
楽しい〜〜

2006.09.08

今は楽しいですから、以後の⽣活に対して⾃信がある︕
これは⽇本語で投稿されたものです

李 正政さんの⽇記



みんなが楽しくありますように

2006.09.19

私たちの学校は⼭の中にある。中国から来た私のような学⽣には、とても新鮮に感じられる。中国にいたころには、こんなふうに⼭々に囲まれた⽣活をするとは思ってもみなか
った。ここの空気は澄みわっていて、湧き⽔もとても清らかだ。毎⽇、私の寮の裏⼿を流れる⽔の⾳が聞こえてくる。とてもすがすがしい。学校は⼆つのエリアにわかれてい
る。毎朝、私たちは１５分ほどスクールバスに揺られて、⼭のふもとにある学校に通っている。学校までの道はくねくねと曲がっている。道の途中、ところどころ視野が開けて
は、⼭の間から紺碧の海が⾒える。その度に、郷愁の念が沸いてくる。なぜなら、海の向こう側は中国と繋がっているから。私が１６年間⽣まれ育った場所である中国と。学校
にはたくさんの中国⼈がいて、ほとんどの⼈はこの⼟地に来て久しい。⽇本の友達もたくさんできた。クラスは１７⼈しかいなが、中国⼈、韓国⼈、タイ⼈、⽇本⼈と四カ国の
学⽣がいる。毎⽇様々な⾔葉を聞くことができて、⾯⽩い。先⽣たちは私たちにとても親切で、⽣活や勉強の⼿助けをしてくれる。これからの⽣活がきっと楽しいことを願って
いる。けれども、毎晩、無数の星が空で瞬くころになると、どうしても家族や友達、中国の先⽣のことを想い出す。同じ⻘い空の下、同じ星空を⾒上げながら、私たちは離れて
はいない、⼼はいつも⼀緒だ、と信じている。⼀年後、みんなに会うのを⼼待ちにしている。みんなの⽣活が楽しくありますように。 （訳⽂）

李 正政さんの⽇記



⽣活はこんなふうに違う

2006.10.04

1ヶ⽉が過ぎ去ろうとしている。時間は本当に瞬くように過ぎていく。私が⽇本での留学⽣活をはじめて、もう1ヶ⽉だ。この新しい街にやってきて、新しい⽣活を始めた。も
う1ヶ⽉経つのだ。学校、⽣活、先⽣、クラスメイト。まったく分からないところから少しずつ慣れてきた。忙しくバタバタした⽣活に落ち着き出始めた。少しずつ新しい⽣活
に溶け込みはじめている。これが成⻑というものかな︖毎⽇、窓の外を⾒るたびに、視野の中に⻘々と⽣い茂った⼭が広がっている。波が岸に打ちつける⾳や新鮮な空気を吸い
込んだときに、来てから緊張していた体と⼼を開放することができる。    ちょうどここに着いた1ヶ⽉前を思い起こすと、⽬に⾶び込んでくるものすべてが予想外だったよ
うに思う。⼭に囲まれて⽣活するなんて思ったこともなかった。⼀年間、私服を着てはいけないとは思わなかった。⽇本の学校の規則がこんなに厳しいなんて思わなかった。ブ
ランドがなければいけない。決められた場所と場⾯では、決められた服を着なければいけない。髪の⽑はくくらなくてはいけない。Tシャツをズボンの中に⼊れなければいけな
い。中国の学校だけがこういう⾵に厳しいのだと思っていた。⽇本の学校も同じだとは思いもよらなかった。最初はなれずに、⽣活全てがグレー⾊に⾒え、涙が勝⼿に流れた。
今は少しずつここで⽣活する楽しみが⾒出せてきた。厳しい校則は、しっかりとした⽣活習慣を⽣み出すだろう。ここには⼭や海、輝かしい太陽があり、⽣活も希望に満ちてい
る。先⽣は私たちのために周到に準備をしてくれた。電気スタンド、洋服かご、洗⾯器、ハンガー、本棚、制服。私達の不慣れな⽣活を助けてくれた。ここにはたくさんの外国
⼈留学⽣がいて、私の寮の中には⽇本⼈、タイ⼈、それに中国⼈の私がいる。寮には韓国⼈もいて、みんなはもともと違う⾔語を使っているにもかかわらず、ここでは毎⽇楽し
く⽇本語、英語で会話をしている。お互いに尊重し合い、助け合っていて、温かみを感じる。    ここでの授業や放課後、⾷事や睡眠時間のすべてが規則正しい。私は多く
⽣活の楽しみを探しだそうとしている。未来がもっと素晴らしいものであると信じている。みんなの⽇本⽣活が順調で、楽しくありますように︕ （訳⽂）

李 正政さんの⽇記



キャンプ

2006.11.12

先週末、学校の先⽣は私達とタイの留学⽣を連れて安居渓⾕というところに連れて⾏ってくれた。これが、私達が⽇本に来てから初めて遊びに⾏った。もちろんとても楽しかっ
た。 安居渓⾕も⼭に囲まれた場所だ。たくさんの澄みきった⾕川の⽔。⾼くそびえている⼭のふもと、⼆つの⼭を結ぶ鉄橋の下で、天然の巨⼤な岩⽯の下で、⼭から流れ出る
氷のように冷たい⽔流れる⾳。その⾳はは私にとってとても馴染み深いものだ。私の故郷の湧き⽔を思い出させる。湧き⽔の宝庫である済南――澄みきった⽢い湧き⽔の美しさ
と暖かさを兼ね備えた場所。私の⼼の中でどこまでも想いつづけている街。 私達は渓⾕で⽵ざおを跳んで遊んでいた。中国のタイ族の伝統の⽵ざお跳びのようだ。⽵⾺踊りが
あったり、⽵筒を踏みがあったり、餅つきがあったり、⿂釣り、柴切りをした。中国でかつてやったことのない事をやった。特に餅つき、炊き上がったばかりのもち⽶を特製の
⽊筒に⼊れて、⽵槌で絶え間なく打つ。すこしくっつく程度まで打って、アズキを⼊れる。とてもおいしくて、クセになっちゃう︕⿂釣りに⾏って、みんななかなか上⼿で、あ
っという間に⼆匹の⼤きな⿂を釣り上げた。それから私たちは⿂をきれいにして、晩ご飯の時には⾃分で⿂を焼いた。晩ご飯の⽕にくべる薪でさえ、みんなといっしょに割っ
た。私達はタイの留学⽣と⼀緒に⼣⾷と次の⽇の朝⾷を作った。カレーと洋⾵料理作り⽅を覚えた。やり始めた時は下⼿だったけれども、それでも⾃分が作ったものだから、⾷
べてみれば特別においしく感じた。 夜、私達は⾕にあるバンガローに泊まった。⼀棟⼀棟バンガローは⾼い⼭の中腹にあり、ベランダからは渓⾕の景⾊が⼀望できた。夜はと
ても寒かった。しかし⼭の新鮮な空気を吸い込み、空いっぱいの無数の星の広がるひっそりと静まり返った夜は、とても⼼地良い。それに加えて、私達の⼀団がようやく⽐較的
⾃由な機会を得られた。めちゃめちゃ楽しかった。とてもすばらしい思い出になった。次に遊びにいけることを⼼から楽しみにしています。それが新鮮な驚きをもたらしてくれ
ることに期待しています︕ （訳⽂）

李 正政さんの⽇記



今週期末テスト＋修学旅⾏〜〜楽しみ

2006.12.11

 ⻑い間を待って、ついに⾃分のパソコンを受け取って、本当にうれしかった︕今後は便利になってインタネットをするので、ぜひもっと多く⽇記を書くと思う。  最近、み
んなはどうだった︖⽇記によると、みんなは期末テストが終わったそうで、うらやましがるよね。あたしの学校は今週期末テストを⾏うつもりで、先週からずっと復習してい
る。⽣活はちょっと忙しくなって、⼤変だった。１１個科⽬をテストしていって、難しいと思う。期末テストがあるので、学校からインタネットを切れて、とてもいやだった。
でも、期末テストが終わった後、すぐ修学旅⾏へ⾏くので、楽しみにしているよ〜〜  あたしの修学旅⾏は京都や⼤阪や広島やUSJなど⾏く予定で、幸せでしょうか。このチャ
ンスは国際交流基⾦の先⽣があたしたちにくれて、どうもありがとうございました。京都は⼆年前⾏ったことがあって、あの時いろいろな古くて、有名で、伝統的の場所へ⾒学
に⾏った。⾦閣寺とか、銀閣寺とか、清⽔寺とか、悠久な⽂化がある都市のイメージを感じて、いい思い出になった。今度はもう⼀回あちら所へ⾒学して、たぶん前回と全然違
う新しく印象を感じると思う。  もうすぐ冬休みになって、みんなはホームステイをするつもりだよね。⽇本の新年はどんな伝統があるの︖以前の時、先⽣によると、中国と
⼤体同じそうだった。家族と⼀緒に⾷事して、互いにお祝いをして、新しい服を着る。それから、新しい⼀年間は何をするのとか、どんな⽬標を取るのとか、仕事や勉強や⽣活
などの計画を作るとか考えて、新しい⼀年間の⽣活を楽しみにしている。そのとき家族と⼀緒にいて、とてもうれしそうだと思った。しかし、今度の新年はあたしたちは家族と
⼀緒に過ごしできない。惜しいなあ〜〜〜  ⽇本に来たもう三ヶ⽉になって、本当に苦しみ楽しみの中で⾃分を鍛えたと思った。各国の留学⽣と友達になって、タイとか、ベ
トナムとか、韓国とか、もちろん⽇本の友達もいた。今はタイ語とベトナム語も少しできた、私の知識の財産になった。今後も続けて努⼒していると思う。
これは⽇本語で投稿されたものです

李 正政さんの⽇記



始業式のとき スピーチをやった

2007.01.09

 今⽇ ３学期をはじめた。わたしは始業式のとき 留学⽣の代表として スピーチをやった。学校の体育館で全員の前に発表して、何も⾒ないので、最初は とても緊張し
た。でも、発表したとたんに、何も考えなくて、緊張しなくなった。わたしは中国でわたしの町と⾼校を紹介した。それから 今度留学の⽬的を説明して、将来の夢も話した。
今度のスピーチは たぶん成功だと思うけど、わたしにとって、⼤切な体験だと思う。 （原⽂）
これは⽇本語で投稿されたものです

李 正政さんの⽇記



さよなら京都……美しき⼤阪

2007.01.12

再び京都の⾦閣寺を訪れた。同じ景⾊があった。瞬く間に2年の⽉⽇が過ぎた。 関⻄空港ホテルからの眺め。⼤阪は星の瞬きのようにきらめいている︔楽しいUSJ旅、美しい⼤
阪の様⼦は深く私の⼼の中に刻まれた。 （訳⽂）

李 正政さんの⽇記



中華料理を作った

2007.01.31

先週 休みのとき、⾃分で 中華料理を作った。５ヶ⽉ぶりの⼤好きな中華料理を 本当に⾷べたかった。でも、今度の前で、⼀度も作ったこともなかった、作り⽅はだいたい
知ってるけど、本当に⾃分で作るとき、あまりできないと思った。だから、あたしまずインタネットで料理が得意の中国のお⺟さんに作り⽅を聞いて、メモを取った。そしてス
ーパーへ⾏って、要るものを全部買って帰った。トマトやナスやシイタケなどの野菜も買ったし、中国⾵の調味料も買った。買った帰ったとたんに、作って始まった。野菜洗
い、野菜切れ、それから野菜炒め、全部⾃分でやった。あたしは「红烧茄⼦」、「⻄红柿炒鸡蛋」、「⾹菇油菜」という中国で常に⾷べる料理を作った。２時間かかったけど、
最後は中国でいたときいつものどおりの匂いが出てきたので、本当にうれしかった。家族と⼀緒、好きな中華料理を⾷べて、それに⾃分で作った料理を⾷べて、幸せな気持ちが
持ってた。⾷べた後みんな「おいしい」って、あたしもっとうれしくなった。実はあたしも⾃⼰に料理ができたことを信じなかった。今度、中華料理を作ったこちはあたしの⼈
⽣に第⼀回⽬なので、いつまでも忘れないと思う。
これは⽇本語で投稿されたものです

李 正政さんの⽇記



ありがとう ございます

2007.02.25

 ⽇中センターの先⽣たち ありがとうございます。  その話は話すのが遅れたけれども、本当の気持ちだった。この五⽇間の時間は⼀瞬みたいな感じ、半年ぶりの友達もあ
えて、広島でいろんなところも⾒学して、深く記憶に残った。  来週から いつものどおり 平静な⽣活に戻って、勉強も⽣活も 最後まで 努⼒すると思う。  後五ヶ⽉ 
皆さんは元気に続けて頑張ってね︕
これは⽇本語で投稿されたものです

李 正政さんの⽇記



うれしかった︕

2007.03.23

 久しぶり︕ みんな 元気︖  最近 学校でいろんな活動を⾏ったので、時間があんまりなかったし、忙しかったけど、うれしかった。でも、昨⽇から 春休みになったん
で、速く この⼀ヶ⽉の美しく記憶をしっかりと書いてほしいと思う。  この⼀ヶ⽉は まずあたしとクラスのみんな ⼀緒に 合唱コンクールを参加した。５年⽣として、
今回は最後の合唱コンクールだ。コンクールの前の毎⽇、⾳楽の授業でも、昼休みでも、放学の後でも、練習して、休みの⽇としても、みんなも学校に来て、まじめに練習し
た。⼈々も優勝したいな気持ちを持って、本当に⼒を出して、すべて考えた。本番のとき、ステージで光はきらきらと輝いて、クラスのみんなは⼼をこめて歌って、途中に全員
が⼿を互いに肩にかけて、最後まで観衆に優しい歌を送ってあげた。これは試合じゃなく、みんなの友情を現れだと思う。あたしだけじゃなく、先⽣たちも、⼈々がみんなに感
動されて泣いた。うちのクラスは最優秀賞をもらった、その時 みんな互いに抱き合って、涙の中が喜びに輝いた。みんなの笑顔、歌の声、感謝の⾔葉、すべてあたしの記憶に
残した。  合唱コンクールが終わった後、また ⼥の⼦のダンスの発表会と球技⼤会を⾏った。ダンスの発表会時、うちのクラスの⼥の⼦は全員 剣道着を着て踊って、カッ
コイイと⾔われた。あたしも初めて剣道着を着て、本当の剣道をして⾒たいな感じ、うれしかった。  球技⼤会のとき ⼥の⼦はバレーの試合があって、あたしも出た。中国
であたしはある⽇バレーの試合を参加できることが考えできなかった。結果は うちのクラス１点しか負けなかった、残念なあ〜  この⼀ヶ⽉ 成功もあるし、失敗もある。
でも、クラスのみんなと⼀緒に いい思い出になった。みんなの笑顔 いつまでも忘れない。いつも みんなから いろいろ⼿伝いをもらって、関⼼を送ってくれて、ぜんぜん
寂しくないし、毎⽇うれしくて、本当に幸せだった。今のクラス 本当によかった。 （原⽂）
これは⽇本語で投稿されたものです

李 正政さんの⽇記



華麗なフィギュア︕

2007.03.29

この間 東京体育館で ⼀回華麗なダンス・パーティーと⾔える試合を⾏った̶̶２００７世界フィギュア。  今年ちょうど⽇本でフィギュアを⾏う。フィギュアが⼤好きの
私は 毎晩 時間どおりに ファミリーと⼀緒 すべての試合を⾒た。国尽くしの選⼿たちは 世界⼀への気持ちを持って、最⾼の⾦メダルを取れるために ⼒の限りを尽くし
て滑っていた。⾼いレベルの滑り技術、優しい舞う姿、ショート・プログラムも、フリー・プログラムも、すべて 素敵な感じを観衆に送ってくれた。中国の⼆つグループ選⼿
はペア・スケーティングで⾦メダルと銀メダルを取った、そして⽇本の⼥⼦選⼿はシングルの試合で⾦メダルと銀メダルを取った。中⽇両⽅もいい成績をとって、互いにおめで
とう。 これは試合じゃなくて、世界最⾼レベルのフィギュアで、完璧な芸術を表現すると思う。特に 試合が終わった後、最後の⽇で⾏ったの フィギュアの エキシビショ
ンが⼀番すばらしいと思う。会場の中に暗くなって、⼀束だけの光が選⼿の⾜どりをつき従って、共に動かしていた。選⼿は多くの観衆に注⽬られて、真っ⽩い氷の上に優しい
⾳楽に伴って、思う存分滑ったり、踊ったりして、⾳楽と踊りだけほど静かに滑って、優れて美しい姿がだれにも陶酔するようになれる。観衆がいなくて、⾃分だけの感じ、美
しい踊りと快楽の滑りに浸っていた。広い氷は⼀⼈の舞台のものだ。フィギュアにとって、このよりもっと美しいことがないだろうか。 完璧なフィギュア︕ 華麗なフィギュ
ア︕ （原⽂）
これは⽇本語で投稿されたものです

李 正政さんの⽇記



桜〜〜〜お花⾒

2007.04.06

 春休みは ちょうど桜が咲く時期だ。おととい いい天気で、柔らかい⽇ざしだったし、さわやかな微⾵もあったので、お⺟さんが私を連れて、おばあちゃんと三⼈で⼀緒に
公園へお花⾒に⾏った。お弁当とお茶を持って、桜の⽊の下で 桜をめでながら ゆっくり⾷べたり、喋ったりして気持ちがよかった。 桜が咲きこぼれてて、視野の中にピン
クの⾊ばかり、微⾵が吹いたら、桜の花びらがひらひら落ちてきた、雪が降るみたいな感じ、美しかった。 「さくら、さくら、花咲き残る〜〜」……桜を⾒て、桜みたいな美
しい記憶を思い出した……
これは⽇本語で投稿されたものです

李 正政さんの⽇記



遠⾜

2007.05.07

遠⾜〜〜〜⻄海橋（さいかいばし）  ゴールデンウェーク前に 私が学校の遠⾜に⾏った。⾏く前に⽇本学校の遠⾜がどんな感じかなぁと考えを持って、ずっと楽しみにして
いた。あの⽇ お⺟さんから⼀⽣懸命作った特別なお弁当をもらった。そしていっぱいお菓⼦といい気分を持って、スクールバスでみんなと佐世保の⻄海橋へ出発した。途中で
⻑崎のホウステンボスというところを通った。あそこはオランダ⾵の建物がいっぱいあり、海のそばで景⾊がきれいだし、⾒たら、⽇本での感じぜんぜん⾒つけなく、ヨーロッ
パでと思ってしまうかもしれない。  ⻄海橋に着いて、⼆つ⼤橋を⾒えた。⾚い⼀つはちょっと古いけど、もう⼀つ⻘い橋は新しくて、建てたばかりだ。⼆つ⼤橋は⼆つ⼭を
つながっていて、両岸にはまったく緑の⾊、草⽊が⻘々と茂っている。そして、橋下の川が広くて、静かに流れている。しかし、この川が特別なところは、川の真ん中から分け
て、両⽅は違う⽅向へ流れて、真ん中の川の⽔がグルグル回って、渦巻きになってしまった。この川が静か⾒えるけど、実は危ないそうだ。みんなはちょっと集合して、記念写
真を撮ったら、それぞれの近所へ⾏った。私は友達と⼭坂の芝⽣で敷物を敷いて、美しい景⾊を楽しみながら、喋ったり笑ったりして、ゆっくりお弁当を⾷べた。気持ちがよく
なった。私のお弁当を友達に⾒せたら、みんながびっくりして、私の弁当は弁当屋さんのみたいきれいに美味しそうってほめってもらった。私も幸せって⾔われた。私もうれし
いし、ファミリーのお⺟さんに「ありがとう」と⾔いたかった。 ⾷べたら、友達と⼀緒に⻄海橋の周りに散歩して、歩きながら遊びにした。光があまりまぶしくなかったの
で、遠⾜にちょうどよかった。私たちの話も笑いも笑顔も遊びもすべて私の頭の中に残した。 今まで、いっぱい楽しい思い出をもらって、すべての美しい記憶は私の⼈⽣の宝
物になれると思う。残した三ヶ⽉は前のいい思い出を忘れないで、もっと多くいい思い出になるよう、⼤切にしたい。
これは⽇本語で投稿されたものです

李 正政さんの⽇記



ツツジの海

2007.05.07

ツツジの海  4⽉の末はツツジという花が⼀番きれいな時期そうだ。私は⼤村市のツツジの公園へお花⾒に⾏った。あそこでツツジの花が⼭坂でいっぱい咲いていて、⼭は花の
洋服を着ていた。ツツジの花びらが⼩さいけど、いっぱい群がっているので、視野の中に花の姿だけが溢れて、花の海みたいな感じに出てきた。この「海」はブルーのじゃなく
て、いろいろな⾊があり、ピンクや紫や⽩や⾚などの花が互いに⼊り混じっていた。⼭坂にきれいなじゅうたんを敷いた。 写真を⾒てて、みんなはこんなきれいなツツジを⾒
たことがある︖ 公園から帰るとき、あっちの知り合わない⽅から四つ葉っぱの草をもらった。普通の草は三つ葉っぱで、四つ葉っぱの草が珍しいし、もらったら、幸せになる
そうだ。あの⽇ 私が突然にもらって、びっくりしたけど、ラッキーだよ︕
これは⽇本語で投稿されたものです

李 正政さんの⽇記



ホタル〜かわいかった︕

2007.05.25

 ファミリーのお⺟さんと蛍を⾒にいた。この時期はお家の近くの川に蛍が多く⽣きている。夜 ⾷事したら、ゆっくり散歩しながら、微⾵が頬を撫でて、気持ちがいい︕静か
な川側、蛍が空中に⾶んで、蛍の光が輝いて、こっちに⾶んだり、あっちに⾶んだりして、かわいかった︕うれしかった︕
これは⽇本語で投稿されたものです

李 正政さんの⽇記



⾼総体

2007.06.09

⾼総体〜〜  今週、⻑崎県で⾼総体を⾏っていた。六⽇間の試合は 県内の全ての⾼校が参加して、スポーツのレベル⽐べをした。応援のために学校の全てのスクールバスが
出てくれたので、私と友達はスクールバスで それぞれの場所へバレーと⽔泳とバスケの試合を観戦して、応援に⾏った。わが校のスポーツが強くて、グループの試合はよく勝
ちで 決勝戦に⼊った。  特に 我が校のサッカー部は最初から ずっと 勝ち進んで、決勝に⼊った。相⼿は「⽇本⼀」を取った学校だった。この⼀戦は勝つのが⼤変だと
思うけど、きっと激しくてすばらしくなると思う。本番は 勝つように、全校が応援に⾏った。 思いのどおり、相⼿が技巧とか 体⼒とかすごく強かった。暑くて 眩しかっ
たけど、我が校の⽣徒たちは みんな最初から最後まで⽴てまま 共に⾔葉を⾔って、声も出して ⼒も出して、みんな⼀⽣懸命応援をしていた。  本当に優勝がほしい︕勝
ちの瞬間を期待︕  ９０分間の試合で２対２になったので、仕⽅ない、延⻑戦に⼊った。しかし、延⻑戦がもうすぐ終わりのとき 我が校のゴールに破れて、⼀点だけ負けて
しまった。残念だけど、誰もがんばったから、みんなも⼒を尽くして 汗を流れたから、試合が負けたけど、精神的に勝つといえると思ったらいいじゃない︖  試合が終わっ
たら、選⼿といっしょに みんな 校歌を歌って、歌の声が空に響き渡った。  この歌の声が⼀番美しい〜感⼼の気にした〜
これは⽇本語で投稿されたものです

李 正政さんの⽇記



梅⾬に⼊った

2007.06.15

 今⽉の１３⽇から 九州は今年の梅⾬時期に⼊った。中国の私の町は北の⽅だから、梅⾬の時期がなかった。梅⾬はどんな感じだろうかと考えてた。しかし、おとといから 
⻑崎は三⽇間ずっと⾬が降ってた。そして、湿度が⼤きくて 本当に蒸し暑いと⾔える。これは梅⾬だ︕そして 温度も上げたり下げたりして ⾵邪とか引きやすいよ。  ⽇
本が北海道以外のところ ずべてもうすぐ梅⾬に⼊るらしいから みんな 体を気をつけてね︕残り時間少なくて、最後まで 頑張って元気に過ごしてね︕
これは⽇本語で投稿されたものです

李 正政さんの⽇記



七⼣祭り

2007.07.07

七⼣祭り  ７⽉７⽇は七⼣で、この⽇は天の川の両岸に住んでいる牽⽜と織⼥とが年に⼀度会えるということがある。もちろん学校でみんな七⼣祭りをした。⾃分のお願いこ
とをかわいい紙で書いて、葉⽵に飾りつけて、夢とかお願いことができるのを祈る。  三年⽣だったら、⼀番できたいお願いことはもちろん⼤学に合格することだ。あたしも
「第⼀志望の⼤学に合格しますように」というお願いを書いた。また「また⽇本に来て、クラスのみんなと会えますように」と「中国と⽇本の、両⽅のお⺟さんとお⽗さんがい
つも元気のように」も書いた。⼼から本当にこれらのお願いことをできてほしいと思っている。  お願いします〜〜〜
これは⽇本語で投稿されたものです

李 正政さんの⽇記



最後の期末テスト

2007.07.07

 四⽇間の期末テストは四⽇間の⼤⾬の天気に伴ってやっと終わった。暗かった天気がテストの雰囲気がもっと厳しく感じをした。あたしにとって、外国語で受けるけど、これ
は最後の期末テストので、⾃分へのプレゼントとして素晴らしい点数を取りたいと、そしてみんなに負けないように頑張りたい。テスト前の⽇、教科書や問題集やプリントなど
全て復習して、何回か繰り返して、けれども、テストの始まり時がまた緊張した。結局は受けた科⽬のうちに化学と数IIIが⼆つも１００点取った。解答⽤紙を返すとき、点数
を⾒たら、⾃分も信じられないほど ものすごくうれしかった︕学⽣として、これは最後に⾃分へ最⾼のプレゼントだと思うよ。超うれしい〜〜〜
これは⽇本語で投稿されたものです

李 正政さんの⽇記



家に戻った〜学校も始まった〜

2007.08.10

 ２８⽇の夜 家に無事に着いた。１６年間⽣活したところに戻って、いつものとおりに暖かい感じする。あたし 家に帰ったって⾔えるようになった。  お⺟さんとお⽗さ
んが北京の空港へ迎えに来てもらった。会った瞬間、三⼈とも喜んで笑顔をした。うれしすぎだし、でも涙出てなかった。涙が嫌だから、帰る前の⽇に親と約束した。  あた
しの部屋のドアを開けたら、きれいな部屋を⽬に⼊った。お⺟さんが⽚付けてくれた。あたし 本当に幸せだなあと思っている。  でも、８⽉１⽇から学校を始まったから、
家に三⽇間しか過ごせなかった。⾼校三年⽣になったから、これを仕⽅ないことだ。学校で⼆週間を通り過ぎて、今⽇はやっと家に帰った。三年⽣の学校⽣活はもしひとつの⾔
葉で表したら、「怖い」ってしかないと思う。新学期を始まったばかりけど、毎⽇の宿題は１０枚ほどのプリントがあるし、あたしにとって、補習と復習が両⽅があるし、夜の
⾃習も授業になったし、毎⽇の⽣活は 勉強、⾷事、勉強、⾷事〜何回も繰り返しのことになって、寝ることは⼀番重要じゃないことになってしまった。⼆週間だけだけど、す
ごく疲れた〜でも、後四ヶ⽉ ⼤学の推薦テストを迎えるから、もっともっと頑張れば、できると思います︕  じゃ、できれば、私はちゃんとこの⽇記を書きます。⽇中交流
センターの先⽣たち、お元気でね。また会えるように楽しみにしている︕
これは⽇本語で投稿されたものです

李 正政さんの⽇記



明けまして おめでとう

2008.02.08

 昨⽇は中国の春節だった。みんな 明けましておめでとう︕新たな⼀年間をお元気で幸せにすごせますように︕  春節なので町のどこでもよく⾚の品物が⾒える。⾚を⾒た
ら幸せな感じがする。そして⼀⽇中ずっと花⽕をする声が聞こえる。私も親と昨⽇の零時に花⽕をした。携帯でビデオも撮ったよ。正⽉でみんなゆっくり休ませるよね。  付
けた三枚の写真は⻑崎県の佐世保の「ハウステンボス」という所で撮ったのだよ。美しくてオランダ⾵のロマンチックなところだよ。今⻑崎で留学している中国⾼校⽣たちはぜ
ひ遊びに⾏ってね。  じゃ、みんな ２００８年で続けて頑張ってね︕
これは⽇本語で投稿されたものです

李 正政さんの⽇記
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