
「⼼連⼼」⽇本初⽇

2007.09.05

初めて東京に来ましたが、あらためてと中国の発展のスピードの速さを実感。私はこれまでにも上海と⾹港に⾏ったことがありますが、東京の街を⾒てもとくに⼤きいな、とか
感⼼することもなく、まあ、悪くはないかなとおもったくらい。でも⽇本の誠実さやこまやかさ、物事を処理する際の適切さや⽬配り、相⼿への気配りなどに気づきました。慣
れるまでには時間がかかるだろうけれど、私もそうできるようになれるかな。

孟 暁紅さんの⽇記



第1回⽬の⽇記

2007.09.10

この数⽇、本当にとても忙しかったです︕︕ 昨⽇は学校に⾏きました。ちょうど学校の記念⽇で、特ににぎやかでした。それから買い物をして、私は2個雑貨を買いましたが、
お⾦を払う必要がなかったのです。昨⽇は校⻑先⽣と何⼈かの先⽣に会いました。私が⾃⼰紹介すると、とても盛⼤な拍⼿があり、びっくりしました。先⽣は普段はこんなじゃ
ないんだよ、学校⾏事が終わって⽐較的興奮してるんだよと⾔いました。 今⽇は市⻑に会いました。毎⽇いろいろする事がありとても疲れています。学校が⽣活がよくなり、
友達ができるのを希望しています。

孟 暁紅さんの⽇記



いろんな“初めて”

2007.09.11

この何⽇多くの“初めて”の思い出が増えました。初めてうどんを⾷べました。味はまあまあ良くて、中国の麺との差はあまり感じなかった。中国の麺は種類がたくさん^_^でも
私達のふだん⾷べてるのは太い麺が多いです。⼭東のタオシャオメンと少し似ているようでもあり、でもまた全然違うようでもあります。 初めての寿司（正統の）は、とても
美味しかったです。ただ量は少なすぎて、でもあんなに⼩さいので多くの種類を注⽂できよかったです。でも中には⼝に合わなかったのもありました。本当に不味かったです。
また茶碗蒸も⾷べました。中国の⾖腐ととても似ています。私もかつて⾷べたはずなのに、なんていう名前か忘れてしまってる。中華料理は種類が多くて。⽇本で⾷べてるにも
かかわらず、このように中国料理に似ている料理を⾒つけ出せます。 私達の家は弟がいて、11歳、勇気君という名前です。とてもおもしろく、よくしゃべります。彼は座が⽩
けるのも恐れず、いつもずーっとよく動き騒ぎ話します。私は彼から⽇本のトランプやり⽅を教えてもらいました。とても簡単で、何もテクニックもいらないしのです。運に任
せるっていう感じです。中国のトランプのように、技法や思考を必要とはしませんでした。

孟 暁紅さんの⽇記



1⽇⽬の学校⽣活

2007.09.12

よかった︕︕︕

孟 暁紅さんの⽇記



⽅⾔

2007.09.13

私は⾹川県に住んでいます。ここにはたくさんの⽅⾔があります。例えば、⽇常的によく「⾷べらん・わからん」と、⽿にしますがこれは「⾷べない・分からない」という意味
です。私が「わからん」と、⼝にすると、これを聞いた地元の⼈たちに「⽅⾔がしゃべれるの︕︖」と、驚ろかれ、ちょっと、ユーウツな気分になってしまいます。ホームステ
イ先の男の⼦は何ページも⽅⾔を書いて打ち出してくれて、お婆さんは⼀⾔ひとこと、訂正してくれます。１年後、⾹川の⽅⾔がぺらぺらになっていたら、どうしよう︖︖︖

孟 暁紅さんの⽇記



和服を着ました︕︕ウェディングドレスも〜〜

2007.09.16

昨⽇は本当に運が悪かったけど、本当ははかなり楽しかった。⽇記を書く気持ちはあったの。最初⻑く書いてたら突然つながらなくなって、無駄になってしまって。グッと我慢
して２度⽬書いててもうあと少しで終わりそうな時に、不注意で右上の取り消しクリックしてしまった。またやり直したけど。でも時間は夜中の12時。今⽇、やっと気持ちを
奮い起こし、まだ落ち込んでたけど、3回⽬書きなおしてた。でも悪いことは重なるもので、上⼿くいかない時は何をやってもダメなものです。ようやくあと少しってところ
で、なんとアンドｳキーを押してしまったの。どうなったかって︖わからない⼈は試してみるのをオススメします。フフ。これは私の第4回⽬の⽇記です、内容は昨⽇の事です、
だから以下の“今⽇”はすべて9⽉15⽇を指します。 今⽇はとても楽しいです︕ 私は夢にまで願った和服を着ました。⾔われてた通り着⽅が結構複雑で、でも超きれい。それに
とても⾼価だとか。着せてもらってる時きつくて、たくさんのひもでグルグル巻きつけられて、アー。 そのうえ、なんとウェディングドレスも着たのよ、︕︕︕私は⼩さいと
きからウェディングドレスあこがれてて、特に真っ⽩のふわっとしたウェディングドレスが。それにネックレス、ティアラ。全部きれいで。実をいうと鏡で⾒て驚いたの。なん
てきれいなの信じられない。写真より実物が１０倍きれい。（フフちょっとおおげさ︖）でも今⽇はすっごく楽しい。︕︕ 写真の１︓私のウェディングドレス姿、どうかな︖
写真の２︓私の和服姿 写真の３︓私と家のおばあちゃん。琴弾公園での写真。後ろに、“寛永通宝”と書かれたお⾦の形の砂絵が⾒えます。砂でできた縦１２２メートル横９０
メートルの⼤きさのもので、⼭頂から⾒ると壮観です。まだよく撮れてる写真あるけど、３枚までだから、これで“おしまい”かな 気持ちはまだ完璧には⽴ち直ってないけど、
３回書き直しました。 Ｐ．Ｓ．みんな⼤きくして⾒てよ〜〜

孟 暁紅さんの⽇記



もうすぐ中秋節〜〜

2007.09.22

25⽇は中秋節です。中国では⼤切な祝⽇ですが、今いる⽇本では全くそのような雰囲気がなく、もう少しで忘れるところでした。私たち37⼈には何かイベントが⽤意されてい
ませんか。交流センターでは何かイベントを催しませんか。10⽉1⽇は国慶節︕︕︕︕もうすぐです。中国にいれば7⽇間の連休です。でもここではいつも通り学校がありま
す。私たち37⼈でどこかに遊びにいくというイベントは⽤意されていないでしょうか~~それとも……

孟 暁紅さんの⽇記



⽇本⼈形

2007.09.24

今⽇“⼋朔⼈形祭”に⾏きました。1年⼀度、今年は22から24⽇までで、第10回⽬です。全部で20のコーナーがあり、⼤通りの路地の⼊り⼝の両側の⼈形店で展⽰されていま
す。店と店は隣り合ってはなく、結構⻑く離れてあるので、全部⾒てまわると、すごく疲れてしまい、家で横になりたくなりました。… … 話を戻すと、この“まつり”はとても
盛⼤で、どのコーナーも物語があり、どの⼈形も布や紙を使い、全て⼿作りです。中には動く⼈形もあり、驚いたことに鶴の恩返しのあの場⾯を描いたのもありました。物語の
説明に沿って、⼈形が動き鶴もゆっくりと空に⾶んで消えてしまったのです。本当に⼈形はよく出来ていました。道の両端には⼩学⽣や幼稚園児の作品が飾られていました。な
んと１，２歳の⼦供が作った⼈形のもあり、簡単な作りだけど、どこか懐かしさのある感じです。70％以上は先⽣が⼿伝ったのでしょう… … 本当の話、⼈形を⾒たほとんどの
⼈が、その素晴らしさ、作り⼿の巧みな技と苦労を賞賛していました……私⾃⾝はさほど興味がなかったので、この辺にします〜〜 それから3枚⽬の写真ですが、これは家から
さほど遠くない海です。私の夢は、海辺での静かなのんびりした暮らしを望んでるわけではなく、都会の喧騒を好むところがあるけど、時おり吹く海⾵、広い浜辺をのんびり散
歩するのは、とても気持ちのいいものです。弟は“元気”マンマンで⾛り回り、親指の⽖くらいの⼤きさの蟹と、⾒えないくらいの⼩さな⿂を捕まえていました〜〜すっごくhigh
だったよ。海⾵がすごく吹く中、私達は願って⽌まないベッドに向かって出発しました〜〜

孟 暁紅さんの⽇記



⽉是故郷明

2007.09.26

今⽇8⽉16⽇。昨⽇⽉⾒をするのを忘れてしまいました~~実は私はイベントをあまり気にするﾀｲﾌﾟではないのです。⼗五の⽉ものの１６⽇に丸く⾒えるといいますから、今⽇
は部屋の窓から⼀⽣懸命、⽉を”観”ましょう（夜はガラスに光が反射してしまうので。特に床までの⼤きな窓は）。おもしろいことに、⽉は雲に覆われうっすらとしかみえず、
はからず“⽉是故乡明︕”を検証することになりました。 今⽇もまた⽉餅を⾷べて、もう16⽇ですが、気分はとてもよく、味も中国のとよく似ていました。これはおばあさんが
わざわざ買ってきてくれたもので、この近くでは⼿に⼊らず東京の成⽥空港まで買いに⾏ってくれました。本当に感謝です。おばあさんには⼼から「ありがとう︕」の⾔葉を。
おばあさんにはずっとよくしてもらっています。いろいろなところに連れて⾏ってもらい、おいしいものを⽤意してもらったり、これからの１０ヶ⽉もお世話になります。本当
に有難うございます︕︕︕

孟 暁紅さんの⽇記



涼しくなってきました

2007.09.30

ここ⾹川の天気は、あっと⾔う間に変わります。おとといは暑くて死にそうで、半袖の⽩のシャツと⿊の⻑いスカートの制服を着てると、ずっと汗ダラダラでした。家に戻る頃
は、⽇が照りつけ、つらかった。昨⽇は家を出る時、急に涼しくなっていて、着ていた半袖だとずっと寒く感じました。今⽇は家で⻑袖を着ています。この天気の変化って、⼈
が対応できる時間じゃないです。度を越えた気温ではないけど。まだ、着てないきれいな洋服沢⼭あるのに〜〜

孟 暁紅さんの⽇記



10⽉2⽇

2007.10.02

ああ、私昨⽇どうしたんだろう、なんで⽇記で祖国の誕⽣⽇のお祝いしなかったんだろう、ただmsnの上で祝った、これから、お祝いしても、遅くはないよね。なにせ国慶節は
3⽇間の連休だもの.huhuhu 。 祖国の58歳の誕⽣⽇おめでとうございます︕︕︕国慶節おめでとう︕︕︕

孟 暁紅さんの⽇記



今⽇で⽇本に来てちょうど1ヶ⽉

2007.10.04

またたく間に1ヶ⽉がすぎました（１ヶ⽉ですが、⻑いですよね）。 この何⽇か私達はテスト期間で、今⽇は古⽂と保健のテストがありましたが、私はこのテストは受けなくて
もいいので、みんながテストを受けている間、アメリカ⼈留学⽣と⼀緒に書道をしていました（交流センターはあまり他の⼈の写真を無断でアップするのはよくないとお考えの
ようですのでこの留学⽣の写真は掲載しません）。⼩さい時中国画を学ぶさい、タイトルを書く必要があったので少しだけ書道を習ったのですが、本当に少しだったのでみんな
忘れてしまいました。先⽣は私の作品をほめてくださりましたが、Uhnnn・・・皆さん実際みてください。私は全部で四⽂字練習しました︓⽇本、中国。 私達の書道は書く時
⽴って書きますが、ここでは坐って書きます。他はあまり⼤きな違いはありません。  ここしばらくずっと試験で、まだつづいていますし、結果も出ていません。ですので結
果を⾃分で予想するのもはばかられます。数学の証明問題は⾒ただけでもお⼿上げでした。問題数が多く、全教科の試験時間は５０分で、短すぎです。現代⽂は全部答えきれ
ず、数学は何とか最後まで間に合い、地理はあと少しで間に合わず、英語は全部テキストにあったものだったので、⽇本語特修のレベルでした。物理が⼀番悔しかったのです。
ある問題で、以前同じような問題を多くやったことがあるので、簡単だったはずなのに、試験に出てきた語句が以前練習問題に出てきたものと違い、問題は⾒ずともわかったの
ですが、この語句は⼀体どういう意味かとずっと考え、問題がひらがなばかりで漢字が使われていなかったので、しかも肝⼼な⼀語もそうだったのです。やっと分かった︕︕と
喜んだのもつかの間、無常にも終了のベルが・・・・ こんなかんじです。今⽇は化学のテストを受け、たくさんのカタガナや指⽰薬がでてきました。中国ではあまり使われま
せんが、今は全部暗記しなくては。電気分解（⽇本語ではこう表記します）の試験は、中国に居るときからも暗記する化学式が多すぎてあまりよくわかっていなかったのに、で
も中国ではそんなに試験量も多くなかったのですが、今⽇はこれがたくさん出題されました︕たぶん化学の成績が⼀番ひどいでしょう。   今ちょうど⼀ヶ⽉が過ぎたところ
です。⼤体ここの⽣活にも慣れてきました。これからはもっと勉強をがんばらないと……

孟 暁紅さんの⽇記



秋祭り

2007.10.08

昨⽇と今⽇は秋祭りでした。⾹川県特有のお祭りです。メインは獅⼦舞でした︕ 今年は、全部で3つの獅⼦舞のグループをに分かれて、⼩学⽣とお⽗さん達の太⿎で、構成され
てる。⽇本の伝統の服装（感じが武⼠っぽい、よく解らないけど、私⽇本の⽂化に詳しくなくて…）を着て本当にとても雰囲気がありました。男の⼦は濃いブルーで⼤きな⾐装
をつけて、頭は⽩いの鉢巻つけて、本当にこれぞ⽇本という感じ。勢いがあり、⽇本⼈の性格をよく表してる。ここの獅⼦舞は、実は中国のとよく似ていて、なんと中国から伝
わったものだとか。獅⼦舞はかなり簡略化されてる感じです。。獅⼦は⼀枚の布で、動きも簡単なのです。私がかつて⾒た中国の獅⼦舞は、本当のこと⾔って⽇本のとは、かな
り差があります。でも、私達が考え直差さなきゃいけないと思うことは、彼らの獅⼦舞は庶⺠に深く⼊り込んでいる。毎年この祝⽇に、毎年獅⼦舞を踊り、⼀軒⼀軒の庭まで⾏
く。獅⼦の頭は⾨の⽅に向かい、家族は⾨を開け放して、直接⽞関で獅⼦舞と対⾯します。この⼀帯のほぼ半数の⼈は、獅⼦舞団のメンバーです。最後の3つの団は集中的して
⼀緒に、広い場所で披露します。神社の神輿を担ぎだし、⾦⾊に輝いてた、とてもきれい。もっと⼤きければ、よかったかな。フフ〜〜その後、獅⼦舞は場所を変えて、初めは
みこしに対して、⽚側を演じて、あの3頭の獅⼦はN字に巻いて、近い距離で観客と触れ合います。彼らは特に⼦供を脅かすことが好きで、頭を⼦供の⽬の前まで伸ばして、⼥
の⼦がびっくりして⾛りまわってた、ハハ…… その後振りむいて、観客に向かってまた⼀回演じた。第1組の始め、三⼗秒くらい過ぎて第2組が始まった、更に第3組も。3組が
同時に演じてる時、銅鑼の⾳の震天を轟かせた。この時何か話そうとしても、何にも聞こえないほどでした。とてもにぎやかです。この地⽅は農村で、いつもは静かだし、⼈も
少ないし、めったに、こんなに賑やかにはならないのです。すっごく楽しい。 わかったのは、⼦供のころから、彼らは獅⼦舞の祭りが好きで、⼩学校にあがってすぐに、太⿎
のを習い始める。中国に⽐べて、簡単だけど、⾵習は⻑く伝えられている。中国はというと、喧騒の都会の中で中華⺠族の伝統的なお祭りはとっくに、珍しいものになってしま
っている。農村でさえ、しだいに薄れていってる。ただ、観光のためにだけある。⼊場券のためだけのお祭りであって、祭⽇ではない。。端午の節句はすでに韓国の世界⽂化遺
産になり、結局、多くの中国の伝統の⾵習が、⽇に⽇に加速する現代化の発展にともない⾊褪せなくなってしまう。私達の科学技術の発展のスピードは、伝統の⽂化の消滅と正
⽐例していくのでしょうか。だとしたら私達、本当に申し訳ない。……これは中国⺠族の⽂化で、5千年の沈積、たとえ⼯業の機械化が更に発達しても、これらがなくなって、
中国⼈は何と称するのでしょう︖想像できません…… 以上が私の⾹川の獅⼦舞に対する感想です。⾃分の⽬で発⾒した、同じに思う点と相違点です。e……これでいいはず。
その後神社を掃除して、でもこれは8年ぶりらしい︕︕私はラッキーにも間に合った。e…本当にとても幸運です︕しかし本当の話を⾔って、掃除は、とても⼒がいらなくて、
お⼿伝いの⼈が多くいて、しなければならない仕事は少なくて、だから……なすべき事のない⻑い時間でした。 そうそう、弟も参加して太⿎をたたいたよ、彼は練習しない
で、直接上がっていってたたいて、とても上⼿だったけど（実は雑⾳が多くて、聞きとれなかった〜）結局彼は以前に太⿎をたたいてて、下地があったみたい…… 写真の2︓あ
る家の⼈はすごくて、えらいお役⼈さんの家で、3つの獅⼦舞が来て舞った。彼は、沢⼭のお酒をふるまい、お茶、沢⼭の⾷べ物も出してみんなを接待してた。私の右側の和服
のおばさんは、その家の奥さんです。最⼀番右側はhomestayおばあさんで、ほかは⼿伝いのおばあさんです。隣近所の⼈ばかりで、みな顔⾒知りです。（でも私あまり知りま
せん……）p.s.どうしたら3枚以上の写真ｱｯﾌﾟできるの︖

孟 暁紅さんの⽇記



英語のレベルがたおち

2007.10.11

今⽇の午後は加藤杯の⼤会がありました。⼥⼦はバドミントンの試合、男⼦は野球の試合です。しかし私はこれまで野球の試合をテレビ以外では⾒たこともないのでルールなん
て全く知りません。 バドミントンの試合は早くに終わってしまいました。私のクラスは余裕の全勝、このクラスがこんなに強いとは思いませんでした（明⽇もまだあります
が）。時間がかなりあまりましたが、その後は⾃由⾏動でした。でも私のクラスが試合を⾏っている野球場まで遠く、⾃転⾞に乗っていかなければいけなく、試合も、もう終わ
ってしまったようなので、アメリカからの留学⽣と2⼈であたりをぶらぶらしていました。グラウンドではクラス対抗で野球の試合が⾏われていました。アメリカには⼥⼦野球
チームもたくさんあるのか聞くと、いまここでやっているソフトボールは⼥⼦がするもので男⼦は野球をするの、と教えてくれました。球の⼤きさが違うだけで、後はみな同じ
だそうです。こんなにちゃんと野球の試合を⾒たのは初めてですが、ルールがさっぱりわかりません。彼⼥が私にルールの説明をしてくれました。私たちの会話は英語を使って
いたのですが、ルールの説明で……Mygod!聞いているとめまいがしそう、必死に聞き取ろうとしても、やっぱり分かりません。ウ〜バカバカ、彼⼥は筆談にしましょうといっ
て、紙とペンを探しに⾏きました。それを⼿に⼊れ、イラストと⽂字で説明をしてくれました。英語を使ってですので、うわっ、まるで英語の授業のようです︕︕紙に書いてく
れてよかったです。解説を聞きながら試合を⾒てやっと分かってきました︕︕でも今にいたっても、チームメンバーの呼び⽅、球場での⽤語など英語では分かったけれど、中国
語でなんと⾔うのかは分かりません、ははは…… 気づいたのですが、⽇本に来てから毎⽇、⽇本語漬けなので、英語をどんどん忘れています。まもなく英語メモリがゼロにな
りそうです。英語も⽇本語も⺟国語ではないのでかわるがわる変換していたらかえって混乱してしまいました。⽇本語が英語に上書きされてしまったようです。簡単な英単語す
ら思い出せないのです。ヒヤリングもだめになってきているし。まえは英語もけっこう話せて、会話にも困らず⽇本語よりずっと得意だったのに。でも今は⽇本語の⽅が英語よ
り使えます。でもこの午後の英語での会話がまた⽇本語のメモリに上書きされてしまったようです。うわっ︕どうしよう、いつもすぐ思い浮かぶような単語も出てこなくて、頭
の中で英語と⽇本語がミックスされたフレーズが浮かんでくる。……1級の試験もうけなくちゃいけないし、toeflもうけなくちゃいけないし……そうだ、その外国⼈教師（アメ
リカ⼈）とこのアメリカ⼈留学⽣と会話するときは、toeflのヒアリングだとおもえばhu……

孟 暁紅さんの⽇記



試験終わった 私も終わった

2007.10.13

誰が⽇本の試験が簡単だって⾔ったの︖ハイ、私が⾔いました。本当に普段のは簡単、でも要注意、それって普段の試験︕ 今⽇high levelテストが終わりました。私の過酷な教
訓をみんなにお話しますね。⽇本で本当に試験うけるとすると、難易度はやはりアジアの中で⾼くて、私には⻭がたたない︕今⽇は悲惨すぎた……最初は私⾃⾝、英才教育の中
でまあ悪くはないと思ってた。なんとこの試験で失敗するなんて︕︕受ける前は、今回のものはかなり難しいとは聞いていたけど、思っていたより数倍難しかった。実際は、私
の想像よりは若⼲簡単だったとはいえ、数学の解答⽤紙は真っ⽩。殆んどのところは解こうとしたけど、答えまでは⾄らなかった……MY GOD!誰か助けて…… みんなこれから
必ずこんな全国模試に出会うと思うけど、⾃分で努⼒忘れないで︓ちゃんと準備して、侮らないでね…… 英語簡単とは思わないで、少なくとも今回は難易度⾼かった、３科⽬
の中で、英語は最悪とまではいかないけど、吐きそうで喉つっかえそう。ヒアリングはスピード速いけど、⼆回聞くと、まあいける。読解は……なんて幻覚を⾒るような⽂章、
間違った⼈が、起こりそうのない出来事が起きたと思い込む。催眠に似た感じ、似たような専⾨⽤語 で、とても難解。その上、その得たいの知れない難解な⾔葉を⽇本語にし
なきゃならない。⼜倒れそう……倍増してる感じ。 国語……完璧にわからなかった。現代⽂２題、古⽂漢⽂１題ずつ。現代⽂の１題⽬は⽂字、書道についての内容で、さらに
平仮名の変遷に触れられていた。２題⽬は⻑編⼩説のようなもので、とても⻑く問題⽤紙が何枚にもなってて、めくってもめくっても終わらない。そうそう、国語の問題くばら
れた時、まるで⼀冊の本のようだった。超分厚くて、間に解答⽤紙が挟まれてた。全部で⼤問３つ、その上解答⽤紙まで分厚い。取り出すときに驚いた、これってまるで雑
誌…… だから国語は漢⽂と選択問題だけしか書けなかった。選択問題は⼩学⽣の時と同じようにして、どれが字が多いか選んで、⾒合った答え探した。漢⽂はとても簡単、⾒
たことないのでも、みんな解った。でも⽩⽂に表記をつける︖その上〜〜読み⽅が、わからなかった。ただ普通じゃないのは解る、さらにわけの分からない多くの記号、私は完
全に理解不能の状況に陥った。だから変な⽇本語で残りの何題かの記述問題を書いた。その問題は、まるで問題とは思えないものだった。例えば︓⽂中の吏将さんは不注意で宝
物を壊してしまった、みんなとても驚いた。どうして驚いたのでしょうか︖アア…… 皆様にご注意申し上げます。すぐに⼤学の志願校が決めたほうがいい。今⽇⼤きなカード
に、5つ希望校を書き、第⼀志望から第5志望まで書いてその番号をつける。学校毎にに違う専攻には異なる番号をつけて、必ず選択する。あの時ひと⽬みて、バカだったと思
った。5校も︖そんなに多くの学校思ってもいなかった。それに専攻も決まってない。だからかなり落ち込んだ。それで国語の時、細かく研究した、全⼒出し切ってついに５校
揃えた。専攻……いまも悩んでる最中。試験の成績は番号の中に順位づけされる、だからとても重要、なので悩む。しょうがない、最後に⼀つ選んだ…… 全ての全国模試はみ
んなこんな感じ、これからもきっと沢⼭出会うだろう（なんで今回の模試私だけが参加してるんだろう……）はやく専攻決めなきゃ… あ〜 いいチャンス、問題は難しい、そ
の上全国順位がつく、でも、なんと……今回の試験良い結果をめざしてるの、しょうがないけど……答えられるはずの問題が書けないなんて……

孟 暁紅さんの⽇記



10⽉14⽇

2007.10.15

私達のある先⽣の娘さんが中国⼈と結婚していて、今⽇はちょうど先⽣の住む地区のお祭りなので、先⽣は私を家に遊びにくるよう誘ってくれた。 先⽣は私とそのお婿さんを
連れてゴルフに⾏った。私は初めてのゴルフ。想像と全く異なり、そこは練習場だった。⼭の前にあり、周りは⼭で、芝⽣も⼭の上にあり、起伏が激しい。想像していたよう
な、平地に⽳があってそこに球を打ち込むというのではなかった。実際には、⽳がなく、遠くへ球を打ち、打ったらそのまま。球は拾わない。遠いし⼭の上だから拾う必要もな
い。みんなそれぞれかごいっぱいのボールを⽤意して打つ。芝⽣の上はボールだらけ。 初めてのゴルフの感想。。。私はふだんゴルフのテレビ番組や試合をほとんど⾒ないの
で、全くゴルフが分からない。以前はとても楽そうだと思っていたけど、今はとても疲れるものだとわかった。全⾝の⼒でクラブを振ってボールに当て、時にはまったくボール
に当たらない。そのお兄さんはとても上⼿。（お兄さんと呼ぶべきだよね）初めてだったらしいけど、1打⽬は⼤したことはなかったけど、2打⽬からだんだん上⼿になり、最
後はとても上⼿になった。私は⾃分が本当に運動神経がないことを悟った。何のスポーツもぼろぼろで、ゴルフもN回打ったのにいつまで経っても下⼿。1打⽬よりはましだっ
たけど、本当に下⼿。まず⾼く⾶ばせない。⾶んだら上出来。次に遠くへ⾶ばない。⾼さがないから。苦しみながらクラブを振ってどれくらいの時間が経ったのか、1時間ぐら
いかな、腕が疲れ始めた。 お祭りなので、お昼は“⽴派なごちそう”、とても正式なごちそうをいただいた。刺⾝、カニ、エビの天ぷら、鶏のからあげもあった……とてもおい
しい……⽇本⼈もとてもお返しを重んじるようだ。今⽇私が先⽣の家に⾏ったら、⽴派なごちそうをいただいたので、おばあさんはわざわざお礼にミカンを1箱⽤意して、きれ
いに包装紙で包んでくれた。おばあさんは、このようなお返しは⼀種の⾵習で、中国と同じだよ……と⾔っていた。 お祭りは午後3時から始まった。ちょうさ祭り別名“太⿎
台”。壮観ですばらしかった。とても多くの⼈が“ちょうさ”というものを担いで歩く。御輿を担ぐように。でも普通はその下には⾞輪があって、それを引いて歩く。でもとても
重い。⾼さもあり、10数メートルあるかな︖数⼗メートル︖とにかくとても⼤きい。えーっと……どのように⾔えばいいのかな、複雑すぎて、写真を⾒てね。何本もの太い丸
太にそれを載せて、担ぐ。普通はすべて男性が担ぐらしいけど、少ないけど⼥性もいて、全部で10⼈くらい。⼦供ちょうさというのもあり、まさにミニサイズのちょうさです
べて同じ。ずっと⼩さくて⼦供達が担ぐ。⼦供達は真ん中で太⿎をたたいて、超かわいい。ちょうさは合わせて、全部で24台ぐらいあって、本当に壮観で、それから順番に1列
に並び、会場全体を練り歩く。男性が担ぐちょうさが⼊場する時、4⼈の⼈がちょうさの上に⽴って指揮をして、太⿎に会わせて笛を吹き、⼿ぶりで拍⼦をとってみんなにかけ
声を出すよう指揮していて、超かっこいい︕多くの⼈がいっしょにかけ声（かけ声はずっと同じ）を出すと、超すごい︕ ⾞輪がないものもあり、みんなでそれを担いで歩く。
すごすぎ。それからもっとすごいものがまだあって、みんなでちょうさを揺らした後、それを⾼く持ち挙げて、みんないっせいに、両⼿をぴんと⾼く伸ばして、本当にすごい。
でもこれらはすべて⼒のある男性で、⼦供はいなくて、当然⼥性もいない。 全部のちょうさが⼊場した後に、お祝いが始まった。（⼊場には1時間かかり、3時から4時まで、
でもその後は特に何もなかった）いくつかが集まって⾏ったり来たりしながら揺らし、今度はみんなでいっせいに⾼く挙げ、最も上に⽴っている⼈が下に向かって⾊とりどりの
紙吹雪をまき散らし、とてもきれいだった……お婿さんは今⽇帰らなければならなかった（⾹川で仕事をしているのではないため）ので、私達は4時過ぎに帰った。 このお祭り
は私が今までで⾒た最もおもしろい⽇本のお祭りだと思う。瀋陽では⾒たことがないし、本当にきれいで壮観だった。あの⾦⾊に輝くちょうさは、とても⽴派だった……

孟 暁紅さんの⽇記



ミネハハ演唱会

2007.10.28

今⽇ミネハハのリサイタルに⾏きました。⼩さなコンサートで、蘭gardenで⾏われました。この⼈はとても有名らしく、インドで貧しい農村の⼦供のために、無料の学校をつ
くり、学校の開幕式に出席し、その様⼦をインドの各メディアは競って報道したそうです。 当然ながら、歌は上⼿でした。ほとんど聞きとれなかったけど、（でも少しわかっ
た）ずっと聞いていたいと思わせるものでした。とても⼼地良く、のびのびと気持を明るくさせてくれるものでした。 午後2時半に、始まりました。とても熱くて。私は⻑袖を
着ていたのです。⽇差しが強烈で、やけるのはまずいから、みんなチラシのようなもので覆っていました。でも、終わりの頃には、突然太陽が隠れて、急に寒くなってきまし
た……私の服は熱い時はより熱く感じるし、寒い時は寒さを防がないたぐいみたい……

孟 暁紅さんの⽇記



七草

2007.11.04

きのう、わたしとhomestayのかぞくは“雲辺寺”という寺があるの⼭ヘ⾏きました。雲辺寺は四国⼋⼗⼋ヶ所のひとつです。⼭から下へ⾒ると広い感じがありました。気持ちい
いですね。私たちもいろんな種類の草が⾒ました．⽇本には春の七草、秋の七草があります．今は秋、先に秋の七草について説明します。 １） おみなえし（⼥郎花） ２） す
すき  ３） ききょう  （桔梗） ４） なでしこ   (撫⼦) ５） ふじばかま （藤袴） ６） くず    （葛） ７） はぎ    （萩） 秋の七草は⽣け花のように観賞
して楽しむ植物ですが春の七草は１⽉７⽇に七草粥として⾷べます。 １) せり(芹) ２) なずな（薺） ３) ごぎょう（御形） ４) はこべら(繁縷) ５) ほとけのざ（仏の座） ６)
すずな（鈴菜） ７) すずしろ(⼤根) 七草の⾵習は中国から伝わったものです。でも、私は中国⼈だけど、この⾵習が知りません。今⽇沢⼭知識が習いましたね。
これは⽇本語で投稿されたものです

孟 暁紅さんの⽇記



⿂釣り

2007.11.04

今⽇⼣⽅、弟とおばあさんとで、海に釣りに⾏きました。国内でも、釣ったことはありますが、とても⼩さい時のことなので、全然どうすればいいのか忘れてしまってた。今
は、完璧にできないと⾔って過⾔ではないです。 弟は特に⿂が好きで、その上とても上⼿です。私に、どのように釣るか教え始めた。⼀度やってみた。私が釣り⽷を巻こうす
ると、餌が無いのを⾒つけた。でも、こういうことは多々あることだし、どうってことはない。でも、⼀回試したら、どういうものか分かった。のみ込めたって感じ。そこで2
回⽬投げてみた。でも、なんと……なんと……釣り⽷が切れた︕︕重りと釣り針全部、海に落としてしまった……本当にごめんなさい……homestayの弟、おばあさん、要のお
⽗さん……sorrysorry それから弟は私にもう⼀度付け直してくれた。でも、 つけ終わった後に、釣り⽷が巻けないのを⾒つけ、もともと⼿で揺ら揺らさせて釣るべきものだけ
ど、でも、それだと使い難い。だから、⼈⼯的に少しずつ巻かなければならない。苦労します。時間に限りがあるし、⼜どんな間違いをしでかすか怖かったので、少し早めに巻
き上げるのを決めた。おしまいにしよう、⽚付けて、……そこで私はひき続け、かなり引いたけどまだ終わらない。……もっと早めにすべきだったかも、私って先⾒の明がある
のかな。 ついに、希望の光を⾒た、重りを⾒たから。私が引き上げる瞬間、私と弟は叫んでしまった︓釣り針の先に、なんと⿂がいる︕︕︕︕︕︕︕⿂を釣った︕アア……本
当に…… 全部で1時間余りの間に、弟は２匹の釣った。１匹は⼩さいけれど美味しいらしい。もう１匹は⼤きくて、すごいと思った。写真に写ってるのがそうです。私の⿂（あ
の⿂）おばあさんいわく、この⿂はが⾷べれないって…… 家に帰って、私達はすぐに釣った２匹を焼き⿂にした……

孟 暁紅さんの⽇記



インタビューをうけて

2007.11.09

今⽇は⾹川県⽂化祭の開幕式がありました。⾹川県の全ての学校が参加しました。全部で６２校、聾唖学校や、養護学校からの代表も参加していました。各校の代表が開幕式の
始まると、学校名を掲げ、簡単に学校の紹介をしました。私とアメリカからの留学⽣が、国際交流活動の⼀環として、インタビューを受けました（他校の学⽣がインタビュアー
です）。 ⼆⼈でたったの４分、しかも⼀ヶ⽉前からこのことは知らされていました（でもその4分間の為に、今⽇は⼀⽇学校にいかなくてすんだのですけれどね、ハハ）。先に
インタビューの内容は先⽣を通じて知らされていたので、答える内容も準備済みでした。すべて事前にセッティングされていたので……まあ、⾹川県には留学⽣は⼆⼈だけ、私
とそのアメリカからの留学⽣、少ないよね……だから、留学⽣がグループで在籍しているような学校の⼈は、⾃分が幸せだと知りなさいね。  インタビューのときはライティ
ングもつき、ただそのライトは上からの照明ではなく正⾯から照らすもので、そのため舞台に上がっているときはまぶしすぎて何もみえず、⽬の前が真っ⽩にフラッシュしてい
る感覚しかありませんでした。  インタビューを受けた後、私達も会の⾒学を続けました。太⿎は超かっこよく、⼤上海ダンスホールでかつてよく踊っていたようなジャズの
ようなダンスもあり、素晴らしかったです。  舞台裏に戻った際、クラスメート（⽇本の）にばったり会いました。彼⼥が私の名前をよんだとき、私は彼⼥に気がつきまし
た。びっくり、興奮してふたりして、ぶんぶん⼿を振り合いました。うれしかった…… 会が終了し、電⾞を降りると、⾼瀬⾼校のグループにあいました。みんな⼝々に私に
「さようなら」と声をかけてくれ、びっくりしました。でも超うれしかったです。私もすぐにみんなにさよならといいました。Kuku
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料理⼤会︕

2007.11.18

今⽇⾹川県豊浜町の料理⼤会に参加しました。もともと外国⼈留学⽣、外国⼈のためのものです。意外にも、１０時に始まり（10時に正式にご飯を作り始めます）私が9時半に
着いたら、みんな着いていて、しかも全員⼤⼈︕︕︕︕作るご飯は、超複雑そう。私のは、簡単すぎ〜あ〜 私の学校はからは、私⼀⼈の参加。あの時先⽣が私にこんな場合、
私にギョーザ作れるかって尋ねた。あの時、眩暈がしそうだった。第1に、カンペキに作った事がない（春節の時にギョーザ作りで“遊んだ”ことはある、でも⼤体においてぐち
ゃぐちゃの形、だから出来ないに等しい）第2に、たとえ頑張って作っても、私⼀⼈………ありえない︖︕ 私が作ったのは、トマトと卵とキュウリの炒めもの。（みんなが笑わ
ないで……⼀番簡単なの分かってるけど、仕⽅ないの……）炊事場は混乱状態、決してオーバーじゃないよ︕そこである中国⼈に出会った。彼⼥は⾒に来ていたの。他にも3⼈
の中国からの研修⽣がいたけどみんな⼤⼈で、ギョーザを作ってる︕︕︕︕とても熟練した様⼦、だってふだんから、ご飯を作りが好きで、いつも作ってるみたい。だからきっ
と、かなり上⼿。作り終えた餃⼦、とても美味しかった︕︕︕ トマトと卵を炒めたのは、家で⼀回やったことがある、でも作ったのはとても少量、トマト⼀個と卵⼆個。今⽇
のはなんと、10余りの卵と5、6個のトマトを使う……作ってる時⽬が回るほどの忙しさ〜これを超スピードで作りお⽫に盛るの（盛り終わった感じはなかなか良いよ、フ
フ）。でも、終わったのが早すぎたため、みんなが⾷べる頃には、冷蔵庫から出したみたいに、冷めてた。ギョーザができあがったできたのは⽐較的に遅く、さもなくば捨てら
れそうでした…… それから、キュウリを混ぜた。この料理のための味付けは先⽣と時間かけて奮闘したのよ。これは東北の最もポピュラーなおかず、つまり五彩拉⽪のたぐ
い。でも、⽇本では拉⽪がないの︕きっと拉⽪は作れないんだと思う。それと、⿇酱もあまり⾒ない。家庭科の先⽣が分厚い料理の本をめくり、そうしたら世界の料理の材料が
載ってたの。あの時、私驚いた。先⽣は、とうとう⿇酱を⾒つけ出した、でもそれは芝⿇酱と呼ばれるものでした（実は私達も時にはこう呼ぶ）。今⽇先⽣が持って来てくれ
て、それを⾒たとき感激しました。有難う先⽣︕︕でも、味は向こうのとは少し違う、ちょっと味が薄く、その上⾊も濃くない。でもこれがあるのは、強い味⽅だ。 とても早
くできたから、その後何⼈かの中国⼈と、おしゃべりしてた。彼らは⼭東と江蘇の⼈で、話すとなまいがあり、特に江蘇のお姉さんは、話すのが速く、聞き取れない……中国は
本当に⼤きい、⽅⾔もとても多い。同じ中国⼈でさえ聞き取れないのです……でも、交流するのって超楽しい。やはり⽇本語を聞くのより親しみがわく。その上彼らも私と同じ
まだ来て2ヶ⽉、私はまだ基礎が出来てるけど、彼らはそうではない。だから⽇本語はまだ弱いの。私はしばらく通訳をかってでた︕気分は最⾼、彼ら私の⽇本語が良いってオ
ーバーに⾔ったり、ハッハッ、楽しい…… ついにギョーザはすべてできあがり、正式の⼤会は（⾷事をする⼤会）ギョーザの出来上がりを待って始まった。全部で8つのテーブ
ル、⽇本を⼊れて8つの国から来てるから。⽇本料理も沢⼭あった。テーブルの上には、各国の国旗がたてられてて、とても雰囲気がる。⾷べる前に、ご飯を作った⼈はみんな
前まで出て⾃⼰紹介をした。挨拶をしてから、いただきまーす︕︕︕そうそう、⾷べる前に、乾杯もしなければならなくて、みんなはテーブルの側で⽴って、紙のコップを⼿に
し、飲み物を⼊れて、乾杯︕〜 中国のテーブルは⼀番⼈気。乾杯の時から多くの⼈が囲んでた︕︕ハッハッハ……みんなは餃⼦に惹かれて来たのです…… ギョーザは本当にお
いしい……私の料理は、まあまあで、みんなはおいしいって⾔ってくれたけど……私⾃⾝は冷えたのは、少し酸っぱ過ぎる感じがした。でも、ちょうど⽇本⼈は酸っぱいものが
好きなので、この冷めた料理がおいしいと感じるらしく、作り⽅を聞かれた〜、へへ いっぱい⾷べたよ……中国の向かいのテーブルは早くからなくなってた（申し訳ありませ
ん、国の名前忘れました……）、私があのテーブルを振り返ったときには、すでに全部なかった︕︕始まる前に、料理をみんな⾒て、きっと美味しいんだろうなーって思った。
エビの炒めたのみたいなのとか。でも、⾷べてる時忘れてて、振り返ったら……残念ながら……何も残ってなかった ……⾷べ終わった後に、ゲームをした。BINGOです。最後
には、みんながプレゼントをもらったのです。同じ袋に包まれていて、⾃分で選ぶの。私の袋の中味はトランプ、しかもディズニーの︕ それから、まだプレゼントが残ったの
で、もう⼀度ゲームをしたの。でも、私は第1ラウンドでアウト、MYGODしょうがない。他の中国のお姉さんは強い。全部で3つのプレゼントをゲット。うらやましい…… つ
まり今⽇はとても楽しかった︕︕

孟 暁紅さんの⽇記



今⽇、誕⽣⽇

2007.12.04

今⽇は私の誕⽣⽇、先週の⽇曜⽇、誕⽣⽇のお祝いに家の⼈がバイキングに連れて⾏ってくれた。いっぱい⾷べちゃった。そこのケーキが特に美味しくて動けなるなるまで⾷べ
てしまったの。 今⽇おばあさんが、またケーキを買ってきてくれた。上にチョコで出来たピンクのハート型のプレートがのってて、そこにお誕⽣⽇おめでとうって書いてあ
る。17本のろうそくがさしてあって、ろうそくに⽕をつけ、部屋の明かりを消して、お祈りをした。⼀息で吹き消した。すごくいいムード、とても楽しい。ろうそくを吹き消
して願い事をするのは、中国に居たときは⻑い間やらなかった。今回やってみたら、とても⾯⽩い。本当にお婆さんに感謝。homestayのみんなが私にすごく良くしてくれる。
それから、カニの豪華なごちそうを⾷べたの〜とても⼤きなカニの⾜なのよ〜（⾷べるの結構⼤変、本当はこういうの、あまり得意じゃ ないけど……）しばらくして、みんな
でディズニーショップに⾏って遊んだ。以前弟が私に誕⽣⽇は、どう過ごしたいって聞いてくれたから、私はディズニーのショップに⾏きたいと⾔ったの。おばあさんが本当に
私達を連れて⾏ってくれた。感激〜こんなに⼤きな誕⽣⽇プレゼント〜今⽇交流センターの先⽣からのプレゼント届いた、すごく⼤きな写真、本当にとても価値を記念するこ
と︕ありがとうございます先⽣︕ それと、もう⼀つ嬉しい事、それは中国の友達から⼿紙︕ちょうど私の誕⽣⽇のこの⽇に、お祝いの⼿紙受け取るなんて、まさに素晴らしい
タイミング︕

孟 暁紅さんの⽇記



修学旅⾏――沖縄

2007.12.16

 12⽉10⽇から⼈⽣最初で最後になるはずの修学旅⾏―沖縄への旅が始まった。  今回の修学旅⾏は３泊４⽇で⽉曜⽇に出発、⽊曜⽇の夜に戻る。  初めての沖縄だったが本
当に暑かった!!私たちが滞在した数⽇は特に暑くて、気温は26度︕︕⻑袖シャツを着てただけなのに暑かった〜  37⼈の中には修学旅⾏に⾏った⼈も多いし、沖縄に⾏った⼈
も多いから、沖縄の紹介はあまりしないでおこう。  今回の修学旅⾏のために学校はしおりを作った。中の挿絵はクラスメートが描いたものだ。しおりには⼀⽇ごとの⽇程
と、何分に集合して、何分に点呼して何分に発⾞するという正確な時間がとても詳しく書かれている。さらには宿泊するホテルの平⾯図もあって、私たちの持ち物がティッシュ
ペーパーまで細かく書かれている。要するに、何でもそろっているのだ。また、そのしおりはとても便利で、３⽇間の⽇程が書かれている数ページは少し硬い特殊な紙になって
いる。しかも、他の⽩いページと区別できるよう、⽇程のページは表紙と同じオレンジ⾊になっているのだ。⽇本⼈の細やかな⼼配りやサービスの周到さには本当に感嘆する。
本当に⾒習うべきだと思う。  １⽇⽬には⾸⾥城公園に⾏った。写真と全く同じで、実際の⾸⾥城を⾒ても写真とそれほど変わらないような気がした。ハハハ。すごくきれい
で、勢いがあるが、⾊が少し派⼿すぎて、偽物のような感じがした……何故だかはわからないけど。夜には平和学習があった。講義に似た学習だ。１時間、沖縄戦に参加したと
思われるおじいさんの、沖縄戦についての話を聞いた。世界の戦争には共通点がある。死傷したのは全員罪がない庶⺠で、すべての⼈は平和を望んでいるということだ。  
夜、８⼈が⼀つの部屋に⼊り、畳で寝た。畳で寝るのは初めてだった。まさかあんなに硬いものとは…そして友達とUNOで遊んだ。これも私にとっては初めてだ。初めてだっ
たが遊んでたら超Highになって、私は２⽇⽬の夜もUNOが忘れられなかった。  ２⽇⽬から⽇程が多くなり充実したものとなった。まず、ひめゆりの塔、平和祈念公園、讃岐
の奉公塔に⾏ったあと、ガマを⾒学した。沖縄戦の時の避難所で、地下道のような洞⽳だ。中は真っ暗で、みんなで懐中電灯を持ちながら注意深く⼊っていった。少しでも油断
すると頭をぶつけてしまう。道はとてもでこぼこで、⻑くはないが、すごく疲れて、戻ってきた時にはみな息が苦しくなっていた。⽳の中で先⽣がみんなの懐中電灯を消させ
た。⼀瞬、⽬の前が真っ暗になり、本当に何も⾒えなくなった。⽬を開けているのか閉じているのかの区別もつかなかった。しかし、当時の沖縄の⼈はこのように狭くて暗い空
間の中で２、３ヶ⽉も⽣活していた。しかも私たちが想像するように洞⽳は涼しくなく、とても蒸し暑かった。私たちに説明してくれた先⽣は当時、このような情況で苦しい
⽇々を送った。その時、彼はまだ2歳で、⺟親の胸の中で過ごしたそうだ。沖縄戦では凄まじい数の沖縄⼈が死傷し、ほんのわずかな⼈々だけが幸いにして⽣き残った……  そ
の後、私たちは中城城跡と東南植物楽園に⾏った。東南植物楽園はもっとも印象深い場所で、真の亜熱帯の⾵景があり、私はとても気持ちよくなった。中城と東南植物楽園はク
ラスごとの⾃由選択で⾏った場所で、多くの場所と体験から選べた。各クラスは投票によって⾏く場所を決める。とても⺠主的だ。この時間には各クラスが別々の場所に⾏った
ので、あれほど⼤きな東南植物楽園も私たちのクラスの36⼈だけがぶらぶらしていた。⾮常に静かで、⼈は少ない。すると視野はとても広くなる。⾼いヤシの⽊や名前も知ら
ない植物、噴⽔、湖、観光客からのエサを待ちわびる⿂たちの群れ、たまたま⾒かけた、道を無邪気に歩く⿃たち。新鮮な空気を吸い⾃然に帰ると本当に楽しくなる。２枚⽬の
写真が東南植物楽園で撮った写真。  ３⽇⽬は美ら海⽔族館に⾏った。ここは沖縄でもっとも有名なところだ。名前は昔から知っていたが、とうとう⽬にすることができた。
⽔族館は4階建てで、１階ずつ下りていくと、確かに⼤きい。多くの海洋⽣物がいる。ハハハ。中間に頭の上がガラスになっていて、海の中に⾝を置いたような感覚が味わえる
場所があり、⿂が泳ぐのを⾒ることができる。その後の個⼈体験は全14種類の中から選ぶことができたが、私はガラス制作を選んだ。まず海岸でカレットを拾い、廃物を利⽤
してネックレスやキーホルダーを作る。ペンチに似た、はさみの機能を持つ道具を持ち、ガラスを“切り”好きな形状にする。だけど結局のところガラスは紙ではないので、とて
も硬く、普段切ってるようにうまくは切れない。使える部分もたくさん切り落としてしまった。だけどこのガラス制作は個⼈的には想像していたのを違って、全然⾯⽩くなく、
別のを選べばよかったと少し後悔した。  晩御飯のあと、エイサー鑑賞があった。沖縄地⽅の伝統舞踊だ。２本の棍棒みたいなものを⾒て本当にスゴイと思った。  ４⽇⽬の
⽇程はショッピングだけだった。わずか2時間50分のショッピングだ。その⽇は⾬が降ったが、幸いにも⼀⽇残っており、さらに何の⾒学もなく、ただショッピングするだけ。
ガイドさんによると、沖縄では⾼温の⽇が続くと⾬が降るということだった。やっぱり。３⽇間も⾼温が続いた後、耐え切れずに⾬が降ったのだ。もともと沖縄ではたくさん買
い物をしようと思っていた。⼤⾦を使うべきだと思っていた。しかし実際にまわってみると特に買いたいものはなかった。沖縄の特産物は主に⼆つで、⼀つは紅芋タルト、もう
⼀つはシーサーだ。紅芋タルトは⾷べ物で本当に美味しい。シーサーは置物の獅⼦で、沖縄ではシーサーという。中国から伝わったもので、つまるところ昔、中国のお⾦持ちの
家の⾨にあった⽯像の獅⼦だ。シーサーを買うつもりなど無かったのだが、本当に何も無い。中国から伝来したものだが、それでも沖縄の特産物なので買った。⾷べ物について
は賞味期限が来年の１⽉２⽉までと短かったので、そんなには買えなかった。それほど多くのお⼟産を買わなかったが、ご飯やお菓⼦で結構なお⾦を使ってしまっていた。  
最後に、沖縄についてではなく、今回の旅⾏について、私の感想を述べよう。私たちは全⾏程で必ず制服を着なければならず、先⽣の管理もとても厳しかった。たまに夜に⾷事
をする時だけ私服を着られた。運動する時は全員⼀緒の体操服を着なければならず、時間に対する要求も、５分前集合と⾮常に厳しかった。みんなこのルールを厳守し、組織に
従っていた。⽇本⼈は時間をとても細かく区別していて、何時何分に何をするのかも計画している。感嘆してしまう。  簡単で短い⽂章で済ませるつもりだったが、書いてい
るうちにこんなに⻑くなってしまった。読んでくれた⼈も疲れただろう（翻訳してくれた先⽣⽅はもっと疲れただろう。ありがとうございます）。私の修学旅⾏は無事に終了し
た。修学旅⾏に⾏けて本当に幸運だった。⾼校3年⽣なのに修学旅⾏のある２年⽣を選んだ。修学旅⾏に⾏く機会のない可哀想な⼈と⽐べて、私は満⾜している。

孟 暁紅さんの⽇記



東京の旅

2007.12.26

22⽇に東京ディズニーシーTokyoDisneySeaに⾏きました。でもタイミングが悪く、⾬に会ってしまった。22、23⽇の⼆⽇間ずっと⾬、24⽇に晴れたの〜 ⾬のせいか分から
ないけど、思ってたより⼈が少なかった。⼈気の乗り物はやはり2時間は並ばなきゃならない、春節の時⾹港ディズニーランドに⾏ったことがあるけど。中国⼈がやはり多く
て、22⽇のディズニーは春節の⾹港ディズニーと⽐べると桁外れだ。 私達はディズニーランドで10時間過ごした〜もともときっとへとへとになるって想像してた、でも実は、
この⽇とてもゆったりして、あまり急がなかったの。その上ディズニーランドは私の想像より⼩さかった。地図上ではすごく⻑い道のりを歩くように⾒えたけど、歩いてるうち
に着いてしまう…… おばあさんは⾜が弱くて⻑い間歩けない。だから⾞椅⼦を使ったの。するとすごく得をしたことがあって、おばあさんが乗るアトラクションは優先的に私
達も乗れる。並ぶ必要がないの︕︕かなりの時間が省けて、すごく良かった、感謝。 ゆったりっていうのは、たとえ急いで遊んでも、そんなに広くないとはいえ、10時間だっ
たから、⼀⽇では、回りきれなかった。“アラブの海岸”っていうところはいけなかったの…… でもなんといっても楽しく遊んだ。夜の8時にあるショーがある︓キャンドルショ
ー。おばあさんは6時過ぎのショーを⾒てすごく良かったって。ショー⾒終わって、規模は⼩さかったけど、やはり6時の回のほうがいい、忘れられないほど綺麗って、ずっと
そのショーがどんなにすばらしいかって話すの。残念なことに、私達はその時別のアトラクションで遊んでたから⾒れなかったの。今も、おばあさんがディズニーランドといっ
て思い出すのは2つだけ。︓昼ご飯がとてもおいしかったこと、キャンドルショーがきれいだったことの⼆つ︕ 23⽇ははとバス東京に乗って東京観光、靖国神社と明治神宮に
⾏った。ちょうどその⽇は天皇誕⽣⽇で、警官が多かった。最後はNHKの⾒学。 この2⽇間本当にとっても疲れたけど、でもすごく楽しかった。

孟 暁紅さんの⽇記



お正⽉の⽣活

2008.01.03

１２⽉３１⽇の夜、ｈｏｍｅｓｔａｙのおばあちゃんはわたしを⼤⽔上神社へ連れて⾏きました。この神社は⾹川県で⼆番⽬古いの神社だよ︕︕神社の中で⼤きな⽊で⽕をつけ
ました。本当に壮観でした。１０時から神社の⼈はお餅を作り始めました。わたしは始めてお餅の作り⽅を⾒ました。そして，わたしもお餅を搗きました。でも〜なかなか難し
いな〜わたしがよく斜めに打ったと⾔われました。それは本当に⼒が要るんですね︕何回もした後の私が、本当に疲れた〜でも⼥の⼦がするの餡をつけるぶんが⼤丈夫と思いま
すよ。楽しかったです。 家に帰ってから、わたしはお年⽟をもらいました。ほんとに嬉しかったです︕ありがとうございます︕ ⼀⽉⼀⽇、わたしは午後まで寝てしまいまし
た。起きた後、ずっとテレビを⾒よって、お菓⼦を⾷べて、のんびりして過ごしました。 １⽉２⽇、つまり、昨⽇、島根県へ⾏きました︕あそこで⼤きい雪が降りました。(少
なくとも⾹川県より⼤きいね)久しぶりですね。 あそこでまず寒牡丹と⽇本庭園を⾒ました。きれいで気持ちよくなりましたよ。 そして、出雲⼤社へ⾏きました︕︕本殿も壮⼤
し、神楽殿で⽇本⼀の⼤注連縄もありました。有名な神社ですね〜⼆⽇はお正⽉ので、参る⼈がいっぱいなったんです。あそこで私は御神酒を飲みました。ほんのちょっとだけ
ど、縁起がいいですね。 最後、遅くなったけど、みんな、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ね︕(今は１⽉３⽇の夜だけど、まだお正⽉と呼べま
すね〜⼤丈夫ね〜)
これは⽇本語で投稿されたものです

孟 暁紅さんの⽇記



七草を味わう

2008.01.09

前に⽇記の中に七草のこと書いたことがある。昨⽇私は本当に七草粥を⾷べました。七草は本当に本物の草で、野菜とは違う。でも味は……ちょっと野草のようだけど、あまり
味がしなかったから、普通のお粥と変わらなかった、つまり少し味の薄い野草の味だけみたいな……

孟 暁紅さんの⽇記



すっごくhigh〜

2008.01.21

昨⽇ゴールドタワーに⾏きました。総合的なプレイスポットです。ボーリングとゲームセンターがメインで、ビリヤード、ダーツもあります。何でも揃ってて、しかも広い、重
要なのは、超楽しいということ︕︕ 私達はまずボーリングをしたの。私はボーリングとても好きなのだけど、遊んだのは⼀度だけ、それも中学校の時。だから、始めの頃は感
覚が掴めなかった。だんだんどうやって投げればいいのか思い出してきた。でも何回も続けて右の溝にボールが⾏ってしまう。とうとう最後にはコツを⾒つけだし、全部で5回
のstrikeを、4回のspare、をとりました。スコアはたいしたことはなかったけど、初⼼者にしてはいけてるかな〜2回続けてのSTRIKEがあったから、結果、点数は⼀挙にはね
あがり、メチャhigh。 弟はボーリングがとても上⼿、ボールのほとんどがレーンの真ん中を⾛ってる。その上スピードもある、かなりの腕前といっても過⾔ではないだろう、
私なんだか恥ずかしくなった。フフ、途中からずっと教えてくれたり、直してくれた、まるで先⽣のよう〜最後、スコアはやはり弟の優勝。 その後ゲーム機でいっぱい遊ん
で、本当にリラックスできた、久しぶりよな〜要するにgoldtowerの中の遊んだのは、どれもたいして違いはなかった、トータルして5時間くらい遊んだよ〜、今でもまた超
highを思い出します。しかし後の顛末は、今⽇私の腕と⾜は痛くてたまんないよー〜

孟 暁紅さんの⽇記



節分祭

2008.02.04

昨⽇が節分で、ホストファミリーのおばあちゃんは私を連れて、節分祭を⾒に⾏きました。私たちは詫間の浪打⼋藩宮という神社へ⾏きました。この神社は１４００年以上の歴
史が持っていますよ︕あそこで⾖まきをしました。まず⻤が出て、部屋の電気を消して、真っ⿊になりました。そして、突然電気をつけて、みんなは⻤が⾒えるうちに、⼿で持
ってるの⾖で、⻤を打ちました。でも明るいのは⼀瞬だけです。後は、みんな準備して、次の電気をつけるときを待っていました。このように何回も繰り返して、⾯⽩かったで
す。もし後ろの⼈からなげたの⾖でぶつけたら、痛いですよ︕みんな⼀所懸命⻤を打って、⾖がなくなったときは、地上に落ちた⾖を拾いて、まだ⻤を打ちました。 家でもこ
のことをします。⾖を持って、外へまきながら、『⻤は外』といいます。そして、家の中へ撒きながら『福は内』といいます。⾯⽩いけど、後の掃除は⼤変でしょうね〜（＾ｗ
＾）
これは⽇本語で投稿されたものです

孟 暁紅さんの⽇記



『節分』の写真（追加）

2008.02.04

さっき⽇記を書き終わって発表をクリックしたんだけど、修正したくなって、戻るをクリックして、⼤丈夫なのを確認してそのまま発表をクリックした。そして戻るをクリック
したら、なんとアップしていた写真が⾃動的に削除されてしまっていた。ああああああー。また写真をアップしなきゃならなくなった。でも私はうっかりして、⽇記だけを投稿
して、写真をアップしなかった……なので今アップします。先⽣、この写真とさっきの⽇記を⼀緒に合わせてくださるととってもうれしいのですが〜

孟 暁紅さんの⽇記



感謝

2008.02.16

今⽇正式に通院⽣活が終わりました。私のそばにいてくれた、また離れていても私を⼼配してくれた全ての⼈に、伝えたいことがあります。「みんなありがとう、本当にありが
とう。本当に感動したよ。」  私達は⻑距離⾛のためにずっと練習を積んできました。もともと体育が苦⼿な私は、皆と同じように3，4千メートル⾛りたくはなかったんで
す。時間割に「体」の⽂字があるだけでいつも頭が痛くなりました。しかも⼀⽉の中旬から毎週末に校外活動やテストが⼊るようになって、待ち望んだ週末も⽔の泡になってし
まいました。⼀ヶ⽉近く必死に頑張ったのですが・・・私の体はそれに耐え切れなくなってしまったようです。2⽉2⽇、それは突然やってきました。⽣まれて初めての、⽿鳴
り・・・  初めは、何分かたてば⾃然と治まるだろうと思ってあまり気にしていませんでした。でも⼀時間がたち、⼆時間がたち・・・⼀⽇がすぎ・・・⼆⽇がすぎ・・・良
くなるどころか悪化していきました。⼀番恐かったのは、電話に出た時のことでした。声は聞こえるのに相⼿が何を⾔っているのかが分からないのです・・・あの時私は初めて
事の⼤きさに気付きました 。そして私は⼊院し、点滴を打ちました。不幸中の幸いですが、⽿鳴りがあるのは左⽿だけで、右⽿にはなんら影響はありませんでした。⽚⽅の⽿
だけで⾳を聞くのは多かれ少なかれ苦労はありましたが、正常な会話にはそこまで⽀障はでませんでした。  病気をしている間、皆の関⼼と看病に本当に感謝しました。⼊院
している時には、ホームステイ先のおばあちゃんが忙しい中毎⽇病院に⾜を運んでくれ、退院してからも毎⽇私を病院まで⾞で送り届けてくれました。ずっと電話で、私のため
に⾊々と連絡をしてくれました。寄宿のお⽗さんも私のために祈ってくれました。⼼連⼼の先⽣⽅もわざわざ東京まで私を⾒に来てくれたり、電話で励ましてくれたり、私のた
めに突発性⽿鳴りについての資料を調べてくれたり・・・⽇本のクラスメートの皆も家にお⾒舞いにきてくれ、クラス全員の気持ちを持ってきてくれました・・・中国の友達も
皆⼼配してくれました・・・私はその⼀つひとつを全て⼼の底に刻みます。皆の気持ちに、私は⾔葉に表せないほど感謝しています。ありがとうの⼀⾔だけではとても⾔い尽く
せません。特に私の為に奔⾛してくださった先⽣⽅、ホストファミリーのおばあちゃん、皆さん、本当にご迷惑をおかけしました。この場をかりて、お礼を⾔わせて頂きます。
「ありがとう、皆さんの愛を感じ、とても暖かな気持ちになりました。今年の春節は病院で過ごすことにはなりましたが、皆さんの関⼼のおかげで、少しも寂しい思いはしませ
んでした・・・」私は皆さんの祝福と愛情を絶対に忘れません。友達の皆、クラスの皆、先⽣⽅、家族の皆、ホストファミリーのおばあちゃん、お⽗さん、弟・・・皆のおかげ
で私は⾃分がとても幸福で幸運な⼦供だと感じることができました︕ 初めは、左⽿と右⽿の聴⼒にひどく差があり、お医者さんにも回復は難しいと⾔われました。突発性⽿鳴
りは原因不明の難病に指定されていて、国家からも補助⾦がでます。回復する確率はたった三分の⼀。私は今でも微かに⽿鳴りが残っていますが、聴⼒はすでに正常まで回復し
ました。もしかしたら、本当に皆さんの関⼼と祈りのおかげで、幸運な三分の⼀の中の⼀⼈になれたのかもしれません。この⼿の話はうそっぽく聞こえるかもしれませんが、私
のこの感謝の気持ちは本物です。  最後にもう⼀度皆さんにお礼を⾔わせて下さい。皆、本当にありがとう︕︕︕︕︕︕︕︕︕

孟 暁紅さんの⽇記



ひな祭り

2008.03.09

３⽉３⽇は⽇本のひな祭りです。以前中国にいた時は知っていたけど、ここでは３⽉３⽇は休みじゃないし、特別なイベントもないから忘れてました。思い出したときは私が⽇
付を間違えたんじゃないか、なぜこんなに静かなんだろうと思いました。でも家に帰ってテレビをみたらひな祭りのことを⾔っていて、おばあさんもこの⽇のことを突然思い出
して「本当は家におひなさんを飾らないといけないんだ」と⾔いました。それで私も⾒たいといい、この数枚の写真ができました。 ウチのおひなさんはとっても美しいで
す︕︕

孟 暁紅さんの⽇記



公園

2008.04.07

この桜満開の時期で、みんな、花⾒に⾏ったのか。 昨⽇ホームステーのお家と⼀緒にまんのう公園に⾏って来た。⼤きな公園、レジャーの良いところ。そこに桜のほかに、ス
イセン、チューリップ……同じく咲いていた。 その上そこには24万本のスイセンがあり、四国最⼤級。 とてもきれい。 公園中央にとても⼤きなレジャー広場があって、正確
に⾔うと、芝⽣です。⼦供達は芝⽣の上で遊んだりして、公園はレジャー客に無料のサイズ⾊々のボールを提供してくれる。広場は⾳楽が流れて、そのリズムに乗って、みんな
が遊んでいる。とてもhigh，本当に和気あいあいといる感じだった。 ホームステーのお家の弟と⼆⼈乗りの⾃転⾞に乗って、くたくたで、でも⾵を切りながら景⾊は後ろへ去
っていく時はさわやかで気持ちよかった。 今⽇も花⾒に⾏った。桜ティーパーティがあるが、時間は短かかった。でも⽇本の味を体験した。

孟 暁紅さんの⽇記



⿃取への旅

2008.05.06

国内のメーデーにはゴールデンウィークがあって、⽇本にもあるとは思わなかった。意外だったが、とってもうれしい。 5⽉3⽇、休みの1⽇⽬、ホームスディのご家族と⼀緒
に⿃取県に⾏ってきた︕ ⿃取県と⾔えば、最も有名なのは砂丘でしょう。今回のツアー名は、「カニ⾷べ放題」とメインの⽬的はカニを⾷べることだったのだけど、砂丘にも
⾏って来た。 本当に百聞は⼀⾒にしかず〜この度の⿃取への旅の中、最も記憶に残ったのは「砂の美術館」だった。本当に驚きを隠せないほど壮観で、写真をいっぱい添付し
たいけど、残念ながらとりあえず⼆枚だけUPしている。展⽰されてるのは全部砂で作られた世界遺産だ。万⾥の⻑城、兵⾺俑、タージマハール、エローラ⽯窟群、アンコー
ル・ワット、バーミヤンの⼤仏と⽯窟等々……それぞれ、得も⾔われぬきばえだった。特に兵⾺俑とタージマハール、砂で作られたことを微塵も感じさせなかった。兵⾺俑を⾒
た瞬間、感動してとまってしまった。もともと兵⾺俑の⾊と砂の⾊は似ていて、だけど砂でできた兵⾺俑は服まで繊細に作られ、床に散らかされた残骸まで作られていた。ター
ジマハールは⼭の斜⾯の上で建てられていて、私達は眺めることしかできなかったけど、これでも、その気迫に圧倒されてしまった。これらの彫刻品はすべて世界各地の代表者
によって作られ、その中の兵⾺俑、万⾥の⻑城、アンコール・ワット、バーミヤンの⼤仏と⽯窟は共に四⼈の中国⼈によって完成したそうだ。 その後⿃取砂丘に⾏った。本来
はケーブル・カーに乗って砂丘の向こう側に⾏くべきだったが、並ぶ⼈がすごく多くて、私達は時間がなかったので、ホームスティの弟と⼀緒にケーブル・カーをあきらめるこ
とにして、⾛って⾏った︕でも……本当に死ぬほど疲れた……本来ケーブル・カーの距離なのに、なんと私達は歩いて⾏った。それから⼩型の砂漠を通り抜けて、砂丘に登っ
た。「砂丘」だと聞くと、⼩さく感じるかもしれないが、実は傾斜度がかなり急だ。最初は登るつもりがなかったけど、改めて考え直してみると、来ちゃったのだから、登らな
いのと損だと思った。そこで頑張って登ってみたら、いい感じだった。砂丘の反⾯は海、海の向こう側は中国だそうだ。…… 時間がなくなってしまったため、私達は元のルー
トに急いで戻らなくてはならなかった。やはりツアーだから、遅刻はよくない。今でもあの時を思い出すと、疲れを感じてしまう。幸いにガイドさんが指⽰した４０分集合に間
に合って、ちょうど４０分についた。遅刻しなくてよかった…… この旅⾏の⽬的は――カニを⾷べることだった、ここではたくさん語らないことにする。カニをあぶること、
しかも⾃分⾃⾝で、制限時間は⼀時間、量の制限はなし。余裕だと思ったら、⼀時間のうち、３０分以上はあぶることと⽕の元となるロウソクを交換することに使ってしまっ
た。……あぶったのは全部カニの⾜で、私にとって⾷べ⽅も挑戦だった。要するに１つの⽂字で⾔うと︓忙しい︕ 最後にフジの花も⾒た。延々と連なったフジはとてもきれい
だった︕ ⼀⽇が終わり、疲れ切ったと感じていたが、こんなにすばらしい彫刻芸術を⾒ることができて、やはり楽しい。とてもホームスティのご家族に感謝しています。こん
なにたくさんの素敵なところに連れて⾏ってもらい、たくさんいい思い出になった︕

孟 暁紅さんの⽇記



すごい︕

2008.05.08

今⽇は観⼀の体育祭でした。疲れたけど、めっちゃ楽しかったです︕ うちらは優勝しました︕︕︕優勝、優勝ですよ︕ みんなかんばりましたからなあ︕
これは⽇本語で投稿されたものです

孟 暁紅さんの⽇記



今⽇、私達は黙祷します

2008.05.19

ちょうど黙祷を終えました。 5⽉18⽇に国務院は決定して、2008年5⽉19⽇〜21⽇を全国に決めて⽇を哀悼して、だから全国各⺠族⼈⺠の四川ブン川の⼤地震の遭難者に対す
る⼼のこもっている哀悼を表現しにきます。この時に、全国と各海外駐在の機関は半旗を掲げて哀悼の意を表して、公共の娯楽の活動を停⽌して、外交部と我が国の海外駐在⼤
使領事館は設⽴して帳簿を弔問します。5⽉19⽇14時28分から、全国の⼈⺠は3分黙祷して、その時⾃動⾞、列⾞、艦船は鳴いて笛、防空する警報は鳴り響きます。 ブン川の
⼤地震、すべての国内外の華⼈の⼼に影響を及ぼしました。私達はじっと⾒つめることができなくて、両⽬がまったく涙なためです。私達は更に強靱で、私達くねくねした背中
のためです。残酷な災害に直⾯して、私達は皆が⼼を1つにして、⼀致団結すれば困難を克服できます︕中華⺠族は永遠に粘り強く屈伏しない⺠族で、中華⺠族は永遠に団結の
同⼼の⺠族です︕ 死去して者がずっと後世まで残る名があることを譲って、者を⽣んで永久不変の愛があることを譲ります︕ （節選中国から⽂明的なネット）

孟 暁紅さんの⽇記



⾦毘羅さん

2008.06.03

この間、⾦毘羅さんへ⾏った。全国でも有名なとこですから、にぎやかだった。 とても⾼い⼭のうえであるので、登るのは⼤変だった。階段がすごいで、下から⾒ても、いっ
たいどこは最後か、ぜんぜんわからなかった。疲れたー。 はじめから最後まで、階段の両辺で店がずっと並んで、さすが有名な旅⾏のところだね。 景⾊がきれいだから、楽し
かった。⼀番⾼いところから⾒て、讃岐富⼠でも⾒えるし、視野が広いで、気持ちよかった。
これは⽇本語で投稿されたものです

孟 暁紅さんの⽇記



⾙堀

2008.06.16

昨⽇、⾙堀に⾏った。⾬が降ったけど、予定通りで海のほうへ⾏って、⾙堀をやった。こんな⾙堀をやるのは私にとって、初めてだった。 まず、⽳が開いてるところを探し
て、シャベルで掘り、そして、⼤きい⽳が⾒える。⼤きい⽳が⾒えたら、すぐに塩を⽳の上に振る。そして、マテ⾙がだんだん頭から出てきて、硬い⾙殻が出たとき、⼿で取
る、しかもとるときゆっくりとらなければならない。もし早く引っ張ったら、したの⼀番のおいしいところがはずしてしまうから、気をつけなければならない。   ホストフ
ァミリーのおばあちゃんがまず掘って、そして私がすぐ塩を振って、弟が⾙を取る係りだった。マテ⾙が多いところで、⼀回掘ったら、⽳がいっぱい⾒えるのときもあった。お
ばあちゃんが続けて掘って、塩を振るのも忙しかったし、弟が⾙をとるのもめっちゃ忙しかった。よく『あー出た、こちが出てきよる』と聞こえた。最初、私は⾙を⾒たとき、
ちょっと気持ち悪いと思ったけど、実際に取ってみた後、楽しかったと思う。⾙の動きはとても早いやから、すぐ捕まらなかったら、逃げてしまう。⾙が次々出てくるので、⾯
⽩かったよ。しかも、いっぱい取ったよー。 ずっと⾬が降ったので、みんな濡れてしまった。私がカッパをはいていたので、まだましだけど、おばあちゃん、弟はカッパが邪
魔だと思って、脱いだから、全部ぬれた。泥もいっぱい付いただけど、楽しかったと思う。 みんな、お疲れ様でした。
これは⽇本語で投稿されたものです

孟 暁紅さんの⽇記



先⽣になった

2008.07.16

今⽇、中国のことを⼦供たちに伝えるのために、⽐地⼩学校へ⾏って、6年⽣の社会科の授業で、話をしました。まず、⾃⼰紹介をして、⼩学⽣頃の私について話しました。つ
ぎは、中国と⽇本の違いを紹介しました。⽇本の⼦供たちは、中国のことがすべてテレビや両親から聞きました。ちょっと悪いなイメージがあったそうですから、このイメージ
を変えるために、私は、今現在本当の中国の様⼦を紹介しました。⽣徒たちは私の話をちゃんと聞いてくれ、返事もしたので、本当に嬉しかったです。しかも、地図も掛けたの
で、まるで先⽣のようでした。また、中国のお⾦や今使っているの簡単な漢字についても話しました。そして、中国のお⾦の実物が持っているので、それをクラスの中で回しま
した。漢字の説明をした時、『オー』とか『簡単︕』とかの返事をしてくれて、『あ、やっぱりみんな興味があるなー、よかった』だと思いました。後、⼩学⽣から質問をしま
した。「⽇本のいいところ」とか「中国と⽇本の貿易について」とか、いろいろなことを聞かれました。最後、⽣徒たちが、中国のことをよく知りましたといって，私はよかっ
たと思います。⼩学⽣に中国のことを教えるのはいい機会だと思いますから、⽐地⼩学校の校⻑先⽣や教頭先⽣、社会科の先⽣、本当にありがとうございました。 私の授業を
受けてから、ホストファミリーの弟勇気はすぐに学校からでって、⼤阪へ⾏きます。なぜかというと、実は、勇気は16⽇、⼀⼈で中国へ⾏きます。第⼀期⽣で、顔さんという
先輩が私と同じホームステイ先で居って、勇気に『中国へ遊びに来て』といったから、勇気は「⼀⼈でも⾏きたい」といいましたので、16⽇中国へ⾏きます。私はすごいだと
思います。まだ⼩学⽣なのに、⼀⼈で⾶⾏機を乗って、外国へ⾏くのは本当になかなかできないことです。勇気は「中国の空気を吸って、おいしい⾷べ物を⾷べて、歴史を学ん
で、中国の⼩学⽣との交流もして、中国⼈と友達を作りたい」といいました。だから中国で、もし勇気をきかけたら、気軽く、声をかけてください。勇気は、まず北京で2⽇間
遊んで、次は、顔さんのところ、⼭東省ヘ⾏って、⾒学します。22⽇、⻘島から帰ります。だから、ちょうど私が東京へ⾏く⽇と重ねって、残念ながら、私は朝の電⾞だけ
ど、勇気は午後、⼤阪に着きます。だから、今⽇のお昼の12時、駅でのお⾒送りは私と勇気の最後の時間です。1年間は本当に速いですね。もうわずか1週間しかないです。11
ヶ⽉は1週間になって、なんか微妙な感じがします。みんなはどうですか︖ じゃ、勇気、がんばってね。今回⼀⼈でオリンピックの前に中国へいくのことは、絶対いい経験だと
思います。いい思い出を作るように、楽しんでください。
これは⽇本語で投稿されたものです

孟 暁紅さんの⽇記



お久しぶり

2008.10.12

ここに来るは本当に久しぶりだね。ここに来て、挨拶したかったけど、いろんなことがあって、ネットをする暇はなかった。だから、遅くなってごめんね〜学校が始まってか
ら、⼆週に⼀回うちに帰る、つまり、⽉に⼆回うちに帰ることになった。学校ではネットもできないし、携帯を持ってはいけないし、電気まで使ってはいけない。まるで、刑務
所にいるみたいだ。学校は郊外にあるから、家に帰るのは超たいへんだ。⽊曜⽇、⽇曜⽇になると、無数の親が⾨のところで「犯⼈⾯会」を待ってるけど、⼊らせてくれなかっ
た。まあ、これは⾼三の⽣活だね．．．⼆週間の厳しい勉強、毎⽇ぐるぐる回って、朝7時から夜10時までなんて、普通以上に厳しかった。⾼三の⽣徒は⼈間じゃないという
ね．．．そして、授業がすくないから、よく午後から夜まで⾃習になって、どこにいるのか、時間は何時かとか分からなくなるまで疲れた。  家に帰っても、家にいる時間も
すずめの涙のように少なかった。⼟曜⽇の午後家に帰って、⽇曜⽇の午前学校に帰らなければならない。だから、家に帰る時、いつもクラスメートに「また明⽇」と⾔わざるを
得なかった。 学校ではネットもできないし、携帯も禁⽌されるし、休みの⽇はよくホームステーと連絡してるけど、授業があったら、あまり連絡してない。何回も電話してき
たけど、学校にいるから、出られなくて、ごめんなさい。 ⾼三の第2期のみなさんもがんばってね︕新しく⽇本に⾏っているみなさんも新しい環境に慣れるまでがんばってね〜

孟 暁紅さんの⽇記



富堅先⽣は瀋陽にいらっしゃった︕

2008.10.12

国慶節の数⽇前に、富堅先⽣が⾃転⾞に乗って瀋陽にいらっしゃった︕︕︕︕︕私達はその時超嬉しかった。先⽣が来る時はちょうど学校の⼀年に⼀度の運動会だから（どの学
校でも運動会が⼀年に⼀度のようだけど……）その⽇に先⽣と⼀緒に運動会を⾒て、昼飯を⾷べて、半⽇ぐらい過ごして、とても楽しかった︕多くのクラスメートは富堅先⽣が
格好いいと⾔ったのよ。先⽣はすごいじゃない。こんなに短い時間をかけて⻑春から瀋陽に乗ってきたとは信じられない。感⼼しました。 先⽣があとの旅に楽しく過ごすこと
をお祈りしたします。道中ご無事で︕〜

孟 暁紅さんの⽇記
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