
わたしは⽇本に来た︕

2007.09.05

⾶⾏機で３時間とんで、ついに⽇本についた。疲れたも感じが、楽しみのほうが多い。これから⽇本で留学⽣活がはじまる。楽しみでもあり、もちろん⼤変なこともあるだろ
う。でも、わたしは精⼀杯にがんばる。⽇本の交流基⾦会の先⽣⽅は、みんな親切してくれてる、本当にありがとう。
これは⽇本語で投稿されたものです

葉 震浩さんの⽇記



⽇中交流センターの先⽣⽅、お久しぶりです

2007.09.19

まず、わざわざわたしの誕⽣⽇を覚えになって、ありがとうございます。 北海道でもう⼀週間⽣活し、新しい学校にも⼀週間通学しました。寮のご飯もおいしくて、⾃分で服
を洗わないですみますから、とても楽な⽣活を送っています。でも、部屋にはパソコンもテレビもありませんから、ちょっと退屈です。でも、それは勉強にとてもいいじゃな
い。 先週の⽇曜⽇は、本屋で偶然に三味線の演奏を聴きました。そしてコンサートが終わった後その三味線の先⽣と⼀緒に写真 をとりました。 両親といつもメールで連絡して
います。わたしは、ホームシックがない。いつも笑って⽣きています。 佐治先⽣、わたしは来週からバスケット部に⼊ります。なにかいいことあったら、必ず教えてあげます
よ。 じゃ、今⽇はここでおわります。
これは⽇本語で投稿されたものです

葉 震浩さんの⽇記



私の写真

2007.09.19

これは⽇本語で投稿されたものです

葉 震浩さんの⽇記



⼣暮れ

2007.09.20

写真は私の部屋から⾒える景⾊。 昨⽇からの三⽇間は試験の⽇です。わたしは各科⽬の教科書がまだないから、英語しか受けませんでした。今⽇午後は休みです。 ここは何⼈
か外国⼈の留学⽣がいます。アメリカ⼈やフランス⼈、オランダ⼈もいます。私たち中国⼈の⼆⼈を合わせて７⼈です。時々⼀緒に⽇本語の授業を受けていますが、彼らは普段
英語でしゃべります。わたしは英語が苦⼿で、彼らが何を⾔うかほとんどわかりません。英語の笑い話を聞いてもわかりません。しかし留学⽣の皆さんはやさしくて英語を教え
てくれます。そのかわりに私も彼らが興味のある中国語を教えてあげます。 佐治先⽣、今朝私はバスケットボールしていました、中学⽣⼆⼈と。楽しかったです。わたしのス
リーポイントも得意だと感じました。でも既に中国にいる時ほど強くないです。これから頑張ります。 じゃ、また。
これは⽇本語で投稿されたものです

葉 震浩さんの⽇記



中秋節

2007.09.25

今⽇は中秋節。みんなはどのように過ごしているのかな。 “節句が訪れる度に親族への思いが募る”という⾔葉があるけど、みんなもきっと僕と同じで、家が懐かしいよね。 お
とといスーパーで⽉餅が売られていたけど、もうなくなってしまって、残念。でも他にお⽉⾒の団⼦とか、たくさんお菓⼦がまだ売られている。今年は⽇本のお⽉⾒と中国の中
秋節が同じ⽇なんだね。⽇本⼈も中国⼈と同じようにお⽉⾒をする習慣があるのかな。 決めた、今晩⽉を⾒に⾏こう。 みんなも楽しい中秋節を︕

葉 震浩さんの⽇記



中秋節の夜

2007.09.26

⼣べは蒋くんと⼀緒に近くの児童会館へ遊びに⾏った。そこは児童会館と⾔っても、中学⽣や⾼校⽣はよく遊びにいく。私たちはバスケットとピンポンをした。そして私は電⼦
ピアノも弾いた。⾃分で弾いた中国の歌のメロディーを聴いて気分がよかった。でもちょっと悲しくなった。 そこで⼥の中学⽣たちとも会った。私たちが中国⼈だと知って、
とても興味ありそうに私たちに話しかけた。私も彼⼥らとおしゃべりしていた。楽しかった。 帰りの道で空を⾒て、丸くて美しい⽉が⾒えた。⽉を⾒ていて、懐かしくなっ
た。わたしの家族と友達は元気なのか、と思った。 それではまた。
これは⽇本語で投稿されたものです

葉 震浩さんの⽇記



とても残念でした

2007.09.29

今⽇は⼀年に⼀度の強歩会です。 私は朝、ほかのクラスメートと⼀緒に、学校の前の広場でわくわくしました。出発の時もとても楽しくて、友達と話しながら歩きました。し
かし、途中で強い⾬が降り出しました。私が挙げたクラスの旗は、⾊が褪せたから、私の服は泥まみれになりました。運が悪いと思いました。⾬がやんだ後、数学の北先⽣と歩
きながらいろいろおしゃべりしました。 やっと江別駅で着きました。先⽣はみんなに⾵邪を引かせないように、昼間でみんなを解散させました。 私が初めて参加した強歩会は
こう終わりました。本当に残念だと思います。
これは⽇本語で投稿されたものです

葉 震浩さんの⽇記



新学期が始まりました

2007.10.02

昨⽇は学校の切替式が⾏われました。私は蒋君と、オランダからのルベン君と⼀緒に先⽣⽅と⽣徒のみなさんの前で⾃⼰紹介しました。 午後は初めて調理の授業を受けまし
た。三年⽣たちと⼀緒に料理を作りました。ロールケーキとチキンとサラダでした。最後みんな⼀緒に試⾷しました。おいしくて満⾜しました。 放課後はバスケット部のトレ
ーニングに参加しました。私がこの学校に⼊って以来、初めてのトレーニングでした。ほかの部員たちは結構強かったです。私は思い切り運動しましたが、あまり疲れなかった
です。 これから１０⽉になりました。だんだん寒くなって⾏きます。 なお、昨⽇は中国の国慶節でした。
これは⽇本語で投稿されたものです

葉 震浩さんの⽇記



初めて呉服を着ました︕

2007.10.16

今⽇の昼間はお茶会です。学校の茶道部のおかげで、わたしは始めて抹茶を飲んだり茶菓⼦を⾷べたりしました。 午後は着物を着るという活動があります。私と蒋くんとルベ
ンくんのと、アメリカから来た⼆⼈も⼀緒に着物を着てみました。 初めて呉服を着たので、とても楽しいです。ただ、⼑がないと残念だと思います。 後で⼀緒に写真を取りま
した。 今⽇は美しい思い出になると思います。
これは⽇本語で投稿されたものです

葉 震浩さんの⽇記



最近の出来事

2007.10.29

最近はあまりたいしたことはないが、⾔うべきことが少しある。 先週の⼟曜⽇（２７⽇）私は札幌国際⼤学に⾏われるスピーチコンテストに出た。私の結果は残念だったが、
⼀緒に出場した蒋深くんは準優勝を取った。おめでとう︕ その⽇の午後、留学⽣たちと⼀緒に札幌へ遊びに⾏った。町をぶらぶらしたりして、いろいろ遊んだ。私はゲームセ
ンターで台湾から来たおじさんと会った。同じ中国⼈なので、楽しくおしゃべりした。それから私たちはカラオケに⾏った。私は⽇本に着てから初めてカラオケをした。思いっ
きり歌った。⼤変楽しかった。 写真を撮った。どうぞ楽しんでください。
これは⽇本語で投稿されたものです

葉 震浩さんの⽇記



１１⽉は既に始めた

2007.11.01

今⽇は１１⽉１⽇だ。⽇本に来てから間もなく⼆ヶ⽉になる。この⼆ヶ⽉の中で、私は⽇本の⽣徒と同じく授業を聞いて、⾊々なことを体験した。振り返って⾒ると、⽇本に着
いたばかりの時より⽇本語が上達したのは⾔うまでもなく、⽣活の仕⽅もだいぶ変わった。今までの⾊々な経験には、勉強になったものも多い。今は、私は確かにうまくいって
ると感じる。 これからまだ９ヶ⽉ぐらいはあるが、時間をつかんで、充実な⽣活を送ろうと思う。 なお、昨⽇私は柔道のトレーニングをしていた。私は、体育の授業で柔道を
したのをきっかけに、柔道が好きになった。それで、柔道部に⼊るのを決めた。これからしっかりやって、柔道の楽しみを味わいたい。 以上。
これは⽇本語で投稿されたものです

葉 震浩さんの⽇記



⽇中交流センターの先⽣⽅と会った

2007.11.08

昨⽇は⽇中交流センターの⼩島先⽣と⼭崎先⽣は私と蒋君の様⼦を⾒に来た。私は、２ヶ⽉ぶりに先⽣⽅と会って、とてもうれしかった。先⽣⽅は私が授業を受けるのを⾒て、
写真を撮ってくれた。 晩は札幌にあるホテルで中華料理をご馳⾛してくれた。我が学校の校⻑先⽣もいた。皆さんはおいしい中華料理を⾷べながらしゃべっていた。雰囲気は
よかった。 ⾷事の後、先⽣⽅は私たちの寮を訪れた。私の部屋はちょっときれいじゃなかったので、私は先⽣⽅が蒋君の部屋にいるうちに、部屋を⽚付けた。そうした途端、
先⽣⽅は私の部屋にやってきた。いつも世話になってる辻君も来た。そして、部屋の様⼦はビデオカメラで撮られた。少し恥ずかしかった。それから、先⽣⽅は私たちと⻑い間
話をした。おいしいチョコレートもくれた。 楽しい⼀⽇だった。 PS︓私は不注意で昨⽇⾵を引いちゃった。でも、今ちょっとよくなった。早く直せたいな〜 写真を撮った。
どうぞお楽しみください
これは⽇本語で投稿されたものです

葉 震浩さんの⽇記



お餅つき

2007.11.26

１１⽉２３⽇の⾦曜⽇、私は寮の皆さんと⼀緒に近くの福祉会館へお餅つきをしに⾏きました。 朝はちょっと寒かったです。雪がいっぱい積もっていましたから。着いてから
すぐ餅つきが始まりました。仕事は、⽶を崩して、粘々にしてから⾷べられるということです。ハマーで⽶を打つ⼈とそのそばで⽶を揉める⼈との阿吽の呼吸が⼤切です。危な
いですから、油断してはいけないのです。⾒てはやさしいと思われるかもしれませんが、実際に⾃分で試して⾒るのは難しい。私は勇気を出して、初めて出場しました。 ハマ
ーを使うのは本当に疲れやすいです。私は初めのうちはまた慣れないせいか、あまり⼒を⼊れようとしても⼊れられなかったのです。でもだんだん、慣れてきて上⼿になりまし
た。ほかの皆さんもつぎづぎと出場しました。 皆さんはやっと終わったと思ったとたん、２階へお餅を⾷べに⾏きました。⻩な粉とか⼤根とか⾊々な味があって、とてもおい
しかったです。 最後に私はもう⼀度餅つきをしました。⾔っては恥ずかしいですが、私の古⾥であるニンポーには、餅がお⼟産としてずいぶん⼈気があるんですけど、私はニ
ンポーにいる時、⼀度も餅を作ったことがありません。だから今度は私の初めての餅つきとなりました。記念すべきだと思います。 写真を撮りました。３番⽬の写真で、左下
の１⼈⽬は蒋深君です。
これは⽇本語で投稿されたものです

葉 震浩さんの⽇記



12⽉最後の⽇記andよいお年を︕

2007.12.21

あっという間に2007年は過ぎ、まもなく2008年をむかえます。 時間がたつのははやいもので、あっという間に3ヶ⽉がすぎました。 “光陰⽮のごとし”、私も、もろ⼿を挙げて
同感。 来た当初のことを振り返ると、得たものも失ったものも。 でもたしかに前進の⼿ごたえは感じています。 これからもがんばるぞ。 皆さんも頑張って、素晴らしい新た
な⼀年をお過ごし下さい。 よいお年を︕

葉 震浩さんの⽇記



2008初の書き込み︕

2008.01.01

1︓10，稚内。 今⽇本の最北端にいる僕、⽇本の友達今村君ファミリーと新年を迎えました︕

葉 震浩さんの⽇記



スキーをやった︕

2008.01.23

 今⽇の体育の授業はスキーだった。私にとって、今度は初めてのスキーだから、わくわくした。今⽇はジャージーを忘れたが、留学⽣のでミーが貸してくれた。よかった。私
は初めてなので、⼥⼦と⼀緒に出発した。はじめは、バランスが悪くて転びまくった。でもだんだん⽤例をつかんで、早く⾛るようになった。ずっと⾛って、とても楽しかっ
た。終わりのときはあっという間に終わるのかと思った。  私は⼤陸の南のほうの寧波出⾝で、スキーはテレビでしか⾒たことがなかった。今度は⾃分⾃⾝で体験できてよか
ったと思う。さらに北海道に来たお陰で、よかったと思う。  写真を撮った。
これは⽇本語で投稿されたものです

葉 震浩さんの⽇記



２００８札幌雪祭り

2008.02.18

 私は、⾃分がしばらくここで⽇記を書いて無いのを気づいた。みんな積極的にニッキを書いてることを⾒て、⾃分も書かないとだめだと感じた。（笑）  この前、⽇本の建
国記念⽇の⽇で、札幌へ雪祭りを⾒に⾏った。札幌は毎年雪祭りを⾏うそうだ。でもいつから始まったのがわたしはわからない。その⽇は最後の⽇なので、もし⾏ってみないと
チャンスがなかなか無いと思うから、私は朝、電⾞で札幌へ⾏った。  本当に、雪祭りは表半どおりだと思う。札幌の中⼼である、開催会場の⼤通り公園に着くと、⼈込みに
囲まれた様に感じる。その中から⾊々な⾔葉が聞こえてきた、もちろん中国語が⼀番多いんだ。それに天気にも恵まれている、快晴だ。  私は道すがら、様々な雪で作られた
彫刻作品を観た。世界で有名な建築も有る、かわいいアニメの⼈物も有る。写真はたくさん撮ったが、ここでアップロードできるのは３枚限り。なので私はみんなに⾒せたいセ
レクションをした。  ⾊々な国の作品が有る。やはり、中華の物、かわいいね。  お昼で私はテレビタワーを昇った。初めてなので、とても楽しかった。  午後は雪降り始め
たので帰った。  初めて観たの雪祭りは本当に最⾼だと思う︕
これは⽇本語で投稿されたものです

葉 震浩さんの⽇記



球技⼤会

2008.03.07

 3⽉4⽇、僕の通う⽴命館慶祥⾼校で球技⼤会が⾏われた。これは現役⾼校⽣にとっては最初で最後の球技⼤会になる。なぜなら⾼校⼆年⽣の時に⼀度だけこの貴重な競技が
⾏われるからだ。  朝、全ての⾼校⼆年⽣が早々に体育館に集合した。学年主任の先⽣が開会宣⾔をすると、皆は興奮を抑えきれず、試合開始前から、すでに腕をならし⼿ぐ
すねを引いて待っていた。 先⽣の挨拶の後、ギターを抱えた⼆⼈の男⼦学⽣が壇上に上がって知らない歌を歌うと、会場は爆笑の渦にのまれた。たぶん皆を盛り上げるために
出てきたんだと思う。次に全員で準備運動――ラジオ体操をする。ラジオ体操と⾔えば、中国にいる時には⼀番慣れ親しんだ運動だ。⼩学⽣から⾼校⽣になるまでずっとやり続
けた。だけど⽇本、正確に⾔えばRitsでは、ほとんどラジオ体操の制度は無いみたいだ。僕は今までで⼆回しかやっていない。前にやったのは去年の9⽉の競歩⼤会の時だ。⽇
本のほかの学校ではラジオ体操はやるんだろうか。  感動の試合がついに始まった。第⼀競技は「ドッチボール」。僕らC班には野球部の有名選⼿がいるので、第⼀試合のB班
戦は難なく勝利。だけど第⼆試合ではF班に⾏く⼿をさえぎられてしまった。残念なことに⼥⼦も⼆回戦で敗退してしまった。でも皆はさほど気にしていないようで、まだまだ
すごく元気だ。  次の競技はもっと熱い。⼥⼦の室内サッカーと男⼦のバスケットボールだ。⼥⼦のサッカーと⾔っても、その迫⼒といったら全く男⼦に引けをとらない。会
場が⼩さいから、ゴールは⼀瞬のこと、ものすごい緊張感。最後にC班は負けてしまったけれど、皆クラスのために頑張ってくれて、すごく感動した。  バスケの試合では、僕
と蒋深はそれぞれC班とA班の代表として出場した。第⼀試合は僕の班対F班。前半戦では勝負がつかず、僕は後半戦に出場した。第⼀試合だからか、双⽅ともに⽩熱して、時に
は⼤きな動きもあった。最後はやっぱり引き分け。でもクラスの体育委員と相⼿側がジャンケンをして僕らが勝った。こんな⾵に勝つなんて、ラッキーだったな。もうひとつの
試合では、蒋深のA班も順調に勝ち進んでいた。  第⼆試合はとても重要な準決勝。C班対H班。相⼿チームには控えの選⼿がたくさんいて、ベンチ層が厚い。⼿強い敵だ。僕
はこの試合ではスタメン出場した。チームの皆と最後まで頑張ったけれど、やっぱり勝つことはできなかった。だけど全⼒を尽くしたんだ、後悔はない。蒋深のA班は初めはど
うなるか分からなかったけれど、⾒事難関を突破し、決勝に駒を進めた。最終的な結果としては負けてしまったけど、蒋深の試合での活躍、特にディフェンスにはすばらしいも
のがあった。相⼿がシュートを決める時に蒋深が⾶んでボールを場外にはじいた⼀幕では、場内は喝采の嵐だった。  ⽩熱のバスケットボールが終わり、午後の競技は10⼈11
脚。練習を重ねたC班は3位という好成績をとった。担任の安⽥先⽣は、⼩学校には30⼈31脚というものがあり、しかも全国⼤会まであるのだと教えてくれた。わあ、そんなの
絶対におもしろいはず。壮観だろうな、⾒てみたい。  ⽇本の⾼校で参加した最初で最後の球技⼤会は、こうして僕のすばらしい思い出となった。

葉 震浩さんの⽇記



早朝、⼼の中のＳａｉｌｉｎｇ

2008.05.12

  札幌は⽇本の北部にあるため、朝の四時過ぎにもう夜が明けた。四時半になると、⼀輪の朝⽇が活気溢れて天空の東から出てきて、新たな⼀⽇の始まりを告げた。昨夜⾬が
降った。ならば、この⽇の出が「⾬後の晴れ」だと⾔えるだろうかと私は微笑みながら考えた。本当に爽やかな朝だね。  去年船に乗って⼤分から神⼾港へ⾏った途中に海上
の⽇の出を⾒たことを思い出した。あれはなんと美しかった景⾊であろう。⽇が出てくるにつれて、光が六甲島周囲の海を眩しいほど照らし、幾匹の鴎がこの⾦⾊の世界で⾃由
に⾶んでいた。その場にいなければ、その⾃由と神聖さを感じとることができないと私は思う。海上の⽇の出は⼤⾃然にとっても世界にとっても洗礼である。 ⾃分の⽩昼夢を
も思い出した︓）夏の朝に⼀⼈で丸⽊⾈に乗って、朝⽇の光を浴びながら、家の近くにある⼩河より市内へ⾏く光景である。⽔の⾳を聞きながら、ロダー＝スドカトの
《sailing》を歌う︓I am sailing,I am sailing,home again,cross the sea...その感覚は「⾃由⾃在」という⾔葉でしか表現できない。  ⽩昼夢であろうと、いつか現実になる
かもしれないよ︓）  ⼦供の時から海軍になる夢をもっていた。⽩い制服、頭の上から掠めていった鴎及び壮観な軍艦はどれも私にとって魅⼒的で、私に無限の憧れを呼び起
こした。東海艦隊の指揮所がわが故郷である寧波にあるから、私はいつも海軍が⾃分の近くにあると感じていた。だが、軍艦に乗ったことが⼀度もない。  私は⼀⽣海軍と縁
がないかもしれないね。⼼の中にまだ夢が残っているけれど。  わが故郷である寧波が港都市であるため、私は⼩さい時から港を親しく思っていた。⽇本に来た後もいくつか
の港を訪ねたが、⼀番好きなのは⼩樽である。  実は⼀番⾏きたいところがやはり神⼾である。なんとなく、そこが将来私の⾏き場所だと信じている。   KOBE、私は必ず⾃
分の夢をもって再びあなたの⼟地に踏み込む︕

葉 震浩さんの⽇記



勇気

2010.01.04

ここに約⼆年ぶり。先⽣⽅、⽇本で知り合った皆さんは元気でしょうか。   2008年5⽉のあと、⼀度も⽇記を発表していないことですみませんでした。いろいろ考えて⼼を苦
しんだこともあるが、幸いに、今は、とても元気です。  国へ帰ってからは、⾟くもあり楽しくもあって、⼀年をぼんやりと過ごしました。その間、⼭崎先⽣が寧波に訪れて
くれた。夏の7⽉の時で、いい思い出になりました。  また⽇本に来たいと思うのは、男はずっと家にいてならない、そして、⾃分の⽇本語⼒を眠らせたままでは無駄だし、学
歴がないと⽣存できない今、⼤学へ⾏かねばならないと思ったからです。⽇本で失敗したことたくさんありますが、その時の⾃分が幼かったから、詮無かった。では、次に全⼒
を尽くしたらいい。  今は⼤阪にいます。もう来て3ヶ⽉に近い。ここで復帰を宣⾔します。 （これは⽇本語で投稿されたものです）

葉 震浩さんの⽇記



また失敗

2010.03.10

今年、⼤阪⼤学を受けましたが、無念に落ちた。これから先に。。。
これは⽇本語で投稿されたものです

葉 震浩さんの⽇記



毎⽇⾃分の気持ちを楽にすることが⼤切

2010.04.28

今週はちょっと⼼理状態が良くない。今⽇はやっと調⼦を取り戻した。気持ちは学習の⾼率に⼤きく影響する。だから毎⽇気分を楽観的に、安らぎを取れる状態にしたくてはな
らない。気⼒をとるのにいい⽅法がある。それはトレーニングだ︕トレーニングは、私を真の男にする。そして、強い⾃信が⾝に付く。その調⼦で毎⽇⾃分の⽬標を頭の中にお
いて、ほかのことが忘れられる。
これは⽇本語で投稿されたものです

葉 震浩さんの⽇記



五四⻘年節

2010.05.04

今⽇は五四⻘年節である。91年前の北京では、学⽣たちは威勢よく遊⾏していた。ところで今北京で遊⾏することが奇想天外なものになっている。 中国は91年前と⽐べ、国⺠
の⽣活レベルは確かにだいぶ上がった。しかし、思想は︖⽂化は︖今どうなっているのか知らない。中国⽂化、また拾い上げられるか。今は道徳も教育もダメな国では、その⽑
頭も⾒えない。 もう思いたくない。⾃分のことさえ良くすれば、国のためでもなる。独りよがりな考えだが、最も現実的かもしれない。
これは⽇本語で投稿されたものです

葉 震浩さんの⽇記



やれば、できる。

2010.05.07

今は、この⾔葉を⾃分に⾔い聞かせている。毎⽇、⼼の状態いかんでことの成敗が決まる。だから、⾃分を頻繁に励ますことが⼤事だ。なお、それに似ているもう⼀つの中国の
諺がある。それは「事在⼈為」だ。この⾔葉は⽗が教えてくれた。その深層の意味は、天下に変えられないことはないということだと思う。私は、この⾔葉を座右の銘にしてい
る。
これは⽇本語で投稿されたものです

葉 震浩さんの⽇記



汶川⼤地震2周年

2010.05.12

今⽇は汶川⼤地震が起こって以来まる⼆周年になる。被災地の住⺠は今どうなってるかな。関⼼を持っている。この⽂章を⾒た⼈の中で、状況を知っている⽅がいれば、教えて
ください。全国⼈⺠に汶川の⼈々を忘れないでほしい。 今年も中国は災害が多い。年頭の⻄南地区の⼲ばつに重ね、4⽉に⽟樹にも⼤きな地震があった。どうしてだろう。こん
な災害、もう起こらないでください︕ただ私は今、そう祈るしかない。 中国だけでなく、世界中にも今年が災害がはなはだしい。ハイチをはじめ、チリ、⽕⼭灰、そしてギリ
シア財政危機。。この世界、いったいどうなるか︖先⾏きが⾒えない。 なにしろ、希望を持つことが⼀番⼤事である。⼈類は、早く進化してください。
これは⽇本語で投稿されたものです

葉 震浩さんの⽇記



旧友⾏進曲

2010.05.28

私はまだ寧波外事学校にいるとき、学⽣たちは毎朝ラジオ体操をします。ラジオ体操が終わったら、退場⾳楽はいつも旧友⾏進曲でした。学校のグランドが狭いので、⾼１と⾼
２が⼀⽇おきの交代でラジオ体操をします。私は体操のない⽇に、いつも窓際に寄りかかって、⾼１の学⽣たちが体操をしている様⼦を⾒ていました。そして終わるときの旧友
⾏進曲を楽しんでいました。なんと雄⼤な曲ですな︕ 落ち込んだ時この曲を聴くと元気が出ます。そして⾼校のころを思い出し、また懐かしく悲しくなり。。
http://www.youtube.com/watch?v=yLKqm9ZNvro&feature=related

葉 震浩さんの⽇記



ストイック

2010.05.30

１ヶ⽉前から、私はストイックになっている。ストイックというのは、ギリシアの哲学の⼀派である。その要旨は、⾃律と理性である。これは⼤変いいと思う。では、どう実⾏
するのか。 まず、毎⽇６時起きることである。６時は、卯時正刻で、万物が蘇⽣する時点である。そして太陽を⾒ることによって、⼀⽇の気分が⾼く保たれる。従って、精⼒
を、⽬標にたいして最⼤に投⼊できる。起きることができたら、何でもできる。続くことが⼤変だが、１年間やりぬけば、驚くべき変化が必ず起きる。同感できる⽅はやってみ
てください。 ストイックになってから、すっかり変わった感じ。でもまた、⾃分の過去を否定する衝動が起こってきて。。次は、「⾃分否定論」を述べたいと思う。よろし
く︕
これは⽇本語で投稿されたものです

葉 震浩さんの⽇記


	821
	934
	935
	941
	964
	974
	1001
	1029
	1142
	1225
	1239
	1316
	1485
	1638
	1706
	1790
	1939
	2003
	2303
	6172
	6501
	6676
	6693
	6705
	6721
	6759
	6769



