤変です。学習内容というよりかは、先⽣たちの⾔うことを聞
いて理解すること。これが今の私にとっては難しいです。でも、粘り強くがんばります︕  みんな⼀緒にがんばろう︕⾃習しないといけないから、今⽇はここまで。  連絡し
合おうね︕  あと、みんな中国語が下⼿になったんじゃないの︕  字が間違ってるよ︕ （訳⽂）

顧 悦婷さんの⽇記



台⾵のあとで、海を⾒にいった

2006.09.18

台⾵が去ったあと、沖縄は普段通りに戻った。沖縄の⼈のの⽣活はいつも通り。まるで台⾵の影響がまったくないかのようだ。 空は相変わらず広々として、海も相変わらず⻘
い。海からの⾵が少しばかり強くて、⽴っているとふらついてしまう。⽇差しがとても気持ちいい。 浜辺に座って、海⾵に吹かれながら、⽇差しを感じる。 とても⼼地いい。
少しだけけだるさを感じるけれど。 沖縄は本当に美しい︕ （訳⽂）

顧 悦婷さんの⽇記



沖縄の学園祭

2006.09.23

今⽇は私の学校の学園祭が⾏われて、みんな忙しくしていた。 私達のクラスのテーマは美⾷。たこ焼き、カレー、かき氷、焼き⿃の4つのグループに分かれた。全部、⽇本⼈の
好物だ。 私のグループはカレーだった。私達は昨⽇から準備をはじめた。野菜を洗ってから、切り、さらに煮た。とても疲れたけれど、すごく充実していて、楽しかった。み
んなで⼀緒に頑張ることは、とても有意義だったと同時に、⽇本⼈の団結を感じた。 寮で仲良しの友達は⼀組で、彼⼥たちはお化け屋敷を作った。とても怖そうな様⼦だっ
た。中からは、ぞっとしてしまうような鋭い叫び声が、こちらまで聞こえてきた。また、お化け屋敷に⼊りたがっていなかった⼦供が、お⺟さんに無理に⼊れられていて、⼊っ
た後、中で泣くわ、わめくわ、⼤変だった。。。  明⽇は授業参観だから、また忙しい⼀⽇になりそうだ。ん。がんばろう︕ （訳⽂）

顧 悦婷さんの⽇記



3週間すぎた。

2006.09.29

今週は楽だった︕ 今⽇は学校の第3回実⼒テストで、私達いたずらっ⼦のは参加していない。。。 私達を責めないでよ︕私はもう4年間も英語を学んでいないから、全部忘れ
た。ここの英語の教科書は難解そのもので、完全にちんぷんかんぶんだ。。。その他の2科⽬はこの際もう参加しなかった。私が教室から出た時、やっぱり不思議な⽬で⾒られ
た︕みんな、ごめんねえ。。。 おととい、基⾦会の莫おねえさんと堀さんと⼀緒に⾷事をした。とてもうれしかった。私達に会いにきたんだよ︕⼼にしみたよ︕ TOGAさんの
問題に答えます。カレーはほんとにほんとにおいしかった。 （訳⽂）

顧 悦婷さんの⽇記



中学の体育祭

2006.10.01

今⽇は中学部の体育祭だったので、⾼校は休みになった。でも午後になって暇だなと思ったから、学校に⾏って体育祭を⾒ることにした。⾏った時には終わりかけていたけれ
ど、中学三年⽣のクラスメイトが発表した沖縄舞踊が本当に壮観だった︕ ６⽇は中国の中秋節だ。私達はもう⼀校の⾼校の元さんと仇さんと⼀緒に沖縄華⼈華僑センターで、
(たぶんこの名称だったと思う。はっきり覚えていない。ごめんなさい︕)中秋節を過ごす。 とても嬉しいことがあった︕私達はここの修学旅⾏に参加できることになった。北
海道に⾏く︕ああ、⽇本の最南端から最北端へ。楽しみだ。帰ったら友達に“⽇本列島を横断したぞ︕しかも空の上から︕”と⾃慢できる。 今⽇、お⽗さんとお⺟さんに電話を
かけた。私に服を送ってくれると⾔っていた。だからみんな⼼配しないで︕私達は元気。みんな体に気をつけてね︕ ここの⽣活にはすっかり慣れた。ますますこの学校が好き
になっている。この学校のどんなところも素晴らしく感じる。けれど、授業が難しくなり始めているような気がする。特に古⽂。完全に分からない︕でも、諦めずに勉強しつづ
ける︕努⼒しよう︕頑張る︕ （訳⽂）

顧 悦婷さんの⽇記



中秋節おめでとう︕

2006.10.06

中秋だあ︕︕︕初めて家で過ごさない中秋節。変な感じだ。 今⽇、沖縄にいる4⼈は最も幸運だ︕今晩、沖縄県の華⼈華僑友好会の⽅々が私達を彼らの中秋節の集まりに招待し
てくれた。⽇本にいながらにして、多くの中国⼈といっしょに中秋節を過ごせることは、少しでも家を恋しく思う気持ちを落ち着かせることができるだろうと思う。 “⽉是故郷
明”とはいうけれど、沖縄の⽉がとても明るいことは否定できないね︕ 最後に、もう⼀度。みんな、中秋節の楽しんでね︕⼤事なのは、体に気をつけること。天気がだんだん涼
しくなってきてるから、ちゃんと温かくするんだよ︕残念なことに、沖縄は服を着⾜す必要がない。毎⽇変わらず28、29度という、30度近くの⾼温の⽇々。。。 （訳⽂）

顧 悦婷さんの⽇記



那覇節と姫百合平和記念資料館

2006.10.11

先週の⼟曜⽇、私の第2回⽬のhomestayだった。お⺟さんが私達をむかえにくる時にはすでに⼟曜⽇の午後にだった。ちょうど那覇節の開会の時間だったので、帰り道の途中
で那覇節を⾒た。やはりとても壮観だ︕沖縄現地の⺠族舞踊のエイサーだけではなく、北海道の⺠族舞踊も⾒れた︕晩ご飯は⽷満市の海辺で⾷べた。家に帰る途中、お⽗さんと
お⺟さんは晩ご飯だけではあまりお腹いっぱいになっていなかったので、とても有名な寿司屋に⾏って回転寿司を⾷べた︕ 翌⽇明け⽅に、海を⾒にいった。やはり夜の海とは
全く感じが違う︕もっと広々としていて、もっと⻘い︕その後、姫百合平和記念資料館に⾏った。 姫百合平和記念資料館は、沖縄戦が⾏われた当時の沖縄陸軍病院第三外科の
堀の遺跡だ。今は“姫百合の塔”と呼ばれている。“姫百合”とは沖縄戦の中で死んでしまった沖縄師範学校の⼥⼦部と沖縄県⽴第⼀⾼等⼥学校の⼥学⽣を指す。沖縄師範学校の⼥
⼦部の学⽣はかつて“⼄姫”と呼ばれ、沖縄の県⽴第⼀⾼等⼥学校の学⽣はかつて“⽩百合”呼ばれていたために、⼆つをあわせて“姫百合”と呼ばれることになった。記念館の中を
⾜を踏み⼊れると、悲しみと哀愁が漂っていた。来た⼈々の涙をさそう︕廃墟の堀の外にあるホールで、当時の⽣存者がそのときの経験を語ってくれた。当時、彼⼥たちがどの
ように戦争に参加することになったのか、どうしてあのような条件下で負傷者を救助しなくてはならなくなったのか、どうやって⽣き残ったのか、どうやって恐ろしい解散命令
に直⾯したのか、どのように⽣死の境をさまよったのか、またどのように多くの仲間がひとりひとりで息絶えていくのを⾒ていたか︕戦争はすでに終わっている。しかし⼈々に
当時のすさまじさを広めるために、彼⼥は話をするたびに痛みに満ちた過去を振り返らなければならない。彼⼥は平和でいてほしいからそうするんだと思う。私達と同じよう
に。私達も平和でいてほしい︕戦争なんかいらない︕ 重い気持ちで⽇曜⽇を過ごした。 お⽗さんは⽉曜⽇に東京に帰る。単⾝赴任だから、⼤変だろうな。⻑い休みの時だけ、
沖縄でゆっくりできる。お昼ごろ、空港でお⽗さんと⼀緒にソーキそばを⾷べて、お⺟さんと⼀緒にお⽗さんを送った。それから寮に帰った︕ 午後⻑い時間を使って、とても
⻑いコメントを書いた。なせなら、今週⼟曜⽇、沖縄にいる他の⼆⼈――銀ちゃんとQちゃん――が講演をするから︕がんばれ︕ （訳⽂）

顧 悦婷さんの⽇記



⾼校での講演

2006.10.15

昨⽇の午後、１つの留学⽣の交流のような催しがあり、私は私達の学校の留学⽣を代表してこの活動に参加し、しかも“私の留学⽣活”というテーマで講演をしました。 以下は
私の講演の内容です︓ 皆様、こんにちは。私は中国江蘇省南京市の南京外国語学校からの留学⽣顧悦婷と申します。始めまして、どうぞ宜しくお願いいたします。 ⽉⽇が経つ
のは早いもので、沖縄に着いてからもう⼀ヶ⽉ぐらいになりました。⽣活はもう慣れて、毎⽇とても楽しく有意義に過ごしています。⾶⾏機から降りる前に、機内の⼤きなスク
リーンに沖縄が⾒えました。とても感動しました。海に埋め込まれた宝⽯のように、⼩さいけれど、きれいな島だったからです。その時「この⼀年間、こんなに素敵な島で留学
⽣活を送れるなんて、とても幸せだ。」と⾃分に⾔って聞かせていました。東京にいた時、⾼校の先⽣から「沖縄の⼈達は、みんなゆっくりしていて、のんびりしている⼈達で
すよ。」という話を聞かされました。その時は、⾃分の⽬で確かめたいと思っていました。今、本当にそういう感じを持っています。朝晩のラッシュ時でも、東京のような速い
リズムで動き回る⼈はいません。でも、沖縄の皆さんはとてもゆっくりしているけれども、とても情熱的です。 今まで、皆様に、いろいろお世話になりました。学校に来たば
かりの時、何も知らない私に、クラスメートはいろいろなことを教えてくれました。授業の時、どこを教えたとか、今何を教えるとか試験の範囲とかなどです。朝、登校途中、
道を横断する時、ボランティアの⼈は、「横断中」と書かれた旗を挙げてくれるし、スーパーでは、必要な物がどこに置いてあるのか、店員さんが親切に私に教えてもくれた、
本当にありがたく思っています。 実は、⽇本に来る前、「必要な物がない時」、「クラスメートと交流できない時」、「寂しい時」どうすればいいのか、いろんな不安な事が
よく頭の中をよぎりました。でも、ここに来て、そのような困った事は全くありません。先⽣⽅と⼀緒に⽇本語が上⼿になるために、⼀⽣懸命勉強したり、友達に難しい問題を
説明したり、あちこちへ遊びに⾏ったりしています。 私は⽇本語科の学⽣ですから、中国にいた時、⽇本⽂化や⽇本⼈の⽣活について読書しました。本当の⽇本⼈の⽣活は本
の内容と同じかどうか、⾃分の⽬で確かめたいし、⽇本⽂化を知りたいです。今、ホームステイをして、本当の⽇本⼈の⽣活を体験したり、学校の授業で勉強出来ないような事
を勉強しました。本当に充実しています。 ⽇本は中国と同じように、地域によって⽅⾔が異なります。⽅⾔の中で育ち、暮らしている私達にとって、それはいわば着慣れた普
段着のようなものです。気取らずに伸び伸びと、⾃分の気持ちや感情を表すことができます。⽅⾔はその地域の⽇常⽣活に根ざしていて、その地域の⼈々の親しさを増⻑させ、
コミュニケーションを円滑にするのに役⽴っています。私たちが今習っている標準語は、東京語が基盤になっていて、⽇本全国に通⽤する⾔語です。共通語を習得するのは当た
り前ですが、私は⽇本に来る前、どんな所へ⾏っても、その地域の⽅⾔を習いたいと思いました。成⼈して、もし仕事で、再度そこへ⾏く機会があったら、その地域の⽅⾔を使
い、きっと短い時間でそこの⼈と友達になれると思います。沖縄⽅⾔は⽇本でとても重要な⾔語で、東京から⼤学の研究者などが、よく調査しに来ることで知られています。今
の若い⼈はぜんぜん使わないようですが、私は沖縄⽅⾔にも興味があるので、勉強したいと思います。 このように、⽂化とか、⾔葉とか、どんなことでも知りたいです。いろ
いろ体験したいと思います。 そして、⽇本⼈の友達に中国の⽂化や歴史、中国⼈の⽣活習慣を紹介したいと思います。 ここ数年来、中国⼈と⽇本⼈はお互いに不信は深まるば
かりのように⾒えますが、⼀⾐帯⽔の隣国で、歴史的、⽂化的なつながりも深いのに、両国⼈⺠がお互いに不信感を抱くのは不幸な事だと思います。お互いに、理解し合い、よ
く話し合い、両国間の交流はますます盛んにしなければいけません。微⼒ながら、友達を多く増やし、友好交流をもっと深められるよう、頑張りたいです。私の⽅から、中国の
事を紹介したら、きっともっとたくさんの⽇本⼈が中国のことをわかってくれると思います。両国間の交流に⾃分の⼒をささげたいと思います。 最後まで聞いてくださって、
本当にありがとうございました。 講演の時とても緊張して、⼿のひらは汗びっしょりでした。幸い、先⽣がとても上⼿に表現できたと⾔って下さったので、すっかり満⾜しま
した︕ これからももっと頑張る︕

顧 悦婷さんの⽇記



センター試験

2006.10.28

またたく間に、もうすぐ2ヶ⽉だ。時間がこんなに早く過ぎ去るなんて、初めて気づいたよ︕ 昨⽇センター試験に参加したんだけど、考えてみると成績はきっとすごくひどい︕

顧 悦婷さんの⽇記



寮⽣の球技⼤会

2006.10.31

昨夜、学校の体育館で寮で球技⼤会を⾏いました。 球技のテクニック⼤会ですが、しかし場所の制限のため、バレーボールとバスケットボールだけあります。でも、たいへん
楽しくならなければなりません︕ 時間は基本的に夜7時〜9時で、4組に分かれます。全部で12回試合して、バレーボールとバスケットボールは6回 試合します。途中で、私達
の尊敬する親切な名城校⻑先⽣はご⾃分で指導してくださり、本当に深く感銘を受けました︕私達は⾼らかに響き渡る声で校訓を読みました︓「私たちは、恐れず悔らず気負わ
ず、やるべきことに取り組みます。私たちは、暖かみ厳しさ知性を⾝に付け、感謝と奉仕の⼼を実践します。」その後校⻑先⽣は暖かみのある良い話をしてくださり、私たちに
とって運動の重要性や⽂武両道であることが真の⽣徒であると語られました。校⻑先⽣はまた思いやりで⼤会の時間を9時から9時半まで延⻑してくれた︕感動︕ みんなと⼀緒
に運動することは本当にとても楽しい。たとえ負けても、楽しく笑える。試合は途中でも⼩さな事で和笑いあえたりするし、また年齢に関係なく先⽣さえも笑い転げることがあ
ります︕重要なのは試合の結果ではなく、重要なのは過程です。過程とはその合間にある喜びと汗のこと︕ 2時間半はあっという間でした。 その後みんなで道中にぎやかに寮
に帰ります。それから親睦会︕いっしょに⽤意したカステラとお菓⼦を分け合って、いっしょに友情を分かち合って、いっしょに喜びも分かち合います︕とても楽しい︕ 最後
に私は⾔いたいです︓『沖○エイサー』 注記︓『エイサー』は沖縄の⽅⾔、意味は「がんばれ」︕

顧 悦婷さんの⽇記



テーブルマナー

2006.11.05

昨⽇のお昼は国際通りにあるホテルでフランス料理を⾷べました。しかし本来の⽬的は⾷べることではなくて、テーブルマナーを学ぶことでした。 テーブルの上できらめく⾷
器を⾒ながら、そのひとつひとつの名称と⽤途を覚えてから、更に先⽣が少しずつ解説するのを聞いて、それから実践してみて、とても⾯⽩かったです。 初めて、マグロの卵
を⾷べたのですが、想像していた通りの味で、⾷べなれませんでした。 先⽣は、北海道に⾏ったらこれを⾷べることになるよ、と教えてくれました。がんばろう︕ 写真に写っ
ているのは、私のクラスの全⼥⼦⽣徒です。みんなてとも可愛いでしょ︖私達はもう⼀つの家族のみたいに仲良しです︕ （訳⽂）

顧 悦婷さんの⽇記



⾔語の芸術

2006.11.07

数⽇前、ある中国語の⽂章を⽇本語に翻訳してみた。今朝⽅早く、⾃信満々で同級⽣に⾒せたら、みんなは読んだ後何とも複雑な表情で、“わかりにくいですね”と⾔った。その
時褒められたら得意になって先⽣に⾒せようと思っていたのですが、結果は少々ショックな物でした。もともと、私の翻訳では意味が理解されなかったということでした。 先
⽣は私に対して意義深いことを話してくださって、私にとってこれはとても良い経験になりました。先⽣は“ことばはひとつの芸術で、翻訳も1種の芸術です。成功を急がないで
ください、肝⼼な点はあなたが翻訳の過程でどのくらいʻ本当の⽇本語ʼを体得したかということで、このʻ本当の⽇本語ʼというのはʻ⽇本的な考え⽅ʼであって、純粋⽂法的な問題
ではありません。先ず、短いフレーズを訳してみて、次にいくつかセンテンスを訳して、それから更にゆっくりと段落にあたって、それから⽂章に⾏き着く。このようなこと
は、あなたのように向上⼼があればすぐですよ。” 確かに、⾔語は急いだって成果はでない、私にはまだいっぱい勉強しなくてはならないことがある、頑張ろうっ︕

顧 悦婷さんの⽇記



国際交流会

2006.11.14

蘇さんは⾃発的じゃないんだから︕ 予想通り。私にきわめて分かりにくいゲームを紹介させるんだから――告⽩伝⾔ゲーム︕ こんな感じです︓ ⼀⼈⽬は⼆⼈⽬に︓ilove 
you。という。⼆⼈⽬は︓え︖と応える。 ⼀⼈⽬はもう⼀度⼆⼈⽬に︓i love you。という。 それから⼆⼈⽬の⼈が三⼈⽬に︓i love you。三⼈⽬は︓え︖それから⼆⼈⽬
は更にもう⼀度⼀⼈⽬に︓え︖と応える。 ⼀⼈⽬はもう⼀度⼆⼈⽬に︓i love you。という。 それから⼆⼈⽬の⼈は三⼈⽬に︓i love you。という。 それから三⼈⽬の⼈
は四⼈⽬に︓i loveyou。四⼈⽬は︓おや︖と応える。 それから三⼈⽬は⼆⼈⽬に︓え︖といい、⼆⼈⽬はもう⼀度⼀⼈⽬にもどって︓え︖という。 ⼀⼈⽬がもう⼀度⼆⼈⽬
に︓i love you。という。 それから⼆⼈⽬がは三⼈⽬に︓i love you。という。 それから三⼈⽬は四⼈⽬に︓i love you。という。 それから四⼈⽬は五⼈⽬に︓i love 
you。という。 第5⼈は︓え︖と応える。。。 こんな感じです。 こうやってやるのです︕ とても複雑でしょ︕ 誰かさんはボランティア精神が⾜りない︕ 分かりましたか︖ 私
の説明は分かりづらかったと思う。。。。 （訳⽂）

顧 悦婷さんの⽇記



雷が鳴った︕⾬が降り出した︕

2006.11.22

2分前、⼀筋の稲妻が光った。それからすぐにドカンドカンという雷が鳴った。でもまだ⾬が降ってきてはいない。 おとといの夜は⼀晩中⾬が降っていた。次の⽇昼ごろまでず
っと。あれは私が沖縄で経験した初めての⼤⾬だった。。。。。。 （訳⽂）

顧 悦婷さんの⽇記



明⽇出発、⽬標は北海道

2006.12.07

学期末試験はクラスメート達の歓呼の声の中で終わりました。成績もおとといすべて出てきて、総じて⾔えば、決して満⾜ではありません。先⽣たちは皆褒めてくれますが、喜
びの気持ちがわきあがりません。⾃分の⽬標までは⼀定の距離があります。唯⼀⽐較的喜んで安⼼したのは、現代⽂の試験、平均点くらいだと思っていたら意外にも平均点より
もかなり上でした︕ とても⻑い時間が⽇記を書いていないことに気づいて、試験以外の⼤きな理由は、寮のコンピュータが壊れたこと︕どのホームページもすべて開きませ
ん︕だから⾃然と書けませんでした。。。 ここで１つの誤りを直しておきます。王さんはここが⼣⽅過ぎると寒いと⾔っていますが、実は寒いのは彼⼥だけです。私⾃⾝は⽐
較的寒さに強くて、まだ寒さを感じません。今外は豪⾬、私が沖縄で経験した最⼤の⾬です。。。また時々稲妻と雷鳴があります。。。 明⽇間もなく修学旅⾏に⾏きます。と
ても楽しくて、少し興奮しています。今⽇韓国グループとオーストラリアグループがすでに出発しました。だから授業に来る⼈はかなり少なくなりました。古典では意外にもア
ニメーションを⾒たり、名前ははっきり覚えてないけど、昨⽇と今⽇で、2時間かかってやっと⾒終わりました。ちょうど２つの授業時間分。。。。明⽇私達の北海道グループ
とロンドンパリグループが出発します。 とても詳しく計画し、とても充実していて、とても期待しています。本当に早く出発したいです︕ちょっと⼼配なのは明⽇朝に起きら
れるかどうかということ、先⽣が5︓50に寮から出発するって⾔っています︕本当に早いです。。。。

顧 悦婷さんの⽇記



100⽇記念

2006.12.19

みんな気づいたかどうか分からないけどお、昨⽇は私達が⽇本来て１００⽇めだったんだよ︕︕︕ おめでとう︕︕︕ （訳⽂）

顧 悦婷さんの⽇記



もうすぐ新聞に載る。。。

2006.12.26

今⽇寮の先⽣はすべての部屋に対して全⾯的な検査があります、明⽇は冬季特に授業する最後⼀⽇で、朝2限の授業が終わった後に、修了式です。明後⽇から正式に休みになり
ます。私は私の最も⻑い時間の⼀回のHOMESTAYを始めます。とても楽しみにしてます。全部で2軒あって、少し残念なのは2軒はすべて沖縄本島の南部にになります。実はと
ても北部に⾏って⾒てみたくて、そこにずっととても⾏きたい海洋の⽔族館があります。しかし実は南部もとても良くて、たとえば那覇、これ私すでに⽣活した3ヶ⽉の都市、
とてもこれが好きで、まだ⾼校を学ぶ私のとても好きな沖縄があるためです。 昨⽇1篇の短⽂を書いたんだけど、とても短くて、200字︕内容は、私が学校に来てから3ヶ⽉に
ついての感想。今⽇先⽣は私を探して写真を撮って、新聞が使うためらしく、私驚きました。先⽣は私に緊張しているかどうか聞いて、私が間もなく有名な⼈になると⾔いまし
た。。。私は笑います。ほほほ、新聞が発⾏されたら、きっと写真を撮ってみんなに⾒せます︕ 2⽉2⽇、とても⼤きい試験がひとつあります――⽇本語⽂章検定2級。がんば
れ︕ （訳⽂）

顧 悦婷さんの⽇記



冬休みのまとめ

2007.01.10

12⽇の冬休みはまたたく間に過ぎました。。。。 12⽇の冬休み、ずっとhomestay。。。。初めてこんなに⻑いhomestay、とても良い2つの家族を知りました――湧川さんち
と⼤⽯さんち。 特に湧川さんの家での6⽇間の⽣活、私は⼀⽣すべて忘れることはできないかも知れません。家には3⼈の⼥の⼦がいて、やはり⼦供がいる家庭では⽐較的に良
い交流があることと、特に年齢の近い⼥の⼦がいるから。湧川さんはきわめて⾳楽が好きな⼈で、家では楽団を組んでいる。湧川先⽣はギター担当、⼤きい娘の梨沙はベース担
当、次⼥の沙也⾹はドラマー、末娘の由⾹はキーボードです。湧川さんの家の6⽇間で、湧川さんはとても親切に私達にギターと沖縄固有の楽器――三味弦の弾き⽅を教えてく
れました。 この12⽇間によって沖縄の多くの名所で遊びました。沖縄本島の最北にある世界最⼤の海洋博公園に⾏って、沖縄本島の⻄北部の屋我地島と古宇利島に⾏きまし
た。また沖縄本島の中部に位置する琉球村に⾏って、東南の植物園と中北部の北⾕町。最後に南部の沖縄戦の遺跡に⾏きました――古い海軍壕公園と沖縄⽂化王国――⽟泉⽳。
それ以外にまた映画を⾒て、ボーリングをして、韓国料理を⾷べました。最も重要なのは私が⽇本で初めて新年を過ごしたこと、御せち料理を⾷べて、また――湧川家と⼀緒に
「お年⽟」をもらい新年初の「初詣で」に⾏きました。 とても楽しい新年、とても楽しい冬休み、とても楽しいhomestay。。。 昨⽇から⾼校⼆年の第3学期が始まって、今学
期も続けて頑張ります︕︕︕ （訳⽂）

顧 悦婷さんの⽇記



今⽇から⾼校3年⽣になった

2007.02.05

今⽇から新⾼3体制が始まった。つまり、今⽇から私は⾼校3年⽣になった。理系から⽂系に移って、さらに⼀番良い⽂系クラスに⼊った。みんな、真⾯⽬に勉強していて、本
当に勉強の雰囲気が溢れている。今からもっと⼀⽣懸命勉強したい。来週の期末試験を⽬標にしている。
これは⽇本語で投稿されたものです

顧 悦婷さんの⽇記



修了式

2007.03.24

今⽇は全校で修了式が⾏われた。 明⽇は春休みが始まる。私は旅⾏の計画と春休みのhomestayを始める。 ⾼校⼆年の最後のLHRの時、クラス担任が泣いた。。。 本当に可愛
く泣くから、⼩さな男の⼦のようだった。。。 ⾒たところみんなはなんともなさそうだったけれど、本当はみんなはとても悲しんでいる。。。 （訳⽂）

顧 悦婷さんの⽇記



これからの⽣活

2007.05.19

皆さん、申しわけございませんでした︕⻑い間、何も書かなかったので、本当にすみませんでした︕ 昨⽇、中間テスト終わってから、クラスで皆と⼀緒に焼き⿃パーティーを
やりました。⼥の⼦は準備係で、焼く前の準備を⼗分にして、男たちは作り係で、最後まで⼀⽣懸命んにやきました。チキンの量は多すぎるだから，皆はおなかがいっぱいにな
りました。しかし、⾃分はちょっと胃が痛くて、あんまり⾷べなかったです。 学校から帰って、先⽣から国際交流基⾦の⼿紙をもらい、読んでから、すごくびっくりしまし
た。後、２ヶ⽉だけ残ります。でも、まだやらないことがいっぱいあります。だから、今から精⼀杯にやりたいです。 皆もがんばってください︕︕︕
これは⽇本語で投稿されたものです

顧 悦婷さんの⽇記



最後の作⽂に関して

2007.06.24

先⽣からこのこのニュースを受け取った時とてもびっくりしました。 時間過ぎたのは如実に速くて、10ヶ⽉の留学⽣活はこのようにしてあっというまに9ヶ⽉を過ぎました。
周囲の良い友達と話したら、彼⼥たちもとてもびっくりしました。この10ヶ⽉間に、私は何を習いましたか︖何を収穫しましたか︖私はしばらく考えました。去年11⽉のこと
を思い出しました、1回⽬国語の先⽣が私の作⽂を直していただきました、結局直したところがいっぱいでした。今度、再度先⽣にお願いして、私の作⽂を直していただいたと
ころ、先⽣が“完璧”と⾔われました。これは私がこの10ヶ⽉間に⼀番ほしい答えでした。本当にうれしかった︕︕︕ これからも引き続き努⼒しなければなりません︕

顧 悦婷さんの⽇記



最後の最後

2007.07.15

先週みんなと⼀緒に卒業アルバムの写真を撮影しました。元々は撮りたくなかったのですが、先⽣から“どこにいようと、あなたはこのクラスの⼀員ですよ。”と⾔われた後、写
真を撮りました。 先週の⽕曜⽇の時に、私達の学校は台湾の姉妹校から来た先⽣と学⽣の訪問団から受け⼊れました。私は光栄にも通訳を担当しました。それから⾦曜⽇の全
校総会の時に、私はこの学校で最後の講演をしました。 おととい、台⾵４号の影響で沖縄の⼩中学校は全て休みになって、そこで丸1⽇クラスメートの家で遊びました、彼⼥た
ちのために本場の中華料理を作って、また彼⼥たちにいろいろ中国語を教えました。 明⽇は書道部が私のために⽤意してくれた送別会で、それから来週の⾦曜⽇はクラスの送
別会と寮の送別会があります。 今やっと本当に別れなければならないと感じています。本当に彼らと離れがたいです。

顧 悦婷さんの⽇記



新学期が始まった

2007.08.28

新学期が始まってもう⼀週間が過ぎました。やっばり、⽇本の学校ような楽なことはありません。 ⽇本の友達とはあえないですが、でも、あえなくても友達なので、週に⼀度
にメールをしたりして連絡しています。私達の友情がずっと変わらないことを願っています︕

顧 悦婷さんの⽇記



皆さん、こんにちは

2007.10.29

⻑い間連絡しませんでした。。。皆さん、お元気ですか︖ ⽇本語上達しましたか︖ 私達の学校は最近試験がとても多くて、だからみんなに連絡する時間がなくて。。。 許して
ください。。。 交流センターの先⽣が、南京に来て私達に会ってくれる。。。とても楽しみです。。。 先⽣、私達に連絡お願いします。。。 来週の中間テスト、いい成績とれ
るといいな。。。 それから、名古屋東邦⾼校の皆さんのおもてなしをするの。。。

顧 悦婷さんの⽇記



1級試験

2007.12.03

昨⽇1級試験が終わったばかりです~~ ⼿ごたえは悪くないかな~~ ちょっと⼼配なのはヒアリング。速すぎて~~ 合格できるといいんだけどな~~ みんなはどうでしたか︖

顧 悦婷さんの⽇記



久しぶり︕

2008.01.25

皆元気︖ ずいぶん皆と会ってないね〜〜最近は期末テストに追われて、⽇記を書けなっかったんだ。ごめんね=^-^= 瞬く間に2008年になったね︕ 沖縄の友達や先⽣⽅に年賀
状とプレゼントを送ったんだけど、皆から返事をもらった時はすごく嬉しかった︕ こっちの友達はだいたい⾏きたい⼤学を決めたよ〜。だけど私と州と蘭は続けて⾼校⼆年⽣
を頑張ることにしたんだ︕ 之之と沙沙が⽇本に⾏きます。きっと先⽣達にご挨拶に⾏くと思いますよ。 皆も頑張ってね︕︕

顧 悦婷さんの⽇記
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