
東京

2007.09.05

昨⽇は東京に着きました。東京都庁の展望台で東京全景を⾒ました。東京はにぎやかで、いろんな⼈が集まっています。でも、夜は急いで東京の近くにある埼⽟県に⾏きまし
た。時間があったら、東京をぶらぶらしてみたいのに...また機会があったら、必ず渋⾕にいってみたいなあ＾＾

鉄 頴さんの⽇記



~何⽇⽬かになりました

2007.09.13

この2⽇間は⽂化祭なので、とても楽しみです。 ちょうどここの1学期が終わったばかりのところで、いまはのんびりしています^^ 来学期、私は⾼校⼆年に進級し、また⾼⼀
にも在籍していることになります、ハハ。 みんなは⽇本での勉強はそんなにたいへんじゃないと思っているのかなあ~~~~私にとっては、難しいです。微分積分はもう習って
いるけれど、まだこれから⾃分でも勉強しないと= = 英語はラク^^化学も難しい~ 昨⽇カメラを買いました、もうすぐ写真もアップするからね~ハッハッ

鉄 頴さんの⽇記



お⾵呂屋さん

2007.09.26

今⽇はお⾵呂屋さんに⾏ってきました。 ⾊々なお⾵呂があって、気持ちよかったんです。 京都弁はちょっと困まります。 すぐなれると思いましたけど、いままでやっぱり聞き
取れない話が沢⼭。。。難しいなあ＝＝ 学校はもうすぐ休みになります。１６⽇まで休みです。後期、私はやはり⼆年に⼊ることにしました。でも、⼀年の古⽂はもうすごく
難しかったのに、⼆年のはもっと⼤変だろうと思います。       でも、がんばります〜
これは⽇本語で投稿されたものです

鉄 頴さんの⽇記



ミーティング

2007.09.29

 今⽇は学校で活動に出てきました。私を含め、⻄京の⾼校⽣１０⼈が世界各地からいらっしゃった３２⼈の企業家団体を迎えました。しゃべる⾔葉は英語でした。  私は英
語にそんなに⾃信がないけど、やはり企業家にあってみたかったので、ミーティングに参加しました。英語で⾃⼰紹介をやって、そして、⾊々な問題を答えました。今度いらっ
しゃった企業家はみんな４５歳までに成功したたいした者だから、少し緊張していました。でも、がんばりました。  ⼤きな拍⼿を頂いて、うれしかった。こんなチャンスは
めったにないだろうと思います。⽇本の⼈にも世界中のほかの国の⼈にも中国を紹介させて頂きたいと思います。  もっとがんばります︕
これは⽇本語で投稿されたものです

鉄 頴さんの⽇記



いよいよ学校

2007.10.20

いよいよ後期が始まりました。 みんなに⼀ヶ⽉遅れて、ちょっと焦ったけど、良く考えたら、この⼀ヶ⽉にも⾊々なところにいってきました。今からがんばればいいと思って
います。 皆の⽇記を読んだら、試験でよくない点数を取った⼈もいるし、すごく良くできた⼈もいるそうです。私は昨⽇⽇本で初めての試験の点数を知りました。ちょっと遅
れたけど、私は前のほうでした＝＝｜｜｜ 学校の友達は皆親切ですが、時々上海の友達を思い出します。皆はどうですか。 今は京都弁をがんばって覚えています。京都では、
「です」は「や」、「そうですね」は「そうやなあ」、「いない」は「いいひん」、「する」は「しはる」、「⾔ってはいけない」は「⾔ったらあかん」とか。。。。。。難し
いなあ。。。 関東の⾔葉はここの⼈から⾒れば、とても硬いそうです。京都の⼈たちは皆柔らかく話しています。だから、私の話を聞いたら、ちょっと慣れないなあという⼈
もいました。でも、それについてどうしようもない。それは、ちょっと⼼配ですね。 清⽔寺に⾏ってきました。清⽔寺はとても⼤きくて、緑でいっぱいですし、清⽔寺への道
は店が沢⼭あります。とてもきれいな所でした。 京都に来る前から⼤⽂字を⾒たかったが、８⽉１５⽇はもう中国に帰ったはすです。でも、７⽉の中旬に祇園祭りがあるそう
ですが、そのときは⾏けたらと思うけど、⾏けるかどうか分からないなあ〜⾦⿂掬いに⾏きたいの︕
これは⽇本語で投稿されたものです

鉄 頴さんの⽇記



勉強

2007.10.22

今⽇古典の授業がありました... みんなが難しいと⾔ってたから... 今⽇⾃分も受けてみようと...頭が混乱して何が何だか分からなくなった...早⼝⾔葉のよう== 私の参加した社
会団体は、最近慈善募⾦を始めて、社会実践+国際交流+環境保護+...のとても広範囲な社会団体です。体⼒を使う必要ないし、死に物狂いでやる必要はありません^^ でもこ
この学習は、とても疲れます...理科はそんなに難しくはないけど、ここの平均点では不合格になる、⾒るの少し恐い~~~学んだことがない内容の試験でした== 毎⽇の7時間の
授業と補習、⼟曜⽇の試験⽇はTOT みんなが幸せなのが分かったよ〜

鉄 頴さんの⽇記



学校⽣活+試験

2007.10.26

体育の授業は⾬が降ったので、室内でできるのバレーボールの試合に変更。男⼦・⼥⼦全部で9班、3グループに分かれて、それぞれ試合をしました。男⼦対⼥⼦じゃあ、やっ
ぱり負けちゃうよね~ ⼥⼦バレー部の⼈はやっぱりすごい。でも私達の班にはいなかったので、経験不⾜ということで、負けてもしょうがないよね...でも⾯⽩かった^^ 明⽇は
またまた⼟曜⽇。中国にいたときはとても⼟曜⽇が待ち遠しかったのに、今、⼟曜⽇は試験の⽇TOT、何︖また試験、3科⽬も︖えーん~~~助けてよ~~~~ここの学⽣はとて
も勤勉で、毎⽇部活に出た後、家に帰って夜中まで宿題をしています。⽇本の学⽣もたいへんだよね... 明⽇はボランティアに参加してきます。だから試験終了後、速攻で駅に
⾏かなくちゃ。

鉄 頴さんの⽇記



募⾦活動

2007.10.28

 今⽇は京都の⻄院駅の前であしなが学⽣募⾦のボランティアとして、⽣まれて始めての募⾦活動に参加しました。  その募⾦は親を亡くして、あるいは、親が障害で働けな
くなった進学できない学⽣のために⾏ったもので、とてもやり甲斐があると思います。今⽇の午後１時から５時まで、皆と⼀緒に呼びかけたり、ラシクを配ったり、がんばって
やりました。⽇本にとても優しい⽅がいっぱい居るおかげて、結構成功だったと思います。  今⽇は⽣まれた初めてのはもうひとつありました。七⾊の虹がかかっていまし
た。凄かった。めっちゃ綺麗だった。  ⼈を助けるのは虹を⾒るようなうれしいことです。
これは⽇本語で投稿されたものです

鉄 頴さんの⽇記



珠算

2007.11.06

私のホームステイ先の家は代々珠算の名⾨です。おじいさんは珠算界の名⼈で、お⽗さんの率いる団体は全国⼀位をとったことがある。お⺟さんは最⾼の10段で、息⼦もいつ
も賞をとっている。最初に会った時、みんなの暗算能⼒に、とても驚いた。⼗何個かの4桁の数が素早くスクリーンに現れ、あっという間に消える、でも、解答はすでに⼝から
出てきてる。 珠算は中国から伝わったものらしく、今では⽇本が先をいってる、とても発展しているようだ。私も⾃分の⽬で珠算⼤会を⾒た。かなり⼩さな⼦供でさえ、素晴
らしい。本当にすごい。

鉄 頴さんの⽇記



夢のある⼦供

2007.11.15

夢のある⼦供こそすばらしい⽣活を⽬にし 夢のある⼦供こそ桃源郷への⼀歩を踏み出し 夢のある⼦供こそ夢敗れたとき傷つく 夢を追う途中こそそれに執着する 私たちは、
今、道の途中

鉄 頴さんの⽇記



福井の旅

2007.11.27

１泊2⽇の短期の交流活動に参加して、福井まで(へ)^^⾏ってたの。そこで、知らない地⽅の友達と知り合った。みんな優しくで明るい。夜には⼀緒におしゃべりし楽しく過ご
した。温泉にも⼊ったよ。 その後、永平寺に⾏った。とてもきれいな所です。楓の⽊があったけど、残念なことに、まだ真っ⾚には⾊づいてなかった。周りには、川が流れて
て、⽇本の寺の⾵景は本当に美しい。 恐⻯博物館にも⽴ち寄った。来⽇の少し前に張倩雲と上海の科学技術館で恐⻯展を⾒たけれど、ここの⽅が規模が⼤きく、種類も多い。
時間の関係で、ゆっくりできなかった。もっとじっくり⾒たかったです。

鉄 頴さんの⽇記



試験

2007.12.19

試験のことを書かないとね... 出来はよくないんだけど、ちょっと説明しようと思う。 英語、数学、現代⽂、物理、化学、政経、作⽂、⼝語、私はそれだけを受けたので、さら
に⽣物と地理を受けなければならない⼈たちよりはちょっとラッキーだな... カタカナって嫌,,,どうしても覚えられない... 私は⾃分の点数に不満だけど、まわりのみんながほめ
てくれるので、励みになる... でもこの学校では、意外なことにみんな全く点数のことを気にしない。出来がよかった⼈は全然⾃慢しなくて、みんな仲良くやっていて、成績の
いい⼈をのけものにしたりしないし、成績の悪い⼈をばかにしたりしない。そういうところって好き。

鉄 頴さんの⽇記



⼆条城

2007.12.24

今⽇、⼆条城に⾏きました。⼆条城はとても広くて、⻑い時間歩きました。⽇本の庭園の感じは中国の庭園と違い、整然と秩序⽴っていて、樹⽊は⾒事に剪定されています。滝
や池もあり、鯉や⽩⿃を⾒ました。⽇本の庭園の景⾊は本当に素晴らしいです。 今⽇はシンガポールの友達が京都に来たので、⼀⽇通訳として、彼⼥達のために⽇本語の説明
を中国語に翻訳しました。中国語なら本当にのびのび話せるのになあ、ハハハッ~ みんな⽇本語がとても上達しているそうですね。でも、私は全然上達してないなあ〜。だか
ら、聞いても意味の分からないことや⾔葉にならないことが、まだまだたくさんあるのです。ファーッ、、、少しがっかり、、、まあ、いいや、みんな頑張ってね~ メリークリ
スマス︕

鉄 頴さんの⽇記



⾦沢に⾏って来た〜

2007.12.31

２９⽇から家族と⼀緒に⾦沢に旅⾏に⾏きました。今帰ったばかりです。 ⼀年の最後に⾦沢に旅⾏に⾏けて、よかったと思います。⾦沢は海に近いので、海産物が新鮮で、凄
くおいしいのです。いっぱい⾷べてきました。市場は蟹でいっぱいで、今は本当に蟹の時期ですね。 今度の旅⾏で⽣のものも⾷べられるようになりましたよ〜⽇本で⾷べた⽣
な海⽼や⾙は新鮮で⽢い味がします。それで、いっぱい⾷べました。 ⾦沢で⼤雪が降りました。帰り道の⾼速道路に積もってて、両側の⼭も雪で真っ⽩になりました。こんな
きれいな雪は初めて⾒ました。上海であまり降らないし、降っても⼩さくて積もらないんです。ほんとにすばらしい景⾊でした。 ⼀年の最後で楽しい旅⾏に⾏ってきて、新し
い⼀年を迎えます。 皆も良いお年を〜
これは⽇本語で投稿されたものです

鉄 頴さんの⽇記



お久しぶり

2008.02.14

今⽇私達は休み、だから⽇記を書きに来た。 ⻑い間⽇記を書いてなくて、最近引っ越したの、⼭の上に。京都は上海と同じで、今年何度も変な⼤雪にみまわれた、だからバス
降りてから10数センチもの厚い雪を踏んで家に戻るの。本当に沢⼭降ったんだ。ようやく解けたのに、昨⽇また⼀⽇中雪だった。 私のカメラは2M以下の写真を撮影できなく
て、それにどうしても圧縮できなくて。写真を載せなかったのは、わざとじゃないのTOT。 それから今⽇はバレンタインデー、ハッピーバレンタインデー︕祝⽇ではないけれ
ど、⽇本の⼥⼦MSは、TOMOCHOCOを作る、これは⼥⼦学⽣の間のチョコレート、私もこのイベントに参加して、⼈⽣1個めのチョコレートを作った。２晩作って、ラッピン
グをし、18個送った。もちろん受け取ったのも沢⼭。 残念にも、作ったチョコを撮るの忘れてしまった。 みんな、チョコレート作った︖ 早く会いたいね~

鉄 頴さんの⽇記



私は少し感傷的に

2008.04.12

もともとは李さんを慰めるはずだったが、今、逆に私がブルーになってしまった。 クラスがかわって、もとの仲間みんなと別れた。 すぐ新しい友達ができて、親切で優しくし
てくれてるけど、友達に廊下でばったり会った時、彼⼥が笑いながら、お久しぶりって、こっちは突然ブルーになって涙がこぼれそうだった。 前は⼀緒に冗談を⾔ったり、⼋
卦を喋ったり、昼飯を⾷べたり、韓ドラを⾒たり、⼀緒に駅まで歩いたりした。このすべてを思い出すと、いきなりとても⾟くなる。 アァ、最近もろくなった。 でも、新しい
友達がほしい。 今度、古い仲間を呼んで⼀緒にどうか遊びに⾏こうか〜

鉄 頴さんの⽇記



私の愛した⼈々

2008.05.18

今もうずいぶん夜遅くなったけど、私はやっぱり起きてこの⽇記を書こうと思う。 私は⼆回引っ越したことがあって、今⽇⼆回⽬が終わった。 実は、私は⼆回の引越しで⼆回
とも泣いてしまった。 そんなに激しい⾟さではないが、⼿を振ってさようならと⾔った最後の瞬間、涙が溢れてきていた。⾃分に泣くなと⾔ったが、それは未練か孤独かわか
らないけれど、別れでいつも私は涙を簡単に落とした。 ⼈間は知らず知らずのうちに、あるところ、あること、ある⼈、ある時間が⼼の中に蓄えられる。 私は⼈の記憶⼒はそ
んなに良くないということを信じてきてた、⼈間の記憶はとても薄くて、単⼀の⾊だ。その時間は歳⽉を陰⼲しにして、記憶の中に残ったのは乾燥した楽しみだけ、或いは乾燥
した悲しみがあった、湿っぽくて⽣き⽣きとしたエピソードがなかったり、つらい思いをさせる涙がなかったり、未練がなかったり、嬉しさのあまり泣いたことがなかったり、
胸のときめきがなかったりしていた。 そして、今度の⽇本の旅はどのようになるかしら。 私の涙はあたたかい痕になれるかしら。 あの短い時間の中に、弟、友達、両親、おじ
いちゃんたち、おばあちゃんたちが私の⼼のそばにいたんだ。 その時の私はもう⼀⼈のわたしだ。 その⽣活は私の別の⽣活だ。 それは貴重な⽇々だ。

鉄 頴さんの⽇記



誕⽣⽇

2008.06.29

交流センターの先⽣からの写真が届いた。うれしいわ。 先⽣、ありがとうございます〜 たくさんのクラスメートからの祝福ももらった。そしてプレゼントもたくさんもらっ
た。 週末、友達は誕⽣⽇を祝ってくれた。本当にうれしいわ。 ⽇本で１７歳の誕⽣⽇を過ごした。たくさんの⼈たちが⾒守ってくれて、幸せだと思うわ。 皆さんの祝福、あり
がとうございます。 ホストファミリーの⼆⼈のお⺟さんから誕⽣⽇ケーキを送ってきてくれて、本当に感動した。 可愛い蝋燭を⾒て、⾃分は本当に幸せだと思う。 皆さんから
の楽しい思い出、ありがとうございます。 この素敵な時間をしっかり⼼に刻んでおくの。

鉄 頴さんの⽇記



あなた達の愛にありがとうございます

2008.07.13

もうすぐに帰ります。私の気持ちは本当にうれしさ半分、悩み半分です。 友達、家族、仲間、私が愛している⼈々、 みんなは私が⼀年間⽇本で頑張って、 得た宝物です。 し
かし私はこのようにもうすぐにみなさんと離れて⾏きます。 本当に寂しいです。 みんなが私に歌った「BEST FRIEND」を聞いて、 みんなが私に開いてくれた送別会を⾒て、
声の中、必ず寂しくなる、必ず会いたいと叫びます。 みんなの涙を⾒ました、 みんなの励ましも聞きました。 友情は何ですか︖ 本当に国境を越えてしまいます。 ⽇本⼈と中
国⼈だから隔たりがあるわけではなく、 本⼼からの笑い、本⼼からの泣き、 優しい⾔葉はみなさんのためです。 留学⽣だからとのことではなく、 ⼀⼈⼀⼈は⼈間です。 笑顔
でみなさんの友好を教えてくれてありがとうございます。 みなさんと別れてからどんなに寂しくて、会いたくてって想像がつきません。 しかし、少なくても思い出は私達と伴
うでしょう。 ⼤⼈になっても、 世界中どこに⾏っても、 ⽣涯⼆度と会えなくても〜これを思うと、とても切なくてたまらないです。 私がみなさんを愛してると覚えてくださ
い。 ありがとうございます。 最初は迷い、今は懐かしい、 すべては夢のように現実的ではないみたいです。 みなさんの顔を忘れるかもしれないのを許してください。 しかし
私は⾃分の１６歳を忘れられません。 ⽇本での私の花のような⻘春、 みなさんの加護のおかげで、 全⼒で咲きました。 本当に、 ありがとうございます。 BUMPの歌詞を思い
出して、 「⼀緒に⾒た空を忘れても ⼀緒にいたことは忘れない」 MY FRIENDS

鉄 頴さんの⽇記



終わりでありながらスタート

2008.07.26

ただいま〜〜〜私は無事に帰ってきました〜 みんなは家についたかな︖ 上海の⾼層ビルを⾒て、知ってるような知らないような感じでした。時間は本当に経ってしまったで
す、知らないうちに⽇本の旅はこれで終わりました。 ⾃分の部屋に戻って、荷物を⽚付けたりして、１１ヶ⽉のことを思い出しながら、⾃分の明⽇のことを想像してみまし
た。 今⽇から、私達は全国各地でそれぞれ頑張り、私達を助けてくれた⽅々に感謝の気持ちを持ちながら、美しい思い出とともに、すばらしい明⽇のために頑張ります。この
１１ヶ⽉を忘れないで、決⼼と勇気もついてくると信じています。どんなに⼤変であっても、私達は負けません。 頑張りましょう︕︕︕

鉄 頴さんの⽇記



タイトルなし

2008.08.01

家では⽇本語をしゃべらないので、学校が始まる前に京都弁を忘れちゃうかなと⼼配し始めた。周りに⽅⾔のできる⼈がいなくて、⾃分で独り⾔をしゃべったりするしかない
ね。。。ふふふ、阿呆みたい＝＝ 帰国してから⼀週間も経って、みんなはいかがと過ごしてるのかな︖慣れないことはないはずよね。⾼３に進級を決めた⼈はお勉強がきっと
忙しいと思うから、頑張って︕︕︕

鉄 頴さんの⽇記



ノータイトル

2008.08.17

最後に郵送した4パックの荷物が昨⽇届いた。クラスメートが作ったアルバムを⾒た。おかげで記憶が波のように⽇本にいた⽇々に戻った。 最近⽇本の友達とよくE-MAILで連
絡を取ってるが、彼⼥たちは携帯で私のパソコンのメールボックスへ送信できるみたい。だからずっと幸せに1通1通に返事していた。 帰ってきたらみんなきっと補講のためと
ても忙しいのだろう。しかし私が意外に補講を受ける場所が⾒つからなかった。。。だから毎⽇家にいる。おなかすいた。。。みんな頑張ってね〜

鉄 頴さんの⽇記



頑張ります

2008.11.02

久しぶりの⽇記ですね。 実は勉強で忙しいので、ネットする時間がほとんどありません。 祖国に帰って勉強するのは、新しいチャレンジですね。私はこんな状況に⾯したこと
がありません。それで、真剣に前に進んでいます。 周りには励ましてくれる⼈がたくさんありますけど、どんなことをしても⾃分で努⼒しなければならないと思います。この
道理が分かりますけど、時々他⼈に頼ったり、⾃分の⼼を緩めたりしたいです。⼤学⼊試がいよいよですね。私も時間を⼤切にして努⼒しなければなりません。 皆さんも頑張
ってくださいね。

鉄 頴さんの⽇記
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