
⽇本⽇本

2007.09.07

⽇本に来て、最初の印象はとても清潔だということ。他の⼈はどう感じているかはわかりませんが、⾃分の住んでいた場所とはぜんぜんちがうなと思います。もちろん、もっと
いろいろ学んで成⻑しなければ。ここにに来てまず頭に思い浮かんだこと、それは⽇本⼈は⽇本⼈、中国⼈は中国⼈。でも私達は未来に向かって⼀緒に努⼒し、逞しく成⻑し、
成果をあげ、新しい明⽇そして朝⽇に向かい、、祖国を盛り上げ、いつかはすばらしい未来を⼿に⼊れたいです。

閻 亜光さんの⽇記



埼⽟で⼭⻄の同郷の⼈と

2007.09.07

嬉しいことが有りました。今⽇は埼⽟で⼭⻄の同郷の⼈に会えました。彼⼥と宋先⽣は同じ出⾝地だとのこと、すごい偶然ですね。みんなの今⽇の授業はどうだったでしょう
か。私達の授業はとてもおもしろく、内容も充実していました。私達37⼈はもうすぐそれぞれの派遣先へとちらばってゆきます。いっしょに過ごせた⽇々はとてもすばらし
く、楽しくて、またこんなふうにすごせる⽇が来ればいいなと思ってしまいます。こう感じているのは私だけではなくきっとみんなも同じ気持ちだと思います。それとなぜかネ
ットにうまく⼊れないようだけど、どうしてかしら、⽂章を書き込んでいないのではなくて、うまく掲載されていないのです。ここしばらくはこうやって更新してみますね。な
にも発⾔しないとさぼっているみたいだし。疲れてきたのでこのへんで、続きは明⽇。
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⽬も酷使しすぎ

2007.09.07

もう疲れすぎて、⽬もしょぼしょぼ。明⽇は秋⽥にむけて出発します。みんなのことは忘れません。みんなも元気にすごせますよう、体にはくれぐれも気をつけて。あーもうだ
め、疲れすぎ、これからはこんな⽣活が続かなければいいけれど。
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arrived at akita

2007.09.10

今､秋⽥にすんている。学校は綺麗で⾃分は嬉かった。⾃分はにねんせで､リカを勉強している。寮は静かですね。明⽇から⽇常⽣活が始まりますから､きっと頑張りましょう。
これは⽇本語で投稿されたものです
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授業が始まりました

2007.09.11

皆さん、⽣活はどう。今⽇は授業がはじまりましたね。午後はいろいろなところへあいさつをします。返事してください。お願いします。ここのがっこうはきれいで皆ずいぶん
親切です。では、また明⽇。
これは⽇本語で投稿されたものです
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初めての普通の⽇

2007.09.12

ここでインターネットを利⽤するのはとても⼤変です、ようやくって感じです。クラスは全部で35⼈で⼥⽣徒は5⼈しかいません、珍しいですよね。ここでの⽣活はかなり良く
て、みんなも上⼿くいってます。授業も簡単で、中国ですでに学んだところですが、こちらでも⼜勉強することになりました。でもちゃんと努⼒して、みんなに遅れをとらない
ようにしないと。こうすることことで、本当に⽇本を理解し、⽇本⼈の普通の⽣活がどのようなものかわかると思う。ここでの⾷事は美味しくて、今度会ったら⼜太ってると思
う、ショック。明⽇に希望をつなげよう頑張ろう、神様のご加護を。
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試験試験

2007.09.13

今度の試験はきっと失敗でしょう。数学、科学、語学いるいるあるから、成績はどうになったわからないから、ずいぶん⼼配です。でも、⾃分は悪い成績はとれないとおもっ
て、今からきっとがんバリます。
これは⽇本語で投稿されたものです
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私の制服

2007.09.15

明桜の制服は種類が多くて、しかもとても素敵なのです。アップしますのでみんなみてくださいね。これは普段登校時に着るもの、これは運動着、部活⽤のもあります。おかし
いですね。それと１０⽉に明桜を代表して試合に出ることになったので、毎⽇練習が⼤変です。ファイトファイト。
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ここの野球部

2007.09.15

あらなんと、ここの野球部は全県で⼀番なんだとか、すごすぎです。それと今⽇からここの試合が始まったとかで、⽣まれて初めてナマで⾒る試合、とても興奮しました。それ
がこの写真です。
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ここの秋、ここ秋⽥

2007.09.15

秋⽥に来てはや１０⽇がたちました。今の気持ちをどう表現したらいいでしょうか。 ちょっと書いてみますね。 まずはここの街のこと。秋と秋⽥って、似ています。ここはし
ょっちゅう⾬が降り、それはとても美しく清らかです。ここは留学⽣がとても少ないので、珍しいものを⾒るような態度をとられてしまうことも少なくなく、仕⽅のないことだ
と宿舎でみなとよく話しています。みなさんにもゆっくり慣れていただくしかありませんね。学校での授業は思っていたように簡単ではなく、まるで全く習ったことのないこと
ばかりのようです。特に英語は、難しいというわけではないのですが、⽇本語と⼀緒に学ぶと、ごっちゃになってしまうのです（申し訳有りません）。特にテストに出るような
専⾨的なもの、あまりくどくど⾔うのはやめますね。第１週⽬の授業はラクでした。午後は授業もなかったですし。嬉しかったことは、卓球部に⼊部したことです。１０⽉と来
年の４⽉には試合も有り、楽しみです。１⽇の中で⼀番楽しいのは皆とあそんだり、おしゃべりをしたり、リラックスをしているときです。そして、ここで私は中国語のアシス
タントをすることになりました。今⼀番⾃分で誇りに思うことかな、他には出来る⼈がいないので、⼀丁やってみよう、という気持ちです。これからもいろいろなことがあるで
しょうね。 秋⽥に来てからの⽣活は、先⽣⽅はそれぞれとても熱⼼でいらっしゃいますが、なんといっても古⾕先⽣でしょうか。先⽣は⾃分をお⽗さんと呼びなさいと⾔って
くださり、とても親切です。本当によく⾯倒を⾒ていただきいつもおいしいものをたくさん買ってくださいます。先⽣は秋⽥の中国⼈の間では有名⼈で、９⽉３０⽇の国慶節を
祝う⾏事への参加の誘いを真っ先に受けた時はとてもうれしかったです。あと、ここの制服は種類が多く、しょっちゅう着替えなくてはいけません。普段着や、運動着、部活の
ユニフォームなどなどなど・・・・・まったく頭が痛くなりそう。ここにも間もなく秋が訪れます。感傷の季節です。３６⼈のメンバー達と別れる際の痛みを思い起こさせま
す。ここの寄宿舎内の電話からは国際電話がかけられないのですが、周さんが電話を持っていますので、どうしても中国語で会話をしたくなったら、おしゃべりも出来ます。み
んなは学校の休みにどこに旅⾏にいくのでしょうか。私は今度⼤阪と京都へ、まわれれば広島まで⾜を伸ばす予定です。皆と会えればいいなあ。 それと太原の仲間たち、みん
などうしていますか。いそがしくしていますか。⻯さん、相変わらず太っている︖私はここで太ってしまったけど、私のようにならないでよ。⻁⼦、⽩蛇伝が好きな話はもうい
いからね。⽇本語教室のみんな、みんなのこと忘れてないですよ。お変わりないですか。新しいメンバーは増えましたか。⾼校１年の後輩達は如何ですか。きっと、私達３⼈よ
り優秀でしょうね。あせってしまいますね。来年戻ったら、みんなの成⻑をきっと⾒せてくもらえるでしょうね。私を超えていないと許さないわよ。あと孙纬⽵、私と約束した
こと、忘れないでくださいね。孙毅泽、絶対願いをかなえなさいね（冗談ですよ）。重慶の載さん、あなたのお願いも覚えていますよ。晶晶、転校は出来ましたか。まだまだあ
りすぎて、書ききれませんが、みんな忘れていません。来年きっと、いまとは違う私で皆に会いに⾏けますよう。成⻑した私で。 最後にお⽗さんお⺟さん家族の皆、⼼配いり
ません、わたしはここでちゃんとやっていますよ。太原でも⼀⼈暮らしをしていたんですから、ここ秋⽥市でもやっていけないわけありません。みなさんこそお体気をつけて、
ここからは連絡もままならないので、おじいちゃんおばあちゃんにもよろしく伝えてください。もちろんさびしいときもあります。だっててんびん座は⼈恋しい性格ですもの。
だから私をわかってくれるひとがあらわれるまでひとりでも耐えなくてはね。
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秋⽥の旅⾏

2007.09.15

これは秋⽥の旅⾏です。ここは本当にとてもきれいで、よかったですよ。
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試験が延期になった

2007.09.18

ほんとうは、今⽇は試験でした。 でも⼤⾬のため、延期になりました。すごく感動した。なぜかというと、⽣徒が教室に来れなくて試験を遅らせることがないようにするため
です。これってかなり温かい配慮だと思う。僕たちの学校に⽐べるとすばらしいと認めざるをえない。ほかにも学ばねばならない点は沢⼭ある。それから、ここ何⽇かは休み
で、何をしたらいいのか解らなかった。もともと暇なのが苦⼿なタイプだし、なんといっても、まずテストすませなきゃ。
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電話をかける⽅法が⾒つかった

2007.09.20

以前は⾃転⾞で1時間かけて電話をかけに⾏っていました。でも宿舎で電話をかけられるようになりました。とってもうれしい。今週の試験の結果をみんな⾒ていてください。
とにかくとても頑張ったのだから。悪くても責めないでください（⾔い逃れの⾔葉を捜しているみたい）。また、⽔曜⽇にはお⺟さん達がお菓⼦くれて、とてもうれしかったで
す。軽いものだけど⼼がこもっているのを感じたので、私もお返しにプレゼントをしました。 僕もいよいよ活動開始です。先⽣や卓球部の⼈たちはみんないい⼈で、今週いっ
しょに遊びに⾏きます。⾏ってきたら写真をアップするので、期待していてね。成績についてはまあまあだと思っています。特に難しい訳ではなく、問題も簡単で、先⽣も練習
だと思いなさいと⾔っています。重要なのは⽇本語なので、点数は関係ありません。じゃこのへんで、写真を楽しみにしていてね︕
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先週の⽣活

2007.09.25

⻑い間⽇記を書いてなかったので、今回は⻑く書くつもりです。 まず、試験のこと話すね。今週の⽕曜⽇に最後の化学の試験が終わり、おおまかな感じは、まあまあってとこ
ろです。英語はとても簡単で、もちろん訳すのは少したいへんだったけど。理科は習ったのがでたのですが、忘れてしまってて、それに中には習ってないところもあって、理解
するのが⼤変でした。でもわからない所は先⽣に尋ねると、きちんと説明してくれた。特に感激したのは数学Bの先⽣は汗が吹き出るまで教えてくれた︕今回は練習に過ぎな
い、点数はただつけてくれただけ。みんなとの順位はつかなかった。現代⽂、古⽂、古典、地理、コンピュータの試験は受けなかった。だから、かなり楽だった。みんなが試験
がスムーズに突破できるの信じてるよ︕ 他の事を話すね。25⽇は中秋節だね、でもこっちはしないみたい。中秋は⼀家団らんの⽇で、こっちは中秋の挨拶する感じです。国慶
節もあるよね。中国での7⽇間の連休はないようです。それから、普通の学校⽣活じゃない⽇があったよ。先週の試験午前だけで、午後は休み。卓球部も試験だったからようや
く⾦曜⽇から始まる。だから僕の夏休みは、ずっと続いてて、10⽉になってやっと終わった感じがする。でも10⽉に秋⽥は第46回のスポーツ⼤会が開かれる。10⽉9⽇にやっ
と学校が始まります（ア〜︕ ⼜休み、なんでだろう）。太原にいた時は毎⽇が戦争のようだった。午前6時に起きて、12時に午前授業が終わり、2時半から6時まで⼜授業、そ
の上、沢⼭の⾃習があり、時には帰宅が９時になることもあった。家に帰った後、果てしのない宿題。⼤体２時になってようやく寝られる。こっちは全く違う。天国のようだ。
でも僕が⽇本に来たのは楽しむためじゃなくて、⽇本での11ヶ⽉間に、必ず⾃分を⾼めるため、むだに時間が過ぎ去るのは⽬的じゃない。 ⼟曜⽇は、卓球部が午前にあり、お
昼はみんなと⾷事をした。⽇本のバイキングを味わって、本当に美味しかった。その後みんなとトランプをした。午後は先⽣がピアノを⾒に連れて⾏ってくれた。（お⺟さんが
僕に頼んだ）、それから部活に必要なバッグを買った。楽しい⽇々を送った。（写真） ⽇曜⽇は何とか君（名前出てこない）と、⼀緒に遊んだ。すごくでっかいスーパーに⾏
って、残念なことにゲームに1500円も使ってしまった。（ショック）︕ もともとは、映画を⾒るつもりだったけど、あまり⾒たくなかったから中⽌にした。もうすぐ11時で
す。他の県の友達と⼀緒に遊べるのか解らないけど、交流センターの先⽣、返事いただけますか。でも交通費往復15000円かかりそう、頭痛いです。それから……なんでいつも
電話が上⼿くとれないのだろう︖寮の電話、お祖⽗さんにはいつも聞こえていない。これも問題のようです。2,3⽇後に、携帯を買おうかと思っています。便利ですものね。楽
しみです。寮の⾷堂のお⺟さん達の作る⾷事とても美味しいのに、ここ何⽇か⾷べてなくて、本当に申し訳ないです︕
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成績と秋休み

2007.09.28

試験の成績がわかったよ。何から⾔おうかな。先に点数の良いものからにします。数学Bは64点、でもクラスで2番⽬だったのでよしとしよう。化学はなんとか57点。中国なら
不合格だけどこのクラスでは3番⽬。英語Bは87点でクラスで5番⽬。あと数学2は49点、クラスで何番⽬かは不明。英語2は53点で、これも何番⽬か不明。⼀番ぼろぼろだった
のは物理でたったの25点。僕はこれでも中国では物理学科の代表なのに、⾯⽬全くなし。次の試験からは僕もみんなと同じようにすべての試験で順位が発表されるので、少し
⼼配。でも僕は⾃信があるし、決意もした。みんな⾒ててくれ︕ あと、9⽉29⽇から10⽉9⽇まではずっと秋休みでお休みです。先⽣が僕のスケジュールをいっぱいにしてくれ
たので、ここに書くのでみんな⾒て。9⽉29⽇は部活、ついでに少し遊ぶ。9⽉30⽇は秋⽥の留学⽣たちで国慶節のお祝いをする。10⽉1⽇は部活、10⽉2⽇は先⽣やクラスの
⼈たちと⼀緒に卓球の試合を⾒に⾏く。10⽉3⽇は先⽣と男⿅半島と⽔族館に⾏く。10⽉4⽇は部活。10⽉5⽇はここの学校の中国語の先⽣の家に遊びに⾏く。10⽉6⽇か7⽇は
先⽣と他県に遊びに⾏く。すごく充実しているだろう︕先⽣とクラスの⼈たちは僕に本当に良くしてくれる。また、10⽉21⽇には秋⽥市で試合があり、27⽇には練習対抗試合
があり、⽇本での⽣活は本当に充実している。これは当然のことで、僕は⾃分が⽇本に来た⽬的を決して忘れていないので。頑張って頑張って、きっと頑張って、試合でも、試
験でも必ず努⼒して後悔しないようにしたい。もちろんビデオで⾃分の⽣活の記録も残します。最後に⾃分が感じたことについて。試験を受けて⽇本の⾼校⽣活の⼀部を理解す
ることができた。試験問題は中国に⽐べてずっと簡単だったけど、成績はやはり理想通りではなく、それはたぶん僕がまだ順応できていなかったからだと思う。今はもう順応で
きているので僕を信じてくれ、きっと⼤丈夫︕
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秋⽥の国慶節

2007.10.01

今⽇はここ秋⽥で留学⽣のみんなと先⽣⽅と⼀緒に国慶節を祝いました。2時に始まり、たくさんの先⽣⽅も参加されていました。そのお祝いの席で⾃⼰紹介をすることにな
り、私は全く準備をしていなかったのですが、せいいいっぱいがんばり、なんとかやりとげました。またその会で秋⽥の２⼈の⾼校⽣とも友達になりました。今度の秋休み⼀緒
に遊びにいく約束もしました。とても楽しく、中国から来た学⽣も参加していたのでうれしかったです!そのうえ今⽇はプレゼントもたくさん頂いてきました。写真もあります
ので皆さんにもお⾒せしますね。もう、今⽇は本当にうれしいことばかりで、こんなにうれしいとばかり⽇記にも書いてしまってパソコンも疲れているかな。みなさんもよい祭
⽇がすごせますよう、皆さんは祭⽇をどうお過ごしなのか、教えてくださいね。
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⼀⾔、ドジ

2007.10.03

今⽇⾓⿅で卓球の試合を⾒ました。とても楽しかったのですが、私は全くバカなことをしてしまいました。試合⽤の靴を買ったのですが、私の靴のサイズは41で、秋⽥に帰っ
てきてから38のを買ってきてしまったと気づきました。仕⽅がなく先⽣にお願いしましたが、あと１週間かかるそうです。ほんとうに私はドジです。先⽣ごめんなさい。これ
から気をつけます。
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男⿅への旅

2007.10.04

今⽇私は秋⽥のお⽗さん（古⾕先⽣）と⼀緒に男⿅半島に⾏きました。ここは秋⽥でとても有名な場所です。ではその⾏程を皆さんに紹介しましょう。まず、私達は男⿅の剣道
の試合を⾒に⾏きました。秋⽥は剣道がさかんで、ほとんどの試合で優勝しているそうです。おめでとう︕それとここの名物をつまみました。とてもおいしかったです。つぎに
私達はなまはげ館に⾏きました。中国語でどのようにの翻訳すればいいのかわかりませんが、1種の幽霊（⻤）で、⾮常に有名ですがちょっと怖いです。はじめてみたからだけ
ではないでしょう。こわくない、こわくない。その後、私達は⼊崎に⾏き、ここのラーメンとアイスクリームを⾷べて、また北緯の40度のポールの前で記念写真をとりまし
た。楽しかったです。そして最後に、GAOという男⿅の⽔族館に⾏きました。この⽔族館は中国のそれとは全く違いました。いたるところにブルーが使われ、とてもきれいで、
シロクマもいて、とてもおもしろかったです。帰りは、ずっと海岸線を通り、ここの海はとても美しくて、写真もありますので⾒たら感想を聞かせてください。海はまるでスス
キに囲まれているようでその美しさをうまく表現することが出来ません。実際に⾒てもらわないと分かってもらえないでしょうね。帰るときに、先⽣のお姉さんの家にも寄りま
した。⽇本の家の様⼦を⾒せていただき、プレゼントまでもらい本当にうれしかったです。 でも、⼣⾷のとき、セルフサービスだったので最後まで⾷べていてあやうく胃炎を
おこすところでした。恥ずかしくって、今、痛た楽しいかんじです。⾃分の胃はデリケートなようなので無理をしないようにしなくては。 遠出しましたが、とにかく今⽇はと
てもいい１⽇でした。秋⽥の秋を満喫し、先⽣の故郷まで連れて⾏っていただき、なんとお礼を⾔ったらいいのか。有難うございます。きっと勉強をがんばってみなさんの恩に
応えますね。 PS︓勉強のことは、よく知りません》》》》》》

閻 亜光さんの⽇記



今頃になってわかった

2007.10.05

なんてついてないんだろう、卓球部の活動で必要なものは⾃分のお⾦で買わなくていいということを今頃知った。でも、交流センターの先⽣たち、僕はすでに靴１⾜と電気スタ
ンドを買ってしまったんです。合わせてちょうど5000円。なにより不幸なのが、レシートがないこと。もしあれば10⽉分の⽣活費として銀⾏に15000円振り込まれたかもしれ
ないのに（ちょっと妄想気味）。ほかにも卓球の試合にいるものがまだあるから、このことはしっかり覚えておいて、これから何か買うときにはまず先⽣に⾔おう。あーあ、僕
の5000円…。それから、ここはほんとに試合やらコンテストやらが多い。明⽇もある。がんばろう。11⽉にはまたスピーチコンテストがあるから、また何か書かなければ。で
も、そのコンテストと、⼤事な卓球の試合がある…。ほんとどうしよう。両⽅出たいんだけどな。誰かアイデアをください。 PS︓先⽣、よろしくお願いしますね。（急に⾃分
が厚かましくなった気がするなぁ）
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仙台の旅

2007.10.08

今⽇鎌⽥先⽣と⼀緒に仙台に⾏きました。もちろんまず先⽣に感謝しなきゃ。先⽣の切符より⾼くなかったけど。そのうえ、クラス交換もしてくれて。今は新しいクラスに慣れ
てきました。仙台の友達（周沢陽、哈喬）と11時に会って、先⽣は半時間早めて仙台城に連れて⾏ってくれた。本当に綺麗でした。仙台の全景を⾒る事ができました。もちろ
ん、哈喬はいつもどうりだよ、でも周沢陽（⿐要注意だよ、このままいくと⿐の上にバンドエード貼らなきゃ。）この前に、⾒た映画の話しなきゃ。エヴァンゲリオンの新しい
劇場版、映像はは本当に美しくて、華麗としか⾔いようがありません。その後、始めて⽇本のMを⾷べて、そんなに⾼くなくて、ＯＫって感じかな。その後、洋服」と漫画を買
った。もちろん電気店⾏ったよ。秋⽥仙台に⽐べると⼈が多くて。１０⽉７⽇は⾃分の誕⽣⽇、だからケーキ買いに⾏った、結構探すの⼤変、でも上⼿探せたよ。⾃分の誕⽣⽇
外国で迎えるなんて、すごくいいよ。中国の友達もいるし、本当に⾔うことなし。もっと嬉しかったのは、国際交流基⾦の先⽣がお祝いを送ってくれた。なんて⾔ったらいいか
わかりません。４時半になりました。僕は秋⽥へ帰らなきゃなりません。この時間になると受け⼊れたくない⾃分がいます。⼜９⽉にみんなと分かれた、あの感覚になります。
みんなが、上⼿くいきますように、ﾁｬﾝｽあれば⼜会おうね︕ PS︓先⽣本当にありがとうございます、何てお礼⾔えばいいのか、⾔葉がないです。
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クラス変わっての感想

2007.10.14

先⽣は本当に良くしてくれて先⽣が僕を今のMクラスに変えてくれた。このクラスは全くちがう、みんな必死に勉強する。成績も本当に良くて、プレッシャーを感じます。今週
の試験も、よくなかった。でも、来週英語の⼤テストがある、きちんと勉強するしかない。新しい環境、新しいクラスメート。でも、みんな仲がいいけど、このクラスの⼥⼦は
男⼦と話さない、かなり不思議です。僕のクラスでの希望をただひとつ、みんなクラスメートだから、話そうよ。
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ちょっと感想

2007.10.16

今⽇、基⾦の先⽣からの⼿紙を受け取りました。なかには⾃分で感想を書くこと、とあり、ちょっとユーウツになりましたが、まあ何とか書き終えました。それと11⽉4⽇の講
演原稿も書き上げました。もっとがんばらなくては。秋⽥で初めて美術の授業に出ました。なんと鍵を作る課題でしたが、なかなか⾯⽩かったです。⽉曜の昼に胃痛を起こして
しまい、午後から保健室で寝ていて全く⾯⽬ない。先週のテストの順位も出てきました。学年１９で、あまりよくなかったのですが、過ぎたことを⾔ってもしょうがありませ
ん。中国にいたら期末テストの成績はどうだったのかしら。とりあえず、ここでの⽣活は忙しくて充実しています。それと、今⽇韓国語の先⽣にお会いしました。なんと朝鮮族
のご出⾝で、裴东梅と同じく⽇本語･中国語･韓国語がおできになります。私が参加できるか分かりませんが、先⽣にお願いはしてありますので、回答待ちです。こんな感じで
す。今度の⼟曜⽇は予定があります。⽇曜⽇には卓球の試合もあるしがんばろっと。
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僕がどれくらい忙しいかわかる︖

2007.10.17

今⽇は、アア、すごく忙しかった。午前、外国⼈登録証を取りに⾏った、僕が最後の⼀⼈じゃないかなと思います。先⽣が忙しかったため、時間が⼀⽇過ぎましたが、やっと取
れました。学校に戻り、体育の授業に間に合った。⽇本で初めて野球をした。すごく⾯⽩かった。またやりたい。今後は、これから毎週⽊曜⽇韓国語の授業があります。再来週
の⽕曜⽇からは、韓国料理の授業も楽しみしています。今週の⽇曜⽇卓球の試合があります、今回は真剣勝負だから、頑張らなきゃ。もちろん、⾦曜⽇は試験もあります。前回
は学年の16番、今回は10番以内を⽬指そう。前回の中国での期末試験は全クラスで２位。成績はまあいいといえます。皆成績がいかがでしょうか︖それから、11⽉には社会⼈
体験が始まります。講演、等等。まとめると、忙の⼀字につきますが、楽しいです。
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⾹を楽しみながら

2007.10.19

時間は私のすぐそばを通り抜け、早朝の部屋はとりわけ静かなようです。暖房機をうっかり壊してしまったからでしょうか。秋に⼊ったとおもったら、すぐ冬が来てしまいまし
た。起きたくないな。⾃然にに⽬がさめるまで布団にもぐっていたい。毎⽇学校までもあっという間の道のりです。でもこの道には、花の⾹りがただよい、学校のみんなの笑い
声があふれ、私も笑顔がこぼれ、花の⾹りをかぎ、こんなふうにまっすぐ進み、⼈⽣をすごし、私の季節が過ぎていく。
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試合に出たよ

2007.10.21

今⽇秋⽥本庄市の卓球の試合に参加しました。朝早く出発した。おもいがけず、⾬に降られびしょ濡れになり、恥ずかしかった。試合会場に着きウォーミングアップをし、９時
から僕の試合が始まった。試合はトーナメント制で、負けるとそれで終わりです。全⼒を尽くしたけど、負けてしまった。でも⼤丈夫です。参加できたことが、光栄です。11
⽉の4、5，6⽇の新⼈戦が、もっと重要なので、頑張ります。みんなもでそうだろうけど、さらにスピーチコンテストや、アルバイト体験もあります。韓国語授業で@@@@@
が帰って来た時、かなり⾃分が近いのを⽬にし、気分は少しよくなりました。

閻 亜光さんの⽇記



楽しい出来事

2007.10.24

最近、⽣活がだんだん楽しくなってきた。古典の授業の時、僕が中国語でどう読むか教えてあげると、みんな、新鮮な気分で聞いていた。それから、社会⼈体験セミナーに参加
した。内容は助け合いマナー。更に、⾯⽩かったのは、今⽇学校で中国⼈の⽣徒を⾒かけて、嬉しかった。⽊曜⽇に最初の韓国語の授業があります。来週の⽕曜⽇には、韓国料
理の授業も。楽しみです。もちろん、他にもいろいろな出来事があります。充実しています。頑張ろう。まだ⾵邪が治っていません、駄⽬ですよね。早く治さなきゃ︕
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防災訓練と韓国語の授業

2007.10.25

今⽇は1年に1度の学校の防災訓練の⽇でした。警報が鳴るとみんな⼀⻫に外に出ます。整然としていて、みんなは慣れているようでしたが、私は初めてですのでとても緊張し
ました。⽕災のときと同じようにスモークもたきました。その⽇に韓国語の授業もありました。先⽣からたくさんのことを教わり、今⽇は覚えることがたくさんです。そして今
⽇楽しかったことは、学校の友達みんなとトランプをしたこと。初めてでしたがまずまずです。これからもがんばろう。1回だけ勝てました。まだまだたくさんの出来事があり
ますが、アップするまで待っていてね。写真もたくさんあるので。
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today

2007.10.28

今⽇柔道部の先輩達と⼀緒に回転寿司を⾷べに⾏った。もちろんゲームもして遊んだよ。みんなよく僕の⾯倒みてくれる。ここで初めて楽しいって感じたことです。特に柔道部
の祐⼀先輩は、すごくよくしてくれる。秋⽥のこといろいろ教えてくれるし、アニキって呼んでくれって。アニキができるなんて、ありがたい。他にも沢⼭嬉しいことがあっ
て、本当に楽しい。プレゼントまでもらったし。要するに楽しいの⼀⾔につきる。
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助けて、おいしすぎます

2007.10.30

今⽇の国際交流の授業で、先⽣とクラスメートたちと⼀緒に韓国料理をつくりました。とてもおいしくて、みんなといっしょに⾷べるのは楽しいですね。最近はみんなと秋⽥の
⽅⾔も教わっています。もどってクラスメートたちにも報告します。ホントに忙しいです。勉強する時間もありません。今⽇作った料理、クラスのみんなにもおすそ分けしてあ
げればよかったと後になってから気がつきました。まだまだたくさんのことがあります。写真を載せたら感想を。今は暗記の真っ最中。疲れた。
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やっとネットを⾒に来る時間ができた

2007.11.02

最近本当にとても忙しくて、まずスピーチコンテストのため、毎⽇練習があり、先⽣は⼀回だけではなく、何度も繰り返してこそ良い成果が出るのだとのこと。そのほか、11
⽉3⽇、⽇本の⽂化の⽇にここの⼈々と⼀緒に秋⽥の駅前にでることになりました。それと卓球の試合、もちろん努⼒が何より必要ですが、なにより・・・こうして⼀緒に参加
できることがうれしいです。来週からは社会⼈体験学習も始まります。楽しみです。もうすぐ試験です。試験が終わったら、12⽉はじめには修学旅⾏、広島、京都と⼤阪で
す。⾃分にとってもいい勉強になるかな。それと、いったい誰がここのカリキュラムは簡単だなんていったのでしょう。数学と化学は難しすぎます。なすすべ無し。ブルー
だ・・・
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僕のスピーチコンテスト

2007.11.05

今⽇ついに僕が出場したスピーチコンテストが終わった。成績は4位だった。僕⾃⾝はとっても満⾜なんだけど、先⽣に対して申し訳なくて。先⽣は毎⽇練習に付き合ってくれ
たのに、1位になれなくて、本当に申し訳ない。コンテストを通じて⾃分と他の⼈の差を知ったので、これからも頑張らないと。あと、明⽇の卓球の試合も頑張らないといけな
い。でないとこの⾃分の⽣活があまりにもみんなに申し訳ない。活動の時間がまだまだたくさんあるので交流に費やして、⾃分の体重が⽇に⽇に増えるのを⾒ながら、頑張ろ
う。じゃないと帰国してみんなに合わせる顔がない。もう⼀度⾔います、先⽣、本当にありがとうございました
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社会⼈体験

2007.11.12

今週の⾦曜⽇から⽇曜⽇まで、学校からの紹介で秋⽥の市場で社会⼈体験することになった。初めはとても緊張した。でも、仕⽅ない思い切ってやるしかない。次第に雰囲気に
慣れてきた。いらっしゃいませ、ありがとうございました、このような⾔葉を覚えていった。この3⽇間は9時から夜6時まで本当に疲れた。でも、とても充実していた。もとも
と⽇本でアルバイトしたかった。今はその必要はなくなったようだ。それから、先⽣が僕に会いにきてくれた。すごく嬉しかった。もうすぐ試験です。頑張ろう、みんなもね。
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懐かしい季節

2007.11.15

だんだん寒くなってきて、⽣活もやっと⽇常に戻ってきました。毎⽇学校の授業以外に、⼀般の学⽣があまりしないこともしなくてはいけません。もちろん、中間試験ももうす
ぐです。私は努⼒を怠っているわけではありませんが、ここのカリキュラムは思っていた以上に難しいのです。本当に、中国での授業に、もとの⽣活に戻れたらいいなあと、考
えてしまいます。ここはとてもいいです。⽣活もリラックスしているし、まあ、いろいろなこともありますが、でも私も積極的に参加しています。⼀番⼤変なのは授業が聞き取
れないときです。本当に困ってしまいます。中国では分からなければすぐに質問できますが、ここではそうは⾏きません。努⼒が必要です。もちろん、誰でもいい成績はとりた
いと思っているでしょうが、努⼒なしにはそうはいきません。もちろん、みんな分かっていることだとは思いますが。⽇を追うごとに寒くなってきています。私のほうは今はま
ずまずです。でも特に⼼配なのは年末、年越しのころです。⼀体誰が、冬は⽩⾊に、⽩⾊は寂しいと、寂しさはつらいことだなんて。みんなのことはいつも思っています。私が
⼼配する、そして私のことを⼼配してくれてするすべての⼈のことを。 しかも昨⽇、⾜をひねってしまいました。ホント、ばかみたいです。みんなも変なふうに私のことを⾒
ていました。仕⽅ないですね。それと試験は本当に頭が痛いです。どうしたらいいでしょうか。みんなのこと、思っていますからね。
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また試験

2007.11.21

またすぐ試験です。もうどうしたらいいかわかりません。ここのカリキュラムは難しいです。すべての教科は⽇本語は⾔うまでもなく、問題は私は理系なのですが、中国ではこ
んなはずではなかったのですが、中国で学んだどんな理数系の内容も、ここでまた学ばなければならないのです。本当にどうしたらいいのでしょうか。秋⽥は雪が降りました。
ちょっと家が恋しくなりました。みんなのことも懐かしいです。先⽣⽅は元気でしょうか。ここでの⽣活は⼤変です。でもこれも⾃⼰への挑戦です。そうですよね。
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試験終わったよ

2007.11.29

この何⽇かメチャ疲れたけど、テスト終わったよ。試験のためこの何⽇か眠れなかった。夜眠りたいのに、眠れない。試験範囲が本当に難しくて。それに中国に帰っても学ばな
いところだ。でもこっちでは、しょうがない。最近みんなの旅⾏の話とか読むと、本当にうらやましい。僕もどこかに⾏って⼀緒に遊びたいな。もうすぐ修学旅⾏、楽しみだ。
気持ちは少し憂鬱、なんでだか分からないけど。
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来てくださった先⽣ありがとうございます

2007.12.01

⾦曜⽇、交流基⾦の先⽣がたずねてきてくださいました。たくさんのことをお話しし、気分もずいぶんリラックスできました。先⽣ありがとうございます。先⽣にいろいろなこ
とを質問し、たくさんのお答えをいただきました。私達は3⽉に⼤阪で集まる予定です。楽しみです。まだ試験の結果も発表されていません。結果がわかったら、報告します
ね。
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献⾎

2007.12.04

⽇本で初めて献⾎をした。する前は、とても緊張した。だが、こんなに素晴らしいをするんだと、よーく考え、それで決⼼した。本当は、終わってから遊ぶつもりだった。で
も、お医者さんが、君の状態だと遊ばないほうがいいとおっしゃり、⾞を呼んで僕を送ってくれました。プレゼントまで貰ったよ。要はやはり良い事なのだ。他の事といえば、
試験の成績はまだ出てないし、それと。そうだ先ず旅⾏に⾏くんだった。
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修学旅⾏

2007.12.09

今⽇は修学旅⾏の１⽇⽬。朝早く起きて⾶⾏機で広島に⾏き、原爆投下地と平和記念館を⾒て⾮常に震撼した。あんなに多くの死体の写真を⾒たので、とても耐えられなかっ
た。その後バスで厳島神社に⾏き、１⽇⽬の⽇程が終わった。２⽇⽬は神社を参観したあと５時間かけて⼤阪のユニバーサルスタジオに⾏った。すごく⾯⽩かった。でかい遊園
地に初めて⾏く⾃分として絶対に逃せないのは、ジェットコースターだ。メチャクチャ興奮した。ホテルに帰ってもずっと興奮していて、そうする間に２⽇⽬が終わった。３⽇
⽬は京都に⾏った。京都は寺院だらけで、僕は⾦閣寺、銀閣寺、清⽔寺、⼆条城に⾏き、古典の息吹を感じた。最後の⽇は⼤阪城公園と海遊館（⽇本最⼤の⽔族館）にいった。
こうして旅⾏が終った。もうぜーーーーーーったいに忘れられない︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕
PS︓お⼟産を買いすぎた

閻 亜光さんの⽇記



みんなに謝ります

2007.12.09

本当にごめんなさい。⼼から申し訳ないと思っています。事情はこうです。修学旅⾏の３⽇⽬の夜、家族に電話したあと、僕の⽣活上の問題がでてしまいました。電話をしたあ
と僕は機嫌が悪かったのですが、クラスメートがとても親切にしてくれたので、僕の機嫌は直りました。⼼の中でみんなにとても感謝していました。でも夜10時半はもともと
就寝時間でした。僕は決まりを守らないばかりか違反をしてしまい、先⽣を怒らせてしまいました。さらにはクラスメートと⼀緒にいたので⾮常に後ろめたい気持ちになりまし
た。本来は僕がクラスメートに感謝しなければならないのに、外に⼀⼈でいた僕に友達がおしゃべりしてくれて、孤独を感じずにすんだのに、クラスメートの⽅が僕に謝ってく
れたのです。謝らなければならないのは僕です。僕は反省⽂も書かなければなりません。本当に申し訳なく思っています。⾃分を厳しく律しなかったことで外国で先⽣を怒らせ
てしまいました。先⽣に合わせる顔がありません。交流基⾦の先⽣も皆も僕を助けてくれました。僕が間違っていました。多分、僕の反省⽂では、伝えたい思いを表現できない
と思います。僕は⾃分の考えを先⽣に知ってもらいたいのです。最近はずっと悪いことばかりしました。ここでみんなに謝ります。先⽣に謝ります。クラスメートに謝ります。
先⽣には特に傷つけてしまいました。どうしよう、どうしよう。世界に向けて解決⽅法を募集します。みんなのコメントをお待ちしています。
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ヘアカット

2007.12.15

今週の⼟曜⽇髪を切りに⾏った。本当に⾼いし驚いたよ。僕の髪型は先⽣にも⾒分けがつかなくなるほど。⾃分でもちょっとびっくりしてる。⽇本の美容室は皆こうなのかな︖
３０００円でこんなことになるとは。だけどこういう髪型は今まで試したことなかったから、要するに驚いたんだけどね。写真あるんだ、これどう思う︖
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天津訪問団と接⾒した

2007.12.17

今⽇天津からの区⻑さんと先⽣にお会いできた。とても緊張したが、スムーズにいった。驚くことには、僕の⽇本語はかなり進歩しているようだ。⽇本に来たばかりの頃は他の
⼈に通訳してもらってたのに、今では、他の⼈にかわって通訳してあげている。楽しい。⽇本語の進歩での喜びが、最⼤の贈り物です
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かなり、とても、ちょう幸せだ

2007.12.25

おとといからhomestayになった。クリスマス補修があるけど、いろいろなプレゼントをもらいしたから、気持ちすごくよくなった。１２．２５はhomestayの姉さんの誕⽣⽇
だから、楽しみわ。⽣活もっともっとよくなったために、未来の⽣活はとてもいいとおもうよ。homestayのお⽗さんからセーターももらったから、幸せだ。１２．２４にアメ
リカからの電話のクリスマスのおいわいももらった。今でさあ、家族でよるみんな⼀緒に⼣⾷を作って、いろいろ話をして、なんといっても、幸せだ
これは⽇本語で投稿されたものです

閻 亜光さんの⽇記



homestay

2007.12.30

このごろ、ずっとhomestayやっていろので、⽇記を時間が少なくなった。チョット恥ずかしかった。最近塩の作り⽅とか、望⽉もやったし、きょうは30センチのかにも⾷べ
た。いまの体重は６０キロになった。ああああいやだ。55を⽬標として頑張れ
これは⽇本語で投稿されたものです
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⾃分の成績

2008.01.07

かなり⻑い間待ってついに⾃分の成績が分かりました。⼒を尽くしたのだけど、うちのクラスのみんなはもっと努⼒をしていたのです。23⼈中の22番、でも何も後悔はしてい
ません。⾃分でも精⼀杯頑張ったから。現代⽂58、古典70、地理55、数学B74、物理62、化学77、体育83、保健78、美術70、英語70、英語W86コンピュータ78、次回はも
っと良くなることを信じて、頑張ります。
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新学期が始まるよ

2008.01.14

ながーい冬休みが終わり、間もなく新学期が始まります。ここでも準備は万端です。始まったらすぐ試験があるけど、もういいや、⼀番重要なのは３⽉の期末試験です。どうな
るか分からないけれど。中国のみんなはもうすぐ期末試験だよね。みんなもいい成績が取れるといいな。ホームステイもすごく楽しかった。お⽗さんお⺟さんありがとう、また
機会があったら絶対に⾏くね。
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新年が楽しみ

2008.01.27

もうすぐ旧正⽉だね、みんなに新年の挨拶を申し上げます。最近どう過ごしているか分からないけれど、みんなに幸運が訪れて、もっと向上できますように。がんばろうね。3
⽉にみんなと再会したいな。秋⽥は本当に寒いよ。超寒い。積雪ももう１メートル以上になります。⾔葉も出ないよ。
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秋⽥の新年のお祝い

2008.02.04

今⽇先⽣と⼀緒に秋⽥の新年のお祝いの⾏事に参加した。本当に楽しかったよ。ちょうど始めたばかりの先⽣たちにも会い、みんなでいっしょに歌を歌ったり、ゴハンを⾷べ
て、ゲームをして、僕は特別たくさん賞品をもらっちゃった。スッゴク楽しかったよ。今みんなに僕の写真を⾒せたくてうずうずしているんだ。でもダメだね。3⽉にまた期末
試験があるし、みんなにも再会できるし、すごく楽しみ、でも先に試験をやっつけないとね。僕はなんとか⼤丈夫だと思う。⾃信があるよ。最後に、みなさん新年あけましてお
めでとう。楽しい⼀年でありますように
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あらたにHOMESTAYが

2008.02.08

学校は連休です。友達と⼀緒に映画を観たり、餃⼦を作ったり、⼀緒に春晩をみたりしました。⼤晦⽇には嬉しいことにまた餃⼦を⾷べられたのですが、体重のことを忘れてい
ました。ウーン、もうダイエットしても⼿遅れかなあ。でもここのところずっと楽しいことばかりでした。みんながんばろうね。あと⼀ヶ⽉であえるんだから。ワクワクするな
あ。
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携帯電話を拾った

2008.02.14

今⽇、部活が終わって帰宅する途中、携帯電話を拾いました。なんと、回線もちゃんとつながっています。どうしたらいいかな。明⽇、学校でみんなにきいてこれを渡せればい
いな。なんか最近おかしなことばかり。まず体重の激増。そして今回のこの携帯。⼀体どうしちゃったのかな。なんかへんなの。
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⽇本のバレンタインデー

2008.02.14

今⽇はバレンタインデー。⾷堂のおばさんとHOMESTAY先のおかあさんからチョコレートをもらいました。ありがたいけれど今、⾃分はダイエット中。ちょっと困ってしまい
ます。がんばろうっと。できるだけこの⽇からはなれているようにしなくてはね。
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学校に爆弾が︕

2008.02.17

⾦曜⽇、学校で普通に授業を受けていたら２時間⽬に突然下校させられた。でも原因は分からない。こうして⽣徒全員が学校を追い出された。僕は寮に住んでるので寮でボーっ
としなければならない。ほどなくして検査官が数⼈やって来て、あちこち⾒て回った。すごく緊張しているようだった。午後１時半にようやく帰っていった。夜になって分かっ
たんだけど、今⽇誰かが「学校に爆弾がある」と電話をかけてきたらしい。９９％は悪ふざけだろうけど、念のために⽣徒を帰宅させたんだって。まったく何て奴だ。何て⾔っ
ていいかも分からないよ︕
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清⽔先⽣

2008.02.20

⽉曜⽇、新しい先⽣がいらっしゃいました。とても若い⽅でした。いっしょに卓球をし、寮に来て私の⽣活環境も確認していかれました。夜ご飯も⼀緒に⾷べました。そしてな
んと葉晨偉⼤さんと尹⽂強さんまできてくれ、3⼈で顔をそろえたのはこれが初めて、しかも先⽣までご⼀緒なんて、本当に嬉しかったです。最後にチョコレートをいただきま
した。清⽔先⽣、頑張ってくださいね。3⽉にまたお会いしましょう︕
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また爆弾事件

2008.02.22

今⽇はまた爆弾事件だ︕朝１時間⽬の時，学校でまた若い⼈からの電話をもらって、もう⼀度場武断事件あるって。何で毎週の⾦曜⽇爆弾事件があるの、怖いなあ
これは⽇本語で投稿されたものです
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半分の⽣活、半年の⼈⽣

2008.02.24

ようやくパソコンの前で⽇本の事を考える時間ができました。数えてみると、今までちょうど半年、⾃分は本当に何を得たんだろう。突出したことは⼝語の進歩だね。でも想像
してたより良くはないけど。成績については…⾔えない。だけどゲーム研究についてはかなり進歩しました。⽇本は正に「ゲーム⼤国」だよ。⾃嘲したけど別の意味はないよ。
でも、この半年で何を学んだか胸に⼿を当てて⾃問してみると、勉強の積極性とか⾃⽴能⼒の向上だけではないと思う。もっと重要なのは、物事の悪しきこと、⽣活の積極的な
⾯消極的な⾯、困難に⽴ち向かうこと、⾃分の態度、挫折に出会うこと、⾃分の認識を理解できたことだと思う。僕はまだ⾃分の約束を実現していない。少なくとも今はまだ
だ。後に僕がいるか今は分からない。でも僕は知っている。僕の⼼が強くなれば、この冬まだ雪が降り続けようと、ここで想像もできない吹雪に⾒舞われようと、⼤声でいう事
を。「僕は怖くない︕」
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卒業式

2008.03.02

卒業式 今⽇、３年⽣の卒業式に出席しました。中国のとは全然違いました。⾃分のバンドもあって、保護者もたくさん来ていて、会場はとても静かでした。正式な儀式は本当
に異なっていて、みんなとても重視していました。来年、再来⽇してみんなと出席できるかは分からない。７⽉末には絶対に帰らなければならないから。そう思うと、この季節
は感傷的になるね。この季節、少しの安⼼もあるけど。
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疲れた

2008.03.07

最近テストですごく疲れたよ。他のことなんて何もなくて、ただ勉強するだけ。本当に疲れたよ、ここで叫んで、うっぷんを晴らして、皆に会いたいなあ。すごく会いたい。
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やっと試験終わった

2008.03.14

今週ついに試験が終わった。気持ちもだいぶ楽になった。今回の成績には期待できる、すごく⾃信があるんだ。今唯⼀楽しみなのは皆に会うこと。20⽇、早く来い︕
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最⾼なとき

2008.03.21

遊んでばかりなんていいませんが、今⽇は学校の友達と遊びに出かけました。まずは秋⽥のROUND1へ。ここは⼤型アミューズメントパークで、バーチャル機、フィットネス
マシーン、KTVとなんでもそろっています。もういうことなし。まずは3時間フリーをチョイス。本当に楽しかったです。その後ROUND1の⼤型ゲームセンターへ移動、もうパ
ーフェクト。午後4時にそこを出て、マックへ。⽇本のマックは特に美味しいわけではありません。最後にみんな⼀緒にカラオケへ。みんなと⼀緒に遊んでいるともっと仲良く
なれた気がします。本当にとても楽しく、みんなもまるで昔からの友達みた私の名前をよび捨てにしてくれるようになりました。さあ、後残りの何ヶ⽉、頑張ります。
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帰りたくない

2008.03.24

この数⽇、⼀緒に楽しい時間をすごした。こんなにバカ騒ぎをしたのは久しぶりなんじゃないかな。すごく新鮮に感じる。今⽇、⾏かなければならない。みんなと別れるのはす
ごくつらい。交流基⾦からプレゼントももらった。まさかみんな⼀緒にいたくないわけじゃないよね。じゃ頑張ろうよ。７⽉にまた会えるし。その⽇を楽しみに待ってる。
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みんなまた離れてしまったね

2008.03.26

4⽇という短い間の集合だったけど、まだ何も⾔わないまま過ぎてしまったような感じがする。まだ覚えているよ、⼀番早く出発するグループが帰るとき、みんな仲間を⾒送り
に来ていたんだ。本当にそうだ、何もしないままあんなに早く過ぎてしまったんだ。時間は本当にとても不思議、過ぎるのが速いのか遅いのかちっともわからない。また少しす
ればみんな東京で再会できるんだ。この数⽇間で僕たちは⽇本語がヘタになってしまっただろうな、がんばろう、これを読んだらメッセージくれよ、みんなを信じているよ
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新しい家、新しい環境

2008.03.28

ずっと寮に住んでいたけど、またHOMESTAYを始めた。クラスメートの家だ。今回もとてもうまくいく気がする。お⺟さんの性格と⾃分の⺟親の性格がすごく似ているんだ。
それからもう⼀⼈妹もいる。勉強がとてもできる、恥ずかしい。クラスメートもすごく良い奴だ。ここはまるで⾃分の家のよう。時間は短いけれど、予定はっびっちりつまって
いる。僕の新しい⽣活に期待しててね、皆もそうだと思うけど、⼀⽇⼀⽇を新しい⼀⽇として⽣活していくのって、とってもやる気が出てくると思わない︖
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スキーに温泉

2008.03.30

今⽇はお⺟さんと⼀緒にスキーに⾏きました。ラッキーなことに今⽇はスキー場の最後の⼀⽇でした。だから皆すごく嬉しそうでした。滑り終わったあと、温泉に⾏きました。
とてもラッキー。すぐに帰らなくてはいけなかったけど。頑張ろ
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種をまく

2008.04.02

今⽇の夜の８じから、とうさんといっしょに種をまいた。ピイマンとか、ながなすとか、ひとつずつ⼊れて、気持ちも最⾼たのしかった。時々話してくれた⽗さんもそうかもし
れない。私たち37⼈もそれぞれの夢を持っているはずだと思って、じぶんのゆめをおいかけて、7⽉のまたあえるときを望んでる
これは⽇本語で投稿されたものです
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私のあの成績と新学期

2008.04.04

今⽇⾃分の成績表が届いた。⾒てみたら⼤した気を落とすこともなく、現代⽂はよくないが、ほかは全学級中で20番⽬になり、もう⼗分満⾜しています。さらに、これから私
たちのクラスを分けることもあるし、⾮常に緊張しているが、私は元のクラスに残りますけど、元のクラスメートとは⼀緒に残りの4ヶ⽉を過ごすことになります。時間は本当
に速いです。私は残りの時間で勉強に⼀層頑張って皆と同じように、悔いを残さず、⼒いっぱい戦っていきます。
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初めての引っ越し

2008.04.07

とても疲れた。⼟曜⽇に初めて2階から3階へ移動した。もともとの野球部の同級⽣たちは全員1階と2階いる。だから私は今のここに移した。今になって、荷物はそんなに多い
ことを知った。もうだめ、幸い、引越しの時は同級⽣のお⺟さんが部屋の掃除をしてくれたり、同級⽣があれこれを運んでくれたりして本当に⼤変感謝しています。 何もやっ
てあげられることもないがこの場を借りて、ありがとうを⾔わせてください。 残りの何ヶ⽉間を⼤切にしますから。
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送別会

2008.04.08

今晩同級⽣と⼀緒に焼き⾁屋で送別会をやった。ひとりの同級⽣が別クラスに⾏った。みんなで彼を送った。とてもうれしかった。みんなわいわいして、最後いっしょにボーリ
ングをやった。私は寮に住んでいるから、みんなと⼀緒にいられなくてちょっと残念。まぁ、またチャンスがあると、焦ってはいない。寮に帰って、同級⽣から沢⼭もらった。
とにかくますますなれてきた。でもまた帰ってしまうね。本当にどしたらいいか分からないな。この友情が捨てきれないよ︕
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最初の寿司

2008.04.15

今⽇練習し終わった後で、先⽣と⼀緒に本当の意味での寿司を⾷べました。始めの頃は、まだ⾷べられないネタはなかったですが、まぐろが来た時は、どうにもダメだった。他
にも、名前も分からない⾷べられないものもあって、とにかく⾷べられなかった。でもその後先⽣と⼀緒にコーヒーを飲む時、やっと気分が良くなって、先⽣と⾊々喋った。ち
ょうど学校は今年10⽉に中国に⾏くことになったから、この話ができた。今徐々にここの⽣活に慣れて、帰りたくなくなった。先⽣とクラスメートとの友情を惜しんで、残り
の3ヶ⽉、⼤切にします。
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桜の花を観賞

2008.04.20

今⽇先⽣と⼀緒に桜を⾒に⾏った。秋⽥の桜はもう満開で、この桜がずっとこのままであったらと思った。気持ちはいい。その写真を何枚かみんなに⾒てほしい。また多くの留
学⽣と会った。⼤変嬉しかった。
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健診

2008.04.25

健診 ⽇本での健診はやはり違う。⾝⻑、体重、視⼒など⼀般の検査だけではなく、⼼臓等内臓の検査もあるね、⾯⽩いと思った。 それで、僕は何でかまた低くなっている︖だ
けど体重は変わってない、視⼒も落ちっている。 なんでだろう︖⾃分の体はなんでついてないんだろう︖あちこちは問題点だ。 しょうがないけど、⾃分はこんなもんさと思え
ばいいさ。⼦供としては⼀般的な167CM 52KG、⾔う事なし。
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真夏の時間

2008.04.25

最後の3ヶ⽉、⼭積みの荷物はどうするかも知らなくて、ほっとこう。 先⽣からお⼿紙が来た。とても複雑な気持ちになっている。なんでか知らないけど、歌詞に書いてるよう
に、⾏きたいし、けど残りたいし。 唯⼀できることはこの真夏の時間を⼤切にすることだ。友達の笑顔のために、この⼀年間の感情のために、この⾃分の意志のために、みん
なで頑張ろう︕ 私達がかつていっしょに笑ったり、泣いたり、楽しんだり、頑張ったりしたことを忘れないで。
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卓球の集まり

2008.04.30

 秋⽥にいる僕ら3⼈もみんな卓球部の部員で、今度は県⽴体育館でいっしょに試合するチャンスがあって、本当にうれしいな。中期研修して1ヶ⽉後、再会できて本当にあり
がたいです。ゆっくりゆっくりと時間が過ぎてほしくもあれば、もっと早く流れてくれたらよかったとも思います。⽭盾してるね︕何を⾔ったらいいのか分からない。とにかく
時間を⼤切に︕5⽉にまた試合があるので、また会えるといいね︕
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最後のHOMESTAY

2008.05.03

今⽇HOMESTAYのところに来た。これは最後になるかもなぁ。相変わらずもとの家族で、とてもうれしいと感じているよ。今回はちょっと特別で、他のところに⾏っちゃう。
別家族、本当に楽しみだな。今とりあえずここで感想だけを知らせて、あとで具体的に書いてアップする。come on︕
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COCOSのカレー

2008.05.05

今⽇はCOCOSのカレーを⾷べてきた。最も⾟い10級を⾷べた。問題はそれほど⾟いかというと、私は平気だった。みんなは⾟い⾟いと⾔ってたけど、私⾃⾝の原因か何なのか
わからないが、どうしても平気だと感じてしまうのだ。⾷べたことがある⼈の感想は︖⾟い︖︖
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震えている楽譜

2008.05.05

5⽉4⽇、映画館で最新のCONAN劇場版を⾒て、楽しかったな︕当初なぜ⽇本語を勉強しようと思ったら、やっぱコナンを⾒て分かるためだったよね。今はこの夢がやっと実現
したので、何を⾔ったらいいか分からない。今度のはまあまあかな、ストーリーもいいし、内容も悪くなかった。たくさんの記念品を買った。帰ってから学友にプレゼントす
る。彼らの代わりに⾃分にお礼を⾔います︕
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別荘への旅

2008.05.05

今⽇はもう⼀つのHOMESTAYの家に来た。ここには何もないけど、ユートピアのようだ。お⽗さんは畑仕事をしてて、お⺟さんはご飯を作って、建物はお城のようだ。後ろの
林はすべて個⼈所有のもの、僕とお⽗さんは探険にも⾏ってた。涼しくて⾯⽩かった。たまに都会から遠く離れて、このような⼩さい村に来て、緑に囲まれて、いい気持ちにな
るよね。僕はこんな感じで時計の⾳を聞きながら寝てしまった。>>>>>>
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どうしよう︖

2008.05.09

どうしよう︖ 最近は何でか、⽇本語のレベルはダウン。しゃべる時はいつも単語単語で、ちゃんとした⽂章にならない。どうしたらいいのかなぁ︖後⼆ヶ⽉、だけど⾃分の⽇
本語はだんだん下⼿になっている。助けてくれ〜皆さん、レベルアップの秘訣を教えてください。 先にお礼を申し上げます。
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共に努⼒する⽇々

2008.05.14

交流基⾦のウェブサイトで、最も多い⼆⽂字は頑張る（加油）。なぜだか知らないけど、みんなと⾃分が困難に負けないようにしてほしい。あと2ヶ⽉なのに、四川でこんな⼤
地震が発⽣した。同級⽣達が私の故郷のことを聞いてくれて、この場を借りて、みんなに感謝します。私達は絶対に困難に負けない。私達が共通の信念、同じ願望を持っている
からだ。地震があっても私達は苦境にめげずに、最後まで強くなれ、頑張るよ。⾃分またはみんなが無事で毎⽇を過ごせるように祈りましょう。
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負傷者のための募⾦

2008.05.16

今⽇は駅前で、僕は留学⽣達と⼀緒に0512の地震の負傷者達に募⾦をしました。とても有意義なことだと思います。通りかかった⽅々はお互いに知らないし、募⾦の⾦額もい
ろいろだけど、この募⾦を通じて、⾃分達は少しでも役に⽴ちたいと思いました。もちろん僕も⾃分でできることはしたいと思っています。早くみんなが家に帰れますように。
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プリクラでの⽀援

2008.05.20

⽇曜⽇、初めて友達とプリクラを撮った。最初に撮り⽅が分からなかったけど、友達みんながやさしく教えてくれた。もともとここへは中国⼤地震のために募⾦をしに来たのだ
から、お店で⼤きい声で、苦しんでる⼈々を助けてあげてくださいと叫んでいた。JRCの部員達みんなはとても頑張った、私たちは最後のプリクラに「友情」って書いた。
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不思議な明桜

2008.05.29

今⽇、うちの明桜⾼校は秋⽥県で野球優勝を獲得しました。うちの学校はもっぱら3学年にやらせた。うちの学校は本当にすごい。最後のスコアは20対0。これ最後の決勝戦。
20対0のスコアもあまりに不思議だった。その後、友達と⼀緒にラーメンを⾷べた。ここのラーメンは中国のと全く違った。初めて外でラーメンを⾷べると、やはりおいしい。
頑張れ明桜、頑張れみんな。
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ディズニーランドにて

2008.06.01

思いがけずに先⽣からの電話をもらった。そして、今週の⾦曜⽇の夜から出発して、わたしにとって普通でないディズニーランドの旅を始めた。 晩に列⾞に乗った。普通は新
幹線に乗るんだけど、私が乗ったのは列⾞だった。そして、正真正銘の列⾞なんだよ。⼀⼈に⼀部屋で、超いい気持ち。しかし、あいにくなことに、⼤⾵のため、時間通りに千
葉に着けなくなったので、先⽣と新潟のトキ号新幹線に変えて、東京に着いた(新幹線に乗ったのは初めてだけど、上海のと変わらないと思う）。それで、⼗時ごろ夏静さんに
会った。中間研修の後で、また会えるなんて、本当によかった。 さすがのディズニーランドだなぁ。まるで童話の天国みたいだ。建物はとても⽴派で、ゲームはそんなにエキ
サイティングじゃないけど、みんなおもしろかった。そして、⾷べ物については、普段はあまり⾷べてない私は、そのとき夏静さんと中の⾷べ物をほとんど⾷べていった。ま
た、パレードも⾒て、夜景も楽しんだ。その⼀⽇は⼤変楽しかった。しかも、いっしょにプリクラを撮った。帰るとき、クラスメートと⾃分のお⼟産に、東京のお菓⼦を買っ
た。⼀番⾏きたいところも⾏っていたね。
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⼤学説明会

2008.06.06

今⽇は秋⽥の⼤学説明会に参加した。いわゆる今から⼤学はどうするかとのことだ。正直僕は本当にどうしたらいいのかがわからない。ここのたくさんの⼤学先⽣に聞いたりし
ていたが、やはり答えが出ない。皆さんは帰国したらどうしたい︖まずここの⽣活を⼤切にして、それから頑張りましょう。
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コンサートと端午

2008.06.09

今⽇学校のコンサートを聞いた。最初はつまらないと思ったけど。しかし幕を開くと盛⼤の喝采を迎えられた。それはクラシック、ジャズ、ポップと三種類に分かれた。うちの
クラスはやっぱり他と違って、⼀⼈が主役を担当し、ソロー部をやった。本当に⼤興奮。⾳楽が好きだけど、クラスの⼈とは⽐べものにならなかった。本当にまだまだ。頑張ろ
う、彼⼥を追い越そう。 そして、6⽉8⽇の端午、みんなで楽しくお祝いした。こっちは端午の⽇で意外にも⽉餅を⾷べた。ちょうどスーパーに⾏ってるとこで、⽉餅を⾒た。
去年は⾷べられなかったので、⾃分でひとつ買って⾷べた。とても満⾜した。
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地震だ

2008.06.14

さっき地震が起きた。それは17歳になってから初めての地震なんだ。東北地⽅全体は地震を感じただろう。みんなはどうだろう。怖かった。ビル全体は揺れてた。みなさん、
⼤丈夫︖⼀番早い時にご挨拶を
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試験が終わった後の狂喜

2008.06.21

今⽇は試験の最後の⽇だ。試験が終わった後、私はクラスメートとカラオケに⾏った。少し緊張してた。⼥の⼦といっしょに⾏くのは初めてだ。ほんとうに⼼臓がパクパクして
た。でも、歌い始めると、そんなに緊張しなくなった。みんなは意欲が⾼まって、試験のことをすっかり忘れちゃった。でも、ほんとうにたのしかった、みんなといっしょに遊
ぶことができたなんて。もちろん、そうしたら、⾃分はみんなとおしゃべりしたりして、興奮している。
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クラスのシャツ

2008.06.26

もうすぐ試合があるので、クラスのシャツを準備中。デザインとか⾊とか、みんなと話し合えるのがすごく楽しい。7⽉には帰らないといけないから、試合には参加できないけ
ど、担任の先⽣が僕にも1着くれるので、とてもうれしい。これで、⼼はみんなとずっと⼀緒だ。
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⽂字焼

2008.06.30

⽇曜⽇に先⽣と「⽂字焼」を⾷べに⾏きました。はじめ中国語でどういうのかわからなかったけど、こう翻訳するんだと思います。なぜかわからないけど⽂字焼はとてもおいし
くて、またちょっと興奮してるし。みんなも機会があったら⾷べに⾏ってみてください。最後の１ヶ⽉、みんなおいしいものを⾷べて、帰ったらもっと頑張るように

閻 亜光さんの⽇記



学園祭

2008.07.06

今⽇学園祭を⾏った。 みんなはとてもうれしそうだった。 すべての⼈が笑顔を⾒せていた。 歌を歌ったり踊ったりして。 昼ごろ終わった後にみんなと⼀緒に⾷事を⾷べた。
みんなで盛り上がった。 本当にどういったらいいか分からない。 このままで⼀緒に遊びにいこうかと気持ちは複雑だ。
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また先⽣とお会いしました

2008.07.08

今⽇清⽔先⽣と⼭崎先⽣がまた僕に会いに来てくださって、とてもうれしかったです。⼭崎先⽣は前よりかわいくなっていて、清⽔先⽣はお変わりなかったです。先⽣は⼤学の
ことをいろいろ話してくれました。先⽣、ありがとうございます。 あと２週間でここを離れるのに、ほんとうにどうしたらいいかわかりません。みんなはどうかな。 最後にも
う⼀度、先⽣ありがとうございました。
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学校の送別会

2008.07.19

今⽇クラスは特別に授業を⼀時間あけて、みんなと⼀緒にゲームをやって、たくさんのおいしいものを⾷べた。今の気持ちをどう表わしたらよいか分からない。ただみんなとい
っしょにがんばって、きっとまた会えるとそう願ってる。⾦曜⽇、クラスメートとバーベキューに⾏った。今回はクラス全員で、みんなと楽しんだ。そして、制服を着ずに、男
の⼦はイケメンで、⼥の⼦はみんな美⼈だ。⾷事のあと、ボウリングをやった。この１１か⽉の友情は⼀⽣忘れない。
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最後の⽇

2008.07.21

最後の⽇はみんなと⼀緒に花⽕をやった。最後にみんなと買い物をしたり、ボールをやったり、みんなと笑ったり、泣いたりした。３Mはそれを忘れない。
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家に帰りました

2008.07.26

家に帰ってきました。みんなは⾒ましたか。みんなのことを懐かしく思ってるけど、ゆっくり休んで。きっと疲れただろう。
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どうしよう

2008.07.30

どうしよう、ぼくは⾼三に上るか、それとも⾼⼆にするか。この問題は⼀年間考えても、解決してなかった。みなさん、意⾒をお願いします。
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補習してから、こうなっちゃった

2008.08.24

⾼三を選んで、授業がきつくてたまらない。ああ、雄叫びをあげてるよ︕︕︕︕︕ でも学校に⾏くために、しょうがないことだし、頑張ろう。みんなも元気だね。インターネ
ットする時間が多くないけど、とにかくよく連絡してくださいね。
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国際交流基⾦でのインターン

2012.02.22

皆さん

久しぶりですね。お元気ですか。

⼤学に⼊ってから、約４年くらいここで⽇記を書いたことはなかったですね。本当に⽇中交流センターの⽅々に申し訳ありません。

さて、今⾃分が国際交流基⾦でインターンしています。⽇中交流センターではなく⼈事課ですが、まさか５年後また四⾕にある本社でお世話になった先⽣たちと会えるなんて本
当に不思議に思います。

⾃分がこの５年間で⾃分の⾼校や⼤学でいろいろ活動をしましたが、今回に限って、国際交流基⾦でのインターンをすごく貴重なチャンスだと思います。

２期⽣として、約１年間秋⽥で勉強しましたが、

⼤学に⼊って、４期⽣のみんなと京都であったり、６期⽣のみんな宮崎であったりして、⾃分が基⾦とのつながりはいつも持っているなあと思いました。

そろそろ⾃分も就職活動を始めるか、⼤学院に⾏くかと悩む時期がやってきますが、ぜひ今回国際交流基⾦で得たものを⾃分の将来に役⽴つものにさせるよう

がんばっていきたいと思います。毎⽇、⼈事課の仕事をしていて、多少⽂章が硬くなったような気もしますが

読んでいただければと思います。みんなとまたあえることを楽しみにしています。FIGHTING~~

これは⽇本語で投稿されたものです
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