
耶

2007.09.05

⽇記を書くのは初めてです。ドキドキする︕︕︕︕︕︕︕ 今⽇は⽇本に来て⼆⽇⽬、まだ午前中なので、書くことが何もない。でも先⽣は書くように⾔う。。。。。。

Andyさんの⽇記



江蘇thanks

2007.09.06

今朝、先⽣が私達に蘇さんからのプレゼント、top of asia⾳楽番組⼊ったCD-Romを渡してくれました。番組を聞きながらしんみりとしてしまいました。 異国の地で、中国の
番組を⽿にすることができる、番組ではたくさんの⽇本の歌もとりあげていますが、これはすごいことですよね。 この番組をききながら、musicradioのことも思いだしていま
した。私はこの番組と4年間を⼀緒にすごし、嬉しいときもちょっと元気がないときも番組のDJのかける⾳楽を⽿にしたとたん全てを忘れ、⾳楽に⾝をゆだねることができまし
た。 この1年はmusic radioの番組を聴くことはできないけれど、蘇さんのfeel asia&top of asiaのもっと素敵な⾳楽が私の⽿に残っています。札幌のDJもとっても素敵です。
しかもこのDJは私が通う学校の卒業⽣だとか。 これからの1年はこの番組を聴いてすごします。蘇さん（あなたのほうが先輩ですけど、こう呼ばせてくださいね） Thanks!
Thanks!

Andyさんの⽇記



さようなら埼⽟

2007.09.06

今夜は埼⽟県⽇中交流基⾦センターでの最後の夜ですね。あした、私たちはもう⼀回東京へ⾏くつもりです。センターの寮もとてもよかったし、ご飯もおいしかったと思いま
す。⼀番重要なのは先⽣たちにいろいろお世話になって、ほんとうにありがとうございました︕ あっさて私たちはばらばら⾃分の学校に⾏くつもりです。その意味は中国語を
あまり使わないようですね。その後みんなぜひ⽇本語をよく勉強しますね。皆頑張りましょう︕
これは⽇本語で投稿されたものです

Andyさんの⽇記



元気でやってます

2007.09.19

札幌に着いて⼀回⽬の⽇記になります。みんなうまくいってます。ただ試験があって、全てそのための準備でした。今⽇から始まります。僕は数学、物理、化学といくつかとり
ました。でも僕はなんとAクラスなので、クラスのみんなはすごくよくできるし、内容もかなり⾼度です。化学は全然習ってないところでした。こうやって試験を受けるのは挑
戦ですよね。 札幌はかなり涼しいです。沈陽とほとんど変わりません。 この何⽇か本屋で時間を潰していました。試験休みで数⽇学校がなかったからです。⽇本の漫画は種類
がすごく多い。なるほど漫画天国と呼ばれるわけだ。 まだまだ慣れていかなきゃいけないことが沢⼭あります。それもできるだけ早く。がんばろう︕︕

Andyさんの⽇記



oh my god， I have forget to save my dairy!!!!!

2007.10.02

Well I have to type it again. The reason why I type in English is just that I want to do sth different because I am an Aquarius. What's going on ，boys and girls?
Things for me ， I think， may not go well these days.Yesterday， I took part in the basketball club， however， I did't fell well， in fact， I felt awful! They
exercised too hard， so at last， I had to sit on the floor and did nothing but wacth them running， shooting， defending， jumping，as if their could never be
used up. Just like the club， I met a lot of troubles these days， so I always thought the ways to solve them. For instance， I always feel lonely when I am in the
dormitory，which is the reason why I want to live in a Japanese family with the sense of security and enough fruits and cakes. At least at home I can lie my
heart down， and warm up myself. I don't mean I want to ask the teachers in JF， I just think it is a challenge for me. Here in Japan， which place may be
trange for me， I have really learnt a lot. Maybe man always grow up by the lonesome and how to solve the lonesome. But I believe a year later I must grow up!

Andyさんの⽇記



知っていない

2007.10.02

俺は今歌を歌いたいさ。。。どうするの。学校で歌⼿⼤会などがなさそうだね。。。。。。

Andyさんの⽇記



無題

2007.10.23

タイトルをつけるのが⾯倒になって、思い切って無題にしました。 北海道の天気は確かにとても変わりやすい。何⽇か前は最⾼気温5、6度しかなかったけど、今はまた10度く
らいまで、もどりました。でも⼀番僕が分からないのは、北海道のお天気⾬です。明らかに雲がなく、太陽も出てるのに、何の前ぶれもなく、⾬が降ってくるのです。このよう
なことは中国の北の地⽅では、まずありません。 ここに来てはや2ヶ⽉、とても早く感じます。あっという間に10⽉下旬で、もうすぐ11⽉。前回の⽇記の悩んでいる⾃分と⽐
べ、今はかなり落ち着きました。本当に。これからも、⽇本の⼈々に馴染んでいこう。勉強⾯はというと、沢⼭やらなきゃいけないことが多く、⾃分で理解する必要がありま
す。みんなの⽇記は新鮮な出来事が書かれているようですね。旅⾏や、特別な授業のたぐい。僕はというと、⽇記はやはり⼼情を記録するのが好きなようです。というのも、以
前はいろんな事を⼼の中に抑えてたけど、今は表現してみようと思ってる。このような気持ちは、いい⽅向だと思う。 全てが少しずつ、上⼿くいきだして、⼿元で⽌まってい
たペンが、起き上がって周りの⽇本⼈をしっかり⾒るようになったからかもしれません。彼らはとても友好的で、ただ僕が何か掘り下げなければならないこと、つまり僕が分か
っていて、⾏動すればすむだけのことでさえ、他の⼈にさせようとします。以前は、⾃分がやり遂げればすむと思っていたけど、ここに来て、⾃分を⾼めるよりも、周りの⼈
に、⾃分を良く分かってもらうことが⼤事だと思うようになった。 今⽇ETSの官ネットにアクセスした。TOEFLは今⽇から、新しい申し込みが始まった。結果北海道の２つの
試験場はすべて満員でした。宮城か秋⽥に⾏くしかないようです。そんに遠くはないかな。 12⽉の⼤学の旅⾏がとても楽しみです。親愛なる仲間に会えたらいいのだけど。

Andyさんの⽇記



みんな元気︖

2007.11.02

 みんな元気ですか︖今⽇本当に疲れた。⼀⽇中ずっと中学⽣としゃべていた。中学校の地球住⺠の授業で、⾃分の国についての話だったけど、五つのクラスでいつも同じ内容
をしゃべていたから、最後はちょっと飽きた。でもこの機会は本当によかったと思った、中学⽣に対しても、俺たち留学⽣に対しても。この授業は俺の学校で受けられたら、も
っといいじゃねえ︖  ⽣活はだんだんよくなってきた。友達もできた。先⽉の悲しさ、孤独なども北海道の熱気のように、なくなちゃった。明⽇は進研模試で、がんばって
ね。地理と現代⽂、俺に失望させねえね。
これは⽇本語で投稿されたものです

Andyさんの⽇記



雪

2007.11.15

 今⽇、札幌は雪の城だ。朝、霙が降ったけど、後は⼤雪だった。今もずっとふってる。外は全部⽩いだ。空も、地⾯も、多分⼈々のコートの表⾯も雪が被っていそうだ。今⽇
の雪が初雪じゃないけど、俺に対して、これは初雪だ。  クラスメートの⼀⼈は英語の授業で雪をデスクライブするとき「雪が神様のプレゼントだ」と⾔った。北国で⽣まれ
たの俺にとって、最も好きな季節は冬だ。で、雪も⼤好きだ。雪は⾬よりもっとロマンチックだと思い、なぜなら雪の時世界は静かになりそうで、⼼も静かになちゃったから
だ。⼼は静かなときにこそ、内⼼の感情が純潔に表さられる。 札幌の雪を囲まれて、どんなことが起こりかねないか。
これは⽇本語で投稿されたものです

Andyさんの⽇記



三ヶ⽉⽬

2007.12.13

ずっと⽇記を書かなくて、ごめんね。 実は学校の試験とかキャンパスツアーとかのせいだ。でも私にとって、それらもいい思い出になった。 まずはキャンパスツアー、もとも
と東京ツアーに申し込みたかったけど、最後はAPUにした。実は本当の⼤学を⾒学するより、みんなとの交流は⼤切なものだ。さすがAPUだ、本当に国際的な⼤学なんだ。留学
⽣は⽇本の学⽣よりも多いと感じた。で、たくさんの留学⽣や先輩たちなどといろいろ話し、彼たちは本当にこの⼤学が好きだといった。Ritｓ⼤学の⼀部分のキャンパスもい
って、授業も体験した。やっぱり⼤学で、学ぶか学ばないか全部⾃分のことだ。しかも、どんなに⼊学するとき他の⼈間より成績が低くても、⼼を込められば、不可能なことな
んてがない。 そして、試験。11⽉の学⼒テストと学校の定期試験は全部受けた。最もやばかったのは相変わらず、思い通り、国語と世界史だ。定期の世界史は⾚点じゃないけ
ど。定期の数Bは100点だけど、数2はやばかった。なぜなら、公式はよく覚えてなかったから、50分のテストに15分も⾃分で公式を導出にかかっちゃったから。学⼒テストの
国語も最低、24点だった。他の科⽬はまあいいと思って、数学と物理の偏差値は全部80.0以上だった。英語はよくなかったと思って、偏差値は75で、化学は67で、地理は63
だった。だから、国語、特に古⽂は今がんばってる。世界史も問題集を買って、がんばってる。
これは⽇本語で投稿されたものです

Andyさんの⽇記



新年の初書き

2008.01.03

 新年明けまして、おめでとうございます。今年もよろしくございます。（あけおめ、ことよろ。はっはっは、眠いだから。）  みんなのお正⽉はどう過ごしたのをよくわか
らないんだが、私のお正⽉はめっちゃ不規律だと思う。夜⼆、三時寝て、昼⼗⼀時ぐらい起きて、昼と⼣ご飯しか⾷べなくて，テレビを⾒て、家族としゃべって、また寝る。こ
ういう⽣活を何⽇も過ごして、何とか中国のお正⽉と同じだろうかを気がついた。  今⽇⽇本の最北端、宗⾕岬に⾏った。アザラシも⾒て、なかなかかわよかったよね。雪が
多くて、⾵もめっちゃ強かったけど、気温は-1度しかなかったようだ。さすが最北端、近くのガソリンスタンドも店も⾷堂も、名前の中に、『⽇本最北端の〜〜」ばっかりだっ
た。  今年のお正⽉がたぶん⼀番忘れられないお正⽉だと思う（中国のとちょっと時間がずれるけど）。ボウリングも⾏って、夜に神社も⾏って、お年⽟ももらえて、楽しか
ったよ（ハッハッハ）。ホームステイの家族、ありがとうね。⽇本の家庭はあったかいなといつも頭に浮かべた。  お正⽉のあとは普通の部活に⼊るつもりで、がんばろう。
これは⽇本語で投稿されたものです

Andyさんの⽇記



ちょっと写真をもう⼀枚で

2008.01.03

ちょっと写真をもう⼀枚で
これは⽇本語で投稿されたものです

Andyさんの⽇記



ちょっと感じたこと

2008.04.20

 丁度⼀ヶ⽉前の⼤阪での楽しかった研修、今までも忘れられない。まるで昨⽇のことみたい。気づいたら、もう⼀ヶ⽉も経った。時間というもの、うっかりすると、指の隙間
から逃げてしまったんだ。  あと三ヶ⽉だ。なかなか不思議かなと思っても、時間が俺の⽬の前で、⾮情に逃げた。もう余計な感嘆なんていらない、役にも⽴たない。残るの
は、進めだけ。それだけでいい。時間をほかの⼈の時間より遅くする⽅法がある。物理学の場合は、光の速度に近づくすると、⾃分の時計がより遅くなるという理論があり、こ
れも⽇常⽣活に適応する。ほかの⼈より早く多くのことを知れば、より速く仕事を終われば、よりいい⽣活を送ることができると思う。  では、みんな、最後までがんばって
ね。前の７ヶ⽉できなかったこと、後悔したこと、考えられなかったことをすべてやり直し、またはやり始め、遺憾なことを残らないで。
これは⽇本語で投稿されたものです

Andyさんの⽇記



しばらく⽇本語が使えなくなった

2008.08.13

無事に瀋陽に着きました。（返事がちょっと遅かったかも） 周りが急に変化したのを気づいた。中国⾃⾝の変化だけじゃなく、⽇本と中国の違いをすごく感じてきた。しばら
く慣れてないかも知れない。 帰ってきて、ずっと忙しくて、今週末のTOEFLテストのために勉強してるが、しばらく勉強しなかったから、なかなか⼤変だと思う。 ⼀年間、ま
るで夢のようだ。⼀年間の幸せな夢を⾒たようだ。感謝すべきな⼈はいっぱいいる。みんな、こころから感謝してます。 北海道も、札幌も⼤好き︕北海道銀⾏の⼝座はまだ解
約してないけど（⼤丈夫そう）、また北海道に⾏くかもしれないから。⼀番好きなのは北海道の雪かな〜あんな⼤きな雪、すっごく好き︕ これからの半年は勝負だ。ぼくがん
ばってます。基⾦会の先⽣たちの仕事なども順調するように。 第三期⽣も、9⽉からの⼀年間も⼤切にしてね。応援してます。
これは⽇本語で投稿されたものです

Andyさんの⽇記



久しぶりです。

2009.08.21

久しぶりにここで⽇記を書きます。 先⽣たちはお元気ですか。皆さんは元気ですか。 この⼀年間はすごく忙しくて、せんせいたちへの連絡はなかなか時間がなくて、とりませ
んでした。 僕は10⽉また⽇本へいきますので、そのとき先⽣たちとまた連絡をします。 アメリカの⼤学を辞めて、ちょっと残念ですが、まだ⽇本の東⼤にいけるから⼤丈夫っ
て、いつも⾃分にそういいましたが、この半年をかけて、東⼤もなかなか難しいと実感しています。⾃分に対する⾃信もだんだん弱くなってきます。でも、あの時と同じく、あ
きらめるのは⼀番無能なのだとわかっています。だから、これからの半年近くの時間でがんばって、後悔しないようにしたいと思います。 皆さんもがんばって、トップの⼤学
じゃなくても⼈⽣は充実できるから、これからの⼈⽣は後悔しないように。
これは⽇本語で投稿されたものです

Andyさんの⽇記



⽇本に来ました

2009.12.11

先⽣たち、お元気ですか︖ 私は今、京都に居ます。 ⽇本留学試験は⼀応終わったんですけど、まだ成績が出て来てないので、最近はずっと⼆次試験の準備を進んでいます。 ア
パートに住んでいますが、隣がほとんどクラスメートですので、さびしくはありません。 では、また連絡します。
これは⽇本語で投稿されたものです

Andyさんの⽇記
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