
⽇記9⽉4⽇ 到着

2007.09.05

ああ、⽇本にやってきた。 今まで多くの⼈に⽇本は⾯⽩いか聞いたことがある。 誰もが⾯⽩いと⾔う。 ⽇本の第⼀印象は、清潔だということ、それから狭いこと、都市が巨⼤
なこと。 あとはもう、疲れたし、おなかがすいた。 移動ばっかりでいやになるよ︕ 到着したその⽇は、ただただゆっくり眠りたいばかりだった。 でもまあ悪くはない。 まだ
あまりお⾦を使っていない。 ⼩銭がなかったから。 今⽇先⽣に⼿伝ってもらって、ホテルで両替をした。 これで⾃動販売機も使えるようになった。 PS︓⾶⾏機から降りると
き、ずっと僕の写真を撮っているおじさんがいて、僕も彼と⼀緒に写真を撮った。 ⽇本⼈の第⼀印象はやっぱりとてもいい。
これは⽇本語で投稿されたものです

王 琢さんの⽇記



ここ何⽇かのこと

2007.09.09

ohye︕ にぎやな東京を後にし、５時間の旅路を経て⽇本の⼭村にやってまいりました。 ⼭村ですが、しかし中国の⼭村とはまったく違います。親切な先⽣と同級⽣たちに迎え
られました。週末でしたので、学校にいた同級⽣はあまり多くありませんでした。 この何⽇かはとても疲れて、あまりネットもみていません。私は変圧器を持って来ていない
ので、PCの充電は友達から借りてするしかありません。 私のルームメートは中韓のダブルで、彼の国籍は中国ですが、話す中国語は外国⼈のようで、外⾒も気質もまったくの
韓国⼈です。 今⽇は先⽣と同級⽣に⼿伝ってもらって、⽣活⽤品を買いそろえました。どうもありがとうございます。 でも、やはりとても東京の先⽣達が懐かしいです。それ
と⼤切な友⼈でもあるhiguti先⽣、皆様のお仕事が順調でありますように︕ これぐらいにして、明⽇から学校が始まります、楽しみにしています〜

王 琢さんの⽇記



私の⽇記は︖

2007.09.09

あんなにたくさんかいたのにどうして⽇記がみつからない︖ my GOT︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕

王 琢さんの⽇記



第1⽇⽬

2007.09.11

⽇本で初めて授業を受けた。⼀時間⽬はは近代社会の授業で、まあまあでした。30％聞き取れた、すごい。 でも⼆時間⽬の授業は簡単すぎると感じた。それは留学⽣の⽇本語
授業なのですが、みな私の1学年で学んだ内容でした。それで、私は先⽣に⽇本の国語の授業を受けたいと申し出ました。これこそがチャレンジ精神︕ 友達といっしょにの時は
とても楽しい。⽇本の友達はみな中国語で呼びかけてくれるし、とても親切です。3,4時間⽬は英語の授業でした、でも違う先⽣が授業するので、すごくいいと思う。その中の
ある先⽣は授業を半分で中断し⾃習にして、私に中国と⽇本のようすを尋ねました。重慶市に何⼈いるのかと聞かれ、私は彼に対して2000万⼈ですと答えました。でも先⽣は
全く信じません。またその他の都市のデータで⽐べたりして、最後にインターネットを利⽤して調べ出しました。重慶にもとは3500万⼈⼝があり、先⽣はとても驚いていまし
た。 本当に運が悪くて、ちょうど来て数⽇なのにみんなのの試験に出くわすことになりました。とても簡単だと⾔いますが、英語はすでに3年間学んでいないので、これは私に
とって⼤きい挑戦です。先⽣は幸いにとても親切で、とても根気良く教えてくれます。私は3年前に捨ててしまった英語を、再び拾いあげることになったのです。 明⽇試験で
す、だから今⽇の午後授業を受けなかった。でも私のコンピュータももうすぐパワーがきれそうです。バッテリーはまだ買えていないし、時間さえあれば、電気店に⾏って交換
するのだけど。。 少し眠い、寝よう、パソコンきれそう。。。。 PS先⽣達の伝⾔すべて⾒ました。私への励ましありがとうございます。私は先⽣達の~時間があれば連絡して
~︕を思い出ています。

王 琢さんの⽇記



試験︕⼤失敗︕

2007.09.12

みんなはそれぞれの学校に着いて、楽しい⽣活を過ごしてるけど、僕は⼆⽇⽬にして学期末試験に参加した、まさにチャレンジ︕ でも、全て上⼿くいかなかった。まず保健体
育の試験だった、○×式のは答えたけど、その他は全然できなかった。 その次は数学、もともと数学嫌いの僕は、⼜してもメチャクチャをしてしまった。ＯＨ ＮＯ︕たぶん中
国の学⽣がここに来てこの数学の問題を解いたらみんな満点だろう。今⽇の最後は英語だった。、ほんの少ししか解からなくて、点が取れたらいいけど・・・ 明⽇もある、こ
われそー︕〜〜〜 ⼀番怖いのは試験．．．．．．．．．．

王 琢さんの⽇記



発散した後........

2007.09.12

⽣まれ育った中国を離れ、⾁親や知り合いのいない⽇本に来て、少しまだ慣れない。特に⼼のバランスをとる点において。 僕⾃⾝を極端にもてあましてる状態の時、電話帳を
ペラペラめくて電話をかけまくっていた。 その後、aya先⽣が僕の話を聞いて、とても気をつかってくれ、すごく感激した。でも電話料⾦は湯⽔のように、すぐ流れていってし
まう...orz 僕が落ち込んでいる時、東京からの⼩包(shiseido)を受け取った。それは、あっという間に僕の未熟な⼼を潤してくれたのだ... 世界は本当に不思議なもので
す.......... 私が丁度うれしく思ってた時、⽣活管理の先⽣のアナウンスが聞こえた:"305号の王琢君、君に電話だよ!"僕はまるで気が狂ったウサギのように⼤急ぎで下に駆け下
りていくと、なんとmori先⽣からだったのです...... 先⽣は電話で僕の学校の情況を聞いてくれ、その上⾊々話した。⼼配しなくていいのよ、ゆっくりと慣れればいいから.....
更にここの先⽣、クラスメートはいうまでもなく僕によくしてくれる。今⽇はある⼥⼦⽣徒が街を案内してくれた。*-* 僕の未熟な⼼は再び恩恵を受けて、ますます感動した
~! ここは本当にすばらしい、みんな、⼼配しないでください︕︕︕ PS 昨⽇⼊浴の時、⼤きな失敗をしてしまった。それは、スリッパをはいたまま浴室に⼊ってしまい、みん
な異様な⽬で僕を⾒てて、その時は気づかなかったけど。今はわかって、本当に恥ずかしかったです。 .................................................

王 琢さんの⽇記



⽣活のこまごました事

2007.09.13

1 昨⽇僕は寮の友達と⼀緒に学校に⾏った、5分遅刻した、クラス担任の先⽣の厳しくしかられた。 2 僕の銀⾏カードはまだできてない。カード上に僕の名前が必要らしい。ま
だ待たなきゃいけない。 3 僕の学校の校⻑先⽣はカメラを予約してるが、まだ⾳沙汰ないらしい。すでに⻑い間待ち望んでるのに。。。早く⼿に⼊るといいのに。そうすれば
写真が撮れる。。。 4 試験の失敗、さんざんだった、⽇本語のテストさえひどかった。⼼は完全に空⽩状態で、頭の中も空っぽだ。 5 悲しいけど。成績が実際の出来より良け
ればいいのに。 6 僕のコンピュータの電源はまだ⾒通しがつかない。でも今⽇すでに先⽣が⾒にきてくれた。もう少し待たなければならないようだ。 7 ⽇本の勉強は簡単すぎ
て、楽してる僕は⼀⽇あんまりすることがない、ぼんやり過ごしてる。。。 8 ホームシックになりました。 9 今⽇の国際部の吉井先⽣が夢にまで願った唐⾟⼦を持って来てく
れたのがとても嬉しかった。ついに⽇本で⼝に合うものを⾷べられた。その１つを⽇本のクラスメートに⾷べさせようと⼿渡すと、彼はひと⼝を⾷べて、⾟さでむせかえり、ま
るまる半時間苦しでいた。 10 東京の先⽣達を懐かしく思います、先⽣達きっと伝⾔、感想を送ってくれると思う、僕にメール電話ください︕ 11 。。。。。。。。。。。。
要するに、やはりとても楽しいです。 毎⽇コンピュータをあけて最初に⽇記を⾒ます。みんなの話を読むと⼼が落ち着くのがわかります。 橋本先⽣が⾔うように、⽇本での
⽇々、うれしいことも嫌なこともあるだろうけど、ゆっくりと体得して、慣れて、それこそ⼈⽣のが修練なのです。 ピクチャーの説明︓僕が今最も⾷べたい⽔煮⽜⾁、とても
⾟いです︕

王 琢さんの⽇記



毎⽇happy︕

2007.09.14

ついにカメラを⼿に⼊れた︕︕︕︕︕︕︕ コイツに夢中︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕ ⾃分はなんてハッピーなんだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 素晴らしい⼈⽣のスタ
ートを切ったぞ︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕ oh︕yeah︕ みんな、先⽣愛してるよ︕︕︕︕︕ それと校⻑先⽣、明⽇、野球の練習に連れて⾏ってくれる約束、よろしくお願いしま
す︕︕︕︕ ただ、残念なのは、このウェブサイトのピクチャーには多くのせられないこと、たった3枚だけ︕︕︕うーん残念︕︕︕ まだまだ写真は沢⼭有ります。アップする
のでみんな⾒てください︕︕︕︕︕ 写真 左︓私と親愛なる校⻑先⽣︕ 中央︓私の中国のクラスメート。本⼈は劉徳華に似てるといっている。 右︓私の学校の制服︕︕カッコ
いい︖

王 琢さんの⽇記



激⾟ラーメンの代償

2007.09.14

今⽇、晩ご飯の後、またお腹がすいたので、先⽣に断って、朝鮮⼈の同級⽣と近くのラーメン屋にいきました。 重慶⼈は、⾟い物好きなので、私達は地獄ラーメンと⾔う名前
の店に⼊り激⾟ラーメンを⾷べてきました。 私はその店で⼀番⾟い、５０Hotに挑戦し、がっつり⾷べてきました。 ⾃分の限界まで⾷べてきましたよ。 お店の⼈はこんな⾟い
ものをと、驚きかえり、⾷後、この店の最⾼記録保持者として私に賞状を渡してくれました。 そのラーメンを４５分かけて⾷べ、時間が経つのを忘れてしまっていたら、先⽣
がラーメン屋まで帰ってくるようにと電話をかけてきました。 あまりにも⽔を⼤量に飲んだので、お腹が痛くなりはいてしまいました。 帰ってきてからはさらに悲惨でした。
帰りが遅かったので⼆⼈とも先⽣から罰としてトイレ掃除を⾔い渡されました。 ２階から４階までの全部のトイレです。 先⽣は初めて留学⽣にトイレ掃除をさせたとおっしゃ
っていました。oh no しぶるお腹にたえつつ、全てのトイレを掃除しました。 ⼆度とやるものか。。。。。。

王 琢さんの⽇記



野球の激戦︕

2007.09.15

今朝、教頭先⽣は私と台湾からの先輩留学⽣（⼥性）を我校と勝⼭⾼校の野球の試合に連れて⾏ってくれました。 ずいぶん早くから⽬を覚ましてしまいした。 私の初野球体験
で、もちろん正式な野球の試合を⾒るのもこれが初めてです。 我校の野球部はかなりの強豪と聞いてはいましたが、今⽇実際に試合を⾒て本当であると実感しました。 教頭先
⽣はとてもよくしてくださいます。今⽇のことを重慶の⾔葉で表現するとすれば「耿直（直球でズドンくる）」。道すがら、ゾクゾクしっぱなしでした。 ぶらぶらと１時間ほ
ど歩き、私達はツヤマ野球場に到着しました。 ⽣まれて初めて⾒る野球場、そして初めてスタンドに座りました。 （スタンドはとても危険でしたよ。何度もボールがグラウン
ドから⾶んできては⼈にぶつかりそうになっていました。） みんなのすごいガッツをみせてもらいました︕ 応援の⼿拍⼦が続くなか、⾃分もルールはよくわからなくても、他
の観衆といっしょになって盛り上がって応援する⼿が⽌まりませんでした。 o got︕感動した︕感動した︕ 教頭先⽣には本当、感謝です。地元料理をいっぱいごちそうになり
ました。 それと、野球部のみんながんばれ、明⽇からもっともっと応援するからな︕

王 琢さんの⽇記



今⽇茶道をしました

2007.09.20

夜なかなか寝つけない、明⽇僕のipodが届く。すごく興奮してて、楽しみ〜〜 今⽇、先⽣達がざっと⽇本の⽂化を教えてくれ、茶道の授業をうけた。好奇⼼いっぱいで教室に
⼊ると、僕のほかにアメリカからの⼆⼈がいた、みんな学ぶ気持ちマンマン。以前にテレビドラマで茶道してる様⼦を⾒たことはあったけど、⾃分が体験できるなんて思ってな
かった。和服と畳はなかったけど、茶道の⼀期⼀会の精神いい。 僕たちは先⽣について、時間かけて袱紗と格闘し、ふきんで拭き、最後にお椀と茶器をゆすいだ。アー、メチ
ャクチャ疲れた。。。茶道の作法は腕をのばして持たなきゃいけなくて、授業中の間そうしてたら、疲れてどうしようもなくなった。。。。 でも、興味はつきなかった。 テレ
ビドラマで理解してたけど、初めての茶道は⾔葉にできないほど⼤変でした。でも、特にあまり味を感じなくて、苦くなければ、つまり普通の抹茶の味でした。 僕はもう茶道
の真髄を悟ったのかも〜〜 PS⻑い間みんなの書き込み⾒てないよ、みんなのことが懐かしいよ︕〜〜

王 琢さんの⽇記



ずっと忙しかった︕

2007.09.25

この何⽇か、たくさんの⾏事に参加し⽇記を書きにくる時間もありませんでした~ 1 学校の体育祭で、私は陸上競技と綱引きに参加してきました~︕ リレーで、私達はかなり
いい成績をとりました︕綱引きと陸上競技も勝ちましたよ~ここの体育祭には「︖」な競技もあって、パン喰い競争やら、⽔飲み競争も。。。 2 体育祭終了後下校し、平岡先⽣
のお宅へ呼んでいただきました。先⽣のお宅は純⽇本家屋で、イブという名前の⽝も飼っていらっしゃいました。とてもいいこでしたよ。。。 3 翌⽇は⻄⽥先⽣、柴原先⽣と
いっしょに岡⼭に⾏って、まだ⾏った事の無いたくさんの観光地をまわってきました。岡⼭の有名なタコ焼きもたべました。 4 ⼀番印象に残っていることはそばの⼤⾷い競争
に参加してきたことです。⼀番すごかったのは⼥性で１７０杯⾷べていました。⻄⽥先⽣も参加し、体格もいいのでけっこう⾷べていらっしゃいましたよ~︕ 5 でもそれからは
そばを⾒るのもイヤ︕そば、の２⽂字をみるのも怖い~~~~ 6お休みの三⽇⽬、平岡先⽣は私を温泉に連れて⾏ってくださいました。気持ちよかった~その後学校に帰りまし
た。 7 今⽇の午後は、バレーボール部の練習に参加しました。バレーボール部のメンバーは皆⼥⼦で、私が唯⼀の男⼦部員です。今⽇は別の男⼦のクラスメートが⼀緒に練習
に参加してくれました。今⽇は練習初参加でしたので、腕が痛い~でも私たちの学校の⼥⼦部員はみなすごくて、まるでオリンピックのような雰囲気~それと礼儀・規律も重ん
じなければなりません。もっと⾃分も積極的にでていきたかったけど、無理です。ぼーと⽴ち尽くしてしまい、球を受けられない、す、すごすぎる~~ ８練習終了後、市⻑とお
会いしてきました。よかったです。贈り物まで頂いて、明⽇の新聞にも載るそうです~

王 琢さんの⽇記



そんなの関係ね︕HE︕オッパピッ︕

2007.09.27

今⽇なんとなく、先輩たちの動画をみていて、この２⽂字が頭に浮かびました、感動。 この１年は本当に短くて、時間がたつのは本当に早いものです。来たばかりのときは慣
れなくて今ようやく慣れ始めてきました。着いたばかりの１週間はやたらと時間がたつのが遅く感じられ、今はだいぶ⽇本での⽣活のリズムが出来上がってきました。来たばか
りのときは時間がたつのが遅く感じられましたが、今は、もうあと何ヶ⽉かしたら、ここを離れるのだなという気持ちになってきています。先輩たちの成⽥空港で名残を惜しむ
様⼦をみて、⾃分のときの⽗⺟がバスのところまで⾒送りに来てくれたときの情景を思い出し、その気持ちのずれに感じ⼊ってしまいました。 先輩たちが抱き合って声を押し
殺して泣き、橋本先⽣に⼀⾔ずつ⾔葉をかけ去ってゆく様⼦をみて、１年後の⾃分の姿を想像するのがちょっとこわくなりました。。。 空港の洋⾷レストランを⾒て、到着し
た当初の疲れた気分と交流センターの先⽣⽅の配慮を思い出し、私はお礼の⾔葉しかでてきません。 ⽇本でも多くの中国⼈を⾒ました。彼らの⽣活は時にはとてもたんへん
で、時にはとても充実し、時にはとても豊かで、時にはとても安らかで、彼らも⽇本国⺠の友情を感じることができますよう願っています。 先輩の書く⽇記を⾒ました。中国
に帰った後に⽇本にいるお⽗さんとお⺟さんに電話をかけたとき、まるで夢の中でそちらにいっているようだったとありました。私は⼀般家庭ではなく学校に寄宿しているので
すが、学校での⽣活も様々なことを体験でき、夢に⽇本のお⽗さん、お⺟さんを⾒ることはないでしょうが私を待つ両親そして私を気にかけ、すごしてくれたすべての⼈々を夢
に⾒ることでしょう︕ 動画の中で仲のいい友達も⾒つけました。彼も短期班に参加し、帰国後彼から⽇本の⼈たちはとても友好的だったと聞かされ、そのときは信じられなか
ったのですが、いまは⾃分で実際に体感しています。きっとこれからの１年、そのおもいはますます深くなっていくことでしょう︕ そんなの関係ね︕HE︕オッパピッ︕

王 琢さんの⽇記



こんなに近く、あんなに遠い（原題のまま）

2007.09.27

ツバメさん、ツバメさん、どうして毎年春にここに来るの、と聞くとツバメは、ここの春がいちばん美しいからと答えます。。。 お利⼝なウサギさん、ドアを開けて、すぐ開
けて、⼊りますから、開けないなら開けずに、お⺟さんはまだ帰って来ません、ドアを開けてはいけません~ さっき⼼連⼼の映画を観て、⾃分の⼦供のころのことを思い出しま
した。私はまだ⻘⼆才ですが、私の今の⽴場は彼と同じです。 ⼦供の時私もそのような写真を撮ったことがあって、またよく祖⺟に⽢えて、出国の前、祖⺟は私を少なからず
⼼配し、気にかけていました。 私はよく家族のことを思い出しますが、⽇本でもとても楽しくすごしていて、⼼連⼼のみなさまにはこのような機会をあたえてくれたことにと
ても感謝しています。この映画はお勧めです。このネット上にあります。⾃分と似ているところを探してみてください。そして家族のことを思い出して。 遠く離れても⼼はい
つも⼀緒。 heart to heart~ 近くはないけれど、遠くもなし。 photo︓1私の祖⺟ 2私の両親 3故郷の⽉

王 琢さんの⽇記



本当の意⾒

2007.09.30

⽇本に来て、ひと⽉が経とうとしています。沢⼭の楽しいことがありました。⽇記というものは、⾃分の気持ちを書き記すものだと思う。だから、楽しくない事も書かなくて
は。⼀時的な考えかもしれないけど、真実のようにも感じる。間違っていたら、⼤⽬に⾒て下さい。 １僕が来た⽬的は、⽇本⼈と交流し、⾃分の外国での⽣活能⼒を⾼め、⽇
本の⽂化に触れるためなのです。⼀⽇中、中国⼈や韓国⼈といるためでは決してないのです。 ２東京での⽇々を懐かしく思います。先⽣達と⼀緒に出かけ、本物の⽇本を体験
できた。ちゃんとした⽇本語を使い、僕は⽇本語が下⼿だけど、⽇本⼈と過ごした⽇々はとても楽しかったし、⽇本語も上達した。 ３学校や寮の⽣活、勉強では、韓国語が⽇
本語より多く聞こえるし、⽇本語より中国語の⽅をよく話す。 ４以前はすらすら覚えてた⽂法や単語が今はあまり使わない。みんな忘れてしまった。 ５⽇本で中国⼈と⽇本⼈
の性質の違いをよく⽬にします。⼈はお互いに尊重しあうものだと思う、⽇本にいる中国⼈留学⽣にこの点を注意してもらいたい。⼈が嫌だと感じることはしないでほしい。
６⾃分の⽇本語が⼀歩ずつ後退してるように感じる。 ７中国語をあまり使わず、韓国語をあまり⽿にしないような、きちんとした⽇本語で交流できる環境を望みます。 ８以上
の条件が満たされないなら、⽇本に来た⽬的が達せられないと思う。帰った時に空しく、何も成し遂げられなかった、と思いたくないのです。 ９⽇本で⽇本⼈との交流の機会
が増えるのを望みます。決してここでの⽣活になじんでないのではなく、あまり中国語を使わない⽣活をしたい。⽇本語をおろそかにしたくないのです。 １０僕は今回の、交
流という責務を、きちんとまっとうしたいのです。 これが僕の今の偽らざる考えです。客観的な制約もあり、⼀つ⼀つ解決できないかもしれませんが。何事もいい加減にして
しまうべきではないと思う。気持ちを吐露したまでです。お許しください︕

王 琢さんの⽇記



秋がきた

2007.10.04

oh,寒くなった oh,冬の制服を着た oh,洗濯をした oh,着る服がなくなった oh,セーターしか着るものが無い oh,厚⼿の布団をかぶろう oh,朝起きられない oh,冬眠したい oh,お
しまい

王 琢さんの⽇記



また、だ~~~~

2007.10.10

もうだめだ。 また⾃⼰陶酔が始まった、どうしよう︖ 最近msnでblog開いたよ 詳しいことは http://wangzhuochina.spaces.live.com/ をクリックして

王 琢さんの⽇記



中韓国際料理

2007.10.10

今⽇は留学⽣達の料理の⽇でした。 世界中の国からのたくさんの学⽣が集まってきているのです。 私もそのなかに混じっています。 私の任務は⾃分の郷⾥の料理をふるまうこ
と。 私達は台湾からの留学⽣と⼀緒にギョーザを作りました。 韓国からの留学⽣は《チャングム》のような料理を披露してくれました。 韓国⼈も唐⾟⼦が好きですが、 中国
と違っている点は彼らがよく⾷べるのは⽢い唐⾟⼦だということ。 当時、中国の⼥⼦学⽣が、韓国の男性と結婚できたら幸せだろうな~~とうっとりしていました。 私が最も
得意なのはギョーザです。 これははっきり⾔いたいのですが、⽇本と中国の餃⼦の⽪は違います。 中国⼈はギョーザの⽪は⾃分で作ります。 ⽇本ではスーパーマーケットで包
装がまるでパンのような⽪を買いますね。 それと、 そのギョーザの⽪が硬い~~ まるでxxの⽪みたい。 中国スーパーマーケット買うワンタンの⽪に少し似ているかな。 調味
料も全く違います。 まあとにかく、とてもおいしかったです。中国ではこのようなギョーザが⾷べられないのです 写真︓ 1 私達のかわいい韓国⼈クラスメートが作った韓国の
煮込み料理 2⽇本の可愛い餃⼦の⽪ 3 私が包みました。しっかりたっているのは私が作った分。寝ているのは台湾のクラスメートが作った分です。

王 琢さんの⽇記



周りの⼈たちみんなにまじめに接する

2007.10.12

⼈には、短所もあれば⻑所もある これは⾼校の教科書で習ったことがある でもこれを実際の⽣活の中で活⽤している⼈はほとんどいない 今⾔いたいのは、⼈にはそれぞれ思い
もよらない⻑所があるということ ⽇本に来て最初のルームメイト そのころみんなは彼のことをあまりよく思っていなかった 彼は騒ぐのが好きなんだけど、度が過ぎるとみんな
うっとうしがる 僕もうっとうしいと思ったことがある でも⼼根はよくて、それは否定できない 彼は僕にとって⽇本での最初の案内⼈だ 彼はずっと僕のことを弟のように思っ
てくれている 何をしていてもぼくのことを気にかけてくれている いじめられていないかとか 彼には報いようとする気持ち、向上⼼、感謝を忘れない⼼がある ⼼根はいいけれ
ど、表現⽅法はどうだろうか それに他の⼈の好みというものもある 彼はよく僕をからかって、僕の顔を触るのではなく何度も繰り返す（︖） でも僕はそういうのは好きじゃな
い でも彼はそうすると僕が喜ぶと思っていて、まさか嫌がっているとは思いもよらない でも僕も彼の考え⽅を誤解して、それで対⽴が起きてしまう もちろんこういう対⽴は簡
単に解消できる おたがいに相⼿を思いやりさえすれば ⼈はみんなおたがいさまだ でも彼が出会った出来事は少ないわけではない（︖） たとえば今⽇、キッチンの冷蔵庫から
韓国唐⾟⼦を持ち出した ⽇本⼈にはルールがあって、勝⼿によその冷蔵庫をあさってはいけない でも彼は持ち出してしまった でも独り占めしたわけではない みんなに分けた
考えてみて。僕たちはみんな外国⼈だ 誰だってふるさとのものを⾷べたいと思う 誰もがホームシックになって、ふるさとの⾷べ物を恋しく思う もちろん唐⾟⼦が⾷べられたの
は嬉しいことだった このようなやり⽅は彼の間違いを評価してはいけない（︖） 客観的な⾓度から⾒なければ 完全は⼈などいない だから、周りの⼈たちみんなに、真⼼を持
って接しなければならない

王 琢さんの⽇記



茶道

2007.10.20

Hi またまた、茶道です。 でも今度はちょっとへんなカンジ 教室の机の上。。。 ハハ ここのところとても楽しい。 遊びに⾏こうとしても 誰も付き合ってくれない。。。 ハハ
まあそれなら⽣活を楽しむだけさ 茶道、この味は以前shbahara先⽣やみんなと⼀緒に⾷べた抹茶アイスのようでした。 中国の友⼈がこのお抹茶の写真を⾒たら緑⾖スープだと
おもうかな。 汗||||||

王 琢さんの⽇記



ついにアクセス成功

2007.11.12

コンピュータかウェブサイトの問題か分からないが、僕のIDが登録する度、ページに表⽰されないって出る。。。。メマイしそう でも、今⽇試してみたら、オーケーだった。
ありがたい︕ みんな頑張って書いているよね、全部読んだよ。 11⽉から、⽇本は秋になる。秋になって、僕も沢⼭の事したよ。スピーチコンテストに参加、⾃分で岡⼭まで⾛
って街をぶらつき、カンボジアの友達と⾼粱に⾏った。。。。 それから、いろいろと。 2ヶ⽉前、⼼理状態はそんなに良くなかった、でも、今ではこの⽣活に完全に溶け込ん
でいる。突然発⾒したんだけど、寮のベランダから星を⾒てると、とてもロマンチックなんだ。ちょっと寒いけど。 晩秋の⽇本は、前にもまして美しい。今⽇友達と話した。
⽇本の秋を⾒てると、⾃分が中国でどのように過ごしてたのか想像できなくなる。⽇本の秋はまるで絵のようだ。きれいで、⾊のパニック（形容する⾔葉が⾒つけられない）と
⾊の組み合わせ、それらがまるで。。。重慶の⾔い⽅だと“太吧适了” 先⽣達が僕に会いに来てくれるにと、先週電話があった、楽しみだ。 毎⽇HAPPY︕

王 琢さんの⽇記



享受

2007.12.06

やっとIDの問題が解決しました。 それと、昨⽇TOKA先⽣には⼤変お世話になりました。 何⽇か前、私の誕⽣⽇でした。 とても幸せで、そしてつらかった。 幸せだったこと
は数え切れないほどのプレゼントとお祝いを受け取ったこと。 外国で迎えた初めての誕⽣⽇、たくさんのお願い事を。 つらかったことはその誕⽣⽇を病院で迎えたこと。 熱を
出してしまったので。 でもその熱も私の情熱を燃やし尽くすことは出来なかったのです。 熱があるときのほうがいつもより元気に⾛り回っていました。 ⼀⽇中超happyでし
た。 台湾の同級⽣は年越しの為⾥帰り。 吉林の同級⽣も⾥帰り。 韓国の同級⽣も⾥帰り。 教室に残ったのはたった2⼈―私ともう⼀⼈のクラスメートだけ。 はは、なんてか
わいそう。 またひとつ歳をとりました。 なにげなく別の⾒⽅でまわりを⾒回すと 以前は⾒えなかったものや気がつかなかったものが⽬にはいってきます。 気持ちを充実させ
て 今私はここから離れがたい気持ちを持ってきています。 このちいさな⼭村に こころからすきだと ⾵邪はもうよくなりました。またあちこち⾛り回っています。 ウハハハハ
皆さんのお⼼遣いありがとうございました。 おかげでこんなにはやく元気になれました。

王 琢さんの⽇記



森藤先⽣ 本当別れ難いです

2008.01.30

北京の⾯接の時から今に⾄るまで、森藤先⽣は僕に⾄れり尽くせりのご配慮をして下さった。 さっき先⽣から、お電話を頂き、僕は北京で最初に先⽣と会ったあの⽇に、連れ
戻された。 その⽇は僕達の⾶⾏機がとても遅く北京に着いて、⾷事に間に合わず、すぐに⾯接の⽤意に取りかかった。僕は最初だった。気持ちは落ち着かなかったが、幸いあ
まり緊張はしなかった。何を⾔えばいいのか分からなかったからだ。席に着くと、先⽣達の親しみやすい笑顔が⾒えた。緊張してなかったけど、⼝からはどういう訳か適当
に“とても緊張しています”と出てしまった。森藤先⽣はクラッとするような微笑で、“緊張しないでね”と⾔ってくれた。あの時カンペキに先⽣に魅かれてしまった。 僕達のあの
⾯接が終わってから、エレベーターの所に⾏くと、どういうわけだか、みんなあせってエレベーターに押し乗ろうとしてる、僕は慌てなかった。この時、ちょうど森藤先⽣が会
議室から出て来られるのが⾒えた、お辞儀をして下さり、初めて⽇本⼈の礼儀正しさに触れ、⼾惑ってしまった。挨拶をして、微笑みながら、エレベーターに乗って⾏った。
先⽣の与えてくれた第1印象は、典型的な⽇本⼥性のもので、とても賢く知的な感じだ。またホワイトカラーの雰囲気も兼ね備えている。その時の先⽣の印象はとても強烈だっ
た。 ⾯接は上⼿くいき、⽇本に来た、着いたあの⽇から、彼⼥は僕達を指導しくれた。浦和の寮で、僕達はゲームをし、交流した。交流会で、⼤切な集合時間の類の事を教え
てくださった、彼⼥は、僕達が聞き逃さないよう重要な点は中国語を使う、ハハ o(∩_∩)o...，よかった。 それぞれの学校に着くと、森藤先⽣はしょっちゅう電話をかけてき
てくれ、暮らしぶりを細かく聞いてくれる、本当に感謝です。またずいぶんと⾯倒な事をかけても、いつも根気強く解決に導いてくれ、また富堅先⽣と⼀緒に学校に会いにきて
くれた、本当に……⾔う⾔葉もありません ちょうど⼊浴してた時、先⽣からの電話を受け取りました、いつものように気遣って尋ねてくれ、それから彼⼥の話に及び、突然こ
の仕事を辞めると⾔われた、その時聞き間違いか、さもなくば冗談かと思った。でもそうじゃなかった、僕は何度も繰り返し尋ねた。彼⼥は中国に⾏かなきゃならない、しかも
来⽉。これから、僕達が会う機会は少なくなる、⼤阪で会えるかどうか、はっきりしないそうだ。聞いた時、複雑な気持ちになり、何を⾔うべきだか分からなかった。それで直
接中国語で話した、⽇本語では僕の気持ちをうまく表現できない、でも本当に⾔いたいことは、⼼の中にしまっておくほうが良いと思った、必ずしも表現できるとは限らない。
電話では、彼⼥が中国で順調で、毎⽇楽しく暮らし、いつか必ず機会を⾒つけて会って、としか⾔えなかった。 実は会えるかどうかは、たいした事じゃない、⼤事なことは、
僕達みんな“⼼連⼼”の仲間なんだ︕ GOOD LUCK TO YOU !

王 琢さんの⽇記



僕を助けてくれた皆さん、ありがとうございます︕

2008.02.22

今⽇、僕の中間研修の宿題をよいよいものに仕上げるため、学校が連絡をしてくださり、先⽣の引率のもと、僕は近くの⽼⼈ホームとゴミ処理場に⾏ってきた。そこで僕は⽇本
の⼈⼝と環境の現状に関する多くのことを⾒ることができ、多くのことを学んだ。 まず⾏ったのは⽼⼈ホームで、市内で最も⼤きなホームで、職員の⽅と引率の先⽣が熱⼼に
詳しく説明をしてくれた。僕も⾼齢化社会の問題に関する、納得のいく解答を得ることができた。道中でも先⽣がずっと僕のために根気よく説明をしてくださり、僕が持ってい
た疑問にも1つ1つ丁寧に答えてくださった。ありがとうございました︕ 昼⾷の後、教務主任の先⽣が近くのゴミ処理場に連絡をしてくださっていたので、別の先⽣の引率で僕
たちは休む間もなく処理場に急いで向かった。僕にはこれが⽣まれて初めてのゴミ処理場の⾒学で、多くの疑問や分からないことがあった。環境保護に関してもたくさん質問が
あった。僕⼀⼈のための⾒学学習会の始まりだ。職員の⽅が丁寧にごみの処理⽅法、利⽤法、環境の浄化⽅法などについて僕に説明してくださった。埼⽟ですでに環境保護に関
する学習をしていたけども、今回は実際に処理場で、機械で作業をしているのを⾒た。想像していたのと全く違っていた。ついに作⽂の⽣きた材料が⼿に⼊った。あとは書くの
みだ︕ 今までの⾃分の愚かな⾏動を顧みて、それにもかかわらずみなさんが僕に寛容さを持って惜しみなく⼿助けしてくださり、こんなに良い条件を整えてくださったことを
思うと、僕は本当に⾔葉がありません。 みなさんが僕のために⾊々と⾻を折ってくださったことに対し、僕は申し訳ない気持ちと感謝の気持ちでいっぱいです。⽣活に関して
は⼈に対し申し訳なく思うことはないけれど、その中で⾃分がどれだけ収穫を得たかが⼤事だ。僕の収穫は、社会というのは簡単なものだということの他、多くの⼈が僕に関⼼
を寄せ、⽀えてくれていることを知ったことだ。僕を助けてくださった⽅達、どうもありがとうございました︕僕は⾃分で実際に⾏動することでしかみなさんにお返しすること
ができない。⼼からそう思う。こんなに良い条件がなかったとしても、みなさんが僕の努⼒の成果をとても楽しみにしていると信じている︕ みなさん、⾊々とお世話になり、
本当にありがとうございました︕

王 琢さんの⽇記



⾃分で作る浴⾐

2008.02.27

毎週家庭科のクラスがある、浴⾐を縫うのだ、1ヶ⽉以上前から始まり、今⽇までで、僕の⼿仕事は先⽣の細やかな気持ちと根気よさのおかげで、80%近く完成した、まもなく
歴史的な突破に向かおうとしている、つまり、僕の⼈⽣で初めての裁縫なのだ、最初に⽇本で和服を着た、初めて……さまざまな初めての証明、僕達男⼦学⽣の作るものでも着
れるんだ︕ 初めて針が刺さったときを思い出す、痛かった、痛みが怖いのじゃなくて、今まで針が刺さったことがなくて、本当にかなりのものだった。初めてミシンを使った
時の事、⼿も⾜も出ないという表現がピッタリだ、注意深く先⽣のやり⽅を⾒て、ミシンを動かした、でも好奇⼼からか、やればオーケーさという気持ちも⼿伝い、ミシンのス
ピードは⼀番速いのにしてしまった、ミシンがメチャクチャ早く動くのを⾒てたら、パニックになった、どうしたらいいか分からず、先⽣にどうしようと尋ねた、先⽣は⾃分の
事は⾃分で解決するようにおっしゃった。仕⽅ない、そこでミシンの訳のわからない動きを⾒てみたら、袖⼝がいっしょに縫われようとしてる、本当にどうしたらいいか分から
なくなった、スイッチまで反応してくれない。⼤声で叫んだ︓“、⽌まってくれ︕”，機械は⼈じゃない、僕はミシンの動きをむなしく⾒ながら前に駆け寄った、袖⼝を⿇袋にし
ようとしている…… アー、失敗だ、先⽣はとても⾟抱強い、何も⾔わないで、ミシンのスイッチを切った、はさみを⼿にし、⼀針ずつ縫い違えた部分をほどいてくれた、そし
てゆっくりと︓何かをする時は専念しなさい、こんなじゃ駄⽬、こんな事にぶつかった時、どう対応すればいいか理解しないと、今は先⽣がいて、君に⼿助けできるけど、もし
先⽣がいなかったらどうするの︖と⾔ってくれた。 実は、あの時緊張のあまり⾃分がどうすればいいか本当に分からず、なんとミシンに向かって叫んでしまった、なんという
こと、本当に恥ずかしい…… だが先⽣の助けと⾃分の努⼒の結果、何とか⼤部分が完成した、カンペキに出来上がったら、みんなに⾒せるからね、こう御期待~ ⼤事なのは結
果じゃなく、やっていく過程で何を得るかが重要なのだ、たとえ上⼿くできなくても、謙虚に正して、間違いながらもゆっくりと⾃分を成⻑させよう。

王 琢さんの⽇記



ひとりでは難しい、みんなで助け合えば何とかなる

2008.05.18

5.12地震が発⽣して、僕は⾟くてたまらない。 僕の家は震源地までとても近いが、幸い⼤きな損失が何もなかった。 毎⽇、僕はみんなの中国への配慮と被災地区の⼈々に対す
る関⼼を受けて、ここで、篤い感謝を申し上げる。 僕達の学校は被災地区への寄付⾦の募集を⾏って、集めた寄付⾦を⾚⼗字会に⼿渡した。これは僕達の⼩遣いで、わずかだ
が、被災地区に⾃分の⼒を捧げるように。みんなに僕達の⼀致団結を知ってほしい。 私の今最も⾔いたいのはありがとうございますというのだ。被災地区の⼈々を代表して⽇
本国⺠に「ありがとうございます︕」。みんなの被災地区への関⼼と助けに感謝して、被災地区のためにいろいろやってくださって、ありがとう︕被災地区の⼈々はできるだけ
早く郷⾥を再建することができるように期待している。ありがとうございます︕

王 琢さんの⽇記



カレンダーを⾒るのを忘れた

2008.07.18

時間は速いだろうか︖ 速い 最後の何ヶ⽉、ぼくはあまりインターネットを利⽤しなかった。ぼくはこの町についての思い出をもっと多く作りたかったから。 ⽇が依然として暑
い。頭はここに来た時のことでいっぱいになった。⼀⼈でこの町を散歩して、川はさらさらしてる、空を仰いだら、⽩鷺は鳴いてる、、、いつもとてもラッキーだった、⾃販機
で⽔を買うとき、おつりが普通より多く出てくれたことを幸いに思った。 ⼩川公園のベンチに、いつもいる優しいおばあさんが鳩にパンをやってた。でも、ぼくもえさをやろ
うとしたが、鳩は相⼿をしてくれなかった。 週末、何⼈かの男の⼦が川のほとりに座って、釣竿を持ってる。よく何⼈かの⼈は⾃分が釣ったのは⼤きい⿂ではなく、⼩さいエ
ビだという⽂句を⾔った。 PLAZAのカメラの中に、ぼくたちの笑顔が納まってる。 今それを思い出すのはまだ早すぎじゃないかと思うけど、 カレンダーを⾒るのを忘れて、
明⽇は送別スピーチをすることになった 荷物はまだあまり⽚付けてない、 別れる⽇の来るのを怖いと思う 別れるのが怖い
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