
ついにやって来た。

2008.09.03

ついにやって来た 特に⾟さもなく 別れの悲しみもなく ついにやって来た ⼋⽉、初秋 沈陽はすでに秋⾵ 東京はまだ夏の⾵ ついにやって来た 好奇の⽬をいっぱいに⾒開き この
新しい世界を眺めている 違いを感じている 異なるものを感じている これからの道のりはまだ遠い そして 多くの驚き 多くの感動 多くの...... だって、ついにやって来たのだか
ら

徐 佳凝さんの⽇記



初秋ー⽇本での随感

2008.09.04

ここは東京だ 蝉の楽しい歌声を聞いてる カーソルが瞬きしてるのを⾒て 乱れた髪をつかんで パソコンの前に座って 今⽇を味わって 明⽇を考えて あさってを思って 常に⾃分
で感嘆する︓ 「ここは⽇本だ︕」 そばのすべてを⾒ると 疎い︖迷う︖ 好奇︖ うん．．．多分ね 「ロシア出⾝のお相撲さんが⿇薬を吸うと疑われた」 「福⽥総理が辞
任」．．． これらのよく分からないニュースが私の⿎膜を打っている 時々不思議にこう聞いた︓ 「どうして⽇本のテレビ局は楽しいことを報道する時が少ないのか︖」 たぶ
んすこしあるだろう．．． 優しいおじいちゃんと親切なおばあさんと ⼀緒に東京の道を歩いて そのまま歩いていく 両側の道、店 私の⽬の前で 静かに⽴ってる 無⾔な「いら
っしゃいませ」で ⼼の中で暖かい波がうねる いくつかの「ありがとう」 いくつかの「よろしく」 いくつかの「おねがい」 ⽇本．．．

徐 佳凝さんの⽇記



北海道へ到着しました

2008.09.07

やっと、北海道へ到着しました、僕の寮でインタネットはできないのせいで、いま、友達の部屋でこれを発表しています。⽇本の皆達はとても熱⼼ですよ︕明⽇、学校へ⾏きま
す、じゃ、これから頑張ります。 東⽥君にとても感謝します。
これは⽇本語で投稿されたものです

徐 佳凝さんの⽇記



初⽇

2008.09.11

ネットをする機会があまりないので、こちらの状況を⼀気に報告します︕ハハ。無事に北海道に着きました。学校にも⼀⽇通いました。今は寮に住んでいます。すべてうまくい
ってますが、ただネットが使えません。寮の先⽣に申し出たので、たぶん遅くても⼀ヶ⽉くらいで使えるようになると思います。寮には東⽥英之(azumada hideyuki)君という
学⽣がいて、ここ何⽇間かずっと僕の⾯倒を⾒てくれています。本当に感謝しています︕こちらは何もかもが⾼くて、通学に⼀⽇860円もかかります（合計50元くらい）。でも
先⽣が通学定期の⼿続きをしてくれるそうで、これからはかなり安くなると思います。でも他のものも⾼いですね。コーラ⼀本が120円（7元くらい）、それにここはウォータ
ークーラーがないんだ︕ううう〜最近分かったんだけど、スーパーで売ってる⼤きなペットボトルの⽔が案外得だと思います︕︕でもスーパーまでの道がまだよく分からなく
て。東⽥君に連れていってもらわないと。ハハ、いつも⾯倒をかけて申し訳ないから、持ってる福娃（オリンピックのマスコット）を彼に⼀つあげました。  学校のことを書
きます。まず、学校はとても気に⼊りました︕周りは森林公園。空気も新鮮だし、校庭も⼤きくて、迷⼦になりそう。いろんな設備も整っていて、ジムや⼸道場、柔道場まであ
ります。でも、残念ですが僕は利⽤する機会がないでしょう。体育系じゃないから。次は授業について。驚いたことに、ここの先⽣は僕のために、もうちゃんと受ける授業を決
めてくれていました。数学２、数学Ｂ、⽇本史、物理、科学、世界史、英語⽂法、英語会話、美術、⽇本語作⽂、コンピューター、もちろん体育。それから留学⽣のための⽇本
語の授業もあります。ハハ、 どうやら“古典”（古⽂）と“現代国語”（⽇本の現代⽂学）は受けなくていいみたいです。⽇本史は多分僕が興味があるということで受けることにな
ったのでしょう︕今⽇最初に受けたのは英語会話。とても簡単でした。次の数学２は驚きました。不定積分です。その上、みんなは微分ももう習い終わってます。中国にいる時
に、⾃分で少しだけ微積分を勉強していたのでよかったけど。お昼ご飯の後、⽇本語の授業が２時間、これはまぁ⼤丈夫、その後は化学、授業の内容は⼤体分かりました。でも
⽇本語で授業を受けるのは本当に頭が痛くなります。⼀番の難関はやっぱり英語会話。⼆つの⾔葉とも⾃分にとっては外国語、英語をしゃべってるつもりが、思わず⽇本語が出
てきたり︕また英語に戻って....少し混乱しました。15:30に下校、テニス部の練習を⾒に⾏きました。部員が多くて、球さえ打てないって感じ︕それから、東⽥君と“家”（寮
なんだけどね）に帰りました。そうそう、北海道の街はとても静かで、⾳がまったくしない。⾃分の⾜⾳から⽊の葉の⾳まで聞こえるくらい。おまけに、家までの道は僕と東⽥
君の⼆⼈だけ︕中国じゃ考えられません。帰宅時間帯だったのにね。さて、かなり書いたね。早くネットがつながるといいなぁ︕（あっ︕コナンやってるよ︕テレビで） みん
なの無事と幸福をお祈りします︕

徐 佳凝さんの⽇記



三⽇⽬

2008.09.11

今⽇の事を書きます。今⽇は朝、試しに⼀⼈で学校に⾏きました。迷うと⼤変なので、20分早く出発しました。時間が早ければ、スクールバスもそれ程込んでいないことが分
かりました（いつもなら戦争。ハハ、想像できるでしょ）。順調に⾏けたので、いつもより短い時間で学校に到着。早すぎました。⻑く待ってようやく⼀時間⽬の授業－－料理
の時間。今でも作った料理の名前は分かりませんが、美味しかった。次は体育。ラグビーです︕あぁ、全然できません︕ルールを簡単に聞いてから、練習を始めました。パス、
ワンツー、２対２……５分練習してから、チームに分かれて試合をしました。ハハ、こんなに激しい運動は初めてです。⼟のグラウンドでみんな⼀緒にバカみたいに⾛ったり、
転んだり……残念ながら僕のチームは２戦２敗、疲れました。激しい運動のせいで、昼ご飯は⾷べませんでした（本当はラーメンを⾷べたかったんだけど）。午後は授業を受け
ずに、⼤東先⽣と⾊んな⼿続きをしに⾏きました。先ずは定期券。よかった。ううう〜その後⽇本語能⼒試験の申し込み書を出しに⾏きました。最後に⼀番⼤事な事、外国⼈登
録証の申請です。これがなければ何もできません︕受け取るまで⼀ヶ⽉かかるそうです。帰ったらとても疲れてて、ベッドにバッタリ、なんと２時間も寝てしまいました。考え
てみると、今⽇は体育の授業だけを受けた感じ（料理の授業はおまけ）︕それと、もう⼀つ。今⽇⽇本のあるおばあさんから⼿紙を受け取りました。ハハ、昨⽇スーパーで僕を
知ってる⼈がいたことにも驚きましたが、またビックリです。返事を出さないとね、失礼になるから。みんな頑張って︕   今⽇はこんな事がありました。どうやら毎⽇嬉し
い驚きがありそうです︕

徐 佳凝さんの⽇記



地震の⽇

2008.09.11

 今⽇最⼤の出来事は地震です︕今⽇初めて地震を経験しました。化学の時間に突然椅⼦が動き出し、その後頭がクラクラ（⾞に酔った感じ）。先⽣は授業を中断、⿊板で問題
を解いていた⽣徒も席に戻りました。みんな少し冗談を⾔い合っているうちに、揺れが収まりました。なんだか変ですが、地震の規模が⼩さかったせいもあって、地震の間、僕
は少しワクワクした気分になりました。ハハ。なんといっても初めての経験、揺れが⽌まった時には、まだ少し物⾜りない感じさえしました。もちろん、これは危険なこと。次
は真⾯⽬に地震に対処するつもりです。  夜ニュースを⾒て、マグニチュード7.0クラスの地震だったことを初めて知りました。ただ震源は北海道の東南部で、僕がいるのは道
中だから、揺れは⽐較的⼩さく感じました。とにかく、今⽇は⼈⽣で初めての経験。地震のような体験は少ないに越したことはありませんが、これもまた⾃分の⼈⽣をより豊か
にする経験です︕  この地震に遭遇したことであらためて、国内、国外各地にいるみんなが、無事に毎⽇を過ごせますよう願っています。 Ｐ．Ｓ︓今⽇ネットの会社から電話
がありました。ネットが繋がる⽇が近づいてるようです。ネットが繋がれば、QQもMSNも使えるようになります。東⽥君にも⾯倒をかけなくて済みます。では、今⽇はこのへ
んで。  みんなのこと思ってます︕

徐 佳凝さんの⽇記



⽇本の静けさ

2008.09.17

  ⽇本へ来てから、今⽇で第１５⽇⽬になります。毎⽇⿃の囀りや，列⾞のサイレンが聞こえ、空葉ガラスのように透き通っています、気持ちがとてもいいです。私は⽇本へ
来る前に、満開の桜のように賑やかな世界だと思いました。でも、学校から寮へ帰るたびに、⼀⼈で通りを歩きながら、⾃分の⾜⾳を聞くと、"⽇本はすごく静かだなあ"という
感じがします。。この静けさというのは恐ろしい感じがするものじゃなくて、逆に、優しい、親切な感じがする静けさです。いくつか⽊があり、⾵が吹くと葉がひらひらと揺れ
ています。まるで"⽇本へようこそ"と⾔っているようです。この⼼を打つ静けさな⼀⽣の中で忘れがたい思い出になります。
これは⽇本語で投稿されたものです

徐 佳凝さんの⽇記



2連勝

2008.09.19

今⽇はうれしかった。 先週微積分試験の満点に続いて、今⽇のテストもまた満点。2連勝とっとく︕中国にすこしならっておいたおかげで、授業が聞き取れる。今⽇本語で⾃分
の考えを伝えられて、⼀つの進歩だね。化学の授業は聞き取れるが、元素の読み⽅に頭が痛い。幸い今の内容は元素とあまり関係がない。物理はドップラー効果を勉強している
最中、ちょっと難しいが、基本的な意味が理解できる。今、試験が近づいている。⽇本の試験の雰囲気を経験してみたい。中国にはとても緊張した雰囲気に満ちているけど。
10⽉初め、定期テストがある、皆は今それにがんばっている。私もそうだ。前半の分は習わなかったけど、⼒を尽くしてベストでやりたい︕ がんばろう

徐 佳凝さんの⽇記



情報授業

2008.09.19

今⽇の情報授業で、先⽣は新聞作りの⼿配りをした。他のクラスメートと⼀緒に参加したいという要求で、（ここの留学⽣は普通の授業に参加することができない）、ぼくを他
の三⼈のクラスメートと同じグループに⼊れた。題名は⾷品に関するものだ。ぼくは外国⼈の⽇本⾷品にたいする感想を担当する。それに、新聞のデザインと組版を担当する
（これが得意だ。ハハ）。とにかく楽しい仕事だよ︕⼀番難しいのが、８００字の⽇本語の報告書を書くことだね︕でも、クラスメートの中に⼊って、これより嬉しいことがな
いよ︕きっとできる︕

徐 佳凝さんの⽇記



街に出る

2008.09.20

持って来た服が少なかったため、週末になると着替えがほとんどない状態になっている（しかもここでジャージで出かける⼈がいないのだ）。そういうわけで、今⽇は⾃分のお
⼩遣いを持って、札幌市の中⼼地へ出発した。 ＜序曲︓道を探す＞ 広い駅だった︕僕の⽬的地ＪＲ塔はどこにあるの︖右に⾏ってみたり、左に⾏ってみたり、駅を全部回って
みたら、⾃分の中にいることをやっと気がづいて︕気絶〜〜まさしく「ただ ⾝の この⼭中に あるによる」なのだ。 ＜本⽂︓服を買う＞ 服探し、服探し。あぁ〜ここの服は
「クール」しすぎて、僕には恥ずかしいな。⼀⼈で服を買うのもさびしいな︕お化けがビルの中で浮かんでるようだ（警備は僕のことを怪しがってないかしら…）。最後に決め
たのはＧＡＰのトレーナと知らない⽇本ブランドの服だった。結構お⾦を使ってしまった〜〜泣 ＜寄り道︓展望台＞ ＪＲ塔の展望台は有名よ︕ついでに⾒に⾏ってきた︕600
円、そんなの関係ない、僕は完全な札幌市を⾒たことがないもの︕ウア〜壮観だぜ、⼀棟⼀棟の⾼層ビルは⼭の中から噴き出し、更に雲を通り抜けた。このような⾵景を⾒るの
は⼼への洗礼のようだ︕⽬もいい便利だったね。 ＜最後︓⾜が痛い＞ ⼀⽇歩き回って、寮に帰ってきて、とても疲れた︕ベッドで写真を整理したり、⽇記を書いたり、突然に
⽴ち上がると、あっ、⾜が痛い︕写真を⾒ながら、痛くても仕⽅がないね。⽬が⾜を慰めてくれるでしょう。へへ。 それでは、この⼀⽇だった、明⽇は何をしようかな︖

徐 佳凝さんの⽇記



私〜バイオリン〜Voilin習いたい

2008.09.21

 今⽇突然バイオリンを習おうと思った。残念ながら、バイオリンを聞くのが好きだけど、少しもできないんだ︕(気がすまない…)ネットでバイオリン教室を⾒つけて、場所を
確認してから、出発︕(もう⼀度Googleのウェブサイトで提供されたお出かけルートにありがとう) ⼤通公園に着いたら、意外な発⾒が︕ここで⾷品まつりが⾏われている
の︕︕待望の札幌味噌ラーメンが⾒つかった、、とても⻑い⾏列︕きっとおいしいだろう…. 5分間 少し前に進んだ…. もやもや 10分間 また少し前進んだ いらいら
。。。。。。。。。。。   がっかり 30分間 やっと私の番だ︕︕︕ わくわく 幸い、がっかりさせてくれなかった。超おいしかった︕︕30分の待つ時間がむだじゃなかっ
た︕︕やりがいがあった︕昨⽇は⽬の保養で、今⽇は胃袋が幸せだった︕⾜がいつも⼤変だから、いつか必ず慰労するから、へへへ。今後誰かが来るなら、ラーメンをごちそう
するよ、フフ︕ その後路⾯電⾞に乗ってバイオリンの先⽣をたずねたのだ。先⽣は武⽥といって、有名なバイオリン奏者だそうだ︕(残念なことに、先⽣が⾒えなかった、管理
⼈さんにあったが、とても親切なおばあさんだったね〜〜)今バイオリンを習うことが決まったんだ、国内では時間がないから、そしてもっとたくさんの、いろんな⽇本⼈に触
れることができるのも、ここに来た意味だと⾔えるのだろう︕ 帰って来たら、晩ご飯を買ってなかったから、寮の中の電気コンロを使って、私の最も得意な料理を作ってみた
――インスタントラーメン︕へへへ、まあまあおいしかった︕これからそのコンロをちゃんと使おう︕︕︕ 今⽇の⼀番の成果はやはりバイオリンを習うことを決めたことだ、
そうすると週末(ここの学⽣が勉強好きで、週末もあんまり外に出ない)をむだに送ることもないから。もちろん、ラーメンも⼀つの⼤きな成果だった︕ 〜ハハ、今⽇超気持ち
良かった、ハハ〜

徐 佳凝さんの⽇記



過ぎるのがとても充実しています︕

2008.09.22

今⽇は私が札幌の16⽇⽬まで来るので、2週間は多くなって、とても速いですの。休暇期間はとても多くて、私が今まだ完備している1週間の授業に⾏ったことがないことを招
きます︕毎週すべて休暇期間がありますが、あります2⽇間続く週休2⽇、しかし確かに過ぎるのがとても充実しています。⾃分で多くの地⽅に⾏って、“Q〓焦げること
〓”、“fB〓台”、“テレビ塔”、“JRタワ0鰲は薄いです poﾗ〓”、によって今なお顔のバイオリンの先⽣の家に会っていないあちらがあります。明⽇は秋分で、また⼀⽇の休み
で、“旭の⼭R瘴気〓”に⾏って⾒てみるつもりで、ポスターの上で絵のがとてもきれいなことを⾒ます︕いくらかのビデオを撮影して、帰って来てビデオをします。ハッハッ、
また⽤事(事件)があって忙しく⽴ち働きました︕⾔ってみれば最近の事もずいぶん多いことで、英語のスピーチコンテストがひとつあって、１つの⽇本語のスピーチコンテス
ト、情報授業の800字の⾷品は報告して、後でまたバイオリン授業があって、あります１つの最も重要なのは12⽉の1級の試験(やはり多少底がない)で、10⽉にあります定期的
に試験して、頑張ったの︕(⼤部分の内容は私がすべて学びますが)明⽇肯定するのはまたとても積み重ねる⼀⽇で、私の⾜は~~はまだ活⼒を回復していないで、また困難な⻑
い道のり︕先に⾃分の⾜と回が申し訳ないと⾔うようにしましょう、ごめん。後できっとよく⾃分のこの根の苦労をいとわない⾜のを償うことができ(ありえ)る機会がありま
す︕ 今⽇“家”の道中に帰って、第1回歌を聞きながら、静かな地圧道路。とうわさのはぐうぐう、歌が飄々と⽿に⾶んで⼊った中。時には道中を歩いて、周囲ののんびりしてい
る部屋と学⽣が⾒えて、突然あれが1枚のただ美しい絵巻だと感じて、1種のほほえみの予感があります。似ていて1の間にとても⼤きい床までの⼤きな窓の部屋があって、⽇光
の⼤きな塊の⾶びかかってくること、うわさは⾏⽅のカーテンを吹いて、グラスの中で清⽔の中のヒマワリを吹いています。 ほほえみの時、世界はピンクのです。 興奮する
時、世界は⾚⾊のです。 苦悩の時、世界はあいまいです。 怒る時、世界は紫⾊のです。 雪が降る時、世界は⽩⾊の.....

徐 佳凝さんの⽇記



充実に過した

2008.09.23

充実に過した︕ 今⽇は札幌に来てる１６⽇⽬なんだ。⼆週間で、ほんごに速い。休みも多いので、今は⼀週間の授業を全部受けたことがない︕毎週には休み、⼆⽇間の連休が
あるけど、充実に過した。⾃分でいろいろなところに⾏った。「円⼭公園」、「時計台」、「テレビ塔」、「タワー」、「⼤通公園」など、そして今でも会ってないバイオリン
先⽣の家にも⾏った。明⽇は節分で、また⼀⽇の休みだ。「旭⼭動物園」に⾏くつもりだ。ポスターはきれいだ︕そういえば、最近いろいろあって、帰ったらビデオとか作りた
い。ハハ、忙しくなるよ︕その他、英語のスピーチコンテスト、⽇本語のスピーチコンテスト、情報授業の８００字の⾷品に関するレポート、そしてバイオリンの授業など、⼀
番重要なのは１２⽉の⼀級の能⼒試験なんだ（ちょっと⾃信が⾜りなくて）、１０⽉も定期試験があるし、頑張らなきゃ︕（ほとんどの内容をまだ勉強してないけど）明⽇はき
っと疲れた⼀⽇だろう。ぼくの⾜よ〜〜まだ元気に戻ってないけど、また⻑距離の旅なんて︕まず⾃分の⾜にごめんと⾔っておく。ごめん。機会があれば、⾃分の⾜をちゃんと
労うつもりだ︕今⽇「家」に帰る時、初めて⾳楽を聞きながら、道を歩いてた。歌声と⾵邪の⾳、⽿に⼊ってきた。回りの静かな家とその家から漏れた⼣⽇の光り、道で⾶び上
がる意欲が湧いてきた。（でも条件が⾜りなくて、カバンが重すぎ）。⾼い⽊が⽣えてる森を探したいなぁ。⼀⼈でこの陽光、この⾵を享受したいなぁ。

徐 佳凝さんの⽇記



札幌の空

2008.09.23

今⽇は休⽇。動物園に⾏く計画はやめて、ひとりで部屋からぼんやりと空を⾒ている。⼩島先⽣が推薦してくれた曲を聞きながら、ひとり静かに書き物をしたり、宿題をしたり
して、久しぶりの静けさを楽しんでいる。  僕は空が好きだ、⽩、灰⾊、⻘、⻩⾊…不調和に混じり合う空が。いつでも探しているのは空がいちばんきれいに⾒える場所、空
の端に触れたり、万物をつかさどる神々を垣間⾒たりすることができるような場所。空は寂しいと思う、あれほど⼤きいから彼のことばは誰にも聞こえず、ただ何も⾔わずに⽴
っているだけで、たまに雷を鳴らし、⾬を降らして、腹⽴ちを静める。荒涼とした空を⾒るとすこし⼼が痛むから、窓から空を⾒つめて、⾬のカーテンも雲の重なりも越えて、
広々とした空の気持ちが読み取れるように祈る。雲の層を抜けて、屈原のいう九層の天涯を⾒つけ、⼀⽻の⿃となって、空に寄り添ってそのつぶやきを、うらみごとを聴いてみ
たいのだ。でも、どれほど考えたところで、現実の距離はあまりに遠く、ただここで祈ること、⿃たちが空のために歌ってくれるよう祈ることしかできない…  なぜ空に雲が
あるのか。それは彼のさびしい涙を隠すため。  なぜ⾬になると⿃は低く⾶ぶのか。それは⿃が空を静かに泣かせてあげようとしているから。 PS︓写真は僕が撮った札幌の空
です。

徐 佳凝さんの⽇記



強歩会での計画︕︕

2008.09.25

明⽇は強歩会。27キロ歩きます。疲れるだろうなぁ。 僕はこの⾏事に焦点を当て、特別プログラムを制作しようと思います。以前作ったビデオはどれも短くて簡単なものでし
たが、今回はいい素材が⾒つかったので、真剣に制作するつもりです。この何⽇間か、スクールバスに乗って帰る時に、いくつかの重要な撮影場所の位置や、撮影時の⽇の光の
具合などを確認しておきました（googleの航空写真にはお世話になりました）。また、撮影シーンについても、やはり帰宅途中に考えてあります。今回の撮影には本当に⼒が
⼊ってます︕でも明⽇は⾬が降るかもしれません。そうすれば、映像効果にも⼤きく影響してしまいます︕でもやはり⼤切なのはその内容、みんなが必死に頑張っている精神こ
そが最も重量です。みんなのこの思いが描き出せたら、僕は満⾜です。ハハ、明⽇のことを思うと、ワクワクしてきます。機材の準備もすっかり整いました。ビデオカメラ、マ
イク（インタビュー⽤）、懐中電灯（⾬や曇りの時のため）。準備万端、後はみんなの頑張りに期待します︕   明⽇、本当に楽しみ...

徐 佳凝さんの⽇記



神州7号の発射が成功でありますように

2008.09.25

もうすぐ発射です。僕はネットで中継を⾒ています。気持ちはとても興奮だったので、⽇記を書きました。神州7号はすべて順調でありますように⼼から祈ります︕三名の宇宙
⾶⾏⼠が安全に帰航することを祈ります︕

徐 佳凝さんの⽇記



強歩会

2008.09.26

＜はじまり＞ かなり早く学校に到着すると、すでに今⽇の特別な雰囲気が感じ取れた。ビデオのチェックをしてから、みんなとおしゃべり。しばらくすると、体育の先⽣のお
話。よく分からなかった。そしていよいよ、何の合図もなく静かに出発︕28キロの旅の始まり︕ ＜林の⼩道＞ まずは森林公園の中の⼩道を⾏く。その景⾊の美しさと⾔った
ら︕クラスメート２⼈と森の⼟の⾹りを嗅ぎ、⽊漏れ⽇を浴び、とりとめのない冗談（⽇本語で）を⾔いながら……こんな⾵にゆっくりと歩き、くるくると回りながら、⼿にし
たカメラであちらこちらを撮影、ちょっとアブナイ⼈みたい、ハハ。⾃然の⼼地よさとのどかさを充分に味わいながら。 ＜超⻑い道路＞ ウットリとした気分でその不思議な森
を抜けると、今度はとても⻑い道路に出た。道路の両側には⼩さな花が咲いている。相変わらずクラスメートとおしゃべりしたり、通り過ぎるトラックの騒⾳に、⾯⽩がって後
ろから「うるさい」と⽂句を⾔ってみたり。ふざけてばかりで、撮影のことはすっかり忘れてしまう。さらに⾏くと、⼀⾯に咲く野⽣のラベンダーが⽬の前に。本当に美しい︕
超幸せな気分になった︕︕︕ ＜ゴール︓希望の訪れ＞ 沿道の⾵景はとても美しいが、なんと⾔っても20キロ以上の道のり。さすがに⾜も⾔うことを聞かなくなった。すると、
⾃分達より20分も遅く出発した三年⽣が前を歩いているのが⾒えた。何てことだ…他の２⼈と⼀緒に無謀にも⾛り出してしまった。残り500メートルのところで、先⽣からゴー
ルは⽬の前だと聞くと、この時ばかりは先⽣がとびきり優しく思えた︕最後の500メートルを必死で頑張り、終にゴール︕もうヘトヘト、でも本当に嬉しかった︕ ＜後記＞ 帰
ってみると、残念。歩きながらの撮影でカメラが安定せず、画⾯がぶれています。写真のほうもピンぼけ。こんな写真じゃとても我慢できないので、全部削除してしまいまし
た。写真はどれも⾵景を撮ったものなので、週末にでももう⼀度⾏って取り直してきます。その後ビデオを制作、みんなに⾒てもらうつもりです。本当に申し訳ない。もう少し
待ってもらわなければなりません。最後に⼀⼈でバカみたいに空を⾒上げ、何枚か写真を撮りました。 今⽇はとても疲れたし、複雑な気分です…

徐 佳凝さんの⽇記



神⾈7号の予告

2008.09.26

神⾈7号の宇宙⾶⾏⼠の⼀員は明⽇の東京時間１７時３０分ごろ、外に出て歩くことになった。⼆つの科学試験を⾏うことになった。みんな、注⽬してくださいね︕今の神⾈7
号の運転が順調だ。地球を回る軌道に⼊ってる。神⾈7号のために、祈りましょう︕

徐 佳凝さんの⽇記



神⾈7宇宙⾶⾏⼠はみごとに船外活動できた

2008.09.27

今⽇船室から出る全過程を⾒た。⾮常に感動した。 更に船室から出る前、⼼の中がどきどきして緊張していた。更に宇宙⾶⾏⼠が軌道室の中から出てくることを⾒る時、こと
ばでは表せない感動を覚えた︕ 宇宙⾶⾏⼠が宇宙服の姿で全国⺠に向って挨拶してくれた。神⾈7号はすべて順調と報告してくれた。 その後、別の1名の宇宙⾶⾏⼠は軌道室か
らその外にいる宇宙⾶⾏⼠に⼀⾯の五星国旗を渡した。その宇宙の中の国旗を⾒ると涙がこぼれそうになった。 船外活動は15分ぐらのあと、宇宙⾶⾏⼠は軌道室に帰って、扉
を閉めて、船室の圧⼒が戻るまで… 全体の過程はすべて⾮常に成功している。 今だに、私の⼼はまだ興奮している。 最後、２枚最も歴史的なピクチャーをアップしちゃう。
多少しどろもどろかもしれないけど、許して。

徐 佳凝さんの⽇記



今⽇ギョーザを⾷べました

2008.09.28

週末の寮では昼飯がないため、スーパーマーケットへ⾏って⾃分でなんとかします。今⽇スーパーマーケットでぶらぶらして、ふと、冷凍庫の隅に冷凍ギョーザを発⾒した、ブ
タのひき⾁のやつです。⾃分が⼀番好きな具ではないが、外国でギョーザを⾒つけるとはとてもラッキーだ。寮に帰った後に、説明通りにきっちりやって、ギョーザを作る任務
を完了しました。⾃分が作ったギョーザを⾷べると、⼼の中は温かくなった。とてもおいしいよ、みんなも試してみるようにお推めします、それに冷凍ギョーザはとても安いで
す。 最後に神⾈が7⽇に⼤成功したことをお祝いします

徐 佳凝さんの⽇記



My Test

2008.10.10

この間、ずっとテストのことで忙しかったから、久しぶりに⽇記を書くことになった。昨⽇、やっと終わったから、とりあえず、テストのことを話しましょう。 数学B＜冷や汗
まみれ＞ “試験の内容はちょっと難しいけど、量が少ないね。”と試験⽤紙を出す18分前に、そう思った。でも、何気なく⽤紙の裏を⾒たら、この⽤紙の両⾯にお問題があるん
だって。ショック．．．普段のテストは試験⽤紙がいつも⼀⾯しかなかった︕しょうがないから、急いで書くしかない︕まあ〜ベルが鳴る⼨前やっと書き終わった、危なかっ
た︕ 英語＜ちょっと迷ってた＞ 英語のテストがやってきた。⽂法はもう⼆年間も勉強してなかったから、ほとんど忘れてしまった。みんな五感によって書いたのだ。正しいと
確信できるのはあまりない。迷っちゃった。でも、読解、作⽂とヒヤリングは易しかった。だから、英語はまあまあだった︕ 数学Ⅱ＜⾃信満々＞ これは主に微積分のもので、
中国の先⽣があまり教えてないけど、興味として、すこし勉強してきた。だから、そんなに難しくもなかった。全部の問題は時限の20分前に終わった。たぶん問題ないと思
う。これも今まで⼀番よくできた科⽬だと思う。 物理 ＜ただ試してみただけ＞ 物理の内容はほとんど勉強してなかったものだから、今回のテストはただのためしにすぎない。
事前にまだ習ってないものを何回か読んでみたけど、先⽣の説明がないから、やっぱりできなかった。今回の⼩さな失敗はこれからの勉強の励みになる。物理がとても⾯⽩いと
思う。中国での授業はつまらなかったけど、ここでの授業はかなりおもしろい。これから、ちゃんと物理勉強しようと思う。「光の⼲渉」「電磁誘導」「粒⼦揺れ性」など、⼀
つずつ戦おう︕ 化学 <しようがない⽇本語> もともと、化学のテストはそんなに難しくなかったけど、⼀番頭を痛めるのは⽇本語だった。各種類の道具の名前、元素の名前、
薬品の名前。みんな専⾨⽤語で、そして、漢字もない。⼀番まいったのは五つ⽬の問題、三問も「メスシリンダー」が出てきた。でも、意味は全然分からなくて、問題が解けな
くなった。仕⽅なくて、解答⽤紙に「「メスシリンダー」は何ですか︖」と書いた。今、このばかなセンテンスを思ったら、笑っちゃう。 とにかく、この⼤きくも⼩さくもな
いテストが終わった。でも、気を許してはいけない。12⽉に⼀級の試験もあるし、来年の初めにToeflも受けるし。まあ、みんなでがんばりましょう︕

徐 佳凝さんの⽇記



じゃんけんぼ

2008.10.14

今⽇学校でじゃんけんぼという⽂章をよんだので、コンピュータでゲームのプログラムをつくった。 学校で7分を使ってプログラムの脈絡を構想して、組みを書いて、寮に帰っ
た後に作成したり、訂正したりした。次に、作品の作成中のそれぞれのバージョンを紹介します。 このバージョンは最初のバージョンで、このプログラムの雛で、しかし最も
粗末のバージョンである。このバージョンはただ簡単に全体のプログラムを運⾏させる。循環機能を⽀持しないので、"Tryagainの効能がない。その上、空欄の数量を厳格に限
定しなかったので、ゲームのインターフェースが⽐較的に混乱させてしまった。 名前通り、今度のバージョンは広⼤なプレーヤー(私⼀⼈だけ)の求めた"TryAgain"機能を増加
した。しかもページの配置を調整して、各位のプレーヤーによりよくこの当伝統ゲームを楽しませるようにした。しかし当バージョンはやはり突破を遂げていない。 V1.1のあ
としばらくして、広⼤なプレーヤー(やはり私ひとりだけ)がまた当ゲームの製作会社のゲームの品質を批判することが始まるので、当社はV1.0とV1.1の基礎の上で、時代の意
義を表す《じゃんけんぼV2.0正式バージョン＞を開発した︕V2.0バージョンで、プレーヤーはゲームが終わる時⾃分の勝率を⾒ることができて、ゲームは更にスポーツ性を持
たせた。機能の完備の程度から、これが時代のゲームを引くと予測される。案の定、このバージョンは発表されたあと、ゲーム界の⼤きな⾵波を引き起こした︕それぞれのメー
カーは争ってこのバージョンの販売権⼒を購⼊して、ゲームをゲーム掲⽰板に連続して300週間ランキングに載らせした...少し擦れた、とにかく、⽐較的に整っているバージョ
ンである。 V2.0の巨⼤な成功に継いで、徐⽒会社は原地に⾜踏むことにと⽌まらず、V2.0が発表される間もなく、無料にインターネットの上でV2.1つぎを発表した。このバー
ジョンの中で、勝率が表⽰される以外に、具体的に⼀回ずつの勝敗の情況を表⽰できる。毎回遊んだ後でプレーヤーは⾃分成績を分析することによって、運がよくなる規則を発
⾒し、更に多くの勝利を得る。 今の《じゃんげんぼV2.1》はすでに⽐較的整っている機能があるが、⼀⼈の⼒は限があるから、もしみんなもっと良いアイディアがあるなら
ば、ぜひ返事をおねがいね︕当社は、アイディアを提出するプレーヤーにゲームのプレゼントを提供することを保障する。(《じゃんげんぼV2.1》、《数字クイズV1.5》、《運
をチェックV2.0》が含まれる。)。最後に各位が⻑時間聞いてくれて、感謝します。お礼として当ゲームのコードを公にします。 更に1枚のゲーム図を付け加えます。へへへ︕
ゲームのコードは次の通りです︓ import java.util.Random; import java .io.*; class TG { public static void main(String[] args) throws IOException { BufferedReader
stdin = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in)); Random rand = new Random(); int r = 1; double q = 0.00; double w = 0.00; double p =
0.00; double o = 0.00; double f; System.out.print("Please enter your name "); String s = stdin.readLine(); while (r == 1) { int a = rand.nextInt(3);
System.out.print("1..Stone 2..Scissors 3..Cloth "); int b = Integer.parseInt(stdin.readLine()); int c = b - a; switch (c) { case 1: {w = w + 1.00; p = p + 1.00;
System.out.print("Same. \nTry again? 1..Yes 2..No"); r = Integer.parseInt(stdin.readLine()); } break; case 2: {w = w + 1.00; o = o + 1.00;
System.out.print("You Lose. \nTry again? 1..Yes 2..No"); r = Integer.parseInt(stdin.readLine()); } break; case 3: {q = q + 1.00; w = w + 1.00;
System.out.print("You Win. \nTry again? 1..Yes 2..No"); r = Integer.parseInt(stdin.readLine()); } break; case 0: {q = q + 1.00; w = w + 1.00;
System.out.print("You Win. \nTry again? 1..Yes 2..No"); r = Integer.parseInt(stdin.readLine()); } break; case -1: {w = w + 1.00; o = o + 1.00;
System.out.print("You Lose. \nTry again? 1..Yes 2..No"); r = Integer.parseInt(stdin.readLine()); } break; } while (r == 2) { f = 100 * q / w;
System.out.println("Game over"); System.out.println("Name " + s); System.out.println("Win........................" + q); System.out.println("Same......................."
+ p); System.out.println("Lose......................." + o); System.out.println("All........................" + w); System.out.println("Winning Percentage........." + f +
"%"); r = 0; } } } }

徐 佳凝さんの⽇記



単語暗記のツール(⽇本語単語版)

2008.10.16

今⽇の昼休みを使って、《単語暗記(⽇本語単語版)》のプログラムを書いた。寮に帰ったら、課程表の裏に書いておいたブログラムをコンピュータで編集した。 このプログラ
ムは暗記すべき単語を⾃動的に定義できる。まず暗記する単語の漢字を⼊⼒して、それからかな⽂字を⼊⼒する。そして⼩テストを⾏う。コンピュータはランダムでさっき⼊⼒
しておいた漢字を表⽰し、そして、かな⽂字を⼊⼒すると、コンピュータはその解答が正しいかどうかを判断してくれる。Cancleを⼊⼒するとテストが終了。その時コンピュ
ータは正確の数、間違った数、それと正解率を教えてくれる。夜このプログラムで今⽇学んだ1級の単語を復習して、とても⾯⽩っかた︕でも残念なのは今までみんなのコンピ
ュータで読み取れる形式のパッケージにする⽅法はまだ⾒つからなくて、そうじゃないと、皆に配って単語暗記に使える。 ほほほ。でも、もしみんなのコンピュータにjdkをイ
ンストールしてあれば、直接僕のプログラムのjavaコードを読み取れる。今度のプログラムがちょっと⻑いため、全部で302⾏、ネットに出さないことにした。もしほしい⼈い
るなら、メッセージを残してくれれば、それを送る。 最後に3枚のプログラムの画像をアップする。

徐 佳凝さんの⽇記



最近の事

2008.10.23

最近ずっと⽇記を書いていない、今⽇は最近の事を⼀気に⾔ってしまおう︕ <最もうれしい事︓久しぶりに先⽣達が来ました︕> 最もうれしかったことは⼩島先⽣と⼭崎先⽣
が北海道に来たことだった。はじめてこのニュースを⽿にした時、驚いたしうれしかった。驚喜ともいえる︕ 学校で先⽣達が来てお会いした時、まるで家族に逢ったみたいだ
った。ふふふ。それから、先⽣達と近ごろの情況をいろいろ話した。夜、広東料理を⾷べた。(本当のことをいうと、国で広東料理を⾷べたことがない。はじめての試みともい
えた︕)晩ご飯がおいしかったのはいうまでもない︕また何⼈かの先輩に出会って、いろいろ勉強になった。最もびっくりしたのは、私のバイオリンの先⽣まで誘ってくれた。
バイオリンの先⽣とは3回しか会ったことがないけど、とても仲がいい。主な理由は先⽣がとても親切で、優しいから。晩ご飯でいろいろ話し合った。分かったこともあれば、
分からないこともあった...(恥ずかい)。話が楽しかったうえ、私は腕時計がないので、時間をすっかり忘れていた。10時過ぎに寮にもどった(⾨限が9時)。親切な寮⻑先⽣にお
詫びしたら、寮⻑先⽣はやはりいままでどおりに許してくれた。とてもすまないと思った。とにかくとてもうれしかった。先⽣達のご訪問は私にとってこの寒い北海道に温かみ
を持ってきたのだ。 <最も新鮮な事︓バイオリン授業> 現在までバイオリンのレッスンは2度やった。やはり多くの⼈が⾔うたように、とても難しい。⼸の使い⽅にはたくさん
のポイントがある。また引く時⼸はいつも弦と垂直に保つこと、4本の弦をひく時⼸を1本にしか接触できない(いままでの要求はこれぐらいだ)難しいけど、とても⾯⽩い、先⽣
もとても親切だ。今後もかならずきちんと学び、先⽣達の期待に背くことができない︕ <最も挑戦的な事︓スピーチコンテスト> また⼀週間後、スピーチコンテストがある、
原稿もできた。今暗記しているところ。でも本当に⻑く書いたな︕全部で1200字ぐらい(MicrosoftOffice Wordが統計したものだ)。特に⼤東先⽣が講演原稿を改正してくれる
ことに感謝します。原稿の⾔語を更に⾃然にさせるように、たくさんの資料を提供してくれて、本当にありがとうございました。ただ⼀週間あと参加するのがちょっときつい。
でも1週間の準備時間があるのはわるくない︕ふふ、参加することが⼀番だ。 これは最近の事で、少し忙しかったけど、とてもうれしかった︕

徐 佳凝さんの⽇記



ぼくのバイオリン

2008.10.26

ぼくのバイオリンの写真をアップロードしてるよ︕ ピカピカ光ってるよ ⾳も素晴らしい︕ ⼤好き︕

徐 佳凝さんの⽇記



また何枚かのバイオリン写真をアップロードする（バイオリン⼤好き）

2008.10.26

⾒れば⾒るほどバイオリンが美しいと思う。また何枚の写真をアップロードする。 ぼくがうるさいと⾔わないでね。

徐 佳凝さんの⽇記



I Love JUDO

2008.11.05

今⽇は柔道授業を受けた、実は今度は⼆回⽬だ。だんだんそのスポーツが好きになった。ウォーミングアップから⼆⼈間の試合まで、全部その新鮮さと⾯⽩さを感じた。先⽣は
相⼿を打ち勝つ「必殺技」をたくさん教えてくれた、ハハ。 僕の体は硬いので、柔道の楽しさを味わった後、今体中の関節は痛くてたまらない︕ とにかく、体の苦痛に⽐べ、
柔道は多くの新鮮さと楽しさをもたらしてくれた。 最後の⼀⾔、昨⽇札幌は初雪が降った。雪景⾊はもうすぐ⾒られると思っている、楽しみing!

徐 佳凝さんの⽇記



北海道は今⽇雪が降りました︕

2008.11.20

これで三回⽬の雪です。でも⼤雪としては初めてです。⼣べから降り始めて、今⽇の午後までずっと降り続けてました。寒さは⾔うまでもなく、雪景⾊は結構綺麗です︕雪の世
界がどんなものか分かるようになりました。特に午後雪がやんだ時、⻘空、太陽、⽩い雪。。。。⾔葉で表せない美しさでした︕ 雪景⾊の話を終えて、次に私のことを⾔いま
しょう。今⽇プラットホームで2⼈のアメリカ留学⽣と雪合戦をしました。ハハ、超⾯⽩かったです︕最初の計画的に挟み撃ちの戦術から、無計画に気の向くまま遊んだように
なりました。とにかく思う存分に遊びました︕ ハハ、最後は何枚かの写真をアップしましょう

徐 佳凝さんの⽇記



おもちつき

2008.11.23

今⽇ルームメートといっしょにおもちをついた、⾯⽩かった︕とても⼤きい⾦槌でお⽶の団⼦をついた。（⾦槌は重かった）何回も打ったら、もう⼿が耐えられなかった．．．
ついた後、果実を分け合った。しょうゆで漬けたお餅もあったし、ピーナツバターのもあったし、また、納⾖のもあった。（やっぱり納⾖にはまだ慣れてないなあ、⼀つを⾷べ
たけど、⼆個⽬はもうたくさんだ）。ほかのはけっこううまかった。おもちをついたのも⾯⽩かった︕ そして、こういうことに気がついた。北海道は⼤雪が降ってから、毎⽇
は雪だ。。道理で、ここの⼈は「⻑くなったら、雪が降るのはうんざりだ思うようになる」と⾔ってた。ハハ、まだうんざりしてないうちに、北海道の結晶H2Oがもたらした楽
しさを楽しもう︕

徐 佳凝さんの⽇記



初冬のソナタ

2008.12.07

序曲︓ 12⽉1⽇ AIDS DAY ⼈々がエイズを予防するいろんな知識を宣伝する同時に、ぼくはぼくの１７⽬の誕⽣⽇を迎えた。寮に帰ったら、交流センターの先⽣たちが送って
くれたプレゼントが届いた。感動したね︕それから、みんながいろんな祝福を⾔ってくれた。とにかく、誕⽣⽇は普通だけど、平凡じゃない。 第1楽章︓ 12⽉4⽇〜12⽉5⽇ 
CAMPUS TOUR 学友達と⼀緒に東京に⾏っていろんな⼤学を⾒学した。東⼤、東⼯⼤、⼀橋、上智、早稲⽥、慶応など。 ⽻⽥空港に着くと東京の暖かさが感じた、そして、
地下鉄に乗ったら、その暖かさが暑さに変えた。それから、⼀⽇⽬の⾒学が始まった。まず、早稲⽥⼤学だった。キャンパスがきれいだ（後、みんなきれいだと分かった）。そ
して、ダチと東⼯⼤へ⼊った。まあ...⼯場みたいだ。でも、その雰囲気が好きだよ。まるで理科の天国みたいだ︕それからは⼀橋⼤学だった。それは⼀番きれいなキャンパスだ
と思う。とても親切な感じがした。最後は上智⼤学だ。実は、あまり印象が残ってない...夜は武道館近くの九段会館に泊まった。上智の⾷堂は開いてないから、ホテル近くのコ
ンビにで⾷べ物を買って部屋で「ピクニック」をした。買い物をしたとき、ダチの⼀⼈が冷麺（味が違うよ）に近いものをぼくに勧めた。めちゃくちゃうまかった。そのほか、
ぼくの⼤好物オニギリ（オニギリ、⼤好き）を買った。⾷事の後、東京の各名⾨⼤学の先輩たちとの交流会だった。話し合ってた⼊試についてのことがぼくとあまり関係がない
けど、⼤学の雰囲気、その⼤学についての情報を話すとき、とても勉強になった。２時間半のあと、先輩と別れた。部屋に戻って、騒いでから、みんなぐうぐうと寝てしまっ
た。その⽇、地下鉄（OR JR）に乗ってばかりいたから、みんな疲れた（泊まったのは和室だから、中国東北地⽅のオンドルみたいだ。ハハ） 翌⽇、有名な「河合塾」（かわ
いじゅく）へ⾏った。でもそれを「可愛塾」（かわいいじゅく）と呼びたい。⾒学したとき、ある先⽣のとても⼈を励ます⾔葉を聞いた。「かわいい塾、かっこういい」と思っ
た。頭の暴⾵をしてくれたかわいい塾の後、⼈の⼼を揺り動かす東京⼤学に⾏った。さすが東⼤だった。キャンパスがきれいだけでなく、隅から隅まで、⻑年の世の転変が減っ
たというイメージだった。キャンパス全体がその光栄な歴史をぼくたちに語ってくれるような感じがした。最後、東⼤でこの旅の最後の昼ごはんを⾷べた。うん...東⼤の昼⾷も
うまかった。東⼤の後は慶応⼤学へ⾏く予定だったが、天気に恵まれなくて、⼤⾬が降ってきたから、しょうがない、⾒学を早めに終えて、直接⽻⽥空港へ⼊って、東京の旅が
終わった。疲れたけど、楽しかった... 第2楽章︓12⽉7⽇ Japanese Test Level1.0 ここで三ヶ⽉頑張って、今⽇ぼくのJudgment Dayを迎えた。1級の試験の⽇だった。実
は、まだよく準備してないんだ。⼀級の勉強はただ三ヶ⽉しかなかったから、何といっても、ちょっと無理だ、模擬試験は７０％という合格のラインにぎりぎりだった。でも、
今⽇はやっと終わったから、負担をひとつ卸せた。三ヶ⽉の努⼒を思い出すと、勉強になったものは試験そのものよりずっと多かった。充実で、激情で、疲れた... 終わり︓1⽉
23⽇〜1⽉24⽇ 英語検定１級 Toefl ⽇本語の試験が終わってから、次の⽬標あと⼀ヶ⽉ぐらいの難しい英語の試験だ。⽬標が変ったけど、頑張る気持ちと情熱は変らない︕
あくまでも、がんばろう︕ それはぼくの初冬のソナタだ、華やかでないけど、⾯⽩みがある P.S.︓2009年度の⽇本語能⼒試験１、2級は2009年7⽉の初めに始まるから、たぶ
ん今⽉の末から申し込みができると思う。みなさん、これに気を配ってね︕︕︕

徐 佳凝さんの⽇記



I LOVE Home-stay

2008.12.24

先週から、みんな楽しんでいる冬休みが始まる、これと同時に、僕のHome-stay⽣活も始まる。 じゃ、Host Family を紹介しよう︕  Host Mum かっこういい︕ ”かっこ
ういい”と⾔えば、ちょっと失礼なんですけど、でも、”かっこういい”以外はもっと適当な⾔葉がないと思うなあ︕銀⾊の髪、おいしい料理.....そして、かっこういいだけではな
く、すごく優しいHost Mumです。腹がぺこぺこする時、おいしい料理を作って、勉強する時、コーヒーを⼊れて、毎⽇、汚い服を洗濯してくれるなど︕親切なママだなあ︕

 Host PaPa どうやって⾔うかなあ‥Host Papaは毎⽇忙しいそうですね︕今まで、会ったことは⼀回しかない。でも、⼀回だけど、僕に深刻な印象をくれた。僕と友達映画
を⾒ている時、Papaは、隣の部屋から、めっちゃ重い椅⼦を移してくれた。今までも感動している︕  My Friend すごくまじめな⼈だよ︕毎⽇、午後から２時まで勉強す
る。話が少ないんですけど、熱⼼的な友達だ。いつも僕を助けてくれ、世話をするなど。表⾯的には、勉強することだけ知っている学⽣ですけど、実は、彼はゲームがすごく上
⼿です︕今まで、僕は勝ったことない.....あっ、もう⼀つは、彼はめっちゃカッコウイイだよ︕  要するに、I LOVE Home-stay  ところで、最近部活に⼊った、放
送局［妄想局（部⽇誌にそう書いた）..笑］だ。部活について、後で話そう︕
これは⽇本語で投稿されたものです

徐 佳凝さんの⽇記



Cʼest la vie

2009.01.06

まず、みなさんに遅れた新年の祝福をあげる。開けましておめでとう。 それから、ぼくの休みを話そう。毎⽇Home-stayできるのはこの休みの⼀番の幸せだ。N時間を勉強し
なければならないのは疲れたけど、楽しかった。どうして楽しかったのか分からないけど、確かにいい休みを過ごした。 休みの娯楽︓ まず、家族と函館に⾏った。そこで新年
を過ごした。中国の春節の雰囲気もあるような気がした。そして、ついでに、世界の三⼤の夜景の⼀つの函館夜景を⾒た。It's FABULOUS !Host Papaと函館⼭に登って、函
館を⾒下ろして、ライト、海岸線が完璧な Y2=|x|+a双曲線の形をしている。ライト、海岸、通り、すべては完璧な出会いのようにすてきだった。⾃然は神様の完璧な仕業
で、町のライトは⼈間のきれいな絵巻だと⾔うなら、函館はその⼆つが奏でる奏鳴曲で、⾳楽のように、ロマンチックな雰囲気が漂っている。  家にいるときも娯楽もある。
ビデオを作ったり、バイオリンを弾いたり、⾳楽を聞いたりしていた。そのほか、新しい⾯⽩いことを⾒つけた。CGをやることだ。POSERという使いやすいソフトウエアを使
った。みなさんもやってみてね。電気屋にも売っている。勉強の後、それでたくさんの「⼈間」を作って、声も振り込んで、⾯⽩かった。クラスメートの話では、その中の⼀つ
は現代⽂の先⽣に似てるという･･･（わざとではないよ...） これはぼくの休みの娯楽だった︕へへ︕ 休みの勉強︓ ⼤晦⽇にTOEFLを受けるから、休みの勉強は主にTOEFLにし
た。毎⽇、TOEFLのReadingに没頭した。TOEFLの⽂章はほとんど科学技術の⽂章だから、読んで勉強になった。アメリカの内戦とか、太陽系の命とか、など、いろんな分野の
ものがある（狂うようになる．．．） TOEFLのヒヤリングなら、時間があったらDiscoveryを⾒る。まず、練習問題より⾯⽩い、そして、そのまずはとても⼤切なものだと思
う。ハハ。そして、「破壊実験室」というシリーズの番組があった。たくさんの危険そうな実験をして問題を解決する番組で、⾯⽩かった。 会話なら、英語をあまり話さない
から⾔いにくくなるのが⼼配だから、とてもこわい習慣ができた。よく街で⼀⼈で英語で⾃分に話すようになった（幸いほとんどの⼈が聞こえなかった）。試験の時、コンピュ
ータに対しても馴染まないはずがないと思う。 英語のことをいろいろ話したけど、⽇本語にももっと頑張らないと。学校が始まると、現代⽂の授業がある。現代⽂の先⽣がと
ても厳しいと聞いた。留学⽣担当の⼤東先⽣はわざわざ初級現代⽂の本を準備してくれた。休みの時よく読んでって。サボってはいけないなあ︕ とにかく、学ぶべきなことが
たくさんある。毎⽇学友と夜2時半ぐらいまで勉強している。ちょっと疲れるけど、やりがいがある。 休みがまだ終わってないけど、もう満⾜だ。楽しかったり、満⾜だった
り、疲れたり、サボったりしている。⽣活はそんなに多彩なもんだ。Cʼestla vie ! P.S:写真のことを説明しよう。⼀枚⽬は函館の夜景だ、映りがよくないから、すみません。⼆
枚⽬は現代⽂の先⽣によく似てると⾔われるCGだ。三枚⽬は⼤雪が降ってたとき、校⾨で撮ったものだ。

徐 佳凝さんの⽇記



私とサーモンの物語

2009.02.07

この間札幌市の⽩⽯区にあるBig Houseスーパーマーケットの中で、ひと箱のサーモン切れは⼀⼈の中国交流⽣に買われた。それからこの学⽣はこの⿂を冷蔵庫に⼊れるまま
にして、⿂は怒った。⾃分が変質のせいで捨てられたくないからだ。それで学⽣に夢を託して⾃分を⾷べてほしい。学⽣は夢の啓発を得てから、突然冷蔵庫の中の隅で、１つの
サーモン友達があることを思い出した。それで彼は決⼼し、腕前はどうであっても、この友達をよく”処理”する。 思案した後で、彼はこのサーモン友達をあぶることに決め
た。少し残忍だが、サーモンはうれしいだ。変質のせいで捨てられた運命から抜け出したからだ。実はこの学⽣もうれしいだ。彼は朝ご飯もまだ⾷べなかったからだ。....これ
らのよい要素の共通作⽤をもとに、⿂をあぶることが正式に序幕を開けた。学⽣はふだんインスタントラーメンを煮る時の技巧を運⽤し、熟練的にストーブを反時計⽅向の27
度に回転させて、それから予熱の待ち時間で、この時間は短いが、この２つの⽣物にとっては⻑いだ。予熱が終わると、学⽣は思わずサーモン切れを鍋の中に投げ込んだ。サー
モンは鍋の中で鳴いて、この叫びは複雑な意味を持ち、⼀⽅では3種類の真⽕の"考査”を受けながら、⼀⽅では間もなく運命が転換する喜びだ。サーモン同志の複雑な⼼理活動
に⽐べると、学⽣の⼼理は簡単だ。彼はサーモンを⾷べたい、⾃分のそれぞれの消化器官を満たすことだけを思う︕このようで、２つの⽣物は異なった気持ちで、いっしょに
15分を過ごした。実は、この15分の意義も複雑で、サーモンにとっては、この15分は最後の15分だが、学⽣にとっては、これはただ１つの⼟曜⽇のある1時間の中の15分
だ..... 銀⾊の鍋肝、⾚い⿂、あいまいなサメ⽪、⽩い⿂の⼩⾻。このようにして⼀つの⽣んだサーモンを⽣んで熟しているサーモンに転化した。この学⽣か︖彼にスーパーマー
ケットから買ってくるサーモン友達に直⾯し、感動する涙を流れなかった。勤勉な汗を流れなかった、彼はよだれを流た︕︕︕彼はきっぱりと、2つ、3つ......この学⽣は⿂を
⾷べ終わって、消化器官達は満⾜していた。⿂も昇華して、⽣前の⼀時間で苦しかったが、変質し捨てられる運命から抜け出される。鳳凰の浴⽕で再⽣するようで、このサーモ
ンの魂は⽕、鍋、学⽣などの洗礼を受けて、冷蔵庫の暗くて⼩さい隅で変質を待つサーモンではなく、⾷べられた熟しているサーモンだ。その死は⾼尚で、尊厳があって、この
サーモンのために敬意を表わす︕︕︕ これは私とサーモンの物語で、多くしゃべったかもしれない。実は事はこのようなで、僕はひと箱のサーモンを買って、やって⾒て、そ
して⾷べた。That's all. P.S:本⽂の主⼈公サーモンの洗礼後の写真を付け加える︕

徐 佳凝さんの⽇記



能⼒試験についてのこと

2009.02.09

今年の能⼒試験は七⽉五⽇に⼀回あるが、⼀級とニ級だけだ。すべての本屋でもう申し込みが始まった。参加したい⽅は忘れないでね︕

徐 佳凝さんの⽇記



関⻄の不思議な旅

2009.03.27

今週、関⻄に⾏って、不思議な旅を体験した。 前書き  会⻑さんはぼくの先輩の友だちの⼤家さんの知り合いで、その⼤家さんは先輩の友だちの知り合いで、その先輩の友だ
ちは先輩との仲もいいし、ぼくとも知り合いだ。チッケトも買ってくれた。（熱⼼なおばあさんだなあ〜）そして、ぼくたちは関⻄の旅に⾏った。  ふ〜〜〜⾶んでいた 初⽇  
⼀ヶ⽉ぶりに、神⼾空港と再会した〜懐かしいなあ〜  ⾶⾏機を降りてから、奈良の天理市へ⾏った。  ふ〜〜〜⾛った。  天理に着いて、ちょっと休んで、晩ご飯を⾷べて
から繁華街でちょっとぶらぶらした。物価は意外に安かった︕でも、何も買わなかった。。近くの⾼校で勉強している。そして、⾼校⽣はギターが上⼿に弾ける︕︕︕ぼくは彼
について習ったけど、吹不器⽤だから、⼀番簡単なAだけ覚えている…まあ〜〜  ふ〜〜寝た 翌⽇  翌⽇、朝ごはんを簡単に済ませて、⼀番うれしいことは、そこの桜は満開
した。ピンクの華やかな桜だった︕  写真をたくさん撮った  奈良の法隆寺に⾏ってみると決まった。  ふ〜〜〜乗り換え＋乗り換え  ⽇本史の教科書で法隆寺の写真を⾒
ただけだから、今回本物の法隆寺を⾒て、感動した︕残念のことに、ここの桜はまだ咲いていない。残念〜〜法隆寺でそばを⾷べてから、⼤阪に⾏った。  ふ〜〜〜電⾞＋電
⾞  この前に、⼤阪にいる王戴蒙さんと連絡したから、⼤阪城で久しぶりの王戴蒙さんに会った。そして戴蒙さんはガイドをしてくれて、⼤阪城を遊んだ。⼤阪城といえば、
⽇本史でたくさんのことを聞いたけど。⼤阪冬の陣、⼤阪夏の陣などなど〜〜今回本物の⼤阪城を⾒て、やっぱり⽴派だったね。唯⼀の遺憾は桜がまだ咲いていないことだ〜〜
まあ、もし咲いてくれたら、ここは絶景だね〜〜〜泣くIng  よる、⼤阪の有名な道頓堀に⾏った。賑やかだった〜とっても賑やかだった︕店も⾯⽩いし、⾷べ物もおいしい。
戴蒙さんに有名な⾚⻤のたこ焼きを勧めてくれて、超おいしかった︕︕︕︕そして、ぶらぶらして、写真を撮って、⾷べていった〜〜とにかく、⾯⽩かった〜〜夜遅くまで遊ん
でいた。天理に戻ったら、ベッドについたとたん寝てしまった。  ぐうぐう〜〜 三⽇⽬   朝早く起きた。６︓４０分の京都の急⾏に乗るから。  フー〜〜１Hour  京都に
着いて、まず、有名な京都御所に⾏った。予約しないと⼊らないが、ラッキーで、ちょうど間に合った。でも、英語の⾒物コースだった。ぼくたちだけがアジア⼈で、初めてそ
んなに多くの欧⽶⼈を⾒た。御所は本当にきれいだよ。⽴派な宮殿から精緻な橋、⽔まで美しい︕桜はただ⼆株だけが咲いている。残念。残念。  それから、⼀番有名な⾦閣
寺に⾏った。前に皆さんの⽇記を読んだら、⾦閣寺の写真がある。底に⾏ったら、さすがね。尊敬する⾜利義満将軍。「礼…チッケトは祝福のカードで、ユニークだった︕楽し
く遊んだ︕︕  それから、平安神宮だった。巨⼤な神社のシンポルは⽴派だ︕  その後、中国の学校と合作した関⻄⾔語学院に⾏った。先輩たちに会った。先輩たちは⼤学の
試験が終わったばかりだった。すごくいい成績をとった。⼀⼈は東⼤に⼊る「もう⼀⼈が東⼤に合格したけど、⾏かないことにした、すごい︕そして、京⼤、東⼯、東北⼤のも
ある。ほんとうにすごいね︕「感⼼した  先輩たちと楽しく話し合った、いろいろな経験を教えてくれた、よく勉強になった︕  夜、京都の四条町に⻑くぶらぶらした。たく
さんのお⼟産を買った。みんなおいしいお菓⼦だ。  今⽇は⼀番疲れた⽇だった。  倒れて＋寝た 最後の⽇  帰る⾶⾏機は神⼾空港に乗るから、朝、おばあさんによくお礼
を⾔って別れた。神⼾で半⽇ぐらい遊んだ。ぼくにとっては、それは⼆回⽬だけど、前に⾏っていない異⼈館に⾏った。ロマンチックだった︕そこでバイオリンの先⽣におみや
げを買った。バイオリンの形をしている飾り物だった。  午後、⾶⾏機で札幌の新千歳空港に着いた。疲れたけど、楽しかった。  おばあさん、ありがとうね、こんなチャン
スをいただいて  先輩、ありがとうね、ぼくにこのチャンスをもらって  交流センター、ありがとうね、このすべてをサポートしていただいて。  最後に、写真をアップロー
ドしてみた  ⼀枚⽬は桜  ⼆枚⽬は道頓堀での写真、中に⼊っていなかったけど、残念だ  三枚⽬は平安神宮のお祈りの壁だ すべての写真は  
http://photo.xiaonei.com/getalbum.do?id=292189950&owner=255658147 に載っているから、みなさん、ようこそ︕

徐 佳凝さんの⽇記



今⽇献⾎したよ

2009.04.12

今⽇はApple StoreのLogic Studio訓練の授業に出た後、寮に戻る途中で、優しそうなお爺さんが献⾎の宣伝をしているのを⾒かけた。僕はまだ献⾎をしたことがないけど、も
しかしたらある⽇僕のA型の⾎が誰かの命を助ける事ができるかもしれない、と思って献⾎をすることに決めた・・・・・・ 献⾎ルームへ⼊ると、他にも10⼈くらいの⼈が献
⾎をしていた（⾎の友︖ハハ・・）。簡単に表に記⼊して、体の健康の事について聞かれた後、⾎液検査が始まった。検査では、僕の左腕から⾎を抜いた。僕に何の危険因⼦も
ないことを確認すると、（僕まだ健康体だ、Yeah!)正式に採⾎が始まった。検査の時とは違って、右腕。僕は⾼校⽣だから、献⾎できるのは200mlまで。採⾎の最中、看護師
のおばさんとも話をしていたんだけど、僕は彼⼥の⼿がける⼀⼈⽬の外国⼈だそう︕光栄だなぁ〜 採⾎の時間はとても短いんだ。2，3分で終わっちゃう。その後お医者さんに
10分くらい座っているように⾔われて、飲み物を出してくれた。出る時には記念品も貰えた。⻭磨き粉。それから献⾎カードを作った。毎⽉⼀回献⾎ができるらしいから、毎
⽉⾏ってみようと思う。あと4か⽉しかないや。もっと早く知っていれば、早く⾏けたのに。は〜残念だな・・・ 僕の200mlの⾎が誰かの危機を救えますように、合掌。 p.s︓
写真はっとくよ

徐 佳凝さんの⽇記



ひさしぶり︕  

2009.04.30

みなさん、ごぶさたです。みんな元気かな。みんなのところではもう桜が咲いたようなのに、北海道では先週雪が降ったんだよ~~~ ちょうど雪が降ってきたとき、他の留学⽣
と外で遊んでいたんだ~~~フフ~~~ 最近Apple Development Center に加⼊したんだ。⼿続きは⾯倒だったけれど、やっぱりおもしろいよ。簡単に説明するね。このADCを
iphoneもしくは ipod 開発応⽤プログラムに適⽤するんだ。おもしろいだろう︕でも僕は始めたばかりだから、複雑なプログラムはまだ⽴てられないんだ。この間、以前に使っ
ていたJavaでつくったプログラムをC⾔語環境に転換したんだ。そして~~ Luckyなことにプログラムは順調に作動~うれしかったなあ、がんばって勉強して、すごいプログラ
ムを組んでみせるぞ。東京でみんなと集まった時に、⼀緒にそれで遊ぼうね。 PC以外では、最近読書にはまっています。週末には、よく本を買ってからマックで３~4時間すご
し、読み終わると寮へ戻ります。これもなかなかだよ。読解⼒も鍛えられるしね。⼀⽯⼆⿃さ~Yeah~ とりあえず、 今の僕は幸せだよ。 神様の寵愛を受けてるってかんじか
な。 春を楽しみに 桜を楽しみに 明⽇を楽しみに 最後に、上の１枚は僕のluckyなプログラムが正常に動作したスクリーンショットです。

徐 佳凝さんの⽇記



La Otaru Romantique

2009.05.17

今⽇は北海道のロマンチックシティ⼩樽へ⾏ってきました（彼⼥とじゃないよ〜勝⼿な想像しないでね）。天気は曇り気味でスカッとした天気ではなかったけれど、曇りの⼩樽
も⾵情があってステキだったよ。まあ、⾃分の話しはともかく、写真を⾒てくれよ。 他の写真はコチラを⾒てねhttp://photo.xiaonei.com/getalbum.do?
id=303754758&owner=255658147

徐 佳凝さんの⽇記



全道出場~︕

2009.05.30

5⽉28-29⽇︓ 北海道⾼等学校⽂化連盟第33回全道放送⼤会 第56回NHK杯全国⾼等学校放送コンテスト北海道⼤会 ⽯狩地区⼤会 上記のとおり。。おとといと昨⽇伝説のNコ
ン⼤会を迎えました。私の部活はラジオドラマとアナウンサー⼆種⽬に参加しました。そのなかで私はラジオドラマのSE（⾳響効果）＆BGM係として編集と制作に携わりまし
た。 先に結果を⾔いましょう**全道出場** 嬉しさ+喜び+興奮++感動... うれしいのと同時に、別の学校の多くの作品をも⾒て、多くの異なる考え⽅と⼿法を学び取り、また
詳細に情報収集⼯作を⾏い、えへ~私たちの作品の中の多くの不⾜も発⾒しました。ここれはちょっと直さないとね。 とにかく、釧路での全道⼤会までまだ⼀ヶ⽉たらずありま
す。作品にはまだたくさん改善すべきところがあり、私たちの顧問が地区⼤会時に⾔っていたように、試合は今からようやくはじまったわけです。 全国出場を⽬指せ、頑張ろ
う︕︕

徐 佳凝さんの⽇記



***全道⼤会***

2009.06.20

みんなこんにちは〜 釧路から戻ってきたからまず⼤会の結果を報告します **落選** 全国⼤会の出場権を逃したのはとても残念。だけど、みんな凹んでない。だって、みんな
⼀⽣懸命全⼒を尽くしたし、試合の結果は重要ではないから。 ⼀⾔で⾔うと、収穫はやっぱり⼤きかった。さすがに全道⼤会だけあって、レベルは1つ⾼かった。他の学校の作
品もたくさん⾒て、多くのことを学んだ。撮影技法、CGの使い⽅、新しいインスピレーションももらった。1秒ごとに神経に触れるような興奮を覚えたと⾔っていい。得たもの
も多かったが、同時に⾃分の作品の⾜りないところも⾒えた。この⼤会の作品はもう使えないけど、1，2年⽣の後輩たちはこの貴重な経験を⼟台にして絶えず成⻑していって
ほしい〜、次回の⼤会ではNHKホールに名を響かせよう︕（後輩たち頑張れ︕） つまり、今⼤会は地区予選からはじまって今回の道⼤会で終わった。たくさんのことを学ん
で、得たものも多かったということだ。 P.S.添付は僕たちの部の男3⼈（⻩⾊い顔をしているのが僕） そして僕たちの部のマスコットを記念に。

徐 佳凝さんの⽇記



遅い⽇記

2009.08.29

どうもすみません。ずっと北京で授業に出ていた上にパソコンを持って⾏っていなくて、ずっと⽇記が書けずにいま
した。本当にすみません。Orz 先週学校に戻って、通常の学校⽣活が始まりました。帰ってきて２⽇⽬にはもうテス
トだったけれど、それでもやっぱり気分はすごくHigh~ ⽇本での思い出も忘れられません。特に⽴命祭のときのあの
熱気、興奮。北海道の爽やかな⾵。学校の近くにあった森林公園の中の⻘々とした緑。懐かしいなぁ。。。。 今でも
時々、ふとした瞬間に⽇本での出来事が頭を掠めます。北京でセブンイレブンを⾒かけて、⽇本でいつも買っていた
ものをそこで⾒つけたときなんか、⼼が締め付けられるような、なんともいえない気持ちになりました。 今は洛陽に
戻ってきて、全てがリセットされました。C'est la vie.. もしかしたら１⽉頃に札幌に⾏って試験を受けるかもしれな
いから、そうしたらみんなが卒業する前にもう⼀度会えるかも︕あー本当に実現したらいいのに︕ よし、今⽇はここ
までにします。これからは絶対にもっとマメに書きに来るぞ︕

徐 佳凝さんの⽇記
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