
遅くなりました

2006.10.02

⾹川に着いて第三週間たった。 多くの原因によって、今⽇まで交流の家に書き込みができなかった。 しばらくの間、あまりインターネットが利⽤できなかったから、⽇記の書
き込みに出遅れた。 みんなは⼼配しないでくたさい。すべての出来事を私は、⼼と⽇記の中でしっかり覚えています。 今から、⾹川に着いたばかりの⽇々を、簡単な報告しよ
うと思う。 東京で涙をこぼした後、○井先⽣と地下鉄と⾶⾏機に乗り継いで、やっと⾼松空港に着いた。旅路はとてもとても⻑かった。 みんながどう歓迎されたのか、とても
知りたい。 私たちが空港に着いたときには、フラッシュと⼤きな横断幕と花束で歓迎された。学校の理事⻑とこれから⼀年間のクラスメイトが私たちひとりひとりへのテレホ
ンカードをもって出迎えてくれた。 夜の帳の中で、私たちの学校のミニバスは⼭道を上り下りしていた。 ずっと暗い中を⾛っていたのに加え、⾞の中が明るかったから、外に
何があるのかよく⾒えなかった。 外が更に暗くなったとき、暗闇は深夜にばかり訪れるものではないと感じた。むしろ、明るい空が、知らないうちに突然暗くなる時だ。その
とき、深い⼭の中に⾃分の⾝がおかれていることを知る。喪失感が広がる。 ⼀時間ほどのち、相変わらずの夜の帳の中、私たちの⼥⼦寮についた。 暗闇の中に明かりが⾒え
た。寮の⾨には同じように「熱烈歓迎 周遊 顔瀟逸 楊彦斐」と花々に飾られた横断幕にかかれていた。 ベージュの新しいスリッパに履き替え、私はこの⻄⾼の第⼀歩を踏
み出した。 寮のおばさんの△井先⽣は、私の⼿を握りペラペラと何かを話し掛けてくれている。私たちに会えてとても嬉しそうな気持ちがひしひし伝わってくる。 私の308室
の部屋の中に、箪笥にすでに制服はかけられていた。ハイソックスも静かにこの⽩い絨毯の上に置かれている。 雪のように⽩いワイシャツ。グレーのチェックのスカート。 そ
れを⾝に付けて、写真をとった。 机の上にはピンクのティッシュカバーが置いてあった。ダブダブした⼤きな⽿に、⾚いほっぺた。本当にかわいすぎる。今、この⼦は私の⽜
と友達になって、⾷堂に連れて⾏かれた。味噌汁の湯気の中で、初めてここのご飯を⾷べた。どうしてこんなにたくさんの⼈が私たちを⾒ているのだろう。 あの⽇、部屋に戻
ってから、私は何もしなかった気がする。荷物の中で、気持ちよく寝⼊ってしまった。 ここについて⼆⽇⽬、私の⽜はすでにここに慣れてしまった。 部屋は全てシングルで、
⼥の⼦はとても少ない。 寮の⼥の⼦は少なくて、２２⼈しかいない。 あの⽇は週末。起きてから何をしたのかよく覚えていない。 ⼀番印象深いのは窓を開けたとき、ついにこ
この様⼦をはっきり⾒ることができた。－－⾹川。ここは東京とまったく違う場所だ。 騒がしさとにぎやかさの⼤都市とは遠く離れている。 ここでは道はほとんど狭い⼆⾞線
で、⾏き来する⾞の中で、知らない⼈同⼠でも会釈をしあう。学校の近くの⼤型スーパーやコンビニ、服屋や雑貨店など、全てそろっている。 毎⽇、早朝に窓を開けると、雲
の中の遠⼭を望むことができる。⼈に不思議なパワーを与える新鮮な空気を吸うことができる。毎⽇学校が終わった後、窓の外に広がる⾚く染まった⼣焼け雲。そしてこの⼀瞬
をいつもカメラに収める。 朝の⼀⾯の混乱から寝るまで。毎朝おきて部屋の⽚付けをするまで、私は本当にここが好きになった。 （訳⽂）

楊 彦斐さんの⽇記



観⾳寺の秋祭り

2006.10.16

先週末、野球の試合に負けた。⼀点差だった。 私たちは甲⼦園出場の切符を失った。 ⾼松第⼀⾼校の選⼿が歓喜のあまり⼤急ぎして、応援席に向かって⾛っていた。とても悲
しかった。もしも私たちが勝ったら、どんなによかっただろう。 ⻑い間⾞に揺られながら学校に帰った。 ●野先⽣は私たちを観⾳寺の秋祭りに連れて⾏ってくれた。 中国のお
寺の縁⽇にそっくり︕たくさんの若い⼈たちが、ちょうちんのたくさんついた⼤きなお御輿を競って持ち上げようとしている。とっても賑やかだ︕ 私たちは⾷べ物を買った
り、お⼟産を選んだりした。 替えるときには花⽕を⾒た。 道には街頭がなかった。暗闇の中でみんな静かにそれを楽しんだ。 私たちは⾜を⽌めて、カメラを構えずにはいられ
なかった。 最後に●野先⽣の実家にお邪魔した。おいしいてんぷらを⾷べた。 まだあるよ。先⽣の奥さんは茶道の先⽣で、私はようやく本当に有名な抹茶を飲んだ。ドラマの
「粉紅⼥郎」の中の⾔葉にもあったように、まさに「こんなに濃いお茶を飲んだことがない」のとおりだった。 私はまだホームステイはしたことがないが、寂しく思ったこと
はない。先⽣が気分転換に、家の⾷事をさせるために連れ出してくれる。寮の⽯●先⽣はよくみんなに果物などをくれる。とても優しくしてくれる。 （訳⽂）

楊 彦斐さんの⽇記



助けて︕

2006.10.22

⾃分のパソコンが突然壊れた。。⽇本のパソコンの先⽣は中国語環境を⾒ても分からない。。どうしようもなくなったようだ 颜潇逸のパソコンを使うほかない だけどよくない
よなあ︕ どうしよう︕

楊 彦斐さんの⽇記



もう秋ではありません

2006.11.15

もうすぐ毎⽇スカートはいてこの冬をすごさないといけない 今まで⼀度もなかった ⽴冬になった この寒さはなんでもない 怖いのは強い⾵だけだ ⾹川は本当に趣深い 聞く
ところによると冬には夜と同じくらい暗いときがあるらしい 今、窓際に座らなくなった〜〜毎⽇背中が熱くなるまで⽇にあたることができなくなった。。だけどもそれでもぽ
かぽかはすると思う 最北にいるわけじゃないからね︕〜 今は毎⽇授業がある。。ある授業は他の⼩さい教室に移動しなければいけない 先⽣が私たち三⼈に特別授業をして
くれる。。 クラスの担任は若い⼥の⼈先⽣だ。時には厳しく、時には男の⼦と⼀緒にはしゃぐ。まるで⼤きい⼦供ようだった あの⽇のどが痛くなったとき、あーだこーだ⾔っ
て私を保健室に連れていき、薬を飲ませてくれた。 彼⼥はいい⼈だ。 （訳⽂）

楊 彦斐さんの⽇記



舞台の感じ

2006.11.24

その⽇とても楽し いです授業を受けに⾏っていません⾼松市参加しました⾹川県の⾼校⽣の⽂化祭の開幕 式どのように⾔います感じ異なっています結局です⾃ら参加したの私
達の3⼈の⾏為の留学⽣の代表１つの⽶国の留学⽣と⼀緒に舞台に上がります受け⼊れました取材します 3⼈歌いました1⾸の《美しい神話》⾝につけて いますチャイナ・ドレ
ス現れます周囲ですべてです全く同じ⾼校の制服の世界引きつけました多くの ⽬正しいですこのような場所の中国⼈着ます彼らの⾃分の祖国の服⽴ちます舞台の銀⽩ ⾊の照明
の下は上実は観衆席の何⼈があのような⽬まいがした感じが本当にとても良くどのようにただ⾔うだけと感じることにはっきりと⾒えない1種の⽬まいがする 感じがあります
まさかこのような暗い環境の下で照明の覆う安全性にただ⾃分の⼀⼈1種です。。私は本当にとてもあの様⼦が好きなことを知りません。。 最後の照明の全亮は全従業員がカー
テンコールにこたえに出てきた時私はやっと聴衆の席が意外にもそれでは何階も⼀層ごとにが意外にもそれでは数⼈がいることがあることを発⾒します。。 ps舞台の写真の効
果はあまり良くありません。。相当するのはの左右の2位によって私達の1学年を取材して⽣むので、私達とても本当で良いですあに対して。カーテンコールにこたえる合唱は
私達は事前に彼⼥たちが私達に歌詞を書いてまたすべて⾳を付けたことを知りません。最後に彼⼥たちの⾃分でかいた感謝カードがまだあって、すべての⼈はすべて1部がすべ
て異なっていたことががあります。

楊 彦斐さんの⽇記



Homestay

2006.11.26

楽しい~Homestayがこんなに幸せだなんて︕ 前回は⻄⾼祭の代休で、11⽉23⽇は勤労感謝の⽇で、それから⼆⽇間の休みが加わって、結果的には私達は全部で4⽇間の休みに
なった。。 恐ろしいことに京都出⾝のクラスメイトでさえ4⽇間すべて実家に帰るそうだ。さらに聞くところによると、寮には⼀⼈もいなくなるらしい。私達は⼼配し始めた。
数⽇前の特別授業で、⽩井先⽣は4⽇間彼⼥の⼿配で、なにかイベントをすると⾔っていた。それはHomestayも含まれる。 あ〜、先⽣の家に泊まるなんて、緊張する︕ 私の
持ち物を整理して~⽩井先⽣⼀家と過ごすの2⽇間の旅が始まった。 1⽇⽬に劉静雅のいる岡⼭県の遊園地に⾏った。いっしょに電⾞に乗って、瀬⼾⼤橋（下の階のほうだよ︕
外を⾒ると少し怖かった︕） その遊園地に関して、⾔えるのはただ美しすぎて唖然としたこと︕私はかつて京都の紅葉の⾊を写真で⾒たことがある︓最も⾚い楓。それらが⾄
る所に落ちていて、公園全体に飾りを添えていた。その公園は、ヨーロッパのロマンチックな雰囲気に満ちていた。私とYXYは⼆⼈ともカメラを⼿に写真をとった。どの⾓度か
ら撮っても、とても良い写真が撮れた。 家にいた時にも、遊園地に⾏きったりしたが、⾃分が⼩さくなってしまったかのような感覚になるので、いつも遊園地の乗り物に乗る
ことなく、静かに遊園地の広場で歌を聞いていた。それから何もせずに家に帰っていた。しかし⽩井先⽣とみんなと⼀緒にその⽇、私は⾃分が⼩さい頃に戻ったように感じた。
動物園の中の⼩さな遊園地で家に帰りたくないと思った時、これが遊園地の感覚だなあと思った。 2⽇⽬、私達の3⼈は⽩井先⽣と先⽣の旦那さんと⼀緒に⻲丸城に⾏った。ケ
ーキを⾷べて、紅茶も楽しんだ。 ⼣⽅になって、私達はまた先⽣夫妻について、サツマイモを収穫した~⽩井先⽣に畑仕事の服に着替えて出発を待っていた。この姿は本当に古
典の先⽣とは思えなかった。とても私の祖⺟に似ている。（家にいた時に祖⺟はいつも私を中庭に連れ出して、⾊んな不思議な植物たちの新芽を⾒た。。。） 晩ご飯の時に、
私達は先⽣に⼿伝ってもらいながらうどんを煮た︕おいしかった。しかしZは⽢いのがあまり好きでないと⾔ったから。。⾃ら進んで他の⼩さい鍋に⾃分の料理を作り出し
て。。結局。。。 その⽇の夜はまた畳の上で寝た。とてもよく眠れた。少しも寒くなかった。 朝にはテレビを聞きながら、先⽣の家のおばあさんと⼀緒に座って中国式の朝⾷
を⾷べた︓おかゆ。。ザーサイ。。シュウマイ~YXYは⽥舎の幸せなで暖かい⽣活のようだといった︕残念なのは。。もともとZYは早起きすると⾔っていたのに、結局起きるの
が遅くなった。残念だね︕ 朝ご飯を⾷べ終わってから、先⽣の家から出発して、いっしょに《DeathNote2》を⾒た。明らかに私は理解できなかった。。。。（でもとても好
き、すぐに中国語版の漫画を探してみようと思う。） それからおいしい中華料理の鶏炒めを⾷べた。ネギ以外は全部⾷べきった~⼤好き~ 最後はガラスのコップDIY。みんな、
世界でたった1つだけの⾃分のコップを作った。私は最もDIYが好き︕ 今回、私達の3⼈が初めて⼀緒にHOMESTAYをした。とても充実していた。本当に⽩井先⽣と⽩井先⽣の
旦那さんの配慮に深く感謝しています。とても楽しかった~ （⽇記が⻑くて、翻訳の先⽣に⾯倒をかけました︕申し訳ありません︕） （訳⽂）

楊 彦斐さんの⽇記



nothing but a little sad

2006.12.07

not going for the soccer competition nothing but a little sad hope everyone will do a good job wheather on the soccer grass or just act as a cheerman on the side
of the grass the result is not so important just try your best swear it again and again you guys are the best

楊 彦斐さんの⽇記



ホームステイ和服編

2006.12.31

和服って本当にとても華やか〜︕ まだ⽇本に来る前、⽇本と⾔えば頭の中にすぐ浮かぶのは和服を着た⼥の⼦、または傘をさして京都の紅葉の下で⽴ってる姿や、或いは姿勢
正しく座って畳の上で茶道を⾏っている様⼦などです。 ⽇本を想う時、最もあこがれたのは和服でした。 ずっと前、⽯井先⽣が貸⾐装店の宣伝パンフレットを⾒せてくれ、ホ
ームステイをする時に私達を連れて⾏ってくれると⾔いました。⾒たら本当に素敵だった〜。ついに本当に和服を着るチャンスなので、とても楽しみにしていました。 以前朝
⽇⼭で着たのは“浴⾐”で、今回着るのが本当の着物。やはり今回のはずいぶん複雑でした︕。。時間ももっとかかりました。 聞くところによると⼀回和服を着るのに1時間かか
るそうです。お店のおばさんの話ではそんなに時間はかからないと⾔っていましたが、クラスメートの話では、本当に複雑で普通の⼈ができるものじゃないそうです。 ⽯井先
⽣のお孫さん、10歳の勇気君はずっと忙しく、そばで撮影に専念していて、フラッシュが⽌むことがありませんでした。そして、椅⼦の上でそのまま寝てしまいました。ハハ
ハ、この⼦は本当にかわいいです。 私達3⼈が着たのは成⼈式に着る柄の服だそうです。もうすぐ新年だけど、私達はもうすぐ18歳になって、成⼈します。楽しみです。 今⽇
⽯井先⽣が私達をここに連れて来てくれたことにとても感謝しています。今年は家で新年を祝うことがでできなかったけど、⽯井先⽣⼀家と⼀緒に過ごすことができ、寂しくあ
りませんでした。中国の家にいるのと何ら変わりがありませんでした。

楊 彦斐さんの⽇記



帰った

2007.02.21

帰った… 朝6時30分、王さんは私に送らないと⾔った、沖縄へ出発した。朝ごはんは⼆⼈だけだった。 昼11時40分、朱さんも先に千葉へ⾏った。 じゃ、最後は私だった。顔
さん、韓さん、Kちゃんたちがいるから、交流センターの先⽣たちがいるから、私は、泣かない。 ⼩島さんからのお弁当と王さんからのちんすこうを⾷べた、⾼瀬に着いた。
朝は広島だ、今もう⾹川だ。 ここは何も変わらない。 この四⽇間は、夢⾒たい… （原⽂）
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 彦斐さんの⽇記



２・２４

2007.02.24

今⽇は北井先⽣と⾷事とドライブをしました。 北井先⽣は去年１１⽉に中国にいって、向こうで⽇本語の専⾨学校の副校⻑になりました。 この間は中国のお正⽉です。その学
校は休んでいます。 そして北井先⽣は⽇本へ帰りました。また、先⽣は明⽇その学校へ⾏きます。 わたしは先⽣と⼀緒に外国語の勉強を頑張っています。 今⽇はプりクラをし
たから、ハードばっかり、本当に楽しかったですよ。先⽣は「⽇本でも中国でも、やはり⼥の⼦はプリクラ⼤好きだな」と⾔ました。
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 彦斐さんの⽇記



3.10.

2007.03.11

昨⽇は⽯井先⽣の孫勇気君が参加する和太⿎のライブを⾒に⾏った、偉かったと思うよ︕勇気君は全然間違わなかった，すごいじゃないな︕︕ 朝9時30分出発した、先⽣の家
で陶芸の先⽣に会ったり、コップに絵をかいたり、美味しいラーメンを⾷べたり、喫茶店に⼊ったり。夜は豚カツを⾷べた、⼤好きよ︕あら、荘内半島も⾒に⾏った、とてもと
ても綺麗だった、気持ちいいよ︕しかも、可愛い⾙があって持って帰ったよ︕ 私たちはいつも⽯井先⽣が連れて⾏ってくれた。やっぱり⽯井先⽣と⼀緒は⼀番楽しかった︕
（原⽂）
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 彦斐さんの⽇記



４．１

2007.04.02

今⽇は国営讃岐満濃公園へ⾏った。場所は丸⻲だった。前は丸⻲へ何度いったことあるげと、こんな公園があるのは知らなかった。 三⼈だけで⾏くのは無理だから、⽩井さん
が連れて⾏った。⾞で何⼗分か⾛って、その公園に着いた。⼀番最初の印象は広いところだった。中に⼊って、いろいろな花を⾒た。特に綺麗なのはやっぱり桜︕⽔仙とかも満
開だった。しかも、春休みだから、観光客も多いし、公園はとてもににぎやかだった。私と顔さんは⼆⼈乗り⽤⾃転⾞で、サイクリングコースでのんびりした。 昼ごはんは⿃
のあしをたべた、前は⼀度⾷べたことあって、これはもう⼆回⽬だった。あぶらいっぱいあったげと、おいしいかったな︕ 午後は朝⽇⼭へ⾏った。⾞で途中で⽌まって、頂上
まで登った。その⼭はもう櫻の世界みたい︕⽬の前はピンクばっかりよ︕櫻が咲いているときの朝⽇⼭は、普通のときよりもっときれいだったよ︕ おとといも⽯井さんと爺神
⼭の櫻を⾒に⾏った。やさしいお花⾒をしていたお爺さんたちに会って、美味しいおやつをもらって、とても嬉しかったよ あぁ、⽇本はやっはり櫻の故郷だね︕やっと⾒れ
た︕

楊 彦斐さんの⽇記



5.20.

2007.05.20

やっと⼀週間続いたテストが終わって、今⽇は休みです。朝１０時まで寝ていた。朝ごはんは美味しい⾷パンと先⽣の特製コーヒー⽜乳とサラダです。そのあと、勇気くんとバ
ドミントンしたり、野球ボールを投げたりしました。昼は、「⾹川県の⼈の別腹」を使って、うどん屋さんで天ぷらうどんを⾷べました。。。   ホームスティになってか
ら、普通の⽇本⾼校⽣の⽣活をしています。毎朝は⼀⼈でちゃんと起きて、学校まで歩いて通学しています。専⾨の冷蔵庫の中に、ときどき先⽣が飲み物とか、アイスとかを⼊
れてくれて、制服のワイシャツも先⽣がアイロンかけてくれて。。。。こんな優しい先⽣は、どこでもいないと思います。近所のおばさんたちや⼩学⽣たちともよく話をしてい
ます。⼟⽇はみんなとモーニング⾏ったり、服屋さんで買い物したり、しています。おばさんたちにも中国の簡単なことばを教えています。   ４⽉のおわりに周くん、顔さ
ん、ホームスティの家族と⿃取県へ⼀⽇旅⾏に⾏きました。有名な⿃取砂丘に登りました、砂丘の向こうは綺麗な海でした。この海の向こうは中国かなと思いました。そこで写
真を撮りました、こんなあおい⾊ははじめて⾃分の⽬で⾒ました、忘れられないです。   その⽇、船に乗りました。その感じは前の中間研修のとき宮島の船と全然違いまし
た。今度は波がすごく⼤きいから、船はとても揺れてジェットコースターみたいでした。髪も眼鏡もぬれまして、ちょっと怖かったけど楽しかったです。   旅⾏の途中で、
梨ゼリーやウサギ饅頭とかいろいろな美味しいものを試⾷しました。特にかに汁が美味しかった。そこで⼤きなタコを⾒ていた、ゆっくり動かしていて、⾒るのはおもしろかっ
た。   最後に、私たちはクラスメートにかにパイのお⼟産を買いました。先⽣もお友達に、学校の先⽣たちにお⼟産を買って帰りました。   ホームスティになってから、
⽣活が変わっている。ここは家の感じがしているので、安⼼しました。幸せにしています。
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 彦斐さんの⽇記



明⽇、⽇本を離れます

2007.07.22

今⽇は⽇本最後の⽇です。⻑い間⽇記を書いていませんでしたが、それは最近時間が経つのがとても速いからです。⾃分では意識していませんでしたが、⽇記を書く状況ではあ
りませんでした。 毎⽇、⽇記を読んでいて始めに⾒るのは「家に帰ります」 という⾔葉です。いろいろ考えるとなかなか⽇記が書けません。 橋本先⽣が広島で私に⾔ってくだ
さったように、この半年間が過ぎるのはとても速かったです。 初めに書いた⽇記、「来⽇してからの出来事」から⽇記を書き続け、すでに今は別れの⽇記を書いています。昔
は⽇本が下⼿だったこと、⾯接のときにとても緊張したことをまだ覚えています。今は落ち着いて話すことができるようになりました。そのように考えると、この⼀年は⼤変貴
重だったと思います。 たくさんの⼈は私に⾔ってくれます。⼀年間留学すると中国の勉強からは遅れてしまうかもしれないけど、きっとこの⼀年であなたが得るものは⼤きい
と。 家をこんなに⻑い期間離れ、ついに帰国までやってきました︕⼀年が経ち、私も、留学⽣32名、そして皆の家族もやり遂げたのです︕ 今⽇は最後の⼀⽇です。この10⽇間
はとても忙しかったですが、朝⽯井先⽣がお忙しい中、最後の⼤きな荷物を送ってくださいました。私たちは部屋に戻って⽚付けをし、その後書道の先⽣と⼀緒にランチをしま
した。 別れの時、先⽣は私たちに⾔葉を書いてくださいました。私たちはそれを⼤切にしまいました。先⽣は道端に⽴ち私たちを送ってくださいました。先⽣の眼は⾚くなっ
ていました。その瞬間突然⼤⾬が降ってきました。あまり触れ合う時間が多くなかったので、また先⽣から字を習ったり、お茶を飲んだり、まだまだ学ぶものも多いです。 卒
業式の⽇に、理事⻑先⽣、校⻑先⽣、他の先⽣⽅と⼀緒にご飯を⾷べに⾏きました。 今晩、家で私たちのために送別会を開いてくださいます。主⾷以外にも新鮮なかぼちゃの
スープや果物があり、美味しい料理を⾷べていろいろ話して、とても楽しい時間を過ごしました。 最後にパジャマで記念写真を撮りましたが、それはおかしい格好なのでここ
には載せられません︕その時の笑顔が最⾼でした。 明⽇、旅⽴ちます。明⽇はきちんと⾃分で起きて、東京へ出発します。この⼀年はこうやって終⽌符を打ちました。

楊 彦斐さんの⽇記



卒業⽣⽇記を書きましょう

2007.07.29

ただいま︕〜〜〜〜 何時間の爆睡の後で、現実に戻した。 交流センターのサイトに⾏ってみた。みんなも⽇記書いているね︕でも何でまた「留学⽣⽇記」をかくの︖たぶん⼼
はまだ⽇本に残って、留学の⽣活まだ終わってないと思わ。でも帰ってからの⽣活を始めないといけないね。私の場合は、部屋の⽚付けもできてないし、８⽉２２⽇にも学校が
始まるし、友達にも会いたいし。。。これから、たぶんとても忙しいよ︕ さあ、私も蘇ちゃんと⼀緒に蘇州の案内をつくる︕皆さん、これからもよろしくお願いします︕ PS
写真説明︓わたしが⽇本へ連れて⾏った⽜ちゃんもお兄さんに会ったよ︕⼀年間ぶりよ︕⼼連⼼︕
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 彦斐さんの⽇記



蘇州スベシャルガイドブックの２

2007.08.06

さあ〜私の時間ですね︕ 私も⽇本の⼈たちにいっぱい蘇州のことを紹介したいです。 蘇州は昔から「⽔乡」と⾔われて、⽔がいっぱいな所と⾔う意味ですよ。たぶん皆さんが
蘇ちゃんの⽇記を読んでいるときにも古くて静かな感じがすると思います。でも今度は新しい姿をみんなに⾒せたい。 蘇州は上海と⽐べて、⽇本の東京と⽐べて、そんなに⼤
きいな町ではなくて、蘇州の⼈たちもそんなに緊張しているな⽣活はしてないです。 だから電⾞とかは必要ないです。普通の学⽣たちは⾃伝⾞で学校から家まで毎⽇通って、
⼤⼈たちも⾞か⾃伝⾞で仕事⾏くから、朝と⼣⽅はラッシュアワーです。そのとき本当に道がとても込んでいて、⾼校⽣として私もラッシュアワーを起こした犯⼈の⼀員で
す……でも、仕様がないよね︕ ＾。＾︔ いまの蘇州にも電⾞がないといけませんかな︖︖あははは。 休みの⽇は、蘇州の⼈たちも⾃分家にいったり、親戚のお家へいった
りしている。天気がいいのときは、どこかに遊びに⾏ったり、⾃分が好きな景⾊を⾒に⾏ったりしている。以上全部⽇本の皆さんと⼀緒じゃないでしょうか︖ 普通の⽣活はど
こでも同じです。 また、わたしたちは⾃分の家のこと、⾃分の学校のことなど、いっぱい紹介したいです︕ 皆さん応援よろしくね︕ 写真説明 １．蘇州の⼀番にぎやかな商店
街です︕観前街といいます︕〜まだ、もっと写真を撮ってから、詳しく紹介します。 ２．中国のケンッタキです。でも油がいっぱいなものを⾷べ過ぎたら、体に悪いですよ。
（ダイェットにも） ３．アイスクリーム屋さん、お店でたべるのはスパーで買うの感じが違いますよ。アイスクリームだけじゃなくて、いろんなお茶とかケーキとかもありま
す。Haagen Dazs  
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 彦斐さんの⽇記



２００８︕

2008.01.01

⽇本はもう２００８年になりましたでしょう︕忘れてしまいました︕遅くなってごめんなさい︕ 皆さん、おめでとうございます︕ これからも⼀緒にがんばってくださいね︕
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 彦斐さんの⽇記



Togashi先⽣は蘇州に来ましたよ……

2008.05.11

はぁ〜今⽇は楽しかったです〜togashi先⽣と⼀⽇遊んでいました〜 先⽣と⼀緒に「蘇邦菜」を⾷べてから、学校を⾒学して、そして学校隣の売店でミルクティーも⼀緒に飲ん
でいました。 離れたことがないようにたくさんしゃべっていました。togashi先⽣はたくさん⾯⽩い経験（恐ろしい経験も）を教えてくれました、みんなは楽しかったです。
写真の1︓ホテルのラウンジで撮った写真 写真の2︓《国際交流戦に向けて--togashi先⽣へ》

楊 彦斐さんの⽇記



聖⽕リレーは蘇州に来ました〜

2008.05.25

今⽇は⽇本語教室のはずでしたが、交通規制プラス学校の宿題が多くて、私は「サボった」。。。。（蘇ちゃんにノートを頼んで）でも私は聖⽕リレーが⾒えましたよ︕︕家の
前で。。。。たくさんの⼈がいました〜 私は⾼いところ（ベランダ）にいたから有利なはずなのに、聖⽕リレーを撮れませんでした。。。 はぁ〜。。。他のをどうにか少し撮
れましたけど、⾒てみてください。。。。 写真は混んでる⼈々と。。。建物の上の五つ星の旗〜〜〜

楊 彦斐さんの⽇記



⽇記を書く

2008.09.26

明⽇は運動会だから、宿題を提出しなくていい︕今⽇は暇をつかんで︕ ⼗五夜の時にここで挨拶しようと思ったが、ネットの昨⽇は雷にやられたので、これなかった。泣〜〜
〜 今は直したから〜〜〜でも⼗五夜はもう過ぎてしまった︕残念〜︕ それでは皆さんは美しい秋を楽しんでくださいね〜 蘇州は今気温が下がった〜〜中国の北⽅はきっと寒く
なってるでしょう︖⽇本はどう︖みなさんは暖かくして、⾵邪を引かないでね〜〜 togashi先⽣のメールをみて、先⽣は⼀⼈の旅って格好よさすぎ︕ しかし１１⽉中旬に蘇州
にこられても、私は朱さんと⽇本で短期の交流活動に参加してるかもしれません︕どうしよう……togashi先⽣頑張って頑張って、速く進んで、私たちが出発する前に来てくだ
さいね。或いは⾵景を楽しみながらゆっくり来られて（安全を気をつけてね）、私たちが⼆度の訪⽇の後で会いましょう︕本当に楽しみにしています︕

楊 彦斐さんの⽇記



⽯井先⽣に会った︕︕

2008.11.22

楽しかった〜 短期の訪⽇旅⾏に参加して、東京、⼤阪、⿅児島、沖永良部島、奈良に⾏った。ほとんどははじめて⾏ったの︕ 今度は晩の⾶⾏機で、⽇本の⼟地に⾜を踏み⼊れ
たとたん、⽇本がどんなに懐かしかったか初めて分かった。はじめて東京で泊まった旅館、遠いところでの⾚い東京タワーを⾒て、私と朱(さん)は感動した︕︕ 残念ながら、
橋本先⽣と⼩島先⽣に会えなかった……（もちろん富堅先⽣にも出会わなかった……悲しい……）。翌⽇歓迎朝⾷説明会では基⾦会の佐治先⽣を⾒た。しかし彼がわたしのこと
を知らないのを恐れ……あえて話かけに⾏かなかった。今度の旅⾏で、⽇本の良いところがたくさんあるのがわかった。まだ私たちを待っていると思っている。南にある⼩島、
沖永良部島というところへ⾏った。本当に美しかった。それによって、もっと沖縄へ⾏きたかった。帰国する前に、⽯井のおばあさんと⼩さい孫の勇気はわざわざ⼤阪に私に会
いに来て、同じホテルを予約し、私たちと顔を合わせて、また多くの贈り物をくれた〜〜（写真）。。学友達はみんなうらやましがっていた。翌⽇の朝また早起きて空港まで送
ってくれた。⽯井先⽣と来年また顔を合わせることを約束した。本当に楽しかった〜〜

楊 彦斐さんの⽇記



お好み焼き

2009.09.30

今⽇は、お⺟さんがお好み焼きを作りました、 ずっと前に⽯井先⽣がemsで送りしたお好み焼きの粉で︕ ちょっと味が違いますけど、美味しいかった︕ そのとき、⽇本の皆さ
んと⻑期の第１期正のみなさんを思い出した︕お元気ですか。 明⽇は 中国の誕⽣⽇で、おめでとうございます︕
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 彦斐さんの⽇記



ペット節~

2009.10.02

今⽇は「ペット節」のボランティアをやったよ︕ 丸⼀⽇⽇に焼けてしまった︕⽇焼け⽌め忘れた︕ 猫さんふわふわ〜・・・ほんとに物憂げなネコさんね︕

楊 彦斐さんの⽇記



ただいま︕

2010.03.21

ただいま＾＾︕︕
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 彦斐さんの⽇記



交流会

2010.03.24

ただいま~ずっと授業、授業で忙しくて、今⽇やっと交流会のことを書きにきたよ。 私たち遅刻しちゃって もうさんざん。 みんなに迷惑かけちゃった。 でも無事に到着で
きたからね。 たくさん写真を撮ったよ。 懐かしい⾯々だけじゃなくて初めて会う先⽣や仲間ともたくさん会えたの。 ⼭崎先⽣と⼩島先⽣は以前とちっとも変わらず、やさし
くフレンドリー︕︕ 初めてお会いした先⽣⽅も超良い⽅々ばかり。 橋本先⽣とtogashi先⽣と⼥性の⼩島先⽣にお会いできなかったのは残念だったな。 嬉しいサプライズ︕⼭
崎先⽣が⽇本でhomestayしていた⽯井おばあちゃんからのプレゼントを預かって来てくれたの︕みんなに羨ましがられちゃった︕ （プレゼントの中⾝はヒミツ︕ひとつだけ教
えてあげるね。私のイチバンの⼤好物のお好み焼きをつくる材料。ソースも全部⼊っているの︕こっちじゃ買えないからね︕懐かしいなO(∩_∩)Oハハハ~）⽯井おばあちゃ
ん、そしてはるばる運んで来てくださった交流センターの先⽣、ありがとうございます︕

楊 彦斐さんの⽇記



ひさしぶり

2010.08.21

ひさしぶりです。皆さん、お元気ですか︖私はいつも元気にしています。（⼿紙書いてるみたいな） 今⽇、わたしの誕⽣⽇ですけど、なんとなく⽇本に暮らしていた⽇々をお
もいだしました。中国の⼤分はいまめっちゃ暑いですね＞＜、向こうの⽇本はどうですか︖ では、またね。 ｐｓ 今⽇から、a-nationですね︖中島美嘉さんと東⽅神起の曲⼤
好きですよ!今年もa-nationに参加しているかな︖⽇本にいる皆さん、私はうらやましいくて⾒たいな︕ プラス＋旅⾏で撮った写真三枚︕
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 彦斐さんの⽇記



あけまして

2011.01.17

交流センターからのカード受け取りました。ありがとうございます。とても素敵ですね。カードの写真にはあまり知っている先⽣の顔は多くありませんでしたが、皆さんとても
楽しそうな笑顔で写っていましたね︕^^ 昨⽇、homestay先の⽯井のおばあちゃんが動画に︕おばあちゃんのふわっとした髪型は本当に素敵でしたよ︕ 語学学習センターで、
今⽇、⽇本の「忍」さんという奥さんと知り合いました。カッコいい名前だよね︕

楊 彦斐さんの⽇記



みんな⼤丈夫︖

2011.03.11

みんな⼤丈夫︖⼼配します
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 彦斐さんの⽇記



おにぎりおにぎり

2011.05.20

おにぎり作りました︕︕

わたしが作ったですよ︕ほんま︕︕ほんま︕︕︕

お⺟さんが作ったじゃないですよ︕

ｐｓ

ふりかけ（︖）は⽇本の⽯井おばあちゃんからのたくくくくくさんのプレゼントの⼀部分ですよ︕〜〜〜〜〜〜〜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

楊 彦斐さんの⽇記



⽯井のおばあちゃんお⼟産ありがとうございます︕

2011.05.20

先⽇は⽇本からの郵便パックが届いて、⽯井のおばあちゃんからのプレゼントでした。

私⼤好きな讃岐うどんと⽇本で毎週買うお菓⼦も⼊っています、びっくりしました︕たくさんのお⼟産、⽯井おばあちゃんありがとうございました︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 彦斐さんの⽇記



写真を⾒せます

2011.05.20

中国語教室で担当している8歳の男の⼦と１１歳の⼥の⼦からもらったプレゼントです︕うれしいわ︕

私と顔さんが⽇本でおるときに植ったバラのお花はきれいに咲いています、この写真は⽯井のおばあちゃんが⼀⽣懸命ｓｋｙｐEで送ってきたの。おばあちゃんありがとうござ
います︕

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 彦斐さんの⽇記



おにぎり

2011.05.21

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 彦斐さんの⽇記



写真を⾒せます

2011.05.21

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 彦斐さんの⽇記



いい⽇旅⽴ち

2011.07.12

 皆さん、久しぶりです︕︕︕︕
  

  夏休みがやっとはじまりました。今蘇州はもう真夏です、⽇本も⼀緒でしょう
 か︖

 さて、近況を報告します︕私は今⽇本⼈向けの中国語トレーニング学校でバイ
 トしています。相変わらず週三回ぐらい⾏ってます。⽇本の奥さんたち、おじさ

んたち、⼦供たちといつも楽しく話しています。
 
  それから、ビッグニュース発表します︕ホームステイのおばあちゃんと三年ぶ

 りに会いましたよ︕︕︕
 
  ６⽉１７⽇に、ばあちゃんは中国⼤連出⾝のお友達と中国へ来てくれた。ばあ

 ちゃんと私は、私が帰国してからも電話とか、skypeでもよく話していました。私
 は、⼟⽇の休みを利⽤して⼤連へ⾏くことに決め、ばあちゃんに会いに⾏きまし

た。
 
  ⼤連は港で、旅⾏スポットの⼤き町です、⽇本企業がいっぱいあると聞いてい

 ます。⾶⾏機を降りた時から、ワクワクしていました。
 
  ばあちゃんが泊まっているホテルに着いた時、ばあちゃんはちょうど買い物か

 ら帰ったばかりでした。⼿に袋をいっぱい持っていて、幸せが溢れている笑顔し
ていた。ばあちゃんの相変わらず元気な笑顔最⾼︕︕︕その⼀瞬で、私は「⾃分
が中国へ帰ってなかった、ずっとばあちゃんのそばにいてた⾒たい」と感じまし
た。
 
  ばあちゃんはずっと前から、ホテルを予約していました、私と友達がばあちゃ

 んの隣の部屋に泊まることにしてくれていました。
 
 部屋にはプレゼントの海だった。おばあちゃん、ありがとう︕重かったでしょ
う。
 
  三年ぶりに会いましたよね︕こんな時、顔さんと周くんがいればいなあ。

昼ごはんは、天天漁港で⾷べました。初めてウニを⾷べて、不思議な味だった。
勇気もばあちゃんもそれが⼤好きだから、ばあちゃんの友達は「勇気がここにい
ればいいなあ︕」と⾔っていました。
 
  ⼤連で、５期⽣のうかんくんに会いました。うかんくんもばあちゃんの家でホー

 ムステイしてもらって、３⽉に中国へ帰りました。⽇本で留学することが続けな
かったらしいです。ちょっと残念ですけど、でも、うかんくんは今中国の⾼校で
⼀⽣懸命勉強していますので、また、⽇本へ留学する事を⽬指しています。

昼ご飯の後は、ばあちゃんのお友達の専属運転⼿さんが案内してくれて、皆で
星海広場を⾒に⾏きました。公園も海もほんとに綺麗だった。瀬⼾内海も同じよ
に、太陽の⽇差しの中でキラキラと輝いているでしょうか。

⼣⾷はうかんくんたちも⼀緒に万宝海鮮へ⾏きました。

 お腹いっぱい、話いっぱい、笑顔いっぱいの⼆⽇間は本当になんて短かかった
 んでしよう。ばあちゃんともうちょっと⼀緒に⾏って欲しかった。
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      帰ってから今まで⼀ヶ⽉も過ごしました、写真を⾒て、思い出が溢れ
ていました。昨⽇は、ばあちゃんと電話で「また、⼤連で会いましょう」と約束
しました。ばあちゃんありがとうございます。また、会いましょう︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです



⼆年間中国語を勉強してた学⽣が⽇本に帰るよ

2012.08.04

こっちに留学に来てた学⽣の中では⼀番⻑くいた⼈なんだけど、蘇州での作業が今⽇終わったんだ。来週には⽇本に帰るみたい。

残念だな~すごく努⼒家な学⽣だったから。

はぁ~なんだかあの歌が頭に浮かぶなぁ~

⼭⼝百恵の「ありがとう あなた」の中の「悲しお別れちかずいてます〜」ってところ

みんながんばれ︕
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メリークリスマス︕

2012.12.19

こんにちは︕久しぶりだね︕

みんな元気かな︖

近況報告するね︕

私は来年の6⽉で卒業なんだ。。

今年の11⽉に就職活動が終わったの。念願の会計事務所の仕事に決まったよ（だって私は⽇本語が話せるから︖︕ハハ）

来年から新た道を歩んでいくんだ。

写真は事務所で労働契約を結んだ⽇、仲のいい友達と⼀緒に︕~

筆記試験や⾯接を受けているときは、採⽤してもらえるか不安だった。Homestayをした⽯井さんのお⺟さんにも電話をして。⽯井さんはずっと私の就活の⼼配をしてくれて、
メールには、あなたはがんばりやで優秀なんだから、絶対に採⽤されるわよ︕って書いてくれて、励ましてもらった。そして、本当に採⽤されて。もうすごくうれしくて、すぐ
に⽯井さんに連絡しちゃった。

“中国の⼥の⼦の間で、今、流⾏っているものってナニ︖あなたはどんなものが好きなのかな︖プレゼントをしたいのよ。あなたの就職祝いにね。”⽯井さんがこんなことを⾔っ
てくれた。そして素敵なプレゼントをおくってくれたの。ゼッタイに⼤事に、⼤事に使わせてもらいます。

励ましと応援に、感謝しています。

ps お⺟さんと、お孫さんの勇気クンと⼀緒に、来年中国語を勉強する約束をしたんだよ。勇気クンは外国の⼤学に留学したいんだって~

ps 写真の男⼦が私の中国語教室の学⽣のR君。中国で2年間中国語を勉強して、お⽗さんの仕事の関係でまた⽇本に帰ることになったので、お姉さんと⼀緒に帰国することに。
ザンネンだな。記念に写真を撮ったんだ。R君もお姉さんも、⼆⼈とも優等⽣だったのに︕︕︕R君 Rちゃん、がんばってね︕
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PSもう⼀枚は私たちの中国語教室の下にあるクリスマスツリー。良いクリスマスを︕

ps どうして画像が横にできないのかな︖⾒づらくてごめんね︕ヨロシク︕

⽇本のみんなも、中国のみんなもがんばってね︕

寒くなってきたから、カゼなんてひかないように︕

バイバイ



果たせなかった約束

2013.05.17

実はこの冬からhost familyの⽯井先⽣とLINEでチャットをしてるんだ。

⽯井先⽣には何度も⽇本に遊びにおいでって誘われていて、だから今回⽇本に⾏く約束を取り付けたの。⽯井先⽣は︓“あなたたちが⽇本にいたときに、なにもしてあげられな
かったわ。みんなディズニーランドに⾏きたがっていたし、わたしもあなたたちを⾊んなところに旅⾏に連れて⾏ってあげたかった。”って⾔ってくれてて、すごい感動した
し、わたしも⽯井先⽣に会いに⾏きたいって思った。

とがし先⽣と連絡を取って、台湾で待ち合わせしたらどうだろうって話になった。でも⾃由⾏動がないのはいやだなぁってことで、やっぱりわたしががんばって⽇本のビザを申
請しようって決⼼した。でも旅⾏会社にお願いして、2ヶ⽉間⾊々がんばってみても、やっぱりどうしてもだめみたいで。最終的に諦めざるを得なくなっちゃった。

昨⽇⽯井先⽣にこの悲報を伝えたところ、先⽣はたくさんの優しい⾔葉でわたしを慰めてくれた。今中国で⽇本のビザを取るのはかなり困難だって分かってるけど、だからとい
ってそれで⽇中関係を不安に思うことはないし、きっとこれからもチャンスはあるからって。そして最後に、わたしに会いに中国に来てくれるって、そう⾔ってくれた。

 

どんなことも計画していたようにスムーズに進めることは出来ないんだなぁって⾝をもって知った。すごい残念。:"(

⽯井先⽣は近々⾃宅をリフォームするらしくて、引越しとかで忙しいらしい。申し訳ない気持ちでいっぱいだ。

いつになったら中国ではビザを取らなくても⽇本に⾏けるようになるんだろう︖そうしたら好きなときに好きなだけ遊びに⾏けるのに。

卒業間近。そろそろ仕事で忙しくなる。でもそれでもわたしは⽯井先⽣とずっと連絡を取り続けていきたいと思います。以上︕
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楽しい旅⾏~⽇本交換留学10周年~

2017.01.18

2016年12⽉、お⺟さんを連れて⽇本へ旅⾏に⾏ってきました~

 

 

東京に行って、Homestayをしていた香川県の石井さんも訪ねてきました。

2006年から2016年、日本への留学事業はちょうど10周年だね。時間がたつのはあっという間なんだなってしみじみ思っちゃいますね~

東京は楽しかったですよ。お⺟さんと⼀緒に⾏ったことのあるところに⾏って、⼈⼒⾞にも乗りました。

 

香川もすごく楽しかったです。ふたつのきれいな公園に行って、懐かしのうどんと骨付きチキンを食べたし ，温泉旅館にも泊まりました。車の運転をしてくれた石井さんとも、い

ろいろなお話をしましたよ。他にも新年を迎える前に「金比羅さん」にも行ってきました。

香川はすごく変わったけど、すごく懐かしい場所もまだありました。楽しくて、時間がたつのがあっという間でした。あと何日か、もう少しいたかったな。石井さん、本当にありがとう

ございました~

来年は、中国で会いましょうねって約束しました

PS：最後の１枚は、⽯井さんがもっていてくれた10年前の写真です。私と周さん、顔さんと⼀緒の1枚。
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