
，，，ここが⽇本です

2007.09.05

ha!ha!ついにやってきました。， 前回の⾯接のときから..ずっとあこがれていたところ... おもいがけず..今回、選ばれて.. 本当に..ラッキーだった..? 私なんかよりすごい⼈は
たくさんいると、よく思います。 ここの環境は..なかなかいいと思います.. ただ..これからの1年の中で、，，⽇本語..これは本当に⼤きな課題です。 私の留学⽣活は.. やっと
始まったばかりです...

明 ⼼然さんの⽇記



あ、やっとネットに接続出来た

2007.10.03

やっと、ネットに接続できました。 買う前は、全くPCには興味はありませんでした。 ⽇本にきてからしばらくたちましたが、とくに困ったこともありません。 ここのとこ
ろ、学校も忙しくて、 毎⽇肌の⾊の違う留学⽣たちと机を並べて⽇本語を勉強しています。 台湾の留学⽣とよく⼀緒に街にでます。 こっそり名古屋にも⾏きます。楽しいで
す。 それとここには瀋陽の東北仲間もいます。 彼⼥は⽇本で１年勉強し２級ですが、本当に敬服してしまいます。残念なことに留学⽣ではないのですが。 両親とも⽇本にい
て、幸せですよね。毎⽇ネットにも接続できるし。 私達は5⽇に試験がありますが、私とはあまり関係ないようです。 haha、修学旅⾏で⻑崎です。 私のまわりの⽇本⼈はみん
ないい⼈たちです、、 今中国はみんな休みですよね/// こっちは休みではありません//

明 ⼼然さんの⽇記



楽しかった修学旅⾏、、

2007.10.13

ほんとに楽しい、、もうすぐホームステイ先のお⽗さんを空港に迎えに⾏くから、、 彼は四川XX⾞会社にいる、、（名前は出せない、、） ここ何⽇か私たちのホームステイ先
のお⺟さんと妹はいい感じ、妹のこと⼤好き、、 お⺟さんも、、いつも私たちと楽しくおしゃべりして、、毎⽇楽しい、 ふふ、、東京に来たばかりのころが懐かしい、、 ほん
とによかったけど、、今もいいな、、 毎⽇電⾞に乗って、、それからバス、、 16の停留所、、それから、、歩くのは20分ちょっと︖︖ ここにいるから、、毎⽇たくさん歩か
なければならいないけど、 でもいつもフレンドリーなおばあさんを⾒かける、、 私と⼀緒に、、やさしい、、 それから、、⼤好きな国際部の先⽣もいる、、 私はいつもわか
らない問題がたくさんあるけど、、 いつも解決してくれる、、 ありがと、、 あはは、、 明⽇は、、私たちはドイツ⼈のクラスメートの歓送会、、 彼⼥はドイツに帰るか
ら、、、悲しいな、、 それで、、明⽇はプリクラを撮って、、 8⼈、、短い時間、、 実は、、みんな異国の地にいて、、だから なんていうか、、濃密な親近感がある、、 こ
こで、、たくさんの⽇本⼈のクラスメートはみんないい⼈たち、、 いつもやさしく助けてくれる、、 それから⼀緒にお弁当を⾷べて、、しゃべって、、何て⾔ったのかわから
ないときもあるけど、、 私はがんばってる、、ずっとがんばってる 私たちの修学旅⾏、、⻑崎、、修道院に泊まった、、 天主教の歌を歌わなければ、、、 楽しいな、、、 中
華街に⾏くかも、、 まだ始まったばかりだけど、もう⼀年ぶんの⽣活を満喫した、、 がんばろう、、、

明 ⼼然さんの⽇記



⻑崎の修学旅⾏、，，，haha

2007.10.19

ホント楽しかった。⻑崎に⾏って来ました。でも張星⽉には会えなかったのが残念です。 星⽉ あなたがとても懐かしいです。本当に。でも予定がぎっしりで。⻑崎は⾒るべき
ところも多いし。次回は張星⽉、あなたに迎えに来てもらうからね。あなたたちの島原温泉につかりに⾏くから。  私達は沢⼭の場所をまわりました。⻑崎原爆資料館にいっ
て、⽣存者の⽅のお話を聞いたり、⽇本語で感想⽂を書いたり、難しかったけど、がんばって書き上げました。  写真⾒てくれました︖︖これは⼀番きれいだった場所。⾃分
でアイスクリームを作って、おいしかったです。私のとった写真、様々な画像が有りますが、全部は載せきれません。悔しいな。私達は２６聖⼈の殉職地にも⾏きました。私達
はミッションスクールなので。それと、聖⺟と騎⼠の修道院にいき、みんなで校歌を歌ってきました。毎⽇歌っています。すごく上⼿くなっちゃうわね。シシ。中華街にもい
き、懐かしいものを沢⼭⽬にしました。ちょっとホームシック。でも⼤丈夫、周りも皆善い⼈ばかりだし。今回のグループで⼀緒に参加したクラスメートは⼆⼈だけだけど、他
のクラスの知り合いが沢⼭増えました。みんな私が留学⽣だと知ると、質問攻めです。楽しいな。皆と⼀緒にいると、もっと距離が近くなったようで、名古屋からの電⾞に乗っ
て他のクラスのみんなと⼀緒にきましたがとても楽しかったです。 最終⽇はハウステンボスに⾏って来ました。おもしろかったです。ひろくて、私の故郷にある⻑影世紀広場
みたいでした。どれも映画のセットのよう。そのあと、私はみんなの案内役になりました。ほんとにそっくりなのだもの。それと、地図がちゃんと⾒れていたのは私だけだった
ので。ハハ。家族へのお⼟産も沢⼭買いました。みんなおいしいもの。さっき、お⽗さん、お⺟さんと話しながら⾷べたカステラ、チーズ、スイーツ、あと家のお兄さん、妹へ
のおみやげ、それと友達へも買いました。同級⽣達からも沢⼭のプレゼントをいただきました。昨⽇、お兄さんは帰ってすぐ私にありがとうといってくれました。妹は練成会が
おわるのでお⺟さんと迎えにいったのですが、部活がまだ有りました。疲れた。でも彼⼥は⾳楽が⼤好きなのでいいよね。岡崎は今⽇⼤⾬です。 さっき、銀⾏でカードの⼿続
きをしていたときです。まあでもいいでしょう。みんなもげんきそうですね。私達は明⽇京都に⾏きます。家のお⺟さんと、お⽗さんと⼀緒です。でもお兄さんは明⽇仕事が休
めるかわかりません。妹も部活があるかも。みんな忙しいね。でも、みんな家に帰ってきたんだからよしとしましょう。電⾞もバスも問題なし。楽しみだな。明⽇の京都。たく
さん写真を撮ろっと。へへ。裴东梅、写真に私の連絡先書いて有りますよ。へへ。がんばるぞ。。

明 ⼼然さんの⽇記



悩んでる

2007.10.28

前回伝えなかったけど、，すごく⼤変だったのよ、，，本当に、，書きたいこと沢⼭あって、，，，京都旅⾏に関して、，， あの時本当に肖に会いたくて、，やけにあの時が
懐かしく、，トランプしたよね、， でも、，私はhomestayの家族がいっしょにだったし、，，，その上、，だから、，やめたけど、とっても会いたくて、，，お正⽉には会お
うね、，いい︖..、，京都では⾦閣寺、，⻯安寺、，，あとひとつ、，，忘れてちゃった、，，⽴派だった、，，とても⾯⽩かった、，，，写真を⾒るたび...よかったって、，
私と妹とで写真写ってる、、， みんなホームステイ先ずっと変わらないのを⾒てて、，，、，実は、，私もうすぐ変わろうと思うの、，けっしておりが悪いのじゃなく
て，、，なぜかというと、，どんなに私が学校が引けて⾶ぶよう帰ったとしても、，家に帰る時、もう⽇暮で真っ暗になってて、怖い、，，だから、，その上、，お⺟さんは仕
事をしていて、，兄も、，，妹も部活、，だから、，とても⼿をかけてしまう、，みんな私が⼤丈夫かどうか⼼配してくれる、，最近よく新聞で、いろんな事件で殺されている
のを⾒るし、，，そんなのが⼼配かけてる、，， だから、，，みんなは、，，ここにいてもいいのだけど 、，家に帰るのが⼼配だって、，考えなきゃて、，，私そう⾔っ
て、，だから、，決めたの、，やはり私達の秋元先⽣に報告して、，，学校の寮で住もうかと、，なぜかというと、，最近、私の台湾の友達が、，ホームステイを変えて、，学
校の寮に1ヶ⽉に住んでいるの、，…、帰らなくてよくて、，， うん、，，こうしよう、，，でもね、みんなが楽しく暮らすの願ってる…

明 ⼼然さんの⽇記



いいスタート、，

2007.11.26

今週から、寮⽣活が始まりました。出発間際の、ホストファミリーのお⺟さんの様⼦忘れられない。ハイ、2週間近くになります。昨⽇ホストファミリーの妹からのメールがあ
り、おしゃべりしました。⼀緒にいた時、たまに⾔葉のハードルのせいで、いくつかの誤解があったかもしれません。でも、彼⼥の家に住んでるかどうかに関わらず、私達は良
い友達になれたのです。今度、友達と⼀緒に試験に参加することにしました。別の科⽬も受けようと思ってるけど、留学⽣カリキュラムせいか、他の科⽬全部は受けられませ
ん。だから数学だけを受けることになりました。でも１⽉のjtestの試験は、受けられそうです。楽しみです。今復習の真っ最中。沢⼭学ぶことがある。１年間しか勉強してない
関係からか、やらなきゃいけない事が多いと思った。それでずっと交流基⾦のサイト⾒なかったの。 今寮では、しょっちゅう友達がやって来て、おしゃべりをしてる。とても
⾯⽩い。よくいっしょに寮の漫画を⾒たりします。話をするのは、本当に会話の練習になると思う。ハイ。努⼒してるよ。それと寮で仲の良い友達に会うことができたよ。私の
先輩です。3学年の。とても私の⾯倒をみてくれ、⾊々な決まりごとを教えてくれる。おかげで、すぐにここの⽣活になじめました。 ⼜1ヶ⽉が過ぎました。間もなく友達の家
に泊まりに⾏きます。フフ。同じクラスの友達です。私ととても仲良し。バレエを習ってて、⼈柄もいいのです。私に対してもとても良くしてくれます。家は豊橋ですが、私と
同じ部活です。だから、帰りにお⺟さんが私達を迎えに来てくれます。 楽しみ。

明 ⼼然さんの⽇記



かなり早めのクリスマス会

2007.12.07

 昨⽇学校の寮でクリスマス会が開かれ、皆で１１時すぎまで遊びました。とっても楽しかった。この写真は皆が私のお願いを聞いてくれて撮った集合写真です。私はもうすぐ
寮を出なければならないから。ある先⽣のお家に住むことになったんです。冬休みは寮は閉まるし、１⽉に豊橋の親友の家に引っ越すので、引越しに便利なように、国際部の先
⽣が豊橋に住んでいる先⽣を探してくれたんです。  今、先⽣は寄宿家庭を探すのにとても苦労しているみたい。私達の学校の留学⽣が多い上に、２⽉にオーストラリアや他
の国からも留学⽣が来るらしいので。私達留学⽣は学校のある種ステータスと⾔えるのでしょう、新⼊⽣が学校を⾒学する時、先⽣は特別に私達の紹介をするのだけど、その時
はすごく誇らしい気分になります。  昨⽇の夜は、寮の先⽣がギターも弾いてくれたんです。すごく上⼿。その後サンタクロースの服も着ました。２００枚以上も写真を撮っ
たので短い時間じゃその写真が⾒つからない。今度⾒つかったら皆に⾒せますね。もうすぐクリスマス。ということは新年ももう⽬の前。  今⽇は⽇本⽂化の授業を受けまし
た。職員室の主任の授業です。この先⽣は少しだけ中国語が話せます。⼤連⼈らしいんですが、それは２０年も前の話だとか。はは。  最近は留学⽣とも連絡を取っていま
す。⽇本語でメールをやりとりするんですよ、はは、⽇本語の訓練︕それでは、今⽇はここまでにします。おやすみなさい。

明 ⼼然さんの⽇記



感動の年末︕︕

2007.12.15

 先週の⽊曜⽇は私達の学校の合唱コンクール。感動した︕︕感動した︕︕  私達のクラスは学年中第3位だったんだよ。全校のランキングには⼊れなかったけど。  私も参
加できたの︕少ししか歌詞を覚えていなかったけど、クラスの皆と歌ったら、歌詞も⾃然と出てきたよ。これは私達2年C組にとって最後の全体⾏動・・・⾼校3年⽣になった
ら、皆別々のクラスになってしまうから。それに私はもう⼀度2年⽣をやるか、1年⽣に戻るかだし。留学⽣は三年⽣には上がれないらしいの。残念。今回、私はまたクラスの
皆に感動させられた。予⾏練習でのことなんだけど、留学⽣の特別課程があるから皆の練習の時間に全部出席することはできなくて、⾃分で練習する時間はあったけど、あまり
皆と⼀緒の練習ができなかったの。だからコンクールも迫ったある⽇、班⻑が、皆ずっと⾟い練習を続けてきたから、お疲れ様、これねぎらいの品だよ。ってのど飴を配ってく
れたけど、私はもちろん⾝を引いたの。皆と同じように練習できなかったのに、貰うことできないもん。だけどクラスの⼀⼈が私に、⼼然、どうして⾷べないの><って聞いて
くれて、私が皆とあまり練習できなかったから、⾷べなくても⼤丈夫。と⾔うと、彼⼥はすごく真剣に、これは班⻑がC組全員に買ったんだよ、⼼然は3組の⼀員なんだから、
⼼然のだってあるんだよ。と⾔ってくれた。あの時は本当に感動したな・・皆は私を留学⽣として⾒てるんじゃなくて、2年C組の⼀員として⾒てくれてるんだ︕︕すごい嬉し
い。  それからおととい、学校のクリスマスパーティのチケットを売るちょっとした会が開かれて、吹奏楽部とコーラス部の⼩さいコンサートがあった。実はあの夜すごく疲
れていて、お⾵呂に⼊る所だったんだけど、電話がなったの。すごく聞きなれた着メロ、HOMEママの着メロだ。 HOMEママがメールをくれたの。今学校の礼拝堂にいて、私
に会いたいって。あの時もすごく感動したな・・HOMEママがまだ私を覚えていてくれて、しかも会いたいなんて。ママにすぐ⾏くって伝えた・・ホームステイ先から引っ越し
てきた後、HOME妹とはメールをしたり、学校で会ったらあいさつしたりってよく連絡を取り合っていたけど、HOMEママはすごく久しぶり。ママが恋しくなっちゃった、別れ
の時を思い出すと、⿐がつんとなる。本当に離れたくないよ。  発表会が終わった後、またHOMEママと話した。私が引っ越した後、HOMEママはしょっちゅう秋元先⽣に私
の事を聞いて、すごく気にしてくれていたみたい。しかも、何かほしい中国⾷品があったらお正⽉にパパが中国から戻る時に買ってこさせるよって。それを聞いたらすごく暖か
い気持ちになった。HOMEママはやっぱり親切︕  それから冬休みのHOMESTAY先も分かったよ、豊橋の先⽣の家、というか先⽣の妹さんの家。先⽣の妹さんが私を
HOMESTAYさせたいんだって。なんだかとっても良いFEEL。はは。18⽇には引っ越すよ。寮から出て、また私のHOMESTAY⽣涯が始まるんだね・・あはは。おもしろいな
あ。  そうだ・・先⽣、いつ会いに来てくれるんですか︖ははは

明 ⼼然さんの⽇記



みんな、久しぶり︕︕

2008.02.24

⻑いプロセスを経た。私の冬休みも過ぎ去った。もうすぐ春休みがくる。 春休みにみんなと会えるのが楽しみです。私と星星⽉亮とのXX計画も。 ハハハ。みんな元気にして
る︖ 私は快適に過ごしてます。今は友達の家に住んでいます。 あと、冬休みに富⼠⼭に⾏きました。 ワハハ、かなり堪能してるね。 もうすぐ会えるね。これ以上ないくらい
気持ちが⾼ぶってる。 皆がどんなふうに変わってるか、すごく知りたいよ。それと、私の⽇本語検定ですが、３級に合格しました。 皆にとって３級はすごく簡単ですぐに取れ
るものだけど、私のような初級者は本当に頑張ったんだ。 次の⽬標は２級です。 今はファミリーとの交流は何の⽀障もありません。これは私の最⼤の進歩です。 ウン、みんな
引き続き頑張ろうね

明 ⼼然さんの⽇記



最後の70数⽇

2008.05.12

⽇記は久しぶりだ。ちょうど時間があって以前書いた⽇記を読んでみたら、書いたことはすべて昨⽇みたい。 来る前に、友達と⼀緒の時のもやもやをまだ覚えてる。来た後電
話で⼀年間会えないねとも⾔ってた。けど、この⼀年間こうやってあっという間に過ぎてしまったね。私はまだ別れに慣れてないのに。 来る前に、こんなにたくさんの友達が
できると思わなかった。友達達がいつも丁寧にたくさんのことを教えてくれた。少しも国境の距離感を感じなかった。 新学期になって、私は⾼三になった。クラスが変わり、
このクラスで私の知り合いはほとんどいなかった。でもまたたくさんの新しい⼈と出会えることができて、たくさんの新しい友達、たくさんの親切な⼈達ができた。 私はここ
に慣れてきた。ここが好き。ここに両親はいないし、中国語もあんまり聞かない、けどこの異国で私は不思議に親切感を感じている。 今⽇部活に⾏く途中に、以前留学⽣を担
当していた先⽣に会った。最近⽇焼けしてないので部活頑張ってね、と先⽣に声をかけられた。あの時とても暖かく感じた。さりげないお互いの挨拶はこんなに⼼温まるものだ
と分かった。 残りは後70数⽇だ、私はここを⽴ち去るんだ。⼀年間いいことがいっぱいあった。私も少し進歩してるようだ。ただただ、時間の流れは速すぎだ。いつもみんな
との楽しい時間ばっかり覚えてて、お別れの⽇が来ると全然気づかなかった。 ⽇本に来た後、たくさんの外国⼈友達もできた。私たちは違う国から来てて、違う⾔葉を使って
て、だけど私たちは仲のよい友達になってる。 私はオーストリアとアメリカの友達に、⼤学に⼊ったら、頑張ってアルバイトして、お⾦が溜まったらそちらへ遊びに⾏くよと
伝えた。今でもお互いに⼿紙のやり取りしているのよ。 もし今回の留学がなかったら、私はきっと彼らと出会うことがなかった、私の⼈⽣もこんなに変わることがなかったか
も。 残りわずか、後悔を残さないように、私は⾃分のやりたいことをいっぱい実現したい。ははは。 PS︓こんなに⻑く書いたね、⾃分⾃⾝、尊敬するわ。⾃⼰記録更新だ︕︕

明 ⼼然さんの⽇記



中国⼈、がんばれ︕

2008.05.17

皆さんはきっと中国四川省のニュースを⾒たと思います。あの数字も⾒たと思います。⼀つのきれいな⼭中の町が⼈間の⽣き地獄になってしまいました。報道の写真に出ている
⼼痛むような顔を⾒て、私の⼼もつらいです。これらの顔が忘れられません。写真をみて、困難の時こそ、本当の感情がわかるのだとやっと分かりました。 特に写真の中の⼦
供達です。感謝の⾔葉のプラカードを⼿にもって、救助に来る救助隊を迎えている写真です。⼦供達の顔を⾒て、感動しないわけがありません。 ⼆枚⽬の写真は地震で妻を失
った男性が紐で妻の死体を背負って、安置場へ向かっています。極度の悲しみに翻弄される中、彼は亡くなった妻に少しでも良いようにしてあげたいとがんばっています。地震
の混乱の中、この男性は⾃分の妻をこの尖った⽡礫の中においておけないと思ったからです。 それ故に、彼は愛情のまま、妻の体を⾃分の体と⼀緒に縛って、それからバイク
で当地の安置場に向かいました。 これは⼤きな衝撃をうけたあとに現れた⼈間の性です。 ⽇本の救援隊が助けにくることに感謝します。解放軍たちも救援のために頑張ってる
ことに感謝します。⼈間は必ず⾃然に勝つと信じています。どんな⾃然災害でも、真意があれば、必ず感動します。皆さんの頑張り次第で、必ず勝ちます。偉⼤な中華⼈⺠共和
国はこんな挫折で退却しません。 いつでも私は⾃分の国を信じています。 被災地の皆様も頑張って、希望をあきらめないでください。

明 ⼼然さんの⽇記



茶道部新⼊⽣歓迎会のお茶会

2008.06.15

今朝起きたとき、何か忘れてると思って、スケジュールを⾒たら、今⽇は茶道部⼀年⽣新⼊⽣歓迎会のティーパーティーだった。しかも場所は学校ではなく、岡崎城付近の有名
な茶屋で。 朝⾷も⾷べずに⾏った。初めてあんな伝統的な場所でお⼿前を披露するわけだから、緊張していた。 ⼤体の技術とかは覚えてるけど、やはり少し緊張した。みんな
はもうそこにいて、⼆年⽣に⾒せてた。⼆年⽣はあんまり分からないから、まぁよかったけど、やはり気をつけながらやってた。それと和菓⼦も私たちの⼿作りだった。私も作
った。⾒た⽬はきれいでないけど、味はよかったよ。 普段、学校の茶室でお茶を⼊れて練習をしてきたけど、このような庭園の茶室でやるのは初めてだった。 私の光ヶ丘校の
茶道部は毎年ここの茶室を⼆回ほど利⽤するそうだ。⼀回⽬は三年⽣の送別会、もう⼀回は⼀年⽣への歓迎会だ。残念なことに、去年の送別会の時、ここの茶室の都合で、学校
で⾏われた。前回は来れなかったけど、帰国の前に⼀度ここに来れて、本当にうれしい。 中国に帰ってからも私なりに茶道を続けていきたいと思う。 フフフ。私のお茶の先⽣
が私に茶筅を買ってきてくれた。私も⾃分でＹＵＫＡＴＡを買った。帰ってから陶芸教室に⾏って、専⽤のお椀を作ろうと思ってるわ。 ここのお椀は全部⼿作りだから、私も
⾃分の⼿で作ったほうがいい。ふふふ。 今は⽣活がとても楽しいと思ってる。みんなとの付き合いも楽しい。 ⾦曜⽇は芸術鑑賞会だった、その⽇は私の誕⽣⽇だった。たくさ
んのプレゼントと祝福をもらったよ。みんなが私にお誕⽣⽇祝いの歌を歌ってくれて、本当に幸せだった。そのまま忘れられてしまうかと思ったけど、寮に戻った後、⾷堂のメ
ニューにも私宛に誕⽣⽇おめでとうって書かれていた。覚えてくれて、ありがとうございます。 帰っても絶対にこの優しい友達たちのことを忘れない。 ⽇本では友達のことを
⾔ってる⾔葉があるよね︖同じ発⾳だけど、漢字が違う。新友、信友と⼼友だ。私と友達たちの友情はきっともっと深まるでしょう。最終的にきっと⼼友かな。 ＰＳ︓写真も
添付したかったけど、２Ｍ超えたらだめらしいから、あきらめた。SORRY︕

明 ⼼然さんの⽇記



家に着きました

2008.07.29

家に着いた3⽇⽬、私はコンピュータをつけました。みなさんも無事に家に着くように祈ってます。私は家に着きました。何も変ってません。⼀年間って、⻑く⾔えば、３６５
⽇ですが、短く⾔えば、ただ⼀瞬にすぎません。速いです。 また会えるかどうか分かりませんけど、この中⽇交流サイトがあってこそ、私たちが繋がってます。そして、国際
交流基⾦のグループもそうです。｛呉湖帆影さんにお礼を⾔わなきゃ｝もし、グループに⼊りたいなら、コメントを書いてくださいね。  ３７⼈全員もこのグループに⼊るよ
うに祈ってます。  学校が始まったら、みなさんは勉強が忙しくなるでしょう。もうすぐ受験⽣ですからね。  みなさん、がんばって。⾃分の夢に向かって、好きな学校に合
格するように。  以上です。みなさん、お元気でね。

明 ⼼然さんの⽇記



みなさんお元気ですか︖

2008.08.23

本当にみなさんに会いたいね︕みんな帰国してからいかが過ごしていたのか︖︖ 私元気だよ︕帰国してもうずいぶん経ったね。しかしあの時の⽇々がとても懐かしいわ 東京で
みんなといっしょに過ごした⽇⽇。時間が経つのは早いものだ︕みんないっしょに頑張ろう︕︕本当に楽しみにしている。みんなと⽇本で再会するのを楽しみにしている︕先⽣
が送ってくれた⼩包、ありがとうございました。本当に感謝しています︕その⾚い袋を⼤切にするからね︕みんな元気でね︕︕

明 ⼼然さんの⽇記



みんな〜春節おめでとうございます

2009.01.29

みんな春節おめでとうございます〜来年また中国に帰って新年を祝うことができないかもしれません。来年⽇本で⼤学の成績を待つためでしょう︖2009年はまた挑戦とチャン
スを満たす1年です。⻑い間交流基⾦会のウェブサイトを⾒にきていませんでした。みんなすべて元気であることがわかってとても嬉しいです。交流基⾦会の先⽣がはるばる⻑
春まで私達を会いにくることに⼤変感謝します。私もとても元気です〜時間の流れはとても速いと感じます。もうすぐ再び⽇本に⾏きます。今回⾏くのは前回と異なっていると
感じます。また新しい体験です。その上また多く収穫して私の⼈⽣を豊かにするでしょう。 ざっと計算すると、60数⽇後また⽇本への旅路をはじめます。⼼の中は感動しなが
ら緊張しているのです。感動する原因は⽇本にいるあの友達や寄宿家庭、交流基⾦会の先⽣達に会う機会があるためです。緊張する原因は今度の奮闘が私達の運命に関わるため
です。⾃分の⼤学を決めます。私達の⼀⽣に関わりますね。とても直⾯することが恐いのですが、 ⼈⽣はその1歩を踏み出さなければならないのです。私達も奮闘の中で強⼤に
なられます。08年の⽇々を回想して、本当にとても懐かしいです。去年で今後の⼈⽣のために⼈⽣の財産をたくさん蓄積しました。まさにこのようにして、多くの動⼒と多く
の経験があって努⼒していきます。誰でも順調に⾃分の到着したい対岸に到着することができないでしょう。いずれも⾃分の努⼒を通してやっと⾃分の⽬標を完成するでしょ
う。私は、夢の⾼さに関して、努⼒してから⽬標を実現すると思っています。 08年の不快なことは過去にしましょう。09年はまた新しい1年です。更に多くの情熱と経験で新
しい挑戦を迎えましょう。みんなの新しい1年が万事順調であることを祈ります。⾃分の夢を実現して、理想的な⼤学に合格します。

明 ⼼然さんの⽇記



みんなは元気ですか︖

2009.03.27

みんなは元気ですか︖私達はもうすぐ⽇本に⾏きます。四⽉三⽇午後の⾶⾏機、まずは上海、それで乗り換えて⽇本の福岡に⾏きます。興奮を感じていますね。交流基⾦の先⽣
と会いたいね。   今度⽇本に⾏くことで興奮してるけど、今回は重い責任を感じています。今度は昨年と同じではありません。その時はただ⽇本に憧れていた。今年、私達
は⼈⽣の⼀つの転換に直⾯しています。進学の試練です。最近、トーフルのために忙しくてなりません。最後に瀋陽に⾏って試験に参加しました。でも試験が終わる時には時間
が遅すぎるので、⽩雪たちに会えません。残念ですね。もともとは約束しましたけど。⼤学の時会えるといいね。やっとトーフルから脱出します。また⽇本の留学⽣試験に直⾯
します。疲れてばかりです。幸いに多くの友達が⽀援してくれているので、みんな頑張りましょうね。

明 ⼼然さんの⽇記



昨⽇テストがありました。

2009.09.12

先⽣、この間は来て下さってありがとうございました。先⽣に会えてすごく嬉しかったです。 昨⽇、早稲⽥⼤学⼈間科学部の⾯接に⾏ってきました。 ⼤変だったなぁ。それで
⻑い間⽇記を書きに来れなかったんだけど、新しい⼈がたくさん増えたんですね。基⾦会の学⽣は年々優秀になっていってる気がする。ああ、⽇本に留学してた⽇々が懐かしい
なぁ。まぁ今も⽇本にはいるんだけど。でもあの頃とは全く違う⽣活を送ってる。あの頃は何も考えずに純粋に⽇本の⽂化や伝統に触れることが出来てたのに。今では、進学や
試験とかのプレッシャーでいっぱい。 でも、それでも頑張ります。私たちはみんな⽇本で元気にやってます。先⽣、時間があったら連絡くださいね。

明 ⼼然さんの⽇記



お久しぶり。

2010.02.16

みなさん、お久しぶりです。ここでみなさまにご挨拶を。寅年の本年、良いお年になりますように。時間がたつのははやいですね。

明 ⼼然さんの⽇記



今年の北京留学⽣会は

2010.02.16

私は今年の3⽉ごろは⽇本にいます。学校に⾏く準備です。だから今年の留学⽣会は参加できないかな。先⽣⽅、申し訳ありません。

明 ⼼然さんの⽇記


	826
	1046
	1121
	1164
	1218
	1486
	1557
	1613
	1960
	2307
	2337
	2489
	2837
	2986
	4442
	4792
	5326
	6388
	6389



