
どうして

2006.09.18

どうしてせっかく書いた⽇記が消えたの︖︖︖︖︕︕︕︕ （訳⽂）

蘭 鈺珂さんの⽇記



希望に胸をふくらませて1篇書く……〔バックアップも全部した︕〕

2006.09.28

ホームステイできるのは本当に幸せだ。多くの事をそんなに⼼配せずに済むから。しかし家の⼈たちには苦労をかけてしまってて、彼らにどんなに感謝していることか︕ 学校
について報告します。私は⾼校では国際クラスにいる。すべて⼥の⼦で、とてもにぎやかだ。みんなとても親切で、いつも私を助けてくれる。彼⼥たちはとても暖かく接してく
れる。第1週⽬は運動会が2⽇間あった。校⻑先⽣は開幕式の時に私を全校⽣の前で紹介してくれた。私はとても緊張してしまって、壇上ではほとんどしどろもどろになってし
まった、ハッハッ。。。試合の時は選⼿も応援団もみんな興奮して、みんな⼥の⼦なんだけど、応援する声はものすごくパワフルだった︕私達のクラスはバレーボールで１位に
なった。みんなすごく興奮した。全学年で第4（8クラス）だった。全員⼥の⼦だよ、４位はなかなかいい成績でしょ。だって男の⼦たちとも試合したんだから︕最後にクラス
担任の飯島先⽣が私達にハーゲンダッツを買ってくれた。みんなお疲れさまでした︕ 学校では現代国語、古典、英語、家庭科、体育、数学、⽣物、保健、⾳楽、政治経済など
がある。⽂系科⽬はすべて難しい。古典でわかるのは漢字だけで、⽂法は今のとは違う。中国の古典の授業もある。聞くところによると⽇本の古⽂は中国の古⽂が源だそうだ。
だから漢⽂を勉強すると⽇本の古⽂が学びやすくなるのだ。漢⽂はもちろん問題はない。しかしそれを⽇本語に訳すとなると、完全にわからない。中には《詩経》、《孟⼦》、
寓⾔、古詩詞、成語などがたくさん含まれている。⽇本の古⽂は、漢字から推測して、ほんの少しに分かるだけだ。だけど実は⽂法はそんなに難しくなんじゃないかと思う。ゆ
っくりと勉強すれば理解できるようになるはずだ。現代⽂は古⽂よりいくらかいい。しかし速さに完全についていけないし、知らないない単語が多すぎる︕数学は簡単だが、学
ぶ範囲が広いが内容は深くない。⾼⼀のときに、中国の⾼⼆の内容をやる。⾼⼆から難しくなるかなあ。⽣物は中国にいたときのほうがたくさん勉強したような気がする。数学
と同じように、授業で触れる領域が広い。そんなに深くないが、領域が広いので新しい事を知ることができて、とてもおもしろい。理科は難しい単語もないし、そんなに⼼配な
い。英語はとても難しい。クラスメイトが書いたのがスピーチ原稿がまったく分からなかった。先⽣はこれは普通のレベルだと⾔っていた。必要な英単語の量とても多い。私は
4年間も英語に触りもしていないので、すべて忘れてしまった。でも英語の授業は、先⽣がゆっくりしゃべってくれるから、聞いて理解することができる。私の初めての家庭科
の授業では卵かけご飯を作った。5⼈⼀組で、すぐにできあがった。とてもおいしかったが、作り⽅は忘れた……⾃分で作ったご飯を⾷べるのは本当に達成感があって、毎⽇こ
んな授業があったらいいのになぁと思った。残念ながら、後の家庭科の授業はすべて栄養学についてだった。ご飯を作るほうがおもしろい。来週は試験だ。私はすべてテストを
受ける。だから今気違いのように⽂系科⽬を勉強している︕︕︕︕︕︕︕︕できないけれど、しかしできるだけ⼒の尽くそうと思う︕︕︕︕︕︕︕︕︕ 試験の後は、秋の遠⾜
だ。児童忍者村[正しい訳か分からない]楽しみだ︕ もうすぐ中国は⼗⼀連休だ。6⽇は中秋節。みんな、楽しい休⽇を︕ （訳⽂）

蘭 鈺珂さんの⽇記



はやっている⾔葉

2006.10.01

マジ＝ほんとうに きもい＝気持ちが悪い うざい＝うるさい 微妙 超 （原⽂）
これは⽇本語で投稿されたものです

蘭 鈺珂さんの⽇記



来週の試験

2006.10.01

頑張れ︕︕︕ 勉強したことがないものばかりで、お団⼦を貰っちゃう可能性もあるけど、……成績はどうあれ、⽇本の試験が体験できる︕ みんな、よい国慶節を︕

蘭 鈺珂さんの⽇記



中秋節の⽇記

2006.10.07

10⽉6⽇の⽇記 校外学習 パラパラという⾬⾳で⽬が覚めたが、この⾳を聞いて不吉な予感がした、、、 果たして、忍者村に⾏く計画はお流れになった……どうして︖︕運動会
も⾬で、校外研修も⾬で、いつも楽しみにしていることがだめになって、グスン、、、 午前中は⼤学に⾏って講義を⾒学したけど、ほぼすべて英語だったから私はチンプンカ
ンプンだった。昼⾷は⼤学の⾷堂で⾷べた。ちょーおいしかった︕スパゲッティ、⼤きな⼤きな鶏のから揚げ、杏仁⾖腐……最後にまだご飯とみそ汁が出て、おなかがはちきれ
そうだった︕この盛りだくさんの昼⾷は1⼈400円だった…… 午後、先ず美術館に⾏った。その中には⼀部川端康成の資料の展⽰コーナーがあったが、その他は⼤部分が東⼭魁
夷という画家の油絵だった。絵はどれもとても美しく、私はその画⾵がとても気に⼊った。茫漠としているのだが、写実的でありすぎず、写意を多様しているわけでもなかっ
た。作品のほとんどが⾵景画なのだが、作者の幻想の世界のようでもあった。それは分かりやすいと⾔えばわかりやすい。⾒る⼈に理解されにくい抽象画とは違い、作品の中に
描かれた⾃然な美しさは誰もが楽しめる。また、その絵が奥深いといえば奥深い。絵を⾒ていると、ドイツの路地で情緒あるドイツ⼈の⽣活の息吹が感じ取れるかのようだ。そ
れは、⼈を惑わせるような秋の紅葉の⾊彩の中の命のきらめきのようだ。それは、また神聖な⽩⾺の⾜並みが⼤⾃然の深さと果てしなさを表現しているようだ…… 芸術を堪能
した後、私達はとても有名な善光寺に⾏った。善光寺の正殿の前⽅には⾹炉がひとつあって、その煙を頭につけると賢くなるらしい。本堂の外には、びんずる尊者という地蔵が
あった。みんな地蔵の後頭部の突き出た部分をなでて、病気の回復を祈るから、その部分は撫でられてテカテカに光っていた。それから本堂に着くと、⼈々はとても敬虔に参拝
をしていたが、パンフレットにある本堂の写真は⾮常に美しく、⾊鮮やかに輝いていたのにもかかわらず、実際には中にとても⼤きいな塑像が⼀体あるだけで、その他の装飾品
はわずかな反射光のもとでかすかに⾒えるだけだった。パンフレットの写真は⼤げさだった。中国語でどのように⾔うのかわからないけど、本堂の最も奥にはお戒壇廻りがあっ
た。階段から真っ⿊な回廊に下りる。本当に⼀筋の光もなく、⽬を閉じているよりもっと暗く感じた。中では右⼿を腰の⾼さにして、壁を触りながらて前進した。最後に壁に極
楽の錠前という鍵を探し当てなければいけない。探し出せればチベット密教の仏陀と縁があるということらしい。その鍵は⾒つけやすかった。結構⼤きかったから、壁に沿って
いけば⾒つけられた。⾒つけた後は、突然明るくなった。鍵を触った後にドアが開けられたような感覚だった。本当のことを⾔えば、中はとても怖かった。その時、特に分かれ
道か何かあって、友達とはぐれて出てこれなかったらどうしようと⼼配していた。最後に出⼝は⼊り⼝のすぐ傍にあることに気づいた。私達は戒壇の周りを⼀周したのだと、パ
ンフレットの地図をみてやっと気づいた。出てくる時、おみくじを引いた。⼤吉だった︕私はいい⼈だから、仕⽅がないね︕︕そこで⽊彫りの⾺のお守りも買った。とてもかわ
いいけど、それも⾼かった…… 私は⽇本⼈がとても占いを信じていることに気づいた。神や仏の存在を信じることによって、⾃分に好運がもたらされることも信じている。神
や仏に⼼の預けることによって、⼀種の仮想の保険をかけているのかもしれない。運命を信じるけれども天命に任せにはしない。願いは⾃分の努⼒が⽋けてはならない。私は⼈
の最も信じるべきものは⾃分で、⾃分⾃⾝が⾃分の神だと思う。そう思わない︖ それからお⼟産屋さんの並ぶ通りに⾏った。全部とても⾼かった。私はお焼きをひとつ買っ
た。それは、ここの有名なおやつだ。外⾒はそれほどではないが、とってもおいしい。少し中国っぽい味がした。 今⽇は中秋節。しかし、⽉は⿊い雲に遮られてしまった。⽉
是故郷明。南京の⽉は⼤きくて明るいのだろうか。天涯明⽉共此時。たとえここの⽉が⾒えないとしても、私の⼼の中の明⽉は昇っている。私を⼼配してくれている全員にそれ
が⾒えるていてほしいな︕ （訳⽂）

蘭 鈺珂さんの⽇記



当ててみて〜〜〜〜

2006.10.07

「あけおめ，ことよろ」はどういう意味︖
これは⽇本語で投稿されたものです

蘭 鈺珂さんの⽇記



試験

2006.10.07

初めての⽇本での試験。範囲はほぼ私が来る前に学習していた内容だったので今回の成績は⼤丈夫︕だけど次回はみんなと同じようにがんばらないと。 英語︓2度に分けて試験
があって、試験前は気が狂ったように復習して、ETの⼩説の問題に関してすべて答えられた! もうひとつの⽂法の⽅はだめだった。合格しててほしい… … 数学︓簡単だった︕
でも慣れていないのと、⽇本語の問題を読むスピードが遅いため、最後に⾒直せなかった… 現代⽂:⽂章題が三問と⼗数問の漢字の試験。作⽂の試験はなかった。前2編は授業
内でやったもの。議論⽂のようだった。私が来る前に教えたらしかったので、よく分からなかった。最後の⼀篇は授業でやってないものだった。読んでみて分かったが、他の⼆
編より簡単だった。だけど、選択回答問題ではなかったので、やはりある程度の難易度はあった。 古典︓漢⽂の読み下しができただけだった…… ⽣物︓結構難しかった。全く
勉強したことがなく、外来語もたくさん含まれていた。 政経:全然解らなかったけど、すべて⽳埋め問題で、いくつか埋められた。中国の政治の試験も⽳埋め式ならいいのに
な…… 要するに、“試験に国境はない”ということ。 ⽇本の試験と中国の試験には⼤した違いはない。ただベルの⾳はそれほど⽿を劈くようなものではない。ベルの⾳は全国
統⼀試験のときのような⾳だった。 （訳⽂）

蘭 鈺珂さんの⽇記



ちょっとバカな⽇記

2006.10.14

昨⽇ 交流センターの先⽣が会いに来ました。 まず古典の授業を受けている姿を⾒に来ました。 いっしょに⾷事をしました。 ２家庭のhomestayのお⺟さんにもあいました。
毎⽇新聞の記者が私を取材しにきました。 私はやっとここで書いてる⽇記が学友と交流センターの先⽣たちばかりではなく、他の⼈たちにも⾒られることがわかりました。 ⾷
事をする時私はずっと落着かなかった。 私は⼤⼈の⼈たちが話している内容は聞いて分からないことがわかって、私もどのように質問に答えたらいいかわからなかったよ。 話
をしててもしどろもどろでした。 先⽣は間違いなく私が⼤変だったことに気付いたでしょう。 すみません、でも私はもっと勉強をがんばりますね。 交流センターの先⽣⽅の私
へのお気遣いに感謝します、また会いに来てほしいです。 Togashi先⽣ありがとうございます、Hori先⽣ありがとうございます。

蘭 鈺珂さんの⽇記



成績が下がった

2006.10.16

試験の成績が下がった、私は⾃分の順応⼒を過⼤評価しすぎた……ショック…… （訳⽂）

蘭 鈺珂さんの⽇記



お⺟さん誕⽣⽇おめでとうございます

2006.11.07

今⽇はお⺟さんの誕⽣⽇、happy birthday!! （訳⽂）

蘭 鈺珂さんの⽇記



弁当作り

2006.11.07

 先週から私はずっと弁当を作ってきました。学校は近いですから、朝の時間はそんなにきつくないです。以前、⼀⼈で料理を作ったことがありませんが、ホストファミリのお
⺟さんは親切に教えてくれました。弁当作りはそんなに難しくないです。冷凍⾷品の扱いはとても簡単です。難しいなのは野菜のつくりです。⽕加減をコントロールすることは
まだ下⼿ですから、野菜よく焦げてしまい、味もおいしくないです。料理を上達にできるのはたくさん練習しなければなりません。私はがんばります︕⾃分の作った料理を⾷べ
るのは楽しいですね︕  ごめんね、皆さん、写真は忘れました、今度はきっと発表します。 （原⽂）
これは⽇本語で投稿されたものです

蘭 鈺珂さんの⽇記



ケーキ作り

2006.12.03

先週ホストファミリーのお姉さんがケーキ作りを教えてくれた。中国では家でケーキを作るなんてほとんど聞いた事がない。⽇本のスーパーでは、ケーキを作る材料が何でもそ
ろっていて、家にもそろっています。私達は⽐較的簡単なアップルケーキを作った。でもなんと⾔っても初めてだったので、⻑い時間をかけたけれど、成功だとは⾔えなかっ
た。結局出来上がったものは⼤餅のようだった。あける時ちょっと失敗して、割れてしまった……でも味はおいしかった。アップルケーキを作り終えてから、さらにサツマイモ
の和菓⼦も作った。いい⾒栄えだったし、とてもおいしかった。なぜなら、あれはほぼお姉さんが作ったからだ。⼤丈夫。⼤丈夫。時間はまだあるさ。私もいつの⽇か、きれい
でおいしいのを作るよ︕︕︕︕   ps.今週の試験は、時間があまりなくて、成績がまだ出揃っててきていない。英語のテストは全部合格した。信じられない。happyすぎ
る︕︕︕努⼒をするごとに結果がついてくるだなあ。試験前とてもまじめに英語を勉強した。でも時間が限られていたから、払った代価といえば政経などの科⽬は⼀字として勉
強していなかった…… （訳⽂）

蘭 鈺珂さんの⽇記



またケーキ作り

2006.12.09

芋ケーキ、形はこの間のよりきれいで、⾷欲をそそった。だから、⾷べてみた後で、写真を撮った。＾－＾ （原⽂）
これは⽇本語で投稿されたものです

蘭 鈺珂さんの⽇記



ハハ

2007.01.03

 新年は楽しかった、最近私はクッチャネばっかりしていて、太ってしまった。。。。。。毎⽇のんびりしていて、あまり書く気がない、簡単に書きましょう。  お⺟さん、
お姉ちゃんと⼀緒に年越し料理とおせち料理を作った。おいしいものをたくさん⾷べた。本当においしかった。皆さんもおせち料理⾷べたでしょう︖どう︖  おばあちゃんの
家にいって、たくさんの親戚と会いました。全部おしゃべりで⾯⽩い⼈間でした。にぎやかな雰囲気はサイコウ︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕
これは⽇本語で投稿されたものです

蘭 鈺珂さんの⽇記



ホホ〜〜〜

2007.03.17

ああ、⻑い間ずっと書いていない気がする、⼀回まじめに書かなくちゃ… この間書いたのは確か新年の頃かな。今書く気があるのは怠け者と思われる⼼配があるというより、
むしろ書かないと、みんなの中に存在感がないと⾃分が感じた。（変な⽂…）  何を書こうか、せっかく書く気が来たのに。最近の⽣活をまとめて話しましょう。  去年の年
末、私は複雑な気持ちを持ちながら、新しいホストファミリに⼊った。この複雑の気持ちは前のホストファミリに対しての気持ちだった。このことを話すと⻑くなるかも知れま
せん。そのホストファミリにいたとき毎度両親にメールをするたびに泣き出そうほど遠く離れていることを強く感じた。毎⽇、｢お⽗さん｣、｢お⺟さん｣と呼んでいても、もう
「爸爸」「妈妈」の意味が失せた。  ホストファミリのお⺟さんは私にこう⾔った、「私たちはあなたを娘じゃなく、留学⽣として取り扱っているの」。当時、その⾔葉をす
ごく冷たいと思ったのは、ホームシックが激しかったからかな。でも、冷静に考えれば、これは当然なことではないかとわかった。私は⾃分を留学⽣として⼈と付き合うべき
だ。うまく⽣活できないわたしは、そのお⺟さんに厳しく⾔われたこともある。ショックだったけど、これは以前、両親に⽢えてばかりいた私がいけなかったのだ。そして、両
親はこんな不器⽤な私のことをずっと我慢しているのも分かった、すごく後悔している。こんなとしの私は両親を理解すべきだ。忠⾔⽿に逆らう、ホストファミリのお⺟さんは
いつも私に忠⾔を⾔い、聞いたばかりのときはつらかったけど、⽣活を学ぶことの⼤切さ、⾃信を持ってやってみることの⼤切さなどたくさんのことが分かった、⾃分がこの四
ヶ⽉の間に早く成⻑したと強く感じた。別れる時に、お⺟さんが中国語で「加油」と私に⾔った、ギュウと体に強い⼒が注がれたような気がした。お⺟さん、ありがとうござい
ました、私はきっとがんばります︕︕  今のホストファミリは気軽な雰囲気があふれている。みんなも明るくてかわいい。この家族は友達が多い、このおかげで、私はいろい
ろな⼈と友達になった、その中に中国⼈の姉さんもいた、うれしい〜〜しかし、そのせいで、広島へ⾏ったとき、お⼟産を買うにお⾦をたくさん使ってしまった（冗談）。あ、
そうだ、今のホストファミリの⼈はよく私に冗談を⾔う。クラスメート達はみんな私を利⼝な留学⽣だと思って、あまり冗談を⾔ってくれない、これも今の悩みのひとつだ。だ
から、今、冗談話が好きになった。  この間、旅⾏が多かった。２⽉のとき、軽井沢で⾏われたEnglish Campに参加した。英語があまりできない私には、その三⽇間は本当に
⼤変だった。交流するには、⾔葉が⼤切だ、これを考えながら、ちょっとホームシックになった。今⽇本にいる私は⼈との会話で、中国語を話す機会があまりない、⽇本語はな
んとか話せるけど、中国語こそ私の気持ちをほかの⼈に正しく表せると思っているのだ。けど、その三⽇間は楽しいこともあった------スケート、しかも初挑戦︕ぜんぜんでき
ないけど、⾵みたいな速いスピードに憧れていて三時間ずっとずっと練習していた、最後、運動⾳痴の私が予想外に少しできるようになった、うれしかった、七転び⼋起きとも
⾔えるでしょう〜〜笑。スケートのほかに、ホテルのバルコニーでなにも考えずに、冬の景⾊を眺めるのも体がくつろげるいいリラックスだ。英語を勉強すべきだったけど、そ
の三⽇間で、私にとって⼀番印象的なのはおそらく、そこの景⾊かな（余裕だね）。旧正⽉の頃、留学⽣の集まり、⻑く書かない、とにかく、それは私の留学⽣活の中での最⾼
の⽇々だ︕︕︕三⽉の初め、また東京研修に⾏った、横浜の中華街にも⾏った。確かに中国の雰囲気があふれていたけど、気になったのは、あそこの物価の⾼さだ、それは中国
とまったく違う。  さて、旅⾏の後、テストの結果に直⾯しなきゃいけない、それはそれは、⾮常に⼤変だった……反省中〜〜〜
これは⽇本語で投稿されたものです

蘭 鈺珂さんの⽇記



写真

2007.03.17

中華街で⾷べた￥１２６０のラーメン ひな祭り︓ホストファミリの雛様      ⼀緒に作った散らし寿司
これは⽇本語で投稿されたものです

蘭 鈺珂さんの⽇記



わー︕

2007.04.11

隣に住んでいるおばさんの家に飼っているサクラと⾔う柴⽝が⼦供を⽣んだ、超かわいい︕︕︕︕︕︕︕サクラ、お疲れええ︕︕これはまだ３⽉の事です、ずいぶん遅れたね
え。３⽉は本当にいろいろな事あったねえ。誕⽣⽇も三⽉に過ごした、たくさんの⼈が祝ってくれて、楽しかった、みんなからいろいろなプレゼントももらいました。 新学期
が始まった、しかし、私はいつも朝寝坊します。まさに「春眠暁を覚えず」。
これは⽇本語で投稿されたものです

蘭 鈺珂さんの⽇記



もうすぐ体育祭

2007.04.28

もうすぐ体育祭。 しかし、わたしは体育が苦⼿。 みんなの⾜をそんなに引っ張らないように頑張る。。。。。。
これは⽇本語で投稿されたものです

蘭 鈺珂さんの⽇記



すごく遅れた⽇記ーーー充実なGW

2007.05.28

前半は⼀⽣懸命宿題をやっていた。映画も少し⾒た。 ４⽉２９⽇は真⽥祭りだった。真⽥祭りは真⽥幸村を記念するために⾏う祭りです。たくさんの⼈は昔の侍とか忍者とか
の格好をしていて、道中を歩いていた、カッコよかった︕そのほかに、流しそばとか、クイズとか、獅⼦踊りとか、いろんなイベントがあちこちやっていて、午前１０時から午
後３時まで続いていた。真⽥祭りは毎年もあるそうです。昔の⼈を忘れないように、昔の⽂化を守るために⾏っているのです。とてもすばらしいと思います。（いきなり「で
す」「ます」のなっちゃった、昔の⽂化を尊重していますから〜〜）  五⽉⼀⽇は体育祭だった。⾬はしとしと降っていたけど、みんなエネルギッシュだった。とくにうちら
の⼋組は全員⼥⼦だけど、男⼦に負ずに、⾒事に三位をとった。カンゲキ︕︕体育祭のイベントは⾯⽩かった。ほとんど中国でやったことがない、⾺とびとか、⼆⼈三脚とか、
⼆⼗⼈⼆⼗⼀脚とか皆は初経験だった。障害物リレーが⾯⽩かった、参加しなかったけど（遅いから）、ずっと側で⾒ていた。⼿を使わないで、⼝だけで⼩⻨粉の中からクッキ
ーを探し出して⾷べるのもあった。選⼿はみんな顔真っ⽩になった。。。。。。誰の発想だろうね。あと、先⽣たちもリレーに参加した、先⽣の⾛っている姿はさまざまだか
ら、かわいかった。体育祭が終わるとき、晴れになった、なんだ、この天気︕︕︕疲れた、楽しかった。  GWの後半は旅⾏に出た。⾶騨の⾼⼭に⾏った。⾼⼭は古い町で、江
⼾幕府の天領で代官を置いたところです。今そのときの古い町並みも残っています、⼩京都とも呼ばれています。 さて、⾶騨と⾔えば、⾶騨⽜です。⾶騨⽜超美味しかっ
た︕︕ああ、いけない、お腹すいちゃった。。。。。。また⾷べたい、頑張ろう、もう⼀度⾶騨⽜を⾷べるために︕ この後、⽩川郷に⾏った。そこには世界遺産の合掌造りが
あります。昔、平家と源⽒と戦ったあと、負けた平家があそこに逃げて、ずっと⽣活してきたそうです。合掌造りはあそこの家の作りです。  ざっと⾒てから、能登半島へ出
発。久しぶりに海を⾒た。  「ああ︕海。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。⽔ばっか」（笑）  やっと、七尾のおばあさんの家
に着いた。⼣飯はとても美味しい刺⾝を⾷べた。あの⾷感、今でも忘れられない、⼤満⾜。夜は地元の祭りーーでか⼭祭りを⾒に⾏った。でか⼭はとてもでかくて派⼿な⽊造の
⼭⾞です。何百⼈ででか⼭を引っ張るのです。でか⼭はでかいけど、決められた細い道しか通らないのです。だから、⽅向を調節する⼈はすごく⼤変です。でか⼭を引っ張ると
きも怖いです。でかやまが動くとすぐスピードを出すのです、質量が⼤きいから。だから、みんなはでか⼭に追いかけられているように⾛っていた。そのうち、転んだり、靴が
とれちゃったりする⼈もいた。気付かないと、危ないです。でか⼭は道の中では、ほんとうにぎりぎりになっていた。時々、電信柱にぶつかる事もあった。  GW中、⾦沢にも
⾏った。百万⽯の⽴派な城を歩いていた。そこでは、お菓⼦の展覧会も⾏われていた。美味しそうなお菓⼦がたくさんあった。とてもラッキーだった。⽇本のお菓⼦はほんとう
にすばらしいですね、すばらしいていうか、趣がある、をかし(笑)。このあと、ビトンに⾏った。ビトンの値段の⾼さはほんとうに意味わからないけど、デザインは確かにきれ
いだった。  以上  最後、⼀緒に旅⾏したAさんBさんCさんDさんEさんとお世話になったおばあさんにありがとう︕
これは⽇本語で投稿されたものです

蘭 鈺珂さんの⽇記



スポーツ。。。。。。

2007.06.03

昨⽇、あるスポーツの会を参加した。 私はスポーツがほんとうにだめ。。。。。。 できる⼈は超かっこいいけど、私は絶対にあんなにかっこよくなれない。。。。。。 この
間、全国⼤会がたくさんあって、学校では、先週たちの送り会を⾏った。選⼿たちはみんなかっこよくて憧れ〜〜〜 昨⽇、街では、⼸道の服をしていた学⽣たちがぶらぶらし
ていた。死神みたい︕︕ みんな、こどもの⽇（６．１）おめでとう︕ 私たちはまだ若い、社会⼈の中でもこどもの⽇を楽しんでいる⼈もいるそうです。
これは⽇本語で投稿されたものです

蘭 鈺珂さんの⽇記



座禅

2007.06.13

この間、座禅を体験した。 ⼭の中の⼩さくて静かなお寺で⾏われた。 座禅する前に、住持にお寺の中を案内していただいた。 とても古い寺だった。意外と、中国の古典に深く
かかわっている。そこには、すばらしい屏⾵があって、「出師表」がかかれていた。あと、「桃花源記」もふすまに書かれていた。。。。。。 いよいよ座禅の時間になった。
結跏趺坐（けっかふざ）という痛い座り⽅をした。座禅中はほんとうに静かだった。全世界も静かになった感じがしていた。⾃分の中も静かになった、頭の中に、何も考えてい
ません。「このときの⾃分はほんとうの⾃分です」と住持が⾔った。座禅しているとき、「警策」も体験した、居眠りしないように右肩を打ってもらうのです。ちょっと痛かっ
た。 仏教は中国から⽇本に伝わってきたのだから、中国も座禅があるわけ。これは最近、ネットで調べて分かったの。。。。。。⽇本で、いろんなものを体験して、ほんとう
にいい勉強になった。 ちなみに、来週期末テスト、最後のテストだから、後悔なんか残さない⽅がいいじゃない︖
これは⽇本語で投稿されたものです

蘭 鈺珂さんの⽇記



ちょっとついていない

2007.06.16

昨⽇、⾦曜⽇、授業はやっと終わった︕たのしい週末を迎えましょう︕電⾞の中で、⽂化祭の合唱の曲のメロディを考えていた。Mamamiaという英語の曲で、とてもかわいい
曲です。そして、気付いたら、窓の外の景⾊は変だねーー駅が過ぎちゃった。。。。。。 歩いて帰るしかない。。。。。。ラッキーなのは、迷⼦にならなかった︕︕無事に家
に着いた。でも、⼤変疲れた、来週はテストだから、テキストをたくさんかばんに⼊れていた。。。。。。。重い︕
これは⽇本語で投稿されたものです

蘭 鈺珂さんの⽇記



ちょっとついていない（２）

2007.06.21

この前、どうやって学校へ⾏くか、ちょっと説明します。 まず、家から⾃転⾞で家の近くの駅に⾏って、そして電⾞に乗って、学校の近くの駅について、また⾃転⾞で学校に
⾏く。以上。 さて、この間、授業が終わり、家に帰る。いつものように電⾞に乗った。家の近くの駅のついた。⾃転⾞で帰ろうとしたとき、鍵が無かった。ヤバ
イ。。。。。。電⾞の中で落としたか、駅の所に停めていた⾃転⾞に掛かっている。両⽅でも、学校の近くの駅に戻らなくちゃ。。。。。。 とてもラッキーなことは、鍵は無
事に駅のとこの⾃転⾞に掛かっていた。ほっとした︕︕︕︕︕︕そこのなかったら、駅のおじさんとやりとりする覚悟もしていた。。。。。。 鍵が戻ってきたのはもちろんう
れしいだけど、鎖のない世界がほしいなあ。 ちなみに、この間の期末試験、私は超頑張ったけど、テキストを握ったまま寝ちゃったほど頑張ったけど、結果はどうかな。
これは⽇本語で投稿されたものです

蘭 鈺珂さんの⽇記



ヤッホー

2007.07.31

みんな、こんにちは、２７⽇中国に着きました︕ ２８⽇南京に着いたのです。南京は超暑いです、みんなは絶対想像できない、３８度︕︕︕暑さで死んだ⼈もいるそうで
す。。。。。。こわい︕ これから、忙しい勉強に⼊ります、時間があったら、またにほんへ遊びに⾏きます︕
これは⽇本語で投稿されたものです

蘭 鈺珂さんの⽇記



ラララ

2007.08.03

帰ってから、両親、友達と遊んでばかりいます。みんなに⽇本の事を沢⼭⾔いました。でも、⽇本語もちょっと忘れたような気がします。これからも忙しい勉強に⼊るから、⽇
本⼈との交流機会も少なくなると思います。⼤変困っています︕
これは⽇本語で投稿されたものです

蘭 鈺珂さんの⽇記



みっ なっ さん〜〜〜〜

2007.11.07

 お久しぶり︕  どこから話せばいいだろう。⽇本でのゆったりしていた⽣活からすごく疲れる中国の⾼⼆の⽣活に⼊るのは本当に⼤変なことです。毎⽇毎⽇、戦争みたく
て、私もよく失敗したりして、かなりショックを受けました。⽇本語を話す気も無くなって、ずいぶんへたくそになった。この無理やりに⽇本語で書いた⽇記は、皆さんに分か
ってもらえるかな。  で、先週の⽇曜⽇、橋本先⽣と何々先⽣（名前忘れた、すみません）が南京に来て、私たちと⼀緒に⾷事をしました。久しぶりに⽇本料理を⾷べた。お
なかが苦しくまで⾷べた。ほかの⼈は皆しゃべっていたが、私だけ、⾷いしん坊みたいに。。。。。。実は、たくさん話そうと思っていたが、何かに塞がれたような気がし
た。。。。。。先⽣がわざわざ来てくれて、そして、励ましてくれて本当にありがとう。⼀緒の時間は少なかったけど、すごくうれしかった。あっ、そう、誕⽣⽇のくまちゃん
ももらった、超感動。ありがとうございます︕  来週は中間テスト、数学の課題は死ぬほど多い、化学の課題は死ぬほど難しい。睡眠時間がほしい︕もう１２時半になった、
おやすみなさい。。。。。zZZ
これは⽇本語で投稿されたものです

蘭 鈺珂さんの⽇記



また⽇本⼈の⾼校⽣と会った︕︕

2007.11.17

今⽇、うちの学校では、名古屋の東邦⾼校との交流会が⾏われました。久しぶりに⽇本⼈の⾼校⽣と会った。 うちのクラスは「３⽉９⽇」と⾔う歌を歌いました。すごくうけ
たみたい。そのつぎ、東邦⾼校は難しそうな縄跳びをして、ダンスも踊って、とてもにぎやかだった。 その次は組を分けて交流しました。私は書道・絵画に参加した。今⽇は
⽔墨絵を習いました。皆は描いたこと無いけど、わりと上⼿に出来ました、感⼼しました。それより、私は⽇本語を習ったこともあるし、⽔墨絵を習ったこともあるし、通訳し
ていたときは、出来なかったり、変な⾔葉を出したりして、へたくそと思われたかもしれない。。。。。。 とにかく、今⽇は交流できて、うれしかった。明⽇もありますから
がんばります。
これは⽇本語で投稿されたものです

蘭 鈺珂さんの⽇記



d

2008.01.06

d

蘭 鈺珂さんの⽇記



クタビレタ〜〜〜

2008.04.30

今⽇はハイキングした︕ １５ｋｍだったそうですが。。。 5時間ぐらいずっと歩いていた 沿道は別にきれいな景⾊も無いけど。。。 ただ必死に歩いていただけ 今、体がだる
い、くたびれた〜〜 でもね、恐ろしいテストの後、体が動けないまで運動するのがかえってリラックスになる。。。 何も考えられず、頭がぼうとしている(今の状態。。。）
それでいいの。
これは⽇本語で投稿されたものです

蘭 鈺珂さんの⽇記



ヤッホー〜お久しぶりで〜す

2009.01.26

こんにちは。春節おめでとうございます。 もう⻑い間ここで何も書いていなくて、まあ、どこから話したらいいでしょう。。。⽇本語もすごく下⼿になったし。。。 あのう、
中国に帰って⼀年半苦労した甲斐があり、やっと⼤学の推薦試験に受かりました。今のところはとてもうれしいです。そして、２⽉のはじめに⽇本へ六⽇間交流しにいくことに
なっています。東京へ⾏きますが⽇本の財団が組織したもので、団体活動なので、たぶん先⽣たちと会えないと思います。すごく会いたいですが。。。。。。まあ、とりあえ
ず、ここて挨拶しておきます。いつか⾃分で⽇本へ⾏くときはきっと先⽣たちと会いに⾏きます。今からは、⽇本へ⾏けるお⾦を稼げるようにがんばります︕
これは⽇本語で投稿されたものです

蘭 鈺珂さんの⽇記



こじま先⽣へ

2009.01.30

すみません。⽇程は連絡板にどう書き込むか分かりませんから、⽇記に書くことにしました。私のところに届いたのは⼀応これですけど、また変わるかどうかは分かりませ
ん。。。。。。 ２⽉×⽇ 午後 財団表敬訪問、ホテルチェックイン ２⽉×⽇ 午前 ××博物館⾒学      午後 ××⼤学⾒学 ２⽉×⽇ 午前 テレビ局⾒学      
午後 ⾃由体験 ２⽉×⽇ 帰国 以上〜〜〜〜〜〜〜
これは⽇本語で投稿されたものです

蘭 鈺珂さんの⽇記



私は⽇本語が話せなくなった…

2009.02.08

交流センターの先⽣⽅のご接待、ありがとうございます〜⽇本にいる⽇々は充実していました〜ありがとうございました︕そして、橋本先⽣、すみませんね、電話をかけるのを
忘れて、ずいぶん待たせましたね。 それから、先⽣⽅は南京に来られたら、必ず奢らせてくださいね〜そうしないと、気がすまないんです〜 何か私の中国語も可笑しいと思い
ますね…

蘭 鈺珂さんの⽇記
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