
私は⽇本に着きました

2007.09.05

ついに今⽇、⽇本に到着しました。よく知っているような、まったく⾒知らぬ国に来てしまったような不思議な気持ちです。⽇本語を勉強したい、そしてとてもこの国に魅⼒を
感じていたのでずっと⽇本に来てみたいと願っていたのです。でもここで1年ひとりですごすことを考えると、⾔葉の壁や⽂化の違いなど不安はいっぱいです。   でも、ここ
でしっかりとすごし、、1年後⾃分が成⻑しているようがんばります。
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「おもろい」って わかる︖

2007.09.10

  「すばらしい︕すばらしい︕すばらしい︕」これは初めて北桑⽥⾼等学校に着く感じでした。⾒たことないりっぱなやま、おもったよりずっときれいなすぎ〜びっくりしま
した︕⽣まれたからいままでずっととかいにすんでいるのに、⽥舎はほんとうにいい感じだと思います。    今⽇は学校に⾏きました。とっても楽しかった︕朝からずっと
スピーチをして、きんちようしてけれど、みんなとってもしんせつうだから、すぐおちつきました︕    そして、わたしいますんでいる⾚坂さんのうちは暖かくて可愛い感
じがします。昨⽇は茉莉の親友たちが家に来て、男の⼦が三⼈、⼥の⼦が四⼈、晩ご飯を⾷べました。すごく楽しかったです。みんなはたぶんいなかの⼈から、とても優しくて
⾯⽩いです。    昼は２年３組のクラスで沙耶かと⾔う名前の⼥の⼦としんゆうになりました、うれしいです。かのじよもいろいろな関⻄弁を教えてくれました。おもろい
ヤン〜関⻄⼈になりたいなあ〜                             つづく︕
これは⽇本語で投稿されたものです
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もうすぐ修学旅⾏︕︕

2007.09.21

最近いい加減なことが多くて、2、３⽇前、⽇記書けそうだったけど、登録カード忘れてて、みんなの⽇記を、ただ⾒てるしかありませんでした︕ 9⽉26⽇から北海道に修学旅
⾏に⾏きます。とても楽しみ。⽣まれて初めての修学旅⾏です。しかも⽇本⼈のクラスメートと⼀緒、期待に胸がふくらみます。２、３⽇前から正式に寮⽣活が始まりました。
部屋は清潔で綺麗です。⾷事も毎⽇種類が違って量もけっこうあります。残さないよう昼⾷の時、かなり⼤変です。寮にはお⾵呂があり、毎晩はいるのがすごく楽しみです。
学校の制服には驚きました。種類が多いし、⼆つパターンがあり、ネクタイは３種類あります。学校は⼭に建ってるけど⼥の⼦はスカート短くしていて、けっこうかわいいで
す。ここのクラスメートはみんな親切で、違う学年の⽣徒も挨拶してくれます。注⽬されてるって感じです。授業もまあまあです。まだ聞き取れないところが多いけど、ゆっく
り勉強していくつもりです︕ この頃関⻄弁がかなり上⼿くなったし、聞き取れるところも増えました。きっと次に会う時、普通の⽇本語話してないよ︕外国⼈登録証ももらい
ました。それと銀⾏の通帳も。今週の⽇曜⽇、まり、さやかとｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞに⾏きます。フフ︕洋服やバッグ、おやつとか。 少なくともその⼀⽇、すごく楽しいはず︕ 来週から、
ずっとお休みになるので、暫くは⽇記書けないかも。次回は頑張って写真のせます︕
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ただいま︕︕︕

2007.10.03

修学旅⾏が終わり、私は北海道から疲れと感動とともに帰ってまいりました︕ 北海道にいかなければ⽇本にこんな⾵景があるとは知らずにいる筈でした。中国の内モンゴルの
ように果てしなく広がる⾵景、でも決して荒涼ではなく、広⼤ななかに⾝をおくと⾃分のちっぽけさを感じざるを得ません︕北海道はとても寒く、秋物を着ていきました。でも
秋のさびしいかんじでなく、さわやかな⼼地良さを感じました。湿原、牧草地帯、湖、海原まるで⼈の住む場所ではなく、天地創造の⾵景のようでした︕ ⽇本⼈のクラスメー
トたちとの旅⾏本当に楽しかったです︕⾞に乗って学校を出発したとたん⼤騒ぎ︕私が携帯電話を持っていると知ると、みんなで早速アドレスの交換やデコメールを送りっこし
ました。それからゲームをして、お菓⼦を⾷べて、⼤賑わい︕⾶⾏機に乗るため、私は初めて関⻄空港に⾏きました。この有名な海を埋め⽴てて造られた建築物は、本当に壮観
で、まるで海の上を先を争いながらはしっているようでした︕私たちのほとんどは初めて⾶⾏機に乗るので、離陸のときは緊張と興奮で⼦供みたいにおおさわぎでした︕ 旅程
は、1⽇⽬と最後の⽇をのぞいて私服で、5つのグループに分かれました。私達のグループは、⼆⽇⽬に⾃転⾞に乗り、船にも乗りました。愉快でこんなに楽しかったのは初め
てです︕ながいこと⾃転⾞には乗っていなかったのですが、以前に乗れるようにしておいてよかったです。おかげで素晴らしい景⾊とさわやかな⾵を受けながら⾛ることが出来
ました。最後には海まで⾛り、景⾊はとても壮観でした︕それからまるで海のように⼤きい湖で船をこいで、初めてだったのですが、とてもおもしろいかったです︕ だいぶ⻑
くなりました。まだまだ楽しかったことはたくさんありますがまたの機会に︕

肖 婉晴さんの⽇記



私は先⽣になります︕︕︕︕

2007.10.05

修学旅⾏では他にもまだまだ新鮮でおもしろいことがあって、まだ書いていないんだけど、今はそれよりもっと⼤事なことがあって、それは私が先⽣をするということ。うちの
学校の森林科に中国語を教えるんです︕ うちの学校の森林科は毎年⻄安の学校との交流を⾏っていて、今年は１週間ほどの⽇程で２１⼈が派遣される。森林科なので、環境や
⽊造建築なんかをお互いに⾒学し合うのかな、具体的なことは私にもわからないけど。確かなことは、来週から毎週１コマ、私の授業があって、毎回なんと１時間もあるという
こと︕ 教材はあるけど、先⽣には⾃分で⽤意するように⾔われた。実⽤的な中国語を教えるのと、あと、その中の３⼈がスピーチをするので、その原稿や発⾳のことも私が担
当するというので、ドキドキする︕ 久しぶりに中国語が話せるし、⽇本⼈に教えるし、交流の⽬的を深く理解するチャンスだと思う。緊張するのは、⼀時間というのは⻑いと
いうこと、何を教えるのか、どうやって教えるのか、彼らに向かって私も⽇本語で話さなければならないけど、私の話すことを彼にちゃんとわかってもらえるのかどうか。やっ
ぱりプレッシャーを感じる。彼らに収穫があるようにして、私もうまく任務をこなして、中国⼈の恥をさらさないようにしなくちゃ︕ それで今準備を始めているんだけど、授
業の準備をするなんて本当の先⽣みたい、あはは︕  私は専⾨的な先⽣じゃないけど、本当の先⽣みたいに、中国語を理解してもらって、話せるようになってもらいたいな︕
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地域の運動会︕おもしろすぎです︕

2007.10.09

おとといは⽇本の体育の⽇で、お休みでした︕私の住んでいる地域の運動会が開催されました︕この運動会に参加する⼈はすべてこの近くに住んでいる⼈で、⼩さい⼦供、おじ
さん、お年寄りもいます︕本当にとても新鮮︕地区別に11のチームに分かれ、私はhs⼀家と⼀緒に参加しました︕本当は私は得点しないはずだったのですが、お⺟さんが⾃分
の出場する競技をすべて私に譲ってくれて、私はとても感動しました︕ここの運動会は⻑春での運動会と異なり、競技の種類が少なく、⼀つか2つのリレー、それも短距離で、
出場するチームは第⼀⾛者は⼦供で、次は年配の⼈で、最後がようやく男性で、とてもおもしろい︕私は⽟⼊れに出場しました。初めてだったので、とても緊張して、どうすれ
ばいいのかわからなかったのですが、前のチームを⾒て私は安⼼ました。とっても簡単。誰でもできます︕シュート競技のように、誰が多く⽟を⼊れられるかを競うのです︕⾃
分が⽟を⼊れられたかどうかはわからないのですが、汗いっぱい︕あんなに多くの⼈と⼀緒に参加したのでとても楽しかったです︕あとは畳競技というのがあって、多くの⼈が
畳の上に⽴って、何⼈⽴てるかを競うのです。私は⼒いっぱい押して⽴とうとしたのですが、残念ながら押し出されてしまいました︕髪型もめちゃくちゃに︕⾃分がもっとやせ
ていて背が低くければよかったのに︕このあと⽟送り、綱引き、縄跳び、タイヤころがし、丸太送り、男性が⼥性を背負ってのリレー、2⼈3脚︕本当にあまりにおかしすぎ
て、ここの⼈たちはみんな⼈を笑わせる才能があるようで、動作すべてがとても⾯⽩くて、私はおなかが痛くなるほど笑いました︕お昼はみんなで座ってお弁当を⾷べました。
お⺟さんの腕前はかなりすごいです︕夜、私達のチームみんながまたいっしょに集まって、またおいしい物を⾷べて、⼩さい⼦供達はとても楽しそうに騒いでいました。⼤⼈達
はお酒を飲んで顔が真っ⾚になっていました。ここの⼈達はみんな私のことを知っていて、ひとりひとり私に[お話]をしにくるのです︕あるおじさんは、事前に家にわざわざ電
話をかけてきて、お⺟さんに、私とおしゃべりしたいと⾔っていたそうです。でも⾷事のときにはそのおじさんの姿が⾒えなかったので、たぶんお酒をたくさん飲みすぎてこの
事を忘れてしまったのだと思います︕ハッハッ︕私はちょっとほっとしました︕︕ 今⽇はここまでにします。⻑く書いてしまいました。あと⼀週間すると試験があります。ど
うなることでしょうか︖
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中国語講座したよ︕

2007.10.22

⽇誌に書くのは遅くなったけど、楽しい気持ちは、少しも減っていません︕初めて先⽣になる感じって、とてもいいよ︕ 授業が始まったばかりの時は、緊張した。教壇から⾒
ると、知らない⽣徒と先⽣。どうしようって思った。まず挨拶をし、次に先⽣のように⿊板に書いた。あの気持ちは、結構感動しました。私が書くと、後の学⽣はすぐに驚嘆し
た。カタカナさえ書ける、しかも上⼿にって。中国の漢字と⽇本のとは違う。後ろ向きだったけど、みんなが賞賛してるのが、誇らしかった。ハハ︕挨拶をしてる時はとても静
かでしたが、ここの⽣徒は授業の時は活発で、いつも先⽣と⼀丸となる。少し騒がしいけどね︕ハッハッ︕でも彼らは私を尊重してくれ、真剣にメモとってた。先⽣をするのっ
て⾯⽩いと思った︕授業のクライマックスは彼らに名前の読み⽅を教えた時。⼀⼈ひとりの名前を⿊板に書いて、全員で読んだ。とてもおもしろくて、笑い声が途切れない。あ
る⼈の名前は読みにくくて、彼にしっかりと覚えるように⾔った。結果⼀番うまく⾔えたのは彼。発⾳もとても簡単だった。⾹港と台湾なまりをどのように読み上げたらいいか
分からなくて、それが特にうけました︕︕︕中国語は多くの発⾳があり、カタカナでは表記出来ないのです。私が思うに他のことは、そんなに重要じゃなく、最低⾃分の名前は
⾔えるのが⼤事だと思う。名前だけは少なくとも正しく読むべきだと。だから何度も彼らの発⾳を正した、そうしたら⼜⼤うけ、みんなで爆笑︕雰囲気は、かなりハイ︕︕いっ
しょに授業を受けた先⽣も積極的で、やる気マンマン。⼀⾔も漏らさずに聞いてくれ、発⾳の練習も必死。とてもかわいい先⽣達です︕ 今までに2回授業しました。⽇常⽤語を
交えながら、丁寧な⾔い回しや、⾃⼰紹介。次は、買い物の時の⾔い⽅、それに道に迷った時の⾔い⽅、数字の読み⽅なども︕⻄安の学⽣達はみな⽇本語が出来ます。だから中
国語を話すチャンスがないの。でも、私は彼らに使える中国語を教えたい︕この2回の授業を通じて、 沢⼭の良い友達と知り合えた、ある⼈は、私と出会ったら、ニーハオって
挨拶してくれる︕驚きます︕そういうのって、とても可愛い︕ 最近ここも、寒くなきました。⽇本の⼥⼦学⽣は本当にスゴイ。こんなに寒いのに、素⾜でスカート。私ただ耐
えるのみ。でも、⾝体は今のところいい調⼦です。誉めてもいいでしょ︕昨⽇、家の⼈と⼀緒にショッピングに⾏って、たくさん⾷べ物や暖房⽤品を買った。フフ〜︕寮は寒い
はずないよ︕来⽉初めも、沢⼭活動があって、おもしろい⽇誌が書けるって信じてる︕ 中間テストの成績がでました。⾃分の成績がクラスでどれくらいか分からない。でも、
現代⽂と古典はダメだと思う︕ここの成績発表は、なかなか⼈情味があると思う。⾃分の成績は⾃分だけが知っている。中国では、あり得ない︖ギャップ︕これからも努⼒しま
す︕
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京北ふるさと祭り︕︕︕

2007.11.09

最近とても忙しくて、しばらく⽇記をかけませんでした。やっと時間が出来ました。さあ、⽇記に書きたいことがたくさんあります︕  まず、先週１１⽉３⽇まで開催された
⽂化フェスティバルのことから。私の地元では京北ふるさと祭りが⾏われました。すごく盛況でしたよ︕︕︕私とhs家のみんなと、⼀緒に綿菓⼦を売りました︕私は初めて綿菓
⼦を作りました。⽇本で綿菓⼦を⾷べたのも初めてです︕⻑春にいたときは、綿菓⼦なんて、不衛⽣な⾷べ物だと多くの⼈が⾔っていたので、残念なことに⼀度も⾷べたことが
なかったのです。でも今回は違います。⾃分で作ったのです。本当にとてもおいしかった︕︕︕⽂化フェスティバルの前の晩、家のお⺟さんと、まりー、ゆかちゃんといっしょ
に宣伝看板も作りました︕とっても可愛いカラーでしょ。まわりの飾りは私が作ったものです。効果はバッチリ、たくさんの⼦供たちは本物の綿アメだと思ってくれました。⼿
を伸ばして⾷べようとする⼦が続出︕ハハ︕綿菓⼦をつくる機械も初めて使いましたが、とっても簡単でした。まず真ん中に上⽩糖を⼊れ、機械をスタートさせたら、ふわふわ
の綿のひもみたいに綿アメがまわりに浮いてくるのです。本当にファンタスティック︕  当⽇はとても天気にめぐまれていたので、すごい⼈出でした。あらゆるものが売られ
ていました。私達の準備が出来る前から既に⼦供達が私達の看板を⾒つけて⼤騒ぎ。私はまずいくつか⾒本を作り、まりと、おいしいね、という表情をすでに⽬が釘つけになっ
ているの⼦供たちにむけると効果テキメン、わっと、⼦供達が群がり、びっくりするほど⻑蛇の列が出来あがりました。始めのうち私はなれるまで、お⾦のやり取りを⼿伝い、
その後、綿菓⼦⽚⼿に宣伝をし、我慢できなくなった⼦供にはひとくち、味⾒をさせたりして、本当に楽しかったです︕午前中からずっと忙しく、⼿を休める暇もないほどの、
⼤⼈気ぶりでした。午後は、まりが太⿎の演⽬に出演する為いってしまったので、家のお⽗さんと仕事を続けました。お⽗さんの指導のおかげで、⾶躍的に上達し、あっという
まにひとり⽴ちできました。朝の九時から⼣⽅四時まで、ずっと働きずくめ、いろいろな仕事をし、頭の先から全⾝綿菓⼦漬け、でも、本当に本当に楽しかった︕︕︕︕︕ ⼀
⽇の綿菓⼦売り作業も終了し、家に帰った後今⽇の売り上げを計算したら、なんと２万円以上もありました。本当にすごい︕しかも、私も初のお給料を受け取ることが出来まし
た。⾔葉では表現が出来ないほどうれしかったです︕︕ アップした写真は、綿菓⼦の屋台でのものです。それと太⿎の舞台に出た友達のもの。⽂化フェスティバルには私達の
学校の吹奏楽部も演奏で参加していました。とても上⼿で⼼が震えるような演奏でした。本当に、充実した素晴らしい⼀⽇でした。
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忙しい1週間︕

2007.11.09

この1週間は超忙しく、まるで⾃分がみんなの⼈のお⼿本の国のトップになったかのような感じ、︕ハッハッ〜ちょっとおおげさかな、でも、この⼆⽇間続けて⻑い間ご無沙汰
してた友達、先⽣に会えたの。 6⽇晩、秋⽥の尹⽂強に会った。ほんとになかなか⼤変だったの。会うまで、⻑い間連絡取り合ったり、先⽣に送ってもらったりとお⼿数かけた
り、容易なことじゃなかった。京都の旅館のロビーで、ついに2ヶ⽉ぶりの再会。お互い学校の制服着てたから、顔あわせた時、なんだか変な感じがした。フフ〜強君の髪の⽑
すごく伸びてて、ちょっと慣れない〜でも、楽しくおしゃべりしたよ。本当に久しぶりの中国語。会ってる時間は短かったけど、思いっきり話した。こんな、結構ｽﾍﾟｼｬﾙな出会
いは⼆⼈共初めて、ハハ〜 翌⽇、交流センターの森藤先⽣、堀先⽣が学校に会いに来てくれた。本当に楽しかった。２ヶ⽉ぶりに会う先⽣達、やはり温かい︕さらに私が意外
だったのは、同じ京都の铁颖さんも来てたこと。彼⼥に会うのも本当に久しぶり。⼆⼈で沢⼭おしゃべりしてたら、先⽣はビデオ撮ってくれた。私の寝室も⾒学された。でも、
私達の話す⽇本語といい中国語といい何か少し変だけど、同じ場所で顔を合わせることができた︕ その⽇の夜は、京都の杜航と会って、お互いのお⺟さん、先⽣、交流センタ
ーの先⽣と⼀緒に中華料理を⾷べたの。席はおおいにもりあがった。お互いの学校⽣活や、この2ヶ⽉の間の、⽇本で体験したこと、今まで経験したこともなかったこと、沢⼭
得られたことを話した。交流センターが、友達に会えるこんな機会を与えてくれて、⼼から先⽣達に感謝しています︕ 私達、努⼒を続けます︕
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持久⾛︕限界を突破︕︕︕

2007.11.09

⼀度にこんなに書いて、すまなく思っています。でも、今回の持久⾛はじぶんでも、⼀番誇らしく思ったの︕ 11⽉6⽇は全校あげての持久⾛です、ついにこの⽇が来た。恐れ
つつもかすかに期待してた⽇〜⼥⽣徒が１５キロ、男⼦⽣徒は20キロ。もし⻑春なら、考えられない数字、私の⻑距離の最⾼はを1000メートル以下︕でも、あの⽇、奇跡は起
こったの、私⾛り続けて、15キロ、私は⾃分の限界を超えた︕ 北桑⽥での体育の授業が始まった時を覚えてる、こんなに多い運動量耐えられない。授業の度に30分⾛る、
4000メートルも、来たばかりの私は全く経験がない︕始まって間もない頃、⾛りきれないか、⾛り終わった午後は元気が全くないかのどちらかだった。学校が引けて最初にす
るのは早く寮に帰って眠る事、こんな感じでずっと部活に参加していない︕まわりの友達はすごいの、これくらいの距離慣れてるって。私の顔は真っ⾚で尋常じゃない、全⾝だ
るくて痛い。でも、彼らに⽋けてるものはない、まるで⾶べそうなほどの健脚︕それからのランニングの１周毎に、私はしだいに⻑距離のランニングに慣れていった。⼀回ごと
に⾛るのが楽になり、⼀回毎に速くなった。⾃分の授業での変化がとても嬉しく感じられた︕ こうやって鍛え、持久⾛の⽇まで⾛った︕⽥畑をぬけ、丘を越え、⽚道はそんな
に苦労しない。途中で坂道があっても、そんなに⼤変じゃない、帰路が⼤変、体⼒はだんだん落ちてきて、⾛り続けるのに頼れるのは意志の⼒だけ、全⾝汗、息は苦しく、⾜は
とても重い、でも、ずっと⾃分に頑張れって励ました。回りの友達、ﾎﾟｲﾝﾄに⽴ってる先⽣がみんな私に頑張れって⾔ってきれる。それが、私を頑張らせてくれた︕⾛り疲れ苦
しいけど、ゴールしたあの瞬間、⼝ではいえないほどの喜びが溢れだした。⾛り終わった後、あったかい豚汁を飲みながら、本当に満⾜し誇りに思った︕48位だったけど、こ
れは私にとって、とても素晴らしいこと。⾛りきれた私は奇跡だと思った︕ このような活動は中国では、まず体験できない。⾃分が参加できて、⼼から嬉しい︕
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最後の中国語の授業︕

2007.11.09

昨⽇最後の授業は中国語、沢⼭の感慨があった〜 最後の授業は、ショッピングをの時の会話、それから、中国の習慣の類。すぐに話終わって残りの時間は、⾃由に質問しても
らう時間にした。ある学⽣は、可愛いのをひけらかしてるのは何て⾔うのとか、2重あごは何て⾔うのとか。要するに結構⾯⽩いです。その後、学⽣代表の男⼥が私にお礼を⾔
ってくれた。私もみんなの熱烈な拍⼿を受けた。いい感じだった、この瞬間の⼼の中で少し離れがたい気持ちがおきた。⻑い時間ではなかったけど、全部で6回の授業、21⼈の
違うクラスの⼈と知り合え、⼀緒に中国語を話し、楽しく笑って、本当にとてもすばらしい思い出です。彼らはずっと私に協⼒してくれ、真剣にこの素⼈の講義を聞いてくれ
た。かえって私が彼らと感謝を⾔うべきくらいです。それとちゃんと聞いてくれた先⽣、本当にとても感動しました。1回⽬の授業の時、彼らに⾃分の名前を教えたことを思い
おこした。みんなに⾃⾝の名前の読み⽅を教えた後、私の名前を模範に書いた。彼らの⼝の中から私の中国語の名前の読み⽅を⽿にして、その時⼼の中の揺れ動いた。今では、
カタカナで⾃分で正しいつづりで書ける。この中国語は授業は、みんなに中国の⾔葉を理解するだけでなく、私もそこから得られたものは、多い。本当にとてもすばらしい体験
でした︕ 来週から、本当の中国旅⾏です。私の教えた中国語のどれが使えるかは、分からないけど、みんなが順調にいって欲しい。中国によい印象を持ってもらいたい︕
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森林リサーチ授業︕

2007.12.03

私は先⽉から正式に森林リサーチの授業をとることになりました。  これは皆さんにはあまりなじみのない⾔葉だと思います。私がこの学校に来たばかりの時もわかりません
でした。これは、北桑⽥学校の⼤きな特徴ともいえます。森林リサーチとは私たちの学校の授業の⼀環なのですが、⽊⼯技術を⾝につけながら環境問題もまなびます。⾼校でこ
のような授業をとりいれているのは北桑⽥校のみです。来たばかりのとき、製作作業などの現場を⾒学しました。たくさんの⼤型什器や⽊材がありとても驚きました︕それから
この学校の⽣徒たちの作品も鑑賞し、その出来上がりはとても美しく創意にあふれていました︕  幸いに私もこの授業に参加することになりました。本当に嬉しくてたまりま
せん!初歩から始めました。たとえば⽊材に⾃分の絵を刻むことや、ガラス瓶に装飾を施すなど。⾃分の名前やコメントなども刻んでゆくこともあります。本当におもしろいで
す︕今は家具製作を習っています。森の先⽣と⼀歩⼀歩まなんでいます。この学習を通じて、⼀つの家具が出来上がるというのは本当に⼤変なことなのだと実感できました!デ
ザインから始まり、採⼨、サンプルの切り出し、どの段階もとても厳しいです。しかも使っている機材が⼤きいので、作業時はびっくりするほど⼤きな⾳が出ます。でも、もと
は⿊ずんでゆがんでいた⽊材が美しく変わってゆくのです!本当に驚かされるばかりです!!!   最近の2時間の授業で磨き上げをしました。ざらざらしていた表⾯がつるつるにな
ってゆくのです。聞くと簡単そうで、使う道具もシンプルなものなのですが、細かい作業は本当に⼤変です。私も始めたばかりのときは簡単だ、と思っていましたが、すぐその
授業内で先⽣は私よりも⼿早くしかもなめらかに仕上げていらっしゃることに気がつきました。先⽣は、これは⻑くやってやっと⾝につく「こつ」なのだとおっしゃっていまし
た。⼿で触れて、その違いがはっきりと分かりました!これこそ本当の授業ですね︕︕︕  この製作過程を通じて、たくさんのことをまなべました。これからも楽しみです!
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神⼾の旅~

2007.12.26

イブの⽇、家族と⼀緒に神⼾に⾏ったの、とても楽しい⼀⽇でした。 神⼾は関⻄地区の⼀番おしゃれなところと⾔われてて、まさにその通りでした~神⼾は私が住んでる京都と
は全然違う雰囲気。京都は古⾵、⾼いビルを建てるのは制限がある、だから⾼層ビルはほとんどない。神⼾は違っていて、道路の両側には沢⼭のビルとマンションが建ってい
る。都市化建設はかなり美しく、視野が広がりました︕最も今⾵なところは、かなり有名なモザイクです、すごくにぎやか。ベニス⾵の建物があり、ファッションブティックが
多い、驚いたことにほとんどがカップル、おまけに最新流⾏のファッションに⾝を包んでいる。私達メチャクチャ⽬⽴ってた~写真の中での家族の⼦供達の写真は⼤きなファッ
ションビルでの撮ったものです、後のきれいなクリスマス・ツリー、すごく⼤きくて、⼣⽅からはすごく綺麗なはず︕ 神⼾には中華街があり、南京街と呼ばれている。そこで
久しぶりの中国の雰囲気を感じた、活気があり、超にぎやか、沢⼭の⼈の波~懐かしい物が沢⼭ある、とっても楽しい︕家族のみんなは中国のおもちゃや⾷べ物に興味があり、
店の中に⼊ると私の⼿をひいて、これは何って聞くの、おもしろい︕その後、沢⼭オシャレなファッションブティックが集まってる辺りを⻑い間ぶらぶらした。何も買わなかっ
たけど、⽇本の洋服のデザインは⼤胆でユニークだと思った、うらやましいな︕ 最後に広東料理のお店で⼣⾷を⾷べたの。とてもおいしい、中国の味が⼗分表わされてると感
じた、特に⿇元を⾷べたとき、⻑春で⾷べてた情景を思い出してしまった︕ ⽇帰りの神⼾の旅はとても疲れたけど、⾏った甲斐がある、神⼾は本当に素敵なところです︕
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⼀番綺麗な雪

2008.01.26

ずっと⽇記を書いてなかった︕時間がたつのは本当に早いね、あっと⾔う間に学校が始まってから⼆週間以上経ったよ。  京都に来る前は、京都でこんなに雪が降るなんて思
っても⾒なかった。しかもこんなに綺麗な雪が。  私の住む⻑春は毎年⼤雪が降るから、雪なんて何も珍しいことはないのだけど、京北の雪と⻑春の雪は違うの。都市部から
離れてるっていうのもあるんだろうけど。ここは⼭に囲まれていて、⽥んぼも広がって、雪がすごく厚く積もるの。⻑春はほとんど雪は積もらない、雪が降ればすぐに除雪剤で
道路整備が⾏われちゃう。  毎朝⾼く積もった雪を踏みしめて、寮から学校までの道を歩くんだ。⼀⾯銀世界︕畑も、軒先も、⼩川も、まるでたっぷりのクリームを塗ったみ
たい。ふわふわでなんだか可愛い。学校の部活が終わったあと、部員の皆と⼀年⽣の男⼦達と⼀緒に雪合戦をしたの。本当に久しぶりに雪合戦なんてしたよ︕︕始まってすぐ
は、私が留学⽣だからか、⼥の⼦だからか、皆私に雪をなげて来なかったけど、ちょっとしたらもう誰が誰だか分からなくなって皆で盛り上がったよ。雪は冷たくて、顔も⼿も
真っ⾚になったけど、⼼はなんだかすごく暖かかったんだ。笑顔も寒いからって消えたりしなかった︕⼀番⼼に残ってる雪合戦は、⾼校受験前のクリスマス。クラスの友達と、
誰もいない校庭ではしゃいだっけ。あんなに⼼からはしゃげることってもう無いと思ってたけど、⽇本の友達と⼀緒に雪合戦をしていたら、あの時の気持ちが蘇ったみたいだっ
たよ〜。  ここの雪は本当に綺麗。緑が茂った⼭々が真っ⽩なコートを着て、ひざまで積もった雪を踏みしめるとざくっざくって⾳が鳴って、⾒渡す限り⼀⾯の銀世界。こん
なに広⼤な雪景⾊は、⻑春では⾒たことがなかった。⼈の⼼まで真っ⽩に浄化されていくみたい︕  （割とはっきりしてるからなんとか⾒れるかな。⼀番綺麗な景⾊は私だけ
で⼀⼈占めするしかなさそう。へへ）
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特別な春節~

2008.02.09

まずは皆に明けましておめでとう︕ちょっと遅れちゃったけど〜  今年の春節は私にとっては忘れがたいもの。初めて家族と過ごさなかった、初めて周りに春節の雰囲気が全
くなかった。普通ならこの中国で⼀番重要な祝⽇を忘れるところだよ〜春節の数⽇前、気持ちが落ち込みはじめたんだ。なんて⾔ったらいいのかな〜家に帰って春節を祝いたい
気持ちが春節前に爆発しちゃったんだよね〜はは。⽇本にきてから、春節の直前までホームシックになんてかからなかったのに。学校の⽣活は楽しいし、全部うまくいっていた
し、家族と電話で話しても、何も普段と変わらなかった。⼤晦⽇に寮の友達と話終わって⾃分の部屋に戻ったあと、頭の中にぐるぐると前にすごした春節の⾵景がまわりだした
の。にぎやか好きな中国⼈なだけあって、すごくにぎやかで、家族で円になって座って、餃⼦を⾷べて、爆⽵を鳴らして、春晩を⾒て、マージャンとかで遊んで。はは、⼤晦⽇
が終わったら春節。夜はわざと友達の部屋には⾏かないで、家に電話をかけた。家はいつもどおり賑やかで、その熱気が電話線を通してこっちまで届いたみたいだった〜おばあ
ちゃんおじいちゃんは今もあんなに元気で、上海のおじさん⼀家も来ていて、弟と妹のやりとりもこの⽬で⾒たかったな〜はは。私は、こんな特別な夜に、中国から送られてき
た飴を⾷べて、静かにこの忘れがたい夜を過ごしたんだよ〜  寂しさとか悲しさとかに限らず、こういう経験を⼀種の試練として受け⽌めるよ︕︕⽇本には春節はないし、中
国みたいな賑やかさも体感できないけど、静かな中で更に決⼼が固まったよ︕中国では春節を過ぎてから正式に新しい年が始まる。今年⽇本で過ごす春節も、今後の留学⽣活の
新しい⼀ページを開くためのもの。家族なく、⼀⼈でこのスタートラインに⽴って、感じたことのないやる気と達成感をがあるよ。これからの⽣活もこんな⾵に強く、独⽴し
て、頑張っていこう︕  この特別な春節で、私また成⻑したように思う︕へへ︕
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2⽉記事︕︕

2008.02.29

ずいぶん⻑いこと⽇記を書いていなかった。だから今⽇は総括を書くね︕  この⼀ヶ⽉の中で印象深かったのは、春節以外にも、バレンタインデーがあった。はは。まさかバ
レンタインデーが過ごせるなんて思ってもみなかったよ。中国のバレンタインは学⽣とは基本的に関係ないけど、⽇本のバレンタインは学⽣がすごく楽しみにしている祝⽇な
の。１４⽇のあの⽇、教室に⾜を踏み⼊れると同時に⼥⼦からお菓⼦を貰って、その後はもうひっきりなしに他の⼦からチョコレートやケーキをもらった。全部とってもおいし
そうで、すごく⼼がこもっていて、可愛い包装がしてあるんだよ。皆お互いに交換しあって、すごく盛り上がってた。クラスの友達が⾔うには、バレンタインデーは⼥の⼦のた
めの祝⽇なんだって。確かに、本当は主役のはずの男⼦達はすごく可哀想だった。誰も⼥⼦からチョコレートを貰えなかったみたい。義理チョコだってほんの少しだったよ〜は
はは。夜寮に戻ると、机いっぱいにおいしいお菓⼦が積まれていて、どれから⾷べていいかすごく悩んじゃう。本当⾯⽩いよ〜。全部のお菓⼦を⾷べきるのに３⽇もかかったん
だよ。初めは⾷い意地がはってもりもり⾷べていたけど、だんだん任務を果たさなきゃいけないような強迫観念にかられて、⾷べなきゃ〜って感じで⾷べてた。要するに、今年
のバレンタインデーはきっと忘れられない。⽇本の⼥の⼦は皆お菓⼦を作るのがとっても上⼿。だけど私は何も作れないから、すごく恥ずかしいな〜。  それから、今⽇は⼆
⽉最後の⽇。この⽇私の学校では卒業式が⾏われたよ。実は、私は卒業式に出席するのはこれが初めて。⼩学校と中学校では卒業式なんてないに等しかったし、卒業っぽい雰囲
気だったのは卒業証書と連絡簿が配られたことだけ。全然⽇本みたいに卒業式を重視してない。前⽇に体育館でたくさんの準備をして、今⽇ついに正式な卒業式を迎えた。式典
が始まると、体育館の中は厳粛な空気に包まれて、校⻑先⽣が三年⽣に卒業証書を渡したり、学⽣代表が発⾔をしたりしていたよ。三年⽣代表の⽣徒は発⾔している時、耐え切
れずに泣いてしまっていた。涙に咽ぶ声で⾼校⽣活最後の⾏事を終えていた。本当にたくさんのすばらしい思い出があったんだろうね。三年間が瞬く間に過ぎ去ってしまって、
きっとまだ離れたくないんだろうな。卒業式、それはすべての卒業していく⾼校⽣のための洗礼みたいなものなんだね︕びっくりしたのは、そんな皆が悲しみに浸っている雰囲
気の中、舞台の上に突然テレビでおなじみのあのサカナ君が現れたの︕彼はとっても⾯⽩い⾔葉で卒業⽣を祝福してくれたよ。場内にまた活気が戻って、私達をすごく喜ばせて
くれた︕まさか卒業式がこんなに喜び溢れるものになるとは思わなかった。きっとこういう卒業式なら、三年⽣の全ての先輩たちにとって絶対に忘れられないものになったよ
ね。  三年⽣の卒業をひかえたここしばらくの間で、中国と⽇本の違いをあらためて発⾒したよ。私⾃⾝も⽇本の部活に参加して、三年⽣の先輩達を送るために、部員の皆と
⼀緒にしゃぶしゃぶパーティの準備をしたり、知恵を絞り尽くして⾊紙を完成させたり。これには先輩たちへの祝福の⾔葉を書いたよ。ほんと、こういう活動は違う学年同⼠の
関係をずっと深いものにするよね。私が⻑春の学校にいた頃は、知り合いの先輩や後輩はほとんどいなかった。いるにはいたけど、ほんのわずか。それになんの思い⼊れもなか
った。たぶんただ名前を知ってるくらいの仲だったんだと思う。今は誰が誰かも覚えていないし。以前、私も⾊紙を受け取ったことがあるんだ。私が中国語の先⽣をした時に、
授業に出ていた⽣徒達が⼀緒に⾊紙を書いて私にくれたの。⼀つ⼀つ皆の⼿書きの⾔葉を⾒ていたら、本当に表せられないくらいの感動を覚えたよ。  ⽇本で学校⽣活を体験
してみて、中国よりずっと気楽で楽しいっていうことに気付いた。だから三年⽣の先輩達はあんなに名残惜しそうにしていたんだと思う。もし私が中国の卒業式に参加するとし
たら、もしかしてただ⾯倒くさいと感じるだけかもしれない。 ⾼校ではたった⼀年を過ごしただけだけれど、少しだけ味気なさをかんじていた。勉強のストレスもまだそんな
になかったし、なのに中学⽣の時ほど元気もなくて、体育の授業も出ていないようなもの。「仲間作り」の喜びなんて感じられるわけもない。本当に残りの数ヶ⽉を⼤事に過ご
したい。留学⽣活を卒業する時、頭に浮かぶのが、すべて充実と喜びの思い出であるように。
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とても複雑な気持ち~

2008.03.25

⼤阪から帰って来てから何だかボーっとしてしまって、頭の中が真っ⽩、⼼の中は何を考えているのかわからなくて、⾃分が空っぽで抜け殻になってしまったみたいなんだ~ 研
修は本当に早く過ぎてしまった。時間がこんなに過ぎるのが速いことを初めてを知ったよ。スゴクびっくりした~はっはっは~頭の中には、初めてみんなと会った時、部屋でト
ランプをしたりおしゃべりした時、⼀緒に写真を撮った時、そんなシーンばかりが浮かぶよ。今は⾃分ひとりになってしまい、ちょっと⾃分でも受け⼊れられない感じ。あの4
⽇間、⾃分のすべてを極限まで出し切った気がする。しゃべりっぱなし、笑いっぱなしで、テンションが⼈⽣で最⾼に上がっていた。⾶⾏機で帰る⼈たちを⾒送った後、気がつ
くと涙が流れてきた。テンションは再びドン底にまで落ちてしまった。家に着いてから、ごろりと横になるとすぐに眠ってしまい、午後3時から、今⽇の午後1時まで眠り続け
た。⽬が醒めてからは頭がまだとても痛いんだ。 突然⾃分が寂しいってことに気づいた。以前は学校でも家でもこんなふうに寂しいと感じたことはなかったのに。また急に中
国に帰りたくなってしまった。前はただ⾃然に任せて、時が来れば帰ればいいと思っていたけど、今は残りの4ヶ⽉が早く過ぎてしまえばいいのに、そうすれば北京でまたみん
なで集まれる、それに⻑春組の⼈たちとは家に帰るまで⼀緒にいられるしね、最⾼~携帯電話を持っている数⼈とはもう連絡を取り合ったけど、みんなも寂しくて、微妙な気持
ちだって~携帯電話を持っていない⼈とも連絡をとりたいので、パソコンで必死にQQとMSNをダウンロードしようとしたけど、うまくいかなかった。残念。中国のプログラム
は使えないのかな。⼼の中がちょっとしびれて何も考えられなくなった。 時間が早く経ちますように、この何⽇間のように早く過ぎるといいのに~

肖 婉晴さんの⽇記



新学期~

2008.04.10

春休みが終わり新学期を迎え、私は3年⽣のお姉さんになりました（ハハ）。 結構意外だったのが、新学期に多くの変化があったこと。まず⾃分の変化としては、たくさんの新
⼊⽣が⼊寮してきて、がらんとしていた寮に⼤勢の⼈がいます。今まで２階には私１⼈しかいなかったけど、今は１階に部屋を移動して、すごく便利になりました。初々しい新
⼊⽣の⼥の⼦たちの礼儀正しい態度を⾒てると、⾃分が⼤先輩になったようでいい気分（ハハハ）です。テニス部にも多くの新⼊⽣が⼊部して⾮常ににぎやかです。毎⽇の部活
の時間が１⽇で⼀番楽しい︕学校については、みんなの学校と同じように⼈事異動があったみたい。今まで習った先⽣もみんな転勤して、新しい先⽣に替ってました。さびしい
けれど、少しずつ慣れていかないといけない。授業も今までは皆と同じ教室で受けていたのに、⼤学のような選択科⽬になり授業を受ける⽣徒も少なくなりました。なんだか雰
囲気が違う（ハハ）。新学期になるまでは何も変わらないと思っていたけど、新学期がこんな様相だって思いもよりませんでした。新しい先⽣、授業、そして新⼊⽣の後輩たち
に早く慣れて、最後まで頑張ろう︕
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夜桜

2008.04.15

⼟曜⽇、学校の安藤先⽣が私と２⼈の友⼈を⼆条城に夜桜を⾒に連れて⾏ってくれました〜。 ⽇本に来るまでは、本物の桜を⾒たことがありませんでした。最近こちらでは桜
が満開で⼀⾯のピンク⾊。午後出発して、⾼雄・嵐⼭に⽴ち寄りました。景⾊がとてもすばらしく、⼭をピンク⾊に染めた花を⾞に乗りながら楽しんでいました。 ⽇が暮れて
⼆条城に到着、⼈の多いこと︕⼆条城は厳粛な雰囲気に包まれ、夜のとばりは暗く、城内に点々とともる灯りが美しく、⾒る者を神秘的な気分にさせます。近くの夜桜が輝き、
その鮮やかさに⼼が震えました。満開の桜が作るピンクの⼩道がずっと続き、まるで映画の中でしか⾒ることのできない情景の美しいこと。普通の桜さえあまり⾒たことのない
私、この夜桜の美しさをどう表現していいか分かりません〜。  翌⽇、ホームステイ先の家族と⼀緒にお花⾒に⾏きました。昨⽇と違っていたのは、近所の桜を⾒に⾏ったと
いうこと。私たちは桜の⽊の下でバーベキューを始め、ホームステイ先とお付き合いのある⼈たちも参加し、とても盛り上がりました。こちらは⼭中なのでとても温かいという
わけではなく、ようやく桜も満開になったばかり。でもみんなでお⾁を⾷べながらおしゃべりをし、上を⾒上げれば天を覆うような桜…この気分は申し分ありません。おなかが
⼀杯になったあと、⼤⼈たちは談笑し私たちは⼦供と近所の⼩学校へ遊びに⾏きました。⼩学⽣と⼀緒に遊ぶなんて久しぶりです。⼦どもたちは本当に元気で、⼀緒に遊んでい
ると楽しくなってきます。ブランコ、滑り台や砂場で遊びました。⼦どものころの遊びに興じていていると改めて⾃分が年をとったな…と思いました（ハハハ）でも⼦供たちと
⼀緒でよかった。また⼦供のころに戻った気分になれたから。  先週末は桜に囲まれて過ごしました。⽇本に来てからこんな美しい桜を⾒ることができて、本当によかったで
す︕
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球技⼤会、福井へのお出かけ

2008.05.04

メーデーのゴールデンウィークに⼊って、少し意外なのは⽇本にもメーデーがあること。 ⼀⽇、学校の授業がなく、毎年⼀度の球技⼤会が開催された。 中国の運動会と同じ、
すべての項⽬は球技だった。私が参加しているのは⼥⼦サッカー、正式のサッカーグランドより狭くて、⼥の⼦が遊ぶのにちょうどういい。私はこれまでサッカーで遊んだこと
がなくて、⾒ることさえもあまり少なかった、でもとても新鮮だなぁと思った。 出場する前に少し緊張して、どうなるんだろうと思ったが、だんだん状況に慣れてきて、そし
てついにゴール!!!第⼀試合では、私のチームは相⼿チームと引き分けになって、私が⾃分でゴールを決めると思わなかった。{上⼿ではないのだが}それにより急に興奮し始
め、意気込みも少しずつ湧いてきた!第2試合の時、前回より少し慣れてきたのだが、天気があまりに暑くて、体⼒が少しずつ落ちていき、試合開始直後にゴールを決めたけど、
その後は何度もゴールを狙ったが効果がなかった。 最終的に私達は１点差で負けた〜サッカーは、思ったより疲れるし、難しいし、けどとても楽しい︕特にゴールを決める
時、本当に誇りに思った︕ヤッホー、〜新しいことにどんどんチャレンジしていくことにより、その意外な喜びは本当に忘れられないね。 翌⽇、ホームステイの家族と福井に
ドライブに⾏った。福井は⼤きい都会ではないが、気候と環境はとても良くて、聞くところによると⽇本の住みやすい都市の上位に登っているそうだ。途中、⾞の中で⼦供達と
しゃべりながら、しばらくしたら久々の海が⾒えてきた。中国の海ほど雄壮で美しいではないように感じたが、⾒所があった。とても落ち着いて、安⼼できて、福井と同じによ
うに気持ちいいと感じた。 名所ではないが、休暇中にこんなに疲れを忘れて遊べるにも貴重だ。⼣⽅家に帰って、少し休んだ後、家族とベランダで焼き⾁を⾷べた。夜少し冷
えていたのだが、⾵が⽊の涼しい⾹りを運んで、熱い焼⾁を⾷べながら、家族とおしゃべりしたりして、本当に幸せ。 中国では、いつか家族と外で焼⾁をするなんて︖地域の
お役所の⼈に捕まれば罰⾦を取られちゃうよ。へへへ、⽥舎はいいな︕空気もいいし、⾃由だ。 このGWには毎⽇部活、もうすぐ試合だ。私は参加しないけど、時間をとって練
習して少しは進歩しないと。へへへ、今はアフリカ⼈のように⽇焼けで⼤変だけど、スポーツのための貢献だと思ってる。
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五⽉もまもなく過ぎちゃう〜

2008.05.20

時間の経つのは早いね。また、五⽉が過ぎちゃう〜 この⼀ヶ⽉は本当に充実にすごしていたんだ。毎週、活動があった。特に、⼈⽣初めいてのテニスの試合に参加した〜試合
に出なかったが、そばで選⼿たちに応援しただけだ。でも、出席しただけで、ショックを受けた。〜⾼校⽣の試合はプロ選⼿の試合に⽐べるもんかと潜在意識に思っていた。し
かし、その場で⾒たら、違うと分かった。バットを振っている姿と顔つきとか、点を取ったときの歓呼の声とか、ミスをしたときお互いの励ましなど、そのような場⾯こそ⾼校
というもの、⻘春というものに専有するものだとしみじみ感じた。団体試合で、京都の⼀番強い⽂教⾼校に出会った。彼⼥たちはみんな髪が短くて、男の⼦のように素敵だ。試
合で、独特のサーブ、勢いよい攻めと素晴らしいテンポに私は⾒とれた〜むこうが点を取ったとき、こちのチームメートに応援することさえ忘れた。はそのかわり、むこうの絶
妙な技に驚いた。〜まあ、中国にもテニス部があったらよかったのに、こっちに来てはじめるのはもう遅れるに決まってるね。残った⽇に腕を上げようと思うが、そんな実⼒を
持ってないと感じた。  このごろ、地震についてのニュースはいっぱいになった。〜5・12、あの⽇、何をしてたか、覚えてない。〜しかし、中国で、⼀瞬の間、そんなに多
くの⼈が死んだなんて、ビックリしたわ。⻑春は全然影響されなかったので、わたしそして私のことを⼼配してくれた⼈はほっとした。でも、ネットで⾒た地震の報道と写真に
何度も涙ぐんだ〜海外にいて、四川に何にもしてあげられないが、四川のニュースにずっと関⼼を寄せている。〜国難の前で、情熱を表すべきの時期だ。へへ〜中国⼈は団結
だ。
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ホタルの夜〜

2008.06.17

先週の⼟曜⽇の晩、学校の先⽣は私と友達⼆⼈を連れて⼭の中へホタルを⾒に⾏った。 以前はただテレビでホタルを⾒たしかない、しかも映画やドラマで⾒たそんなにロマン
チックなホタルは多分コンピュータで作ったものかもしれない〜ふふ〜でも、その夜、真っ暗な⼭の中で、私は本物の美しいホタルを⾒た〜  ⼭に着いたばかりなとき、いく
つの光しかないから、ちょっと不気味で、その静かさとばらばらの⿃の鳴き声に、寒気がするほどぞっとした〜ふふ〜そして、⼩さな丘に着いた。ふもとの近くに湖がある。そ
こに座って、間もなく、⾝の回りにだんだん光が出てきた。蛍光の緑⾊で、たぶんホタルはその⾊かもしれない〜か弱くて、ぼんやりしていて、ちらちらして動いていた〜だん
だん、湖⾯に、蛍光の緑⾊をしているホタルは次から次へと出てきた。ちらちらしていた。その⾊は真っ暗の夜でとても美しくて、びっくりするほどきれいだった〜⾃分の⽬で
その静かで気持ちいい美しさを⾒たから、ほんとうにもう残念な気持ちはしない〜昔の頭にある偽りの映像はなんら未練を残すものはない〜真っ暗さに包まれて、林のきれいな
空気を吸って、希望にむかう光が絶えずに湧いてきた。ほんとうに忘れがたい〜そのような経験は都市で育ったわたしにはどうしても経験できないものだった。
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三重への旅

2008.07.13

先週ファミリーの家族と三重県へ遊びに⾏ってきました。 ⾦曜⽇朝４時、私達は⾞で出発しました。九時ごろに、現地で最も⼤きい遊園地〜志摩スペイン村に着きました。Ｕ
ＳＪの後、私はこれで⼆回⽬の遊園地です。遊園地は名前の通り、全体的にスペインの雰囲気で満たされています〜乗り物や建物もとても楽しそうです〜私はあそこで⼀番刺激
のあるジェットコスターのようなピレネーを体験してみました。⾒た⽬は怖いですし、実際に乗ってみたら、その速くて、ぞっとさせるスピードは、本当にそこで座ってるかど
うかも信じられないぐらいでした。私は家族の⼦ども達と４時まで遊んでいました、ほとんど全部の乗り物を乗ったし、お⼟産もいっぱい買いました。疲れたと思いながら、ホ
テルに着きました〜 ホテルは⼩さくて可愛かったです。ヨーロッパの雰囲気でした。それと海に向かっているので、とてもリラックスができます〜私達は少し休憩して、下に
降りて⼣飯を⾷べに来ました。正統な⻄洋料理でした。料理が出される順番もとてもすてきで、料理を⾒て、すぐに⾷欲が沸いてきました。⾷後のスウィ―ツもおいしかったで
す〜 ⼣飯の後、海辺で散歩してから、気持ちよくお⾵呂に⼊って、全⾝の疲れが⼀瞬でなくなりました〜 翌⽇、蒸し暑かったのですが、私達は⽔族館へ出発しました。⽇本に
来てからはじめての⽔族館でした、ちょっと新鮮感がありました〜⽔族館の規模は⼤きくないですが、たくさんの⿂はやはり⾒たことがないです。また、アシカとイルカショー
も⾒ました、とても⾯⽩かったです。〜帰ってきてから、⾻が崩れそうに疲れました。遊んだ時に疲れると思わなくて、楽しいことばっかりでしたけど、帰ってきてからは全⾝
が疲れました〜でも、本当に楽しい旅⾏でした〜
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たくさんの感動〜

2008.07.13

最近、お別れの雰囲気をますます感じるようになり、本当に帰ることになるって、まだまだ現実的ではないように感じる〜 ⽉曜⽇、テニス部の友達は私に送別会をやってくれ
ました。驚きと喜びもあり、悲しみもあります。みんな⼀⼈⼀⼈、先⽣も含めてクッキーや、ケーキ、ピザー、果物のサラダとかを作ってくれました。テーブルにいっぱい並ん
でて、本当においしかったです。みんなの腕がこんなにすごいなんて︕私はたくさん⾷べただけではなく、またいっぱい持ち帰りました〜ふふふ〜 １０⽇は私の誕⽣⽇でし
た。１８歳の誕⽣⽇でした。始めて異国で誕⽣⽇を過ごしました。私の誕⽣⽇を知ってる⼈があんまりいないと思って、⾃分⾃⾝もあんまり興奮しなかったです。だって、もう
⼀歳年をとったから、へへへ。でも、朝クラスについたら、友達から誕⽣⽇の祝福をもらって、うれしかったです。どうやって知ったのかしら︖それから、廊下とか、部屋と
か、知ってる⼈と会うたびに、みんなから祝福をもらって〜〜本当にビックリです。なんでこんなに広がってたでしょう︖ファミリーのお⺟さんからもたくさんのプレゼントを
もらい、そしてケーキも、私は幸せいっぱいです〜 寮に戻って、⼀番仲のいい⼆⼈の友達と⼀緒にご飯を⾷べたあと、私はお⾵呂に⼊って、なんで私の誕⽣⽇を思い出してい
ないのだろうと思っていると、ドアが叩かれました〜ドアを開けると、彼⼥達はとても可愛い服を着て、⼤声で私に祝ってくれたり、誕⽣⽇の歌を歌ってくれたり、あの時本当
に感動しました︕︕彼⼥達は⾃分たちの⼿で服を作ってくれました、私達三⼈にしかない服です。⼀緒に楽しく写真をとったりして、本当に楽しくて⾔葉で表せないです〜その
後、ドアはまた叩かれました、ドアを開くと、あっという間にたくさんの⼈が⼊ってきて、彼⼥達は⼆年⽣の⼦です〜みんなはもう⼀度私に誕⽣⽇の歌を歌ってくれまして、誕
⽣⽇の祝福を贈ってもらって、本当に本当に楽しくて、忘れられません。静かに誕⽣⽇を迎えようと思ったら、こんなに賑やかだと思わなかったです〜 楽しければ楽しいほど
悩みます。本当に帰りたくないです。離れたくないです〜
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