
こんにちは

2006.09.08

私は元気です。今⽇は楽しいです。
これは⽇本語で投稿されたものです

仇 宇慧さんの⽇記



すみません、遅くなりました

2006.09.27

遅くなってすみません。ここでの暮らしはいいよ。ここには2⼈の中国⼈の先⽣がいて、⼈々と接し始めるにはとても便利です。ここの先⽣、同級⽣はすべてとてもよくて、校
⻑先⽣もとても親しみやすい。私の隣に3年⽣の先輩が⼀⼈いて、彼⼥のお⺟さんは台湾⼈で、私と彼⼥はとても気が合う。学校のご飯はとてもおいしくて、ステーキとカレー
がでる。唯⼀不便なのはここからメールが出せないこと。だからこの⽇記からしかみんなに連絡するしかない。みんな楽しんでる︖ みんな⽇記を書こうね︕

仇 宇慧さんの⽇記



みなさんお待たせしました

2006.10.17

⻑い間インターネット接続してなくて、すみません。中秋節のその⽇に沖縄の華⼈協会で中秋節夜パーティを催して、とても楽しく過ごすことができたから寂しい感じもしなか
った。しかし寮に帰った後、遠くにある⽉を眺めていると少しホームシックになってしまったけど。それでも⼤丈夫だよ、家の⼈たちとは電話で話せるし、あまりに遠くないか
も。 そうだ、その前の数⽇間は沖縄県の中国語の発表⼤会に参加して、私は元銀花と模範講演をして、私達の学校での成績はとてもよかった。引き続いてまた中間テストと留
学⽣の発表⼤会で、すごく忙しくなる。英語の成績は悲惨で⾒ていられないが、しかし私の数学はクラス全体の中で1位で、いくらかのメンツを挽回したと⾔える。 もう時間
だ、ここまでとしよう。みんなも常に⽇記を書くように。とてもみんなのことを思っています。あと、颜潇逸とは電話ががつながらない、これはもしかして番号の書き間違えか
もしれない、だから私にに電話して︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕

仇 宇慧さんの⽇記



写真

2006.11.04

写真

仇 宇慧さんの⽇記



照⽚

2006.11.04

照⽚
これは⽇本語で投稿されたものです

仇 宇慧さんの⽇記



バスケットボール部

2006.11.15

私がバスケットボール部に⼊ったのはビックリでしょう︕︕︕その上私がチームの中で⼀番背が低いわけではない。⽇本では⾃分が好きな部を選択することができて、制限もな
いので、こんなに良い条件であるから私はもちろん最も好きなバスケットボールを選びました。⽇本に来てから2ヶ⽉、ずっとNBAを⾒る機会がなくて、懐かしい感じがするん
だけど、ロケッツ（ヒューストン・ロケッツ。NBAチーム）は今どうなんだろうな。ま、それでも今毎⽇⾃分⾃⾝がバスケットボールをすることができるからいいんだ。ここの
バスケットボールはあまり強くないけど、みんな⼩学校から練習してきている。先週私達は他の学校と試合をしたんだけど、簡単な仕事のようにパスからバスケットへのシュー
トまでの動きを私はただ呆然と⾒ています。私もいつかは練習して同じようになれるのかな。。。 バスケットボール部に⼊ってからというもの、練習はただとても疲れるだけ
で、どんなに⾛ったり跳んだりするのに体⼒を使う。私はなんとか⻭を⾷いしばってやっていくことができる。しかし今ボールを持つことから始めたんだけど、完全についてゆ
けませんでした。他の⼈がボールを持っている時はいいんだけど、私にボールが来た時はほとんど回りが⾒えなくなります。しかしすでにバスケットボール部に⼊ったんだし、
あとは努⼒して練習するしかないし、その上バスケットボール部の⼈はみんな親切でよくしてくれるし、ユニフォームがなければ⾃分のを私にくれるし、シュートの練習も熱⼼
に教えてくれる。バスケットボールの先⽣はとてもおもしろくて、⼤きな⼦供のようです。メンバーたちとうまくやってて、いつも冗談を⾔ってるので、少しも先⽣っぽくな
い。私はバスケットボール部にいてとても楽しくて、今みんなと仲良くなって、すでに完全に部に溶け込んでいるのを感じます。だから私はもっと練習したくなり、部活は毎⽇
あるから毎⽇がとても充実してる。だからインターネットを利⽤する時間は少なくなりました。 今⽇は仕事体験⽇、だから⼆学年の学⽣はすべて働きに⾏きました。私は今⽇
も仕事があって、1学年と3学年に中国語を教えに⾏きます。ハッハッ、⾼校⽣でありながら先⽣です。

仇 宇慧さんの⽇記



北⾕町

2006.11.15

これは北⾕町にある写真で、先々週私が5⽉の家に⾏って、彼⼥たちは私を北⾕町の家に遊びに連れて⾏ってくれました。北⾕町は⽶軍の基地で、そこに多くのアメリカ⼈がい
て、多くの⽶国の店レストランがもあって、とても⾯⽩いです。私達は観覧⾞に乗ったり、4D映画を⾒て、とても楽しかった。

仇 宇慧さんの⽇記



国際通り

2006.11.15

国際通りの写真

仇 宇慧さんの⽇記



北⾕町２

2006.11.15

これは私が観覧⾞で撮ったものです。

仇 宇慧さんの⽇記



惜しい

2006.12.06

最近とてもいそがしかった。 期末テストは終わったばかりだ。成績は中間よりずっとよかった。数学と物理はクラスで⼀位だった。これからは全部楽しい⽇になるかも
ね。。。でも毎⽇部活があるので、⽇記書く時間があまりない。今⽇部活休みから、やっと時間があった。でもこのコンピュウタアはとても古いので、中国語の輸⼊もできない
し、写真も伝えないし。。。惜しいね 書きたい話がいっぱいのに。。。⽇本語で輸⼊のがほんとうにめんどくさいので、今⽇はこれしか書けない。 もし時間があったら、ぜひ
多く書くよ （原⽂）

仇 宇慧さんの⽇記



カラオケ⼤会

2006.12.07

11⽉25⽇、私達向陽⾼校の中国語クラスのクラスメートといっしょに沖縄県主催の⽇中友好カラオケ⼤会に参加しました。⼤会の時間はちょうど学期末試験の1⽇前で、みんな
はとても緊張しました。でもみんなの情熱はとても⾼くて、毎⽇昼⾷の時間に練習しました。⼤会のルールは⽇本⼈が中国の歌を歌って、中国⼈は⽇本の歌を歌います。だから
道義上断れずみんなのマネージャーを始めました。歌選びから歌の練習、振り付けまで、すべてみんなと⼀緒に忙しく⽴ち働きました。多少疲れましたが、でもみんなとても楽
しかったです。特に振り付けはとてもかわいくて、みんなも写真を⾒ればその雰囲気を感じることができるでしょう。私と元さんは2⼈とも負けず嫌いで、毎⽇寮の中で「⻑い
間」を練習しました。 ...結果は...努⼒は⼈を裏切らなくて、私達は全勝しました︕︕みんなは最優秀賞を得て、賞⾦は3万円。私達は優秀賞を得て、賞⾦は7000円。その時校
⻑先⽣は京都に出張していたのですが、とても気に掛けてくださって、私達がみんな受賞したことを知った後に、お⼟産を持ち帰ってお祝いしてくれると⾔いました。校⻑先⽣
が持ち帰ったおみやげは本当に美味しかったです。それからみんなで賞⾦を使ってバイキング料理を⾷べることを決めました。とても楽しみです。。。私はこのお⾦の⼀部で、
⾃分に誕⽣⽇プレゼントを送ることができます。 こんなイベントが少し多くなるといいなあ︕︕︕

仇 宇慧さんの⽇記



お正⽉

2007.01.06

 久しぶりですね。もう２ヶ⽉⽇記を書いてなかった。  今年の正⽉は瑞奈（友達、クラスメイト）のお家で住んでた。瑞奈はとても明るくてかわいい⼥の⼦で、家族もそん
な親切な⼈だった。だから、最初の緊張する気持ちがだんだんなくなった。みんなと⼀緒に素晴らしい⼀週間過ぎた。  ２８⽇ 午後部活が終わって、瑞奈のお家へ⾏った。
ちょうど夜御飯の時だった。本当においしかった。⽇本の主婦がすごいだと思った。⼦供たちʻごちそうさまʼと⾔って、テレビを⾒に⾏った。＜クレヨン新ちゃん＞を放送して
た。このアニメは私⼦供の時⼤好きなアニメだったから、親しい感じをした。⾒ている時、瑞奈の弟がずっとそばに説明してくれた、マジに楽しかった。  ２９⽇ 瑞奈と⼀
緒に宿題をやってた（でもしゃべた時間は勉強した時間よりずうと多かった）。  ３０⽇ 正⽉とだんだん近くなった、テレビの番組も⾯⽩くした。午前アニメを⾒て、午後
瑞奈と太⿎の練習をしに⾏った。太⿎の先⽣はとても親切だった。私は初めて太⿎を練習するから、みんなのテンポ全然追いつけない。⾃分も諦めたほうが⾔いと思ったのに、
先⽣はまだ根気良くて教えてくれてるから、⼼でひそかにʻがんばって、⾏けるʼと信じてた。最後まで、私もできなかったけど、そんな素晴らしい先⽣と会って、そんな素晴ら
しい太⿎をして、本当に有意義な⼀⽇だと思った。  ３１⽇ ⼤掃除した。  夜１２時になって、友達からʻあけおめʼの新年メールもらった、うれしかった。私も⼀所懸命み
んなにメールを送った。  ２００７年１⽇ 瑞奈のおばあちゃんの家へ⾏った、お年⽟をもらった。⽇本にいて、両親と親戚みんなそばにいないけど、お年⽟ももらえた、本
当に不思議だった。  ２⽇ ４⼈の友達と国際通りへ遊びに⾏った。久しぶりにカラオケに⼊った。中国の歌いっぱいあった。Jayの歌を歌う時、以前野友達を思い出して、懐
かしい涙も出た。でも、誰も気づかなかった。あれは⼀瞬間のことだった。  ３⽇ 夜、家族と⼀緒にイルミネーシュンを⾒に⾏った。超きれいだった。  ４⽇ 開寮⽇で
す。ホームステイからかえって、午後バスケの練習があった。  お正⽉はこんなですぎました。家族⼾会えなかったけど、すばらしかった。＾－＾ （原⽂）

仇 宇慧さんの⽇記



写真

2007.01.06

カラオケ⼤会 国際通り すき焼き

仇 宇慧さんの⽇記



カラオケ⼤会

2007.01.06

カラオケ⼤会

仇 宇慧さんの⽇記



写真

2007.01.06

カラオケ⼤会 太⿎

仇 宇慧さんの⽇記



沖縄県視覚障害者マラソン⼤会

2007.02.06

 １⽉２８⽇私と友達⼀緒に「沖縄県視覚障害者マラソン⼤会」へ太⿎で応援しに⾏きました。「私は中国から来た留学⽣です、私の出⾝地ではマラソンというものがありませ
ん、このようなマラソン⼤会があるのがとても素晴らしいと思います。今⽇私は初めてマラソンを⾒ます、初めて応援します、私も精⼀杯応援しますので、みなさんも頑張って
ください。」これはマラソン始まる前に私の挨拶でした。挨拶の時本当に焦りました、この前太⿎をやるだけだと思ったのに、いきなり挨拶をさせられて困りました。まずまず
よろしい、友達そばにいましたから、助けてくれました。  実は私は太⿎を⼀回しか練習しませんでした。だから、最初の時とても緊張していました。今度のマラソン⼤会は
視覚障害者に向ける⼤会ですから、そんな激しくなくて、感動的なシーンがたくさんありました。⽬が⾒えなくて⼈に引かれて⾛る⼈、⾜が動けなくて⾞椅⼦に乗って参加する
⼈、家族みんなで⼀緒に⾛るのもいました。参加した⼈がいろいろですが、みんた⼀つ共同点がありましたーー楽観的な精神です。ある⼈も太⿎のリズムに合わせて踊ったり歌
ったりしました。この⼈たちに影響されて私もだんだんリラックスしてみんなと⼀緒に琉球の踊りを踊りました。まるで盛んな祭りのようでした。  今度のマラソン⼤会を通
して、私は「⾝体の⽋陥があるかどうかにかかわらず、楽観的な態度で⽣活したら、幸せになれる」という道理がわかりました。 （原⽂）
これは⽇本語で投稿されたものです

仇 宇慧さんの⽇記



。。。。。。

2007.03.02

 広島から帰ってもう⼀週間過ぎた、でもあの五⽇間の⽣活いつも頭の中に思い出す、たぶんあれはいつまでも忘れられない思い出だ。会った瞬間の涙、毎⽇の楽しさ、別れる
時友達が私を⾒送ってくれたこと、全部はっきり⽬の前に残ってる。そんな親⼈みたいな親友がいることは私にとって⼀番幸せなことだと思う。楽しい時間いつも速い、私たち
も現実に戻らないといけない。では、７⽉の再会を楽しみにしてるね︕超遅れたけど、交流センターの先⽣︓とても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

仇 宇慧さんの⽇記



卒業

2007.03.02

 昨⽇は三年⽣の卒業式だった。中国では卒業式というものがないから、初めて卒業式に参加して本当に素晴らしかったと思う。昨⽇の卒業式は第⼀部、第⼆部、花道、エーサ
ー⼿踊り四つの部分があった。第⼀部は卒業証書の授与だった、先輩たちは⼀⼈⼀⼈舞台で校⻑先⽣から卒業証書をもらって、その後みんなで卒業歌を歌った。いい歌だよね、
感動した。 第⼆部で卒業⽣の⼀年から今までのアルバムを放映した、陸上⼤会、新⼈⼤会、向陽祭、修学旅⾏、いろいろの思い出を写真の形式で放映して、卒業⽣の皆さんは
ほぼ皆泣いてた。全部の卒業式終わって同じ部活の卒業⽣と後輩たち集まって、記念写真を撮ったりプレゼントを交換したりした。特に野球部はみんな集まって、卒業⽣を⼀⼈
⼀⼈胴上げした。本当に素晴らしい⾏事だと思う。今度の卒業式は感動したこともある楽しいこともあった。私たち卒業の時、もしこんな素晴らしい卒業式があったらいいなあ
と思ってる。
これは⽇本語で投稿されたものです

仇 宇慧さんの⽇記



中国の学校に戻った

2007.08.10

時間を過ごすのが本当に速い︕気づいてないうちにもう元の⽣活に戻った、不思議だなあ。。。沖縄で過ごした⼀年間はまるで夢みたい︕ みんなどう︖もう慣れた︖それとも
⼼がまだ⽇本に居残ってる︖私達もう学校が始まってしまった。受験⽣になって本当に⼤変だよ、そして授業も⼀年間遅れたし、ついて⾏くのがとても難しい︕まだ夏休みを楽
しんでいるみんな頑張ってよ、遊びまくりしないでね
これは⽇本語で投稿されたものです

仇 宇慧さんの⽇記



テストが終わった

2007.08.25

今⽇やっとテストが終わった!もう⼀⽉毎⽇睡眠が5時間以内だった,とても⼤変...でも今度のテストは推薦の資格が取れるかどうかに掛かってるから⼤切で頑張らないと⾏けな
いの.我々済南外国語学校の⼗⼈みんな⼤変頑張ったけどやっぱり授業が⼀年間も遅れたから,いくら努⼒してもみんなとの差が⼩さくなれない.まあテストも終わっし,この五⽇
間の休みを⼗分に利⽤して頑張ろう!みんなもね
これは⽇本語で投稿されたものです

仇 宇慧さんの⽇記



⾼校⽣活終わった。。。

2008.01.28

みんな今何をしてるの。済南外国語学校の私たちは今もうバラバラになっちゃった。。。⼆⼈は⾼校⼆年⽣に戻って、後⼋⼈は推薦と『⼩招』に参加した。笑ちゃんは南京⼤
学、顔ちゃんは武漢⼤学、李さんと程さんは重慶⼤学、于さんは⼭東⼤学、私は北京外国語⼤学に受かって、みんな⾃分の夢を実現させたんだけど、何となく切ない気持ちがし
た。⾼校⽣活の実感がしなかった。。。そして、みんな⼀緒にいるのはもう慣れたのに、突然別れるって。。。悲しい
これは⽇本語で投稿されたものです

仇 宇慧さんの⽇記



アルバム届いた︕

2008.04.25

 今⽇学校から帰って、⽇中交流センターからのアルバムが届いました。中に⽇本で撮った写真、書いた⽇記などを載って、それらを⾒たら、⽇本で経験したことをどんどん思
い出してとても懐かしいと感じしました。こんな貴重なプレゼントをくれた交流センターの先⽣たちに感謝したいです。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

仇 宇慧さんの⽇記



みなさんはお元気ですか

2008.05.13

銀花ちゃんは今、⽇本でどうすごしてるかな︖ ⾏ってからずっと連絡がなくて、もしこの⽇記を読んだら私にメールくださいね。 ×××××××××@hotmail. 交流センターの
先⽣も、もし彼⼥の連絡先をご存知であれば教えていただけますでしょうか︖ありがとうございます。

仇 宇慧さんの⽇記



北外（北京外国語⼤学）の⽣活

2008.10.18

⼩島先⽣の話によると、今年帰国する第2陣の何⼈かが北京外国語⼤学の試験を受けようとするそうで、私去年の試験状況をちょっと紹介します。 私は参加したのは北外の推薦
試験でした。外国語の学校はいずれもそのような機会があるはずです。北外の⽇本語点数は⾼起と零起2種類に分けています。⾼起のクラスの学⽣はすべて推薦で受けられたの
です。試験内容は筆記試験と⾯接試験で、私達はその時国語と⽇本語の試験を受けました。すべて能⼒重視で、読解⽂が多っかた。⾯接試験は先⼀つの⽇本語の⽂章を読ませ
て、それから⽂章の内容によって質問するのです。でも⾯接試験の形式は毎年変わって、今年はどのようになるのは私もよく分かりません。筆記試験の成績は⽐較的に重要で、
⾯接試験の結果はただ参考になります。⾯接試験の満点は5点で、4点以上でけっこうです。筆記試験のレベルは⽐較的にたかっかた。国語も⽇本語もすべて基準に達しなけれ
ばなりません。そのため、科⽬は偏らないようにね〜 基準に達する⼈数が多くなると総得点によって⾼い順から取る。私達は18⼈が採⽤されましたが、毎年⼤体20⼈ぐらいは
ずです。 みんなしっかり頑張ってくださいね〜

仇 宇慧さんの⽇記



⼤丈夫かな

2009.11.11

今学期の最終成績結果が発表されて、私は3位でした。5⼈まで⽇本へ留学できる枠があります。3⼈は国費留学で、それと⻑崎純⼼⼥⼦⼤、⽇航の半年間の実習が⼀⼈ずつ。私
は国費での留学を選びました。進学先もどれもいいし、待遇条件も悪くありません。でもひとつ⼼配なことが。この留学制度が始まって、既に4年分実⾏され、今年で5年⽬で
すが、1年⽬は⼀⼈、2年⽬は⼆⼈、ここ2年間は3⼈分の枠が設けられていたので、先⽣は今年も3⼈だろうと考えているのですが、まだ正式発表がなく、年明けの1⽉に最終決
定があるのだとか。今年から留学枠がへったらどうしよう。。。また、⽇本に⾏きたいのです。神様、お願いします。ps:交流センターの先⽣⽅は、国費留学に関して、何かご
存知の事はないでしょうか。もし、何かご存知でしたら、ぜひ教えてください。本当に、⼼配なんです~~

仇 宇慧さんの⽇記



遅れた新年挨拶

2010.01.12

 皆さん久しぶり︕私はもう冬休みに⼊ったが、皆さんは何をしているのかな。今度の冬休みは５０⽇間もあって、ドラマをたっぷり楽しめるのでありがたい。最近王笑凡さん
が紹介してくれた「⽩夜⾏」という⼩説にはまってる、ちょっと暗い雰囲気だが、ストーリ性が強くて⾯⽩いと思う。  休みが⻑いから、いろいろやりたいことをやれるので
時間を有効に使ってね。 PS︓皆さんが何か薦めの⼩説やドラマなどがあれば、紹介してね〜遅れたが、新年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

仇 宇慧さんの⽇記



留学の事

2010.03.09

留学の事だけど、今年はなかなかうまくいきません。。。国費留学⽣の枠は2名だけ。でも学校は私に交換留学のチャンスをくれました。⼤東⽂化⼤学で、専⾨は⾃由に選べま
す。でも奨学⾦の申請結果はまだでません。申請が通ったのかな。もしだめなら、アルバイトもしなきゃ〜東京って私が出来るようなアルバイトがすぐ⾒つかるのかな︖始めた
ばかりだといくらぐらいなんだろう︖

仇 宇慧さんの⽇記



みんな元気ですか

2011.01.25

今回⽇本にきてもう半年経ちました、時間が速いですね。 みんな元気にしてるかな︖私は今⽇で期末テストを終え、本格の春休みに⼊ったよ。さっきネットで北海道の旅⾏を
予約したんで、スキーを楽しみにしています〜〜 それと、沖縄の友達が再来週東京に来るそうで、四年ぶりに会うからわくわくしちゃう。⾼校時代の留学でできた友達と今も
仲良くしているのが⾃分でもすごいと思った。
これは⽇本語で投稿されたものです

仇 宇慧さんの⽇記



進路の報告

2011.10.14

 皆さん、久しぶりです。四年⽣になると、やることが⼀気に増え、⽇記を書く暇さえなかったです。まず報告したいのは、北京外国語⼤学⽇本語学科の院⽣に進んだことで
す。

 四年⽣になった最初のとき、⼤学院と就職との選択を悩みましたけど、やはり⾃分がまだ社会に進出する準備をできていないことに気づき、⼤学院に⼊ることを決めました。
それで、学校の推薦資格を得て、筆記試験と⾯接を受け、やっと今⽇の朝に合格という知らせが来ました。

 最近アルバイトとして、中国で⼈材を募集する⽇本企業に⾯接の通訳の仕事を⼿伝いました。そこで気づいたのは、⽇本語だけ分かるとなかなかいい仕事につけないことでし
た。やはり、⾔語は⼀つのツールに過ぎません。⾃分の専⾨を持つことが⼤切です。だから、北京外⼤の⼤学院に通いながら、隣の⼈⺠⼤学が設けた⾦融専⾨の研修班で勉強す
ることにするつもりです。三年後に⽇本語修⼠と⾦融修⼠を獲得することを⽬指して全⼒で頑張ります。

 極めてハードな道だと分かっていますが、⾼い⽬標を⽴て、それに向かって頑張ることこそ、⾃分⾃⾝のレベルを⾼める⽅法ではないかと私は思います。

これは⽇本語で投稿されたものです

仇 宇慧さんの⽇記



就職報告

2012.04.06

 先⽇の⽇記で北京外⼤の院⽣に進むと報告しましたが、変わりました︕去年の１１⽉に「ｗｏｒｋ ｉｎ ｊａｐａｎ」というプロジェクトに参加し、株式会社リクルートエ
ージェントの内定をもらいました。ですので、今年の１０⽉から東京で働くことになります。⽇本にいる皆さんとまた⽇本で会えるかもしれませんね＾＾

これは⽇本語で投稿されたものです

仇 宇慧さんの⽇記
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