
初めて来ました――友達

2007.09.05

今⽇は私が⽇本に来て⼆⽇⽬。ここにこれてとても嬉しいです。他のみんなと⼀緒に⽣活を始めてまだ2⽇ですが、すっかり仲良くなり、皆個性的ないい仲間です。8⽇にはみ
んなとお別れですが本当に離れがたいです。みんながこれからも楽しく過ごせますよう︕

夏 静さんの⽇記



球技⼤会

2007.09.21

 東葉⾼校に来たばかり、最初に参加する活動は球技⼤会です。  上海の学校とぜんぜん違う感じです。球技⼤会で、皆は⼀体のように、すごく頑張っていました。バスケの
友達が汗を揮って、バレーの友達がずっと練習して、ソフトの友達が太陽の下であきらめなかったです。あたし、それを⾒て、感動しました。それは⻘春ですね。球技⼤会の成
績も喜んでいます。ソフトの第2位です。2年4組全員の努⼒ですね。  ここにきって、本当によっかたと思います。
これは⽇本語で投稿されたものです

夏 静さんの⽇記



神保家族のイメージ

2007.09.25

 神保家族は普通の家族と違うとおもいます。どうしてですか。まず、神保家族に１１⼈がいて、その中で，４匹⽝と２匹猫です。不思議でしょう。初めてのとき、すごくびっ
くりしました。次、神保お⺟さんは超おもしろい⼈です。「そんなのかんけいねい」、知っていますか。今⼀番流⾏っていることばです。お⺟さん教えてました。  毎⽇楽し
く暮らしています。本当によっかたと思います。
これは⽇本語で投稿されたものです

夏 静さんの⽇記



初めの⽂化祭、最後の⽂化祭

2007.10.01

 9⽉２９⽇、東葉⾼等⾼校のすずかけ祭が⾏れました。  わたしにとって、初めの⽂化祭で、最後の⽂化祭です。特別な思い出すだと思います。  うちのクラス（２－４）
のテーマは「⾶んで⽕に⼊る」です。ヨーヨーや輪投げや射的などあります。わたしは輪投げです。みんなは⾃分⾃⾝の⼒で道具を作って、⼀⽣懸命努⼒していました。それは
中国で⾒たことないです。ちょっと感動しました。  ⽂化祭本当に楽しかったです。⽂化祭、⼤好きです。
これは⽇本語で投稿されたものです

夏 静さんの⽇記



結婚式

2007.10.10

 10⽉8⽇、わたしは神保さんといっしょに従姉妹の結婚式に参加しました。  結婚式が東京で⾏われているので、朝4時起きました。結婚式は10時から始まります。家族の皆
準備して、⼥性はドレスを穿いて、男性はスーツを着て、とてもまじめでした。それは⽇本っぽいと思います。(真剣)  上海の結婚式と違う、⽇本の結婚式は家族の紹介があ
ります。やっはり家族観念がすごく強い国です。その後、牧師の前に新郎と新婦が約束しました。欧⽶の結婚式と同じです。これから、ホテルで⾷事しました。  初めて⽇本
の結婚式を⾒て、ちょっとびっくりしました。上海と違うからです。結婚式から⽇本の⽂化を感じられます。本当に楽しかったと思います。  神保さん、ありがとうごさいま
した。  
これは⽇本語で投稿されたものです

夏 静さんの⽇記



東京⼤学公開講座

2007.10.20

 10⽉13⽇、わたしは東京⼤学公開講座の第4⽇を受けました。  初めてですから、その前、講座が難しいかづか、ずっと⼼配していました。しかし、受けた後、その講座は
すごく素晴らしかったと思います。  第4⽇の内容は｢⼒の統⼀」、「核⼒100年」などでした。中国⼈にとって、わからないものいっぱいあっても、先⽣がおもしろいから、
わかりやすいと思います。講座で学校で勉強できないものが聞きました。とても有意義だと思います。そして、物理の興味も増えました。ありがたいことだと思います。  10
⽉13⽇、本当に楽しかったです。東京⼤学公開講座に「ありがとうございました」と⾔って欲しいです。
これは⽇本語で投稿されたものです

夏 静さんの⽇記



海︕

2007.10.31

 先週の⽇曜⽇、家族と⼀緒に海に⾏きました。  実はわたし始めて海の中で遊んでいました。⽔はちょっと涼しいけど、とてもいい感じです。⾜は砂を触って、きれいな⽔
を⾒て、なんか⾒たドラマの中の所だと思います。ワンちゃんと⼀緒に⾛っていたことも楽しかった。  帰った時、富⼠⼭も⾒ました。ラッキー︕富⼠⼭は曇りの中から、あ
まり⾒えないけど、そのほうが美しいと思います。  いい⽇です︕  先週のテスト、終わりました。数２は95点、数bは86点、物理は42点、英語は78点、⽇本史は22点、現
代⽂は30点。  ⽇本史と現代⽂......  でもわたし、ほんとに頑張りました。後悔しないです。
これは⽇本語で投稿されたものです

夏 静さんの⽇記



誕⽣⽇の温泉

2007.11.04

 １１⽉０３⽇、家族があたしの誕⽣⽇のために、⼭梨県⼤⽉市「橋倉鉱泉」というの温泉⾏きました。ほんとにめちゃ楽しかったです。  その温泉が⼭の中にあります。そ
んな温泉はテレビで⾒ただけですが、⾃分⾃⾝ではじめてです。⾏く前、すごく楽しみにしていました。もちろんそこすごくきれいです。秋なので、紅葉と緑⼀緒いって、そし
て、空気もきれいです。  温泉はお⾵呂場と露天温泉です。露天温泉の時間は８︓００－８︓４０から、もと星が⾒てほしいけど、曇りで⾒えなかったです。ちょっと残念で
して。でも、露天温泉は気持ちよかったです。最⾼と思います。  温泉の料理、すごいです︕︕︕いっぱい並んでいて、味もにおいもすごいでした。⼭の料理、おいしいで
す。そして、体にいいです。やさしい料理だとおもいます。  神保さん、ありがとうございました︕  あたし、１７歳の誕⽣⽇はちょう楽しかったです。⼀番特別の誕⽣⽇だ
と思います。  １７歳、完璧︕︕︕  これからも、⽇本でいろいろな美しい思い出しを作ると思います。   ps:クラスメートたち、メールを送ってくれて、ありがとう︕  
これは⽇本語で投稿されたものです

夏 静さんの⽇記



わたしの作⽂が雑誌で発表した

2007.11.14

「中国語ジャーナル」という雑誌が知ってる︖  １２期の雑誌で、わたしが書いた作⽂を発表しました。たっだ100字ぐらいの字数けど、めちゃちっちゃけど、すごく嬉しか
ったです。作⽂の隣にわたしの写真もあります。⾃分の作⽂を何回⽬読んでいました。たぶん暗誦もできると思います。ほんとうにありがたいことですね。  これからも頑張
ります。みんないっしょに︕

夏 静さんの⽇記



クリスマスプレゼント

2007.12.14

数⽇前郵便⼩包が届いた。⼩包には神保さん家族の名前のほかに私の名前があった。私は訳がわからなかった。⼀体誰が︖⽇本に親しい⼈はいないのに。 ⼩包を開けると、き
れいでかわいいクリスマスプレゼントがたくさん⼊っていた。中には⼿紙も⼊っていて、結婚式に出たときに会った神保さんの親戚だった︕その親戚の⼈が私のことまで気にか
けてくれていたなんて、本当にびっくりした。神保のお姉さんふたりと同じクリスマスプレゼントを⼿にして、⼼がとてもホンワカした。私はもうこの⽇本の家に溶け込んでい
て、もう家族の⼀員なんだ︕そう思ったとき、突然うれしくて涙が出てしまった。 ここに来られたことが本当に幸せ。これからも、もっと頑張るぞ︕

夏 静さんの⽇記



餅つき⼤会

2007.12.20

 この前､飯⼭満公園で持ちつき⼤会を受けました。  「餅つき⼤会」というのは、中国ではないから、⼀体どんなことがわかりません。昔⽇本のドラマで⾒ただけです。  
餅つき⼤会はほんとにおもしろかったと思います。近所は⼀緒に準備して､ほかの隣⼈を招待します。この⼤会で皆が仲良くなります。それは餅つき⼤会の⼀番いいところだと
思います。わたしはたくさんの近所に話しかけてくれました。とてもやさしい近所です。そして、餅つき⼤会では⾷べ物もいっぱいあります。餅だけでなく､おでんも焼き⿂も
BBQもソーセージもあります。皆は話して⾷べて､のんびりで時間を過ごしました。  わたしも餅つきをしました。楽しい体験だと思います。餅つき⼤会が⼤好きです︕
これは⽇本語で投稿されたものです

夏 静さんの⽇記



お正⽉料理

2008.01.01

 12⽉30⽇,家族と⼀緒に市場ひ⾏きました。本当に⼈いっぱいいました。disneｙ landより多いと思います。そんなところで皆が買い物を始めました。安くていいものを買
うのは⽬標でした。さすがお⺟さん、売る⼈たちと早く仲良くなって,たくさん気にいるもの買いました。  そして、市場で昼ご飯を⾷べました。久しぶりの中華料理とラーメ
ン(和⾵だけど)を⾷べました。⼤満⾜です。  ⼤晦⽇のお正⽉料理がとてもきれいでうまいでした。ありがとう︕  新年,明けましておめでとう︕ことしもよろしく︕
これは⽇本語で投稿されたものです

夏 静さんの⽇記



浅草の初詣

2008.01.15

 1⽉4⽇，家族と⼀緒に浅草に初詣を⾏きました。  ⼈がいっぱいいました。たぶんdisneyより多いと思います。私がおみくじをしてみった，｢⼤吉」です︕超嬉しくて今年
も平安で⽣活できると思います。よかったです。  浅草においしい⾷べ物もたくさんあります。わたしが⼈形焼や⽔あめやたこ焼きなど⾷べました。ほんとに⼤満⾜でした。  
初詣は⽇本の習慣で，その伝統を感じていた私が幸せだと思います。
これは⽇本語で投稿されたものです

夏 静さんの⽇記



節分

2008.02.09

 2⽉3⽇は節分という祭りみたいの⽇で,皆どうやって過ごしましたか︖  私がが楽しかったです。  家族と⼀緒に⾖まきと恵⽅巻きをしました。昼,南南東[今年の吉⽅]に向
かって、お願いをして、⾃分が作った寿司巻きを⾷べてしました。⾷べてる時,しゃべられないから,ちょっときついと思います。超おいしかったのに......  ⾖まきもおもしろか
ったです。⼤きい声で｢⻤は外,福は内」叫んで,⾖を捨てることです。そして,⾃分の年齢と⼀緒の⾖数を⾷べました。  中国も節分があると思います。違う⽂化を感じて,おも
しろくて幸せだと思います。
これは⽇本語で投稿されたものです

夏 静さんの⽇記



沖縄の修学旅⾏

2008.02.16

 2⽉12⽇から15⽇まで,私は学校と⼀緒に沖縄へ修学旅⾏に⾏きました。すごく楽しかったです︕  姫ゆりや伊江島や美ら海⽔族館や国際通りなどが観光しました。もちろん
チャンプルやパイナップル、ちんすこうなどの沖縄の名物もいっぱい⾷べました。沖縄に多くの修学旅⾏⽣がいった、同じ千葉県の学⽣も⾒ました。ちょっと懐かしい感じしま
した。  さすが沖縄で,海が広くて⻘かったです。その海を⾒て,超感動して,悩みとか全部捨てられるみたいです。海がホンとにだいすきです︕  バレンタインは修学旅⾏中を
過ごしました。私は初めて⼿作りチョコが友達にあげました。皆がおいしいと⾔われた,うれしかったです。  時間が短いです。もうちょっと沖縄にいってほしいなのに。しか
し,4⽇間楽しかったことはもう⼗分満⾜だと思います。  沖縄,またね︕
これは⽇本語で投稿されたものです

夏 静さんの⽇記



先輩の卒業式

2008.03.01

 今⽇(3⽉1⽇)、ホームステイのお姉ちゃんの卒業しきに参加しました。  ⽇本でどうなん⾵の卒業式をやっている、初めて知ってました。卒業⽣、在校⽣、保護者、先⽣は
体育館にそろって、卒業式を受けました。校歌を歌ったり、校⻑や理事⻑の話を聞いたり、卒業賞をもらったりしました。伝統で⽴派だと思います。最後、コブクロの｢蕾｣とい
う曲に、拍⼿で卒業⽣が退場しました。すごく泣きそうな雰囲気なので、涙が出ました。  冴花は先輩で最初からずっと私をを守っているとおもいます。冴花のおかげで、3年
の先輩と早く仲良くなりました。冴花に会えて、ホンとによかったとおもいます。冴花が卒業をした、ちょっと寂しいけど、⼼から卒業おめてどうと⾔ってほしいです。  ⼤
学⽣になる冴花と⼀緒に頑張りたいです。
これは⽇本語で投稿されたものです

夏 静さんの⽇記



皆様へ

2008.03.26

時間がたつのは速く、みんなと⼀緒に⼤阪にいた時間はあっという間に過ぎ、またすぐにみんなとはなれ離れに･･･  まずは7時20分に出発した皆様にお詫びです。⾒送れなく
てごめんね︕さよならの挨拶も無しで申し訳ない…それから、みんなにありがとう︕︕素晴らしい5⽇間をすごすことが出来ました。みんなとのカラオケ、トランプゲームを思
い出すだけで涙がでますが、でもこれはうれし涙です︕最後にみんなへ、勉強や⽣活にベストをつくしてね。⽇本にいられるのもあと4ヶ⽉です。 いっしょにがんばろう︕︕︕
みんなのこと忘れないよ︕︕︕

夏 静さんの⽇記



再会の喜び

2008.04.01

3⽉29〜31⽇、私はまた親愛なる中国の友達に会って、⼀⼈しかいなかったが、ちょう、ちょう嬉しいです︕ 埼⽟県の李佩は家に三泊⼆⽇泊まってくれた。 同じお国出⾝の⼈
と会うと、胸が熱くなってしまい、なおさら異国での、……  このごろ、外でたくさん遊んだ。⾊々体験しました。⽔族館、観覧⾞、プリクラ、カラオケ......は今また浮かん
で来ました。  実際、⼀緒にいるだけでもう満⾜で、顔だけ⾒えたら笑える。とても幸せ、幸せ。皆さんも私と同じ早く友達と再会して、家で⼀緒に︕  できれば、近くにい
る仲間を家に誘ったり、または、⾃分も仲間のお家に遊びに⾏ったりするのはいいと思います。⾊々の⽇本のファミリと接することはとても貴重な経験です︕︕︕

夏 静さんの⽇記



⽇本舞踊

2008.04.13

 12⽇、あたしは国⽴劇場に⽇本舞踊を⾒に⾏きました。初めてですから、⾏く前ちょっと緊張していました。  午前11時から午後4時半までけっこう⻑い時間出演する予定
ですけど、最初はつまらないかなあと思いました。開場は男3⼈の四季三葉草でした。意味がわからないから、正直で少し眠かったです。 でも、舞踊はだんだんおもしろくな
りました。  傾城な服装､きれいな背景､真剣な実演､こころが奪われました。｢美」と感じしかしません。踊る⼈だけでなく､隣で歌ったり､楽器を弾いたりしていた⼈々もすご
く⼼の中で残っています。  ⽇本舞踊を⾒てよかったとおもいます。⽇本の⽂化を感じさせて､ありがとうございます。  楽しかったです。
これは⽇本語で投稿されたものです

夏 静さんの⽇記



部活発表会

2008.04.18

17⽇は我が校の新⼊⽣歓迎会でした。1年⽣たちは新しい環境に⼊ってすでに２週間がたちましたが、もっと学校⽣活に慣れてもらうために、特別に歓迎会を準備しました。そ
の歓迎会のうちの催しのひとつが部活発表だったのです。   バスケットボール部の先輩として、あまりうまくはないけれど、後輩たちのために少しでも貢献したくて、私達
バスケットボール部はバスケットボールの舞を披露しました︕これもチャレンジ…舞台に上がった時はとても緊張しました。もし失敗したら…。でも意外なことに、舞台でのパ
フォーマンスはすばらしい出来で、まさにパーフェクトでした︕もし機会があれば皆さんにも⾒せたいです︕   ユニフォームを着て、《low》の⾳楽を流しながらバスケット
ボールと⼀緒に踊るんです。超気持ちよかった︕︕︕それにすごくキマってたし︕︕︕たくさんの⽣徒から⼤きな拍⼿をもらって、急に感動しました。⾔葉には⾔えないけど、
ずっと⼼にしみましたね。   バスケットボール部は毎⽇練習します。練習はきついけど、皆で頑張ってるって気持は何にでも勝ります。それに今は可愛い後輩たちも⼊部し
てきて、部活がもっと楽しくなりました︕   頑張ろうね︕︕︕

夏 静さんの⽇記



オセロちゃん､頑張れ︕︕︕

2008.04.24

 あたし⽣活している町に､野良猫いっぱいいます。オセロちゃんはその中の⼀つです。  野良猫は､基本的に⼈間が怖いと思います。でも、オセロちゃんが時々家に来て､ご飯
をもらいます。ちょっと仲良しです。実はある内緒のことがあります。それはオセロちゃんを捕まえて、動物病院に卵を取る⼿術をすることです。全部野良猫が増えないように
やらなければならないことです。  やっとオセロちゃんがあたしの餌に騙されて､捕まれました。オセロちゃんの鳴いた声を聞いて､胸がいろいろあります。あたしやったこと
は正しいかどうか､⼀瞬わかりませんでした。オセロちゃんももう来ないかもしれませんが､⼈間のことも信じられないかもしれませんが、オセロちゃん､絶対頑張ってほしいで
す。  オセロちゃん､頑張って︕︕︕
これは⽇本語で投稿されたものです

夏 静さんの⽇記



天国のおばあちゃんへ

2008.05.03

天国のおばあちゃんへ  おばあちゃん､今元気ですか︖︕ちゃんとご飯を⾷べていますか︖あたしのことが⾒えますか︖  おばあちゃんのなくなったことにとてもびっくりさ
せました。実は信じられないです。信じたくないです。今､頭にいろいろおばあちゃんの思い出が出てきました。あたしの⼿を握ったおばあちゃん､料理を作ってくれたおばあち
ゃん､あたしに笑ったおばあちゃん......  悲しいけど､きっと⼤丈夫だと思います。おばあちゃんの孫ですから。そして､おばあちゃんもずっとあたしを⾒守っているでしょう。
⼈⽣っていろいろありますよね。だから､強くなれて､成⻑できると思います。あたし､笑っておばあちゃんのことが思い出せるように､頑張ります。どこでも......  約束します
ね︕  おばあちゃん､またね。いってらしゃい︕                        孫の夏静 より
これは⽇本語で投稿されたものです

夏 静さんの⽇記



東葉､最⾼︕泣かないよ︕

2008.05.05

 今⽇､春⼥⼦バスケットボール試合がやりました。  ⼀回戦は学館船橋とやって､勝ちました。皆の頑張った姿を⾒て､⾃分が出られなくても､⼼から嬉しかったです。  そし
て、⼆回戦の相⼿は船橋北です。船橋北の体⼒や速さやシュットなど､強くて早かったから､あたしたちが負けました。しかし､泣きません︕だって､このチームと⼀緒に何でも怖
くないと思います。皆さん､相⼿のレベルと違いますけど､最後の⼀秒まであきらめなかったし、ずっと笑顔がしてたし、それに尊敬しませんか。このチームの⼀員になって､ホ
ントによかったと思います。⾃慢します。だから､皆さんも泣かないで､ずっと笑顔でいきます。  東葉､最⾼です︕︕︕
これは⽇本語で投稿されたものです

夏 静さんの⽇記



四川省の⼤地震を⽀援します

2008.05.13

昨⽇四川省は6.5の⼤地震が発⽣した。死傷者がたくさん出たと聞いた。みんなの家族が無事かな︖︕ みんなが無事でいてほしい︕政府も早く四川省を⽀援することができて、
もっと多くの⼈を救助できるようにしてほしい︕︕︕

夏 静さんの⽇記



体育祭

2008.05.13

 5⽉12⽇、東葉⾼校が体育祭を⾏われました。  ちょっと悲しいことはあたしにとって、最後の⾏事でした。それでも､素晴らしかった⼀⽇でした。  あたしは、クラス対抗
リレーや四⼈五⾜や⼤縄跳びや障碍競技⾛など､出ました。練習の時間がなかったから､ちょっと⼼配したけど､本番の時皆すごく集中して頑張りました。  うちのクラスも総合
合計で優勝しました︕︕︕2連覇でした︕︕︕  クラスの皆さんのおかげで､ホントに最⾼の体育祭だと思います。⾜が遅くても早くても､関係ないで､⼀⽣懸命で頑張った姿を
⾒て､とても感動しました。頑張ったから､⼼から楽しかったです。このクラスの⼀員で幸せです。皆さん､ありがとうございました︕お疲れさまでした︕  交流センターの先⽣
とアニキ会社の⼈たち（撮影）来てくれて、ありがとうございました。  体育祭が絶対いい思い出だと思います。
これは⽇本語で投稿されたものです

夏 静さんの⽇記



やっと送った〜〜

2008.05.29

中国⼈として、四川にそんな⼤変なことが起きたのを⾒て、いつも何かをしてあげたいと思っている。そこで、学校の皆さんに働きかけて、物の寄付をしてもらった。⼤きく包
んだ⽂房具が何個もあった。それをみて、感動した。些細なものだけど、被災者に⼀⼈でもいいから、役に⽴ってほしいんだ。・・・この気持ちは宝だから︕ 寄付は予想以上
⼿間がかかった。⼤使館、⾚⼗字と三⽇間をかかって連絡を取れた。やっと梱包した箱を⼆つ送った︕︕早くみんなに役⽴つように祈ります︕︕  頑張れ

夏 静さんの⽇記



・・・・・・

2008.06.12

 もう何も話せないよ。何その⽇本語能⼒試験︖︕申し込みが難しすぎる。この２⽇間ずっと頑張ってるのに......でも、その試験のおかげで、⽇本にこられるから、怒るわけな
いよね。ちょっと悔しいけど、あきらめない（今週）  皆さん、申し込みができた︖︕頑張ってね︕  
これは⽇本語で投稿されたものです

夏 静さんの⽇記



ミュージカルのライオンキング

2008.06.14

今⽇はうちの学校の芸術鑑賞会で、はるばる東京の劇団四季--春にミュージカル・ライオンキングを⾒に⾏った。 このディズニーのアニメーションは⼤変懐かしい。シンバの
ことはまだ覚えている。 でも、ミュージカルはまだ初めてだ︕⾮常に感動した。ほど良い⾳楽、⾊鮮やかな照明、すばらしいダンス、および⾼らかな歌声、ライオンキングを
完全に演じ尽くした。感動と優しさを与えてくれた。 その後新橋駅に⾏った。さすがに東京で、朝⽇テレビ局も⾒えたけど、残念ながら芸⼈には会えなかったな...... とても楽
しい⼀⽇、それにとても充実した⼀⽇だった︕また私の宝物の1つとなった︕︕︕

夏 静さんの⽇記



ありがとう

2008.06.27

昨⽇、LHRの時間で、クラスのみんなは、私に送る会をやることを話した。知らずにもう帰んなきゃいけない時だ。  今度の⽂化祭は、私が出来ないから、テストが終わった
あと、⼀回やってくれることになった。ホンとにうれしいけど、なんか寂しい。みんなと離れたくない......  でも、とてもとてもありがとう。私のために、いっぱいやってく
れる。みんな、⼤好きだよ︕︕︕
これは⽇本語で投稿されたものです

夏 静さんの⽇記



ありえない︕中国の先⽣に会った

2008.07.08

 ⽇曜の時､まさか中国の先⽣に会った︕︕︕完全に偶然だった。びっくりしたよ。｢世界はちっちゃいなあ｣と思った。  あの先⽣はあまりあたしのことを覚えてないと思うけ
ど､嬉しかった。

夏 静さんの⽇記



予想外の喜び

2008.07.14

昨⽇ホストファミリのお姉さんと⾷事に⾏きました。会場に着くと、お姉さんだけではなくほかにもたくさんの先輩⽅がいたのです︕︕︕なんと、わたしを祝福するために、み
んながサプライズを計画してくれていたのでした。  先輩⽅とは⻑らく会っていなかったので、お会いできてとてもうれしかったです。以前、学校ではいろいろお世話になっ
て、今また私のためにパーティーを計画してくれて、こんな先輩⽅を持てて光栄です︕︕いっしょに焼⾁を⾷べて、たくさんのプレゼントをもらいました。特に気に⼊ったのは
寄せ書きです。｢静ちゃん､⼀年間お疲れさまでした︕ありがとう」⼀⾔⼀⾔に、みんなの愛を感じました。お礼を⾔うのは私のほうなのに。  私は⼀⽣みんなのことを忘れま
せん︕︕︕みんなのおかげで、こんなにたくさんの⼤切な思い出ができました。⼤好きだよ︕︕︕

夏 静さんの⽇記



バスケ部の送別会

2008.07.18

 今⽇はバスケ部の後輩たちが送別会をやってもらいました。  焼⾁を⾷べたり､カラオケをしたり､プリクラを摂ったりしました。すごく盛り上げて､楽しかったです。皆は､
私にいっぱいメッセジーをくれました。｢静先輩､⼤好き︕」､｢⼀⽣静先輩のこと忘れない｣などを⾒て､泣きそうのように感動しました。  バスケの練習は疲れますけど､このチ
ームが⼤好きだから､もっともっと⼀緒にいてほしいです。  皆のこと､私も⼤好きだよ︕︕︕  ありがとうございました。  
これは⽇本語で投稿されたものです

夏 静さんの⽇記



バイバイパーティー

2008.07.21

 昨⽇､私のために､神保さんはわざわざ焼⾁と花⽕パーティーをやりました。近所の⼈がいっぱいきてくれて､ホントに楽しかったです。  乾杯して､たくさんご馳⾛がありま
した。  ご飯の後は､花⽕⼤会でした。いろいろ花⽕を⼿で持って､きれいでした。ちょっと懐かしかったです。ちび⼦たちと⻤ごっこもやりました。いっぱい⾛りました。楽
しかったです。  皆さん､ホントにどうもありがとうございました。  お世話になりました。  ここのこと､⼀⽣忘れません。
これは⽇本語で投稿されたものです

夏 静さんの⽇記



みなさん、お元気ですか

2008.07.29

家に帰って、しばらくですが、みなさん、たっぷり眠れましたか。皆さんのことを懐かしく思ってます。時間があったら、ネットでしょっちゅうしゃべりましょう。  いっし
ょにがんばりましょう︕︕︕

夏 静さんの⽇記



北京オリンピック

2008.08.08

今⽇は北京オリンピックの開会⽇で、本当にうれしいよ︕ 今⽇は国や⼈々が⻑い間待ち望んだ⽇だと思う。 北京を祝福、中国を祝福します。オリンピックが円満に成功するこ
とを期待します︕ 世界に類のない質の⾼いスポーツ⼤会ができるように がんばれ︕︕︕

夏 静さんの⽇記



気持ちの⽇記

2008.08.08

いつの間にか帰ってからすでに時間がたった。 久しぶりに両親と会った 友達と再会 楽しかった しかし 時間が⽴つにつれて ⼀年の時間はものを変えることができる この⼀年
間たくさんのことが起きた 学友が⾔った名前は⼀つも知らない 取り残されたかな ちょっと不安 昨⽇1⼈の友達と連絡した 彼は意外にも私のことは知らなかった ⼤ショックよ
⾃分は変わったと他友達にも⾔われた いい意味か悪い意味かな ⽇本で中国語を懐かしんだ ここではまたよく⽇本語を思いだした その時で会った友⼈とあったうれしい事と悲
しい事を多く思い出した 時間が本当にとても恐ろしい 本当にたくさんのことを変えられるのか もしそうであれば 離れる当時の確信を疑い始まる しかし 私は後悔することがな
い 友⼈、37⼈、神保のご家族、東葉の同級⽣を信じてる 少し⽢えさせてね なぜなら、⼈はいつも⽭盾しているものだよ

夏 静さんの⽇記



学校、始まった

2008.09.06

 もう学校が始まった。皆は、お元気︖︕ 学校が始まったから、もう１週間を過ごした。わたしは２年⽣から勉強している。新クラスに慣れるのは時間が必要だと思った。ク
ラスの皆さんは優しいから、もう⼤丈夫になった。そして、林さんと呉さんも、私と同じクラスにいる。  ⽉曜から⽔曜までテストを受けた。結果は結構ショックだった。し
かし、⼤丈夫じゃないでしょうか。これから、頑張るから。勉強ってこんなもんだろう。失敗があるので、成功できる。⽇本からの応援もずっと私も聞こえるし。  第三回の
中国からの留学⽣は⽇本に⾏ったでしょう。この⼀年間は、ホントに有意義な年だと思うが、悔いを作らないようにたくさん体験して、いい思い出を作ってください。
これは⽇本語で投稿されたものです

夏 静さんの⽇記



教師の⽇

2008.09.09

明⽇は教師の⽇。⼀⾜お先に、先⽣、教師節おめでとうございます︕   この機会をお借りして、交流基⾦の全ての先⽣⽅にも感謝を伝えたいと思います。皆さんのおかげ
で、最も忘れがたい⼀年間を過ごすことができました。皆さんに感謝します︕︕︕   お疲れ様です︕︕︕

夏 静さんの⽇記



外国⼈

2008.09.20

 昨⽇家に帰る途中、私と00が何⼈の外国⼈に道に聞かれたが、今思い出しても、⾯⽩かったんだ。 こういうことなんだ。彼らが最初は他の⼈に聞いたんだけど、たぶん私達
2⼈が学⽣のように⾒えたんだろうが、私達に聞きにきた。聞かれたのは「スケート場はどこですか︖」だったが、私はこの話が分かったけど、答える⾔葉が何も出なかった︔
00がwhatと⾔ったから、スケート場という⾔葉がわからなかったみたい……その時、私達は⾝ぶり⼿ぶりしか使わなかった。幸い外⼈たちがわかってくれたようで、じゃなけ
れば私が疲れて死ぬかも。最後、外⼈さんが私達にお礼を⾔ったが、私はその場で動けずぼうとしていて、thank youに返す⾔葉さえも覚えてないんだ、頭の中から出てきた
のがいつものような⽇本語の単語だった。 恥しかった、ふだんなら、こんなに簡単な会話さえできないはずがないんだが、しかし……たくさん勉強したけど、最も⼤事なのは
⾃由に使うことだと分かった。

夏 静さんの⽇記



共⽴杯

2008.10.25

10⽉19⽇は共⽴杯に参加する⽇ 朝から久しぶりに上外の学友に出会った（かつていっしょに⽇本へ留学した） 今⽇はいいはじまりだと感じる やはり、午前の筆試はテーマが
たくさんあった、過去⼀年⽇本の事だった。やったことがあるから、軽くできた。筆試を通るのは予想どおりだった。 しかし、スピーチになると なんだかすごく緊張した とて
も後ろの順番だったのに、 何度も練習したのに これはいわゆる「資格伐⽼」でしょう。 最後に1万円の表彰⾦をもらった。 林琳は無料で⽇本へ⾏く機会を獲得した。 彼の表
現は確かに素晴らしかった。 おめでとう 実はお⾦をもらうことは⽐較的実際的なものだけど でも私はもう⼀回⾏きたい クラスメートや先⽣、および寄宿してた家庭のみんな
に会いたい ほんとうにいろいろ与えてくれたから、 彼らのことを愛してる。。。。

夏 静さんの⽇記



富樫先⽣

2008.11.19

昨⽇久しぶりに富樫先⽣に会った ９⼈（上外５⼈と⽢泉３⼈）で鍋を⾷べたり、カラオケを歌ったりした 富樫先⽣が「忘情⽔」という歌を歌って、うまかった ２３時半までず
っと遊んだ めちゃ楽しかった 笑っちゃうこともいっぱいあった 先⽣は⻑春から上海まで３千キロの⾃転⾞に旅だった ⾮常に偉いと思う 私は先⽣がなんか不思議な⼒を持って
いるかなと思う 普通はそれほどできないでしょう やっとわかった 先⽣の⼒は⽇中交流という夢でしょう 夢を向けて、いくら苦労でもがまんできると思う 私もこんな信念を持
たなくちゃ だって夢を⾒つけるのは⼤変だった いつもキラキラしている夢をあきらめたくない 先⽣との再会とバイバイは私に知らない⼒をくれたと思う 私も頑張っていく⾃
信が戻った
これは⽇本語で投稿されたものです

夏 静さんの⽇記



ありがとう

2008.12.14

この間ホームステイと学校にクリスマスプレゼントを送った 今⽇、⽇本の友達からのクリスマスプレゼントが届いたの 皆さん、どうもありがとう なんかうれしい でも、ちょ
っと寂しくなったの ⼿紙を読んで、涙も出た ⼀年間ってあという間で早かった 忘れられない ダイスキだよ ３年４組の全員、ダイスキ ホームステイとも連絡取った 久しぶり
お姉ちゃんもいった 変わってない いつもの神保さんでいってね ほんとにありがとう

夏 静さんの⽇記



ありがとう

2008.12.14

この間ホームステイと学校にクリスマスプレゼントを送った 今⽇、⽇本の友達からのクリスマスプレゼントが届いたの 皆さん、どうもありがとう なんかうれしい でも、ちょ
っと寂しくなったの ⼿紙を読んで、涙も出た ⼀年間ってあという間で早かった 忘れられない ダイスキだよ ３年４組の全員、ダイスキ ホームステイとも連絡取った 久しぶり
お姉ちゃんもいった 変わってない いつもの神保さんでいってね ほんとにありがとう
これは⽇本語で投稿されたものです

夏 静さんの⽇記



幸福

2009.02.05

⻑い間ここに来なかった みんなは変わりないか 先におそい祝福を あけましておめでとう みんなの多くは⾼校三年でしょう よると、すでに⼤学に⼊る⼈がある 留学しようとす
る⼈もある おめでとう ⾼校⼆年の私も頑張るよ 突然みんなを懐かしむ ⽇本での時間を懐かしむ みんなも同じでしょう 思わずあの時間をを思い出す 幸せね そうです、幸せ み
んなも幸せね どこでも 頭を上げると同じ空を⾒られるよ

夏 静さんの⽇記



⼼連⼼

2009.02.20

今⽇は⽇中交流センターからのアルバムをもらいました。皆の写真を⾒て、またいろいろ思い出しました。あの⽇、あの時、私たちがいました。遠い昔のことのようで、昨⽇の
ことのようです。あの１１ヶ⽉間で感じたこと、考えたこと、体験したことは、⼀⽣の宝物だと思います。 ３７名と「⼼連⼼」のスタッフがずっとそばにいると信じていま
す。 先⽣たち、どうもありがとうございます。
これは⽇本語で投稿されたものです

夏 静さんの⽇記



⼭崎先⽣とお会いして

2009.07.29

7⽉28⽇、帰国後初めて⼭崎先⽣にお会いしました。 この上もない感動でした。 ⼭崎先⽣のトレードマークのあのふっくらとした、眼鏡がちょこんとのったお顔からは、上品
さがうかがえます。 ⼭崎先⽣と⾷事をしながら話しに夢中になったので、 上海⾵豚の⾓煮、⿂の蒸し料理、蝦の炒め物、⿂の燻製などなど、どこに⼊ったのかわかりません。
とてもいい雰囲気の中で たくさんのお話しをさせていただきました。 ⼭崎先⽣とのお話の中で ⼤学に合格した同級⽣達のことも知りました。 ⽇本やアメリカに留学に⾏った
⼈、そして中国にいる⼈も。 みんなすごいなあ。 きっとすごくがんばったんだね。 おめでとう ⾃分もこれからの1年間、がんばらなきゃ。 2010年の上海万博にはみんな来る
のかな︖ みんなと会えたらいいね。 きっと、また会おうね。

夏 静さんの⽇記



命のために祈ります

2011.03.12

110311は⽇本にとってきっと悪夢のような⼀⽇だっただろう。マグニチュード8.8の地震はあまりにも多くの命を奪っていった。。。⽇本だけじゃない、ここ最近ニュージー
ランドから中国の雲南、それから⽇本の宮崎県に⾄るまで、⼤地震が続けざまに発⽣しており、なんの罪もない命がまたも私たちから遠く離れていってしまった 昨⽇まず最初
に神保お⺟さんに電話をした。彼⼥たち⼀家は無事だったから良かったんだけど、ガラスが割れてしまったらしい。でもまだたくさん連絡がついていない友達、先⽣⽅がたくさ
んいる。みんな無事ですか︖︕⾃然災害を前にして私たちはこんなにも脆く弱い。でも愛の⼒はまたこんなにも強いのだ。私はただ今回の災害が早く収まるよう祈っている。⽣
きてればなんとかなる。 災害を被ったことのある全ての命に祈りを捧げます。命には国境はありません。みんなどうかご無事で

夏 静さんの⽇記
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