
SZテレビ局

2007.09.05

SZテレビ局の訪⽇団⼀⾏、9⼈は昨⽇東京成⽥空港に到着し、その後中国からの留学⽣達と打ち解けた雰囲気のなか交流会をすすめることができました。留学⽣の皆さんの⽇本
滞在の報道は今後も続けますのでこれからもどうぞよろしく。 あらためて東北育才教育グループのご協⼒に感謝︕

杜 航さんの⽇記



京都に着きました

2007.09.10

9⽉8⽇午後京都に到着して、学校の校⻑先⽣と何⼈かの学友に会いました。9⽉8⽇晩から、⼤阪の松本さんの家で寄宿します。松本さんの家族は⾮常に親切で友好的でした。
今⽇、松本⼀博君（家の男の⼦）に⼿伝ってもらい、銀⾏の⼝座を開きました。

杜 航さんの⽇記



楽しい

2007.09.10

先⽇⾼校先⽣と⼀緒に京都に着きました︕ホストファミリの家に⾏きました︕家は４⼈家族です︕明⽇から学校です︕楽しみです︕
これは⽇本語で投稿されたものです

杜 航さんの⽇記



⿂釣り

2007.09.25

おととい、私は家の⼈と近くの川で⿂釣りに⾏ってきました。私はまったくだめで、餌をとられてばかりでした。お⽗さんいわく、⼩さい⿂ばかりだからとの事。どおりで、⼤
物を釣り上げられなかったわけだ。釣ったさかなは揚げていただきました。 今⽇、学校から帰宅後、釣りに⾏き、⼤きなナマズを釣りました。ナマズはすぐに⼤きくなるの
で、まだあまり年をとっていないなまずだそうです。 今、そのなまずはまだ台所で⽣きています。どうやって⾷べようかな。

杜 航さんの⽇記



クラスメートとの会話

2007.09.26

今⽇、東京に訪問した４⼈の短期招へいの学⽣が中国に帰りました。そして半⽇休み、ネット上で彼らと話をしました。懐かしかったです。 彼らとも話していたのですが、⼼
連⼼はいいですが、私達の⽇記へのコメントができないようです。

杜 航さんの⽇記



活動

2007.10.08

昨⽇は地区の運動会でした。 綱引きに参加しました。 結果負けたけど。そんなに⼒がでなくて、その上私達のグループはお年寄りが⽐較的多くて．．． でも、楽しかったで
す。おじいさん達は私にすごくよくしてくれて。競技が終わった後に、記念品までもらってしまった。

杜 航さんの⽇記



⿂釣り

2007.10.08

今⽇、私は家族と⼀緒に海に釣りに⾏きました。 海は川より豊かで、⿂がすっごく、いっぱいいる︕︕ 今⽇全部で2百匹くらい釣って、ほとんど隣近所に、あげました。でも
結構残ったよ。 どれだけ時間かければ、⾷べ終えれるかな︖︕ P.S. 2枚の写真撮ったけど、２MBを上回ったから、アップできません。 残念〜

杜 航さんの⽇記



もうすぐ3ヶ⽉

2007.11.16

しばらく⽇記ご不沙汰していました︕︕ 10⽉初めに⾏われた試験の成績は満⾜するものでした。10⽉10⽇、バトミントン部に正式に⼊部し、練習を始めました。たいへんで、
軍事訓練よりも⼤変な試練です︕ 10⽉中旬以降、⼀⽇だけ学校にいかなくていい⽇があったのですが、それは10⽉25⽇、家族のみんなと和歌⼭に釣りに⾏ってきました。和歌
⼭に⾏ったその⽇は⼤漁で、とてもラッキーでした。⼀博君はとても喜んで、あたりが暗くなるまで釣りを続けました。こんな感覚は久しぶりだといっていました。 11⽉の第
⼀週⽬の⼟曜⽇、この⽇は私達の学校のオープンスクールの⽇でした。私は礼堂の準備を⼿伝いました。⽇曜⽇は京都府バトミントン新⼈戦の予選会が京都でありました。私は
全くの新⼈ではありますが、試合に出場したことがないので、他の⼀年⽣達と、応援へまわりました。先輩達の試合はすごかったです。男⼦は１５試合全勝でした。周りで応援
していた私達もずっと⼿拍⼦を打って応援を続けました。帰ってきてから気がつくと、⼿がちょっとはれていました。その⽇が私が初めて⾼校⽣の試合を⾒に⾏ったので、テレ
ビで⾒ていたようにスタンドで応援するものと思っていたので、体育館シューズを持っていかなかったので、体育館で⼀⽇中、靴下だけでいました。今思い出しても⾜が冷たく
なりそう︕ 11⽉7⽇京都駅の近くで交流センターの先⽣といっしょに⾷事をしました。肖婉晴にも会えました。彼⼥は遠くに住んでいるので、いっしょに出かける機会がなか
なかなかったのですが、会えて本当にうれしかったです。彼⼥に⽇本語はうらやましくなるほどとても上⼿になっていました。 翌⽇はお⼆⼈の先⽣と、私たちの学校にいき、
お話をしました。それから授業を⼀コマうけました。先⽣のお話を聞き、私も思うところが沢⼭あり、反省しきり、抱負もでき、あと⼆⼗⽇間あまりでhomestay先をかえなく
てはいけないときき、残念にも思いました。こんな複雑な気持ちは何⽇間か続き、私は11⽉の最初のお休みを迎えたのです。 11⽉10⽇と翌11⽇は新⼈戦の決勝戦が福知⼭で
⾏われました。応援に⾏く為には泊まりで⾏かなくてはいけないので、宿泊費、交通費、⾷費などで約1万円の出費がかかります。そんなにだせないので、家で休んでいまし
た。10⽇はゴミ出しの⽇だったので、我が家がからすよけネット張り当番でした。私は朝早く起きていっしょに⼿伝うつもりだったのですが、朝起きたら既にお昼でした。
（もしくはお昼に起きたら…というべきかしら） その⼆⽇間はよく休め、⽉曜⽇には元気⼀杯に部室に向かえたのですが、そこで試合に負けてしまったと聞きました。これで
また何⽇間か落ち込んでしまいました。バトミントンのコーチの⾼宮先⽣に私は「どうであれ、やっぱり先輩達は⼀番すごかった」というと、先⽣は「彼らが⼀番だよ」と⾔っ
てくださいました。 新⼈戦では準優勝しかとれませんでしたが、先輩達はこのため坊主頭になりました。私は「⾃分も頭そります︕」といったのですが、部⻑は「⾼宮コーチ
が許さないよ」と⾔いました。やはりコーチからも昨⽇、お叱りを受け「頭を丸めるなんてバカなことは私が若い頃にやってたことだ。でも、頭をそったからって、何になる、
何も変わらないぞ。」といわれました。 今⽇はみんなの⽇記を沢⼭読みました。でも私はほとんど書いていません。お恥ずかしい限りですが、⽇記などこういった⽂体は時間
の制限を受けるので、すこしずつやっていきます。これからはみんなのようにたくさん⽇記を書きにきますね。先⽣やみなさんにも近況を報告しに来ます

杜 航さんの⽇記



無題

2007.11.17

10⽉17⽇~10⽉31⽇は私達の学校のカナダへの修学旅⾏でした。もちろん、10⽇あまりもずっと遊んでいられませんので、ふたつに分かれての編成です。私達のクラスは4⽉
に先陣を切っていってきましたので今回はなしで学校で居残り授業です。体育の授業は本来は4クラス合同で⾏うのですが、私達のクラスだけで受けました。9⼈の男⼦だけで
サッカー、バスケ、爽快︕ その間⼀⽇、たしか10⽉２５⽇、A組が帰ってきてB組がいれかわりに出発し、みんな学校には来なかったので、私達のクラスだけで授業を受けたの
です。これを聞いたときとても興奮しました。だって学校には私達１６⼈しかいないのです。でもあとから１年⽣も3年⽣もいるのだということに気がつきましたが・・・・ そ
の⽇私達のクラスは「東京タワー」を⾒に⾏きました。とても感動しました。皆さんも機会があれば是⾮⾒てください（とくに東京でバスのなかから東京タワーを⾒損ねた⼈は
ね）。 観た後は家が恋しくなるけど、泣いちゃだめだよ〜

杜 航さんの⽇記



建国記念⽇︖

2007.11.24

昨⽇は⽇本の建国記念⽇。練習が終わった後友達⼆⼈とバドミントンのラケットを買いにいって、帰りに道端でラーメンを⾷べた。ラーメンのたぐいは中国から伝わったもので
はあるけど、⽇本のラーメンも独特で、すごくおいしい。 ⽇本の建国記念⽇は中国とは全然違って、街には国旗すら掲げないし、皆何事もないような顔をしていつもと変わら
ない⽣活をしてる。

杜 航さんの⽇記



新しい友達

2007.11.24

昨⽇は家に帰るのが早く、家には誰もいない。そこで僕は近くの運動場を周ってみた。⼀⼈バスケットボールをしているのが⾒えて、堪えきれずに⼀緒にやっていいか聞いた。
その後僕らは知り合いになった。これぞ⾬降って地固まるってやつでしょ。 彼はjamsと⾔って、フィリピン⼈だ。⼩学⼀年⽣の時に⽇本にきた事があって、その後帰国し4年
間フィリピンの⼩学校で学んだ。それで六年⽣の時に⽇本で働くお⺟さんに⽇本へ連れてこられた。彼は⼩学校の頃からバスケを始めて、⼀番好きな選⼿はウェード。夢は⽇本
のバスケット選⼿になり、その後NBAに⼊ることだそうだ。 彼の家はすぐ近くで毎⽇練習にきている。彼は⽇本の学⽣は外国の学⽣と違ってちょっとぶつかっただけで怒ると
⾔う。しかもグループの中でもし誰かが特別⽬⽴ったりすれば仲間はずれにされる。強者が弱者にチャンスを与えないのではなくて、むしろ他⼈より出来が良いほうがはずされ
易い。だから彼は体育の授業ではほとんどシュートは打たず、他⼈同様⽬⽴たないようにしているらしい。だがプロ選⼿になるという夢のために、毎⽇⾃分で練習しているの
だ。 彼の⾔うことを僕は最初理解できなかった。クラスメートとボール遊びをして怒るなんて想像できなかったからだ。バスケットボールは⼀緒に倒れてこそ正常だ︕ だけど
その後僕は⾃分の経験を思い出した。確かにそんなような事があった。僕とクラスメートがバスケをしている時、ほとんど誰も僕にパスをくれなかった。しかも倒された時だっ
て相⼿はごめんの⼀⾔もなかった。⼀番印象に残っているのは、ドリブルをしている時に場外に押し出されたことだ。僕も相⼿がルールを知らないんだと思って、「守る時は⼈
を押しちゃいけないんだよ」と⾔おうとした。だけど「守る時・・」まで⾔いかけた時、相⼿はすぐごめんと⾔って⾛り去った。皆は何を思う︖交流センターの先⽣⽅、あなた
達がこの⽇記を⾒た時何を思いますか︖︕どうしてこんな事がありえるんだ︖⼀緒に授業をうけるクラスメートじゃないか︕ 来たばかりの時を思い出した。中国⼈の先⽣が僕
に「君は英才教育を受けてきたんだろう。他⼈より優れた部分がたくさんあると思う。だけど時には損をしない程度に弱く⾒せる必要がある。」と⾔ったことがある。その時は
もちろんこの⾔葉の意味が分からなかった。学校にいるとき、何をするんでも中国にいるのと同じように最⼤限の努⼒をしてきた。そのせいだろう、クラスの中で僕は皆みたい
に歓迎されていなかった。ずっと悩んでいた。どうして誰も僕に中国の事や学校の事を聞かないんだろう、どうして誰も僕に中国語を教えさせようとしないんだろう・・・ こ
の原因はこれなんだろうか。そうであってほしくない︕ まだいい、すごく幸運なことにもう⽇本に順応した外国⼈と知り合うことができたから。jamsはこんな機会がなかっ
た。彼はきっとすごく苦労したんだろう。でなかったらどうやってわざと何もできないふりなんてできる︖︕彼が多くの挫折を味わったことは簡単に想像できた。 彼と知り合
えて本当にうれしい。⼼が温かくなる。 それともう⼀ついいニュースが。僕、来年試合に出れることになったんだ︕ダブルスで︕興奮するよ。バドミントン部に恥をかかさな
いように、もっともっと練習する︕ 皆も頑張れ︕︕

杜 航さんの⽇記



引っ越しだ

2007.11.30

12⽉2⽇から、新しいファミリーとの⽣活が始まります。明⽇には荷物の整理をしなければなりません。本当に別れがたく、つらい気持ちで⼀杯です。まるで今は家にいて、こ
れからホームステイに出てゆくところのようです。 ここでの⽣活は忘れません。これから困難にぶつかったときには、⼆⼈の顔を思い浮かべます。ひとりは私を⽣んでくれた
お⺟さん、そしてもう⼀⼈は松本家のお⺟さんです。

杜 航さんの⽇記



久しぶり

2007.12.23

12⽉、僕は新たなホストファミリーの所に⾏きました。新しいファミリーは佐藤さんといって、家族は4⼈、みんなとても親切です。⾃分⾃⾝は別の家に住み、⾷事やインター
ネットをする時に「佐藤家」に⾏きます。寮にいるようです。 僕が⽣活をする家は130年の歴史のある古い家で、トイレや洗⾯所は室外で、顔を洗う場所も露天なのです︕話
で聞いていると⾯⽩いでしょうが、住んでみるととても寒くて、部屋の中はだいたい12〜3度、朝起きるときは８〜９度しかありません︕だから僕は⽬覚まし時計を7︓00にセ
ットして、⽬が覚めた後、布団の中で40分あがいてます..... 12⽉中旬にテストがありました。成績は僕だけが知りません。でもどうでもいいです。テストが終わってから教室
に⾏っていません。今は毎⽇スポーツに励んでます。でもまだダメです。今⽇のシングルス（模擬）もやはり負けました。さらなる練習が必要です。1⽉12⽇の試合は絶対に負
けられません︕ 19⽇の誕⽣⽇、基⾦からお祝いのカードが届きました。すごく感激しました。みんなの写真が印刷されていたんです。とくに先⽣⽅の笑顔を⾒たら⼼が落ち着
きました。まるで家族に会ったようでした。 基⾦の先⽣⽅、橋本先⽣、森藤先⽣、⼭崎先⽣、⼩島先⽣、富堅先⽣...とても感謝しています。感謝状を書きたかったのですが、
12⽉からメールにつなげませんでした。森藤先⽣からのメールに返信もしていません。本当にごめんなさい。ここで感謝を述べるしかありません。 みんなも休みになったよ
ね。⽇本の⽂化をよく体験しましょう。外国でクリスマスと新年を過ごすのはきっと⾯⽩いよ。佐藤さんの⻑⼥は昨⽇、関⻄空港からニュージーランドに出発しました。本当に
うらやましい︕ 明後⽇はクリスマスです。京都にいる4⼈の留学⽣と⼀緒に遊びます。しばらく⼀緒に過ごしてないからすごく楽しみです。 今⽇はこんなに⻑く書いてしまっ
た。もう遅いから寝なきゃ。 メリークリスマス、よいお年を︕

杜 航さんの⽇記



新年おめでとう

2007.12.27

おととい京都の4⼈がとうとう集まった。 ⾦閣寺、清⽔寺に⾏った、とても楽しい、沢⼭写真を撮った、でも2M.を超えてしまった... 今⽇は今年の最後の練習、中国から持って
きた中国結びを先⽣と友達にプレゼントした。先⽣は僕に⽇本の“もち”をプレゼントしてくれた、多分１キロか1.5キロはあると思う。⽐べてみると、僕のプレゼントあまりに
あまりに..... もちはとてもおいしかった︕だから今晩とてもうれしい︕ 明⽇から佐藤さんの料理店のお⼿伝いをしなくちゃならない、深夜までかかりそうだ︕ 頑張ります︕ み
んな新年おめでとう︕

杜 航さんの⽇記



2008年

2008.01.01

2008年第⼀号の⽇記を書いた学⽣は私かな︖ 新しい⼀年、皆さんが楽しく充実した残りの留学⽣活を過ごされますように。先⽣⽅のお仕事が順調でありますように。私⾃⾝の
成績が良くなりますように。両親がずっと健康でありますように......

杜 航さんの⽇記



ああ、悲惨

2008.01.12

今⽇は試合だった、僕は負けた、だけど学校は勝った、それでいい。 後悔するのはやめよう。 こんなことは予期していたことだから。。

杜 航さんの⽇記



2⽉4⽇

2008.02.04

先ず春節おめでとう。 京都は1⽉下旬から雪が降りはじめ、瀋陽ほどは多くはないけど、降ったんだ。いつも丁度帰宅の時にひとしきり降ってくる。制服に雪の花がいっぱいつ
いて、頭も眉も⽩くなる。⼩さい時お⽗さんの⾃転⾞に乗っていて、お⽗さんのひげに、霜がくっついてたの思い出した。 この前、家の⼈が中国の“雪による災害”のこと話し
てて、僕は去年の3⽉のあの雪を思い出し、まだ⼤丈夫だと思うと⾔った、毎年多くの雪が降るんだ。その後ニュースで南⽅の⼤雪のことを知った。⼈々が駅に閉じ込められて
いる、空港でも家に帰れない、焦るだろう。中国⼈が⼼を⼀つにし協⼒して災害に打ち勝ってもらいたい。。 最近回りの⼈が毎⽇中国のギョーザの問題を話してる、テレビで
も。特にインタビューの中で“中国製品は、信⽤しますか︖”の⾔葉を⽿にする。悲しいし、怒りも感じる。。中国では⾼等教育を受けてなく、品⾏の劣る⼈は、かなりいるのは
事実だ、この点は認める。しかし確信を持っていえる“今の問題は、将来必ず解決するはずだ︕”中国⼈はきっと今度の事故を直視し、ベストを尽くして最良の解決策を採るだろ
う、でも⽇本のテレビ局さえ“中国の製品なので。。。”このような⾔い回し、僕はとても失望する。 中学３年の時、学校で⽇本製品を排斥を煽る出来事があったのを思い出し
た、さらにクラスメートが机に⽇本語クラスをののしる“売国奴”のメモをおくようなことがあった。。。 中⽇の友好は本当に難しい、どのようにすれば、お互い理解しあえる
のだろう。僕の中国の友達、僕の⽇本の友達、どちらか⼀⽅の協⼒が⽋けたら、今⽇のような幸せはありえない。このように双⽅に誤解が⽣じてる時、気持ちはとても複雑だ、
⾃分の従姉と従弟がけんかをして、どちらを応援し、どちらを慰めるだろう、そんな気持ちだ︖ 先週森藤先⽣からの電話を受け取った、辞めるって⾔われた、僕はなんて⾔っ
たらいいのか分からず、結局何も⾔えなかった。。。今は、とても離れ難いとしか⾔えない、⼤阪か東京で先⽣に会えるといいな、みんなもそう思っているだろう。このような
先⽣がいてくれて、僕達は本当に幸せだ︕ この⾦曜⽇に“漢字検定”に挑戦する、どう⾔えばいいかな、バドミントンの試合と同じ︓申し込む時は、⾃分は必ず受かると思うん
だけど。。。
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地震があったのに、僕は何も出来ない。

2008.05.30

地震があったのに、僕は何も出来ない。たまに疲れを感じてしまう。耐えられない時被災地の⼈々を思い出すと少し元気になる。⾼校に⼊ってからは解放軍に⼊って服役したい
と思った。いつもどんなに⼤変の時でも勇敢に⽴ち向かって、真に⾃分の⼒、さらに命を貢献することが出来る。しかし超現実問題として、僕はこう考える前に近視になってし
まった。去年建軍記念⽇の時、ちょうど⽇本へ来る前の準備段階だったんだけど、中央テレビに計６話か８話のドキュメント番組「祖国の⼤地を踏み込んで」があった。⾒られ
る⽅は是⾮⾒てください。解放軍の使命は戦争ではなく、あらゆる場⾯で中国⼈⺠を守ることだ。 五⽉の中旬に全国⼤会の予選に参加した。ダブルで思わぬ⼀回戦で負けてし
まった。これは⾃分が強くないからかな、それとも忍耐⼒が⾜りないからかもしれない。そのあとたくさんの学校の選⼿達が悔しくて⼤泣きするのを何度も⾒て、つらかった。
あれだけたくさんの⼈達が全国⼤会で頑張ってて、最終的に勝って引退することが出来る⼈は６⼈ぐらいしかいなかった。 でも、苦労しただけ達成感があると思う。
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追伸

2008.05.30

今⽇は試験が終わって、僕達は街に出て募⾦に⾏ってきた。 あと、他のメンバーはすでに分かってるかもしれないけど、僕はどうせいつも情報少ないほうだから。 今度の留学
⽣は「外国語」学校から派遣されるそうだよ。⾼校クラスの⼦たちの楽しみは無駄になってしまった。かわいそうに、優秀な⾼１の⽇本語クラス︕︕ 僕はとても悔しいと思っ
てる︕
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学校へ復帰

2008.08.30

帰国後引っ越しましたが、友達にメールを送ったけど、送信できないのが多かった。 先週学校に戻ったら、勉強がとても忙しい。学校がますますきれいになってきたが、ただ
教室がちょっと狭いと思う。来週から2週間に⼀度しか家に帰れないようになる。 最近⾷事が⼤好きで、⾷堂の営業が始まるとすぐ⾏くので、⼀⾷も⽋かさず⼀⽇四⾷をとって
いる。 富樫先⽣はいつ瀋陽にいらっしゃるのだろう︕
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春節おめでとうございます︕︕

2009.01.25

春節おめでとうございます︕ 先⽣たち、友達が体が健康で、仕事が順調で/学業が成就することを祈ります。 留学している友達はどのように祝賀しますか︖あなた達の留学⽣活
が順調で意義がありますように。
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卒業後初めて︖の⽇記

2010.06.19

（留学⽣の様⼦を⾒るために、たまにこのサイトを覗くこともあるんだけど、何を書いていいのか分からなくて。） 先週東京へ⾏ったよ。蒋さんが⾊んな所に連れて⾏ってく
れた。⼤久保で中国の商品も買ったよ。それから東⼯⼤の⼆⼈の友達にも会いにいった。東⼯⼤の学⽣に⼤⼈気の店でタンタンメンを⾷べた。ものすごく⾟かったけどめちゃく
ちゃおいしかった。 最近⼤阪は⾬ばかりで僕の⾃転⾞錆びちゃったよ。かわいそうな⾃転⾞。
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留学⽣委員会

2010.06.23

昨⽇は留学⽣委員会のイベントがあったんだ。ちょっとしたものをつまみながら、みんなでゲームをしたりして交流したんだよ。  でも⽇本⼈学⽣に⽐べて、参加する予定の
留学⽣が少なくて、僕は急遽8⼈の留学⽣に参加をお願いしたんだ。みんな育才クラスのメンバーだ。イベントは成功だったといっていいかな。準備も充分だったし、なんたっ
て参加した⽇本⼈と留学⽣の⽐率がほぼ1︓1だったからね。 そこで、この委員会に興味を持ってくれた⼈は、ぜひ⼊って欲しいって誘ったんだ。だって⼤阪⽣協の留学⽣委員
会のメンバーは5⼈（僕も⼊れて）、理事会より少ないんだ。しかも来年には3⼈が卒業してしまうし、このままじゃ委員会は解散になってしまう。ぜひ、新メンバーが必要な
んだと訴えたら、みんな⼊ってくれるって⾔ってくれたんだ。  でも今⽇、明⽇のミーティングの件を伝えたら、あまり乗り気じゃないみたいだった。みんな僕の誘いを断り
きれなくて参加してくれたのかな。あまり積極的に活動に参加したいわけじゃなかったらどうしよう。  でも留学⽣委員会のメンバーはみんな⼤興奮、だって久しぶりの新⼊
メンバーだからね。みんな精⼀杯委員会の「元気さ」をアピールしていたよ。   僕は間に挟まれて、微妙な⽴場だったけれど。
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