
東京での1⽇⽬

2007.09.05

昨⽇は東京での1⽇⽬。空港に着いて東京をひと通り観光して、東京タワーと東京の海を⾒た。上海にも海があるけど⾒たことがなかったので、海を⾒たのは今回が初めてだっ
た。すばらしかった。でも短い時間だったので、写真もあまり撮れなかった。残念。 ⼣⾷をレインボーブリッジのそばのホテルでとったのだけど、そこの夜景がとてもきれい
だった。ああ、あんなにいい場所なのにどうして写真がうまく撮れなかったのか、私にはよくわからない。 夜はみな同じ宿舎で、ひとり部屋だった。みんなと同じ部屋で⼀緒
に寝ることはできないけれど、⾃分ひとりで多くのことを学んだ。夜眠る前、とても楽しい1⽇だったと思った。これからの⽣活でも、同じように楽しく毎⽇を過ごせたら、明
⽇は今⽇よりもっと楽しく過ごせたらいいなと思います。 2007 09 05
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⽂化祭に関して

2007.09.27

⽂化祭は9/22と9/23にありました。 聞くところによると⽂化祭は学校最⼤のお祭りで、学⽣はみな時間を忘れて、すべての精⼒をそのために費やすそうです。私のクラスの数
⼈は修学旅⾏で中国に⾏ったので、先⽣は中国の説明会を開くことを決めました。ちょうどよい具合に私が唯⼀の中国⼈留学⽣なので、当然のことながら私も参加することにな
りました。説明会当⽇、多くの校外・校内のお客さんが展⽰会場に来て、たくさん中国に関する質問を私にしました。私はできる限り⾃分が知っていることをお客さんに話しま
した。⾃分の国の事を⽇本に紹介することができて、とてもうれしく思い、またとても誇らしい気分でした。 私のクラスは他にダンスと劇の出し物をやりました。私はダンス
に出ました。中国ではダンスをあまりやったことがなかったので、最初はあまり気が進まなかったのですが、みんながとても楽しそうに踊っているのを⾒て、私も加わりたいと
思い、またクラスメート達も熱⼼に誘ってくれたので、私も加わりました。やってみて想像通りとても楽しかったです。このクラスの男⼦は中国の男⼦と違いとても⾃由な感じ
で、中国の男⼦のクラスメートなら踊ろうと⾔っても絶対に踊りはしないだろうと思いました。ここのクラスメート達の楽しそうな表情に私もつられて、みんなで⼀緒に努⼒し
たと感じられたのはとてもすばらしかったです。
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私と私のクラス

2007.10.02

3週間がすぎ、始めからクラスメートたちは私が留学⽣で転校⽣なので親切にしてくれました。今ではみんなと昔からの友達のようにお互いに冗談を⾔いあい、みんなと距離が
縮まったと感じています。 今のクラスが⼤好きです。みんないい⼈たちだからでしょうが、男⼦も⼥⼦もみんな思いやりがあり、とても仲が良くて、⽂化祭で私達のクラスは
「優秀」賞をとりました。はじめはこの「優秀」という⾔葉は中国語のそれと同じ意味だと思っていましたが、⼀般的な良いと⾔う意味なのだそうです。でもみんなの興奮した
様⼦からこれは優勝、ということなのだと知り、みんなでお祝いの打ち上げをし、ボーリングをしてきました。楽しかったです。 今⽇のお昼、⼥⼦のクラスメートと腕相撲を
し勝ちました。その後男⼦クラスメートとも対戦しましたが、彼はボーリングもとてもうまかったので、きっとつよいだろうと思っていたのですが、必死でがんばったところ私
が勝ってしまいました。クラスのみんなに囲まれ、他のクラスの⼈や、先⽣まで⾒に来ました。  午後は現代⽂の授業を受け、先⽣は私たち⼀⼈ひとりに⽂章を読ませまし
た。私が読み終えると、クラスから拍⼿が起こりました。⽇本語を勉強していてよかった、と⼼から思いました。先⽣が同じ⼈間なのに、君たちはこんなに⻑い間英語を勉強し
ていても全くだめだねえ、とおっしゃり、クラスのみんなで笑いました。  私は学校が、クラスのみんなと⼀緒にいることがますます好きになりました。でもこの学校、テス
トが多いのです。ほぼ毎⽇テストがあり、毎⽇単語を暗記しなくてはいけないので⼀⽇が48時間あっても⾜りません。
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今週⽉曜⽇ 2007.10.08

2007.10.11

今週の⽉曜⽇はみんな知ってる体育の⽇でした。私の住んでる地⽅は2007年にちょうど3年の⼀度のスポーツの⼤会の⽇で、朝8時に地区の住⺠の集合が集まり、それからみん
な、各種⽬の試合に参加しなければならないのです。でも、お⺟さんは、どうもあまり興味がなさそうです、疲れるし、朝早く起きると寝坊ができないということです。明⽇⾬
が降るようにって祈ってた。 もともと私はスポーツ際すごく期待してたけど、朝寝坊できないと聞いてから、この家の⼈と⼀緒に⾬が降ることを祈りました。結果、次の⽇の
朝、ぐっすり眠れた、起きた時にお⺟さんが私に⾔うには、朝から⾬で、体育祭は中⽌になったらしい。参加品を各家庭に分けてるとき、⾬が⽌み、そのうえ、天気は急に良く
なった。みんな感嘆した、なんてラッキーなの。
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中間テストに関して

2007.10.11

最近中間テストの関係からか、みんな職員室に⼊れない。だから、パソコン使えない、今は得難いパソコンの授業、パチパチと打っています。最近書き漏らした⽇記補ってると
ころ。  来週、試験です、9つテストがあるようだ、古典、現代⽂、物理化学、数学2数学B、英語2英語B、それと地理。 試験の範囲が細かく分かれてて、だから、⾒ながら暗
記だとしたら、そんなに点数はひどくないと思う。でも、地理は本当に悩みのたね。だって、いつも地理の時間は睡眠を補ってたもの、教科書⾒ると眠くなる、オシマイ。  
ほかに数学と物理があって、⼩テストの時は、意外とよくできた。クラスメートがどうして知ったのかわからないけど、あの班⻑が中間試験で、私と⼀気に優劣を決めたいらし
い。数学と物理で。負けた⼈がスーパーでおごらなきゃいけない、もともと、のらなかったけど、絶対勝つようにって、クラスメートが応援してくれてるから、期待に背けない
と思いきって頑張っる。あの班⻑とくらべて、現在努⼒中~~~もし負けてしまったら、⾯⽬まるつぶれだー``
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試験結果

2007.10.20

今週が終わりました。試験もやっと終わりました。今⽇は⼟曜⽇で、半⽇授業だったので、1教科の結果だけわかりました。でも、肝⼼なのは物理の成績がわかったこと。 私は
77点、あの班⻑は76点。ハッハッハッハッ動揺してるかな。彼は負けてはらわた煮えくり返っているかな。キーポイントは物理以外の私の点数はみんな彼に負けていること。
でもいいの、肝⼼なのは物理で彼に勝てたってコト。でも今回の物理の点数、トップの⼈と１点差だったってことは残念。 数学は58点。58点とはいえ、平均点より2点上。先
⽣はすごいといってくれたけれどどうしてだろう。先⽣は前に私が勉強できなかった部分の補習をしてくれるそうです。私は後半から勉強を始めたので前半の部分は⾃分で勉強
していました。今度は班⻑と数学で⼀騎打ち。私の⽬の前でまたあんな⼤⼝がたたけるかみものです。  話がそれましたね。そして英語は５２点。私は今回の試験の問題は全
て教科書の問題から出題されると知りませんでした。なんと選択問題の順番が⼊れ替わっているだけで、内容まで⼀緒でした。問題を⾒たとたんめまいがして倒れそうでした。
もっとちゃんと教科書を⾒ておけばよかった︕︕︕しばし呆然とした後悟りました、今度こそじっくり教科書に取り組み⾼得点をとってみせるぞ。 今⽇はこれにて。⽉曜⽇に
は最も頭が痛い地理の結果がでてきます。みんなと⼀緒に点数が2桁に届くよう祈りながら。 アーメン。
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⽥中家での⼀⽇

2007.10.25

最近忙しくして、たくさんの楽しい出来事をアップする時間がなく、⾃分の⽇記のなかだけで書くにとどまっています。みんなと⼀緒に分かち合えなくて少し残念だわ。 先週
の⾦曜⽇にステイ先の国原のお⺟さんが⽤事で出張したので、私は学校の友達の、⽥中さんの家に⼀泊しました。 ⾦曜⽇にちょうど試験も終わり、まず昼にスパゲッティーを
⾷べました。初めてフォークで麺類を⾷べたので上⼿に使えず、⽥中さんのお⺟さんは根気良く私に⾷べ⽅を教えてくれ、⾷べながら、⾊々話しもして、私が⾷べ終わるまで待
ってくれました。午後は⽥中さんと⽥中さんのお⺟さんと⼀緒に神辺のスーパーマーケットに買い物に⾏きました。とてもかわいいお店で、たくさん買い物をしました。それか
ら⽥中さんのお⺟さんが経営するケーキ店に⾏きました。とても⼤きなお店でした。ケーキを作っている作業場も⾒れて、お⺟さんは明⽇の朝⾷⽤にと私の⼀番好きなチョコレ
ートケーキを買ってくださいました。嬉しいことに⺟さんが私に⽇本のデザートの作り⽅を教えてくれるそうです。簡単でしかも材料もみんな中国で⼿に⼊るものです。よかっ
た。帰ってから中国の友達に⽇本のデザート作ってあげられます。楽しみにしていてね~~~ 夜は⼀緒に韓国焼⾁を⾷べにいきました。上海にもありますが、私は今まで⾷べた
ことがなかったので、その⽇が初めて韓国焼⾁を⾷べた⽇です。⽕が少し危険でしたが、でも、この世のものとは思えないおいしさでした。私は即座に帰国したら絶対に友達と
韓国焼⾁を⾷べにいこうと堅く決⼼しました。 翌⽇は⼟曜⽇ですが、私達の学校は⼟曜⽇も授業があるので、これで⽥中家での⽣活とはサヨナラでした。⽥中さんのお⺟さん
は、ケーキを作りたくなったらいつでもcallしてきてね、とおっしゃってくださいました。へへへ~
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雑⽂

2007.11.01

この何⽇私落ちこんでた、私のクラスメートが、なんとこのＵＲＬを知っていて、少しスパイの素質ありかな、私の⽇記はこっそりのぞかれてた。でも⼤丈夫、彼らの悪⼝は全
然書いてないもの。そうじゃなきゃ、私、完璧アウトよ。 最近放課後、数学の先⽣が以前のところを補習してくれています。毎⽇家に帰るのが8時過ぎになってしまう。それ
と、あのボランティアの部活に参加してる。⼟曜⽇2週続けて部活があったの。まず⼩学校に⾏き、⼦供達と⼀緒に絵を描いたり、ゲームで遊んだりした。追いかけっこした
り。こども達ホントに可愛い。ハハ、私も⼩さい時こんなだったのかな。 それから、スーパーマーケットの⼊り⼝で募⾦活動をした。１時間あまり⽴っていると、確かにかな
り疲れる。私達を無視する⼈は多いけど、お⾦を⼊れてくれる度に嬉しくなる。そのうえ、⼀緒に募⾦活動をした先⽣、友達と知り合えた。みんな私に中国語では“あなたを愛
してます”、“あなたが嫌い”、“あなたなんか死んじゃえ”は、なんて⾔うのって聞いてくる。教えてあげたら、⼈に会うと、“我讨厌你”なんて⾔ってる。どういう意味なのって聞
いてくる⼈に対して、彼ったら“カッコいい”の意味だなんて⾔ってる。 部活は本当に⾯⽩い。写真も沢⼭撮った。でも、なんと家にデジカメのデータケーブルを忘れてしまっ
た。お⽗さんが送ってくれてからでないと写真アップできない、ほんと残念ーー
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この⽇

2007.11.01

2007.10.29 ⽇本の広島にて 天気 晴れ 朝教室に⼊ると、クラスの城⼾君のいつもの病気が始まっていた。寝⾔のようにずっと私の名前を叫んでいる。私はそいつに無⾔で応じ
た。先週の現国の時間に、私に（孤）を“きつね”と教え、クラス全員をコケさせた。今⽇またどんな悪だくみがあるのか。先週の現国の時間といえば、三浦さんのレクチャーを
思い出す。テーマは伝説の中の“あやとり”で、これは幼児の遊びのようだけど彼がやるとマジックのように東京タワーや富⼠⼭が現れた。それと。。。ネクタイも。本当にすご
かった。 私がこのことを思い出していると、城⼾君が⼝を開いて、今からみんな⽇本語を話してはいけない、英語を話せという。先に⽇本語を話した⼈は、コンビニでみんな
におごらなければならない。なんてこと、なんでまたコンビニ︖︖コンビニならコンビニでいいよ、怖くなんてないから。 その後担任の先⽣が⼊って来た。クラス委員の彼
は“standup”といわざるをえなくて、この突然の英語に対し担任の先⽣は状況が把握できないようだったけど、英語で返した。でも担任の先⽣は英語の先⽣ではないので、⼀⾔
発しただけで、その後どういえばいいのかわからないようだった。でも先⽣の表情で私は1分近く笑わせてもらった。 そのあと数学の授業が始まった。前⽥先⽣は数学の練習問
題を配り始めた。⾒ると、あれ、なんで全部中国語なの︖後で知ったのだけど、先⽣は私の中国の教科書を⾒て、同じところを勉強しているので、コピーをしてきてくれたのだ
った。聞くところによると先⽣は1冊まるごとコピーしたらしい。私はとても感動した。もっと多くの教科書を持ってこなかったことを後悔した。 その後は英語の授業で、笠原
先⽣は私達が突然英語で会話しているのを⾒て驚き、興奮していた。やはり何が起こっているのかわからないようで、授業の後で私達のおバカな⾏為だと知って、意外に
も。。。（CMの後でお楽しみに） やっと放課後。私達はいつものように⼤掃除をした。でもいつもと違うのは、今⽇ホームルームは笠原先⽣だったこと。そこで今⽇の最後か
ら2番⽬の出し物を迎えた。先⽣は意外にもすべて英語で話し、今度は私達が何がおこったかわからずあたふたする番だった。でも⼤丈夫、だって最後の1⾔はみんな理解でき
たから。今⽇はこれで終わりです、みんな帰れるよ~~ 最後にみんな先⽣のことをかっこういいと驚嘆して、⼼の中でとてもすごいと感じていた。私も英語があれくらいできた
なら、かっこいいのにな~~
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先週末

2007.11.08

先週末は貴重な連休があった。⼟曜⽇の朝、思いっきり眠った、晩、私はホームステイ先のお⺟さんと娘さん（私と同じ学校で勉強してる、とてもすごい⼈です）⼀緒に焼⾁を
⾷べた（具体的な名前は忘れちゃった）、その⾁の味を表すと１⽂字だと、棒、2⽂字だと、好棒、3⽂字だと、棒极了︕でも、みんな全⾝煙のにおいがプンプン。帰って来た
ら、丁度バレーボールの試合を放送してた。今回はhaysay jumpの宣伝みたいです!実はもともと私はバレーボールのスターを⾒たかったの、でも、バレーボールを⾒たら⽌め
られなくなっちゃった。もともとバレーボールに対してなんの興味もなかったけど、今では⾒るのが好きになったの。ほとんど毎⽇⾒てる。私が好きなのは２番の⼤⼭加纳さ
ん。みんながこの頃バレーボール⾒てるかどうかわからないけど。 バレーボールが終わってからお⾵呂に⼊って、全⾝の匂いを落とした。出てから、⼩さい⼥の⼦と⼀緒に
musicgameで遊んだ。お⺟さんはとても疲れだから先に眠ると⾔った。私達は引き続き遊び、遊びに我を忘れてたら、気がつくと、12時。この時お⺟さんが降りてきて、冷蔵
庫からカボチャのケーキだしてくれて、3⼈で奪い取って⾷べた。すっごく楽しい。 ⽇曜⽇、お⺟さんが私を連れて服を買いに連れて⾏ってくれた。だんだん寒くなったこと
と、もともと⽇本の服がとても⾼いことを⼼配してくれたの。お⺟さんは、思いもよらず、安い物を買う名⼈で、すごく可愛い服とセーターとスカートで全部で2100円。もと
もと私、買い物の達⼈だと思ってたけど、意外にも上には上がいたのです。 晩は引き続きバレーボールを⾒た、⽇本はまた勝ったよ、ハッハッハッハ 彼らのために頑張りま
す
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やっと数学の補講が完了

2007.11.10

この三週間、ほぼ毎⽇放課後も6時半までがんばって居残る⽇が続き、それもこれも⽬下遅れた分の数学の補講の為です。こんな⽣活も今週の⽊曜⽇にやっと終わります。  お
かしなことに、少し名残惜しいような気もするのです。先⽣はとてもまじめで、⽣徒は私⼀⼈だけだというのに、⿊板をつかい、正式の授業と同じようにすすめてくれました。
多くの場合、先⽣は私がひらがなが読めないのではと気にかけてくれ、書き終えたひらがなを消して、漢字に書き直してくれました。その後英語にも翻訳してくれました。私が
質問すると、懇切丁寧に答えてくれて、過程だけではなく、原理もいっしょに説明をしてくれました。 それと先⽣はどうやら中国の数学の教科書にとても興味をお持ちのよう
でした。読み出すととまらずコピーをとってくるから、とおっしゃって、持って⾏きます。私はコピーなんて⾯倒ですから差し上げますと⾔うと、これは君が使うからと、結局
⼀冊丸ごとコピーしてしまいました。 けっこう年配の先⽣なので、⼩さい字が読みずらいらしく、でも私が書いたものを⼀つ⼀つご覧になっていました。過程には何か問題は
ないか、微分から数列まで、この三週間本当に感激しました。沢⼭のことを伝えたいのですが、⼀体何から伝えたらいいかがわからず、千の万ものことばを融わせたこの⼀⾔を
まず伝えます。感謝、です。  私はどんどん数学が好きになってきている⾃分に気がつきました。今の数学は以前に⽐べ難しくなってきていますが、始めは抽象から始まり、
私はきっと努⼒で乗り越えて⾏けると信じています。そうでなければあんなにご⾯倒をおかけした先⽣、さらには⾃分に対しても申し訳が⽴ちません。
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ついに交流センターの先⽣からの電話を受け取った

2007.11.15

ひっそりと静まりかえった⽉曜⽇、⼼地良い電話のベルの⾳が鳴った。なんと、交流基⾦の先⽣がかけてくださったのです。すこーし冷たいかも〜〜、2ヶ⽉して、ようやく電
話がもらえた。でも先⽣は私のかわいい仲間が横浜と千葉で楽しく暮らしてて、他の仲間も、それぞれしっかりやってるって。みんなの進歩、嬉しく思ってる。 時間が過ぎる
のは速く、私達別れてからすでに2ヶ⽉経ちました。この2ヶ⽉はとても楽しい。でも、少し困ったり、煩わしいと思ったこともあった。以下は私の経験をまとめました。みん
なの参考までに。 1.⾃分の⽇本語があまり良くないと感じるとき、いくら⾔い間違っても、話すのをやめようとはしない。 2.⾃分の好きじゃない⾷べ物を⾷べるとき、⾃分で
好きなソース等をつけて⾷べる（私はトマトケチャップ）   3.⾃分の好きでない飲み物を飲むとき、お茶と⼀緒に飲む。 4.夜寝つけない時、枕をひっくり返して寝る。 5.も
しつまらないと感じたら、テレビを⾒る。 6.もしまだつまらないなら、ペロペロキャンデーを買いにいく。 7.もしホームシックにかかったら、まだ私を思った⽅がまし。 8.も
しつまらない事に出会ったら、⾃分に対し⾔おう、⾃分の家にいるわけじゃないんだから、思うようにはならない 9.もしもっとつまらないと感じるならば、
www.chinacenter.jpにアクセスしてみて 最後に来年2⽉の、⼤阪で約束楽しみです。

呉 湖帆影さんの⽇記



この週末happyだった︖

2007.11.18

英語の先⽣が⾃宅に招待してくださったので、週末は先⽣のお宅へ泊まりに⾏ってきました。とてもかわいらしい先⽣なので、本当に楽しみでした。 ⼟曜⽇、学校がおわると
まずピザを⾷べに⾏きました。⾷べながらいろいろ話し、先⽣は私に⾷べられないものがあるか聞いてくれました。私は味噌汁と、わさびがだめです、と答えると、なんと先⽣
もこれが苦⼿とのこと。そして先⽣が好きな⾷べ物を教えてくれると、なんとこれも私とおなじでした。⾷べ物の好みが⼀緒のようです。すると突然先⽣はクラスに好きな⼈は
いるの、と聞いてきました。私はびっくりして開いた⼝がふさがらなくなりそうになりました。あんまりストレートに聞かれてしまったので、なんと答えたらいいのか分からな
くなってしまったのです。それから私たちはクラスメートのことを話題にし、誰がよく⾯⽩いことをするのか、⾯倒⾒のいい⼈は誰か、おしゃべりは誰か、ユーモアのセンスの
ある⼈は、などなど、もちろん具体的なことをここに書く勇気はありません。そんなことをしたら学校からどうどうと帰れなくなってしまいます。   ⾷事が終わったら、買
い物に⾏きました。ここでも驚いたことに、私がまじめに⼩さい⼦が⾷べるお菓⼦を選んでいたら、先⽣までそばで⾒ていて⾷べたそうなそぶりをしていました。結局、私たち
は⼦供が⾷べるようなお菓⼦やチョコをたくさん買い込みました。 それから先⽣のお宅へお伺いしました。前から先⽣にはとても中国のことが好きなお兄さんがいる、ときい
ていたのですが、お会いしたとたん、それがまったく本当のことだとわかりました。すぐに中国語で会話を始め、そして箱いっぱいの中国のCDを取り出してきてくれました。
わたしは興奮し、すぐにそれに⾶びついてしまいました。だって、みんな私の好きな歌ばかりだったのです。すぐに聞き、たくさんの歌を聞かせてもらいました。とうとう先⽣
も周傑倫がお気に⼊りになり、クラスのみんなにも聞かせようとおっしゃり、まず何から聞かせようかしら、と悩んでいらっしゃいました。  それから私たちはチョコレート
ケーキを⼀緒に作りました。初めてケーキを作ったのですが、なかなかでした。⽬にしたチョコレート、みんなほしくなってしまいます。   ⼣⾷のとき、家族の皆さんと中
国の話題でもりあがりました。お兄さんのおかげで、ここの家族の皆さんは中国にいったことがあるのです。みんなとても中国が、上海がお好きなようで話を聞いていてとても
嬉しかったです。きっと、これからも中国にいくことがあるよ、とおっしゃったので、私はぜひ、ウチに来てくださいというと、みなさんもきっとお伺いしますね、とおっしゃ
ってくださいました。   夜は部屋で「ドラゴン桜」をみました。以前、少しだけ⾒たことがあったのですが、全部みたことはありません。問題は主演の⼭P、もうだめです、
みだしたら⽌まらなくなりました。翌朝の５時半までみて、どうしても結末を⾒届けたかったのに、それはかなわずおもいっきりたおれこんでしまいました。 翌⽇、⽬を覚ま
すと11時40分でした。アラ、成⻑したかな、思ったより早かったです。12時半になると先⽣のご両親と先⽣、そしてお兄さんと私でおすし屋さんに⾏きました。先⽣はしっか
り周傑倫のCDを⾞の中で聞こうと持ってきたのですが、残念なことになんとケースだけを持ってきて、中⾝は家においてきてしまったのです。お兄さんに何とかならないか聞
いてみると、さすがはお兄さん、ばっちり期待にこたえてくれ、SHEのCD《play》を取り出してくれました。SHE，――私のいちばんのアイドルです。私は夢中で先⽣に私の
好きな歌を紹介しました。思ったとおり、私の好きな歌は先⽣もほとんど気に⼊ってくださいました!Nice! お寿司屋さんで、お兄さんから中国語の先⽣になってくださいとい
われ、私は嬉しさの絶頂になりました。あなたは先⽣のお兄さんで、私はそのお兄さんの先⽣、もうなにがどうだか︕もちろんすぐに引き受けさせていただきました。お兄さん
は嬉しそうに、今度必ず教えてくださいとおっしゃっていました。   その後お兄さんはどこかへ⾏ってしまったので、私たち4⼈で海を⾒に⾏きました。とてもきれいでし
た。それから名前は分かりませんが軽⾷を作っているお店へ⾏きました。先⽣のお⽗さんは写真をたくさん撮ってくれました。ここで書き加えておきますが、ご両親ともとても
穏やかな良い⽅々です。さりげないお気遣い、とても感動しました。   家に戻ってくるとだいぶ遅い時間でしたので、先⽣とお⺟さんは⼣⾷作りに、私はあわててドラマを
最後まで⾒終えました。やっぱり⽇本の連ドラの魔⼒からは逃れられません。涙で⽬がぬれてしまいました。   今、私はPCの前でこの⽇記をぽちぽち打っています。先⽣
は、今SHEの《5⽉天》と《说你爱我》を聞いています。明⽇は先⽣のお宅ともおわかれです。離れがたくなってきました。撮ったすべての写真を、記念にと送ってくださった
お⽗さん、狭いところにお呼びして、とわたしにずっと恐縮してくださっていたお⺟さん、なんと中国から⾃転⾞を持って帰ってきてしまったお兄さん、まるで学⽣のように可
愛い先⽣、みんなみんな、本当に名残惜しいです。 素敵なこの想い出は、きっと⼀⽣、しっかり覚えています。

呉 湖帆影さんの⽇記



武道⼤会

2007.11.22

今⽇私達の学校で1年に1度の武道⼤会が⾏なわれました。武道⼤会は剣道と、柔道、そしてナントカ⼑（クラスメートが参加していなかったのであまりよくしらないのです）
の3つの分野にわかれていて、私は剣道を習い始めたばかりなので、まだまだとのことで、先⽣から今回は⾒学といわれました。  試合は午前9時半から準備が始まりました。
剣道の試合は体育館の上階で、柔道は下の階で分かれて⾏われたので私はカメラを⼿に⾛りまわらなければなりませんでした。  みな試合に真剣にのぞみ、昨年は試合中に怪
我⼈も出たそうですが、みなそれでも⼀⽣懸命で、このような⼼構えは私達も学ばなければいけませんね。  この度の試合はただの試合ではありませんでした。試合中にも知
り合いや、仲のいい⼈たちともたくさん会うことができましたが、こんなときの選択はとてもつらいですね。    私のクラスの成績を紹介します。クラスの⼥⼦は団体戦で⼀
位をとりました。うれしかったです。ちょっと意外でもありましたが。こんなに強いとは思いませんでした。これからの剣道の授業、プレッシャーを感じてしまいます。⼀番の
選⼿ともいっしょに授業を受けるのですが、うーんタイヘン。    その外、この試合を通じて私のクラスの男⼦は本当に紳⼠だな，と感じました。負けっぷりが素晴らしい。
普段からスポーツで活躍している⼈はなんと今回は参加しませんでした。無駄に期待をして、本当にがっかりしてしまいました。フウ。でも勝ち負けは問題ではありません。私
が感動したのはクラスメートの⼀⼈が⼿に怪我をしてしまったのですが、クラスのみんなは彼の為に参加しませんでした。でも、なんと彼は勝ったのです。これが、がんばる、
という底⼒でしょう。  トリから⼆番⽬は⼥⼦の剣道個⼈戦でした。私のhomestay先の⼥の⼦が優勝しました。prefect!試合前に、彼⼥は絶対優勝すると⾔っていましたが、
本当に成し遂げました。彼⼥のためにも本当にうれしいです。彼⼥の⾃信にも感服です。それに彼⼥は来年アメリカに1年間の留学に向けて出発をします。試験も順調ににパス
したそうです。これも喜ばしいことです。彼⼥がこれからの⼈⽣でもこの⾃信を持ち続け、ベストをつくせますように︕  武道⼤会は終わりました。これは私とクラスメート
達にとって最後の武道⼤会です。がんばったので、悔いはありません。がんばったので、きっとずっと⼼に残るでしょう。こんなに⼀⽣懸命になれる瞬間に少しあこがれてしま
います。

呉 湖帆影さんの⽇記



宮島の旅

2007.11.24

 今週⾦曜⽇は休⽇で、学校の国際交流部の先⽣とご家族が私を宮島への旅⾏に連れて⾏ってくれた。  朝8時に予定通り出発、10時頃⾞を⽌めて船に乗り宮島を⽬指す。船
はとても多きくたくさんの⼈が乗れる。海が⾒える。瀬⼾内海だ。  宮島に着くと可愛らしい⿅がたくさんいた。だけど誰も管理していないようでゴミを⾷べている⿅もい
た。すこし残念。次に⽇本の伝統的建造物を⾒て周った。全て1000年ほど前のものだけれど保存状態がとても良く、外観はとても壮⼤。  その後獅⼦岩を⾒る為にロープウェ
ーに乗らなければならないと聞いたけれど、ロープウェーの料⾦はとても⾼い。だけど先⽣とご家族は私に、せっかく⽇本に来たのだから絶対に獅⼦岩を⾒せてあげたい、とチ
ケットを買ってくれた。すごく嬉しかった、感動した。  ロープウェーに乗る前に少し⼭道を歩くのだけど、⼭道は紅葉でいっぱいだった。以前はただ写真でしか紅葉を⾒た
事がなかったけれど、今⽇実物をみて、名に恥じないなと感じた。どうりで⽇本⼈は秋になると皆いそいそと紅葉狩りに出かけるわけだ。    ロープウェーを待っている間、
私は先⽣のご家族と話をした。先⽣には私と同い年くらいの娘さんと⼩学⽣の可愛い息⼦さんがいる。先⽣の奥さんは私の予想以上に明るい⽅だった。おかげで楽しく会話する
ことができ、時間はあっという間に過ぎ去っていった。そして私達はロープウェーに乗り込み獅⼦岩に向かった。   到着後、海をとてもはっきりと⾒ることができた。海上
にはまだたくさんの島があって、島の中には⼈家も⾒える。瀬⼾内海は穏やかなので津波の⼼配もない。私は初めてこんなにたくさんの島がある海を⾒た。こんなに綺麗な海を
⾒るのも初めてだった。本当に、離れたくない。 獅⼦林から帰ってから、私達はお寺を⾒に⾏った。すごく古いお寺だったし、きっと世界⽂化遺産か何かだと思う。この⽇は
お祭りだったらしく、すごい⼈。どこもかしこも⼈、⼈、⼈。少し上海にいる様な感覚になる。その後おみくじを引いた。おみくじには、初めは困難だが、徐々に好転する、と
書いてあった。私っぽいなと思った。はは、当たってる。  それから潮が満ちる場所へ⾏った。不注意で⽚⾜が⽔溜りに⼊って、靴も靴下も濡れてしまった。宮島が私にくれ
たお⼟産だと思えばいいか。⽣まれて初めて海⽔が静かに、柔らかく砂浜を飲み込んでいくのを⾒た。全てを包み込む海を⾒ていると、気持ちがとても楽になった。とても清々
しい気分になった。  帰る時に栗を買った。⽇本ではあまり栗を⾒かけない、⾞の中で先⽣とご家族と⼀緒に栗を⾷べていると、後ろの座席では3⼈の⼦供が静かに寝息を⽴て
始めた。    先⽣のご家族は本当に親切で、先⽣と奥さんはいつも私のことを考えてくれる。とても優しくて、親切で、それでいておもしろい。先⽣の娘さんは私の好きそう
な本をたくさん貸してくれた。年も近いし、もうすっかり仲の良い友達になったよ。  今朝先⽣の家を発つ時も、全員で⾒送ってくれ、奥さんは私にまた来るように⾔ってく
れた。今度は原爆が落ちた場所へ連れていってくれるという。こんな良い⼈達に出会えた事にとても感動した。だけどなんだか申し訳ない。こんなに良くしてもらって、迷惑を
かけていないかな。  宮島で撮った⼀枚⼀枚の写真を⾒て、4つの⽂字が頭の中に浮かんだ。⼈间仙境―桃源郷。

呉 湖帆影さんの⽇記



イチゴケーキ

2007.11.29

今週の家庭科の授業で、私達はケーキを作った。みんな6⼈1組、私は番号が後ろのため、2⼈1組だったの。あとで分かったのだけど、2⼈の1組のいい点多いよ。⾃由に⼒を発
揮できるし、それから⾃分のイメージによってケーキに好きなように飾りつけができる。もう⼀⼈の⼦は側で必死に⾸を横に振っていたけど、やはり私を⽌めれない、私がやっ
ちゃった。 作り終わった後、⾒るとなかなか良い感じ。写真も撮った。ママが⾒たらきっと⾃分の娘が作ったケーキだと信じないだろう。きれいだし、ケーキ屋さんで売って
るのと同じだもの、ハッハッ あ、そうそう、今⽇はちょうどお婆さんの80歳の誕⽣⽇。このケーキ⾒たら、特にお婆さんのために作ったみたいだね、惜しいなー、私はなぜ⽇
本なんだろ。誕⽣⽇は、仕⽅がない。電話かけるからね、誕⽣⽇おめでとう。私を待っていてね、来年帰ってあなたにケーキ作るから。⾷べてもらうの約束するからね。 ⽇本
に来てケーキ作れるなんて思ってもみなかった。本当に楽しかった。

呉 湖帆影さんの⽇記



テスト

2007.12.14

またテスト。違った、またテストが終わった。みんなはどうだった︖私は数学と現代⽂の成績がかなり上がったよ。だけど化学については何も⾔いたくない、⾔葉がないよ。中
間テストの時はまだ７７点取れてたのに、どうして急に２２点になっちゃうの︖︖  今は異型体とかいうのを勉強してるんだけど、これがすごく気持ち悪い、とにかく変。だ
から全然分からない。  だけど少し嬉しいこともあったんだ。それは、今回班⻑に勝ったこと。はは、班⻑は調⼦に乗りすぎたのよ。数学が５８点ていつも私を笑うけど、今
回はできないでしょう︖えっへん。これからまだ私を笑えるか⾒ものだな。   あさってはクリスマスパーティ。今⽇の教室の飾りつけがすごく楽しくて、また前のクラスの
クリスマスパーティを思い出しちゃった。へへ、楽しみ。皆の学校はクリスマスパーティある︖どんな感じなのかな︖

呉 湖帆影さんの⽇記



修了式の⽇のこと

2007.12.20

今⽇は朝から修了式で、11時頃には終わる予定。交流センターの先⽣とは1時半に来ていただくお約束をしているので、約2時間半待つことになっていました。ずいぶん⻑いこ
と待つなあと、思っていましたが、同級⽣の⼀⼈が財布を取りに戻ってきたので、それからずっと⼀緒におしゃべりをしていました。その後、3年の先輩も来たので、3⼈でい
ろいろ話をしていました。おかげで時間がすぐに過ぎ、あっという間に1時半になってしまいました。 交流センターの先⽣のお顔を⾒たとき、ちょっと緊張しましたが、話をし
だすとすぐにリラックスできました。校⻑先⽣、担任の先⽣、それと外事部の先⽣と⼀緒にお話をしました。校⻑先⽣の前で担任の先⽣のだす宿題は多すぎます、とも⾔いまし
た。交流基⾦の先⽣は私に留学にきた⽬的を忘れないように、と釘をさし、君たち37⼈はよく⽇記を書いているね、翻訳スタッフも翻訳が追いつかないよ、とおっしゃってい
ました。また⽇本のスターを紹介するチャンネルを開設してくださるとのこと。皆さんがとても良くして下さったので、この交流会はとても楽しいものになりました。 その
夜、もとのhomestay先のご家族と今のhomestay先のみなさん（数⽇前引っ越したばかりなので）、校⻑先⽣、先⽣と⼀緒に⾷事をしました。このhomestay先の⼆家族の娘
さんは2⼈とも同じ学校なので、私達の3⼈の座る席はちょうど⼆等辺三⾓形のようにしました。私の隣の席には⼭崎先⽣とお姉さんのように仲のいい先⽣が座り、あれこれた
くさんのことを話し、時間があっという間に過ぎ、9時半に会をおひらきするときに最後にみんなで記念撮影をしました。 やっと初めて先⽣に来ていただけたのに、またすぐお
別れです。これからもできるだけ来てくださいね。広島に住み始めて1ヶ⽉、地図もがんばって覚えます。最後に先⽣と投げキッスでおやすみの挨拶をしました。へへ。その
後、もとのhomestay先のお⺟さんとちょっとお話をし、お姉さんの成⼈式にはぜひくるよう誘っていただきました。名残を惜しんで別れました。  今⽇は本当に楽しい⼀⽇で
した。先⽣と今度お会いできる⽇を楽しみにしています。

呉 湖帆影さんの⽇記



温泉旅⾏

2008.01.03

今⽇は新年の1⽇⽬で、朝はおせち料理を⾷べました。とてもおいしかったです。それから名前は分からないけどとてもおいしいものをお餅に和えて⾷べました。 午後3時頃、
ホストファミリーのみんなで温泉のホテルに向かいました。出発前にお⽗さんが⼦供たちにお年⽟を渡しました。私にもくれたのでとてもビックリして遠慮がちに受け取りまし
たが、お⽗さんは私のことも⾃分の娘だと⾔ってくれました。その⾔葉に感動です。⽇本でお年⽟をいただけるなんて思いもしませんでした。へへへ。 4時半に私たちは温泉の
ホテルに到着しました。私とホストファミリーの妹が同じ部屋です。（この妹は私のクラスメートですが、年齢は実は私が⼀番下です。） それから6時にみんなでホテルのレス
トランに⾏き、⼣⾷を⾷べました。⼀つずつ順々に出された料理はすべて⽇本料理でした。最初に運ばれたのは刺⾝で、家族は私が⾷べ慣れていないことを知っていましたが私
にもよそってくれ、⾝体にいいけど無理はしなくていいから、⼝に合わなかったらみんなで⾷べてあげるからと⾔ってくれました。結局、⼝に合うものも合わないものもあっ
て、次に来たのも⿂でしたが、⽕の通ったものだったのでおいしかったです。それからステーキや天ぷら、麺類などが出揃い、そろそろお腹⼀杯というところで⼤きなお茶碗の
ごはんが来ました。ひぇ〜︕ 最悪にもこの家のお姉さんが料理を残させてくれなかったので、どうしようかと困ってしまいました。幸い、妹が⼣⾷10分前にチョコレートのビ
スケットを12枚⾷べていて私よりキツい状態だったので、仲間を⾒つけたようでちょっと安⼼し、それからちょっとずつ⼝に運びました。（恐らく私の⼈⽣の中で⼀番おしと
やかに⾷べた⾷事です。） 突如お姉さんがお⼿洗いに⾏ったので、私と妹はしめたとばかりに興奮し、妹は全く⼿をつけていないご飯をお姉さんのテーブルの前に置き、私は
残ったご飯を全部スープの中に⼊れて蓋を閉めました。その後お姉さんが帰ってきて、きれいに⾷べ終わっている私を⾒て満⾜そうにし、褒めてくれました。もう私と妹は可笑
しくてたまらなくなり、しまいには妹が我慢できなくなって⽩状してしまいました。お姉さんは真相を知っても優しい⼀⾯を⾒せてくれ、お腹⼀杯の私たちを⾒逃してくれまし
た。 夜は温泉に⼊りましたが、⼈がとても少なくて気持ちよかったです。それから妹と⼀緒に部屋でとても⾯⽩いテレビ番組を⾒ました。12時まで、私たちの声が隣の部屋の
お⺟さんに聞こえるほど笑い転げました。2008年の1⽇⽬は、こんなふうに楽しく過ごしました。

呉 湖帆影さんの⽇記



ハッハッ 学校が始った

2008.01.09

1⽉8⽇ この美しい⽇、学校が始まりました。 家でのお部屋がとても快適なんだ。 でも結局外に出て、どんないいことがあるか分からない。だから何をしたらいいか、ちょっ
と分からない感じがあって、でも今は学校が始まったから⼜⽣活も充実してきてるフフ。 みんな冬休みは何をしていたの︖私に何かいい提案あったら教えて︖みんなありがと
う︕~~~~~~

呉 湖帆影さんの⽇記



マラソン⼤会の事前準備

2008.01.11

 2⽉にマラソン⼤会があります。なので体育の授業では校庭を4週、３キロ⾛らなければなりません。以前は800メートル⾛っただけでもう「お⽗さんお⺟さん︕」と叫んでい
たのに。急に3キロ⾛れだなんて私を殺す気かしら。。だけど幸運なことに先⽣は優しい⽅で、私に無理をせず、⾃分で駄⽬だと思う所まで頑張ればいい、と⾔ってくれまし
た。それから私は2週⾛って1週歩き、最後の1週は歩く気⼒もなくなってしまったので、休んでしまいました。先⽣はそれでも努⼒したと励ましてくれたのですが、やっぱり⼤
会の5キロには程遠いですよね。  だけど、⾵邪をひいたら試合に参加しなくていいと聞きました。⾵邪ひけばいいのにな。でもどうしても⾵邪ひかないって⾔うなら、私も頑
張るしかないよね。  それから皆、皆マラソン⼤会には参加しますか︖参加しない⼈はいますか︖もしいたら私に教えてください。

呉 湖帆影さんの⽇記



⽇本の成⼈式

2008.01.15

⽉曜⽇、もとのhomestayの家庭に⾏った、お姉さんが成⼈式に参加するからです。 出かける前、お⺟さんが私に今⽇はみんなちゃんとしたかっこうをするからって、私に綺麗
な礼服を取り出し試着させてくれた、半時間の奮闘の末、ついにお⺟さんの満⾜のいくものとなった。 それから電⾞に乗り、府中に着いた。3ヶ⽉間住んだ家、ひと⽉後に⾒慣
れた場所に⽴つとやはり懐かしい。 もとのお⺟さんは、すでに駅で私を待っていてくれた。家に着くと、お⺟さんは私の服を⾒てびっくりしてた。ハッハッ、やはりちょっと
⾒慣れないかな。でも、私の和服姿をを⾒たかったと⾔い、また頑張って着替えることになった。ようやくなんとか着終わった、和服のせいか、あちこちが痛くて、呼吸も少し
苦しい。昔の⽇本の⼥の⼦は、ずっとこれを着てたの︖そうだとしたら、本当に偉い。お⺟さんよく似合ってるって⾔ってくれた。少し安⼼。 少し休んでから、成⼈式の会場
に着いた。5分後お姉さんとお姉さんの彼が現れた。始めて⾒る彼は私の想像とは違ってた。とても品がよく、可愛い。彼はまた代表として英語で発表しました。とても上⼿。
明⽇の府中市の新聞に載るはず、楽しみ。 それからお姉さんとお姉さんの友達と⼀緒に写真を撮った。みんなとてもきれいな和服を着ていて、あでやかだ。なんと⾔っても⼈
⽣でただ⼀度の経験なのです。みんな久しぶりの友達に会って、とてもうれしそう。そばで⾒てるだけの私でさえ、幸せな感じを受けた。 お昼ご飯の時に、お⽗さんのお⺟さ
んに会った、始めての対⾯です。とてもやさしい。みんなもとても親切です。久しぶりの家族に会えて、⼝では表現できない喜びです。 家に戻ってお姉さん、妹と⼀緒にゲー
ムをした。お姉さんの⼤学がゲーム制作をしている、だからそのゲームは⾯⽩い、ゴルフとボーリングと野球のゲーム。コントローラーを使ってやる感じは本当にプレイしてる
みたい︕ 晩ご飯の後、みんなと⼀緒に⼼連⼼のdvdを⾒て、とても感激した。超感動です。⾃分が帰る時どんな様⼦だったか分からないけど、少し⾟い気持ちになった。やはり
あまり考えないようにしよう、その⽇になってからのことだもの。 8時半頃、前のhomestayのお⽗さんとお⺟さんは家に送ってくれた。別れる時、⼿を振り、さようならとい
った、喜びの声と共に。

呉 湖帆影さんの⽇記



中学⽣の歓迎会

2008.01.21

今⽇私達の学校の中学⼆年⽣が私のために歓迎会を開いてくれた。もともと歓迎会は朝に１時間⽬と決まっているのですが、朝登校の時、不注意で転んで⾃転⾞が雪に倒れてし
まい遅刻をしたからです。今朝は、かなり早く起きたのに、あろうことか遅刻なんて、なんとも⾔えません。世の中には不思議なことってあるんですね。 それで歓迎会は午後
の最後の授業時間に⾏いました。中学⼆年⽣の教室のドアの所に着いた時、まだみんな準備の途中で、⼊ってみるとア然です。⿊板には、私の好きなスターの写真が沢⼭掛かっ
ていて、真ん中には思いやりが書かれている、窓、教室の隅はそれぞれとてもかわいい⾊とりどりの紙テープが飾ってあります。教室の飾りだけでも4時間半かかったそうで
す。 もっと驚ろいたことがあります。突然2⼈の司会者が登場したのです。その後代表の⼦が挨拶をしてくれました。それから私のために誰かが⾃⼰紹介をしてくれました。始
めてこんな雰囲気を楽しみました。それから各グループが⾃分達の研究の報告をしてくれましたの。内容は中国と⽇本の世界遺産、両国のスター、アニメーション、⾷べ物、ま
た違う習慣が少しみられました。私の好きなスターと⾷べ物にまで話が及び、みんなが発表は少し⾒ただけでも、努⼒のあとがみえ、詳しく調べてあると思いました。 その後
武術をやってくれ、どなたかが 作ってくれたお菓⼦を⾷べたの、男⼦が作ってくれたようです。とてもおいしかった。どうして男⼦なのに腕前がいいのだろう︖また、ある⼦
は私に⽇本のプレゼントしてくれ、最後にささえちゃんのものまねまでしてくれました。みんな笑い転げてた。 おしまいには、中国語で唐詩を読んでくれた。中国語の4声も。
今⽇はとても楽しかった、こんなにかわいい学友達、みんな私にとても友好的で、ずっと私を囲んで話をして、本当に楽しかった。他にも、歓迎会の様⼦を先⽣が私達のために
全て撮影してくれ、先⽣にもご苦労をおかけしました。みんなもご苦労様、そしてありがとうございました。

呉 湖帆影さんの⽇記



ここ最近

2008.01.31

ここ最近、体育の授業はずっとマラソンなんだ。⾛りすぎて腰はだるいし、背中も痛いし、⾜もつる。でも私がもうダメっていう時、必ず友達が頑張れって応援してくれる。私
と仲のよい友達なんかはふざけた時の命令⼝調で命令する。でもこれが重要なのではなくて、重要なのは、それを⽿にした後、私はとっても楽しくなって、本当はもう⾛れない
んだけど、その後なぜだかわからないけどすっごく早く⾛れるようになるの。 でも不幸なことに、最近私は思いがけずとってもひどい⾵邪を引いたの。本当はただの⾵邪だっ
たんだけど、お⽗さんやお⺟さん、それに先⽣や学校の友達みんなが⼼配してくれた。お⺟さんは薬をいっぱい買って来て私に飲むよう⾔ってくれた。クラス担任の先⽣もずっ
と私に病院に⾏くよう⾔ってくれた。みんなに迷惑をかけてとても申し訳なく思う。これからは絶対に病気をしないと約束するよ。 それと、今⽇模試が終わった。物理の点数
もわかった。（試験が終わって先⽣はこっそり私達の答案をすべてコピーしていた）。私は正直、試験のときはちょっと変だった。なんかめちゃくちゃなことをやっていた。⾃
分の最も⾃信のある物理なのに。⽇本での2回⽬の模試は不本意にもこのようにして終わった。へこんだ。偏差値が70以上だと証明書がもらえるんだ。私ももらって記念にした
いのに。今回は恐らく望みはない。もう⾔うのはやめよう。泣いても涙も出ないよ。

呉 湖帆影さんの⽇記



ガーフィールドからみんなに新年の挨拶を（新年のサプライズ付）

2008.02.06

ハーイ、ガーフィールドです、最近私の友⼈のパンダがオリンピックのスポークスマンをしてるので、私に新年の挨拶頼まれちゃった。時間の過ぎるのはメチャ速くて、また新
しい年です、私また太って怠惰よ。でも、新年おめでとう、万事順調に、健康、毎⽇楽しく。ウン、おしゃべりはこのくらいにして、次に2008年度の新年のご挨拶を。 Money
is not everything. ThereʼsMastercard & Visa.   お⾦は万能じゃない、時にはクレジットカードが必要。   One should love animals. They are so tasty.   動物を愛
そう、とってもおいしいのよ。   Save water. Shower with your girlfriend.   節⽔して、できるだけ⼥友達と⼀緒に⼊浴を。   Love the neighbor. But  donʼt get
caught.   隣⼈を愛そう、でも彼⼥の旦那さんに分からないように.。   Behind every successful man， there is a man. And behind every unsuccessful man，
there are two.   すべての成功した男性の後ろには、⼥の⼈がいる。全ての成功しない男性の後ろには、⼥の⼈が2⼈いる。   Every man should marry. After all，
happiness is not the only thing in life.   どの独⾝貴族もいずれ結婚する、幸福は永遠じゃない。   The wise never marry， And when they marry they become
otherwise.   聡明な⼈はみな未婚だ、結婚したら聡明にはなれない.。   Success is a relative term. It brings so many relatives.   成功とはある種の関係をもたらす
⾔葉、それは、あなたにたくさん関係のない親戚をもたらす。   Never put off the work till tomorrow what you can put off today.   ⼝実を⾒つけて今⽇できる仕事を
明⽇にまで延ばさない、今⽇やってしまおう。   “Yourfuture depends on your dreams.”So go to sleep.   “あなたの将来は、君の夢にかかっている”、だからやはりち
ょっと寝てからにしよう。   There should be a better way to start a day than waking up every morning.   新しく始めるにはもっと良い⽇があるはず、お決まり午
前よりも。   “Hardwork never killed anybody.“But why take the risk?   ⼤変な仕事で死にはしない!でも⾃分から証明するのは、ありえない。   “Workfascinates
me.“I can look at it for hours!   仕事はとてもおもしろい!特に⼈の仕事を⾒るのは。   Whentwoʼscompany，threeʼsthe result!   2⼈の状態は不安定、だから3⼈
ならきっと!   A dress is like a barbed fence. It protects the premises without restricting the view.   洋服は鉄条網のよう、あなたが軽率に⾏動するのを阻⽌するけ
ど、思いっきりの⾒ることのじゃまはしない。   The more you learn， the more you know， The more you know， the more you forget.   The more you
forget， the less you know. So why bother to learn.   より学ぶと、知識が増える、知識が増えると、忘れることも増える、忘れることが増えると、知識も減る、どうし
て学ぶのだっけ。 観賞感謝します。

呉 湖帆影さんの⽇記



マラソン⼤会当⽇

2008.02.11

 先週の⾦曜⽇に1年に1度のマラソン⼤会が⾏われました。⼆ヶ⽉にわたる準備を終え、ついに迎えたこの⼀⽇。練習のときには3キロ⾛るだけで死にそうになっていたのに、
今回は5キロも⾛らなければなりません。私は⼤会が始まる前にすでに完⾛を諦めていたのですが、お⽗さんはそんな私に「頑張って⾛れ。悔いを残すんじゃない」と⾔ってく
れました。  その⾔葉を聞いて、私の⼼は揺り動かされました。確かにこれは私の⼈⽣における初めてのマラソンなんです。当然後悔なんてしたくありません。だから、私は
決めました。仮に死んだとしても、悔いだけは残さない、と。  そして、⼤会が始まりました。どうやら2本の橋を囲むように⼀周するようです。私のクラスメートはこれが最
後のマラソン⼤会になるので、遺憾を残すまいと必死に⾛っていました。私も頑張らないと。橋の上に差し掛かると、海⾵が吹いて、私はふと周りの景⾊に気付き始めました。
⾶び交うカモメ、⻘々とした⼭川、たまらなく綺麗でした。途中には交通安全の先⽣⽅が道案内と応援をしてくれるのですが、それが全部⾃分の⼤好きな先⽣だったんです。は
は。そうこうしているうちにゴールにたどり着きました。全然気付かなかった。ははは。66位、上出来上出来。きっとビリになるとばっかり思っていたから。  その後マラソ
ンリレー⼤会があって、最後は閉会式。私は⾃分のマラソン証明書と完⾛証明書をもらいました。感動しました。これは⾃分への挑戦でしたから。私も皆もそろって完⾛できま
した。私にとっては初めての、私達にとっては最後のマラソン⼤会。皆晴れ晴れとしていました。

呉 湖帆影さんの⽇記



猫⼭スキー

2008.02.19

 2⽉13⽇ 私は2年のクラスメートと3⽇間のスキー旅⾏に出かけた。 出発前、クラス担任、榛澤先⽣、野⼝先⽣など沢⼭の先⽣に送っていただいた、皆さんが、安全に気を
つけて、転ばないで、怪我しないで、と⾔ってくださり、私にとても気を使ってくれて⼼から嬉しかった。 昼⾷の後、１時頃から私達はスキーウエアを着込み、スキー場に向
かった。 朝の気温が低かったせいか、スキー場の雪はケーキのように、とても柔らかい、⾷べたくなるくらい。 スキーの始まりです。私が選んだスキー板は２本のストックや
板のじゃなくて、スノーボード、すごくカッコいいの。1⼈の先⽣が私達17⼈を教えてくれる。始めはうまく滑れなくて、転びまくり。先⽣、私には、お⼿上げ状態、仕⽅なく
終わりの頃マンツーマンのレッスン、それでマスターできた。 翌⽇のレッスンは基礎固めと、更にもっときれいに滑ること。⽬標はターン。難しいのは⾝体を傾けて滑る点
だ。私はもう泣きそう、⼜転びそうになる。案の定3センチも滑らないうちに転んでしまう。コーチは、引き続きしかたなく教えてくれる、努⼒のかいあって、ついにマスター
した。でも、問題がまたもや発⽣、どうやって⽌まればいいかが解らないのだ。無慈悲なボードはますますスピードをあげる。私は遠くに投げ出されてしまった。 この⽇はバ
レンタインデーなので、晩ご飯の時、私はかわいい2年の友達に中国のチョコレートを⾷べさせてあげた、中国の⽂字が書いてあるからみんな興味深く読んでいた、でも私が読
むとみんなすぐ笑う、なんで笑ってるのかな。宿舎に帰ってから、沢⼭の友達が私と先⽣の部屋に遊びに来た、カラオケ⼤会の始まりだ。おしゃべりもし、最後にこっそりポテ
トチップを⾷べたりして、とても楽しかった。 3⽇⽬は⾃由滑⾛、これがラスト⼀⽇だからか、みんな時間を惜しんで⼀⽣懸命だ。惜しいことに時間の⻑さは気持ちによって変
えることはできない。3⽇間のスキー旅⾏は私達に、お別れを告げようとしている。荷物をまとめている時、3⽇間はこのように終わるんだって、はっと⾃覚した。 今すでに家
に帰って、ボードも雪もない。でも私の⾜は依然としてまだ終わりを知らないようで、またひっきりなしにターンの練習をしてる。 終わった。3⽇間のスキー旅⾏。 さよな
ら。⼀⽣懸命教えてくれたコーチ。 振り返る。間違いなく、とても楽しい、とてもすばらしい思い出。

呉 湖帆影さんの⽇記



私達の⼀⽣の友達︕︕

2008.04.01

 最近、学校でよく世話になったとても中の良い先⽣がいきなり別の学校に転勤してしまった。⼤阪から帰ってきた途端これを聞いて、⾮常につらかった。最後の授業でティラ
ミスをつくって⾷べた。とてもおいしかったけど、すこし⾷べづらかった。先⽣が学校から離れた⽇、嘘のように駅でばったり会いました。感動してたまりませんでした。  
また、⼀⼈の仲いいクラスメートも⾏ってしまいました。  みんなの⽇記を読んで、コメントの多くは研修のことでした。  ふっと⼀番の親友が⾔った⼀⾔を思い出した。  
「私たちは⼀⽣の仲間だよ。」  まえまえから皆に⾔いたかったのです。  私たち、３７⼈。  私たち、残り４ケ⽉間のクラスメート。  私たち、すでに別れた、また、ま
もなく別れる先⽣と友達。  ずっとお世話になったホームステーのお家。  いくら遠く離れても、こころは繋がっている、  なぜなら、  私たち、⼀⽣の仲間だよ。

呉 湖帆影さんの⽇記



桜

2008.04.07

桜は咲いたけどすぐに散ってしまった。 でもとても美しい瞬間を残してくれました。

呉 湖帆影さんの⽇記



新学期

2008.04.12

新学期ですね。 まだ気がついていないのに、意外にも⾼3の学⽣になりました。 私は広島県福⼭市の英数学館に通っているよ。これはとても綺麗な⾼校です。みんなこの名前
をしっかり覚えて。 4⽉8⽇私達の始業式。その⽇桜が⼒いっぱい咲いています。最初の時、先⽣はずいぶん変わった。離れたのも多い。知ってる先⽣もほとんどいない。教室
に座っても⾃分のクラスでない気がしている。 でも、今はもう⼤丈夫よ。何とか慣れた。何とか分かってきました。今の学校はとても楽しいよ。先⽣もいいし、クラスメート
もいいし、みんながいいひとばかり。これがとても綺麗な学校なので、みんな是⾮⾒学においでね。

呉 湖帆影さんの⽇記



⻑い間⽇記を書いていないわぁ

2008.05.10

タイトル通り。。。。。 ここで可愛いみなさんにご挨拶します。。。   また、今度ね。

呉 湖帆影さんの⽇記



現在、全国で四川⼤地震の被災者のための黙祷時間です

2008.05.19

地震のため夢を失った⼈々を哀悼するために、 5⽉19⽇〜5⽉21⽇、この3⽇間は黙祷の時間になりました。 最近ずっと四川⼤地震関連の報道を⾒てて、とてもつらく感じてい
ます。空から突然にやってきた災難は、多くの⼈々に家を失わせてしまいました。ちょうど⼤学⼊試の⼀ヶ⽉前で、⾊とりどりで描いていた夢は、完全に廃墟に埋葬されてしま
いました。しかしこれと同時に、私たちはたくさんの助けあいの⼿も⾒ることができました。台⾵の被害にやられても、何もしてくれなくて、被災者に無残にも餓死させる国よ
り、私はこの国で⽣まれて、どれだけ幸運なことでしょうとさらに思ってしまいます。 まだ困難に満ちている⽅々が希望を捨てないように、頑張ってほしいです。中国の13億
⼈⺠はあなた達を助けに⾏きます。みんなが⼀緒だと、どんなに苦しくても、きっと暖かくなります。がんばってください。︕

呉 湖帆影さんの⽇記



バラ祭り

2008.05.22

先週の週休2⽇は私達の福⼭市の1年に1度のバラ祭りです。 バラ祭りはバラ園と緑町公園で⾏われました。私はバラ関係のお⼟産のお店でぶらついていた時、突然、⼀つのき
れいなバラのブローチが私の⽬に⼊り、とても買いたくなりました。でもお店の⼈がこれは⾃分で作れるよと教えてくれたので、⾃分で作ってみました。作り⽅はとても簡単で
す。お花を貼り付けるだけです。でも、お花を選ぶには⾮常に難しかったです。最後、お店の⼈に⼿伝ってもらって、私は⼀時間もかかって⼀つ私が好きな形の徽章のようなブ
ローチができました。 それから折り紙でバラを作るところにもいきました。紙でバラを作れるなんて、信じられませんね。教えてくれたのはちょうど近くの学校の⾼⼆の学⽣
でした。作り⽅は難しいですが、彼はとても真剣に教えてくれました。私のIQは⾼くないので、最後の8分の1は覚えていません。少し残念でしたが、8分の7もできてよかった
です。

呉 湖帆影さんの⽇記



豊島への旅（⼀）ロータリークラブのパーティー

2008.05.25

今⽇は家族と⼀緒に釣⿂島へ⾏って来た。 今回はお⽗さんがいるクラブが主催なので、お⽗さんと同じクラブ（ロータリークラブ）の仲間と知り合うことが出来た。 今朝8時
50分ぐらいに、乗船の場所についた。初めてのヨットだったので、（以前はいつもゆっくりの遊覧船だった）気持ちよかった。 出発して⼀時間、⻑く感じるかもしれないけ
ど、⽗がいるクラブのみんなとしゃべったりして、知らないうちに⽬的地に到着した。 ⼀時間ぐらい休憩した後、2分ほど⼭道を歩いて、豊島の旅館についた。驚いたのはクラ
ブの会議が始まったことだ。議⻑さんの発⾔の後、みんなは乾杯した。なぜか知らないけど、この場⾯に少し感動した。 お⾷事の後、私たちはフリータイムになった。三時半
ぐらいに、またヨットに乗って戻った。今度私はヨットの先端で座った。海⾵は冷たくて、両岸の緑の⼭と⻘い川、景⾊がとてもきれいで、今まで体験したことがないものだっ
た。最後に、クラブのみんなは、帰国の時に必ずクラブに来て、歓送会をやるからと⾔われた。それを聞いてうれしくてうれしくて、こんなにたくさんの親切な仲間と出会えて
本当にうれしい。 みなさん、私は決してこのことを忘れない。

呉 湖帆影さんの⽇記



豊島への旅（⼆）初めての⿂釣り

2008.05.25

今⽇は私の⼈⽣の中に初めての⿂釣りでした。初めは船にいた時、私たちの船は別の船に近づいていきました。あれは網で⿂を捕る漁業⽤の船です。私はとても⼤きな網でたく
さんの⿂を取ったのを⾒ました。そして⼀番重要なのは、これらの⿂が私たちのお昼とお⼟産です︕その後、鯛と他の種類の⿂のオーディションも⾏われて、とても⾯⽩かった
です。 フリータイムの時、ホームスティ先のお⽗さんとお姉さんと⼀緒に⿂釣りに⾏きました。みんなはプロだから、とても上⼿な釣り⽅を教えてくれました。釣り竿の調節
の仕⽅や、餌を付ける⽅法など、50分ぐらいで、私は⼈⽣の初めての⿂を釣りました。感動しました。それはお⽗さんとお姉さんのおかげです。 夜、お⽗さんはわざわざ私た
ちを⽇本料理屋に連れていって、料理屋さんに今⽇釣った⿂とお⼟産の⿂を調理してもらいました。やっぱり⾃分で釣った⿂の味は違います。まあ、⻤うま。そして鯛のお刺⾝
も⾷べました。やっぱり評判通りに美味しいです。 みんな、今度また⼀緒に⿂釣りに⾏こう︕︕

呉 湖帆影さんの⽇記



偶然かけた電話で

2008.05.30

昨⽇、学校でちょっとした意外なできことがあった。私の携帯電話が使えなくなった。どうするかと悩んだ結果、国際交流基⾦の先⽣にまず電話で聞いてみることにした。電話
をかけるとむこう側からいつもの富樫先⽣の声が聞こえてきた。 話しているうちに、先⽣は突然今⽇で国際交流基⾦での仕事は最後だと⾔った。最初は先⽣が冗談を⾔ってい
ると思ったけど、意外にも本当だった。突然私はこの電話をかけた時機が本当にすごいと感じた。しかし富堅先⽣がいなくなったら、私達を⽀えてくれる⼈が少なくなると感じ
てしまう。このニュースを聞くとある同級⽣は泣くでしょう。でもあまりそんなに⾟くならないでね。先⽣はまたウェブサイトに来て私達と⼀緒に交流すると約束してくれたか
ら。東京にいる時もまた戻ってくると。先⽣はあまり時間がなくて、⼀⼈⼀⼈に知らせることができなくてとても残念だと⾔ってくれた。世界旅⾏に⾏くらしくて、ここで先⽣
に良い旅ができますように、再会をお祈りしています。 また、⼩島先⽣は病気だそうです、先⽣、元気を出して、お⼤事に。回復したら、広島にいらしてくださいね。私達と
⼀緒に釣りに⾏こうね。明⽇私達はバーベキューをやることになっているけど、先⽣がいらしたら、完璧だったのになぁ。私はすでに地図を暗記したの、⼤変だけど。ゲームセ
ンター、カラオケ、ボーリング場、野球クラブは全部おぼえたよ。先⽣是⾮私に会いにいらしてね。

呉 湖帆影さんの⽇記



今、⽇本語能⼒試験を申し込んでいるところ

2008.06.10

わたしはいま⼀級を申し込んでいるところだわ 申し込む⼈が多すぎて、⼤変苦労したよ。毎年、申し込みには何時間も待たされる。 みんなはいま申し込んでいるの︖わたしと
同じ様⼦かしら︖ ⽇本語能⼒試験は国際交流基⾦が主催するみたいだから、先⽣から直接、合格証書をもらえるのかしら︖

呉 湖帆影さんの⽇記



軍⼈将棋

2008.06.23

とても⻑い間、⽇記を書かなかったのでちょっと恥ずかしいです。私は今⽇学校でスピーチがあって、ずっと準備していました。とても緊張しています、みんな応援してくださ
い︕ さて、次に軍⼈将棋の話をします。 最近私達のクラスの学友が私に将棋を教えてくれるので、お⽗さんに軍棋（軍⼈将棋）を送ってもらいました。というわけで、私は学
友と軍⼈将棋を始めました。 以前軍⼈将棋が相当強い同級⽣から教えてもらった事があるので、今まで全勝記録を保っています。ちょっとすごいでしょう。 写真も是⾮⾒てく
ださい。

呉 湖帆影さんの⽇記



ありゃー、これじゃ有名になっちゃうよ

2008.07.04

６⽉２３⽇は激動の⼀⽇でした。  ⾃分の名前がなんと新聞に載っていたんです。  事情はこういうことです。２２⽇に私は学校の友達と四川⼤地震の募⾦活動を実施しまし
た。ちょっと遅いけど、でもたくさん集まりました。そうしたら新聞記者さんがインタビューに来て、ちょっと聞いてみるだけだろうと思ってたら本当に新聞に載っちゃいまし
た。しかも２紙。⽇本の読売新聞と、⽇本なのに中国新聞という新聞（中国地⽅の新聞）です。  続いて、２３⽇の全校集会で２０分間、みんなの前でスピーチをしました。
⽇本の印象と⼼連⼼の活動についてです。みんなよく聞いてくれて、楽しかったです。  そしてこの⽔曜⽇、また雑誌の編集⻑さんがインタビューに来ました。この１年の⽣
活についてです。４０分以上もインタビューされて、初めての経験だったのでとても興奮しました。  楽しいことが最近続いていて、このままいったらここを離れるときどん
な気持ちになるだろうと怖くなります。電話やネットは普及したけど、毎⽇⼀緒にいるのとはやっぱりちがうもんね。ああ。

呉 湖帆影さんの⽇記



私とhomestayのお姉さんの和服姿

2008.07.15

 私の両⼿にそれぞれポテトチップとソーセージを持ってるから、写真が撮れなかった。そして、少し我慢して、記念写真をとった。

呉 湖帆影さんの⽇記



アメリカ⼈学⽣の歓迎会

2008.07.15

７⽉１１⽇、うちの学校にアメリカの学⽣が⾒学に来た。彼らのため、歓迎会を開いた。  歓迎会に私の知り合いがたくさんいて、久しぶりに会う茶道の先⽣もいた。うれし
かった。私が中国⼈だと分かる⼈がいて、真剣に私に謝った、昔、⽇本が悪いことをして、すみませんって。感動した。私は頭を横に振って、気にしないでと⾔った。  そし
て、先⽣にスピーチするようにと⾔われた。私がその時になってそれを知ったから、⾷べ物を選ぶの⽌めて、テーブルのそばでスピーチを準備した。でも、homestay先のお姉
さんはずっと⾷べ物を取ってくれて、学校の先⽣もそうだ。ほんとうに彼らが好きだ。  やっとスピーチの時間が来た。意外に、そんな緊張もしなかった。声がちょっと震え
たけど。先⽣に⾔われたとおりに、まずは英語、それからは⽇本語で話した。スピーチを終わってその場からさがったとき、急に先⽣に中国語でもう⼀度話してと⾔われた。仕
⽅ない、英語の下書きを⾒ながら、中国語に訳して話した。驚いたことに、中国語のレベルが下がったと気が付いた。ある単語がどうやって訳すればいい分からなくなった。あ
るセンテンスが変に聞こえたけど。－－  講演が終わったとき、⼼を打つ拍⼿の⾳が聞こえた。  外国⼈の前で、三ヶ国の⾔葉でスピーチをするのは始めてだ。以前は⽇本⼈
を知ると、それが国際を理解することだった。  後で、アメリカの先⽣がとてもすばらしいスピーチだから、ぜひ彼⼥の学⽣と交流して、中国を紹介してくださいと⾔ってく
れた。それを聞いて、うれしかった。どういうわけか、はっきり⾔えないショックという感じかな。  歓迎会はごく短い１５０分で終わったが、たくさんのことが分かった。
その⼀分⼀秒の努⼒が次の⼀秒の⾃分の誇りになるかもしれない。

呉 湖帆影さんの⽇記



ついにこの⽇が来た

2008.07.18

明⽇は学校へ⾏く最後の⽇だ。２２⽇は終業式だけど、⾏く勇気がないと思う。別れるのが怖いから。  昨⽇まで、帰国の準備はまだしてなかった。でも、⽣物の先⽣は⾦曜
と⼟曜は九州に戻ると私に⾔ったから、昨⽇は先⽣と会う最後の⽇だった 。先⽣は帰ったけど、クラスメートに頼んで、彼がもっとも愛したロボットをわたしに贈った。嬉し
くて、感動したけど、もらわなかった。それは先⽣が⾃分の命より⼤事にしてるものだと知ってるから。それで、急にこの⽇が近づいたと気が付いた。  今朝、うちの学校の
中学部は送別会を開いてくれた。先⽣はそれをすべて録画してくれた。歓迎会のことがまた⽬の前に現れるように、同じ⼈、同じ笑顔、違ってるのは気持ちだった。急に彼らは
私に優しくしてくれすぎたと感じた。とても感動したけど、どう⾔えばいいか分からなかった。 午後、うちの学校の⼩学部といっしょに過ごしたのだ。⽣徒たちと⼀緒に切り
紙細⼯をしたり、⾶⾏の棋を差したり、北京オリンピックを紹介したり、中国語を教えたりした。最後、彼らは私を抱いてくれた。⼤きな輪を作って、みんな抱き合ってた。彼
らのクラス担任はアメリカ⼈で、この永遠になるシーンを撮ってくれた。ある⽣徒は記念にトマトをくれた。このトマトは私の⼈⽣で⼀番⼤切なトマトになるかもしれない。そ
う信じてる。  もう帰るよと、ずっと⾃分に注意してたが、今でも、来週でも、再来週でもまた学校へ⾏く、またみんなの親切な笑顔に会える。そして、みんなで卓球をやっ
たり、軍⼈将棋を指したり、体育の授業で騒いだり、⿊板に宿題を書いたり、カラオケに⾏ったり、バーベキューパーティーをしたりすると勘違いしていた。  泣かないため
に、悲しまないないために、私は⾃分にきっとまた会えると⾔いいきかせた。  時間は再び思い出をめくった  微笑みはたくさんの懐かしさと混じっている    親愛なるみ
なさんは泣かないで    ⼼はいつまでもいっしょにいるから

呉 湖帆影さんの⽇記



すべての先⽣へ、私への愛、ありがとうございます

2008.07.21

2008年7⽉19⽇、学校に⾏く最後の⽇だった。朝、職員室へ⾏って先⽣に挨拶をした。でも、お世話になりましたと、⾔おうとしたが、⿐が急につんとした。そこで、涙にむ
せびながら⾔い、⾶ぶように職員室を出た。   20⽇にクラスの集まりがあるからだ。それから多くの先⽣にお別れを⾔った、⼀⼈ずつにお別れを⾔った。 すべての先⽣が好
きだ。⼀年が本当に早いと⾔ってた。そして、この⽇がほんとうに来た。私はこの学校の初めての留学⽣で、来たばかりのころ、先⽣たちはクラスメートにいじめられのに耐え
られなくて、期限前に帰国したらどうしようと⼼配してくれた。しかし、彼らはまた「あなたは⾃分の笑顔で最後までがんばって、うれしい」と⾔ってくれた。先⽣たちのいつ
ものやさしい笑顔を⾒て、親切な声を聞いて、急に泣き出した。涙よ、出ないでね。まだたくさんの話があるよ、邪魔しないで。  そして、先⽣たちといっしょに写真を撮っ
た。線背たちの可愛い⼀⾯を⾒られた。もっとも格好いい、もっともきれいなPOSEをするためにがんばって、写真と思い出にたくさんの⾊を加えてくれた。職員室の⼩学校校
⻑室で⼀⼈ずつさよならを⾔った。先⽣はぜひ⽇本の⼤学に⾏ってね、⾃分の⽬標を実現してくださいと、⾔った。彼らの笑顔を思い出すと、たくさんの感動がある。  先
⽣、ほんとうにありがとうございます。⾃分がちょっとわがままだと分かるけど、わがままなことをしたのは分からなくて、気がつかないうちに、先⽣にたくさんの迷惑をかけ
たかもしれない。  試験でいい成績をとった時、すぐほめてくれた。  先⽣に叱られたことがないみたいだ。地理の授業はあまり聞かなかったけど、先⽣も⼤⽬を⾒てくれ
た。募⾦をしたい時、地理の先⽣も⽀持してくれて、笑顔でしてくれた。雑誌社に取材された時も、先⽣は励まして、私のことを肯定してくれた。  ある時、親友とうまくい
かなかった。先⽣は全体会議を開いて私たちのことを相談したそうだ。  まだ、たくさんある。  いつもそんなにやさしくしてくれた。何をしても、私を守って、理解してく
れた。できるだけさびしく感じさせない、わたしの願いを満⾜してくれるようにした。⼀番厳しい先⽣でも、もっともやさしい態度でしてくれた。  ほんとうに笑顔で最後ま
で⾏きたい。おととい、泣かないと書いたのに、昨⽇は教員室で泣いちゃった。もう帰るのに、先⽣のティッシュペーパーを汚した。昨⽇の夜、ペンで書いた⽇記と今⽇キーボ
ードで書いた⽇記に⽣まれたからあらゆる涙が含まれた。  私を教えた先⽣はほとんど伝⾔してくれた。私への⾔葉、優しさはいつまでも⼼に刻み付ける。そのノートはきっ
と⼼の⼀番⼤事なところにおいておく。それは先⽣たちがくれたもっとも貴重な愛だ。  親愛なる先⽣たち、ありがとうございます。  校⻑先⽣、ありがとうございます。こ
の⼀年、先⽣と学校にお世話になりました。  ここであったすべてのことは忘れない。

呉 湖帆影さんの⽇記



もうすぐ学校が始まります

2008.08.31

もうすぐ、学校が始まります。とても⼤変。 学校が始まるその前の⽇になんと私は⾵邪を引いてしまいました。いやだわ。 私達は⼀⽇9つの授業があります。それと朝の⾃習
もあり、本当に⼤変。  ちょっと⽇本の学校が懐かしい。楽しくて楽だったわ。 明⽇模擬試験があるの。⾼1の勉強を私がまだ覚えているかな。適当にしよう、具合が悪いか
ら復習ができない。 - - 最近留学の講演会を聞きに⾏きました。 ⾼⼆では必ず数学理科と英語をよく勉強してくださいとのこと。 私は必ず⽇本の⼤学に⼊りたいの。お友達の
＊さん、私達の約束を忘れないね。 みんな、⼿をつないで⼀緒に頑張りましょう。

呉 湖帆影さんの⽇記
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