
東京に来ました

2007.09.05

昨⽇東京に着いたのですが、気分は上々。観光もしましたが、東京は本当に美しくて、先⽣達はとても親切で、みんなとも仲良くしています。まだ⽇本についたばかりなので、
先⽣達の話が多少わかりずらいのですが、きたばかりはみんな同じだとおもいます。 宿舎はとてもきれいです。私達はそれぞれ個室に泊まっていますが少し⼼細いです。電話
でお⽗さんとお⺟さんの声を聞くと、思いがけず泣いてしまいましたが、もう帰りたくなったからではなく、ちょっとホームシックになっただけです。 私は⽇本でのこの11ヶ
⽉、困難にもまけずがんばって⽇本語を勉強します。

裴 東梅さんの⽇記



︕︕︕︕

2007.10.12

⽇本に来て⼆度⽬の⽇記です。 みんなはすごく沢⼭書いてるよね。 私も、いっぱい書くべきでした。 私の最初のホームステイ先は終わって、今は⼆番⽬の家です。最初の家庭
は中国⼈でした。すごく楽しく暮らしました。今は、私の先⽣が迎えに来てくれてます。以前は先⽣が毎⽇迎えに来てくれてて、通うのは楽でした。ひょっとしたら、沢⼭ホー
ムステイ先を変えなきゃいけないかもしれない。とても疲れそう。でも、これも良いことだと思う。いろんな家庭を体験できるし、他の⼈とは違っているもの。なんでも、いい
ように思うと良くなると思ってる。 休みの⽇、会津の有名な場所⾒に⾏きました。沢⼭旧跡、特に会津の鶴城、それに⽇本で３番⽬に⼤きな湖、それに⼭々。冬はスキーが出
来るとか︕︕群⼭という町にも⾏きました。 学校の先⽣、クラスメート、とても親切です。そうそう、学校で中国⼈の⽣徒に出会って、やっぱり、同じ⺠族、会えてすごく嬉
しくて、ときどき⼀緒に⾷事したりします。 こちらに来て、中国とは違う点がわかりました。特に勉強⾯では、全然違います。私が来てから、たった１２⽇しか授業がなかっ
たの。休みじゃなくて、いろんな活動があった。中国では、こうはいきません。授業がない⽇なんて、ありえないから、かなり驚きました。こちらでは、学⽣に勉強での負担が
少ない。でも、私の学校はプレッシャーがかなりあって、いい⼤学に⼊るために３時まで勉強する、でもこちらでは、ありえない。 よくお⺟さんと⼀緒に韓国料理や中国料理
をつくります。私料理好きなの。不味くても、みんな美味しいって⾔ってくれます。 ⽇本に来てもう１ヶ⽉経ちました。少しずつ⽣活に慣れてきました。でも⾷事は、やはり
⼤変かな。 ⼤変なことに出会って、はじめて、いい⽅向へと向かう。私も同じ。疲れるし、ホームシックにもなるけど、絶対に乗り越えてみせる。

裴 東梅さんの⽇記



111

2007.10.13

これは3年に⼀度の学園祭。 2⽇間開催されたけど、⼀⽇⽬は⾵邪をひいて熱があったので⾏かなかった。でも⼆⽇⽬は友だちと⼀緒に遊んですごく楽しかった。⼀枚⽬の写真
は私たちが作ったもの。 どのクラスもこのために準備をしてきた。それをぶらぶらと⾃由に⾒ることができた。それに他の学校の⽣徒もいたし、家族も参加できた。ほんとう
に楽しい⼀⽇だった。

裴 東梅さんの⽇記



本当に楽しかった。

2007.10.15

昨⽇は国際料理フェスティバルだったので、私達は⼀家で出かけて⾏った。 朝私達は⾷事をしないで⾏った。たくさん⾷べるために。到着して私はまず最初に中華料理を探し
た。それと韓国料理も。中華料理はギョーザと⼤きいマーホアがあって、それぞれ1⼈前ずつ買った。とてもおいしかった。それから韓国料理を⾷べにいき、それもおいしかっ
た。⾊々な国のものを⾷べた。ほとんどすべて⾷べた。やっぱり⾃分の国のものが最もおいしいと思った。。。。 それから私達はいくつかの国の服などを⾒に⾏った。そこで
私は多くの中国⼈に出会った。韓国⼈にも。とてもうれしかった。みんな⾃分の連絡先を教えてくれて、何かあったら連絡するようにと⾔ってくれた。とても暖かい気持ちにな
った。 それを⾒終わった後に、温泉に⾏った。温泉に⾏くのは⼆度⽬。初めて⾏ったのは⽇本⼀というところで、今度は東⼭温泉。温泉に⼊った後は本当に気持ちいい。それ
から私達はとても有名で⾝体にもよくて栄養のある麺を⾷べに⾏った。 このように⼀⽇を過ごした。 今⽇私の学校は試験なので、私はここでインターネットをしているんだ
よ︕︕

裴 東梅さんの⽇記



家のみなさんと餃⼦作り

2007.10.16

このまえ、私達はいっしょにギョーザを包んで⾷べました。これはイチバンでした︕︕みんなで⼀⽣懸命作って、⼀番きれいにつつめたのは私です。へへ、ちょっとうぬぼれか
な。でもほんとに上⼿に包めたのよ。どれが私のか分かる︖︖ 毎⽇こんなかんじで⼀緒に料理をしています。本当に楽しいな。まだそんなに⽇本料理は⾷べなれないけれど、
がんばって何でも⾷べてみるようにチャレンジしています。 きっといつかは⽇本料理が⼤好きになりますね。みんんなは納⾖を⾷べたことがありますか。私は無理。  ここに
いた1カ⽉で本当に多くのことを学びました。初めの1カ⽉は中国⼈のお宅にいたので今でも⽇本語はあまりよく話せません。中国に戻ったとき、⽇本語がぜんぜん進歩してい
なかったらどうしよう。

裴 東梅さんの⽇記



⾬のお散歩。。。

2007.10.19

今⽇授業が終わって家に帰る時、⾬が降ってきました。 私も、⼀緒に帰る友達も傘を持っていなかったので、そのまま外に⾶び出しました。そとには私達のように傘をささず
にいる⼈もいます。おしゃべりしながら歩き、みんなは⾜早に通り過ぎていきましたが、私達は相変わらずゆっくり歩いていきました。  でも⾬は益々激しくなってきます。
私の家は⼀番遠いのです。先に家に着いた友達が傘を貸してくれ、無事家に帰りました。  ⽇本にきてから初めての⾬のお散歩。なかなか愉快な⼀⽇でした。でも⾵邪を引い
てしまったらどうしようかな。

裴 東梅さんの⽇記



また引っ越しました。

2007.10.22

昨⽇また引っ越しました。 今回は前回に⽐べると遠くなりました。⼤家族です。おばあさんと、お⽗さん、お⺟さん、2⼈の兄がいて、お姉さんが⼀⼈。とてもかわいい⽝が２
匹います。ここはマンションじゃなく、2階建ての家です。庭に築⼭があり、広い野菜畑があります。⾒たこともない沢⼭の野菜、果物の⽊もあります。とても良いところで
す。私がずっと思ってた家庭です。⼤家族の中で住むのを希望していたし、朝起きたら新鮮な空気を味わえます。でも、ここはたった１週間しか住めない。来週には、さような
らです。次の家庭はどんなか、まだわからないの。

裴 東梅さんの⽇記



福島にて...

2007.10.29

昨⽇、家族と福島に⾏きました、紅葉がとても綺麗で、初めて、あんな綺麗な⼭を⾒ました、⼭には⽊が沢⼭植わってました。どの⽊の⾊も美しく、今が⼀番いい季節です。
どの⽊も下から上まで１つの⾊じゃなく、上の⽅は紅く、下のほうは⻩⾊みがかっている。⾔葉で表現できないほどです。 でも、昨⽇とても不愉快なことがありました。福島
から戻って、あるお店に⼊ると、そこで中国⼈を⾒かけたの。私バカみたいに喜んだ︕!でも私は⾃分から話しかけなかった。でも、なんと彼らは中国語で私にののしったので
す。私がそんなに不愉快なのかな︖︖彼らは私の洋服、⾃分で買いたかったけど、⾼すぎて買えないって。⼀番許せない⾔葉は、“こんなガキが着てるなんて”。。 聞いた後、
許せなくて、彼⼥のところまで⾏き、⼝を雑⼱で拭くかそれとも⽜の糞で拭けばって⾔ってやった。なんでそんなに⼝汚いの︖と私が⾔うと、まだ怒りまくってた︕︕それか
ら、教養が無さ過ぎるよって⾔った。外国に来てまであの調⼦、中国に顔向けできるの︖中国の恥だと思う...彼らの話を聞き終わって、こんなことを⽇本⼈に通訳しなきゃいけ
ないと思うと情けなかった。 こんな昨⽇の出来事、なんでこうなっなんだろう︖︖ でも私⼀⼈で彼らに⽴ち向かってる時、みんなのこと思った。居てくれたらどんなに良かっ
たろう。 私達はいつ会えるかな︖︖交流センターの先⽣ほんとにいつになったら会えますか︖/7⽉まで待たなければならないのでしょう︖/

裴 東梅さんの⽇記



中国⼈のクラスメートとの旅⾏。。

2007.11.08

先週の⼟曜⽇、学校の先⽣が私達に時間がある︖って尋ねられた。私達と⼀緒に遊びに⾏こうっておっしゃった。 私の他に、フｲリピンの留学⽣と、⽇本の国籍の中国の⼦が⼆
⼈。 他の⼈はみんな時間がなくて、私と中国の⼦は時間があったので、遊びに⾏くのを決めた。。 先⽣が私達を連れてってくれたのは磐梯⼭。⽕⼭の爆発でできた湖なので、
私達は、船に乗ってこの湖を⾒て回った。それから、磐梯⼭を眺めた。船の上からだと、⼀段と美しかった。 それから私達は⽐較的遠くの場所に⾏った、でも、みんな⼭で
す。あだたら⼭という名前です。先ずラーメンを⾷べたの、熱くてとても美味しかった。それから私達はこの⼭を登り始めた、上に着いたら、結構寒くて、⾵も強く、息もでき
ないほど。福島全体のを⾒たら、とてもきれいでした。 帰りに、家の⼈におみやげを買って帰った。みんなとても喜んでくれました。今⽇は楽しく遊べて、本当に先⽣に感謝
しています。

裴 東梅さんの⽇記



うれしい....

2007.11.22

先週、また寄宿先が変わりました。学校からもそれほど遠くありません。受け⼊れ先の家には私のクラスメートもいます。なんと席も私の前の。  私達はよくいっしょに遊び
にも⾏きます。クラスでも仲良しです。彼⼥はとてもいいこです。成績もよく、⾃分の夢の実現の為努⼒を惜しみません。とても意志の強い⼥の⼦です。  寄宿先のお⽗さん
は⾯⽩い⽅です。しょっちゅう冗談を⾔っています。それと⽇本のことをたくさん教えてくださいます。お⺟さんは毎朝早く起きて私たちの朝⾷と、お弁当をつくってください
ます。お⺟さんの作るご飯はおいしいです。毎⽇おいしいご飯を⼼を込めて作ってくださるのです。  あと寄宿先には⼆⼈のお姉さんとお兄さんが⼀⼈いらっしゃいます。で
も今は皆、東京に住んでいます。お正⽉には皆帰省します。そのときにお会いできます。皆さん早く帰ってこないかと楽しみです。  ここに来てから、なぜ全てが順調なの
か、きっと、同い年の友達がいるからでしょうね。ここですっかり落ち着いてしまいました。帰国するまで、ずっとここで暮らしたいです。  みなさんのもてなしには本当に
感謝しております。ここでは私が最年少です。私はずっと妹になってみたかったのです。家では⼀番のお姉さんでしたので。  みなさん、是⾮私を祝ってくださいね︕︕こん
なにうれしいことがあって。ハハ︕︕   そうそう、ここでも雪が降りました︕︕本当にうれしいな.0...

裴 東梅さんの⽇記



孤独︕︕

2007.12.10

先週の⾦曜⽇、いつも私と⼀緒に勉強し、おしゃべりしてた⾹麗輝が中国に帰った︕︕ 彼はすでに⽇本⼈になってるの︕︕ でも、友達のことを思って中国に帰ったの︕︕2⽉
には戻って来るのだけど、どうしてこんなに孤独を感じるのだろう︕私も帰国したいと思い始めてる︕︕みんなが私に⾊々書いてくれるから、感激してる︕︕ それに、何⼈か
の友達が⼿紙もくれて、とても感動したの︕︕ あの⽇晩、私はベッドでこっそり泣いた︕︕⽇本に来る前、⾃分⾃⾝に強くなるんだって⾔い聞かせたのに、ここに⾄ってこん
な⼦供になってしまうなんて︕ 本当にどうしたら、いいのだろう︕︕

裴 東梅さんの⽇記



良いスタート︕︕

2008.01.08

2008年の到来︕︕ こんなに早く2008年になるとは思わなかった︕︕ 先ず、みんなの2008年の健康と⽇々楽しく暮らせることを、お祈りします︕︕ 正⽉は、おばあさんの家
で過ごしました。みんなと⼀緒に沢⼭⾷べたの。 お兄さん、お姉さん達と⼀緒にゲームをした︕︕ とても楽しく過ごしたよ︕ それとスキー場に⾏ってスキーをしたの、初めて
のスキー︕︕ 今はまだ下⼿だけれど、頑張ればきっとできるようになるって信じてる︕︕

裴 東梅さんの⽇記



......

2008.01.21

もう5ヶ⽉になります。早いものです。。 もう1⽉中旬だなんて考えられない。冬休みも終わり新学期が始まった。あと半年。 私も⾃分の⽬標のためにちゃんと頑張らなくち
ゃ。 残りの半年で、ここの友達にしっかりと私のことが記憶に残るような何かをもっとやらないと。毎⽇学校へ⾏っても友達と何をすればいいのか、何を話せばいいのかわか
らない。いっしょにお昼を⾷べるけど、私は⾷べ物を⼝に⼊れる時以外⼝を開かないから。私のひとりひとりに対する接し⽅に応じて、きっと相⼿も私に接してくれると思う。
だから頑張ってみんなとおしゃべりしよう。たくさん楽しい思い出を作るんだ。 あと半年頑張ろう。。

裴 東梅さんの⽇記



...

2008.01.23

多くの⼦がホームステイ先を換わりたいみたいだけど︖︖ どうして︖︖ 私は何度も換わったけど、換わるたびにとても悲しいよ。 いっしょに過ごした⼀⽇⼀⽇を脳裏に刻み込
んでいる。もし今のステイ先があまりよくなかったとしても、今のホストファミリーのお⽗さん、お⺟さんに感謝しないと。ステイ先を換えるのは簡単なことではないよ。 今
は居⼼地がよくなくても、不⾃由さを感じていても、それはみな当然のこと。努⼒をしなければ⽢い果実は⾷べられないから。毎⽇中国に帰りたいと思ったり...⾃分とこのホス
トファミリーとは合わない、いつになっても⼼が通じ合うことはない...不愉快なことが起きた、またはお⽗さん、お⺟さんがあまり気にかけてくれないときなど、まずは⾃分か
ら何か⽅法を考えてみる。おもしろい話題を探しておしゃべりしてみるとか。 ⾃分が笑顔で相⼿に話しかければ、向こうもきっと笑顔になる。⾃分が払った努⼒は必ず報われ
る。今のホストファミリーの良いところを探して、たとえ⼩さなことでも良いものは良いのだから、良いところを探す練習をしよう。 私も今のホストファミリーとよい家族に
なれるよう努⼒しているよ。

裴 東梅さんの⽇記



2⽉!

2008.02.04

時間が過ぎるのは本当に早い︕︕ もう2⽉︕︕ この5ヶ⽉の間、楽しく過ごせたかな︖︖ この5ヶ⽉間の⼀⽇⼀⽇を私は記憶にとどめているよ。他の⼈にとって記憶にとどめる
ほどのことではなくても、特別楽しいことではなくても、私にとってはすべて意味のあることだから!! このような5ヶ⽉間を送るなんて思いもよらなかった。1年間とても苦し
い⽣活を送るんだと思っていたから。でもそんなことはちっともなく、5ヶ⽉が過ぎたよ~ 5ヶ⽉間⼀緒に過ごしたフィリピンの留学⽣が帰国したの︕︕少し悲しいけど、私は
もう孤独だと感じることはないよ。だって私には他にも友達がいるし、やさしいお⽗さん、お⺟さんもいる。 それにずっと私といっしょにいるお姉さん!!私よりほんの2ヶ⽉お
姉さんなだけなんだけど、とても私のことを気にかけてくれるの︕︕ 私がこの家に来てから、彼⼥は少し寂しく感じることがあるかも知れない。お⽗さん、お⺟さんの愛情が
私にも向けられるようになったから、きっと寂しいと思う。だって私は⾃分がお姉さんになった瞬間寂しさを感じたから。家族みんなの関⼼が妹に向けられて、私はガラスの⼈
間になったようだった︕︕ お姉さんの気持ちを私はとても理解できるし、本当に申し訳ないと思っている!!

裴 東梅さんの⽇記



元旦︕︕

2008.02.07

新年おめでとう︕︕ すべての⼈に新年のご挨拶を︕︕ みんな新しい1年、健康で、頑張って勉強してね︕ ホントに毎年の春節の時の情景が懐かしいな︕︕ 除夜の12時にまず
爆⽵を⼿にし、とても多くのきれいな画⽵を飾る︕︕ お⺟さんは台所で餃⼦をゆでる︕︕ ギョーザを⾷べながらテレビを⾒て、本当に幸せな光景︕︕ 今年はお正⽉にギョーザ
を⾷べれないから来年は、堪能しよう︕︕ 1つ歳をとった、更に物事が分かるようになればいいな11 私も同じ、⼦供のままじゃダメだ︕︕ 新年おめでとう︕︕

裴 東梅さんの⽇記



ネットをやめます︕︕

2008.02.10

2⽉2⽇、私のCyworld、私の全部のメール、みんな閉鎖しました。 前は時間があれば友達とチャットをしてたけど、こうすると益々友達が恋しくなります︕︕ だから私はネッ
トをやめます︕︕ 私にとってネットをやめることは、簡単なことではありません︕︕ でも、ネットをやめて、そろそろ10⽇になります︕︕ 中国の事は忘れて、残りの半年間
で忘れられないことを沢⼭したいと思います︕︕ 中国の友達は中国の友達。連絡しないのは、友達でなくなるという意味ではありません︕ ⽇本には今の友達とお⺟さん、お⽗
さんがいます︕︕すごく楽しいです︕︕ 彼らともっと⼼を通わせれば、帰国してからも⽇本での11ヶ⽉の⽣活を忘れられないよね︕︕ ネットをやめます︕︕ネットをやめま
す︕︕ネットをやめます!! ネットをやめます︕︕

裴 東梅さんの⽇記



バレンタインデー︕︕

2008.02.14

2.14はバレンタインデーです︕︕ あなた達が知ってるかどうか、分からないけど、バレンタインデーは⽇本記念⽇の⼀つです、家の⼈から聞いたけど、チョコレート会社がチ
ョコレートを売りたいから、バレンタインデーの⽇に、チョコレートを送ることを決めたそうです︕ 私達中国は七⼣のバレンタインデーです︕︕ 今⽇はバレンタインデー、み
んながどのように過ごすか知らないけど︕︕ 私とクラスの友達とで、⼀緒に沢⼭美味しいものを買って、おしゃべりしながら⾷べる1! とても楽しいのよ︕︕

裴 東梅さんの⽇記



和服

2008.02.28

これは随分前の写真です。 今⽇、⽇記にアップしました。 私は茶道部に⼊ったの、茶道部はとても⾯⽩い。 とても好き。 以前はみんな私が⼥の⼦っぽくないって⾔ってた、
まだそうじゃないって思ってるかな。 でも、まあいいでしょ! この写真はお茶会で撮ってもらったもの。 ⽇本に来る前、和服を着て写真撮りたいってすごく思ってた、和服が
着れた上に、こんなに沢⼭写真が撮れて、とても嬉しい。

裴 東梅さんの⽇記



つらい︕︕

2008.03.27

ちょっとおそいけれど!! みんな、無事に帰りましたか︖︖ ゆっくり家で眠れましたか︖︖ まずはお世話になった交流基⾦の先⽣⽅に感謝を。  それと素晴らしい仲間たち
に︕︕ この５⽇間、故郷に帰ったような気分になりました︕︕ 周りに⽬なんて気にしないですごせました。 ずっと中国語で話して︕︕ ２１⽇に会う約束、ちゃんと覚えてい
ますか︖︖     なんでこんなあっという間に２４⽇がきてしまったのかな︕︕ ２４⽇の朝、先⽣⽅やみんなが⾒送りきてくれ、私は⾞の中ではずっと涙をこらえていまし
た︕︕ 空港でみんなを⾒送るとき、ひとりひとりにずっとがんばるんだよ、と声をかけてあげたかった︕ さよならの挨拶をもう⼀度したくても、みんなの姿はもう⾒えなくな
っていた︕︕ でもずっと⼿を振り続けたのに、⾃分がいざ出発をするときは先⽣⽅やみんなときちんとおわかれできなかった︕︕ 機内では涙がずっと⽌まりませんでした︕︕
本当につらかった︕︕先⽣もみんなも家族と同じだから︕︕ いろいろな場所から集まってきた中国⼈だけれど私たちは永遠に家族です︕︕ ずっと連絡は取り続けようね︕︕ま
だまだ話したいことがたくさんあるよ︕︕

裴 東梅さんの⽇記



....

2008.04.12

学校が始まってすでに⼀週になった︕︕ 感じはまあまあ良い︕︕ クラスにフランス⼈が来た︕︕ しかし⽇本語はあまりよくない!! 席は私の後に︕︕ 新学期では、みんなはそ
れぞれの⽬標を持っている! 私も頑張らなきゃ︕︕ 時間が思いもよなないぐらい早く経ってしまった︕︕ 3ヶ⽉あまりしか残っていない︕︕

裴 東梅さんの⽇記



桜︕︕

2008.04.25

先週桜を⾒に⾏った︕︕ 本当に感動させられた︕︕ 秋の落葉は私に感動させ、今度の桜はまた私に感動させた! 中国にいた時に、⽇本語の先⽣は私に桜がとてもきれいだよと
教えてくれた︕︕ その当時もとてもきれいだと思った、しかし今度私は⾃分の⽬で桜を実感した︕︕ 本当にいうことなし︕︕ 実ににきれいすぎ︕︕

裴 東梅さんの⽇記



..

2008.05.08

⽇記、久しぶりだね︕︕ 何を書けばいいかなあ︕ もう5⽉だ!! みんな、お元気︖︖ 体に気をつけてね!!

裴 東梅さんの⽇記



感動︕︕

2008.05.15

⽉曜⽇に中国の四川省で⼤きい地震が発⽣しました︕︕ 本当に恐ろしいです︕︕ 早く救出してほしいです︕︕ ⼤地震だと分かった時、⽇本のたくさんのコンビニーで募⾦が始
まりました︕︕ たくさんの⽅々が助けに来ているのを⾒て、本当に感動しました︕ 私たちはここで祈ることしか出来ない︕︕

裴 東梅さんの⽇記



...

2008.05.29

残りの⽇はあとわずか︕︕ 後50数⽇で、ここにいるみなさんにさようならを⾔う︕ 今からなんとも⾔えないほど切ない︕ 喜ぶべきか、それとも・・・もう分からないんだ な
んと⾔っても残りの⽇々を頑張らなくては︕

裴 東梅さんの⽇記



どうして︖︖

2008.05.31

Togashi先⽣は交流基⾦の仕事を辞めたそうだ︕︕ 本当に驚きました︕ 7⽉にまた先⽣に会えると思っていました︕︕ どうして会うのを待てなくなったの︕︕ どうしてそんな
に早いの︕︕ Togashi先⽣の微笑みは温かく感じた! どうしてこの仕事を辞めたのかな︖ またの再会はいつになるかな︕︕ 本当に悲しいよ︕︕ 世界旅⾏に⾏くらしい。ハルビ
ンに是⾮いらしてね︕︕ 先⽣を⾊々⾯⽩いところに案内しますよ︕︕ 先⽣︕︕ 先⽣︕︕ 先⽣︕︕ どうしてもなぜかと聞きたくなる︕︕ でも先⽣がもう決めたのなら、これか
ら楽しい毎⽇を過ごせるように︕︕ 元気で︕ 私を忘れないでね︕

裴 東梅さんの⽇記



..

2008.05.31

⼩島先⽣は病気になりましたか︖  ⾵邪ですか︖︖ 最近、天気は寒くなったり、暑くなったりして、病気になりやすいですよ︕  先⽣、気をつけてくださいね︕  先⽣だけ
じゃなく、友達の皆さんもきをつけてね︕  今の紫外線は強いですから、⽇よけをしたほうがいいですよ︕ 昨⽇、学校の活動で⼭に登りました。それで、顔は⽇焼けしてとて
も⾚くなって、顔を洗うときはほんとうに痛かったですよ︕  私のように、⽇よけもしないばかなことをしないでね。。ちゃんと⽇よけしてね︕

裴 東梅さんの⽇記



お茶会

2008.06.09

昨⽇は⽇曜⽇でしたけど、お茶会に参加しました︕︕ 朝8時半から2時まででした︕︕ わたしたちはお茶を飲みに出たのじゃなくて、お⼿伝いに⾏ったんです︕︕ ずっと⽴っ
ていたので、少し疲れました︕︕ しかし、このような活動に参加できるのもよかったと思います︕︕ ⽇本の⽂化を経験できるから︕︕ 昨⽇は楽しく過ごしました︕︕⾜が腫れ
ましたけど︕︕

裴 東梅さんの⽇記



...

2008.06.25

先週⽇本語能⼒の検査が終わった︕︕  本当に難しかった。  試験場には社会⼈ばかりだった。  彼らとは⽐べ物にならない。それに、⼀⼈の外国⼈もいなかった。  ⽇本
語検査は⽇本⼈の試験だけど、私はやってみたい。  しかし、こんなに難しいとは思わなかった。私はずっと⼀⽣懸命に勉強してきたのに、⾃分の⽬標が実現できなかった。  
結果はしばらく待たなきゃ。でも、⾃分はもう分かった、、、  中国に帰ったら、また⽇本語能⼒試験に頑張ります。

裴 東梅さんの⽇記



...

2008.07.03

最後の試験はもう終わった︕︕ いつもどおり結果は期待できない!! 満⾜できる科⽬はひとつもなかった︕︕ みんなもう帰国の荷造りとかはじめたかしら。。 私は今から始める
わ︕︕ .....

裴 東梅さんの⽇記



重要

2008.07.03

みんなは帰る列⾞切符と航空券を買ったかしら。 今切符を買うのがとても難しいそうだ︕︕ 家族は迎えてくる⼈がいたら、⼤丈夫だと思うけど、 ⾃分で帰るならば、できるだ
け早く買った⽅がいいよ︕︕ 26⽇に北京に着いた後、⾃分で帰るそうだ。 ホテルなど全然予約できないの︕︕ 私はコンピューターで航空券を予約したが、他に⾶⾏機に乗り
たい⼈がいるの︖ 私の予約した切符は26⽇の午後らしい。 もし、⾶⾏機に乗りたい⼈がいたら、メッセージを残してください︕︕ 他のみなさんも早く家族と連絡しましょ
う。

裴 東梅さんの⽇記



..

2008.07.07

⼟曜、留学⽣の家に⼀⽇泊まった︕︕  彼⼥は中国⼈だ︕︕  彼⼥との仲がずっとよかった︕︕    私たちはよく遊びに⾏った。  この⼀年間、彼⼥はいろんな悩みを話し
てくれた︕︕    彼⼥に感謝する︕︕  彼⼥はずっと⽇本に住んでいくんだ。毎⽇楽しく過ごすように願ってる︕︕  本当にありがとう︕︕  

裴 東梅さんの⽇記



切符が届いた

2008.07.09

昨⽇家に帰って、⼿紙があった、、、  表紙にJR券って書いてある、、  緊張していて、頭が汗まみれになった。  でも、開けて⾒たら、まさか東京までの新幹線の切符なん
だ。。。  どうしてか分からない、⼿が震え始めた。。  そして、どうすればいいか分からなくなった。。  カレンダーを⾒て、時間だけが残ったと感じた時、涙が流れた
⾃分の反応にびっくりした。。  ⼀体どうしたの︖

裴 東梅さんの⽇記



送別会..

2008.07.10

⽕曜⽇、茶道部のみなさんは送別会を開いてくれた。。  ほんとに感動した。。  先輩たちと後輩たちは  祝福してくれた。    そしてたくさんの⾷べ物を買ってくれ
た。。  ほんとに嬉しかった。。。  感謝します︕

裴 東梅さんの⽇記



こわい、、

2008.07.12

⼀⽇また⼀⽇過ぎちゃったカレンダーを⾒て、、 怖く思い始めた、、 時間の過ぎるのはとても速いね、、、 ⼀年の時間もそんなに速く過ぎちゃったとは、、 最近、よくクラ
スメートにもうすぐ帰るのかと聞かれた はいと答えた ほんとうにつらい、、、 できるだけ帰国の話をしないようにする そうしなきゃ、いっそう⼼が痛くなるから

裴 東梅さんの⽇記



最後の茶道、、

2008.07.14

先週の⾦曜⽇、茶道部に⾏った、、 でもそれは私にとって最後だった。  みんなは今度が最後だと知ってたけど、、  いつものように茶道をしてた、、  最後はわたしは⼀
年⽣の⽣徒とやった、、 最後の茶道、わたしはこの間彼らが親切にしてくれたこと、彼⼥たちが⼀⼼にわたしを呼ぶ声を思い出した、、  お茶を点てて、最後の茶道を終え
た、、 ほんとうに懐かしいわ、、、 帰国しても、家族の⼈に、友達に、先⽣たちにお茶を⼊れてあげようと思う。

裴 東梅さんの⽇記



送別会、、

2008.07.14

⾦曜⽇、うちに帰るとき、担任の先⽣が私に「明⽇の午後⼀時半学校に来てください」と⾔った。 送別会だろうと思った。 でもどきどきしてた、、 ⼟曜⽇の午後は確かに送別
会だった、、 クラスにアメリカへ⾏くクラスメートが⼀⼈いる、、 そして、わたしとそのクラスメートのために、送別会をしてくれた、、 ほんとうに感動した、、 ⼀緒に⾷
事をして、⼀⼈⼀⼈発表する。 ⼀⼈⼀⼈で発表するのは感動した。 「いつでも、帰ってきてね︕︕待ってるよ。」と⾔ってくれた。 ほんとうに感動した、、 そんなに多くの
思い出を作ってくれて、ありがとう、、

裴 東梅さんの⽇記



、、

2008.07.14

週末の時に初めての下宿家庭に訪ねた。 中国⼈だ、、、 その家で⼀晩泊まった、、 何だか懐かしいと思った、、 彼らとバドミントンをして、⾷事をしに⾏った、、、 暑かっ
たので、アイスクリームを何本も⾷べた。 中国語を話すのはずいぶん久しぶりだから、 ちょう気持ちいい、、 その週末は楽しかった、、

裴 東梅さんの⽇記



緊張してます..

2008.07.15

みんな球技⼤会はあったかなあ。  私たちは明⽇から球技⼤会だよ  ほんとうに緊張する…  クラスの半そでは本当に⾼かった…  でも仕⽅ない・・・お⾦出して買いまし
た…

裴 東梅さんの⽇記



球技⼤会..

2008.07.17

２⽇間の球技⼤会が今⽇終わりました...  優勝は出来なかったけど、バレーボールでは２位..  バスケットボールは３位..  成績はどうであれ...  みんなと⼀緒に参加でき
て..  本当に楽しかった..  最後の最後にみんなと過ごせた２⽇間...  本当にいい思い出....

裴 東梅さんの⽇記



最後の⼀⽇..

2008.07.18

今⽇はみんなと会える最後の⽇でした.. 私達は終業式でした..  私はみんなの前で⾃分の気持ちを話しました... その時はとても緊張していました.... クラスに帰って、みんな
と別れる時.... みんな本当にめちゃくちゃ泣きました.. 時間が過ぎるのは本当に速すぎます..

裴 東梅さんの⽇記



最後の⼀⽇・・・

2008.07.21

本当に最後の⼀⽇になってしまいました・・・ 昨⽇荷物を整理して、3時過ぎまでかかりました・・ 何とかすべての荷物の整理を終えました・・・ 今⽇は皆との最後の⼀
⽇・・ この時に皆に⼼からのお礼を⾔いたい・・・ 皆がいたからこんなに楽しかった・・・ ⽇本にも家族があるなんて本当に幸せ・・・ また帰ってきますね・・・

裴 東梅さんの⽇記



、、、

2008.07.22

もうすぐ出発する、、、 悲しい、、、

裴 東梅さんの⽇記



帰ってきました・・・

2008.07.28

私も家に着きました・・・ 報告が今頃になってすみません・・・ みんなも無事に家に着きましたか︖︖ また⽇記書きます・・・

裴 東梅さんの⽇記



楽しい...

2008.08.21

⽇記は久しぶりだ... みんなは元気にしてるかな... 私も学校が始まった。ここに来て、たくさんの知らない⼈がいるけど... みんなは私に親切なんだ... みんなは親切で...何も変
わってない... 私は本当に感動だわ... ⼀⼈の友達がいて、彼も昔のままだった... 私は彼に本当に感謝してる...

裴 東梅さんの⽇記



....

2008.09.12

⽇記は久々だ... 本当に時間がなかった... 毎⽇１１時限もあるし、夜の７時までだよ... 本当に地獄... 気が狂いそう︕︕︕︕ 本当にごめんね、⻑い間連絡してなくて... ⽇記も
ずっと書いてなくて... 先⽣はみんな元気ですか︖／ 私は元気ですよ。 明⽇は⼗五夜です。中国では、⽉餅を⾷べながらお⽉⾒しますよ... 先⽣⽅々もお⽉⾒してくださいね...
忙しくてもぜひ... 今⽇はここまで...時間のある時にまた書きます...

裴 東梅さんの⽇記



とても疲れた

2008.10.29

また久しぶりに⽇記を書きにきた。 毎⽇学習で、⻑く家に帰っていない.. 学校は刑務所と同じ.. 急⽤があって出ていくのも難しい.. 毎⽇同じことの繰り返し、本当につかれた..
他の⼈はどう過ごしているのかわからない.. ⽇本のお⽗さん、お⺟さんとお姉さん達はみんなおげんきですか? 本当に懐かしい。今まだ電話をかけられない、 しばらくして私
が家に帰った時みんなに電話します.. 体に注意してね! 働きすぎないよう。 私は毎⽇勉強してもうすぐ⾺⿅になりそうです...

裴 東梅さんの⽇記
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