
まったく︕

2007.09.05

⽇本での最初の⽇は「混乱」しています。 前の晩、はしゃぎすぎて今朝は寝過ごしてしまいました。服も裏返しに着てしまい・・・・今もまだそのまま、本当に何もかもめち
ゃくちゃです︕これから11ヶ⽉、先はまだまだ⻑いのに・・・・

李 沛爽さんの⽇記



明⽇からBLEACHの映画前売り券の発売!

2007.09.09

お知らせです、明⽇はBLEACHの映画前売り券発売の初⽇です!うれしいことに⽇本のホストファミリーが私と⼀緒に買いに⾏ってくれることになりました。楽しみ!!! 私が寄宿
する予定の家庭には⼆⼈のお姉さんと⾼２のお兄さんがいて、私と同じくみんな話し好きな⼈たちだとのこと。きっとこれから１年、にぎやかにすごせるでしょう。

李 沛爽さんの⽇記



どうして⽇記がみつからない︖︕!

2007.09.09

どうして︖あんなにたくさん書いたのに無駄になった!!!くやしい!!!

李 沛爽さんの⽇記



最近ケーキをすっごく沢⼭⾷べたよ!

2007.09.19

数⽇前、ホームステイ先のお⺟さんが浦和のすごく有名なケーキのバイキングに連れって⾏ってくれました。私はもとをとろうと、おなかを全開にして．．．本当にとってもお
いしくて、3回もおかわりしてしまった。でも⽴ち上がろうとしたら、動けなくなってた︕ 昨⽇は、家のお兄さんの誕⽣⽇で、またチョコレートケーキを⾷べまし
た!5555555555....美味し過ぎて感動︕今回⽇本に来て、絶対に太ると思う︕

李 沛爽さんの⽇記



驚いたこと

2007.09.25

今⽇蕨⾼校の球技⼤会の1⽇⽬でした、全ての競技の第⼀試合が始まった時、私を驚かす事件がありました。  球技⼤会はバスケットボール、サッカー、ドッジボール、バレ
ーボールです。私達⾼１の５班はサッカー、バスケットボールに参加し⼥⼦はドッジボールにでました。男⼦のほうは、すごくて、サッカーは⾼３の先輩に（3対０︕）で勝っ
たのです。バスケットボールは負けたけとはいえ、すばらしかった︕K君について⾔えば、すごく颯爽としてた。．．．．．．しかし、これらが私を驚かしたものではありませ
んでした。   私が驚いたのは、⼥⼦がドッジの試合の最中におこりました。、男⼦のサッカーは12時５０分に⾏われてた。クラスの⼥⼦はみんなでていて、応援のために。
私はそばの奈奈慧と⽂句を⾔ってた。⼥⼦のドッジの試合があるから、男⼦が誰も来ないのだろうと。なんと中国で中学３年の運動会の時、⼥⼦を応援する男⼦が卓越してるの
を思い出した。彼らはいつも⾃分の試合が終わると、バスケやカードゲームをしに⾏くのです。なんと、ドッジの試合は男⼦の全部の初戦が終わる１時間後にやっと始まったの
です。でも、私がもう少しで泣きそうになったのは、⼀番暑い午後３時、太陽が焼けつくような中、ドッジは遮るものが何もない場所で⾏われた。クラスの２４⼈の男⼦は教室
でエアコンで涼んではいないし、バスケ場でバスケをしてはいなかった。２４⼈全員が⼥⼦のために応援したのだ。試合の時間は⻑く、僕たちのサイドは太陽の真下で、負けそ
うな時は、彼らは遠慮することもなく、⼥⼦⼀⼈⼀⼈名前を叫びみんなを元気づけた。ボールが遠くまでころがれば、すぐ⾛り出て拾った。それから、みんなで周りをぐるっと
囲み、⼥⼦がボール拾いで体⼒を消耗しないようにした。⾼学年との試合だったので、頑張ったけど、やはり負けてしまった。でも、私は少しも残念ではない。⼼は暖かいもの
がこみあげた。初めて、いわゆる︓“試合は勝つよりもっと⼤事なものがある。”の意味がわかりました。   以前は、⽇本のクラスでうまくやっていけるか⼼配でした。３５
⼈の内、⼥⼦は１１⼈しかいません。孤⽴しがちです。今⽇までは、肩をすれ違い挨拶をかわすだけでした。でも今は完全に違い落ち着いています。今⽇の帰り道、みんなおだ
やかに︓さよなら︕また明⽇ね︕と⾔い合った。私はずっと９⽉２５⽇の午後の出来事、忘れられないでしょう。みんなの顔にうかんだ感動の表情を。

李 沛爽さんの⽇記



ここでの⽣活

2007.09.25

意外にもここの⽣活に慣れてきていて、クラスメートもよくしてくれます。だからみんな⼼配しないで下さい。 初めてあの“ドッジボール”をしてあそんだよ，とても楽しかっ
た。でも体育の授業はあまりよくなくて、ちょっぴり⼾惑った。 通っているのが公⽴⾼校なので、制服が中国でさえも、ぱっとしないと思われる程度なのです。なので毎⽇登
校途中いつもと通り過ぎる私⽴の⼥⼦⾼⽣を⾒て羨ましく思います。彼⼥たちはすごくおしゃれに着ています。でも、私の右前の席のK君という男⼦⽣徒は制服が⽬⽴ってい
て、かっこよく着ています。 いわゆる“部活”は、なんと4時から8時まであり、その間ご飯も⾷べません。それと、気の毒なことに、家の⾼２のお兄さんは、毎⽇ヘトヘトで、
学校から戻っています。週のうち６⽇練習があり、もし、こんなふうでなければ、彼の勉強はきっとずっとよくなると思う。剣道のために、彼は多くのことを犠牲にしていま
す。本当に好きみたいで、だから彼の剣道はかなりすごいみたいです。望みどおり、彼が来年早稲⽥⼤学に⼊れますように。     修学旅⾏⾏けなくなりそうです。ショッ
ク。 でも、楽しいこともあります。毎⽇、⽇本の⽢いものを存分に⾷べられて、とても満⾜。今⽇はこのへんにしておきます。みんな頑張ってね、私も頑張るよ。

李 沛爽さんの⽇記



海

2007.10.14

秋⽥の海はとてもきれい。ズボンの裾をたくしあげ、初秋の⽔に⾜をいれると、⾝体は⽇に焼け、とても熱い、⾜は氷⽔のように暖められる。⽯の上の⽔草はつややかで、私す
べてがもう少しで⽔に引き込まれそうだった。⼩さな巻⾙が不器⽤に登ったり降りたり、すごくかわいい。私は、悪い⼼で、やっと岩のてっぺんでひなたぼっこしてる⾙を、⼿
で海に投げた。それから⼤笑い。動きが⼤きかったせいか、今回は明らかに⽔草もなく、もう少しで⼜転ぶところだった。帰るとき、イカの丸焼きを⾷べました。焼けたばかり
のはとても熱かったけれど、海⾵が強く吹き、すぐに冷めてしまった。

李 沛爽さんの⽇記



秋⽥

2007.10.14

 秋⽥に⾏きました．ホームステイ先の家庭のお⺟さん⾞で連れて⾏ってくれました。

李 沛爽さんの⽇記



⽩神⼭地の⻘池

2007.10.14

 ⽩神⼭地には⾒る価値のある景⾊が沢⼭ある。でも、私は特に⼗⼆湖の⻘池が、気に⼊った。⽔のよどみのような⼩さな池。 ⻘⾊が妖艶で、奇異な⻘さ。どう表現したらい
いのかという感情にとらわれてしまった。私の⽇記を⾒た⼈は取るに⾜らないと思われるかもしれない。写真撮ったけど、写真だと普通の⻘い湖に⾒える。でも、⾃分で⾒ると
かなりの違いがあった。   ほとんど畏敬、疑いの念まで抱いてしまった。それと、好きでたまらない気持ちも。   みんな機会があれば、⾃分の⽬で⾒てほしい。

李 沛爽さんの⽇記



秋⽥について

2007.10.14

 秋⽥は私の想像してたのより⽥舎だった。⾃分の住んでいる埼⽟は⽇本の⽥舎だと思ってた。それから、⽇本は⽥舎でさえ、にぎやかなのに驚いた。でも本来、⽇本
の⽥舎と中国の⽥舎は同じで、広々とした⽔⽥、道の脇には、かき氷売りのおばあちゃんや、焼き芋売りのおじいさん。庭には葡萄の類の果物の⽊が植えられている。⽥舎だか
ら、⽔も美味しい。埼⽟よりも物が安い。いいところだと思う。 でも、朝晩の冷え込みは厳しい。秋⽥は北海道に近く、海もあり、初秋だったし。だから埼⽟に⽐べると格段
に涼しいと思った。必死に布団にもぐりこむしかなかった。

李 沛爽さんの⽇記



道中にて

2007.10.14

⾼速道路の標識に神奈川、宇都宮、宮城、秋⽥、最後に、⽩神⼭地へ⾒えた時、緑の森に⼊っていった、私は散り散りに分かれてゆく景⾊を⾒てると、私と同じようにめぐり会
った学⽣を思い出しました。なかでも、知り合って数⽇で印象はぼんやりとしか覚えてない⼥⽣徒︓判ってるのは、彼⼥が唯⼀の⼥⼦⾼に通っていること。 かつてBクラスに
分けられた短い時間の養成クラスの友達︓ウサギに似てて、私をかわいいと⾔ってくれた。 外⾒は無垢で中⾝はちょっと計り知れない男⼦︓同じ付属中学に通ってるクラスメ
ート（友達がいがなくて、私の連絡を受け取ってない）私達はもともと⼀⽣知り合うはずないのに、でも交流センターが私達をまとめてくれ、仲間にしてくれた。不思議と仲良
くなった。同じ⽬標に向かって頑張ろうって。⽇本の先⽣やクラスメートに紹介されたとき、⾔うまでもなく“私達こそが、中⽇交流の橋渡しなのです”と。その後、私はおかし
なことに、いわゆる“運命の導き”を思い出しました。   話をもどすと、3⽇間の旅は、ほとんど⾞の中でした。いつもは⾞酔いする私が、なんと吐かなかったのは、奇跡で
す。疲れはしたものの出かけてみて、⾒たもの、知ったこと、体験したことは、とても多かった。   私はすでに道中です、また何処かに⾜を踏み⼊れて更に遠くに⾏くこと
に憧れを抱きます。

李 沛爽さんの⽇記



新年おめでとう︕

2007.12.31

しばらくコンピュータをネットに接続していない状態だったのでアクセスしませんでした。 ⽇本在住の中国⼈の皆さんと⽇中交流センターの先⽣⽅、新年あけましておめでと
うございます:) 宿題が多くて多くて......皆さんの中に私と同じように気の毒な状況の⼈はいますか︖ ⽇本の学校は普段宿題が少ないのに、どうして休みになるとこんなに多く
なるの︖︕ 最近ずっと反省ばかりしています。無精になってしまったみたい。いつも朝寝坊をしてしまう......貴重な時間を無駄にしてしまっているよ。埼⽟に来て4ヶ⽉、秋葉
原にすら1度も⾏ったことがない。電⾞⼀本で⾏けるというのに。⽇本に来る前は何度も⾏こうと思っていたのに...... その上とても暇な部活に⼊ったので休暇期間も活動なし。
喜んでいいやら、がっかりしていいやら。 ...... ではでは。めったにないアクセスの機会、みんな私相⼿にあれこれ⾔わないでね。Happy new year.

李 沛爽さんの⽇記



鎌倉に⾏きました

2008.02.09

 ⽇本についてからというもの、ずっと東京近郊に住んでいたため、何回か遊びに⾏っても現代的な所ばかりだった。実は私古い物の⽅が興味がある。京都や奈良ははるか遠く
にあるから、昨⽇はチャンスを逃すまいと鎌倉に⾏ってきたよ。  鎌倉の道はとても古くて、狭い。そして⽇本の飴の良い⾹りが漂っている。私は歩きながらその飴を⾷べ
た。簡単に苺の上に飴をかけてビスケットを貼りつけただけのものが２００円―――１３元だよ。あの真っ⾚な飴が光を反射して空の⾊を映し出しているのが⽬を引いたから、
買っちゃった。でもすごくおいしかったけど。  鎌倉で何が⾒れるかというと、それは、⼤⼩様々なお寺と神社。寄宿のお⺟さんに連れられて⾏ったから、私は休む間もな
く、⼀つ⾒たら次の場所へ、それを⾒たらまた次の場所へ、って、⿐からあのお寺独特の⾹りが離れないよ。本当にリュックサックしょってのんびり散歩しながら旅⾏してる⼈
たちが羨ましかった。鎌倉の古い⽯段を踏んだ時になる⾳もこの⼼情にとてもマッチした。だけど寄宿のお⺟さんは私になるべく多く名所を⾒せたかったらしい。やめやめ、時
間ある時に⾃分でまた来るよ。⽳場は⼀⼈でしか探せないもんね。  最初に⼊ったのは元覚寺。「名探偵コナン」の中でこの名前出てこなかったけ︖最後に⼊った観⾳寺、私
はあの⼤きい⾦メッキの観⾳像がそんなに偉⼤なものだとは感じなかったな。ただ道端の⽬⽴たないお地蔵さんがニコニコ笑ってて可愛かった。いっぱい写真とったよ。後でア
ルバムの中にたくさんの仏や神や観⾳を収めるの。敬虔に、体を曲げてお祈りもしたよ。私の簡単だけどすごく難しいこの願い。溢れ帰る⼈の中の⽬⽴たない私が、合掌して繰
り返し念じた願い。彼らのどれか⼀つの⽿には届いたかなぁ︖叶えてくれるかなぁ︖へへ 

李 沛爽さんの⽇記



猫︖ウサギ︖----雪がふったよ

2008.02.09

今回ひらひらと⼀⽇降った雪にはとても喜ばされた。私は庭で⼀時間も、くしゃみをしながら冷たい雪と格闘したんだ。雪だるまが作りたくて。  だけどどうして⾒た感じは
簡単なのに、作ってみると難しいんだろう︖寄宿家庭のお姉さんは⼤きいのと⼩さいの、⼆つの雪球を抱えて軽々と⾏ったり来たり。私は⼀つでてんてこ舞いなのに。⾒た⽬は
軽い雪が合わさった時の重さったら・・・・何かの動物みたいよ。だから４０分頑張ったあと、私は超現実的に⼆個⽬の球を諦めたの。やっぱりーーーーー頭だけ作ろ（＿
︔）   ．．．．．．   ．．．．．．  私は愚かにも限り有る材料から私の思い描く猫を作ろうとして、、もう⾔わなくても分かるでしょ、さんざんな結果だったわ
よ・・・・・ ⾒た⼈は皆「これは猫︖それともウサギ︖」って、あのねえ、あんな太った⽖の⻑いウサギがいます︖  ただ私は寄宿家庭のお姉さんの真っ⾚なダウンコートを
着た影を羨ましそうに眺めてた。⾼2のお兄ちゃんはもうこういう⼦供っぽい遊びには興味がなくて、25歳になるお姉さんを⾒て眉間に皺を寄せていた。だけど私は羨ましい。
だからお姉さんは幼稚園の先⽣になれたんだよね。⼦供たちと⼀緒になって、⼦供のように思いっきり笑ったり泣いたり。もしも、そうやって⾃分の好きなことを出来るんだっ
たら、他⼈なんて関係ない、年齢も関係ない。平凡に、淡々と、当たり前のように幸せだよね。そんなのも悪くない。

李 沛爽さんの⽇記



ミスドが⼤好き︕

2008.02.09

  ⽇本へ来てから、ミスドが⼤好きになりました。   美希ちゃんといっしょに帰る時、時々⼆⼈でミスドで何かを⾷べてから家へ帰ります。それも太る原因かなあ（＾＿
＾）   ミスドの全称はミスタードーナツで、すーごくおいしいドーナツを売ってる店です。普段は⼀つのドーナツ１２０円ぐらいだけど、たまに全部のドーナツが１００円
になる活動もありますよ︕２⽉１１⽇までは、抹茶シリーズが全品１００円ですから、皆さんにお勧めです︕   って、なんかまるでミスドの広告をやってるみたいですね。
これからも、何かおいしいものを⾒つけたら、みんなに知らせます︕   せっかく⽇本へきて、おいしいものいっぱい⾷べましょう（＊＾＿＾＊）
これは⽇本語で投稿されたものです

李 沛爽さんの⽇記



森藤先⽣

2008.02.09

 1⽉に⽇中交流センターの先⽣が私に会いに来てくれた時、森藤先⽣が辞職なされることを聞きました。  私の担当は森藤先⽣ではなかったので、九⽉以来会えずにいます。
だけど私は、九⽉に実践活動をしていた時、森藤先⽣が私の隣で、⾯接のときの気持ちを話してくれたのを覚えています。傘をさして⻑いスカートをはいて、⾬の中歩いてくる
先⽣の姿は、まるで⼀輪の花のように綺麗でした。  私は今先⽣の祖国⽇本に来ています。なのに先⽣は中国にお仕事に⾏ってしまいました。きっと私達には違う⽬標がある
んでしょう。だけどお互い追い求めるものや夢があるから前に進んでいけるんですよね。  ⼀⽇の師は⼀⽣の師。また会える機会があれば嬉しいです。また「先⽣」って呼び
たい。先⽣の優しくて⼼地よい「はい」がまた聞きたい。

李 沛爽さんの⽇記



魂さま︕

2008.02.15

BLEACHの周りの、本当に可愛い「魂さま」。価格はあまり可愛くないけど・・・・・頑張って買ったよ︕ はは・・・シシ・・・HOHO・・・

李 沛爽さんの⽇記



⾃分の誕⽣⽇おめでとう:)

2008.02.24

今⽇は16歳の誕⽣⽇!! ⾃分へ、誕⽣⽇おめでとう:)

李 沛爽さんの⽇記



めちゃくちゃ

2008.03.15

試験も終わったから、ちょっと何か書いていくね。 20⽇に皆⼤阪で会うんだって︖気がふさぐことといえば、蜘蛛のMSNのブログを⾒たら、彼⼥もう終業式終わったみたいな
んだよね・・・私はテストが終わったばっかりで、終業式は24⽇の予定なんだ・・・嫌だなあ・・・私このクラスが⼤好き。なのに皆と最後の終業式に参加できないなん
て・・・・21⽇の球技⼤会も駄⽬になった・・・・だから最近少し不満が溜まってるの それから⼼配事も・・・⽇本ですごく太ったんだ。皆と会う時恥ずかしいなぁ:(

李 沛爽さんの⽇記



絆はきっと 強さになる

2008.03.25

  中間研修の数⽇間は、本当にとても貴重な時間だった。   ⼀緒に来た37⼈の仲間とは、元々は特に互いにつきあいがあった訳ではないのに、たった4⽇間で、みんなの
ことがとても好きになった。   だから最終⽇、ちょっとみっともなく取り乱してしまった。エヘヘ、⾒られたのは数⼈だけだったので、助かった。   平井堅のキャンバス
の中に確かこういう⾔葉があった「絆はきっと強さになる」この⾔葉で⾃分を励ましていこう。

李 沛爽さんの⽇記



⾃転⾞から始まり

2008.03.31

みんなに聞きたいんだけど:⽇本に来る前に、⾃転⾞に乗ったことあった︖ HOMESTAY先のお⺟さんに、⾃転⾞に乗れないと⾔うと、とてもびっくりしていた。クラスメート
も。⽇本⼈のイメージでは、中国⼈ならみんな乗れると思っている......だからちょっと知りたくて、乗れる⼈はどれくらいいる︖ でもこの2⽇間千葉に⾏って、夏静さんのご指
導のもと、フラフラではあるけれど数⼗メートル乗ることができた︓)もっと努⼒さえすれば、乗りこなせると思う!がんばるぞ! こう考えてみると、私はこの⽇本にいるたった
何ヶ⽉の間に、多くのものを学んだな~~ 毎週⼀回プールに⾏って、今はもうバタ⾜ができるようになった! ピアノで2、3曲簡単なものを弾けるようになった! チョコレートケ
ーキとチョコレートムースを作れるようになった! ...... 今回⽇本に来て、たくさんの収穫があったよ:)

李 沛爽さんの⽇記



桜の季節

2008.03.31

私達近くに住んでいる⼈が桜を⾒に⾏こうと⾔っていたが、あれこれの理由で結局⾏けなかった。私も⼀⼈で上野公園に⾏く気もなれなかった。こうなると、もしかしたら、今
年はもうよく⾔われた上野公園の桜を⾒ることができなくなりそうかなぁ。でも⼤丈夫、この未練があれば、また絶対に⽇本に来ます。 上野公園に⾏けなくても、サクラはさ
すがに⽇本の国花であって、こちあち道沿い、学校、⾒渡す限りサクラが咲き乱れています。  というわけで、⾃分がとった写真を載せることにします。撮影腕はそんなにな
いけど〜〜少し春の気持ちをみんなと分け合えたらと︕ P.S. みんなが全開のサクラを取るのでしょうが冬のサクラは着⽬することあるでしょうか︖  そうなると、それを⾒て
いないと少し残念に思われないでしょうか︖⼤丈夫、⼀枚の冬のサクラをアップしょうじゃなか〜〜枝だけつるつるしているが温厚で落ち着きのある美しさがすき︕

李 沛爽さんの⽇記



⾃転⾞の練習成果

2008.04.02

私は昨⽇⾃転⾞に乗って駅に⾏きました!! みごとに帰って来ました!!! 少し危険ですが......何度もはもう少しで電信柱にぶつかるところでした......

李 沛爽さんの⽇記



海の歌声を聞く

2008.04.02

前髪を乱す⾵ しょっぱくて、とても臭い 昨夜の夢を思い出して ぼんやりと同じ味がした 甲板の上でだんだん消えて⾏く⿊影 それは⾼く⾶ぶカモメ それとも⽇光に知らずうち
に蒸発されて⾏く雲 時間の⻑々しいすきまの中 私は寂しく⼝もとをすぼめる まるで微笑むように

李 沛爽さんの⽇記



⽇誌をなくしました!

2008.04.04

⽇中交流センターのネットの問題で、前に⽇誌は⼀⽇の後で掲載するので、昨⽇も気がつかなかった。 しかし今⽇⼊って⾒たら、意外にありません......55555 私は昨⽇２件を
書きました......しかも画像も付けているし.....55555....

李 沛爽さんの⽇記



さくら吹雪

2008.04.06

桜が咲いたけどすぐ散ってしまった。 どの花でも枝に最後まで枯れていくことができずに全部ぱらぱら地⾯に落ちてきった。⾵とともに散り撒き、意のままに舞い狂う。四⽉
の街あたりでは、⼈がまるで⾹りのある雪の中を歩いていた。いつもきれいな道も、意外に詩情のあるように花びらが当たり⼀⾯を覆い尽くされても掃除されずにそっとして置
かれされた。 ⾒渡す限り、天地を覆い隠すように、濃い・淡いピンクでいっぱい。⿐に⾹り絶えず、地⾯に贅沢すぎるぐらい柔らかい。 私はあたかも⼆⽇前に、私を真似た中
尾美希がしゃがんでサクラの花びらを⼿に掬い取り、再び花びらが⾵に乗って⾶び散らかせていた光景を⾒た。回路灯の光が彼⼥の顔に落とし、半分が影に半分が光に。 ⾃分
の表情も嬉しいか寂しいかを知りたかった。 ……… ⽇本の学校は学年ごとクラスを変えることを執着過ぎ るぐらいに⼤勢の⼈に⾔う。それはもしかして、早くからこの⼀瞬の
ため、⾟く感じ始まったかな︖ かえって泣かなかった。しかも涙も出したくないぐらいだった。⼆⽇前、宗ーーーー１⼈の⽬のきらきらしている男の⼦が「そうなればそれで
いいよ」と⾔ったときも、ちっとも、泣きたくなかった。．．．．．． あと⼀⽇、休みは終わり、あと⼀⽇、教室に⼊って笑 顔でお早うと⾔う相⼿は完全に変わるだろう。 変
えて⾔えば、⼀年５組が集まるのはそれはlast chancd だと⼆⽇前の私たちは実にもう分かっていた。 そうでなければ、どうして宗が急⽤あるのにお腹を空 かせて、終わりご
ろでも急いで駆けつけたのか︖ そうでなければ、３５⼈の⾼校⽣が笑いながら騒いで⼦供遊びの隠れん坊をやって、夜１０時半でも誰もが帰ろうとしたなかったの︖ lastは
「最後」の意味もあれば「前の⼀つ」でもあると、今になって思い出すと、どれほど⽪⾁的か、重い⽪⾁だ。⼝を歪んでも笑い声がなかった。 私の⽇記に出現した⿊崎が私と
少々縁があった。 まず、私の右前に席が位置して、それは私が隠れ⽬線 で⾒るのに最適な⾓度だった。その後、私の組⻑になり、毎⽇宿題とテストプリントを集めていた。ハ
ンサムなお兄ちゃんを⾒ると⾆が回らなくなったせいか、とにかく彼が何⾔っても、こっちはまともに答えられなかった。更に⼆、三回かな、彼が朝、⾃転⾞で登校するとき、
私とすれ違った時は明るく笑いながら「おはよう」と⼀⾔を残してくれたのに、こっちはぼっとして、何も返せなく、そしてその⼀⽇中⾃分の鈍さに気がふさいでしまった。
でも⼆⽇前、私たちこの⼤部隊はやっと神社で正式に活動を終了させ、そして、まるで約束したように駅へと彼が⾃転⾞を押して私の前に来た。⼦供らしく⼤声で「ずっと５組
ならいいな」。「そうですね、それでもいいじゃない」と初めて完全に返すことができた。ちっとも緊張せず、⾃然そのもので、極めて平常⼼だった。彼がびっくりして振り向
いた。 ハッハッ、危機的にこれは最後のチャンスだと悟ったかな。 結局、⼆⽇前のことを⻑時間べらべらして、実際にはとても簡単のことだった。 簡単に⾔うと、始めから終
わりまではこう⾔うこと、 その⽇、われらが⾼⼀のガッキどもは、全員俗のお別れ宴会に⾏った。終わったあと、本来、⽋席したはずだった宗がお腹空かしたまま途中⾶び込
んで、夜花⾒に⾏こうといきなり提⾔、そしてこの⼤部隊は気のむいたまま神社へ花⾒に⾏った。私は演技的に花びらを⼿にたくさんたくさん空へ撒き散らかして、時間を気に
せずに、みんながバカバカしく隠れん坊を⼗時半までやっていた。 最後、もともと徒歩か⾃転⾞か電⾞かで帰宅するにも関係なし全員が別れを惜しんで駅に⾏ってしまった。
そうよ、惜しむだよ。⼀年５組と分かれるのが⾟いのよ。 全部の歳⽉を⾜しても７ヶ⽉しかいられなかったクラス。 クラス集会で全員を集められる⼈は何⼈いるのか︖ いつも
⼥⼦試合で男⼦みんなが励ましてくれて、勝ったら本⼼で褒める、負けたら優しく慰めるのは何⼈いるのか︖ 流⾏を命と同じぐらい重視している⽇本⼈⼥⼦学⽣と ⼀緒にいる
時、化粧の話も髪型の話もしないのがどこ にいるのか︖最初の時はこれは普通でみんなそうだと 思っていたが、実はこれこそ５組の偉いところだった。 こんな多くの⼤切なも
のをいつの間に⼀回⼿に⼊れたらもう絶対無くしたくない。失いたくもない。ボロボロに分かれ崩れていくのを⾒たくなかった。 でも、私は終始涙が流せなかった。悲しくは
ないが、寂しい。こころは傷ついていなかったが空になった。悲しければ泣き叫び、寂しければ微笑む。悲しみは隠せないが寂しさは⾒事にごまかせる。ただ⼀⽣懸命微笑むだ
けで。 ⼀層勢い増して降り注ぐ四⽉の雪のなか、⼀⽣懸命微笑む。

李 沛爽さんの⽇記



健康診断

2008.04.17

今⽇は健康診断です。 この気持ちをなんと表現していいか分からない…⾝⻑はそのまま、だけど⽇本に来る前より５キロも太ってしまって…ショック。 中国では160.5センチ
は満⾜な⾝⻑ではないけれど、⽇本の友達は160でいいじゃん︕と⾔ってくれた。喜ぶべきか喜ばないべきか…。 そして体重の５キロ増。（みんなから50キロにはなってない
のだから、よかったね、と⾔われてしまった︕どういう顔していいのか分からない…） 春の⼊学時期の健康診断、みんなも受けた︖結果はどうだった︖

李 沛爽さんの⽇記



クチナシは咲いてる

2008.05.01

  家の中庭に、クチナシが咲いてます。毎⽇朝から晩までとてもい〜い⾹り︕   私は時々、中国にいた時を思い出す。クチナシが咲くたびに、やさしい顔のお婆ちゃんは
道端で座って、⼀束⼀束紐で束ねた⼩さくて、真っ⽩なクチナシを売ってるの。他の⾏商⼈のように⼤声で呼び売りをしないで、ただ静かにあそこで座ってるだけ。そして、買
う⼈も慌ただしい都会の美⼥達でなく、ゆっくりと⼣暮れの中で通り抜ける⼥の⼦達。強くて美しいというわけではないけど、すれ違いの瞬間の、あの微かな⾹りが忘れられな
い。   季節の草花が⼼と⼀体になります。

李 沛爽さんの⽇記



⾵邪を引いちゃった:(

2008.05.04

⾵邪を引いちゃった…… 頭が痛くて、⿐⽔が出て、くしゃみもして、咳も出て……  とにかく苦しくてたまらない。  せっかくのゴールデンウィークなのに、ウィルスのせい
でこのまま無駄になっちゃって……

李 沛爽さんの⽇記



愛は埃より⼩さい

2008.05.06

愛は埃より⼩さい。 どこでこの⼀⾔を⾒たのは忘れてたけど、何で急に思い出したのでしょう︖ ある⼈やあることを好きになるのは、実は⾃分の気持ちによることで、好きに
なった⼈や好きなこととは別に関係ないと思います。 ⼼の隅で、ひっそりと静かに愛という花が咲いて、寂しく芽⽣えて、すくすく育って、落ちる。 埃より⼩さいというの
は、愛ではなくて、相⼿の返事がほしいからです。相⼿が返事してくれるために⼀所懸命頑張るだけなので、愛とは関係ありません。 フフフ、わけの分からない⽇記ですね。

李 沛爽さんの⽇記



夏が来た。

2008.05.27

今⽇は家に帰って⽞関に⼊た時、蚕⾖（ソラマメ）煮の⾹りを嗅いだの。夏は蚕⾖の季節かしら、でも⽇本であろうが、中国であろうが、夏になるとやはり蚕⾖を煮るんだよ
ね。そうだね、私がぼーとしている間に、もう夏だね。 夜⾍の鳴き声、体中べとべと、街で突然現れた季節のスタイル、冷蔵庫に急に溢れてきた冷たい飲みもの、そして夢で
遊んでいるように⽇々を数えながら過ごしている私。私の反応スピードは気温と正反対だった。 いつから季節の変わりはこんなに⾶んでるように早くなったの︖私はぼーと考
えたりして、⾸をもたげてしばらく考えたら、やっぱり頭を振ってあきらめた。いいや、考えることは私の得意ではないし、こんなにぼーっとしたり、思いを繰り返したりした
ら、⼀⽇はあっという間に流れてしまう。 私は⾃分でも分からない、この時間って、速いのか、速くないのか︖速いと⾔えば、私は指で数えながら逆計算をしている錯覚があ
る。遅いと⾔えば、毎⽇あの数字を⾔い出したばっかりなのに、この⼀⽇はもう終わっちゃうようだ。⽭盾すぎ。⾃分でも思わず⽬を⽩⿊させちゃう。数えるためにやるんじゃ
ないわよ。 …… …… ⽇本に来て間もない時、夏が終わるころの蒸し暑い九⽉だった。蚕⾖はまだ⾷卓にでていた。⼀年間をふりかえってみた（中国の学期の始まりは９⽉スタ
ート）。そしてまた蚕⾖の⾹りを嗅いだの。夏が始まったね。今年もはやくも到来ね。うれしいいけど寂しい。 …… …… 暑くてうとうと、意味のないことを書いてしまった、
無視していいよ。

李 沛爽さんの⽇記



試験はやっと終わった〜〜︕

2008.06.06

私が通っている蕨学校は中国の学校と同じで、2学期制なの。もちろんいいところがたくさんある。例えば春休みは⽐較的に⻑いとか、試験も年に四回で、六回ではないとか〜
〜 でもいやなところもある。毎回⼀緒に来てる友達がネットで、「試験が終わった」と⾔った時、私はまだ努⼒中だったりして....普通の3学期より⼆週間ほど遅れてるのだ。
だからこの⻑い試験週がやっと終わったとき、本当に気分がいいよね!!!:)

李 沛爽さんの⽇記



浴⾐

2008.06.17

1ヶ⽉も早い送別会上で、浴⾐を着るチャンスがあった!本当に好き。 だけど仲間と⼀緒に、浴⾐を着てサンダルを履いて８⽉の花⽕⼤会に⾏くことができないので⼤変残念だ
わ.....

李 沛爽さんの⽇記



YEAH!〜〜

2008.06.26

OHAHAHAHA〜〜 ちょっと遅くなったけど、成績を発表します︕ 今回の中間テストでは、古典の成績が下がったものの（暗記しきれなかった…それでも平均点以上︕）、総得
点は学年10位に⼊ったよ〜〜︓）⼀学年は370⼈いるよ〜〜 舞い上がってまーす〜〜

李 沛爽さんの⽇記



ただいま〜

2008.07.28

家に帰ってきてからオンドリの煮物を⾷べに⾏ってきた︕︕⾟くて⾟くて︕︕⼀年間も⾟いものを⾷べなかったから、気持ちよかった〜〜 タピオカミルクティーも飲んだよ。
⽇本にもあるけど、やっぱりここのがおいしい︓） 仲のいい友達とも会った、楽しかった〜〜

李 沛爽さんの⽇記
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