
みんながんばろう︕

2006.09.12

私と劉静雅は岡⼭に来ている。⽣活は今のところ慣れない。ここの授業は⾃分で学びたいものを⾃ら選ぶから、学びたいものが学べる。だけど、今は空き時間が多い。この⼀週
間はちょうど学校のテストらしい。ほかの⽣徒が何をやってるかちょっと分からないけど、⼀週間は⻑いなぁ･･･。 ここのご飯は簡素だ。私はまだ慣れない。だけど、⾷べない
わけにもいかないから、全部きれいに⾷べてから箸を置くようにしている。 みんながんばろう︕特に僕の「⼥⼉」、がんばれ。応援してるよ。これからは「お⽗さん」を恋し
がればいいよ。お⺟さんのことは思わなくていいよ。ああぁ。 最後に⼀緒に留学してるみんなに⼀⾔。 どうしていいか分からないときは、前進するのみ︕ （訳⽂）

⾼ ⿓洋さんの⽇記



連絡・連絡︕︕︕︕

2006.09.14

みんな⾃分の電⼦メール、QQの類のを教えて︕僕はすごくみんなに会いたいよ︕︕︕みんなはインターネットしようよ︕東北⼈よ、連絡ちょーだい︕メールアドレス︓
×△●○@qq.com （訳⽂）

⾼ ⿓洋さんの⽇記



東京

2006.09.14

東京 （訳⽂）

⾼ ⿓洋さんの⽇記



どうしようもない

2006.09.14

これは私が最もどうしようもない時撮ったもの…… （訳⽂）

⾼ ⿓洋さんの⽇記



とてもいい

2006.09.15

とてもいい〜本当にとてもいい。学校でクラスメイトみんな、とても親切。⼀番いいのは、みんなが根気よく僕に接してくれることだ。ははは〜〜僕の寮にいる、あるクラスメ
イトが特によくしてくれて、毎⽇寮にいる時に僕の部屋に遊びに来ては、僕に⽇本語を教えてくれる。彼の故郷の特産物はまんじゅうだそうで、今度の週末、家に帰ったらお⼟
産にもって来てくれるって〜〜。 先⽣たちもとてもいい。毎⽇根気強く僕に教えてくれるし、困ったことがあったらすぐに彼のところに⾏くように⾔ってくれた。僕たちの学
校には中国⼈の先⽣がいて、少しふくよかでとてもとても可愛らしい⼈だ。彼⼥の⽇本名は吉井○○。もしも⽇本⾷になれないようなら、休み時間に彼⼥の家で中華を⾷べても
いいと⾔ってくれた。あああ〜幸せだ〜〜〜 ときどき元気がなくなって、中国の家族や⼀緒に⽇本に来た友達のことを思い出してしまう。みんな、会いたいよ︕︕︕ （訳⽂）

⾼ ⿓洋さんの⽇記



学校

2006.09.19

学校はいい。学校は楽しい。学校は最⾼︕

⾼ ⿓洋さんの⽇記



みんなインターネットの利⽤が便利じゃない︖

2006.09.26

どうしてここの書き込みは少いんだろう︖みんなどうしてる︖学校にパソコンがないのか︖

⾼ ⿓洋さんの⽇記



すごく疲れた……

2006.09.27

~~~疲れた、~~疲れた~~~疲れた~あ~ ~~~ 学校のバスケットボール部に参加して⼀週間、本当に疲れた。 参加してから最初の2⽇間、全⾝の筋⾁がだるくて痛くて。これ
は⻑い間体を鍛えていなかったからだろう。でも今はずっと良くなって、お腹の部分以外はよくなったよ…………

⾼ ⿓洋さんの⽇記



後楽園

2006.09.27

先週末に校⻑先⽣が私達を⽇本の三⼤庭園の1つである後楽園に連れて⾏ってくれました~~とてもきれいでした ただ写真がアップできないよ~~~~~僕が送信した画像につい
て、容量が⼤きすぎると⾔われる 国際交流基⾦にこの件についてご対応願いたい︕

⾼ ⿓洋さんの⽇記



中華饅頭について

2006.09.28

僕のクラスメートは兵庫県出⾝で、彼は地元の特産物は中華饅頭だと⾔っていた。莫姉さんが前に⽇本の中華饅頭と中国の中華饅頭は違うと⾔ってたけど、やっぱり違う︕
~~~~~⽇本の中華饅頭はかなり⽢い~~~~~~とてもあのような中華饅頭には慣れない。中国の中華饅頭が懐かしいよ。そこで質問があります。24時間空いてるコンビニで中
国の中華饅頭に似ている⾷べ物を⾒かけたんだけど、中国の中華饅頭の⽪より数倍厚い。この⾷べ物は何でしょう︖

⾼ ⿓洋さんの⽇記



学園祭

2006.10.03

あと10⽇とちょっとで学園祭があるため、今は学園祭に向けてみんながそれぞれの準備をしている。その前の数⽇間学校の学⽣会の学友が世界の各国の国旗を印刷したものを
学校のすべての⽣徒に配って、その上に各⾃⾃分の願いを書いて、学園祭の時にすべてはりだす。あと私達のクラスの出し物として１つプログラムがあるんだけど、その時僕は
ダンスをする……は~僕のダンスする姿は僕の外⾒よりひどい。悲惨で⾒ていられない︕ ~~~~今⽇、僕達はまた教室の装飾のために準備した。僕達の先⽣は教室を中国⾵に
飾りたいらしくて、中国⾵の灯籠や、中国の年画を飾るよ。本当にいい~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~︕

⾼ ⿓洋さんの⽇記



学園祭、新⾒祭

2006.10.16

13⽇と14⽇は僕達の学園祭だった。本来は静かなキャンパスが急に活気に溢れた。教室ごとにそれぞれの飾り付けをした。僕達の教室は中国⾵になった。もちろん、ここで僕
は基⾦のみなさんが送ってきたものに感謝しなければならない︕14⽇は、感動的な⼀⽇だった。午後、体育館のステージは3年⽣のための舞台になった。彼らは歌い踊り、観客
もそれに歓喜した︕ステージ上で彼らは泣いた。なぜなら、これが彼らの最後のの学園祭だからだ。彼らはここが⼤好きなのだ。彼らはここの先⽣が⼤好きなのだ。彼らはここ
を離れることが惜しくて仕⽅ないのだ。岡⼭に来てから、ここの先⽣と⽣徒の関係がとても近い気がする。さらにみんなこの学校が⼤好きなのだ。14⽇、僕も本当にこの学校
が好きになった︕ 15⽇は新⾒祭だった。本当に⼤変だった~だけど⾯⽩かったし、とてもよかった~ 朝10時半、僕達の5⼈は先⽣と⼀緒に神社に⾏ってから、⼀通り準備をし
た。1時半になって、僕は⾃分の⾜より3.5センチ⼩さいわらじを履いて、⼤きな旗を持ちながら列の⼀番前を歩いた。そんなふうに歩いて、歩いて~そう多くない。2時間、僕
がわらじを脱いだとき、僕の⾜には⽔泡だらけになっていた……でもとても楽しかった︕ははは~~ （訳⽂）

⾼ ⿓洋さんの⽇記



写真

2006.10.21

新⾒祭の時の写真です

⾼ ⿓洋さんの⽇記



ヤフーのアルバム~~

2006.10.21

http://gallery.photos.cn.yahoo.com/site/search_result.php?keyword=gao_longyang1989&option=user これは私のヤフーのアルバム~~~~~もうアップしたから上の
ＵＲＬにアクセスすると直接写真を⾒ることができるよ︕

⾼ ⿓洋さんの⽇記



写真の更新

2006.10.26

10⽉に21⽇と22⽇に先⽣は僕を広島県東城に連れて⾏ってくれた。21⽇の晩には柔道の体験をした。たのしかったよ~22⽇は東城祭で、ぎわっていたよ~中国の雑技の催しも
あったんだよ~~~~ 僕のヤフーのアルバムをアップしたから~~⾒に来てね~~ http://gallery.photos.cn.yahoo.com/site/search_result.php?
keyword=gao_longyang1989&option=user （訳⽂）

⾼ ⿓洋さんの⽇記



ps⼤好き、3がついに発売された

2006.11.13

 11⽉11⽇のニュース。みんなの待望のソニーPS3がついに発売された。ソニーは今回、⽇本のいくつかチェーン店で20GBと60GBの２つのバージョンのPS3を発売した。
20GB版は49800円ぐらい（約3286元）で、60GB版は60000円ぐらい（約3960元）で、事前にソニーが予定していた価格より少し安い。   でも、今回は⽇本のだけの発売
で、アメリカは11⽉17⽇の発売で、さらにその他の場所は来年まで待つことになる。   おもしろいことには、PS3の今回の発売の⽅法だ。前はほとんど列を並んで買ってい
たが、今回は販売店が“抽選販売”⽅式を採⽤した。店ではまずお客さんにくじを引いてもらい、その後無作為にそれ引く。そして、選ばれた⼈がPS3を買う資格を得る。この⽅
法によって⻑蛇の列を並ぶときの混乱を避けることができた。    これで、これは2001年から開発してきたホストコンピュータもついに完成し、⻑い過程の中でマイクロソ
フトのvista、5年もの⻑い歳⽉がかかった。 （訳⽂）

⾼ ⿓洋さんの⽇記



ps3，中国製、けれども中国では売ってない。。。無錫製だよ~~~~

2006.11.13

このps3製造は蘇州ASUSが請け負っている。しかし中国では売ってない。恐らく来年までかかる。本当に悲しい。 Seagate製の60Gハードディスクには“made in china”と
書いてある。実はこれはそんなに珍しいことではない。全世界で売っているハードディスクのうち、中国製が⼤多数を占めている。しかし不思議なのは、ps3に使われているの
は、⻑い間、⽣産停⽌のSeagate5400rpmの60Gハードディスクを使うのだろうか︖ 僕はこのような⼀⾔を⾒た。“EE+GS︖ どうしてPS3にPS2のCPUとGPUがあるのか。す
ごい。こうやってPS2を遊ぶのか。”このことは僕更に失望させた。いっそう⾃信をなくさせた︕ 3は2に⽐べて安いが、それでもはやり遊べない。⻘く光るディスクは⾼
い………… （訳⽂）

⾼ ⿓洋さんの⽇記



気絶~~~

2006.11.13

“数⽇前から深圳、販売開始しました。1万2千。。。。汗” さっきps3は⽇本でしか売っていないというオフィシャルな情報を⾒た。しかし僕はまた上のような⼀⽂も⾒た。本
当かどうか分からない…… （訳⽂）

⾼ ⿓洋さんの⽇記



世界でいくつ(か)のディズニーランドがありますか︖

2006.11.18

現在、⽶国カリフォルニア州、フロリダ州、フランスのパリ、⽇本東京と⾹港の5か所の地⽅にディズニーランドがあります。 資格が1番古いのはカリフォルニア州ロサンゼル
スディズニーランドで、1955年にできた。1971年、10年の歳⽉をかけてフロリダ州ディズニーが完成︔1983年、東京ディズニーランド完成(2001年、拡張されてディズニー
シーができたが、3380億円かかった)︔1992年、パリディズニーは作り上げて、440億⽶ドルかかった。 五つのディズニーランドの中で、⽶国フロリダ州のオーランドのディ
ズニーが⾯積最⼤で12228ヘクタール、⾹港のディズニーランドが最⼩で、126ヘクタールで、フロリダ州の百分の⼀に過ぎない。規模を議論して、⽶国フロリダ州のオーラン
ドは最⼤で、“動物の王国”、“悪魔の幻影城”、“サイエンス・フィクションの天地”と“夢まぼろしの世界”の4つのテーマの楽園を分けて、全てはすべて⾹港ディズニーより⼤き
くて、2つの⽔上の楽園がまだあって、すべて遊んで下りてきて、少なくとも5⽇を要します︔その次にパリの⾺恩河⾕のディズニーに位置するので、⾯積の1951ヘクター
ル、“ディズニーランド”と“華特にディズニーの影城”の２つのテーマパークがあります︔ロサンゼルスディズニーは206ヘクタールで、伝統の“ディズニーランド”と“カリフォル
ニア州の冒険的な楽園”を持ちます︔東京ディズニーの⾯積は201ヘクタールで、“ディズニーランド”と“ディズニーの海上の楽園”の２つのテーマの楽園があります。フロリダ州
のオーランドのディズニーのテーマの楽園が最も多くて、遊ぶことができるプロジェクトは最も多いです。 ⼊場券の⽅⾯、5の⼤きいディズニーの価格が⾼いから低いですまで
(へ)順次⽶国フロリダ州ディズニーの約466⾹港ドルです、カリフォルニア州ディズニーの約413⾹港ドル、東京ディズニーの約385⾹港ドル、パリディズニーの約381⾹港ド
ル、⾹港ディズニーは最も安くて、295⾹港ドルのため。

⾼ ⿓洋さんの⽇記



06世界の⼥⼦バレーボールの賞付きの試合

2006.11.18

06⼥⼦バレーボール世界⼤会はすでに⽇本で閉幕しました。最終的に、中国チームと⽇本チームはそれぞれ第5位と第6位、ブラジルの⼒克のロシアはチャンピオンになった。
ブラジルは世界の⾸位で3連覇を達成した。

⾼ ⿓洋さんの⽇記



誕⽣⽇~~~~~

2006.12.01

特別な誕⽣⽇でした。記念になるプレゼントですね。基⾦の先⽣に感謝します︕ （訳⽂）

⾼ ⿓洋さんの⽇記



パソコン…………

2006.12.01

気絶~~~僕の⾃分のパソコンに中国語システムをつけただけなのに、壊れた~~本当に冗談きつい︕CPUを換えなきゃいけない~~~~⽇本で買ったパソコンがこうなるとはあ~
それには明らかに中国製って書いてあるのに…………悔しい~~~今⽇は時間がないから、パソコンが⼿元に戻ったら広島の写真をアップするね~~~ （訳⽂）

⾼ ⿓洋さんの⽇記



11⽉27⽇-広島の⾏

2006.12.07

11⽉27⽇、私達の学校の1学年、２学年の全ての留学⽣はいっしょに広島に⾏きました。原爆の後に残された建物や広島平和記念資料館を⾒て、広島の原爆に対して更に理解が
深まりました。広島の原爆が投下される前と後の模型の対⽐や、原爆が残した多くの物や写真を⽬にして本当に⼼が揺さぶられました。この平和な時代、私達はすばらしい⽣活
を享受しています。もっと努⼒して頑張らなければ︕ ここに写真があります︓http://gallery.photos.cn.yahoo.com/site/user.php?yid=gao_longyang1989

⾼ ⿓洋さんの⽇記



これは広島の写真です、前のは間違いです~こっちを⾒てください

2006.12.07

http://gallery.photos.cn.yahoo.com/site/album_detail.php?catId=24&albumId=2715

⾼ ⿓洋さんの⽇記



休みの⽇

2007.02.09

1⽉27⽇から31⽇の休みの間は三村先⽣の家で過ごした。三村先⽣の家でとても楽しく過ごした。みなさん熱⼼に僕達の僕のお世話をしてくれて、本当にありがとうございまし
た。その数⽇間に、松⼭城、瀬⼾⼤橋、吹屋広兼邸に連れて⾏ってもらった。 三村先⽣のお兄さんはカラオケが⼤好きで、プロの歌⼿の⼈を除いて、僕が今まで会った中で⼀
番歌の上⼿な⼈だ。三村先⽣には3⼈の⼦供いる。5歳の息⼦、3歳と1歳の娘だ。その他に、三村先⽣のお兄さんには4歳の娘が⼀⼈いる。4⼈の⼦供はみんなとてもかわいい。
ただ⼦供達がいる場所には絶対に静かというこの⼆⽂字はない。。。。。。⾷事をする時が三村先⽣の最も悩ましい時だ。写真から⾒てとれるはずだ…… 三村先⽣のおばあさ
んは今年86歳だけど、どうしてもそう⾒えない。とても健康で、しかも⾃分⼀⼈で⼭の上の家に30年も暮らしているらしい。僕と先⽣が⼭の上に⾏っておばあさんに会いに⾏
った時、彼⼥はちょうど家の外の⼩さい切り株に腰掛けていた。おばあちゃんは何でも作れる。⾷事も⽇常⽣活に必要なものも全部⾃分で作る。31⽇、僕はおばあちゃんと⼀
緒に⽇本そばを打った。おばあちゃんのそばは素晴らしかった。 冬休み楽しかった︕︕ （訳⽂）

⾼ ⿓洋さんの⽇記



時間

2007.02.09

对⾯ 対⾯〜「⼼連⼼」のテーマ〜 作词︓李浩 作曲︓李浩＆宋睿 制作︓宋睿 编曲&共同制作︓曲世聪 演唱︓李浩 吉他&贝斯︓宋睿 录⾳&⾳效合成︓杉⼭勇司 訳詞︓⽇中交流
センター [00:27.94]⼀道彩虹跨过海 我们就在两端 海に架かる虹の橋 その両端に僕らがいる [00:33.93]你挥动着的双⼿ 我能够看得见 僕には⾒えるよ ⼿を振る君の姿が 
[00:39.84]经历过风⾬之后 的天空会更蓝 嵐の後の空が こんなにも⻘かったなんて [00:45.77]昨天曾伤⼼的脸 慢慢绽开笑颜 昨⽇の悲しみは きっと笑顔に変わるよ
[00:51.85]从不了解到了解 知らなかった世界を知ってみよう [00:54.37]从怀疑到相信 信じられなかった⼈を信じてみよう [00:57.94]⿎起勇⽓伸出⼿ 勇気を出して両⼿を広
げよう [01:00.33]握紧就是朋友 その⼿を握り合えば友だちになれる [01:02.49]⾯对⾯ 我的眼睛⾥映着是你的脸 Face to face, 僕の瞳に映る君の顔 [01:08.67]⼿牵⼿ 我们
就能够向着⼀个⽅向⾛ Hand with hand, きっと同じ道を歩いてゆけるよ [01:14.64]⼼⽐⼼ 才能了解彼此存在的理由 Heart to Heart,確かめ合おう 僕たちがここにいるわ
けを [01:20.61]我和你这样还会有什么话 说不出⼝ もう話せないことなんて 何もないんだから [01:30.86]如果能选择⼀天 取个名字叫永远 たとえある⽇「永遠」が約束され
ても [01:36.75]我的答案就是今天 因为有你在⾝边 僕は「今⽇」という⽇を選ぶよ それは君がここにいるから [01:42.75]有勇⽓⼀同回⾸ 才能够⼀起向前⾛ 勇気をもって振
り向けば ⼀緒に歩いてゆけるさ [01:48.80]有哭有笑有感动 彼此真⼼接受 泣いて笑って⼼震わせて その気持ち受け⽌めよう [01:53.78] [01:54.87]从不了解到了解 知ら
なかった世界を知ってみよう [01:57.26]从怀疑到相信 信じられなかった⼈を信じてみよう [02:00.82]⿎起勇⽓伸出⼿ 勇気を出して両⼿を広げよう [02:03.27]握紧就是朋友
その⼿を握り合えば友だちになれる [02:05.54]⾯对⾯ 我的眼睛⾥映着是你的脸 Face to face, 僕の瞳に映る君の顔 [02:11.61]⼿牵⼿ 我们就能够向着⼀个⽅向⾛ Hand with
hand, きっと同じ道を歩いてゆけるよ [02:17.62]⼼⽐⼼ 才能了解彼此存在的理由 Heart to Heart,確かめ合おう 僕たちがここにいるわけを [02:23.51]我和你这样还会有
什么话 说不出⼝ もう話せないことなんて 何もないんだから [02:56.78]⾯对⾯ 我的眼睛⾥映着是你的脸 Face to face, 僕の瞳に映る君の顔 [03:02.70]⼿牵⼿ 我们就能够
向着⼀个⽅向⾛ Hand with hand, きっと同じ道を歩いてゆけるよ [03:08.64]⼼⽐⼼ 才能了解彼此存在的理由 Heart to Heart,確かめ合おう 僕たちがここにいるわけを
[03:14.50]我和你这样还会有什么话 说不出⼝ もう話せないことなんて 何もないんだから [03:21.07]⾯对⾯ 我的眼睛⾥映着是你的脸 Face to face, 僕の瞳に映る君の顔
[03:26.73]⼿牵⼿ 我们就能够向着⼀个⽅向⾛ Hand with hand, きっと同じ道を歩いてゆけるよ [03:32.79]⼼⽐⼼ 才能了解彼此存在的理由 Heart to Heart,確かめ合おう 
僕たちがここにいるわけを [03:38.66]我和你这样还会有什么话 说不出⼝ もう話せないことなんて 何もないんだから

⾼ ⿓洋さんの⽇記



僕のgoogleのアルバム

2007.02.09

http://picasaweb.google.com/g8972432 僕の写真が中にあるよ。⾒てみて。

⾼ ⿓洋さんの⽇記



⼼がぽっかり空いた感じがして寂しいです。。。。。。

2007.02.22

5⽇、本当とても速かった。あっという間にみんなバラバラになった。 みんなと別れる前⽇私と芸ちゃんと強くんと楽しく笑い合っていた︓“洋くんが⾏ったら、僕はきっと寂
しくなる。でも、いったん⾏ってしまえばもう⼤丈夫。。。”結局とちょっとショックなことを⾔われた。 昨⽇、僕達はそれぞれの場所に戻った。僕は新幹線の⼊⼝に⽴って⼿
を振った。その時の気持ちは広島に着いた⽇の午後とはまるで違った。2⽉17⽇、新幹線に乗って広島に着いた。僕は⼊⼝に⽴って、興奮しながら中を覗いていた。そして僕の
親友を⾒つけた。僕は興奮しながら⼿を振った。僕の⼼の中は⾔い尽くせないほどの喜びが広がった。しかし、今⽇僕は同じ場所にいながら、振る⼿が宙を舞っているように感
覚がなかった。僕の親友を⾒送った。~~本当に寂しい。。。。。。本当だよ~~ （訳⽂）

⾼ ⿓洋さんの⽇記



国際結婚

2007.05.08

5⽉1⽇、私達の学校の数学の先⽣が結婚しました~~~~~~~~~新婦はハルビンの⼈です。この数学の先⽣は、ふだんとても静かで、とてもやさしくて、性格が良くて、酒も
飲まないしたばこも吸わない~その上また少し恥ずかしがりやさんです~~~先⽣は、去年⼤連へ旅⾏しに⾏った時、今の新婦を気に⼊りました。不思議だ~ハハハ~~~~~5⽉
1⽇の夜に先⽣をお祝いして、私は彼らに1対のとても精致な⽩⿃を送りました。彼ら２⼈が翼を揃えて⾶んでいけることを祈ります︕︕︕︕

⾼ ⿓洋さんの⽇記



幸運だ~~~

2007.05.08

5⽉2⽇にちょうど⽻鷲⼭ハイランドに⾏って来ました。その⽇はとても楽しかったです。しかし5⽉5⽇の晩、私はテレビを⾒て、ニュースで⽇本のある遊園地のジェット・コ
ースターの事故を知りました。１⼈死亡、2⼈が重傷~~気絶する〜〜幸運にも私は⼤丈夫でした…………

⾼ ⿓洋さんの⽇記



お久しぶりです~~~~

2007.11.10

交流センターの先⽣⽅、みなさまお元気ですか︖ここのところ忙しい⽇々が続いています。帰国後、ずっと北京第⼆外国語学院で勉強です。⽇本語1級の試験まであと１ヶ⽉も
ありません。緊張と、ちょっと⼼配。 さっき、yoyo~の⽇記読みました。⼩島先⽣は⼭東にはいらっしゃいますか︖いつに︖~~~私もとても楽しみにしています~~~７⽉に
みんなと別れてからいつもみんなといたときのこと、すみずみまで思い出しています。⽇本での⽣活が懐かしいです。 第⼆期⻑期留学⽣のみなさんは⽇本での⽣活はいかがで
しょうか。この⼀年で沢⼭の素敵な想い出が皆さんに出来ますように。

⾼ ⿓洋さんの⽇記



誕⽣⽇おめでとう

2007.11.30

王琢、誕⽣⽇おめでとうございます。私達はとても縁がありますよね。誕⽣⽇が同じと⾔うだけでなく、同じ年で経歴まで似ていますよね。先⽣も同級⽣たちもとてもよくして
くれます。この１１⽉があなたの⼈⽣において忘れがたい想い出となりますように。

⾼ ⿓洋さんの⽇記
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