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2008.09.03

みなさん おはよう  昨⽇東京につきました  
これは⽇本語で投稿されたものです

曹 夢岩さんの⽇記



９ ３

2008.09.03

きのう やっととうきょうにつきました  ひこうきのせいか  みみがいたいです  ところどころにはにほんごがかいてありますから ここでしんせんなきもちおもってい
ます 
これは⽇本語で投稿されたものです

曹 夢岩さんの⽇記



ｃｍｙ

2008.09.08

わたしもこの⼆三⽇をとてもたのしくすごしました   おかさんがたいへんやさしくてしんせつでした   きょうはがっこうへいきました   しけんでした   たいへ
んでした  やさしいけど  もう何か⽉ぶりのすうがくですから  しまった   とてもはずかしかったの   あしたから じぶんでがっこうにかよいます   わたし
はみちにとってもよわいから   あさ６時５０分にいえをでたいんです
これは⽇本語で投稿されたものです

曹 夢岩さんの⽇記



10 2

2008.10.02

今⽇まで⽇本にきってちょうどう⼀ヶ⽉。。。 すべて順調で、ただ授業はよくわからない。。 ホームスティのお⺟さんの料理はとてもおいしい。。。ので。。。ダイエットの
計画はしばらく置いておくつもり。。。 いろんなところへ遊びに⾏った。。クラスメートや家族と⼀緒で。。写真も撮ったりした。 学校の先⽣、学⽣たちはとても親切
で。。。スポーツシューズがない私に貸してくれたり、教室を案内してくれたりして、感動した。。。。ふふ それに、中国語がしゃべれる学⽣もいるよ。。いつか私の⽇本語
が彼らの中国語のように上⼿になったらいいなと私は時々思う。よし、がんばろう。 バトミントン部に⼊った。。。でも今住んでいるところのあたりは⼈が少なくて。。。家
へ帰るのにちょっと怖くて。。。。なので、あきらめるつもり。。。 とりあえず、毎⽇楽しく過ごしている︕︕ これから、写真を何枚か送ります。

曹 夢岩さんの⽇記



11 11

2008.11.11

久しぶりにここに来た．．本当に忙しかった．．． うん．．最近の半⽉の⽣活状況を報告しよう．． １０⽉中間テストで．．４科⽬．．数学２は依然として⼀番上のクラスに
残された．．他は中等か上等かで．．．ふふ．．全滅だと思ったけど．．うん．．努⼒の甲斐があった．． その後．．修学旅⾏に⾏った．．チョウ素晴らしいわ．．．写真を
いっぱい撮った．．これは⼈⽣の中での楽しい思い出になるんだ．． そして．．台湾に住んだことのあるクラスメートと⼀緒にカラオケに⾏った．．中国語の歌が少ない
し．．その中のできる歌も少ない．．でも．．⼤通りや⼩さい路地をぶらぶらした．．ライトアップまでぶらぶらしたんだ．．楽しかった．． その後．．お⺟さんと遠い神社
に⾏った．．本当に運がよかったね．．その⽇結婚式を⾒た．．⼈⼒⾞に乗った．．ともて⾼い．．３０００円だったよ︕︕ それから．．練⾺付近の神社に⾏った．．．初め
て⽇本でたこ焼きを⾷べた．．味が中国のとほとんど同じだ．．でも．．中国のよりずっと⼤きい．． そして．．お⺟さんと池袋の展覧台に⾏った．．60階のところにあっ
た．．初めてぼんやりと富⼠⼭を⾒た︕︕その⽇．．星などを⾒た．．それは現実⽣活とはまったく違った神話の世界なんだ．．感動した．．それに．．ふふふ．．たくさんの
美味しいものを⾷べた．．スパゲッティを鍋で⾷べたなんて．．．⾯⽩かった．． 先週の⼟曜⽇．．クラスメートの両親は韓国料理をご馳⾛してくれた．．．彼のお⽗さんは
中国⼈で．．天津で働いてる．．そして、もう⼀⼈の中国⼈も来た．．北京外国語⼤学を卒業したのよ︕︕羨ましいわ．．だから．．．私も頑張る．．︕︕ ⽇曜⽇．．お⽗さ
んは⾞を7時間運転した︕︕その⽇、みんなは疲れきった．．．遠い所へ紅葉を⾒に⾏った．．ケーブルカーに乗った．．紅葉の上を歩くみたいだ．．これも初めてなんだ．．
今はチョウ嬉しい．．⾃分は本当に幸せだと思ってる．．お⺟さんの⼼をこめたかわいい弁当を開けた時．．感動した．．考えてみると．．今、以前のクラスメートが勉強を頑
張ってるのに．．私は．．⾃由に他国のきれいな路地を歩ける．．新しい友達もできた．．⼤きいな体育館で部活に参加できる．．⾃分が⼀番下⼿だけど．．楽しんでる．．
⾃分は⼼で感じるべきだ．．⼼で感謝すべきだ．．助けてくれた⼈に感謝する．．優しいお⺟さん．．やさしい先⽣．．かわいい友達．．そして．．駅で親切に道を教えてくれ
た⾒知らぬ⼈に感謝する．．この世界には親切な⼈と可愛い⼈が本当に多いと思ってる．．⾃分は社会に何も貢献したことがないのに．．何度もたくさんの⼈の助けをもらった
なんて．． 多分．．親愛なる友達よ．．今はちょっとしどろもどろになったかも．．．許してくださいね．．今は本当に感動した．．ふふ．．皆さん、頑張ってね︕︕︕

曹 夢岩さんの⽇記



11 17

2008.11.17

先週は橋本先⽣と⼊⽮先⽣に会いました。。。最近の⽣活の情況を報告しました。。。私はバドミントンをしていたところ、振り返ってみると、先⽣たちはすでに⾏ってしまい
ました。。しかし宿題が残されておきました。。。 修学旅⾏の第⼀⽇⽬、到着したとき。。。出雲⼤社については聞いていました。。が、私の頭はぼうっとして、何も覚えて
いませんでした。。。今みんなに紹介します。。。。出雲⼤社は⿃取県にあります。。⽇本の最⼤のしめ縄があります。。。。ふふふ。世界の最⼤でもあります。。。。私はそ
の下で写真を撮りました。。。 毎年の10⽉には。。。⽇本の仙⼈達はすべて出雲⼤社に集まって。。何かを相談します。。。誰に幸福を与えるとか。。。誰と誰をいっしょに
いさせるとか。。だから。。。いわゆる神無⽉があります。。。つまり⽇本のその他の県。。その他の神社。。この⽉には仙⼈がありません。。みんな出雲⼤社で願をかけま
す。。。私も１つの縁結びを買いました。。。この年で。。。みんなとの仲がいいと祈っています。。。更に多くの友達に知り合いになりますように。。。そこの縁結びは⽇本
では⼀番すごいものだそうです。。。 よし。。。これからまた、練⾺区で開催するカラオケ⼤会に聞きに⾏きます。。。お⺟さんといっしょに。。また絵梨佳という同級⽣と
もいっしょに。。。彼⼥は台湾で過ごしたことがあります。。。中国語はよく話せます。。 これから。。。よくここに来るようにします。。。

曹 夢岩さんの⽇記



11 19

2008.11.19

17⽇、⼤会を⾒に⾏った。。やっぱり、その歌⼿はI believeを歌った⼈なんだ。。私たちの前に座ってたけど。。サインをもらうのを忘れた。。。⼤会が終わったら、こっそ
りバックグランドから逃げてしまった。 夜遅く終わった。。。ちょうどその⽇はお祭りの⽇だった。。お⺟さんは私とクラスメートとご馳⾛を奢ってくれた。 明⽇は次のホー
ムステイの家族に会うことになった。先⽣も⾏く。。だから、全部で⼋⼈だ。。とても改まった感じ。。すこし。。何といっても、名残り惜しい。。 ⼣べ、落ち込んだから、
お⺟さんと1時までしゃべり続けた。。。そのせいで、お⺟さんは英語を勉強してなかった。。今⽇は部活に⾏かないことにした。。。家に帰ってよく寝よう。。。

曹 夢岩さんの⽇記



11 25

2008.11.25

⼟曜⽇、李越ちゃんと⾚ん坊と池袋で遊んでた。。 お互いの⽣活を話し合った。。。。なかなかいい。。 ⼆⼈とも太くなった。。でも。。ふふ。。これは⽣活がのんびりして
る証拠だ。。 詳しいことは彼⼥の⽇記を読んでね。。私はこれ以上⾔わない。。 最後。。⼆⼈とも家に帰った。。⾚ん坊だけ、まだ未練がましく歩きまわってた。。。無
⾔。。 ⽇曜⽇、⽇光に⾏った。。夢のようなところだ。。。 うん。。時間が少ないから。。報告はここまでにしよう。。

曹 夢岩さんの⽇記



⼭本お⺟さん宛ての⼿紙

2008.12.11

拝啓⼭本お⺟さん。。 こんにちは。。今⽇ついに試験が終わりました。。玲⼦のメールを受けて。。感動している。。あなた達に感謝します。。今やはり本当に涙を流しなが
らこの⼿紙を書きます。。 3ヶ⽉前。。お宅に着いたばかりの時。。実は落ち着かなかった。。私。。⼀⼈の16歳の中国の⼥の⼦。。両親を離れて。。⽇本に来た。。お宅に
⼤きい⽝があることを聞いた時、。。気持ちを想像することができるでしょう。。でも。。まずは私のために。。⽝を外に出てこさせない。。それからいつも私の⼼理上の障害
を克服するように助けてくれて。。マリヤも確かにおとなしい⽝です。。全然私を相⼿にしていなかった。。今考えてみると。。とてもかわいい⽝ですね。。 それから。。3ヶ
⽉の⽣活は始まりました。。いろいろ迷惑をかけたわ。。 カメラの代⾦返しの事。。考えの限りを尽くした。。その夜に外出して帰ることをはっきり覚えています。。あなた
はくたくたです。。ご飯も⾷べていません。。まだ代⾦が返されていなかった事を聞くと。。すぐもう⼀回電話をかけて聞いてくれた。。 洋服がないため。。私に付き添っ
て、あちこちで私の好きなスタイルの服を買ってくれました。。そのスカートが少し汚かったため。。⽇を改めて付き添ってもう⼀回きれいで、気に⼊ったスカートを買いに⾏
った。。 毎⽇弁当を開けるとき。。⼼の中でいつも⼀種の誇りを持っています。。いっしょに⾷事をする友達の中であなたの作った弁当が⼀番きれいで⼀番おいしいからで
す。。でも私も分かってる。。それはあなたが毎⽇5時に起きて、わざわざ作ってくれたのです。。 冷蔵庫の中でいつも私の好きな⽜乳。。果汁。。アイスクリームがある。。
私が果物が好きなため。。毎⽇たくさんの果物を買って。。いろんな種類の。。特にバナナ。。⽇本でこんなに流⾏った時期なのに。。でも毎⽇テーブルの上にバナナがあ
る。。いうまでもなく。。あなたはとても早くスーパーマーケットに⾏って買ってきてくれたわ。。 ⽇本料理が私に合わないことを⼼配して。。毎⽇メニューに照らして中華
料理を学んでいる。。⻑い間、⽇本料理と中華料理はあんまり区別がなくなると思ったわ。。⽣の⿂を⾷べられない時。。すぐご飯茶碗を放し。。⿂を塾まで炒めてくれる。。
ダイエットしたい時。。どんなに⼼配しているのでしょうか。。⼿を尽くしておいしいものを作ってくれる。。だから。。体重は減らないだけではなく。。かえって太ってきま
した。。でもちょうど。。あなたの作った料理はどんなにおいしいかを意味している。。。 私を連れてたくさんの⾯⽩い地⽅に⾏った。。名所の名前はあまり覚えていませ
ん。。でもあなたと遊ぶ時の楽しさは。。⼀⽣涯忘れられない。。⾼い⼭。。果てしない海。。隙間がない⼈の群れの中で。。お⺟さんは⿊い⽑⽪の服を着る影。。 苦悩があ
る時。。慰めてくれました。。助けてくれました。。その⽇私が落ち込んでいる時。。私に付き添って夜中の2時まで雑談しました。。 ⾞酔い時。。お茶を買ってくれ。。とて
も寒い⽇けど。。⾞の窓を開けることをも許してくれた。。 ⽇光に⾏った⽇。。帰って来たのはとても遅いけれど。。⼝が腫れた私が肝臓の薬を⾷べなければならない。。ま
だ家に着いていなかった時。。肝臓の薬を買ってくれた。。翌⽇に好転しないことが分かり。。英語授業が終わって帰ってきて。。まだ靴を換えていない。。私を連れてリップ
スティックを買いに⾏きました。。その⽇ちょうど⾬がしとしと降っていた。。。 永遠に忘れられない。。毎⽇授業が終わって帰ってくると。。かならず寒いかどうか。。楽
しく遊んだかどうか。。アイスクリームを⾷べるかどうかを聞きました。。 毎朝⾵邪を引かないように。。道で安全に気を配ることを注意してくれたことは忘れられな
い。。。。 永遠に忘れられない。。重い辞書で漢字を調べる情景。。 永遠に忘れられない。。あなたの⼦供みたいの表情。。え。。 永遠に忘れられない。。最後の⽇の夜。。
とてもおいしいケーキを買って。。たくさんのおいしいものを作って。。私にお祝いカードとプレゼントを送ってくれた。。啓発。。本当にプレゼントはいらない。。その⽇私
を連れてプレゼントを買いに⾏く時。。すでに感動してあなたの後ろに泣き出したことは分かりますか。。 とても後悔している。。その⽇あなたを怒らせましたが。。⾮常に
困った時。。あなたは⼤丈夫と⾔った。。私に美しい⼩さい袋をもくれました。。 とても後悔している。。、もっとあなた⾔うことを聞けばよかった。。いっそう努⼒して⼀
⼈の良い⼦供をしていなかった。。 時には。。私が考えてる。。私のような可愛くない⼥の⼦は。。異国であなたのこんなに深い関⼼と愛を得ることができるなんて。。本当
に幸せです。。 碗を洗い終わった時も。。ありがとうと⾔ってくれ。。でも。。あなたにありがと⾔うべき回数は数え切れないでしょう。。

曹 夢岩さんの⽇記



12 25

2008.12.25

昨⽇はクリスマス・イブでした。。⾼橋お⺟さんと東京タワーに⾏きました。。⼈は多かったです。。天気はとても暖かかったです。。それに空気はとてもいいです。。東京の
夜景はとてもきれいです。。楽しく遊びました。。 今⽇ただ⼤きいイチゴ８つを⾷べました。。90分散歩しました。。うん。。腹は空っぽでした。。とてもいい感じです。。

曹 夢岩さんの⽇記



12 28

2008.12.28

今⽇は私の誕⽣⽇です。。17歳の誕⽣⽇です。。とても速いと感じます。。17歳になりました。。少し悲しいです。。⾃分で意外にももう⼦供ではありません。。だから。。
今⽇から始めます。。私が⼀⼈前の⼤⼈のようになります。。 成⼈の記念⽇。。⼦供ではありません。。⼤⼈になりました。。だから楽しんで願っています。。私のこの⼀年
でどのぐらい成⻑しますか︖︖うん。。私は頑張ります。。みんな期待してください︕︕ みんな⼟曜⽇と⽇曜⽇。。またこの冗⻑な冬休みはどのように過ごしますか︖︖私は1
⽇中家でぼんやりします。。だから。。。。。。 私は⼤胆な考えを芽⽣えました。。。。。。。。。 その⼀。。1万円の⼩遣いは確かに多いです。。しかしもし遊びに⾏くな
らば。。乗⾞券費。。⾷費。。どこでも⼊場券費を要ります。。これだけで⾜りないです。。学友の中で多くの⼈はアルバイトしています。。⾃分の⼩遣いを増やします。。私
はできますか︖︖私は考えています。。もしとても安全な地⽅ならば。。例えばラーメン屋さん︕アルバイトしてもいいですか︖︖これで。。その⼀、⽣活は充実になるだけで
はなく。。毎⽇ぼんやりしなくてもいいです。。その⼆、⼦遣いも増やします。。いいじゃないですか︖︖

曹 夢岩さんの⽇記



12 29

2008.12.29

。。今⽇は。。私の17歳の1⽇⽬です。。本当にすばらしい⼀⽇でした。。私は本当に幸せでした。。 今⽇。。⼀⽇間李越と李越の加藤おかあさんと⼀緒に遊びに⾏きまし
た。。 久しぶりに李越に会って私は本当に喜んでいました。。 加藤おかあさんは本当に良い⼈です。。私の地⽅まで迎えてくれました。。私を連れて川越に⾏って遊びまし
た。。私においしい御菓⼦とアイスクリームをご馳⾛してくれました。。私は昨⽇ケーキを⾷べていなかったためです。。今⽇は私に買ってくれました。。彼⼥の家に⾏って彼
⼥の家族は私に誕⽣⽇パーテーを⾏ってくれました。。また私のホストフヤミリにプレゼントを送ります。。私に彼⼥の家の⼤きい庭の中でミカンをとらせます。。今まで。。
私はまた彼⼥の家のコンピュータを使ってインターネットをしています。。私は本当に感動します。。とても感動します。。この前ぜんぜん知らない⼈です。。彼⼥の家で泊ま
る留学⽣の友達だけとします。。私と意外にも仲良くしてくれました。。私は本当に。。⾃分がいつも神の寵愛を受けていると感じます。。このようにたくさんの⼈の関⼼と愛
を得ます。。私は本当に幸せです。。だから。。今後私はどんな困難に遭っても。。勇敢に挑戦します。。私は世界のなかでたくさんの⼈が私を助けることを覚えます。。私に
応援してくれます。。だから。。どんな困難でも。。私は克服します。。 冬休みは速くすごしてください。。学校が始まったあと⽣活は多彩になってきます。。そう。。私は
今バドミントンクラブのではありません。。テニスクラブに変えました。。初⼼者ですが。。テニスクラブのみなさんは私の友達ですから。。みんなは私を教えることが好きで
す。。私がとてもすばらしいと⾔います。。ハッハッ。。︕︕ そう。。今⽇。。セッチャンお誕⽣⽇おめでとうございます︕︕ この何⽇間ネットをできません。。早めにみん
なの新年の楽しみを祈ります︕︕みんな頑張ってください︕︕⾝の回りの⾃分を愛している⼈を⼤切にします。。︕︕

曹 夢岩さんの⽇記



12 30

2008.12.30

今⽇。。いいお天気です。。本当にいいです。。冬ではないような感じです。。 今⽇。。ホムステーの⼆⼈の孫が来ました。。12時半に外へ出ました。。光が丘公園に⾏きま
した。。5時まで⽇暮れになったから帰って来ました。。 今⽇は現在まで⼀⽣で最も珍しい⼀⽇であるかもしれません。。。。ほほ 公園の中でどのように楽しんでいたか想像
できますか︖︖今⽇することがないため。。よく体得しました。。空が⻘くて。。雲がないです。。⿃は枯れた林の中で軽快的に鳴いています。。地上の落葉はとても厚いで
す。。多くの家族は広場で野球。。バドミントン。。テニスを練習しています。。私は切り株の上で静かに座ってこれらを⾒ています。。遠くから伝わってきた⼤きいサイズの
ような楽器のメロディーを聞いて。。頭の中で何か思索するようです。。ほほ。。とてもいい画⾯になるかもしれません。。。。。⽝をつれてぶらぶら歩いている⼈が本当に多
かったです。。主⼈に連れていない⽝も多かったです。。私はところを変えなければならないです。。うん。。 全体から⾔うと。。今⽇は良かったです。。特別な感じがあり
ます。。今後することがないならば。。またそこに⾏くかもしれません。。⾃然と接します。。

曹 夢岩さんの⽇記



12 31

2008.12.31

今⽇は2008年の最後⼀⽇です。。 今⽇外へ出ました。。やはり光が丘公園に⾏きました。。今⽇は寒かったです。。今⽿がまだ痛いです。。帰った時暗くなりました。。今⽇
は1年の最後⼀⽇ですため。。 2008年と⾔うと。。振りかえて⾒て。。 四川の⼤地震。。 チベットの問題。。 オリンピックはみごとに開催しました。。しかし今年の夏
に。。私は肺炎になりました。。 ⾦融危機は全世界に波及します。。以前くぎのようで。。どの国家をたたきたいならどの国をたたくことができるアメリカでも。。危機のお
かげで。。無数な⼈は失業に直⾯して⼼配でたまりません。。 はい。。しようがありません。。世界に対して。。私に対して。。へへ。。またでたらめをいいました。。 ま
あ。。何時間の後2009年になります︕︕ 2009この数字が好きです。。きっと好運のがあります︕︕ へへ。。ではありませんか。。オバマが⾔ったように。。少し変わるべき
です。。2009年に対して望みを満たします。。間もなくすべて歴史になります。。 突然あの歌詞を思い出しました。。とても強烈です。。“⽣命はもう開きました。。私は⼀
種の精彩を要ります BELIEVE ME I CAN FLY I AM SINGING IN THE SKY ⾵⾬あっても。。怖くありません”。。 友達。。2009年に頑張ってください。。またあの⾔葉で
す。。⼤切にするべきなことを⼤切にします。。ただ7ヶ⽉残った⽇本の留学⽣活をも含みます。。 注︓5⽇後学校に⾏きます。。olala。。o耶。。

曹 夢岩さんの⽇記



1 24

2009.01.24

今⽇はおおみそかです。。みんな春節おめでとうございます。。 私は昨⽇引っ越しました。。加藤お⺟さんは本当に良い⼈です。。加藤お⽗さんもいつも嬉しそうです。。お
ばあさんもいつも静かです。。本当にむつまじい家族です。。 今⽇学校に⾏ってクラブ活動に参加しました。。加藤お⺟さんはバス駅まで送りました。。家から駅まで歩いて
いた1分間で。。学校を通る⾞が4台通りました。。20分で学校に着きました。。ふふ。。本当に近いです。。その上。。待つ必要はありません。。本当に幸せです。。 加藤お
⺟さんが作った料理もとてもおいしいです。。ふふ。。

曹 夢岩さんの⽇記



1 24

2009.01.24

この前の⼆週間は。。ずっと学友の茜の家に住んでいました。。茜のお爺さんとお婆さんはとても親切です。。ほとんどずっと私と話しています。。私の部屋もとてもきれいで
す。。茜のお⺟さんは中国に⾏って帰って来た時また私の好きなおいしいものを持ってきてくれました。。 毎⽇弁当を作ってくれます。。便利は男⼦学⽣のより⼤きいで
す。。とてもおいしいです。。ふふ。。 もし朝⾬が降るならば。。また駅まで⾞で送ってくれます。。 晩シャワーする前に。。毎⽇早めに浴室の暖房をつけてくれます。。 私
と⼀緒に図書館に⾏って本を借りてくれます。。 彼らの家の本を私に貸して⾒せます。。 いつもおいしいものがあります。。いつも私にもくれます。。 出発する前にまたカス
テラを買ってくれました。。私の名前を書いています。。 本当にきまりが悪いと感じました。。しかし彼らは微笑んで⾔いました。。私がたくさん⼿伝ったと⾔いました。。
また⼦供に付き添って遊んで。。私といっしょにいるこの2週間ではとても楽しかったと⾔いました。。今後少なくとも毎⽉⼀回⾏きます。。本当に⼼からうれしく感じま
す。。。 本当にとてもラッキーです。。いつも良い⼈に出会います。。この2週間の感じ。。私も永遠にしっかり覚えます。。帰国した後。。きっと彼らに中国へ遊んでもらい
ます。。

曹 夢岩さんの⽇記



1 25

2009.01.25

今⽇は正⽉初⼀です。。突然ギョーザを思い出しました。。お⺟さん作ったおいしい料理をも思い出しました。。うん。。⾷べられません。。中華料理の特徴を調査します。。
みんなと⼀緒に分かち合います。。ふふ。。 中国の料理は歴代の宮廷、封建官吏と各地⽅の料理で構成しました。主体は各地⽅の特⾊の料理です。そのずば抜けた料理の技巧
と豊富な⽂化の内包は世界の⼀流と⾔えます。各地⽅の特⾊の料理の中に有名なのは数千種類あります。それらの料理は材料を豪華に選んで、精密に製作されます。品種は⾮常
に多くて、特⾊はそれぞれ異なっています。⾊、⾹、味、形、器良い調和を重んじて、世界で名声が⾮常に⾼いです。中国の料理は⻑期の発展と⾼まることを経て、光り輝く⽂
化を融匯し、各⺠族の料理の技巧の精華を集中して、中国の料理に⺠族の⾵格を持つ特⾊を形成させました。中国の料理の主要な特徴は以下のようです︓ ⼀:歴史は悠久です:
中国の料理の歴史は悠久で、⻑いです。(180の時に、料理の⽅法がありました)。歴代コックは⻑期の実践の中で豊富な経験と知恵を蓄積して、古代の書籍の中で多くの料理の
著作があります。その代表的作品は唐代の《吕⽒春秋-本味篇》と、清代の《⿑⺠要術》《従円⾷単》などがあります。それに中国の有名な料理はたくさん有名な歴史の典故と
関係があります。 たとえば四川のマーボ⾖腐、宫保鸡丁、江蘇の叫花鶏、福建の拂跳墙があります。すべて物語があります。 ⼆:⾊ ⾹ 味 形共にいいです 中国の料理は⾊、
⾹、味、形、器の良い調和を重んじています。そのため外形が美しくて、味が調和で、⾊合いが鮮やかで美しい特徴があります。その他、中国の料理は味の作⽤を⾮常に重視し
て、味第⼀主義です。⼗分に料理の技術を利⽤して、料理を⼝に合わせて、そして五味は調和します。特に⾊柄を合わせて、⾷品を彫刻するのも更に完璧的に結合しています。
三:材料の選択を重んじて、配料も巧妙です 中国の料理は材料を選ぶことを⾮常に重んじ、原料の産地を、季節、部位、新鮮さを重視しています。各種の有名な料理の材料の選
択はもっと精密です。(産地:陽澄湖のカニ、⾦華のハム、⻩河のコイなど。季節:清明前後のフナの⿂は最も肥えて、4-5⽉のカニは最も良くて、春のニラは⼀番いいであるな
ど。部位:ブタ⾁を例にして红烧⾁は⾚⾝と⽩⾝が層をなしているブタ⾁を使わなければならなくて、滑炒を作るときヒレ⾁を使います) 中国の料理の配料は巧みです。主に材
料を取っている広さに体現しているのです。"天に⾶んでいるのも、地上で歩いているのも、⽔の中で泳いでいるのも、⼟の中で植えているのも"すべて料理を作られます。広範
な材料を選んで、中国の料理に更に多彩にならせます。 四:料理の品種が豊かです 中国の料理は⾮常に豊富で、異なった地⽅の料理種類が20あまり種があります。各種の特⾊
の料理は10数万種類があります。世界の国家が⽐べることができないのです。⻑年以来、またどれだけの有名な料理は⺠間から宮廷の封建官吏へ伝わって、皇帝・将軍のごち
そうになって、後発展して有名なごちそうになります。(例えば:北京の"ロースト・ダック"、"しゃぶしゃぶ".広州の"烤⼦豚"などがあります。料理の品種は豊かであることは、
主に材料の選択が広くて、作る⽅法が多くて、好みが多様化に関係しています。我が国のコックは⻑期の実践で豊富な経験を蓄積して、たくさんの料理の⽅法を創造しました。
味の調和、⽕の運⽤も特別です。時には1種の原料で、異なっている作り⽅と違う調味料を運⽤して、製造した料理の⾵格が全く違います（外に焦げて中で柔らかです。柔らか
いことを求めならば、蒸します。スープが⽩くて味が濃いように求めるならば、煮込みます。) 料理の変遷は主に以下のいくつかの⽅⾯で体現して います: 1，作り⽅の上の変
遷。(変化が多くて、分枝が多い です) 2、味をととのえる⽅⾯上の変遷。(種類が多くて、組合せが多いです) 3、原料の⽅⾯上の変遷。(品種が多くて、製作の⽅法が多いです)
中国⼈の伝統的な飲⾷習慣は植物性材料を主としてです。主⾷は五穀で、⾷補は野菜で、少量の⾁類の⾷物をつけ加えます。この習わしを形成する主要な原因は中原地区が農業
⽣産を主要な経済⽣産様式にするのです。しかし異なった階層で、⾷品の配置割合は違います。そのため古代で在位者を“⾁類の⾷物者”と呼ぶことがあります。 熟した⾷品、
熱い⾷品を主としていることも、中国⼈の飲⾷の習わしの特徴のひとつです。これは中国の⽂明が⽐較的にもっと早くて、料理の技術が発達していることと関係があります。中
国の古⼈は︓“⽔居者腥，⾁臊，草⾷即膻。”と思います。熟した⾷品、熱い⾷品は“灭腥去臊除膻”できます（《吕⽒春秋.本味》）。中国⼈の飲⾷はかねてからレシピが広くて、
料理の技術が精致であることで世に名を知られます。史書はそう載せています。南北朝時代に、梁武帝蕭衍のコックは、１つのウリで10種類のデザインに化けることができ
て、１つの野菜で数⼗種類の味を作ることができて、料理の技術のずば抜けていて、感⼼させます。 飲⾷の⽅式上で、中国⼈も⾃分の特徴があります。これは聚⾷制です。聚
⾷制の起源はとても早いです。たくさんの地下⽂化遺物の発掘の中から明らかに⾒えます。古代キチンと聚⾷の所は統⼀のです。キチンは住宅の中央にあります。上にはたばこ
を出す天窓があって、下にはかがり⽕があって、⽕の上で料理を作って、⾷事者は⽕を囲んでご飯を⾷べます。このような聚⾷古俗は、ずっと後世までに続けました。聚⾷制の
⻑期的で広く伝わることは、中国が⾎縁関係と家族家庭観念を重視することが飲⾷の⽅式の上の反映です。 ⾷器の⽅⾯で、中国⼈の飲⾷の習わしの特徴ひとつは箸を使うので
す。箸、古代ははしと⾔って、中国に悠久の歴史があります。《礼記》の中でそういいました︓“饭⿉⽆以箸。”少なくとも殷商時代で、すでに箸を使って⾷事することが明らか
です。箸は普通に⽵で作って、ひとペアは⼿にあって、⾃由⾃在に操って、簡単で経済で、またとても便利です。たくさんの欧⽶⼈は東⽅⼈が箸を使うことを⾒て、最⾼のもの
を⾒たと感嘆して、1種の芸術創造と褒めます。実際に、東⽅各国は箸を使うその源は多く中国から出ました。中国⼈の祖先は箸を発明して、確かに⼈類の⽂明に対して貢献し
たことのひとつです。

曹 夢岩さんの⽇記



1 25

2009.01.25

春節おめでとうございます。。 私も2008年がとても複雑だと感じました。起伏に富んでいます。不思議なことがたくさんあります。。この年はとても速いです。。 要するに、
2009年、2010年、今後の毎年意義があるように過ごすことを望みます。。 私はもう⽣命を浪費したくありません。。おや。。突然とても“⽣命を⼤切にしたい”と思っていま
す。。 今⽇。。中学時代の⽇本⼈の先⽣と会いました。。奥様も来ました。。3年隔てて。。再びかつて2年私を教えた先⽣と奥さんの元気な様⼦を⾒ました。。。。本当にう
れしいです。。興奮します。。 先⽣は中国で私達といっしょにいた２年間について話しました。。とても良い思いでだと⾔いました。。ただたくさん中国語をマスターしなか
ったので少し残念だと⾔いました。。ふふ。。 先⽣は孫がいなかったなら。。たぶん現在まで中国にいるのでしょうか︖︖うん。。双⼦です。。今⽇写真を⾒ました。。とて
もかわいいです。。お嬢さんのようできれいです。。まだ1歳ですが。。すでに簡単な話ができました。。歩くこともできました。。とても偉⼤であるでしょう︖︖︖ふふ。。
今⽇やっとわかりました。。先⽣は早稲⽥⼤学卒です。。本当にうらやましいです。。 それからと先⽣と⼀緒に私の学校と牧野記念庭園に⾏きました。。冬なので。。植物は
すべて花が咲いていません。。しかし名前は本当におかしいです。ある種は意外にもひとりしずかといいます。。。 今⽇先⽣と私はとても厳粛な問題を話しました。。。今後
の⼤学と就職⽣活の問題についてです。。。この前。。ずっと⾃分を⼦供だと感じていました。。未来までとても遠いです。。⾔いかえればまだこれらの問題を考えたことがあ
りません。。しかしすでに⾼校⼆年⽣です。。確かに考えなければなりませんでした。。先⽣は今度会うときまでよく考えるようにと⾔いました。。それからまたアイデアを出
すのに⼿伝ってくれました。。。。突然未来に対して少し悲しいと思います。。 要するに。。今年の陰暦の元旦。。私は楽しく過しました。。

曹 夢岩さんの⽇記



2 19

2009.02.19

おや 適切に⾔いますと この5⽇はとても遅く過ぎました しかし 遅くてもやはり過しました この5⽇ 私の知恵を満たしている⼤脳は いっそう知恵を満たすようになりました 悪
くないですね 。。 ⾮常に不思議だと感じました 数年を過ぎますと この5⽇を思い出して 何を覚えていますか 憂鬱なかわいくて⼩さいホテル とても広くてきれいな⼤通り 7⼈
が⼤きいイチゴ学友の暗い部屋でのあれらの誠実と勇敢 それとも 親愛なる⽩いウサギとのあれらのいいえなくて許されない挙動ですか︖︖ふふ。。 おや 今から24時間カウン
トダウンして 私達はちょうど神⼾のお好み焼き店に座ってすきなキャベツを⾷べています。。私達はまた向こうへ⾏ったこの⽇のように過ごすことができますか たいへん後悔
します おや もしも時間は逆流することができるなら 私達はまたそんなに声がかすれるまで叫ぶことができますか 感じます おや おや はい 。。 でも 私はやはりとても喜んで
思い出します これらの若い時の軽はずみさ

曹 夢岩さんの⽇記



2 19

2009.02.19

明⽇は学校です クラブ活動に参加します 東京にいる⽣活を始めます 。。おや 朝みんなまだ⼀緒にいましたが いま私達はもう⽇本の各地にいました おや おや おや 。。
これは⽇本語で投稿されたものです

曹 夢岩さんの⽇記



2 22

2009.02.22

今⽇は本当に疲れました。 1⽇中寝ていました 神⼾に⾏って本当に良かったです。 ただ疲れたのです。 また昨⽇はテニス部活動があって 本当に疲れ果てました。 でも 今とて
も元気です。 寝るつもりはありません。 ましてひと⼭の宿題があります。 今⽇は私の親愛なる李越の誕⽣⽇です。 おめでとうございます。 こんなに多い誕⽣⽇をすごしても
私達はやはりこんなに若いです。 ⽣命は本当に⻑いです。 また知らない奇遇を満たします。。 今⽇ おいしいものをたくさん⾷べました。 ふふ 晩に加藤お⺟さんはエビのむき
⾝と⾚⾝ペペロンチーニを作りました。どのようにおいしいのは想像できますか。 その⾊はホテルで作ったのよりもっと⼈を惹き付けます。。ふふ それからニワトリの⾜を揚
げました。 ケンタッキーのよりもっとおいしかったです。 しかし⾟くないです。。 それから またいもチップを⾷べました。。。思わずまた神⼾を思い出しました。。 おや 感
無量です。。

曹 夢岩さんの⽇記



2 23

2009.02.23

今⽇⾬が降りました。 私はバスに乗るため 30分はやめに出て⾏きました。 ⾞の中には⼈がいっぱいいます。 道はやはりとても塞ぎます。 適切に⾔えば、そらが灰⾊で 道は
灰⾊で ビルは灰⾊で ⾬も灰⾊です。 灰⾊のなかで ついに満員になるバスを来るを待ち望みました。。とても感動しました。。 それからバスに乗りました。 ガラスをあけて
⾞の窓の外へ眺めます。 私の親愛なる林茉莉さん影。。私は⼀⽣懸命⼿を振って 彼⼥が上ってくることを望みます。 彼⼥は⼀⽣懸命⼿を振って すでに押し合ったという意味
を表しました。 彼⼥は次のを待ちたいと思います。 最後に私達のしようがなくてお互いの⼿を振ります。。。 今⽇の体育の授業は 依然として⾬が降るという原因で 体育の授
業はもう⼀度初級中学部の体育館の中で受けます。 2階では卓球を練習します。 1階ではサッカーの試合があります。 ゴールキーパーは2階から落ちた卓球を拾うため 私達は
ゴールを決めました。。。その後またかれの下からもう⼀度ゴールを決めました。。。悪くないわね。。このように勝ちました。。 部活動。。教室でダンベルを挙げます。 少
し⾯⽩くありません。。 私は本当に⾬の天気が嫌いです︕︕私の原本の楽しい⽣活はすべて混乱させました︕︕ 明⽇ 明⽇ 天気は晴れますか︖︖

曹 夢岩さんの⽇記



2 23

2009.02.23

それに 今⽇は加藤お⽗さんの誕⽣⽇です。 私はまたお⽗さんのおかげでおいしい⾷事を⾷べました。 適切に⾔いますと たとえ加藤お⽗さんの誕⽣⽇ではなくても 加藤お⺟さ
んも毎⽇同じようにおいしい⾷事を作ります。 ふふ 私は加藤お⺟さんの作った⾷事がすきです。 本当にとてもおいしいためです 。。ふふ だから私は幸せです。。ふふ 私は今
⽇⼝が依然として腫れていますが 意外にも 加藤お⺟さんは今⽇⼣⾷にそんなに多い肝臓の料理を作ってくれました。 豚レバー ニワトリの肝臓があります。。その上味は本当
に⾮常に良いです。 少しも⽣臭くていません。。明⽇⼝がよくなるかもしれません。。でも。。おや。。⼝がいつもよく腫れるため だからいつも肝臓を⾷べなければなりませ
ん。。今⽇⾷べたのは本当に最もおいしい肝臓です。。主にその材料がとてもおいしいためです。 ニンニクとダイコンにどんな⾮常に不思議な調味料をつけたのようです。。
またやきそばもあります。 ⼤きい碗で⾷べました。 ふふ 味は悪くありません。。恩 揚げジャガイモもあります。。おいしかったです。。いもチップと同じにおいしいで
す。。⾦⾊に輝きます。。 それからかき混ぜるスルメイカとキュウリがあります。。とても酸っぱいです 。。私はよく酸っぱいものが好きです。 最後に酢をも飲みました。。
加藤お⺟さんは私を笑いものにしませんだけではなく またいつも私にさじを探してくるように⼿伝います。。。。。。みんなは⾔葉がなかったか︖︖ふふ それから私は加藤お
⽗さんに誕⽣⽇プレゼンーとを送りました。 彼のとても意外です。 でもとてもうれしいです。 私は当然にとてもうれしくなりました。 でも 加藤お⺟さんは贈り物を送ってい
ません。 私は思わずそう感じました。 加藤お⺟さんは私に対して加藤お⽗さんより更に良いです。 加藤お⺟さんはその時私の学校まで⾏ってプレゼンーとを送ったためで
す。。私は本当にラッキです。 だから私は⾔うことを聞く良い⼦供になりたいです。 加お⺟さんを怒られてはいけません。。恩 私はこのように決めました。。 そう 今⽇⾷事
するときに また ⻲の甲より年の功 このことわざを討論しました。 最後にみんなはハッハッと⼤笑いしました。。少し卒倒します。。 うん その他に 明⽇は⾬が降らないと望
みます。 これは本当にとても⼤きい程度で私の良い気持ちに影響するためです。。恩 両⼿は合掌します 。。祈祷を始めます 。。この⽂を⾒た親愛なるあなたも。。 両⼿に合
掌してもらいます。。 祈るように⼿伝ってください。。 いいですか︖︖︖ふふ 。。

曹 夢岩さんの⽇記



2 24

2009.02.24

今⽇は⾮常に寒い 今週は時々⾬が降るそうだ。。悲しいよ。。 今⽇の古典は漢⽂を勉強してなかった 私はまったく出来ないんだ。。 先週学校には⾏かなかった 今週⾏っ
たら 何もできないと感じた 来週は試験なんだ また悩んでることが増えた そうそう 今⽇ ⼆⼈のクラスメートは北海道から帰ってきて 美味しいものを持ってくれ
た。。ふふ 彼⼥たちはほんとにえらい 先⽉ 東京に⾏っちゃった 今度は北海道なんて それに冬だし ⼆⼈の⼥の⼦だし もうすぐ試験だし。。うん ほんとにえらい 
⾃分はできない ⼀⽣⼀⼈でよく知らないところに⾏くなんてありえない。。 そうそう 来⽉ 加藤お⺟さんは私を連れて東京へ遊びに⾏くんだ〜〜楽しみにしてる〜〜ふ
ふ。。へへ。。ハハ。。

曹 夢岩さんの⽇記



2 24

2009.02.24

この2⽇間とても意識がぼんやりして過ごしました..ずっとこの交流センターにいます..みんなの⽇誌を⾒て...そう考えました...神⼾は1ヶ⽉前に⾏ったのようです..⻑い間遠く
なった感じ.. 今⽇部活動に参加しませんでした..直接帰って来ました..元来眠るつもりでしたが..帰って来た後..加藤お⺟さんを⾒て..困りません..今までです.. それから 加藤お
⺟さんはまたおいしいものを作りました..悪くないわね.. 加藤お⺟さんが作ったご飯は毎⽇異なったため..その上私も少し⼿伝って..だからいつもみんなに私が何を⾷べたことを
教えたいです..しかし..友たちに私が⾷べるのが多すぎるために⼼配させました..私は先にみんなにお礼を⾔います..それからみんなに安⼼してもらいます..私が必ずもっと太く
なりません..みんな安⼼してもいいです.. また..試験が終わったら私を連絡してください..

曹 夢岩さんの⽇記
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2009.02.25

昨夜 打撃を受けました。 1時半まで勉強しました。。今⽇8時5分前まで寝ました。 でも今本当に学校までとても近いです。 8時半に授業を受けて意外にも遅刻していません。
今⽇ 学校に⽕災の時緊急避難訓練があります。 みんなは本当に⽕災が発⽣したと思っていました。 廊下には⾚⾊の煙に充満しています。 しかしただ訓練するだけであること
を知る時 悠々と にこにこして 嬉しそうに 運動場に着きました。 それからまた遊びほうけて帰りました。 たとえこのようだとしても これらの訓練がないより良いと思いま
す。 また さっき私は本当に 笑ってよいか泣いてよいかを知りません。 私はまだ署名していないと思っていました。 悩んでいあるときいる時に意外にあの電報のパスワードを
発⾒しました。 もし誠実勇敢に漢字に書くならば より良いと思います~~~~ 恩 恩 。。

曹 夢岩さんの⽇記



2 25

2009.02.25

今⽇ ⽕災緊急避難があったので 学校が早めに終わりました。 家に着いたとたん 加藤お⺟さんは私を連れて⼤塚さんの家に⾏きました。。ひな祭りです。 私達は雛⼈形を⾒学
しました。 とてもきれいです。 だから ⼥の⼦はより幸せです 。。 ⼤塚さんもとても優しい⼥性です。 私の印象の中⽇本の美⼈のイメージにとても合います。 その上 ⼤塚さ
んの家は加藤お⺟さんの家よりは広くないですが(加藤お⺟さんの家が千平⽅メートルあります〜〜）とても⼤きいです。 その上 とりわけきれいな家です。 家は⾄る所に⽣花
に挿し込んでいます。 意外にもまた綿の花も挿し込んでいます。花瓶の中に挿し込むのです。 とてもきれいです。本当ですよ 。。 また 12歳の猫が⼀匹います。。とても太っ
ています。。 またおいしいおやつを⾷べました。 。。ふふ それから 加藤お⺟さんは今⽇三味線を教えるので 私達は30分後帰って来ました。 それから 加藤お⺟さんの⽣徒の
ことを⾔います。 今⽇は2⼈のとてもかわいいおばさんです。 ⼤崎さんはとても笑いを取る⼈です。 私といい勝負です 。。かおるさんはうちの学年の1⼈のハンサムな男に似
ています。 とてもかわいいです。 私達のもっと親しくなったら 写真を撮ってみんなにみせますよ 。。 それから 加藤お⺟さんはまた⺠謡を教えに⾏きました 。。 加藤お⺟さ
んは本当にとても忙しいです。。ご飯を作って またおばあさんを⾯倒みて それから⺠謡と三味線を教えています。 それに⾯倒絶えず私に配慮しています 。。だからつまりと
ても偉いです。。拍⼿します〜〜

曹 夢岩さんの⽇記
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2009.02.26

まず、清⽔先⽣と⼊⽮先⽣からもらったメールにお礼を⾔います。 しかしすべて⽂字化けしています。 だから分かりませんでした。 私は⽇本のヤフーのメールボックスがあり
ます。 連絡版に書きました 。。 今⽇私のかわいい弁当箱について話しましょう。 私がピンクが好きですから 私の湯飲み、箸、 飯茶碗、 スリッパ 、弁当箱と⾵呂敷 すべてピ
ンクの⾊です〜〜 うん、主題に⼊ります。 今⽇の弁当はとてもおいしかったです〜〜昨⽇作ったのは五⽬飯です。 今⽇はカレーピラフです。それから教室中に可愛い味が漂っ
ていました。 カジキは超おいしいです。 ふふ 午後古典は源⽒物語を勉強しました。 私はほとんど聞き取れません。 しかし私はとても杉本先⽣が好きです。。 それから 試験
するから部活動が中⽌しました。 だから私はすぐ帰って来ました。 それから寝ました。 ⽬が覚めた後に私が誰かが分からなくなりました。寝すぎたかもしれません 。。

曹 夢岩さんの⽇記



2 28

2009.02.28

ああ もう２⽉２８⽇になったね 去年の⼗⽉の時 ⼆⽉って 遠いところにあるって感じ でも ⼆⽉が来た それから去った 実は⾃分は時間の経つのが遅いものだとずっ
と思ってた でも ⽣きているなら その⽇がいつか来るはずだ そうそう まだおじさんの誕⽣⽇が来てない でも 明⽇になったら 彼の誕⽣⽇がもう過ぎた ふふ 不思
議だね そして 昨⽇のことを話そう 昨⽇ 朝から⾬が降った 体育授業で⾯⽩いゲームをやった 授業後 外には雪が舞い落ちてるところを⾒た 興奮しちゃった そして 
美術授業が終わってまた⾒ると 雪が⼤きくなった でも地⾯には積雪がなかった 落ちたとたん融けてしまった 残念 実は雪も可哀相だと思う この前の⼀秒がまだ舞って
るけど、次の⼀秒が消えてしまうんだ でも 雪にも尊厳を持ってるよ そうじゃないか ⼈に⿊くなるまで踏まれず済むんだ 最後まで純潔のまま それから 午後の保健授
業では緊急救助を教えられた 神⼾で習ったのとはほとんど同じだけど 今度のはもっと詳しい知識を勉強した そうすると 思わず印琪さんのあの写真を思い出した またそ
の五⽇間の時間を懐かしく思い始めた。。そうそう この前神⼾に⾏って お兄さんがいるようになった〜〜〜 学校から帰ってからすぐ寝ちゃった ふふふ 寝るってほんと
に幸せなことだと悟った 勿論 ⾷べることも 曹夢岩 ２００９年２⽉の最後の⽇ 明⽅楽しく書いた

曹 夢岩さんの⽇記
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2009.02.28

今⽇ 加藤お⺟さんはコンクールに⾏った 50曲ぐらいの歌があるそうだよ 彼⼥は三味線のレベルはもう神業の域に達してるので 試合の時、たくさんの⼈が伴奏をお願いして
きた 勿論 優しい加藤お⺟さんは全部承諾した だから 今⽇⼀⽇ 加藤お⽗さんと留守した そうそう 朝起きると もう昼ごろだった ⼀階に降りて ⾷卓を⾒ると わーい 
美味しい⾷べ物がいっぱいあった これは⼀⽇の⾷べ物だよ ⼤好きな鯛も⽫いっぱいだった それで 顔を洗ってから 思う存分に⾷べ始めた 実はちょっと恥ずかしく思った 
⽇本に来てもう半年なのに 今⽇は初めておにぎりを⾷べた とっても美味しかったよ そして 今⽇のカレーせんべいは特に美味しかった どこの名物だそうだ わざわざ注⽂し
てくれたよ ふふ そしてね いいニュースを教えてあげる もちろん⾃分にとってはいいニュースなんだよ えーと 3⽉6⽇ 親愛なる李越さんは 加藤お⺟さんの家で17⽇間
泊まるそうだよ ふふ 楽しみにしてるわ しかもね 11⽇から13⽇まで 李越さんの先⽣と三⼈で 京都へ出発するのよ  ふふふ 羨ましいね でも 知ってるの︖ 来週と再来
週は怖い試験なんだ 今度こそやばい 絶対 きっと 成績の点数は全部⼗点以下だと思う でも京都から帰ってから 成績が出るって これは慰めることなんだ ああ 今度は
諦めた でも 三年⽣になったら きっと頑張るよ 楽しみにしてね 今度こそ 信じてください〜〜 ＊＊＊2009年2⽉28⽇ 

曹 夢岩さんの⽇記



3 1

2009.03.01

今⽇スーパーマーケットにいってチョコレートを買いたに除いて ほかの時間はずっと家にいてぼうっとしています。 ⼤脳はずっとすばやいスピードで考えていました。 疲れた
から痛くなりました。 しようがありません。 今本当に煩わしています。 また宿題もあります。 しかしまったく書くことはできません。 どしょうかな︖ 映画を⼀本⾒て 感想
論⽂を書くのです。 英⽂の字幕で その上神⼾に⾏ったからまだ全体を⾒ていません。 どう書きますか。 悩んでいます。 今⽇⼀⽇ずっとこのことで悩んでいます。 今 やはり
どうしたらよいかが分かりません // 明⽇また学校に⾏きます。 この学期の最後⼀⽇です。 おや、とても速いです。 ２つの学期はすでに向こうへ⾏きました。 まだ最後の学期
が⼀つあります。 私達そろそろ帰らなければなりません。 離れがたいです。 また 少し地震を感じました。 でも地震がないかもしれません。 しかし とても焦慮しています。
曹夢岩 2009年3⽉1⽇ ⽭盾しています。

曹 夢岩さんの⽇記
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2009.03.01

勉勉强强还算是3⽉1⽇~~ 恩 我真是伟⼤的不得了~~ 我终于把那腻味⼈的作业勉勉强强的对付完啦~~~ 哦拉拉哦拉拉 啊哈哈啊哈哈~~ 内容如下。。。乌鲁鲁乌鲁鲁~~~
Snow Falling on Cedarsについての感想 第⼆次世界⼤戦が終わってからもう１０年経った。戦争の前からアメリカ⼈がアジア⼈に元々差別した上で、真珠湾事件もおこされた
に加えて、⼼の深くにひどい傷が残って、もっと⽇本⼈に憎みを抱えるようになってしまいました。このような背景ではある事件が出来た。 濃い霧が⽴ってた広い海に死体が
⾒つかられました。表⾯から⾒ると、もしかしたら、これは殺⼈事件だとされていました。それに⽇本⼈のカブオは容疑者と指されました。 イシュマルは記者としてこんどの
裁判について調査をして新聞に書く事と⾔われます。でももっとも驚いたのは、被害の妻は⾃分の初恋の相⼿なんだった。実はかれはもうカブオが犯⼈じゃない証拠が持ってい
ますが、でももし出すと、ハツエとは⼆度とミスしてしまうから、どうしようと迷っているところです。それにイシュマル⽇本⼈との戦争中で⽚腕をなくしてた。それにハツエ
に結婚しようといったら、断られました。それでかれもほかのアメリカ⼈と同じように⽇本⼈に反感を持って「⽇本⼈のハツエ嫌いだ」と思うようになってしまいました。 で
も、いまころ、本当に彼⾃⾝しか助けられます。切れない苦痛な思い出は何度も頭の中で映っています。しかし最後やはり助けてあげました。 それは何故だろう︖︖  学⽣時
代の仲間への深い感情︖ それとも ⼗四歳の頃 海岸でハツエと⾙を拾って遊び 森の奥でキスをした 同じ農場でいちご摘みをして働いた 杉の⽊のほらの中で⼀緒にいた
こと思い出したわけですか︖︖ それとも その弁護⼠の話のおかげで「⼈間は 時には あるきっかけとして すでの恨みや苦痛や偏⾒なんか全部消えられますよ」。。 それ
とも 時間と距離と関係なく ⼈間の⽣まれながら持ってきた⼈への思いやり つまり正義の⼒というものですかな。。  結局助けてあげる⼀瞬彼の⼈格が輝くようになって
きて、かつての苦労も恨みも知らないうちに消えました。 ハツエとの最後に⼤雪の中で抱え合ったシーンにはどのぐらいに⼈の⼼が打たれるだろうか︕優しい⼼はそのときの
⼤雪のように純粋で溶けないなんですよ。悲しい愛情はやっと⾼尚になりました。こんなにしずかな世界こそでは⼼の交流なところです。。 確かに⼈間とはどの国にも良い⼈
無悪い⼈もいます。戦争は⽇本⼈にも⼤きな被害をもたらしました。しかも、歴史というものはもう過去だ。何でもこれからだ。。もっと美しい世界はもうすぐ先だよ。。
これは⽇本語で投稿されたものです

曹 夢岩さんの⽇記
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2009.03.02

今⽇ あまりに感慨でした。 第2節の授業で 地域研究を発表します。 その後みんなはとても良くて、びっくりさせましたと⾔ってくれました。 ハッハッ 体育の授業で さわやか
です。 そのとき天気がよくて ついに外で受けました。 しかし先に3周⾛りました。 本当ですよ。 最もランニングを嫌いです ︕︕ しかし その後かわいい試合でした。 今⽇は
とてもすばらしいです ~~ 学校が引けた後、 学⽣会の会⻑に⼀時半数学を教えてもらいました。 結果はやはりあまりできません。 しかし彼はやはりそんなに凶悪ではないと
発⾒しました~~ それから 家に帰る時、 ちょうど突然氷のような冷たい⾵が吹き始めました。 とても寒くてたまらないです 。。たとえこのようですとしても コンビニを通る
時 アイスクリームを買いました。 みんなに⾺⿅者だと⾔われました。それにその可哀相なアイスクリームは本当にきれいではありません~~ 家に帰った後 おいしいものをたく
さん⾷べました。 特に ⼲し柿は超おいしかったです。 それにかわいいです。 ⼈の⾷欲を誘発します~~~やはりひとつで3百50円のものですよね~~ 最後 願いがひとつありま
す。 真剣に私の⽇誌を⾒て終わらないなら コメントしないでください。 どうぞよろしくお願いします。

曹 夢岩さんの⽇記



3 2

2009.03.02

⽇本へ来てから第1節の美術科から今まで ずっと倦まずたゆまず同じ事をしています 。。 ついに 今⽇に完成しました。 今その正⾯はすでに鏡になりました。 だから 私はとて
もえらいです。 写真はその絵です。

曹 夢岩さんの⽇記



3 3

2009.03.03

今⽇5時におきるつもりでしたが ⽬覚まし時計が鳴くと 眠くなって 引き続いて寝ました。 8時におきたのです。 顔を洗わなくて 朝ご飯を⾷べて 急いで出かけました。 出て⾏
く時 ちょうどバスが向通ったのを⾒ました。 そこでバスと競⾛し始めました。 ⾚信号で交差点で⽌まる時 私はちょうど⻘信号で⾛っていきました。 しかしやはり⾞についた
前にほっと息をついた時 ⾞の扉は閉じました。 それから他⼈の⽬をないものとして ⼀⽣懸命にすいませんと叫びました。 ついに運転⼿はきわめて⽢んじなくてドアを開けま
した。 バスに乗って ため息をつきました。 これは2009年3⽉3⽇ひな祭りの始めの10分間です~~~~

曹 夢岩さんの⽇記



3 3

2009.03.03

前をつなぎます。。。。 引き続いて 20分の後 私は学校の体育館に着きました。 遅刻していません。 私達は各位の先⽣の演説を聞き終わって 椅⼦を運び始めます。 2年3組の
学⽣は 全体の学校の中で最も疲れます。 私はちょうどこのグループにいます。 私達はすべての椅⼦を バトンのように 1⼈1⼈で⼀層運びます。 3階の体育館まで運びます。
終わった後 死ぬほど疲れました。 でも幸いに今⽇朝ご飯を⾷べました。 さもなくば本当にだめです。 それから みんなは体育館に座りました。 明⽇のリハーサルを始めます。
私は突然感じます。 卒業はとても偉いです。 卒業の時とても重々しいです。 しかし私 まだ3年あります。。。。 どうして中国では卒業式がないのですか︖ ⼤学⼊試の前の最
後の1回の授業は緊迫して窒息します。 その授業でみんな最後会います。 それから 学友間は互いにもしかすると⼆度と会えません。 とても感傷です。 だから私 今⽇思い切っ
て卒業式の雰囲気に浸ります。 ⻑い間⾃⼒で抜け出せませんでした。

曹 夢岩さんの⽇記



3 3

2009.03.03

つづき。。。。。。。。。。。 それに 明⽇制服を着なければなりません。 しかし、私は持ってません。 意外にも 晴⼦は昨⽇私が持ってないことを聞いて 今⽇彼⼥のを持って
きて私に貸してくれました。 とてもびっくりしました。 それから感動しました。 彼⼥は本当に良い⼈です。 それから彼⼥は今⽇また 源⽒物語を教えてくれました。 それから
家に帰りました。 それから ホストファミリーのお⺟さんは私にとても悲しいことを教えました。 たいへん悲しい事です。 ホストファミリーのおばあさんが今⽇突然倒れまし
た。 救急⾞で病院まで送りました。 今⽇から⼀週間⼊院します。 本当にとてもびっくりしました。 それにとても⼼配しています。 おばあさんはふだん体がとても良いし、 ま
たひな祭りの⽇なのに 突然⼊院しました。 私はとても。。。 それから 加藤お⺟さんとちらし寿司を作りました。 他にもたくさんのおいしいものもあります。 ホストファミリ
ーのお⺟さんは もし⾷べなかったら 将来嫁にいけないよと⾔いました。 そこで⾔う事を聞いてたくさん⾷べました。 その上 今⽇は意外にもまた加藤お⺟さんとお⽗さんの結
婚の記念⽇ですよ。 幸せですね。 きっとホストファミリーのお⺟さんは幼いとき、ちらし寿司をたくさん⾷べたかも知れません~~ 写真をたくさん写しました。 ホストファミ
リーのお⺟さんも ⻑いことこんなに幸せな⽇はありませんと⾔いました。 惜しいことにおばあさんはおいしいものを⾷べられないのです。 お⽗さんも病院に⾏きました。 私
とお⺟さん2⼈でとても楽しい祝⽇を過ごしました。 おばあさんがすぐによくなることを期待しています。 今⽇とてもうれしかったです。 ⼀⽣忘れ難いです。

曹 夢岩さんの⽇記



3 3

2009.03.03

写真を出すのを忘れてしまいました~~

曹 夢岩さんの⽇記



3 4

2009.03.04

今⽇，卒業式の時 私は泣きました。 どうしてであるか分かりません。 他の⼈が泣いているのを⾒て泣いたのかもしれません。 本来、加藤お⺟さんは今⽇⼤雪が降ると⾔って
朝おきて写真を撮るつもりでしたが おきて⾒て ⾬だと発⾒しました。 今⽇⻭医者を⾒に⾏きました。 私は2⽉10⽇から痛くなりました。 今までです。 私はとても⼼配してい
ます。 ⾍⻭だと思っていました。 しかし 医者に5回聞きました。 彼は絶対に⾍⻭がないと⾔いました。 また彼にそれではどうしていたいですかと聞きました。 彼はどのみち
病気ではありませんと⾔いました。 リラックスしてくださいと答えました。 また何⽇か過ぎてよくなると⾔いました。 私は安⼼していました。 加藤お⺟さんが私を連れて診
察していくことにお礼を⾔います。 加藤お⺟さんはとても良い⼈です。 本当にとても良いです 私は⽇本に来ていい⼈だけに出会います。 かわいい⼭本お⺟さんをも含みま
す。 また神⼾から買ったお⼟産を茜のおばあさんに送りました。 今⽇ 茜は私に 彼⼥のおばあさんはとてもうれしいと教えました。 来週の⼟曜⽇に彼⼥のところに⾏ってに住
ませます~~~ 加藤お⺟さんからも許可してもらいました。 ハッハッ 私は本当に幸せです~~~

曹 夢岩さんの⽇記



３５

2009.03.05

今⽇の気持ちは楽しいと⾔えます~~ 世界史を試験しました~~ それから帰って来ました。 今度ただ世界史を復習しました。 適切に⾔いますと 時間は⾜りません。 全部答え
られませんでした。 しかし答えたのは ほとんど正しいです~~ 明⽇どうしょうかなあ︖︖ 数学と古典です。 眠くてたまらないです。 とりあえず寝ます~~ おきたら復習しま
す。 そう、今⽇は⾮常に暖かいです~~ 春はきました︕︕︕

曹 夢岩さんの⽇記



3 5

2009.03.05

みんなに聞きます。 みんなはいつ試験し終わりますか︖︖ 何科⽬を試験しますか︖︖ どの科⽬ですか︖︖ 試験し終わったらまた学校に⾏きますか︖︖ 春休みにどれくらいで
すか︖︖

曹 夢岩さんの⽇記



3 6

2009.03.06

また⼆つの科⽬の試験が終わった 数学⼆の試験では、時間が⾜りなくて、⼤変だった あと20分だけ残ってた時 三分の⼆がまだやってなかった 幸い、先⽣は5分延⻑した で
もやっぱり四分の⼀が残った これでも満⾜したよ〜〜 古典 ちゃんと復習したよ ⾃分みたいな朝寝坊が好きな⼈は 5時半起きて、古典を暗誦するなんてえらいね でも、残念
ながら、復習した内容は試験に出てなかった ようやく⼀⽇休みができるんだ 明⽇から また頑張るよ〜〜 うん ⼤⾬が降った 帰る時 バスがなかなか来なかった 傘を差して
も 濡れた ⼩さい時から 傘をちゃんと差すことができない うっとうしい///

曹 夢岩さんの⽇記



3 6

2009.03.06

今⽇⼜⾬だ テストだし 早々と家を出た だって 結局 学校は未だ誰もいなかった あっ そうだ 今⽇ おばあさんやっと退院して家へ帰りましたよ 今⽇ 私座ったまま⼀時
間寝ました 不思議だよね〜〜 ⼤変疲れたからね でも あしたから⼜頑張りますから 今⽇こそ 良く休んで 疲れを取りたいですわ
これは⽇本語で投稿されたものです

曹 夢岩さんの⽇記



3 7

2009.03.07

今⽇ 本当に不思議だったわ ⼀⽇中 寝てたよ だから 未だ何も勉強していないわ いまから 勉強しなきゃ うん  テストが終わった皆々様〜〜 うらやましい〜〜 そうだ  
神⼾についての作⽂ 来週の⽕曜⽇書いても間に合いますね︖︖ あした 李越さんの荷物が届けるそうです〜〜わ あさって何時来ますか︖︖
これは⽇本語で投稿されたものです

曹 夢岩さんの⽇記



3 8

2009.03.08

今⽇家にいて1⽇中にぼうっとしました。 何をしていません。 何も勉強していません。 私は諦めたのです。 今テレビを⾒ています。 「⽥舎に泊ろう」という 如実に改作する
ドラマです。 とても⼈を感動させます。 加藤お⺟さんは涙を拭くティッシュを早めに⽤意しました。 このような番組を⾒て ⽣命の貴さを感じられます。 ⼤切にします。 突然
今⽇は国際婦⼈デーだと気づきました。 加藤お⺟さんに聞きましたが、 お⺟さんは⼤いに驚きました。 ⽇本⼈がこの祝⽇を過ごしていないと⾔いました。 ただ⺟の⽇だけを
過します 。。しかし⺟の⽇でも家事をしなければならないのです。 不公平でしょう︖︖ 今⽇おそばを⾷べました。  主旨いなあ。    そう、 午後敬語に関する番組を⾒
ました。 とても影響を受けました。 今後私も敬語を学ぶことを強化します。 早く試験を終わりましょう︕本当に悩んでいます。 たとえ勉強しないととしても やはりを煩わし
ます。⾖をうらやましがります︕︕︕⼩さな声で抗議します。

曹 夢岩さんの⽇記



3 9

2009.03.09

今⽇ ああ 現代⽂はいいけど でもocは 笑いたい。。 苦笑したい ⼤声で苦笑したい うん 明⽇はまた四つの科⽬がある そして終わるんだ わーい あと 越ちゃんは
来るよ ふふ 今⽇の天気がとってもいい 寒くないし で、気持ちもよくなった 帰る途中 バスで⼝を覆って、歌ってた〜〜 そうそう 昨夜の番組を⾒てから 涙を流した
よ 加藤お⺟さんとひどく泣いたよ ほんとに感動したわ  皆さんも⾒てね ほんとにいい番組だと思う 命の⼤切さを感じさせるよ そして⼈の価値も うん そして 最近 
兄嫁19歳を⾒てる 急に⾦在元さんがチョウ格好いいと思うようになった。。 皆さんも⾒てくださいね。。 中国の親愛なる咕咕哒さんからメールを送ってきた 韓国版の「花
より団⼦」を⾒てほしいって その主⼈公がとてもかっこういいって でも、期待しながら、写真を⾒ると がっかりした 想像してたイメージとは段違いだわ うん 信じな
いなら ⾒てご覧ね。。⽯川遼ほどかっこうよくないよ ＋＋ ふふ〜〜〜

曹 夢岩さんの⽇記



3 9

2009.03.09

今⽇の午後の3時に 越⼦は来ました。 たくさんのかばんを持ってきました。 私はとても感動しました。 しかし おや 越⼦は 感動する必要が完全にないと⾔います 。。~~憎み
ます え それから 加藤お⺟さんは外出しました。 晩ご飯は私が作ったのです~~偉いです。 7枚の⼩⽫と8つの碗があります~~とても誇ります~~しかし 適切に⾔いますと 加
藤お⺟さんはすべてよく⽤意したのです。 私はただ加熱するだけです。 それからすべて4分に分けて 机に置いたのです~~ 加藤お⽗さんとおばあさんはしきりにおいしいと⾔
ってくれます。 誇ります。ハッハッ~~ しかし その私の⾮常に憎んだ⼩越⼦さんは 意外にも何も⾔ってくれません~~怒ります~~だから碗を洗うことを⼀気に彼⼥に⼿渡し
ました。しかし みんなの熟知したように、私は⽣まれつき⼼根が優しいですから、 結局私はすべての碗を洗いました。~~賛歌~~ しかし 明⽇から 私はこんなに善良ではない
です~~~兄弟も帳簿を清算しますね~~ うん それから 私はようやくすべてやって終わりました。 ちょうど上へ上がって10分間を学びました。 明⽇また試験しますから。 そ
の越⼦はついてきました。 私にとても⾯⽩いテレビを上演していることを教えてくれました。 私に下りて⾒るかどうかように誘惑します。 私は半⽇の思想闘争をした後、 結
局やはり負けました。 だから今またテレビとコンピュータの前に座ったのです~~私は本当に意志が強靱ではありません。 みんなは思いきり私を教育して批判してくださ
い...// そう、 越⼦は明⽇から⾃転⾞で学校へ⾏きます。 ハッハッ 疲れるようになりますね~~ ちょうど地図を調べ終わりました。 本当に容易ではありません。 でも彼⼥が後
悔していないことをひたすら願います。 さもなくば1家の⼈に嘲笑されます ~~がんばれ// 私 明⽇どうしますか。 ⽭盾しています。

曹 夢岩さんの⽇記



3 10

2009.03.10

今⽇、試験全部終わった 明⽇、京都へ出発するよ 今になって、やっとその作⽂を完成した 成就感なんだ 寝るわ そうそう msnとqq番号を変更した 詳しくは連絡版を⾒てね
これからの三⽇間、ここに来られないよ 皆さん、頑張ってね

曹 夢岩さんの⽇記



3 13

2009.03.13

ただいま 疲れて死にそう 明⽇⽇誌を書きます みんなに具体的に報告します ああ 幸せすぎて死にそう

曹 夢岩さんの⽇記



3 14

2009.03.14

先に3⽉11⽇を⾔います。。 朝私は元来しかし6がつけるのが便利なことをします本当に⽴ち上がることができていないのだと考えます。。 ⽋けて10点(分)7がつけました 越
⼦がすべて私に⽐べて起きるのが早いことを発⾒します 揺り動かします 恥ずかしく思います。。 7.45は出発しました。。 それから私は太興のため奮起しました。。 ⼤泉学園
にあります 意外にも電⾞に乗る時巴加藤のお⺟さんの電⾞カードは詰め込んでそれまで(へ)切符の機械の中で詰めます 道理で私の後ろのおじさんは異様な⽬で私を⾒ていま
す。。 それから私のとてもきまりが悪い根の駅のおじさんは⼈のとても親切なのがそれを出すと⾔います それから私に教えます これは属してカードで払うでした 私は顔を⾚
くすることができます え 私はもともと知っているのです。。 それから込み合う電⾞の上にあります 突然な発⾒ 私の1匹の⽪の⼿袋 さっきカードをその機械の中に置かなけれ
ばならないためです ⾒積もるのは地の上で落ちるのです 私のかわいい左⼿の⼿袋 前回1匹の⽪の⼿袋をなくしました 私のお⺟さんは私のののしった⼝汚さを 私に今度が絶対
に更になくすことができないことを警告します しかし私それとも意気地がないなくすこと 私の苦しい亜。。 でも 私の履⾏した良い気持ちを破壊することができません 私はす
ぐに注意⼒の楽しみを転換して⽴ち上がりました。。 それから 新幹線の上にあります もっとの先⽣に会いました 。。 それから 天気は本当に⾮常に良いです 前回神⼾に⾏き
ます 話をして富⼠⼭を⾒るだけ 今度はついに個がきめ細かいことを⾒ました 揺り動かします とてもきれいです 写真は証明です。。 それから 加藤のお⺟さんは本当に善良す
ぎます 朝がとても早くなってきて私に先⽣にもっと良い弁当をしました え写真は証明です。。 またみんなにコーヒーを買いました。。 それから 私達は京都駅に着きました き
れいすぎて京都府に恥じません 写真は証明です。。 それから私達は半⽇荷物を預ける地⽅を探しました ついでに⼤きい⼤きいサイズのカステラといっしょに写真を撮りました
少し寒いです。。 それから 観光する⾃動⾞に⾏きました ⾦閣寺にずっと奔⾛します そこまで(へ) 少し下のようです⾬が降り出しませんでした しかし写真がきれいな写真をう
まく撮っているのが証明です 私3年前に 第1回の辺鄙な単語は⾦閣寺のこの地⽅があることを知っています とても遥か遠いと感じます 今すでにそこに⾏ったことがありま
す。。 それから清⽔寺⾼台寺に⾏きました 2年の坂 3年の坂 あまりにお菓⼦を揺り動かして多いを買いました。。 それから私達は電⾞をしてまた京都駅に帰りました ホテル
に帰って荷物を下に置きます 晩ご飯を⾷べて吐き出します ⽅来天をつなぐのはどこに贅沢な写真を超えます証明です。。 それから晩にまた京都塔の下で写真を照らしました
きれいな写真を超えるのは証明です。。 私は突然晩に京都塔が1本の⽩いダイコンのようなことを発⾒します。。 それから旅館に帰ります 私と加藤のお⺟さんがまた2千数円
の京都のお菓⼦を⾷べたのが私が2つ返事で⾷べますすべて ⽇どれ。。 それから眠る眠り1時になりました。。 これは1⽇⽬です 朝はまたある東京です 晩にすでに北京へ到着
してすべて⼀⽇遊びました。。

曹 夢岩さんの⽇記



3 14

2009.03.14

次に3⽉12⽇。。 朝朝ご飯を⾷べて、私は9袋の海苔を⾷べた。。 それからまた⾞に乗って東福寺 劝修寺 醍醐寺 万福寺 三室户寺 平等院 10円の硬貨の裏側の建築物と写真
を撮りました 1か所につくと  毎回最後にキャリッジリターンに帰る そして その⽇の昼ご飯はおいしい でも加藤ママは少し⾷べた ⼤部分は私にくれた ハッハッ。。 晩 おい
しいものを⾷べた 本当にたまらない⾖腐料理 ⼀⽣初めて世界でこんなにおいしい料理を知って でも⾮常に⾼い それから越さんらと別れてから またPRONTOに⾏っておいしい
ものを⾷べた あの⽇ママとご飯を⾷べることも1万万円以上かかった。。贅沢でたまらない。。そしてホテルに帰ると 夜中の2時まで⾷べた。。わあ 私は本当に雑談して本当
に⾷べることができる 。。ハッハッ それからまた眠る。。

曹 夢岩さんの⽇記



3 14

2009.03.14

三⽉⼗三⽇。。 朝もともと7時半で加藤と⽞関の外で集まり 私は32分で扉を開けると ママが外に⽴つことに気づいた 恥ずかしいね ママに待たせた。。 それから また朝ご飯
を⾷べるに⾏ったね。。加藤ママは依然としてあまり⾷べなかった 私はまた全部⾷べてしまった。。そうだ こんなに⾼くてこんなにおいしいものは浪費することができな
い。。 それからもともとは贈り物のを買うつもりだったが 8時半に店開けると書いたが ⼀つ開ける店もない。。残念だね でも 時間は浪費することがない すぐに⼆条城に⾏っ
た ⼤きすぎた 歩くだけで⼤体2時間 さすがに将軍の住んだ地⽅だね。。 それから他⼈から撮影を⼿伝った 意外に ええ 後の壁 ⼆条城のシンボル的な建物を撮らなかった あの
⼈  ⾔葉がなくなる。。ママと⻑い間笑った。。あの⼈⾺⿅ね。。 それから ⾼級百貨店に⾏った 感⼼する 加藤ママ 10分でひとペアの靴を買った。。私であれば10時間使
わなければならない。。 それから⾃由市場に⾏った 加藤ママは失った眼鏡と同じな眼鏡を買って 本当に良かった 分かるか 加藤ママは彼⼥が眼鏡を失うと、私も彼⼥より悲し
いと⾔った。。何とか同じものを探し当てた ええ 超個性のある眼鏡ね。。 それからまっすぐ京都駅に向かう また贅沢なおばんざいを⾷べた わーい おいしくてならない 本当
だ 。。写真は証明。。 午後また多くの贈り物を買った。。5時2分に 定刻に新幹線に乗った 追憶の満ちた京都旅はこれで終わった ⾞の上でちょっと眠った ⽬が覚めてからま
た多いものを⾷べた それで新横浜に着いた 。。 ⼤泉学園に着く時 実は私は何の望みを持っていなかった でもやはり聞いた 意外にも 11⽇になくしてしまった⼿袋は探し当て
た︕︕幸せに加藤夢の名前をサインしてから ⼿袋はまた私の⼩さい⼿に被った。。ハッハッ 今度の京都の旅 すばらしくてたまらない〜〜

曹 夢岩さんの⽇記



3 14

2009.03.14

今⽇私は早めに起きました。 実は早いとは⾔えません。 9時半です。しかしと⽐べて早いです。。 昨晩吹いた⾵はあまりに怖かったです。 ⼤変疲れたため、 ブタのように寝
ました。。 今⽇荷物は宅急便で家に送られました。 わーい。。加藤のお⺟さんは贅沢でしょうか︖︖実は荷物が多くないです。 。。 私は今⽇やっと気づきました。 300数枚
の写真を撮りました~~ 今⽇写真だけを⾒て 気持ちがとてもよくなりました。 ましてひと⼭⾷べました。 晩に加藤のお⺟さんは超おいしい料理を作りました。 普通の⼈が家
でそんなに⾼級な料理を作りません。。 それから 総括したいです。 京都の旅 本当に完璧です︕︕︕ 京都、全体的に⾔うと寺院は多くて 和服を着る⼥も多いです 。。 盆地な
ため ⾵が強くても寒くありません。。 道は⽐較的に狭くて 坂道は⽐較的に多いです。。 ⾖腐はおいしくてたまらないです。。 京都の⽅⾔は⽐較的に特別です。 しかし私はや
はり東京の発⾳が好きです。。 京都の電⾞はほとんどエレベーターがありません。 東京のほうがずっと便利です。。 しかし電⾞駅員の帽⼦はとてもおもしろいです。 あの帽
⼦を⾒て 知らず知らず加藤のお⺟さんが作ったチーズケーキを思い出します︕。。 眠くなりました。 寝っていきます。

曹 夢岩さんの⽇記



3 15

2009.03.15

今⽇ 加藤のお⺟さんは⺠謡の試合に参加しました。 私は起きたのが早かったといえます。 9時半です。 しかし越、 11時半ですね。⾔う⾔葉がありません。 朝ご飯を⾷べて散
歩に⾏きました。 意外にも学友に出会いました︕︕その時ぼうっとしていましたから 反応していなかったです。学友は⻑く笑いました。 とても恥ずかしいです。 それから帰
って来た後 また越と⼀緒に散歩に⾏きました。 もともとそのシーソーを遊ぶつもりでしたが すべて⼩さい⼦供が並んでいたので 私達に順番が回らないで、，残念でした。 そ
れから 私達が帰って来た後 本当にびっくりしました。⾃分のテーブルの上でおいしい⾷べ物が置いています。超美味しそうなお好み焼きです。 加藤のお⽗さんが作ったので
すよ︕︕裏にはすべて⼤きいエビです~~やった 本当に思い付かなかったのです。 加藤のお⽗さんも意外にもこんなにおいしいものを作ることができます~~ それから 3⼈は
いっしょに晩ご飯を作ります。 少し失敗しました。 ⾊は考えたのと全く異なっています。 しかし味は絶対におしいいです。 ただ⾊はよくないのです。しかし3⼈の気持ちがよ
くて おばあさんもおいしいと⾔ってくれました ~~~ ⾷べ終わった後 また果物です。 1⼈ずつ⼤きいバナナ⼀本と⼤きいミカンです 。。お腹がいっぱいでした︕︕ 晩に加藤
のお⺟さんは帰って来ました。 またおいしい特産物のお菓⼦を持ってきました 。。今お腹いっぱいになりました。 ︕︕本当に私が今⽇散歩に⾏ったことに喜びます 。。  

曹 夢岩さんの⽇記



3 16

2009.03.16

先ず⼤声で質問する。。。。どうして京都での写真を上がって来ないか みんなは⼿伝って 原因を考えてみて それから 今⽇加藤ママと⼀緒たくさんのおいしいものを作った
ああ 3時間かかった︕︕ ⽣まれて初めてくじらを⾷べる ああ ⼤変おいしかった ⽇本に来てから⾼級料理だけ⾷べたということに気づいた  刺⾝が⼤好き ︕︕ そして穂⽴
てご飯をも作った そして京都で買った⾖腐  おいしいので 何の調味料も置いてなく 元のの味〜〜    その上 取り上げに値打ちすること 吉孝兄さんは今⽇妻を連れて来た
ああ 写真よりずいぶんかわいい その上 ⼤変びっくりさせた 意外にも⼩栗旬とは初級中学のクラスメート︕︕︕ああ 私はその時越さんと⼤声で呼び出した 本当に嫁さんの腹の
中の⼦供をびっくりすることを恐れる〜〜 それから 多くの写真を⾒た ええ 他⼈の昔の写真を盗み⾒られて とてもうれしいね~~

曹 夢岩さんの⽇記



3 16

2009.03.16

写真

曹 夢岩さんの⽇記



3 17

2009.03.17

今⽇加藤ママはとても忙しいね 朝から今まで忙しくて  すぐ私と越ちゃんと⼀緒に⺠謡を歌うに⾏く ええ 私と越ちゃんといえば、今⽇歩いて公園に⾏った 私をびっくりさせ
た 越ちゃんはぶらんこができない 更に私にびっくりさせたのは 彼⼥はシーソーさえ座ることができない 半⽇も教えた ついに あのやつはうれしく⾔った 靴下 ⼀⽣の中で始め
てシーソーがこんなに⾯⽩いことを知った ⾔葉がなくなる 彼⼥はもとはシーソーがてんびんだと思った ああ すごい〜〜〜 でも それからお尻は痛くなった 私はずっと⼤いに
笑った 公園の中の⼈はすべて私を⾒る かまわない 私は⼀貫して気にかけない〜〜 それから その公園が少し寒いので  私達は加藤ママの帰って来る道中で彼⼥を⽌めるつもり
だ ついでに私達をつれてくる でも待ちに待ち ⾒られない 仕様なく歩いて戻るほかなかった。。 晩に⼤いに⾷べた 坐っていると、息が上がらない感じで 外に⾏ってみて〜〜

曹 夢岩さんの⽇記



3 18

2009.03.18

今⽇は学校に⾏ったね 午前は本当にくだらない ⾃習だ。。⾔葉がなくなる 午後 全学年でゲームをする 。。⾯⽩かったが 勝たなかった 当然に賞品もない まりなは嫉妬的に え
え 賞品はおやつ ⾷べると太くなると⾔った、，ハッハッハ それから 今⽇宿題がある 短句を書く、，ああ 必ず加藤ママに⼿伝ってもらい〜〜わあ それに今⽇おしるこを⾷べ
た 超おいしかった〜〜 といえば 越さんはもともと今⽇学校に⾏くつもりだったが 忘れてしまった 先⽣は電話を打ってきてやっと慌ただしく⾛っていった わあ ⾺⿅だろう で
も実は彼⼥が超かわいい しかし ⾦曜⽇にもうすぐ離れる どうする。。気がふさぐ

曹 夢岩さんの⽇記



3 19

2009.03.19

今 私は学校のある教室にいる ⼣べ、今⽇6時半に起きると誓ったのに、7時半に、加藤お⺟さんに起こされて、やっとぼんやりした⽬を覚ました。。。⽬覚まし時計は床に転ん
でいた。。。 今⽇は修了式だ つまり、⼤泉学園⼆年での最後の⼀⽇だ。。。帰国してもう⼀度⼆年の勉強をしないなら最⾼だけど、そういう幸運に恵まれない。。越⼦ちゃ
んはうわさによると、帰国したら、また⼆年⽣だと⼼配した ショックだったわ 私のほうはね、それはもう事実だ。でも、⼤丈夫〜〜そうしたら、将来仕事の時間は⼀年減っ
たことになるね〜〜〜なんてユニークな考え⽅だね︖︖︖ そして、⼀時間ぐらいバトミントンをして、汗まみれになった。半そでで⾷事をして、チョコを買った。。そして、
また⾷べ過ぎた。。。しょうがないさ、午後部活もあるから、たくさん⾷べないと、⼒が⼊らないよ。ええ、平気になった。。 また、⼣べのことを話すね。もともと5時半に⻭
医者に⾏くと予約したけど、6時5分、⺠謡の授業をしている途中、ふと思い出した、もう、すっかり忘れた。すぐ、⾶び出していったけど、道に迷っちゃった。そして、⼈に
尋ねた。やっと⻭医者の前に現れた。幸い、先⽣は暇だったから、⼤丈夫だった〜〜 それから、昨⽇⾃慢の短歌を書いた。正確に⾔うと、加藤お⺟さんの協⼒で、写真を⾒つ
けて、短歌を書いた。ふふ、でも、写真がアップロードできなかった 残念〜〜〜 毎⽇幸せだから、いつか突然それを失うのは怖いんだ〜〜

曹 夢岩さんの⽇記



3 20

2009.03.20

今⽇の気持ちはよくなりません。  池袋に⾏って、おいしいものをたくさん⾷べました。 それから 家に帰る途中 電⾞の中で幸せに泣きました。 4ヶ⽉でもうすぐ帰ることを
考えると 早めに離れたくない気持ちになりました。 今⽇、清⽔先⽣に会いました。 とてもうれしかったですね。 清⽔先⽣が⼦供が好きなことを発⾒したばかりです。 今⽇ 私
の親愛なる越⼦は離れました。 幸いに、またとても近いです。 あああ また寄宿家庭のお⽗さんとお⺟さんに来週の⼟曜⽇にいっしょに桜を⾒に⾏こうとを誘われました。 ふ
ふふ  来週の⽇曜⽇といえば 越⼦と何健のところに⾏くんだ〜〜本当に忙しいわ。

曹 夢岩さんの⽇記



3 21

2009.03.21

今⽇吉孝兄は帰って来ました 適切に⾔うと 昨夜帰って来ました 午前に加藤お⺟さんと⼀緒に吉孝兄をマッサージをすることに送りました 待つ時間に私と加藤お⺟さんはショ
ッピングに⾏きました 加藤お⺟さんはまた⼀本の中⽂書を買いました 4⽉から中国語を学ぶつもりです もしかすると加藤お⺟さんが⾳楽を学ぶのでしょうか 中国語の4声の発
⾳はとても標準的です ⽊阴を学ぶのも速いです 本当によかった それから 今⽇吉孝兄は以前より話が多くなりました 突然この前李越が私に⾔った話を思い出しました 思わず笑
い出しました といえば 午後私と加藤お⺟さんは李越の今の泊まる家庭に⾏くつもりです 当然に⼊り⼝で⾒るだけ 4周回っても探し当てていませんでした 帰って来るほかあり
ませんでした 道の辺の桜は4株咲きました 好きなピンクです とてもかわいいです 昨⽇まだ咲きていませんでした 今⽇咲きました もしす全部咲いたら 本当に天国のようですね
晩太⿎の授業に⾏きました とてもにぎやかです みんなもすべて友好的で 中に⼊ると 加藤お⺟さんの思うどおりに ⼤崎さんが⼤声であらを叫んで  ゆめちゃん それで
私と加藤お⺟さんが⼤いに笑いました  私も太⿎を試みました やはり想像より難しい 今晩ステーキを⾷べました  おいしい  今⽇の午前に私と加藤お⺟さんが多くのお饅頭
を作りました 加藤お⺟さんの作った饅頭は外の⽐べるとおいしい 私は今⽇4個⾷べましたね

曹 夢岩さんの⽇記



3 22

2009.03.22

今⽇、⽇本の舞踊を⾒ました。 着物を着てる⼥はほんとうにきれいだねと気が付きました。 そしてアンバンマンの展覧会に⾏ってきました。可愛かったです。 そして皇居、銀
座も⾏きました。 写真をたくさん撮りました、 疲れてしまった 楽しくてたまらなかったです。 ⾬が降っていたけど。 でも、今、カメラの電池が切れてしまったから、明⽇
写真をアップロードするね。 加藤お⺟さんと、とても⾼いものを⾷べました〜〜また⾷べすぎになった。。 でも、わーい、今⽇は最⾼だったよ〜〜

曹 夢岩さんの⽇記



3 24

2009.03.24

今⽇部活だった 超疲れた しかも これからずっと⼆週間あるよ 〜〜 今⽇ 先輩たち来ました たのしかったよ それに ひろきくんお姉さんもきた ビックリしました 
顔にていますけど でもせいかくぜんぜんにていないわ 〜〜うん ⼀年⽣今⽇午後補修ありますから ⼆年⽣も⼤体塾⾏っちゃったし 最後⼥⼦は私と部⻑だけ残しました 
さむいし 疲れたし わわ
これは⽇本語で投稿されたものです

曹 夢岩さんの⽇記



3 25

2009.03.25

今⽇はもともと7時20分に起きましたが、あんまりにゆっくりしていたせいで、9時の部活動は意外にも10分遅刻しました。5周⾛りました。⾔葉がなくなりました。⾃分に対
して。 10時半になって、⾬が降ったので みんなは練習しないいで、全員家に帰りました。加藤お⺟さんが私に⼼をこめて作った弁当はそのまま家に持っていく︖︖ だめで
す。それで、みんなは更⾐室に座ってしゃべりながら⾷べました。でも、本当のことを⾔うと、更⾐室ではあまりおいしくない〜〜。 そして、今⽇吉広兄は帰りました。 加藤
お⺟さんはまた彼らを送っていきました。わーい 幸せね でも私もちょっと回りました〜〜。

曹 夢岩さんの⽇記



3 26

2009.03.27

今⽇部活動の時 転んじゃった。 地の上にうつ伏せになってしまった 完全に。。 そういえば、⼤地とこんなに親密に接触したのは初めて。 そして、昼には⼤いに⾷べました。
友達とバーミヤンに⾏って  エビチリ アイスを⾷べたよ。 それからコンビにに⾏って 1リットルの⽜乳コーヒーを買った 超安い 118円 今⽇だけ〜〜。 でも 午後練習
する時 おなかが苦労した〜〜〜〜〜誇張じゃないよ。︕︕ 明⽇は解放されるね〜〜〜拍⼿〜〜。

曹 夢岩さんの⽇記



3 28

2009.03.28

今⽇李越と彼⼥のホストファミリーと⼀緒に、桜を⾒に⾏きました。 疲れたけど、うれしかった。 路が渋滞して、 ずっと⾞の上にいると感じました。 公園の中で⼈は多い、
みんなは⾷べていたり、 チャットしています。 今⽇また折り紙ができました。 喜んでいます。 たくさん⾷べました。 必然的です。 問題は 、 それから私は李越とマクドナル
ドに⾏きました。 李越の新しいお⺟さんとよく話します。 彼⼥は中⽇韓の三国⾔葉ができます。 本当にすごい。 ⾞の上でずっと韓国語の歌を放送しています。 好きな韓国芸
能⼈のことを話しました。 彼⼥は李秉憲が好きです 。 李越は裴詠俊が好きです。 私はやはり宋承憲が⽐較的にいいと感じます。 今度またいっしょに遊びに⾏きます。 幸いに
住むところが近いです。

曹 夢岩さんの⽇記



3 29

2009.03.29

今⽇私は気が狂ったかもしれません。 意外にも朝12時に起きます。 それから午後5時から10時まで寝ました。 私が寝て狂いました。 加藤お⺟さんがいつ帰って来るのも分か
りません。 今週本当に疲れたかもしれません。 そして、 さっき中国の友達のメールを受け取りました。 ⾼校⼆年の前学期は最も疲れる時間です。 物理、歴史と地理は全部試
験があります。 また⽣物も加わりました。 そして、幾何も。 恐いです。 どうしましょうか。 みんなは恐いですか。 いい加減にしましょう。 今悩んでもだめです。 そして、
そう⾔っても、⽇本に来るこの⼀年を後悔しません。 それに、 加藤お⺟さんの家に来て、 まだ区役所で住所の変更を⾏っていませんでした。 ですからその定額給付⾦は届か
ないのではありませんか。 もし私は明⽇区役所に⾏けば、間に合いますか。 ついでに、 その区役所は何時開けますか︖? ええ、 ちょっぴり狂まして、申し訳ございません
ね。 許してね。。

曹 夢岩さんの⽇記



4 4

2009.04.04

ずっと⽇記を書いてなかった。 とっても忙しくて。  ふ〜 3⽉31⽇  加藤のお⺟さんとパーティーに参加しました。 たくさん⾷べたよ。加藤のお⺟さんは私の⼀番⼤好き
な まめかぼちゃ を作ってくれて、 他の⼈もおいしいものをたくさん持ってきてくれた。 その後皆でまた歌を。 加藤のお⺟さんは三味線を弾いて、歌も歌って。 私はね、
お腹がいっぱいで、写真ばかり撮ってたよ。 うんうん。そんな感じで10時になって、優しいおじさんが私たちを家まで送ってくれたの。はは。たくさんの桃の花ももらった
よ。 それを⽞関に飾って、また写真をたくさん撮って。 それから驚きの発⾒。⼤好きな越越が描いたあの絵、すっごく気に⼊ったよ。 早く同じものを描いてまた私にちょうだ
い。 あとは、⼤きなひょうたんを抱いて写真。気持ちいい ん〜、写真を載せるね〜〜。 

曹 夢岩さんの⽇記



4 4

2009.04.04

それから、エイプリルフールのことを少し。 この⽇⽣まれて初めて⼀⼈でご飯を作ったんだよ。 午後⼀時から、何を作るかを考え始めて、 ワクワクしてしょうがなくて、 ネ
ットでも調べたんだから。 そして、 5時半。 ご飯の完成。 でも⾊が少し濃い⽬。 ネットで調べたのとは少し違ったけど、 私は結構満⾜。 だって、味もそこそこおいしか
ったんだよ。 家族の皆、喜んでたいらげてくれたよ。 ハハ これからはちょくちょくご飯を作っていこう。 うん、達成感でいっぱい〜〜

曹 夢岩さんの⽇記



4 4

2009.04.04

4⽉2⽇ またギョーザを作りました いいタイミングで 吉宏君と亜由⼦さんも帰ってきました 具を刻むところから全部⼿作り ヘヘ おいしいよ フフ ⾃分でもそう思う~~ 焼
いたのは 加藤のお⺟さん 最後の最後はこわかったからね ⾃分でやったら失敗しそう いい出来~~ それから加藤のお⺟さんとドライブに ドライブが⼀番好き ⾞から東京の
夜景と夜桜⾒物 最⾼~~    おっと、いい忘れていたけど どうしよう テニスのおかげで 超まっくろ 明⽇も出かけて 写真撮るのに どうしよう アセル~~

曹 夢岩さんの⽇記



4 4

2009.04.04

なんてこと たくさん書いたのに さっき、うっかり全部けしちゃった ウワー ショック もうアッタマにきた だから簡単に書くね 昨⽇東京の有名な公園に⾏ったの 公園はすご
い⼈ごみ 桜がいっぱいでまるで天国 加藤のお⺟さんといっしょにつくったお弁当と ⼤好物の焼きトウモロコシを⾷べたの ボートに乗ったけど⼿漕ぎのは初めて だからはじ
めは思った所に漕げなくて 加藤のお⺟さんが教えてくれたのでなんとか少しできるようになりました 船の上でも三脚をたてて ウン 両岸の桜みんなきれいだった~~ ⼤きな
桜の⽊に登って写真も撮りました それから「トトロの世界」にいきました 加藤のお⺟さんは2週間も前からチケットを予約をしてくれたんですって フランス⼈が多い~~ も
ちろん三脚もまたたてて~~ それからガストでいっぱい⾷べました 吉祥寺のデパートでたくさん買いものもして 何より嬉しかったのは京都で4箱も⼀⼈で⾷べた⼋橋が買えた
こと~~ さあ、家に帰って 爆睡だ~~フフ

曹 夢岩さんの⽇記



4 4

2009.04.04

今⽇お昼の2時に起きました 15時間も寝た~~ でも今もまだネムイ… もうちょっとしたら寝よう~~ 明⽇は朝5時起きだ~~

曹 夢岩さんの⽇記



4 7

2009.04.07

おとといのこと 朝早く起きて 5時半きっかりに加藤のお⺟さんのトトロスタイルの⾞で出発。 私のスーパーファンタスティックな⼀⽇の始まりです。 時間が早かったので ま
だ路上には⼈影がありません 桜はホントにきれいに咲いていて うわあ まず⻑野県へ直⾏ まわりは⼭で囲まれています。 南アルプス ⼋ヶ岳 私は⾞から写真を撮るのに夢中
だって雪に覆われた⼭は 格別な美しさ 今の季節だけ⾒れる⾵景かな でも残念だったのは カメラの電池が切れそうになったこと どうしよう 頼みの綱の 加藤のお⺟さんに聞い
てみたら お⺟さんのカメラの電池ももうすぐなくなりそうだった がっかり このあと何⽇も出かけるのに カメラさん どうして私たちみんな充電を忘れていたの~~ カメラは
極⼒、少しずつ使わなくては ⾏ったところで 三脚を⽴てて とりあえず 1枚ずつ 今⾒ると 超クレイジー~~ ⻑野のことよね まず加藤のお⺟さんのお友達の家へ くねく
ね道で ちょっと迷ったけれど でも私の⼤好きなタイプの素敵な建物が曲がりくねった細い道の先に⾒えてきて 坂を下るとき 気分は最⾼に爽快~~ そのお友達に家に着い
たけれど 誰もいなくて ちょっとがっかり すごく素敵 全てカナダからの輸⼊材で ⽊の⾵合いがよくでていたの まるでハリーポッターにでてきそう そのあとアウトレット
モールへ アメリカみたい このときお友達から連絡が⼊って 帰ってきたとのこと 私たちはまた⾞で引き返しました 今回はちゃんと⼊れました なかは超きれいで まるで王
⼦様とお姫様が住んでいそう すっごく雰囲気があって もちろん許可をとって写真を撮りまくりました そしてまたアウトレットモールに戻って おいしいものを⾷べました~~
それから⼭梨へ 「やまなし」県なのにまわりはぜーんぶ⼭~~ ハハ それから河⼝湖へ 本当は富⼠⼭も⾒に⾏くつもりだったけれど 遠くからでもよくみるはずだったから 
でもガスがかかってきて まったく⼭が⾒えない でも湖はきれいだったよ~~ そして帰宅 横浜も通ったけれど夜景がすごっくきれいだった~~ フウ ファンタスティックな⽇
帰り旅⾏ 16時間~~

曹 夢岩さんの⽇記



4 7

2009.04.07

昨⽇の夜 お花⾒に⾏ったよ すっごく綺麗〜 そうだ 明⽇から授業だね すごく複雑な気分 うん この学期が終わったらもう帰るんだね はあ 確かにお⺟さんにはすごく会い
たいけど 加藤のお⺟さんや ⼤好きな先⽣やクラスの友達とはお別れしたくないよ それにずっと私を⽀えてくれているセンターの先⽣達。。 うん 楽しいことを話そう はは 
中国国内のなんとかっていう雑誌社が 私の学校から表紙に乗る⼈を選んだんだよ 全部で７，８⼈かな それでなんと、私選ばれたんだって〜〜 友達のメールで知ったんだけど
はは すごく笑えるでしょ 私たちの中三の卒業写真から選んだんだって ⾔っとくけど はあ あの時今より11キロも軽かったんだからね〜〜 もし私が中国にいて 本⼈を⾒ら
れちゃったら ショックで倒れちゃうよ〜〜 ん あの頃を思うと はああ 何も⾔うまい ダイエットだ︕︕  

曹 夢岩さんの⽇記



4 8

2009.04.08

今⽇は始業式 新年度がはじまりました 転校⽣もたくさんきました 韓国からの留学⽣も それから中国から来た⽇本⼈の⽣徒も それから椅⼦運び 明⽇の⼊学式のためです ホン
トたいへんだった そうだ 新しいクラスも決まりました ⼤好きな森本先⽣ 私たちのクラスの担任ではなかった  ちょっと残念 帰宅後 三味線のお稽古 緊張 汗かいちゃ
った しばらく練習していなかったから 前に覚えたことみんな忘れちゃった ウーン ⼀からやりなおし~~ よし、がんばるぞ また桜を⾒に⾏こうかな ねえフフ

曹 夢岩さんの⽇記



4 9

2009.04.09

今⽇は⼊学式 私は歩きで学校へ 加藤のお⺟さんと三脚を持って 歩きながら撮影 桜が舞い散る様⼦はとてもきれい いつのまにかみんなが幸せ 三脚を使うので ⾚信号のときは
道の中間で⽌まって写真を 思ったよりも時間がたっていたので 気づくのが遅く 最後の⼀枚を撮ってすぐに 通りかかったバスに乗り込んだの 加藤のお⺟さんは間に合わなくて
まるで私が突然消えてしまったように思えたでしょうね 学校に着くまで加藤のお⺟さんに申し訳なくて 学校についたら 先⽣が1時間半ほど休みなさいと⾔ってくれたので も
のも⾔わず`` 公衆電話までダッシュ やっぱり加藤のお⺟さんはもう学校の近くまで来ていて すぐお⺟さんを迎えに⾛って写真を撮ったの 何を考えていたかわかるかな ハハ
私たち⼆⼈、道で三脚をかついで撮影`` それから 午後は⼊学式~~ 新1年⽣は25⼈~~少ないなあ でもみんなとてもいい⼦たちみたい~~ 校⻑先⽣はモーニングを着て あら
新鮮~~ PTA会⻑がお話の中で チーズはどこへ消えたの話を引⽤して 他はよく覚えていないんだけれど 暑いぐらいで うとうととしてしまって でも校歌をうたうときは 
⼤ハリキリ~~ 放課後.,, テニス部は新⼊⽣歓迎の練習⾵景の劇の準備 だから明⽇もまた早く学校に⾏かなくちゃ~~ちょっと不満，， 学校からわりと近くに住んでいるからま
だいいけど~~ ハハ 吉宏お兄さんが今⽇もきました 加藤のお⺟さんと⼀緒にごちそうを作りました 写真アップするね~~

曹 夢岩さんの⽇記



4 10

2009.04.10

今⽇の午前中にまた三年⽣全員でゲームをしたんだ 結構⾯⽩かったんだけど なんていうゲームなのかは分からない その後、みんなでグループに分かれて 地図を⾒ながらそれ
に沿ってクイズの答えを探す、ということをしたんだけど 例えば、中村さんちの家の前の⼩さな天使の⼿の中には何が握られていますか︖とか 佐々⽊さんちの家の前のフクロ
ウは全部で何匹いますか︖とか 桜公園の桜の⽊は全部で何本ありますか︖とか ⼀番可笑しかったのが、⻭科医院は平⽇何時に閉まりますか︖という質問でね 答えは６時半だっ
たんだけど ふふ、すごい⾯⽩かったんだぁ 太陽の光がさんさんと降り注いで…桜の花びらはひらひらと舞って… 学校の周りにあんな⾊んなものがあったなんて初めて知ったよ
ふふ、みんなで⼀緒に地図を⾒て、クイズを読んで、わいわいがやがや すごく楽しかった もし中国の学校にもこんな感じの活動があったらどんなにいいだろう あ、それからみ
んなで鎌倉に⾏ったときに撮った写真の短歌の選考会もあってね もちろん私はそのとき京都に⾏ってたから 作った短歌も京都に関するものばかり それから午後は体育の授業で
めちゃくちゃ⾯⽩いゲームをしたの だけど私が何回もボールに当たっていたからか 授業のあと、みんな私に⼤丈夫だった︖って聞いてきてね ふふ、そもそもこれは⼈にボール
を当てるゲームなんだから当たって当たり前なのに ただ私がボールに当たるときだけ何故かすごいひどいことになってるみたいで… まぁ全体的に楽しかったからいいかな ふふ
ふ〜〜

曹 夢岩さんの⽇記



4 11

2009.04.11

今⽇は⼀⽇テニス部の活動に参加していたよ 疲れてもう駄⽬、、 ん 来週試合があるんだ ⾃分に納得がいかなくて、⼆⼈の⼦が泣いたの その内の⼀⼈は⼤好きな夏夏・・ 彼
⼥が泣いているのを⾒て 私も悲しくなったよ 普段はあんなにも⼈を元気づけたり勇気づけたりできる夏夏なのに・・ 実際には 彼⼥はテニスとってもうまいんだよ 私は試合
には出ないから プレッシャーがないっていう⾯では 楽なのかもしれない でも以前バドミントン部だった時も あんまり重視されていなくて  少し傷ついた 何も正式に伝え
てもらえなくて ん 明⽇ また遊びに⾏くんだ 今⽇はついに⽇焼け⽌めを塗ってみたんだけどね 帰ったら加藤のお⽗さんに焼けて⾚くなってるって⾔われちゃった。 アンパ
ンマンみたいって、、 うーん どうしよう ⼈間が紫外線で⿊くならなきゃいいのに でも紫外線がなかったら ビタミンDもないわけで そんなの困っちゃうよね ううーん 
まいっか ⾃然の摂理に従いましょ

曹 夢岩さんの⽇記



4 13

2009.04.13

昨⽇ 埼⽟県に⾏ってきました 前に住んでいた埼⽟とはまったく違う感じです 前のところは東京みたいでしたが 今回のところは完全にいなかです 森林公園に⾏ってきました 景
⾊はとてもきれいでした もう桜は散っていたけれど 新緑が映えてとても美しかったです みんなで芝⽣の丘に座って⾷べながらおしゃべり いろんな種類の⽝が⾛り回って アイ
スも⾷べました 超おいしかった~~ それから加藤のお⺟さんが泊まる宿へ きれいな所でしたよ 2004年に天皇陛下もご夫婦でいらしたのだとか 温泉につかって  いい気持
ち  東京の温泉よりすいていて  ホント最⾼ そのあと⽇本の居酒屋に初めて⾏って 有名な焼き⿃を⾷べました 韓国料理屋にも⾏って たくさん⾷べておなかがもうはちき
れそう 今⽇から学校なので越⼦と私は電⾞でもどらなければいけませんでした 駅までとんで⾏って私たちはまた1時間半近くかけて帰ってきました 家に戻ったら、なんと加藤
のお⽗さんが私たちの帰りを待っていてくれました もう申し訳なくて 加藤のお⺟さんは家に⼊る⽅法を私たちに教えてくれていたのですが 加藤のお⽗さんは深夜まで起きて私
たちの帰りを待っていてくれたのです。 お⽗さんに悪いことしちゃったなあ。。 それから ハハ 越⼦もながくいられないので こうして慌ただしくお別れをして 彼⼥は帰っ
て⾏きました 私も寝ました おかしなことに 興奮しすぎて1時になっても寝付けません 写真を⾒ながら⼀⼈布団の中でニタニタしていました 本当に眠れないどうしよう 1時
10分 起きだしてパンをふたつパクリ やっと消化し終わった胃に もうひとがんばりしてもらわなくちゃ ウン これでウトウトしてきて 眠れるぞ~~ 私のカメラのはサイズ
が⼤きかったので写真はアップできませんでした 今⽇加藤のお⺟さんが帰ってきます 今晩お⺟さんのカメラの写真アップするからね~~

曹 夢岩さんの⽇記



4 13

2009.04.13

毎朝加藤のお⺟さんが起こしてくれると信じているからか いっつもガンガン鳴る⽬覚ましの⾳に気付かないの~~ なのに今⽇は7時にひとりで起きれました それから学校へ 
ウン 今⽇の環境科の授業はむずかしそう でも⾃分で選択したんだから ⼀⽣懸命がんばらなくちゃ︕ それに体育が2時限と 部活が⼆時間半だ~~ もうバテバテ だから 
ウッシッシ ご飯⾷べに⾏こうっと~~

曹 夢岩さんの⽇記



4 13

2009.04.13

間違えちゃった 今⽇の午後は体育が２時限じゃなくて 新⼊⽣の部活動紹介でした 私はテニス部 テニス部では劇をやりました そして 部活に参加したのは たったの⼆⼈ 
疲れた 精神的にも疲れたよ`` 加藤のお⺟さんが帰ってきたので、写真アップするね~~ これから⺠謡のお稽古です いってきまーす~~ 

曹 夢岩さんの⽇記



4 14

2009.04.14

今⽇は新⼊⽣歓迎会~~ 超楽しい⼀⽇~~ かわいいイベントもりだくさん 男装もあって 「ゆかり」が本当に男だったら ⼥の⼦はみんなメロメロだよね~~ それから 普段は
とっても男らしい「はぜはら」くんが なんと⼥⼦の制服を着て ブロンドロングヘアーのかつらをつけて 派⼿なお化粧をして 登場したの もうみんなびっくり︕︕おかし
すぎる ハハハ テニス部の部⻑が~~ハハハハハ もちろん ダンスや歌やゲームも~~ もう、おどろかされてばかり だからこの学校に来て本当によかった この学校じゃな
きゃ、ぜったいこんなことできないよね~~ あんまり素晴らしかったので 最後の⽅で新⼊⽣が三⼈、感動してしゃがみこんでいました︕︕ ウンウン そうそう 新しい友達も
できました 三年4組 彼⼥は⾹港から来て 英語 フランス語 ⽇本語 広東語がペラペラ~~すごすぎ︕︕私は広東語が出来ないのでちょっと残念 北京語は通じないよう
だし しかも彼⼥は運転免許も持ってるの ⾹港がとっても好きなんですって だから彼⼥の両親は⾹港にマンションを買ってあげたのだとか それと中国の男性はカッコイイ
⼈が多いっていってたわ ウンウン その点は私も同感~~とはいってもその⽇本⼈の彼⼥と私の意⾒だけれどね~~パチパチ~~ さあ 明⽇から通常授業だ がんばるぞ︕︕

曹 夢岩さんの⽇記



4 15

2009.04.15

今⽇は疲れたな `` 五時間⽬にバレーボールをやったんだ  `` ほんと疲れた`` でもすごく⾯⽩かった やったことなかったから恐かったけど 六時間⽬に 両腕に紫の点々
がたくさんできてたからびっくりしたよ 何かのアレルギーかと思った 落ち着いて考えてみたら 思いっきり⼒を⼊れてボールを打ったから アザができたんだね`` 家に帰っ
たら 加藤のお⺟さんがマッサージしてくれたよ〜〜 そうだ 加藤のお⺟さんが、私が毎⽇お昼に学校の⾃動販売機で飲み物を買ってることを知って 今⽇は家を出る時に飲
み物を持たせてくれたんだ。 しかもね 氷で包んでくれたんだよ 飲むときに冷たいようにって 今とっても疲れてるから もう寝たいよ〜〜

曹 夢岩さんの⽇記



4 17

2009.04.17

昨⽇は 午前中の授業が2時限なかったので8時に起きました~~ ハハ よくねたあ~~ 起きてから⾃分でお弁当を作ったの。もちろん加藤のお⺟さんに教わってね~~ それから 
元気に歌いながら学校へ~~ 昨⽇は撮影があったので部活は休んで帰ってきました~~ 帰る前に私の⼤親友が⼤学はアメリカに⾏くので私が帰国する前にいっぱい遊ぼうって⾔
ってくれたので、もう⼤泣きしてしまいました そうだとしたら私たちもしかしたらもう⼀⽣会えないことに。。。これは私たち⼆⼈だけの秘密だと⾔ってたの あと3か⽉で
私は中国に帰るけれど彼⼥はとても寂しいとも⾔ってた こんなに何でも話せる友達なんてなかなかできないのに もうつらくて 今でもまた泣けてきそう 本当に。。世界は
広い。ここまで広くなくったっていいのに。。。 話がずれちゃった 昨⽇家に帰ってきてから「気分転換としてテレビをあけて。。」5時前に撮影の先⽣⽅3⼈がいらっしゃい
ました~~加藤のお⺟さんと私の⼤好物のイチゴをお⼟産に~~ハハ 先⽣が私の⼤好物を知ってたなんて感激~~ワーイ それから簡単な紹介のあと加藤のお⺟さんと⼀緒にご飯
を作っているところを撮影 いつもはすごく、すごーっく楽しいのに、昨⽇はカメラがずっと張り付いているので、緊張はしていなかったけれど 何を⾔ったらいいのかわから
なかった ユーウツだわ~~ いつもはあんなにひどくないわよ︕︕でも昨⽇は失敗の連続~~もうたちなおれない~~ そのあと三味線のお稽古の撮影 これはまあまあだったか
な ハハ~~いっしょうけんめいがんばってますよ~~ 次の撮影は⺠謡の練習~~ムム これはちょっとヒサン はずかしかったので やっぱり緊張しちゃったのかなホント、ヒ
サン  もうノーコメント 来週もくるから その前に がんばらなくちゃ︕︕

曹 夢岩さんの⽇記



4 18

2009.04.18

今⽇加藤のお⺟さんと⺠謡に参加した。 もちろん 加藤のお⺟さんが出演して 私は下で⾒てた。 ⾒ると丸⼀⽇⾒ていた。 加藤のお⺟さんはずっと伴奏していた 1曲また1曲
と。 その後 また2曲の歌を歌った 私は今回初めて加藤のお⺟さんが舞台で演奏するのを⾒た。 うん 私は、下で写真を撮る係~~ 夜は みんなで⼀緒に居酒屋に⾏った︕︕ う
ん  この前⾏った居酒屋とは雰囲気がまるっきり違う すごい みんなひとしきりたくさん⾷べた︕ 今帰ってきて お腹いっぱい過ぎて動けない~~ テレビを⾒に⾏く 実は明
⽇も⺠謡の演奏がある~~

曹 夢岩さんの⽇記



4 19

2009.04.19

今⽇はまた⺠謡コンクールへ⾏きました。 私はいまだに観衆です。 超疲れた⼀⽇だったけど、超楽しかったです。 おそらく3キロくらい⾷べました。 今、ちょっと苦しい…お
いしいものでお腹がいっぱいです そう、たくさんのお菓⼦と…お弁当と…サンドイッチと焼き⾁と… もう︕疲れた︕すごく幸せ︕ 加藤さんのお⺟さんの⽣活スタイルはすご
い︕私も引き連れて、⼀緒に過ごしててすごい…

曹 夢岩さんの⽇記



4 21

2009.04.21

今⽇、２コマ体育の授業を受けた 私の腕、もうこれ以上ないってくらいに腫れてる ⾃分で⾒ても ⼼が痛い`` 全部紫⾊で しかも 完全に腫れてる`` すごく痛い`` そう
そう 私がすごくすごく あしたばが好きで そしたら今⽇加藤のお⽗さんがなんと、種を買ってきてくれたの 中国に持って帰って育てて⾷べなさいって ははは すごく感
動した 

曹 夢岩さんの⽇記



4 26

2009.04.26

⽊曜⽇  は、憩凉先⽣の誕⽣⽇`` 私は加藤のお⺟さんの指導のもと、お饅頭を作った。でも全部開いちゃった。けどまあ味はおいしかった。 皆に⾷べてもらって とっても
嬉しかったよ`` もちろん、誕⽣⽇プレゼントも贈ったよ。可愛い封筒の中に⼊れて、可愛いウサギさんのシールも張って、お祝いの⾔葉を書いたんだ。先⽣は、封筒の中に何
も⼊ってなくたって嬉しいよって⾔ってくれた`` それから お兄ちゃんを送りがてら、⼤好きな越⼦に会いに⾏った`` 家について まだ感動が覚めやらないから また夜⾷を
⾷べちゃったよ``

曹 夢岩さんの⽇記



4 26

2009.04.26

⾦曜⽇ 授業が終わって家に帰ると、すぐに加藤のお⺟さんと⼀緒に遠い遠い北千住まで⺠謡の稽古に⾏った。 皆とっても親切。 先週の⼟曜⽇に⼀緒にいたおばさんが、着
物を着ていなかったから誰だか分からなくて``すごく残念がらせてしまった`` それから、加藤のお⺟さんと他の⽣徒さん達（皆加藤のお⺟さんより年が上なの``）と⾷事へ。
12時になるまでたくさん⾷べたよ。  帰りは電⾞が混んですごい事になってた。夜の⼋時みたいだったよ。 加藤のお⺟さんが⾔うには、⾦曜⽇の夜は皆美味しい物を⾷べに
出かけて、⼀週間の緊張をほぐして、帰りには必死になって終電に駆け込むんだって`` もちろん、バス代は深夜料⾦で2倍``もし⾬が降ってなかったら、ほんとに歩いて帰り
たかった`` それで家について、また池袋で買った⼋橋を⾷べてしまった。 あーもう、 京都から帰って以来、東京で⼋橋が売ってるのを⾒ると絶対買っちゃうんだよ`` もの
すごくおいしいんだもん`` それから寝たよ``もう夜の2時をまわってたけどね``

曹 夢岩さんの⽇記



4 26

2009.04.26

⼟曜⽇ ⼤好きな越⼦と⼀⽇中遊んだ。 加藤のお⺟さんが⾞で越⼦の学校まで迎えに⾏ってくれたんだ。越⼦は⾞の中でお弁当を⾷べてた。それから藤で有名な神社へ⾏った
よ。 ⾬が降っていたのに、花⾒をしてる⼈がたくさん。三脚を使って写真をたくさん撮ったよ。でも傘をさせなかったからびしょ濡れになっちゃった。その後、とっても有名
なおやつを⾷べに⾏ったんだけど、とってもおいしかった``けどすっごく⾼かった︕︕ 私的にはあそこの店員さんがすごくカッコイイと思ったんだけど、越⼦はああいう⼈を
⾒ると引っぱたきたくなるんだって。 ````納得いかない。どうしてこうも毎回、私がカッコイイと思う⼈は、越⼦にはムカっと来て引っぱたきたくなるようなタイプなんだ
ろ```変なの`` 暖まった所で帰ることにした。元々は帰りに池袋の東武百貨店で北海道の名物展を⾒るはずだったんだけど、もう時間もだいぶ遅くなっていたからそのまま帰
ることになったんだ。 そうそう、越⼦は今⽇どうしちゃったのか、私を連れて他⼈の⾞のドアを開けようとしたんだよ。 なんで開かないんだろうって⼆⼈で不思議に思ってた
ら、そこにその⾞の持ち主が現れて、かなり驚いてた。私達を⾞泥棒だと思ったみたい。私達もびっくりしちゃって、そこでやっと気がついたの。⾞間違えてたって``ホント
恥ずかしかった〜`` 夜ご飯を⾷べてる時も、越⼦がまた揃ってないお箸を使っててさ``加藤のお⺟さんがどんなに探しても⾃分のもう⼀本のお箸が⾒つからないって事態にな
ってた``（笑） その後も熱いお茶を冷たい⻨茶の⼊ったコップに注いじゃうし``（笑） 越⼦今⽇は興奮しすぎだったみたいね``

曹 夢岩さんの⽇記



4 28

2009.04.28

この間ディズニーランドに⾏ってきました〜超楽しい⼀⽇だった〜 カメラ⽤の三脚を担いで⼀⽇中⾛り回ったからものすごい疲れたけど しかも最終的にあんま写真撮ってない 
無駄な労⼒だった〜 家に帰っても、頭はまだディズニーランドにいるみたい〜 でも、肩は痛くてたまらないし、、疲れて死にそうだし、、でも楽しくて仕⽅がない、、 何回も
同じアトラクションに乗ったんだ 船を漕ぐヤツとか、私ずっと爆笑してたし あの船漕ぎのお兄さんがまたカッコよくて、⼀緒に写真も撮っちゃった へへ〜 あともう⼀個、で
っかい船のヤツ。解説のお姉さんがめちゃくちゃ⾯⽩くて〜終わるときに船に乗ってた⼈全員が拍⼿喝采だった〜 家に帰るとき、初めて⾞の中でうとうとしちゃった〜 本っ当
に楽しかった この話はここまで。後は⾃分の中で思い返して楽しみます〜〜

曹 夢岩さんの⽇記



4 28

2009.04.28

この間 練⾺⺠謡⼤会があって 私も2曲ほど参加してきたの〜 ただの、、ふふ 合唱だったんだけどね、、 まぁ 7⽉ごろにはきっと⼀⼈で舞台に⽴てるはず〜 で、今回が
私にとって初めての着物だったわけで、着替えるときに写真も撮ったんだけど 、、それはとりあえずノーコメントで ⼊⽮先⽣と李越も観に来てくれたんだ〜 舞台の下でず
ーっと写真撮ってくれてた〜ありがとうね〜へへ 途中休憩のときに東京都でつつじ花の種類が⼀番多いという公園にも⾏って、いーっぱい写真を撮ってきた。加藤ママと李越
と⼊⽮先⽣と、もちろんカメラマンも〜 カメラマンがいたから、最初は不⾃然だった私のカメラワークも、だんだん⾃然になってきた。 でも動きがおバカさんみたいって⾔わ
れちゃった〜 すごい刺激を受けましたよ〜

曹 夢岩さんの⽇記



5 4

2009.05.04

昨⽇は 朝から 着物を着て写真を撮りました 気分は最⾼ 夜にはバーべキューもしたし もう書くのはやめるわ 写真を参照してください

曹 夢岩さんの⽇記



5 9

2009.05.09

ピザを作ったよ〜

曹 夢岩さんの⽇記



5 17

2009.05.17

今⽇は⽯井さんの応援の為、⽇本武道館に⾏きました 関東⼤会という⼤規模な試合だったので、⼊賞はできなかったけれどみんな満⾜です ⼀般の⼈が観覧するには⼊場料が必
要だったのよ 昨⽇と⽐べても 今⽇のマイク⾳量は⼤きくて なんだか不公平で納得できない 午後は佐々⽊先⽣の試合です 今⽇は本領を発揮できず ⼊賞できませんでした 
残念 午後の休憩後 皇居へ ⾏くのは三度⽬です でも初めていったとき ⼀⽇中⾬だったので ⼈もまばらで とてもキレイでした 東京にもこんな場所があったんだって
驚いた覚えがあります 帰りはずっと寝ていました 帰ってから家でも寝て 8時におきました 今は元気いっぱい 明⽇はまた学校です

曹 夢岩さんの⽇記



5 17

2009.05.17

昨⽇ 武道館に⾏きました ⺠謡コンクールがあったので みんなで優勝を⽬指していましたが 残念なことに それはかなわず 私はワンワン泣いてしまいました 早くから参加
を申し込み 準備も万端に進めてきたけれど 失敗は失敗です そのうえ 先⽣⽅お⼆⼈も撮影にいらしてくれたのに ⼊賞できなかったのが残念で仕⽅がありません  どう
してもっと⼤きな声をだせなかったのかと くやんでばかりです でも 7⽉5⽇にもあるので 私にとって最後の⺠謡の舞台です これから頑張ってお稽古します 昨⽇帰ってき
てから李越との神⼾でのビデオを観ました。なつかしいな 時間がたつのは速い 3ヶ⽉はあっという間でした

曹 夢岩さんの⽇記



5 17

2009.05.17

⾦曜⽇ タイからの留学⽣が昨⽇帰国するので  みんなとお別れを 私もあと2ヶ⽉で帰国です この1年を振り返ると 感謝と 離れがたい思いで 泪が出てしまいます ⼈⽣
ってままならないことばかり でもそれにたちむかっていかなくちゃね

曹 夢岩さんの⽇記



5 24

2009.05.24

今⽇ 加藤のお⽗さん、お⺟さん、李越とアユコさんの⾚ちゃんをみにいきました ⾚ちゃんは⽣まれてまだ2⽇ こんなにちっちゃい⼈の『命』を⾒たのは初めてで なんだか感動
して泪まででてきそう ⼈って⽣まれたばかりはこんなに⼩っちゃくて こんなにもろいんだ 偉⼤なお⺟さんに感謝の気持ちが沸き起こってきました こんなに⼩さかった⾃分を
ここまで⼤きくしてくれて~`ちょっとムズがゆいカンジ でも私が⽣まれたときは4キロちょっと、 今⽇のこのコは2.5キロちょうど なんか ヘンな感じです こんなに⼩っちゃ
いのに ちゃんと⿐も眼も⽿もあるの ハハ 神秘的だな それから パンの⾷べ放題に⾏きました 33個もたべちゃった ，，︕︕ もうくるしくなっちゃって 越⼦と歩いて帰ってき
ました ふたりで歩きながらおしゃべりして 幸せだなあ ⾬は降ってたけど 今晩のことはきっとこれからもずっと覚えているだろうなあ 。。。すごくおいしいパンだった
よ︕︕，，。。

曹 夢岩さんの⽇記



5 24

2009.05.24

昨⽇は 加藤のお⺟さんとばらを⾒に⾏きました テレビで宣伝していたからか たくさんの⼈が来ていました ウェディング⽤の写真を撮る⼈も きれいだったなあ 越⼦はそこに住
みたいぐらいって⾔ってました でも．． そんなところに住んじゃったら 毎⽇たくさんの観光客が来て プライバシーもゼロ 私はやっぱり加藤のお⺟さんのところに住んでい
たいなあ ,, そうそう 私は2000ポイント達成しました︕︕ センターから送られてきたプレゼントはさっそくリビングにかけてあります 加藤のお⺟さんと私の努⼒の証よ
ね〜〜いろいろなところに⼀緒にでかけていった証です〜〜

曹 夢岩さんの⽇記



5 30

2009.05.30

昨⽇は病院へ⾏って産まれて1週間の⾚ちゃんを⾒てきたよ。 10分間も抱っこさせてもらったんだ。 プニプニで あったかくて もう⼤興奮︕ ずっとあやしてたんだけど ⾚
ちゃんもその間ずっと笑ってるような顔をしてくれてたんだ それでベッドに下ろしたら すぐ寝ちゃったよ その後は他の⼈がどんなに騒いでも 全然起きないの 加藤のお⺟さ
んが、私の声が気に⼊ったんだろうねって〜〜ふふ〜ん さすが私 ああ、 昨⽇加藤のお⺟さんとご飯作ってる時 お⺟さんが突然「しょうが君どこいっちゃったの︖︖」っ
て叫ぶから、びっくりしちゃったよ︕︕

曹 夢岩さんの⽇記



5 31

2009.05.31

今⽇ヘリコプターに乗りました というのも、加藤お⺟さんの学⽣が免許を持っていたからなんですが 幸運なことに私は空の上で３０分間⾶ぶことが出来て ⼭を越え 下は真っ
⻘な海 びっしりと並んだ⼩さなお家 まるでおもちゃみたいでした 雲海を旅するという 素晴らしい体験が出来ました

曹 夢岩さんの⽇記



5 31

2009.05.31

追記︕︕ 今⽇ものすごく美味しいアイスクリームを買いました︕︕︕︕︕︕やっほーう︕︕ お菓⼦買うのにまた千円使っちゃった はぁ でも ⼈⽣短し たまにはいいよね

曹 夢岩さんの⽇記



6 11

2009.06.11

先週の⽇曜⽇ 茨城県に⾏って お寿司を ⾷べました 李越のお味噌汁にはカニまで⼊っていたの いいなあ たくさんの⿂介類を買って帰りました ハハ

曹 夢岩さんの⽇記



6 14

2009.06.14

久しぶりの⽇記 へへ 帰ってきたよ〜 最近は忙しくて。 毎⽇お昼はお弁当を⾷べた後にみちとななとバドミントンをして、毎⽇汗だくで五限⽬に出てるんだ。〜ふう みち
はとっても個性的な⼦。いっつも⾃分は宇宙⼈で毎⽇ロケットで宇宙に帰ってるって⾔うんだよ。う〜〜ん。でも頭はすっごく良いの。英語はペラペラ。実は彼⼥、⽇本にいる
時間よりアメリカで過ごした時間の⽅が⻑いのよ〜〜。お昼のお弁当の時には、いっつも、アメリカのハンバーグはまずい、お⺟さんの作るご飯のお弁当がずっとおいしい〜っ
て感慨に浸ってる。 ななはすごく社交的な⼦。明るくて、⾯⽩くて、⾃信家。テニスの腕は相当なもの︕なのにバドミントンはかなり残念なんだよね。はは。テニスはボール
がワンバウンドしてから打つのは分かるけど、なにもバドミントンをテニスとごっちゃにしなくても︕︕︕ ななとは⼀緒に映画を⾒たり、アイスを⾷べたり、ファーストフー
ドでおしゃべりしたりするよ。そこでは、たぶん⼀⽣彼⼥の⽩⾺の王⼦様には出会えないんだっていう⻑〜い話を聞くわけ。⾯⽩いなぁ〜〜。 よし、今⽇はここまで。お昼寝
してくる〜 

曹 夢岩さんの⽇記



７１

2009.07.01

あっという間にもう7⽉ おもいっきりブルーです ここ1週間ちょっと、毎⽇泣いています 泣いていないときには みんなからしょっちゅう あと⼆⼗⽇だねって ⾔われます   
でも 今の⼤好きな⽣活とサヨナラするなんてできない 先週の⽔曜⽇ 友達と映画を⾒にいって シュークリーム⼆つ⾷べた後 サーティンワンへ 本当に幸せ ⽇本でこん
なにいい友達にめぐり合えたこと ⼼から感謝です その⽊曜⽇は また友達とミスドに⾏った後、ケンタへ ⼟曜⽇は 友達と池袋で アイスクリームとピザを⾷べて  記念
に廊下で写真を撮って 本当に 切なくて 胸が苦しい 菊⼦ ⼀番の親友 i miss you 今⽇、授業中に同じ机にいたあなたからまわってきた⼿紙で また涙があふれてしまい
ました 本屋の外のベンチに座って、私たちの17年間を語り合ったこと 池袋駅の改札をぬけ、そこで私を待っていてくれる⼤好きなあなたの姿をみつける度、幸せな気持ちにな
ったこと 修学旅⾏では⼀緒に観覧⾞にものったね あなたのすばらしい夢をきいて ますます尊敬しちゃったこと 今⽇ 私が帰っちゃうってわかっていたら 友達になんかなら
なかったのに、 そうしたらこんなにツライ気持ちを味あわずにすんだのにってあなたが何気なく⾔った⾔葉 もう 涙が⽌まらなくなりました ⼀番⼤切な友達 泣き顔なん
てみせたことのない いつも颯爽とした「きくパンダ」 あなたの「ゆめバービー」はずっとあなたを忘れないよ あなたの壮⼤な夢がかないますように 最後の⼀緒に過ごす時
間 この時間を⼤切に過ごさせてね   

曹 夢岩さんの⽇記



7 7

2009.07.07

⼟曜⽇に ⼀⼈で⺠謡の舞台に⽴ちました 客席からの拍⼿に 涙があふれたのは 上⼿く歌えたからではなく 中国⼈でもここまでできたってことに 本当にホッとして嬉し
くなったから 写真は 着物のアイロン掛けと 楽屋にて

曹 夢岩さんの⽇記



7 10

2009.07.10

昨⽇ 最後の試験の世界史も終わりました 今⽇は半⽇かけて学校の⼤掃除です きれいになった学校を⾒ていたら 名残惜しくて 1年前に戻れたらなあ。。 ロッカーも⽚付け
て 1年間つかった教科書を 新しい留学⽣がきたらまた使えるように 先⽣に返しました 。。フウ 運動靴や カバンなんかはみんな同級⽣にあげました あーあ、どうして
時間は⽌まっていてくれないのかしら︖ 学校の荷物を全部整理し 帰りのバスの中で ため息 あと2週間 1年間なんてあっという間 たくさんのことを学んで 経験して 
友達もできて どんどん毎⽇が楽しくなって 猛暑がやってくる2週間後には もう⾃分の家のベッドで寝てるんだなあ シクシク 今回の機会をくれた交流センターに ⽇本で
めぐり合った⼤好きな⼈たちに ありがとうを そしてみんなからもらった愛と暖かい気持ちに ⼼から感謝しています

曹 夢岩さんの⽇記



7 11

2009.07.11

昨⽇ 浅草に⾏きました ほうずきを買いました 浴⾐を着ました 写真はこちら

曹 夢岩さんの⽇記



7 13

2009.07.13

今⽇の午後 学校の先⽣⽅にお別れの挨拶をしました 挨拶の⾔葉を準備して 職員室にはいったとたん 頭がまっしろに 泣けて泣けて困っちゃいました 今⽇は吉宏お兄さん
が、⾚ちゃんを連れてきてくれるので 放課後 デパートでケーキを買ってきました ⾚ちゃんはまだ⾷べられないので 別のプレゼントを⽤意しました ちっちゃいコがこん
なに可愛いなんて思ったのは初めて ずっとだっこ ⾚ちゃんはやっとおサルさんから⼥の⼦になりました 今度会えるときは 私より⽇本語が上⼿になっているかもね がん
ばって これが帰国前に会う最後だったので 吉宏お兄さんに⼿紙を渡しました それから ⾚ちゃんと⼀緒に春夫先⽣のお宅へ ⼿紙とプレゼントを春夫先⽣とおばあさんに
それぞれお渡ししました この6ヶ⽉ 春夫先⽣とおばあさんからはたくさんのことを教わりました ⺠謡だけではなく いつも明るくいること そして強い意志を  また、お
会いできる⽇を楽しみにしています

曹 夢岩さんの⽇記



07 20

2009.07.20

今週はすごく忙しかった 気持ちも複雑 ⽕曜⽇ 池袋でフィリップの髭剃りを⼆つ買った。それから⾊々とお⼟産も。 ⽔曜⽇ ⼀⼈で浴⾐を着て映画を⾒に⾏った。チョコレ
ートを⼀箱買う。その後李越と加藤のお⺟さんと⼀緒に東京湾へ⾏って⼤きな船に乗って、船の中で海とイケメンと写真を撮った。 ⽊曜⽇ 東武百貨店で3千円の塩を買う。お
⺟さんには化粧品を。Dior。買ってから気づいたけど、空港で買えば免税じゃん。空港で買いたくなるな。時間あるし。夜はケーキを買って⾃衛隊のとこでお祭りを⾒た。花
⽕。 ⾦曜⽇ 最後のお別れ。涙ながらにクラスの皆の前に⽴った。。。その後皆でピザとアイスを⾷べて映画館へ。時間間違えた。夜に家へ帰って、すぐにまた李越と加藤の
お⺟さんのお友達のお家へ。ちょうどアメリカの留学⽣もいた。 ⼟曜⽇ 親友と池袋の⾷べ放題に⾏った。映画を⾒て、プレゼントも買う。ついに⻄武百貨店のしゃけを買っ
てしまった。正直他のしゃけと味は変わらないように思うのだけど。でもこれでやっと満⾜できた。さらに、調理済みの真空パックのしゃけを⾒つけたんだ。もちろんお⺟さん
のために買って帰るもんね。その後⼆千円のチーズを買ったけど、すごく⼩さい。⾃分で⼀⽋け⾷べた。親友からはプレゼントをたくさんもらった。私はこの⽇ほとんど⼀⽇中
泣いていた。本当に。皆優しすぎる。本当に皆と離れたくない。それから友達のお家にお泊りに⾏った。夏夏と今年会えるのは今⽇が最後。抱き合って泣いた。こんなにたくさ
んの仲間に出会えて本当に幸せ。友情の⼤切さを改めて確認。 ⽇曜⽇ 友達のおばあちゃんが、私に会えてよかったって泣きながら⾔ってくれた。本当に嬉しかった。 その後
は愛する⼭本のお⺟さんのお家に。私のために、私が⼀番好きなアイスクリームを五つも準備してくれていた。三つ頂いた。激⾟ラーメンを⾷べに⾏って、上野動物園に⾏っ
た。なんと上野祭りの真っ最中。ボートをこいで、⼤江⼾にお寿司を⾷べに⾏った。おいしすぎる。あ、虹も⾒たよ。⼭本のお⺟さんは、今まで出会った留学⽣の中で、私と⼀
緒にいる時が⼀番楽しいと⾔ってくれた。私がどんな⾵に変わっても、ずっと好きでいるって⾔ってくれた。⼼から感動した。この⽇も涙がずっと⽌まらなかった。あ、そう
だ。⼭本のお⺟さんが、もしチケットがとれたら、⼋⽉⼀⽇に私の家に来るって。加藤のお⺟さんも⼋⽉⼗⼋⽇に来る。本当にそうなってくれたらいいな。 今⽇ 加藤のお⺟
さんの家で過ごす最後の⼀⽇。加藤のおかあさんが、私の⼤好きなお⾖と、⼩⾖粥を作ってくれた。⼈⽣って、本当に素敵。たくさんの感動で溢れてる。私は、こんな⾵に、こ
んなにもたくさんの⼈達に愛されているんだっていうことに気づくことができた。しっかりと⽣きていこうと決めた。

曹 夢岩さんの⽇記



09 8 12

2009.08.13

ある⽇⾒た夢 夢で⽇本に⾏っていました ⽬が覚たら  私は中国に帰っています 帰国してからぼんやりとすごしています まるで靄がかかってるよう もう3週間がすぎました 
はやいなあ もうすぐ学校が始まります アーア ⽇本での1年間は 感動が⼀杯で 時間が戻ればいいいのに でも⽉⽇の流れは進むだけ 私にできるのは ⽇本の⼤切な⼈たち
の健康と幸せを祈ることだけ みんなに会いたくてたまらないから 早く会える⽇が来ます様にと祈っています  

曹 夢岩さんの⽇記



09 8 23

2009.08.24

8⽉17⽇ 加藤のお⽗さんとお⺟さんが中国にやって来ました!! お⺟さんと⼀緒に、おふたりと空港で再会したときは、感激で胸が⼀杯...本当に、夢じゃないんだ。 18⽇、万⾥
の⻑城の⼋達嶺⻑城へ。ここに来るのが加藤のお⺟さんの永年の夢だったのです。当⽇はすごい⼈ごみで乗り物に乗ってるだけで、もうグッタリ。ひとつ峰⽕台まで上るとまた
つぎが。やっとゴールだ、と思っていたらさらに⽬の前に⾼い坂が。がんばってくだりはじめ、加藤のお⺟さんに、気をつけてね、と声をかけたとたん、⾃分が⾜を滑らせてし
まいました。両脇からつかんでもらったおかげでなんとか転がり落ちずに済みましたが...帰ってから、⽺のシャブシャブをたべました... 19⽇、前⾨、⼤⽯蜡、天安⾨、王府井
へ。王府井⼾で加藤のお⺟さんは⽪⽪狗ブランドのきれいなカシミアのセーターを買いました。お⺟さんはまったく疲れもみせず歩き回っていましたが、加藤のお⽗さんはもう
完全グロッキー︕家に戻ることに。この⽇は九頭⿃にて中華料理を。 20⽇、快晴、⻘い空、⽩い雲、うららかで春のよう。天壇北海公園へ。加藤のお⽗さんもお⺟さんも天壇
公園をとても気に⼊ってくれたので嬉しいな。公園には柿の⽊もあって、やっぱりここは美観地区なんだなってあらためて思いました。夜に私のお⺟さんがつくった蝦料理を加
藤のお⺟さんは⼤絶賛。へへへ、加藤⺟さんの好みはバッチリわかっているもんね。餃⼦はお⽗さんもお⺟さんも気に⼊ってくれたみたい。でも私のお⺟さんは154もつくった
の︕⾷べきれないって...みんな⼤盛り上がりで、加藤のお⺟さんと⼀緒に⺠謡も歌いました。 以前に加藤のお⽗さんから、中国にパンダって何頭いるのって聞かれたので、21
⽇は動物園に。パンダはやっぱり可愛いな。でも加藤のお⺟さんの⼤好きなカンガルーがなかなか⾒つからず、さんざんさがしたら、みんな⾒えないところでお昼寝中。それか
ら前後海、荷花市場へ。 什刹海で加藤のお⺟さんが北京ダックをごちそうしてくれました。ウン、やっぱりおいしい︕午後からは紫⽵院公園へ。加藤のお⺟さんは⽵が⼤好き
なのです。もっとたくさんあるかとおもっていたのに意外に少なくてがっかり。でも加藤のお⺟さんは充分多いわよと⾔ってくれたのでホッとしました。夜、加藤のお⽗さんが
豚の⾓煮が⼤好物だったと発⾒。もっと早く知っていればお⺟さんにたくさん作ってもらったのに。 22⽇、泣く泣く加藤のお⽗さん、お⺟さんとのおわかれ。お別れのとき
は、もう涙がぼろぼろ。今回は加藤のお⽗さんとお⺟さんに私がお願いして、お願いして来てもらったけれど、⼀緒にいられた時間はあっという間。本当にツライ。今度会える
2年後は、ちっちゃい奈奈も、もう⾛り回って、カタコトしゃべれるようになっているのかな︖ うちは狭いので⾞がなくて、でかけるときは加藤のお⽗さんとお⺟さんに不便な
思いをさせてごめんなさい。 今度私が⼤学⽣になったら、絶対に中国に来てね。そのときは桂林か三亜のすばらしい⾵景を⾒に連れて⾏くからね︕ 時は流れる河のごとく、み
なさんの家で過ごしたこの半年、⼀緒に料理を作って⺠謡を習って、京都にも旅⾏に⾏って、⽇本のあちこちの路地を⼀緒に歩き回った⽇々は私たちの思い出です。

曹 夢岩さんの⽇記



09 10 2

2009.10.02

本っ当に久しぶり。皆のことばかり考えてたよ。⼀年間私達に付き添ってくださった先⽣⽅、それに２５名のクラスの皆。 学校が始まって１ヶ⽉がたった。とても頑張って
る。かつてないほどに努⼒してる。まあ、今まであまりにも努⼒しなさすぎたんだけど・・でも今回は、背⽔の陣で臨むぞ︕ 四六時中勉強してる。寮でも⾷堂でも教室でも。
でも、今は休み︕ほっとした・・ 気づけばたくさんのメールが届いてた。先⽣から、友達から、ホストファミリーから。。。嬉しいなあ。懐かしいなあ。 たまにね、学校で窓
の傍に⽴って遠くを眺めてるんだ。⽇本での⽇々を思い出して。もうとっても昔のことみたいに感じるんだ。全部夢だったんじゃないかなって思うんだ。私の⻑いため息と⼀緒
に授業開始のチャイムが鳴るってことが、最近よくある。 体操をしているときに、⽇本の友達にずっと連絡してないな と思って、泣いてしまうこともある。 悲しいな。。 と
ころで 髪切ったよ。 かなり短い。

曹 夢岩さんの⽇記



久しぶりだね

2010.07.07

1年間、⽇記を書いてなかったな。⾼校⼆年⽣もやっとおわり。 昨⽇まで軍隊で5⽇間の社会実践活動だったの..ちょうど天津はこの60年で最⾼気温を記録して..毎⽇⼀⽇中、
太陽にガンガン照らされて、、真っ⿊になっちゃった..遠くからだとお⺟さんも私の⾒分けがつかないの..（蚊もすごかった） ⽉末まではずっとお休み..8⽉に⼊ったら⾼3の補
習授業が始まるけど.. 今⽇は⼀⽇中テレビを⾒て..どれもツマラナイ..あーあ..サッカーは興味ないし.. 今度の⼟曜⽇、⽇本のみんなが北京に来るんだって..その⽇は思いっきり
楽しむんだ︕︕暑すぎたり、⾬がふったりしなければいいけど.. たくさんの⼈が⼤学に⾏くんだね ...みんな、どこに⾏くの︖︖

曹 夢岩さんの⽇記



12 16

2010.12.16

ここしばらく⼤波乱 精神的にもグッタリ ⾼校三年⽣、みんな⼀⽣懸命頑張ろう!

曹 夢岩さんの⽇記



不安と期待

2011.01.20

またしばらくここに来なくて、みんなゴメンね いい知らせがあるんだ 北京外⼤に推薦が決まったの︕ ６年半の努⼒はムダじゃなかった とくに⽇本から帰ってきたこの１年
半は本当に⼤変だったよ。６回の試験学年順位合わせてちょうど９９位︕Ah（ひと学年１０クラス５７８⼈、理系のふたクラスをひいても４５０⼈はいるんだよね） よかった 
努⼒は裏切らないよ １⽉11⽇から今⽇まで、不安でいっぱいだったんだ。 その前の週の⽇曜⽇に試験を受けて ちゃんと受験番号を書いたか確信が持てなかったの もしそ
うなら推薦どころか ⼀般⼊試を受ける資格までなくなっちゃう おかげでずっと落ち込んでて こんなことで気持ちが不安定になるなんて、やっぱり私は⾃分でどんどん⾃分
を追い込んでいっちゃうタイプなんだって認めるよ そしてもっとすごいグッドニュースが―― 私の親友――ラッキーアイテム――李越さんが 上海財政経済⼤学に推薦が決まっ
たんだよ︕拍⼿︕︕あんないい学校の良い学科に合格 もう最⾼だよね︕ これも規律正しくすごし、きちんとなすべきことをやってきた結果だと思うよ 私の新しい⼈⽣が始ま
るんだ これからはこんなふうに慌てたりしないでもっとしっかりするぞ︕︕︕︕︕︕ 明⽇から やりたいことがいっぱい 本を読んで テレビを観て スポーツ おいしい
ものを⾷べる︕良いコでいなくちゃ まずお⾵呂に⼊って いろいろ⽚づけて 明⽇の北京⾏きの準備をしなくっちゃね

曹 夢岩さんの⽇記



地震

2011.03.16

⽇本を続けざまに襲う地震 津波まで 原発も爆発しました ニュースを⾒て、驚き、そして胸を痛めています 私が１年を過ごした国で、いま被災している⽅々がいる。つらいで
す。 ホストファミリーに電話をしたら、東京には⼤きな被害は出ていないとのこと、でも放射能は怖いって。そばにいられないから、⼼配で⼼配で。 留学⽣もたくさん戻って
きているそうです。スーパーも品不⾜が起きているそうで、⼼配でたまりません。 ⾃然の⼒はとても不可思議です。⼈は、こんなにもちっぽけで。 ホストファミリーのお⺟さ
んが、中国に来てしばらくここにいてくれればいいのに︕

曹 夢岩さんの⽇記



ご無沙汰でしたが、また⽇記を書くよ

2012.08.27

ずいぶん、⽇記を書いていなかった。もう何から話したらいいかな。

今⽇、私たちは交流センターの後井先⽣とお⾷事を。ごちそうさまでした。へへ。

交流センターの先⽣⽅とはよくお会いしているし、このサイトも時々⾒に来てるけれど、ここに何を書いたらいいかわからなくて。まあ、三期のみんなも忙しいし、私のことを
知らない⼈もいるし、⽇記を書いても読んでくれる⼈がいないかもしれないしね。

今⽇、先⽣がちょっと肩を落としながら⼼連⼼の卒業⽣たちへのささやかな希望を話してくれた。私もちょっと悲しくなっちゃって。確かにみんなすごく忙しいけれどね。進学
したり、留学したり⼤学に⼊って就職活動をしたり。連絡もさっぱりなくなっちゃって。あっという間に７期⽣たちも、もう出発するんだね。今はまだまだ頼りなげだけれど、
４年前の⾃分のようにね。でも来年、彼らが帰国したら、私たちみたいに、新しく始まった⽣活の中で、海外で勉強したり⽣活した⼀年間のことが、だんだん遥か遠い記憶にな
っていっちゃうのかな。

先⽣のおっしゃることはその通りだと思う。もし、卒業⽣たちが集結できたら、⽇中交流の⼤きな⼒になるかもしれない。問題は、そのために何をしたらいいのかってことだよ
ね。

 

曹 夢岩さんの⽇記
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