
学校⽣活

2008.11.03

    2008年10⽉11⽇   久しぶりの⽇記ですね。今⽇は霧島市の花⽕⼤会に⾏きました。⼈たちがいっぱいいたから、びっくりしました。初めてこんなに盛⼤な祭りに
出たので、今もわくわくしています。今年のペッキンオリンピックで上がった花⽕もありました。⽇本でも中国の花⽕を⾒えました。感動しました。ただ帰りのバスを⻑い時間
待ったのがちょっと⼤変でした。でも、今⽇は本当に楽しかったです。
これは⽇本語で投稿されたものです

呉 ⾹君さんの⽇記



中間テスト

2008.11.03

      2008年10⽉14⽇   今⽇からの1週間はテストです。私は英語コースなので、英語ばかりテストしました。中国ではずっと⽇本語を習ったのに、急に英語の試験
を受けるのは⼤変でした。うまく試験をできなっかたですが、これからは頑張ります。
これは⽇本語で投稿されたものです

呉 ⾹君さんの⽇記



エンゼルスフェスティバル

2008.11.03

  ２００８年１１⽉３⽇   今⽇はエンゼルスフェスティバルです。私は午前中の作品販売をしました。初めて物を売ったりしました。最初はどうするのかはよく分からな
いでしたが、友達がいろいろ教えてくれたから、どんどん上⼿になりました。あ!忘れました!うちのクラスはミサンガを売ります。ミサンガは夢が叶えると友達から教えてくれ
ました。買って来た⼈はほとんどは⼩さい⼦供だちでした。みんなの夢が叶えるといいですね。たぶんうちのクラスの⼈はみんなかわいいから、すぐに売り切れました。よっか
ったです。おかげで午前中に終わって、遊び時間が⻑くなりました。いろいろなかわいくて安い物を買いました。楽しかったです。お化け屋敷もあって、２回も⼊りました。怖
くて、ずっと⽬を閉じって、叫びました。それでも、楽しかったです。   あ〜また楽しい⼀⽇でした。フフ・・・
これは⽇本語で投稿されたものです

呉 ⾹君さんの⽇記



遊園地

2008.11.04

  ２００８年１１⽉４⽇   バザーが終わって、今⽇からの４⽇間は休みです。で、今⽇は宇宙に⾏って来ました。詳しく⾔えば、今⽇はSPACE WORLDに⾏きました。
SPACE WORLDは遊園地の名前で、九州の⼀番北のほうにあります。私のホストファミリは九州の⼀番南に住んでいます。ぜんぜん違うところに来ました。朝までも南のほう
にいたけど、⾞で３時間乗ったら、北のほうに来ました。ちょっと不思議ですね。   遊園地に着いたばかりなのに、⼀番最初は⼀番刺なゲームに乗りました。いきなりこん
なのゲームを乗ったから、出発の最初は怖かったです。乗るときも死ぬかと思いました。でも、その後は楽しくてずっと笑いました。また、ほかのいろいろなゲームに乗りまし
た。よかったです。お⺟さんはずっと私と⼀緒にゲームに乗って、先⽣は写真をいっぱい撮ってくれました。最⾼でした。   ゲームの後は、周りの店に⾏きました。いっぱ
い買いましたが、みんな全部⾼かったです。ウ．．．私のお⾦．．．   いっぱい遊んで、いっぱい買って、いっぱい撮って、もう⼤満⾜です。最後に遊園地からプレゼント
ももらいました。ラッキですね。今はちょっと疲れました。では、またね。
これは⽇本語で投稿されたものです

呉 ⾹君さんの⽇記



９、１０⽉の印象深いこと

2008.11.08

11⽉8⽇ ⼟曜⽇ こんなに多くの⽇記を書いたけど、最近⽇記を書いてない原因をまだ話してないね。実は、ホームステイ先のパソコンが故障して、使えなくなっちゃった︔
そして、学校でインターネットできるけど、中国語の⼊⼒がなくて、⽇本語で書きたいが、⽇本語での⼊⼒が遅いし、時間もないし、しょうがないね。でも、今はよくなった。
普段のように、⽇記が書けるよ。ふふ。⾃分は⽇記を書くなんて、本当に容易なことでなない気がする．．． ９⽉と１０⽉で、素晴らしいことがたくさんあった。でも、ここ
で話すと、三⽇間でも済まないよ。やっぱり印象深いことを話しましょう。９⽉２１⽇、アメリカからの留学⽣が来た。名前はMiriamだ。ここに来て、アメリカの友達もでき
たなんて、思わなかった。天晴れ︕彼⼥は我が１年５組に⼊る。これからもお互いに⾯倒を⾒るんだ。９⽉２３⽇はわが学校の体育祭だった。この⽇のために、新学期の始まり
から練習を始めた。毎⽇、太陽の下で練習して、国内での軍事訓練を思い出した。疲れきった。２３⽇、私も試合に出た。ランキングボードに⼊ってないけど、楽しかった。２
５⽇、またアメリカの留学⽣が来た。名前はHailyだ。実は、彼⼥は２３⽇⽇本に来たけど、２５⽇登校したの。今、もう⼀⼈のアメリカ友達がいて、嬉しい。実は、⽇本に来
る前に、我が学校には⼆⼈の韓国⼈留学⽣がいる。でも、どうしてか分からないが、同じ留学⽣なのに、初めて会った時挨拶したきり、今まで話し合ったことがない。恥ずかし
いかなと思ってる。向こうは⼆⼈の男⼦⽣徒なんだし。それから、１０⽉６⽇の朝礼で、⾃⼰紹介の時、「よろしくお願いします」と⾔って、お辞儀をしようとするとき、⽬の
前のマイクに気づいていなくて、頭がそのマイクにぶつかった。みんながどっと笑った。その後、みんなが私に会うと、まず聞いてくれたのが「頭、⼤丈夫︖」。ふふ．．．そ
ういえば、ここに来てから、何度もの⾃⼰紹介をした。せめて３、４回かな。それで、今は⾃⼰紹介なんてぺらぺらだよ。ふふ〜しょうがないよ。１０⽉１０⽇、野球部の選⼿
たちに応援しに⾏った。⾃慢じゃないけど、我が学校の野球は強いよ。１０⽇その⽇、⾒事に４対０で勝った。そうすると、１１⽇も試合に出た。また勝った。今度は１１対２
で勝った。そうすると、我が神村学校は⿅児島の⼀位になった。それから、九州の試合に出た。誰かテレビのニュースや新聞などを⾒たら、、我が学校の野球選⼿の取材が⾒ら
れるよ。今、九州⼤会がもう終わった。我が学校は⼆位なんだ、すごいでしょう。それからの⼆三⽇、前の⽇記通り、花⽕を⾒たり、試験を受けたりした。２４⽇、部活に参加
することを決めた。cooking部に⼊りたい。お菓⼦を作る部なんだ。何⼈かの先輩と知り合った。みんな親切だ。２６⽇、やっと友達に会った、張雪琪と町をぶらぶらしに⾏っ
た。⼀ヵ⽉半も中国語を話してない。やっと話せるんだ。でも、中国語はうまく話せなくなった。困ったなぁ。その⽇、私は雪ちゃんと⼆⼈でよく知らない⿅児島でぶらぶらし
てた。町をぶらぶらするって⾔ったけど、実は道を探してた。でも、収穫もあったよ。たくさんの物を買った。家族にもお菓⼦を買ったよ。私の買ったお菓⼦を⾷べて、先⽣と
お⺟さんは美味しいって⾔ってくれた。嬉しいわ。２８⽇、中国の友達からの⼿紙が届いた。正確に⾔えば、返事してくれた。この前の⼿紙の返事がやっと来たので、嬉しい
わ。⼿紙の中に、学校のいろいろなことを話してくれた。懐かしいなぁ。みなさん、会いたいよ。２９⽇⽂化発表会なんだ。⽇本の舞踊や太⿎や和服などを⾒た。本当に視野を
広げた。３０⽇三番⽬のアメリカ留学⽣がいよいよ来た。今度は男⼦⽣徒なんだ。名前はDannioだ。⼤きな⽬をして、上品そうだ。でも今まであまり話してない。機会があれ
ば、彼とも友達になりたい。 この２ヶ⽉間の出来事は⼤体このぐらいだ、じゃ、ここまでにしましょう。１１⽉にもいろいろなイベントが盛りだくさんだよ。私の⽇記を期待
してくださいね。じゃあね︕

呉 ⾹君さんの⽇記



せっちゃんの学校のバザー

2008.11.08

11⽉1⽇ ⼟曜⽇ 午前中バザーの看板を準備しました。いろいろ⼿伝いました。昼ごろ、授業が終わった後、私と美津紀、そしてMiriamは直接にXX⾼校に駆けて⾏きました。
雪ちゃんの学校のバザーに参加しました。初めてバザーに参加しましたけど、我が学校のバザーはこれよりもっと盛⼤、にぎやかだと先⽣は話してくれました。我が学校に来る
⼈も超多いです。その時の光景は本当に想像しがたいです。雪ちゃんのクラスに着いた時、彼⼥は取り込んでいました。彼⼥のクラスはお好み焼きと焼き⿃を売っていました。
美味しそうでした。美津紀とMiriamは買いましたけど、私だけ買いませんでした。今思い出すと、ちょっと残念だと思います。でも、その⼀⽅収穫があります。⾷べるのがそ
んなに多くありませんけど。列を作るなんて、⼤変ですよ．．． これで、美しい⼀⽇を過しました．．．．．．．

呉 ⾹君さんの⽇記



⼤宰府天満宮

2008.11.08

11⽉5⽇ ⽔曜⽇ 今⽇は福岡県の⼤宰府天満宮に⾏った。先⽣の話によると、これは勉強の神様を祭る寺なんだ。ここに来る⼈たちのほとんどは学業の成功を祈るためなん
だ。ここに着くと、先⽣はXXというものを買ってくれた。これを⾷べたら、賢くなるって話してくれた。そうだったら、どんどん⾷べるよ、これで⽇本での勉強がきっと成功
できるよ。そして勉強の神様を拝んだ。でも、拝む前に、⾃分の⼿をきれいに洗わなきゃ。それで、そばの⼿を洗う⽤の指定容器で洗って、神様を拝んだ。先⽣の真似をして、
まず１０円を投げ込んで、⼆回⼿を叩き、そして⼼の中で願いをかけた。最後に⼿を叩き、これで神様はあなたの願いが聞こえるよ。そうしたら、私の願いが叶えられるんだ。
ふふ。 どうしてか分からないけど、今⽇は⼈がとても多かった。修学旅⾏の⽣徒たち、韓国からの観光客で、とてもにぎやかだった。韓国語が話せるけど、彼らとは話しかけ
る勇気がない。今思い出すと、ちょっと後悔した。今度、ここにはまた韓国⼈が来るので、その時補うつもりだ。 ⾃分の願いをたくさん⾒つけたけど、書かなかった。でも、
先⽣は勉強のお守りを買ってくれたので、悪くないわ。これで、思い残すことがないだ。 ⼆⽇間遊んで、疲れた。本当に忘れがたい旅⾏だね。今度また遊びに⾏くわ。楽し
み︕

呉 ⾹君さんの⽇記



先⽣の家のワンちゃん ジャッキー

2008.11.08

11⽉7⽇ ⾦曜⽇ 先⽣とお⺟さんは会社に⾏った。私⼀⼈とジャッキーが家にいる。まずジャッキーを紹介しましょう︕ジャッキーは先⽣の家のペットなんだ。今年１５歳に
なったよ。年寄りの⽝と⾔えるよね。ジャッキーは散歩の時だけ、⽣き⽣きしてる。そのほか、ほとんど寝てる。⾷べ物をやる時、或は遊ぶ時、ワンちゃんの可愛さと腕⽩が現
われる．．．ジャッキーのドッグフードがなくなった。昼ごろお⺟さんが帰った時、ドッグフードを買うって私に頼んだ。それで、おばあさんの⾃転⾞に乗って、出かけた。道
が坂ばかりなので、本当に疲れた。ジャッキーを連れて、⼆回散歩した、ジャッキーが楽しいけど、私は疲れきったよ。でも、運動の機会があって、悪くないね。ジャッキーの
おかげで、運動した。感謝するわ。ジャッキー、今度また遊びに⾏きましょうね ふふ

呉 ⾹君さんの⽇記



伸⼦と春奈の感想

2008.11.17

１１⽉１０⽇ ⽉曜⽇   今⽉の７⽇、東京に⾏った伸⼦と春奈が帰りました。感想を話したとき、いろいろ⼤変なことにあったようでした。そのとき、私は⽇本に来る前、
北京で⽇本の⾼校⽣と交流したことを思い出しました。初めてだから、どうすればいいのかよく分かりませんでした。ほかの中国の⾼校⽣は積極的に⽇本の⾼校⽣と交流し始め
ましたのに、こっちはまだ何も⾔ってませんでした。本当に悲しかったです。そんなに落ち込んでいた私を助けたのは、⾃分の⼼でした。私は⼀体何のためにここに来たのか、
また何のために頑張ってきたのかを考えました。これを考えた後、だんだんやる気満々になりました。だから、何があっても、⾃分の夢を諦めないのが⼤切だと思います。きっ
と伸⼦も春奈も⼼から何かを強く決⼼したと思います。それでは、⼆⼈とも頑張ってね。

呉 ⾹君さんの⽇記



ドーナツ作り

2008.11.17

        ２００８年 １１⽉１４⽇ ⾦曜⽇   私が⼊ったcooking部は今⽇ドーナツを作りました。Mister dountの店よりおいしく作れるかどうか楽しみですね。
でも、ドーナツはいろいろな形がありますね。今まで、ずっと先⽣が買ってきた円形のドーナツだったのに今⽇作ったら、ハートの形や星の形や花の形などいっぱいありまし
た。揚げたドーナツはいろいろな形であって、かわいかったです。味を⾷べてみたら、おいしかったです。中はちょっと⽣でしたが、それでもおいしかったと思います。でも、
やはりMister dountと⽐べると、まだまだですね。蛍たちとお⺟さんたちに⾷べてくれたら、みんなが喜んでおいしいと褒めてくれました。よかったです。料理は⼈に幸せを与
えるという⾔葉は初めて意味がよく分かりました。これからも、⼈のためにいろいろな⼿作り料理を⾷べさせたいです。
これは⽇本語で投稿されたものです

呉 ⾹君さんの⽇記



たこ焼き作り

2008.11.17

  今⽇の晩ご飯はたこ焼きです。花⽕⼤会の時も⼀度買って⾷べたことがありますが、今⽇はお⺟さんと⼆⼈で作りましたから、前よりずっとおいしかったと思います。作り
⽅は簡単なので、すぐ覚えて、上⼿になりました。それに、たこ焼きを丸にして、ぐるぐる回したことは⾯⽩かったです。先⽣もおいしいと励ましてくれました。うれしかった
です。料理を楽しく作りながら⾷べるのが⼀番最⾼なことだと思います。また家族も喜んでくれて、本当に嬉しいです。たこ焼き、最⾼︕ハハ．．．
これは⽇本語で投稿されたものです

呉 ⾹君さんの⽇記



韓国⼈が来た

2008.11.17

２００８年１１⽉１５⽇⼟曜⽇   韓国⼈が蒲⽣に来ました。韓国の伝統的な舞踊などが夜７時に始まります。⾬が降っているから、先⽣はお兄さんを迎えに⾏くので、⼀緒
に⾏きません。それで、私とお⺟さん⼆⼈だけで⾏きました。韓国の⼈たちがどんな踊りなどがするのか楽しみですね。  最初の踊りは舞台の上の⼈たちは、みんな袖が⻑く
て、⽩い⻑い服を着ました。きれいだなあと思う同時に怖い思いもありました。ちょっと幽霊みたかったですから、怖かったです。でも、怖い思いはすぐに消えてしまいまし
た。それからの演じはもっとすばらしかったからです。韓国の太⿎と⽇本の太⿎はこんなに似てるとは思わなかったです。意外です。とても感動しました。それに両⽅の太⿎は
どっちも⼒強く叩いて、⼀⽣懸命叩いたので、⾒ている⼈たちも⼀緒に歓呼しました。その場⾯のすばらしさはこの私がどうやって書くのかよく分かりません。でも、そのとき
の私は確かにとても感動しました。両⽅はどっちでもすばらしかったです。今は感動もほかには、また感動です。今⽇は本当にたいへん感動しましたよ〜〜〜
これは⽇本語で投稿されたものです

呉 ⾹君さんの⽇記



ホムステイ

2008.11.17

                   ２００８年１１⽉１５⽇⼟曜⽇   韓国の⼈たちの演じが終わって、そのあとは韓国の⽣徒がホムステイをする家族たちが迎えに待
っていました。お⺟さんはそのホムステイする家族の中の⼀⼈を知っていますので、その⼈にいろいろ尋ねました。実は、私は韓国語が話せるから、韓国⼈と交流したり、また
韓国⼈が⽇本語が話せないからそのホムステイの家族に翻訳してあげたかったです。お⺟さんが知り合いの⼈に⾔って、その⼈の家に⾏って、翻訳したりする予定でした。で
も、尋ねてた結果は、その⼈の家に泊まる韓国の⽣徒は男の⽣徒でした。この前は⼥の⽣徒だと⾔ったのに、今⽇は男の⽣徒だと⾔いました。がっかりでした。男か⼥か、私に
とっては別にかまわないけど、⼥のほうが親しく感じて、いろいろ話せると思います。男だったら、そうはできないでしょう。だから、予定は取りやめて、家に帰りました。あ
〜どうしてこうになったんだろう。
これは⽇本語で投稿されたものです

呉 ⾹君さんの⽇記



⼩学校のバザー  紅葉⾒に⾏こう

2008.11.17

          ２００８年１１⽉１５⽇⼟曜⽇  今⽇、韓国の⼈たちは神社でまた昨⽇の演じをしました。昨⽇はもう⼀回⾒ましたので、隣の⼩学校で⾏われているバ
ザーを⾒に⾏きました。ここの学校もいろいろなものを売っていますね。⼈もたくさん来て、にぎやかでした。ここのバザーはほかの学校でないワンワンスクールです。訓練し
た⽝たちを⼈の前でいろいろ訓練した成果を⾒せてくれました。すばらしかったです。主⼈が⽌まれと⾔ったら、そこに座って、次の指令を待ちます。また、来いと⾔ったら、
すぐに主⼈の所に⾛ってきます。かわいい⽝ですね。先⽣の家のジャッキーもこんなことできたらよかったですね。へへ、冗談︕冗談︕それで、午前中はバザーを⾒に⾏って、
次はほかのほかのところに移動しました。  次は紅葉を⾒に⾏きました。おばあさんがずっと⾏たがっていたから、おばあさんとお⺟さんと先⽣と４⼈で⾏きました。⾏く途
中で⿅が⾒えました。⼈を⾒ても怖くなくて、近づいても逃げないです。動物は本当に⼈間の友達になったということでしょう。  ⿅を⾒てから、今度は池に⾏きました。こ
この池はきれいでした。⽔は⻘緑の⾊で、とてもすばらしかったです。記念に先⽣は私とお⺟さんとおばあさんと３⼈を写真に撮ってくれました。  ⾞の中でいろいろな紅葉
を⾒て、私は⼼の中で「秋だなあ︕」と感嘆しました。これが⽇本の秋ですね。道の両辺に⾚い紅葉の⽊が並んでいて、それを⾒ながら運転する⼈の気持ちがきっといいです。
そして、遠くから⼭を⾒ると⻩⾊、⾚、緑三つの⾊であって、とてもきれいでした。  ⾃然に恵まれてる、⿅児島の秋はこんなにきれいです。それに紅葉は⾃然からくれた秋
のプレゼントですね。ここで中国で⾒えないいろいろな紅葉を⾒て、よかったです。
これは⽇本語で投稿されたものです

呉 ⾹君さんの⽇記



オムレツケーキ

2008.11.25

１１⽉２1⽇⾦曜⽇  今⽇は⾃由研究があります。５０分cookingはオムレツケーキを作りました。cooking部の先⽣は⽤事があって、いなかったです。先⽣がいなくても、お
いしいオムレツケーキを作りましょう︕  今回はいろいろ先輩たちの⼿伝いができました。卵を⽩い部分と⻩⾊い部分に分けて、混ぜました。初めて卵を混ぜる機械を持って
混ぜました。前はずっと卵が⾶び散ることが怖くて、機械を持つのも怖かったです。でも、やってみると、そんなに難しいことではないし、思うよりうまくできました。よかっ
たです。先輩たちも私が上⼿にできてると褒めてくれました。嬉しかったです。  最後はただ焼くことが残りました。油の温度も、焼く時間も分からなかったので、⼀番最初
に焼いたフライパンは焦げてしまいました。フライパンを焼き⾊がついてまですると書いていたのに、これは真っ⿊でした。焦げたにおいもして、⼤変でした。でも先輩たちは
諦めないで、最後までしました。残ったフライパンを４⼈分に（⼀つのグループの⼈数は約４⼈です︕）分けて、やり続きました。前は⼀度焦げたから、今回は温度も時間も気
をつけてやりました。それで、きれいな⻩⾊ができて、うまく焼きました。  フライパンの⼤きさは⼩さくなりましたけど、みんなは⾃分の⼀⽣懸命作ったケーキに⼤満⾜で
した。おいしかったです。
これは⽇本語で投稿されたものです

呉 ⾹君さんの⽇記



スピーチコンクール

2008.11.25

          １１⽉１７⽇⽉曜⽇  昼の時、先⽣の職員室に⾏って交流センターの⽇記を書きに⾏きました。ちょうど先⽣も私たち留学⽣に伝えたいことがあって、
ミリアムもヘイリもダンニエルも来ました。外国⼈によるスピーチコンクールがあって、優勝したら、５万円の賞⾦がもらえると先⽣が伝えました。折⾓いい体験ができるチャ
ンスがあったから、参加しないともったいないと思って、私は参加することになりました。私のほかにもミリアムとヘイリも参加することになりました。これからはいろいろ⼤
変になってきます。しっかりしないとだめですね。覚悟をしたほうがいいと思います。それでは、頑張ります。
これは⽇本語で投稿されたものです

呉 ⾹君さんの⽇記



メッセージ

2008.11.25

１１⽉１８⽇⽕曜⽇  情報の授業の時、先⽣が授業が終わって、残った時間を⾃由にインターネットをしてもいいと⾔いました。それで、私はすぐ交流センターのホームペー
ジを開いて、⾃分のIDを⼊れて、部屋の中の⾃分の⽇記をクリックしました。⾒たら、私の⽇記に評論をした⼈がいっぱいいました。今までただ⽇記を書いてて、評論のところ
にまったく気がづかなかったです。みんなはいろいろなメッセージをくれました。それを⾒て、とても嬉しかったです。特に、劉嘉敏、今まで返事をしてあげられなくて、すみ
ませんでした。あなたの⾔うとおりに、次に中国に帰ったら、あなたのふるさとの⼤連の“发现王国”に⾏きましょうね。約束ですよ。そして、今まで連絡もあげられなくて、す
みません。最後に、みんな︕それぞれの地域で頑張ろうね︕
これは⽇本語で投稿されたものです

呉 ⾹君さんの⽇記



感謝状

2008.11.25

11⽉19⽇ ⽔曜⽇  学校から家に帰ったら、テーブルに交流センターからの⼿紙を⾒た。それは交流センターから私への⼿紙なのかとお⺟さんに聞いた。とてもわくわくして
た、⽇本にいるとき、交流センターは我が家のようだから、家からの⼿紙があったら、興奮しないわけがない︕内容は何でしょうか、期待してた。でも、先⽣への⼿紙だった。
がっかりした〜〜〜でも、⼤丈夫、家からこっちの家への⼿紙だから、納得できる。  晩ご飯のとき、何でしょうかと先⽣に聞いた。「感謝状」のようなものだと分かった。
そうだね、先⽣のお宅で⼀年ぐらい暮らして、⾷べ物も、住む所も、着る服もみんなお世話になった。賞状ぐらいもらうのも当たり前だ。賞状に書いてあるように、ここに済ま
せて、家族のように世話してくれて、ありがとうございました。

呉 ⾹君さんの⽇記



韓国のドラマを⾒る

2008.11.25

11⽉24⽇ ⽉曜⽇  朝起きてから客間へ⾏くと、先⽣とお⺟さん2⼈は韓国ドラマを⾒ている。なるほど静かだねとわかった。ドラマを⾒ているのだから︕そこで私達3⼈はソ
ファーにかけて⼀気に午後4時ごろドラマを⾒た。〜〜〜意外にこの時間まで⾒たとは。ドラマーはそういうものだよ。１回⾒終わったら、また続けて⾒たい。⼈の⼼をひきつ
けるストーリだから、次に何が起こるか知りたいため、しかたがなく、続いて続いて⾒た。いつの間にか太陽のしずむ時間になった。〜〜〜あ、疲れたよ︕

呉 ⾹君さんの⽇記



⾺に乗る

2008.11.25

この前、⿅児島市内で開催される「命の祭り」に⾏くように⼩雪さんに招待された。そこで今⽇は先⽣、お⺟さんと⼀緒に外出した。着いた時、⼩雪さんは⾺に乗る切符を売る
⼿伝いをしていた。⼀回乗ると500円かかる。本当に⾼いね︕⼩雪さんと⾕村先⽣に挨拶をしてから、ちょっと雑談をした。その時に私は注意深く⾺に乗る⼈を観察した。⾺に
乗るのはみんな⼦供で、その上よく乗っている。⾕村先⽣は私を連れて⾺を触った。始めは怖かった。⾺の頭は私と向いているから。それから⼿で触ると、⾺はとてもおとなし
くて、まるで先⽣の家の⼦⽝のジャッキちゃんのようだった、はは。オーストラリアの⾺だった。外国の⾺はやっぱりかっこいいね。⾬で、⾺の⽑がびしょびしょになったが、
その⻑い⽑は魅⼒的だった。  ⼀度も⾺に乗ったことがなく、今⽇初めて⾺に乗った。古代のドラマではよく⾺に乗る場⾯があって、今⽇私も⾺に乗ってみた。でも⾺に乗り
にくい。⾺にのって、ずっと揺れていて、ちゃんと座ることがなかなか難しい。専⾨の⼈員に⾺を引っ張られ、ぶらぶらしたんだけだけど︕少し合点がいかなかった。テレビで
は、⼈はどのように⾺に乗るのだろう︕⾺が歩いている時、乗るのはこんなに難しくて、もし⾺が⾛れば乗るともっとたいへんだろうね。本当に⾺に乗れる⼈に感⼼して、みん
なすごいね︕もうすぐ終点に到着する時、⾺は意外にも回転し始めて、制御できないため、私は恐れてずっとむやみに叫んで、その時出した声がどんなにおかしかったか知らな
かった。でも、やっぱり平穏無事に終点に到着したので、よかった。最後はちょっと恐いが、遊ぶのがとてもエキサイティングだった。⾺に乗るのはこんなに⾯⽩いことだね、
ハッハッ︕︕︕ できれば、また今度⼀⼈で⾺に乗って、そして⾺に乗って駆け回りたい。きっともっと不思議な感じがするでしょう︕

呉 ⾹君さんの⽇記



ウォーミングアップ運動

2008.11.25

11⽉19⽇ ⽔曜⽇ 体育の授業で寒いため、先⽣は⾯⽩い運動をさせた。2⼈を1組にして、先⽣の指⽰にしたがって多くの運動をした。確かによかった。体は暖かくなった。で
もある事件はちょっと。。。 私と美津紀が1組で、始めは楽しかったが、私が不器⽤で、良くやらなかったため、間違いがたくさん起こった。 先⽣の⾔う通りにした:美津紀が
⽴って、私が坐っている。それから私が⾜をつき始め、相⼿は私のつき始めたところ、つまり脚の内側に跳び込む予定だった。私が⾜を合わせる時相⼿は2⾜の外側に跳ぶ。こ
のようにリズムによってする運動だった。もし協⼒することがよくできなかったら、転びやすい。結局、やっぱり間違った。私はあまり慣れない。だから、美津紀がリズムにつ
いてゆけないのを恐れて、ゆっくりしたかったんだけど、思いつかなかったことに、⼆⼈はちっともリズムに合わなくて、彼⼥は転んだ。。。彼⼥は痛そうだったが。。。ボー
ボーボ。。。本当にきまりが悪かった〜〜〜交替してから、私が⽴って跳んで、美津紀が腰を下ろすことになった。する前に、さきの情況が⼆度と発⽣しないように、どんなリ
ズムをとるとか、どのように跳ぶとか、いろいろ相談したんだけど、やっぱり間違いが起こった。私が跳ぶ時、美津紀はちょうど⾜をつき始めたところだった。リズムに合わな
かった。したがって、私の両⾜はちょうど彼⼥の⾜⾸を踏んだ。。。〜〜〜〜どうしてよ︕可哀相な美津紀ちゃん〜〜〜本当に本気ではないよ。。。幸いなことに、たいしたも
のではなかった。ちょっと痛かっただけだった。でも、本当におかしいね︕私が⽴っても座っても、⼤丈夫だった。「傷つく」のは美津紀⼀⼈だけだった。。。私はほんとうに
不器⽤わね。〜〜〜だけど、全体から⾔えば、今⽇は楽しかった*^-^*

呉 ⾹君さんの⽇記



⼩雪ちゃんからの招待状

2008.11.25

11⽉20⽇ ⽊曜⽇ 晩ご飯を⾷べている時、先⽣の携帯電話が鳴った、⼩雪の先⽣からの電話だった。明⽇先⽣の会議のことと⽇曜⽇私と⼩雪が遊びに⾏く事についていろいろ
話した。⿅児島市内では⽇曜⽇にお祭りがあって、その時⾺に乗ることができる︕⼩雪ちゃんは私も⼀緒に⾏くように誘った。⾺に乗ることができると聞いて、すぐ元気になっ
て、興奮して「⾏きますよ」と答えた。ははは。。 ⾺に乗ったことがない。今度はまた新鮮な経験になるよね。よかった︕その⽇はきっと楽しく遊ベるでしょう。どうぞ待っ
ていてください︕

呉 ⾹君さんの⽇記



コンサート

2008.11.25

11⽉22⽇ ⼟曜⽇  午前に柿をとって、午後コンサートを⾒に⾏った。昨⽇は先⽣の学⽣から2枚のコンサートの⼊場券をもらった。そこで、コンサートを⾒に⾏った。今まで
現場でコンサートを⾒たことがないため、コンサートはだからただ多くの⼈が楽器を持って、ただ坐ったままいくつかの私達の知らない⾳楽を演奏して、しかもつまらないもの
だと思い込んだ。しかし⾏ってから、コンサートがすばらしくて、華麗だとわたっか。。。。 コンサートではみんなの熟知した⾳楽がいろいろ演奏された。最も熟知する⾳楽
は今流⾏する宮崎駿先⽣が製作したアニメーション「崖のの上でのポニョ」のテーマ曲で、とても多くの⼦供たちに歓迎され、好感を受けた。 そんなに多い演奏曲の中で、最
も感動された⾳楽は吉川ひろかという⼈が演奏したチェロ曲だった。吉川先⽣は⼩さいときから左⽿のヒアリング能⼒を喪失したが、聴衆達は彼の⾳楽の中に完全にひきつけら
れる。彼の演奏のチェロはとても独特で、普通は、座ってチェロを弾くのに対して、彼は⽴っていて琴を弾いて、たまに⼿で直接琴をひいて、本当に不思議だった。彼の演奏を
⾒終わって、私はとても感動された。そのときの感じはどのように形容するか知らない。、今でも感動するほかに⾔葉ができない。 このコンサートは確かに来る価値があっ
た。ほんとうに勉強になった。今の頭の中でもすべて彼らが演奏した⾳楽で、本当に忘れ難い︕

呉 ⾹君さんの⽇記



柿をとる

2008.11.25

              11⽉22⽇ ⼟曜⽇ 朝⽬覚めると12時になった。正午12時だよ。びっくりした︕晩が⽐較的寒くて、冷たい⾵が家の中に吹き込むのを防⽌する
ため、お⺟さんは昨⽇窓を板でさえぎった。朝がぼんやりしていて⽬覚める時、家の中が真っ暗だった。まだ早いから、こんなに暗いと思ったが、時計を⾒ると、意外にも正午
12時になっていた︕ 朝おばあさんと⼀緒に柿をとるとお⺟さんが⾔ってたが、はじめは私にもつれていく予定だったが、その時起きたから、しょうがない、先に⾏くほかなか
った。今柿の⽊の上はすこしの柿しか残っていなかったのでしょう。でも私が起きたから、お⺟さんは私を連れて柿をとりに⾏った。柿のとりかたがわかった︕とても⻑い⽵
で、⽵の先端がU型で、フォークのようだった。しかし柿はついてとったのではなく、割ってとったのだった。⽵のU型のところで柿のつなげる⽊の枝を折ると柿をとることが
できる。いくらもとらなかったが、少なくとも収穫の楽しさを体験した。とるのはとても楽しかった︕︕︕ははは。。。もしできれば、みんなもどうぞ試してください。時間が
あれば、⼀回とってみてください。きっと収穫があるでしょう。。。

呉 ⾹君さんの⽇記



お菓⼦をもらった

2008.12.16

１１⽉２５⽇⽕曜⽇  友達の裕花からお菓⼦をいっぱいもらいました。彼⼥はお菓⼦などを作ることが好きで、⼿作りのお菓⼦もありました。イチゴ⼤福とクッキーが彼⼥の
⼿作りです。本当においしかったです。  前に私が彼⼥とおしゃべりをするとき、私が⽇本のお菓⼦を⾷べたいなあと⾔ったから、彼⼥が３⽇の連休を利⽤して作りました。
本当にありがとう。おかげで、すごくごちそうになりました。
これは⽇本語で投稿されたものです

呉 ⾹君さんの⽇記



Gobbieit

2008.12.16

１１⽉２７⽇⽊曜⽇   昼ご飯を⾷べて、ミリアムからゲームをやることを誘いました。彼⼥はアメリカからGobbleitというゲームを持ってきて、⼀緒に遊ぶことになりまし
た。遊び⽅を聞いたら、よく分かりませんでしたが、やればやるほど分かるようになりました。私は初学者なのに、何回も勝ちました。そんなに難しくなかったです。頭を少し
使えば誰でもできるゲームです。やればやるほど⾯⽩くなって、私もこのGobbleitというゲームが好きになってしまいました。今度またやりたいです。
これは⽇本語で投稿されたものです

呉 ⾹君さんの⽇記



観劇

2008.12.16

１１⽉２９⽇⼟曜⽇  今⽇は観劇しました。テーマは「３１５０万秒と、少し」です。全部の内容は分からなかったですが、⼤体は分かりました。舞台の上の⼈の演劇はすば
らしかったです。真に迫った演技を⾒て、いろんな複雑な感想が溢れてきました。内容は元々複雑なんだかも知れません。友達と関する話で、ちょっと悲しい内容です。それを
⾒て、私は今の、いいえ︕違います。今の、それからこれから会う友達を⼤切にしたいです。
これは⽇本語で投稿されたものです

呉 ⾹君さんの⽇記



明⽇の期末試験を迎える

2008.12.16

11⽉30⽇ ⽇曜⽇ 中間テストの後、⼀ヶ⽉経ったばかりなのに、今は期末試験を迎えるなんて。ああ︕どうしてこんなに速いのよ︕明⽇は試験で、こっちはまだ準備しあがっ
てないんだ。⼀番困ってるのは英語なんだ。我がクラスは英語専⾨のクラスで、英語のテストを重要視してるんだ。英語は中学校からずっと勉強してなかった。こんなに⻑く勉
強していないで、ほんとにたまらないんだ。この⼆三⽇、ずっと単語を覚えてるけど、覚えたそばから忘れてしまった。繰り返して⾒て、書くしかない。でも、この⽅法で復習
したら、スピードが遅くなるんだ。しかも⼀時的に覚えるんだ。試験の内容は私にとってはたいへんなんだよ︕ああ〜なんと⾔っても、頑張るしかない︕⾃分がだめだって⾔う
ばかりなら、いつまでも成功できないんだ。結果がどんなに悪くても、それは⾃分の苦労の結果なんだ。ベストを尽すんだ︕ファイト︕

呉 ⾹君さんの⽇記



忘れっぽい

2008.12.16

12⽉1⽇ ⽉曜⽇ 今⽇はどうだったか分からないけど、忘れっぽくなった。午前の試験が終わって、楽になったからかもしれないと思った。 午前の試験が終わってから、
Miriamちゃんと学校の近くのだいわに⾏った。買い物の後、レジカウンターに⾏ったら、レジさんが電話でお客様に財布が拾われたことをアナウンスしていて、落とし主に取
ってもらうところを⾒た。銀⾏カードには名前が書いてあるので、落とし主の名前が分かったって。その銀⾏カードを⾒ると、私のとよく似てるので、万⼀に備えるために、⾃
分のカードかどうかを確めた。探しに探して、財布を⾒つけなかった。あれは⾃分のカードなのかな︕迷ってるところ、レジさんは⾃分のそわそわしてる様⼦を⾒ると、⾃分の
ものかと聞いてくれた。財布を⾒ると、やっぱり⾃分のだ。ああ〜いつ財布をなくしたかしら︕⾃分まで分からない。ほんとに忘れっぽい。財布を⾒つけて、ほんとによかっ
た︕財布の中に、6千円ぐらいと何枚の⼈⺠券、そしていろんな証明書が⼊ってあるんだ。⾝分証明書や、外国⼈登録証や、銀⾏カードなど、全部無くしたらたいへんなことに
なるんだ︕︕︕幸い、誰かが拾ってくれた。じゃないと、ほんとにやばいことになるよ。あのレジさんは財布を拾ってくれた⼈のことを教えてくれて、そしてありがとうって⾔
って欲しい。確かに、感謝すべきだ。私の「恩⼈」を⾒つけて、その⼈に感謝した。ほんとにあの⼈に感謝に堪えない︕︕︕ スクールバスに乗って帰って、降りた時、おじさ
んの⾞掌さんは、あのノートパソコンが私のなのかと聞いてくれた。すぐ⾒ると、ちょっと前探しに探したノートパソコンじゃないの︕中には、たくさんの連絡先と重要なメモ
が⼊ってあるよ。ここにあったとは思わなかった。ここでなくしたことを覚えてなかったなぁ。ああ〜どうでもいい︕おじさんに拾われてよかった。 私はほんとに忘れっぽい
ね。まあ、ここの⼈々みんなは優しくて、拾ったものをちゃんと落とし主に返すんだ。たとえここでもっとたくさんのものを落としても、返してくれるんだ。ふふ…それはそう
だけど、今後できるだけものをなくさないように。 優しい⼈々に感謝する。ほんとにありがとうね︕

呉 ⾹君さんの⽇記



ジャッキーの誕⽣⽇

2008.12.16

12⽉4⽇ ⽊曜⽇ いよいよ今⽇だね。ジャッキーの16歳の誕⽣⽇だ。今⽇、ジャッキーは16歳になるんだ。でも、意外なことはジャッキーと私が同い年なんだって。ふふ…⾃
分の誕⽣⽇ももうすぐなんだ。その時、私はジャッキーより⼀つ年上になるんだ︕ 毎年の今⽇、ジャッキーの誕⽣⽇を祝うために、ジャッキーを部屋に⼊ることを許すんだ。
先⽣が帰ってから、ジャッキーの⾸のチェーンを外したんだ。その時、ジャッキーが⾷事中なので、気づいてなかった。でも後、歩いていくと、気づいたんだ。それで、家に⼊
った。 家に⼊ってから、まず台所に⾏った。台所には美味しいものがたくさんあるんだね︕お⺟さんが料理をしてる時、お⺟さんの体に這い登って、⽢えて⾷べ物がほしいみ
たいだ。やらないと、うろうろしてうめいた。客間でうろうろしたり、また台所に⾏ってお⺟さんに⽢えて⾷べ物がほしい様⼦だった。私はほんとによく分からないなぁ。ジャ
ッキーはしきりに⾏ったり来たりしていて、おとなしくいる時がなかった。ふふ…でも、ワンちゃんがそうだったから可愛いだもん〜 私たちはご飯を⾷べ始めた。⾷べてると
ころ、ジャッキーはテーブルの周りをうろうろして、⽬がぐるぐる回って、⾷べ物をじろじろ⾒てた。そばには⾃分の⾷べ物があるのに、ずっと私たちの⾷べ物を⾒つめてた。
そして、⽴ったりして、⾷べ物がほしい様⼦を⾒せた︕ふふ…ほんとに⾷いしん坊だな。しょうがない、今⽇はジャッキーの誕⽣⽇からだ。すこしあげよう︕ お兄さんが帰っ
た時、ジャッキーにワンちゃんのおやつを買ってやった。ジャッキーを⽝⼩屋に連れた時、その可哀相な顔を⾒ると、チェーンをつけることに忍びなかったんだ。でも⼤丈夫
だ。こんな美味しい⾷べ物をいっぱいもらって、これからすこしずつ⾷べてね︕ あ︕⼤切な⼀⾔を忘れた︕ジャッキー、誕⽣⽇おめでとうぉぉぉ︕

呉 ⾹君さんの⽇記



試験が終わった

2008.12.16

12⽉5⽇ ⾦曜⽇ やっと試験が終わった。やっと⾃由になった。やっと遊ぶことが出来るんだ。やっと… ふふ、試験のこの⼆三⽇と先週、ずっとクレージーに勉強してた。つ
らくてたまらなかったよ。今、すべてが終わった。そして、前より結果がいいかもと感じた。急に楽になった。ふふふふ︕

呉 ⾹君さんの⽇記



映画を⾒た

2008.12.16

12⽉6⽇ ⼟曜⽇ 初めてバスに乗ったので、ちょっとしたアクシデントがあった。中国のバスに乗る時はまずお⾦を払うけど、⽇本では降りる時払うんだ。この点について分
かったけど、乗⾞してから「整理券」と書いてある所から乗⾞券を取るなんて知らなかった。乗⾞してから、⾞掌さんに乗⾞券を出すようにって⾔われた。でも、その話がよく
聞こえなかった。探しに探して、⾒つけなかった。ちょっと恥ずかしかった。⾞内の⼈たちはみんな私の所を⾒て、気まずかったなぁ。幸い、⾞内には私と⾞掌さん以外に、⼆
⼈の乗客だけいた。しかもお年寄りなんだ。乗⾞券を⾒つけてから、桜島が⾒える席を探して座った。降りた時、⾞掌さんに初めてバスに乗るのかって聞かれた。私はちょっと
恥ずかしげに、国外から来て、今まで初めてバスに乗ったので、分からない所もあるって答えた。私の説明を聞いて、⾞掌さんは突然分かったかのように、そうだったかと⾔っ
た。 着いたとき、Miriam、蛍そして春奈がもう着いていた。スターバックスで飲み物を飲んでた。⾃分も少し飲んだ。その後、出発した。今⽇の旅が始まった。 予定通り、映
画を⾒に⾏った。考えに考えて、「ブラインドネス」を⾒ることを決めた。ポップコーンや飲料を買ってから⼊場した。映画の内容は⼈類が視⼒を失った後のことだ。⼈類が突
然視⼒を失って、この病気が移るかなと疑って、視⼒を失った⼈間を隔離して⽣成消滅に任せるんだ。もし外に出たら、射殺するんだ。でも、ここでは、主⼈公の⼥だけ⾒える
ので、ずっとこれらの盲⼈の世話をしてるんだ。ここの⼈々が逃げた時、⼈間がもう実⼒を失った。繁華街にあちらこちらゴミばかりだった。みんなは⾷べ物を探してた。ここ
まで⾒ると、悲しい感じ。もし聴覚を失ったら、⾃分でも⽣活ができるんだ。ペンで字を書いたら、交流できるんだ。でも、視⼒を失ったら、何もできないんだ。視⼒って、私
たちにとってはこんなに⼤切とは思わなかった。何も⾒えないというのは、怖いことだ。みなさん、⾃分の視⼒を⼤切にしてくださいね︕ 映画の後、プりクラをとりに⾏っ
た。⽇本にいるこの間、プりクラをとるのがはじめてなんだ︕中国のプりクラは⽇本のとは⽐べものにならないんだね。でも、とるスピードがちょっと速いんだ。姿勢がまだけ
ど、とっちゃったなんて。まあ、できあがった効果がよくて、きれいな顔をしてる。ふふ…その後、その近くでゲームをやった。気持ちよかった。 そろそろ家に帰る時間だっ
た。どう帰るか分からなかった。お⺟さんの携帯番号を前に書いてくれたのに、電話帳に書いてなかった︔家に電話したら、誰も出なかった︔先⽣にも電話した、電波が届かな
いって︔おばあさんに電話してお⺟さんの電話番号を聞きたいけど、こっちには家の番号と先⽣の番号だけしかない。やばい︕︕︕蛍と春奈（その時Miriamはもう帰った）は
駅を探してくれたけど、⾒つからなかった。そうすると、⼀つの道しかなかった。中国のお⽗さんに電話するんだ。この前、おばあさんの電話番号をお⽗さんに教えた。お⽗さ
んに電話したら、お⺟さんと連絡できるんだ。ちょっと⾯倒くさいけど、この⽅法しかないんだ︕それで、おかあさんと順調に連絡を取れた。助かった︕蛍と春奈に感謝にする
わ。こんなに寒いのに、ずっと私と⼀緒にいて、感激するわ︕ 今⽇はちょっとアクシデントがあったけど、楽しかった。今度、またここに映画を⾒に⾏くのよ︕︕︕

呉 ⾹君さんの⽇記



ボランティア

2008.12.16

12⽉7⽇ ⽇曜⽇ 今⽇はボランティアを体験した。この近くの⼀⼈暮らしの⽼⼈がたくさんいるって聞いた。彼らの旧い家具や要らないものは家に置いて、どう処理したらい
いのかと悩んでるんだ。で、若いボランティアたちはこの家具を運ぶことを⼿伝うんだ。でも、私は家具を運ぶブランティアではなく、料理をするボランティアなんだ。家具を
運ぶ⼈たちに⾷べ物を作ってあげるんだ。お⺟さんと料理するところに着くと、仕事を始めた。 まず、にんじんと⼤根を切った。久しぶりに包丁を持ってものを切った。懐か
しいなぁ︕それから、おにぎりを作り始めた。⽇本に来てから、初めておにぎりを作って、ちゃんと勉強しなきゃ︕お⺟さんはまず何個作って、私も真似して作り始めた。あ〜
⾒るのが簡単だけど、どうしてうまくできなかったかなぁ︕⼿で握りに握って、最後にボールのようなおにぎりを作ってきた。たぶん⾃分の⼿が⼩さいので、うまくできなかっ
た。握ってた時、飯粒がいつも⼿にくっついて、うまくできなかった。その時、⾯倒くさいと思って、諦めようとした時、そばのおばさんがまた握るのって聞いてくれた。そう
すると、また挑戦してみた。お⺟さんとおばさんはこつを教えてくれた。それで、やっとおにぎりらしいおにぎりを作ってきた。ふふふ…形がおかあさんたちのようにきれいで
はないけど、⼤体の形がおにぎりの標準の形に近いよ。このレベルで、もう満⾜したわ。それから、また何個を握った。握れば握るほどうまくできるようになったと感じた。ふ
ふ…帰国したら、よく⾃分の⼿作りのおにぎりが⾷べられるんだね。ブラボー︕ 午前中いっぱいで働いて、みんな疲れた。それから、ゲームの段階だった。グランドゴルフな
んだ。ゴルフとよく似るんだ。初めてこのゲームを⾒たので、あまりできなかった。でもこのゲームはそんなに難しくない。ちゃんと⾒ると、できるんだ。最初は慣れなかった
ので、⼗回ぐらい打って成功したんだ。でも、その後だんだん慣れて、打つ回数も少なくなった。そうそう、私は本村おばあさんと初めて会ったおじいさんと組み合わせてゲー
ムをやったんだ。私たち三⼈で激しいグランドゴルフをやったのよ。ふふ…ほんとに⾯⽩かった。⼀番いい成績は⼆回で成功したのだ。偶然⼊ったけど、これも実⼒なんだよ︕
ゲームの後、賞品をもらった（みんなもらった︕）ブラボー︕ボランティアは他⼈を助けるだけでなく、⾃分も楽しくなるのよ。これよりいいことはないんだ。そうではない
の︖

呉 ⾹君さんの⽇記



試験の成績

2008.12.16

12⽉8⽇ ⽉曜⽇ 試験の結果が出た。社会と総合英語は前よりいい成績をとった。点数が⾼くなったけど、総合英語の点数の向上した幅がそんなに広くなかった。また頑張ら
なきゃね。怒らせるのが現代社会なんだ。点数がかなり向上したけど、問題の要求をちゃんと読んでなかったので、点数を失った。数字で書くって要求されたのに、漢字で答え
た。その時、この要求を読むと、ちょっとおかしいなぁと思ってた。こんな結果だと知ったら、試験官に聞けばよかったのに。あ〜ほんとにムカツク︕もしそれらの問題が全部
正しいなら、今の点数より16点が⾼くなるのよ。惜しかったなぁ〜〜〜

呉 ⾹君さんの⽇記



⾳楽祭の練習

2008.12.16

 本⽇から、⾳楽祭の練習を始めなければなりません。私達1年5組はずっと⾳楽の授業がないので、この練習は私達にとってとても⾻が折れます。⾳楽の先⽣は私達のクラス
が⾳楽の授業がないことを知ると、今度は私達のクラスに重点をおいています。今度の合唱で1年⽣の歌はハレルヤです。この歌は聞いたことがありますが、初めから最後まで
歌うのが本当に難しいです。それに合唱なので、⾼⾳と低⾳に分けます。私は⾼⾳の部分を選びました。先⽣は歌っているとき⾼⾳を歌っていたかと思うとまた低⾳を歌い始め
ました、だから私はどうすればいいのかわからなくなりました。歌詞を⾒るときもそうです。上の歌詞を⾒ていると、また下の歌詞を⾒なければなりません。私は頭がくらくら
して混乱しました。もしこのままいけば、⾳楽祭の⽇私たちは歌えるかどうか私は⼼配するようになりました。本当に少しまずいです〜〜〜

呉 ⾹君さんの⽇記



学友との約束

2008.12.16

12⽉9⽇⽕曜⽇   昨⽇しおりは私を彼⼥の家に遊んでいくと招きました、彼⼥の家は本村お⺟さんの故郷の近くにあって、それに彼⼥の家の周りにたくさんの遊ぶところが
あると彼⼥は⾔いました。そこで今⽇彼⼥は今⽉の25⽇、つまりクリスマスの⽇に私を迎えて彼⼥の家にしばらく住んでいくと私に⾔いました。あの時、ボーリングして、ま
たshoppingに⾏って、へへ．．．今ただ考えていてもすでに興奮してしまいました、その⽇を楽しみしています︕

呉 ⾹君さんの⽇記



試験の結果

2008.12.16

12⽉10⽇⽔曜⽇  学期末試験の成績はほとんど公表しました。⼤体⾔うと、すべての科⽬の成績はこの前の中間試験の成績より向上しました。⾒たところ先⽣がこの前太宰府
で私買ってくれ学習のお守りはよく効いたらしいです、本当に私の学習を順調になるように守りました。もちろん、成績が⾼めるのはただお守りのかげだけではなく、試験して
いた⽇々私は⼀所懸命勉強したにもかかわります。へへ．．．⼤げさに⾔っていたのではなく、確かに私の実⼒でありますよ︕このようにずっと私の学習を守るように下さって
いただきます、私は誠⼼誠意で祈祷します。

呉 ⾹君さんの⽇記



私は太りました

2008.12.16

 ボーボー．．．友達、私はこのごろまた太ったことに気づきました︕このごろ昼ご飯の後、更にいくらかの間⾷をしたので、顔の⾁を指でつまむと⾁が多くなるのを実感でき
ます。更に恐ろしいのは、以前私の腰は細かったのですが、今⾁がおおくなって、どうしてももとの様⼦に戻りません。〜本当に頭にきました︕このままではいけません、冬休
みの間にダイエットしなければなりません。友達、よい⽅法があったら、ぜひ私に書いてください、私はここで感謝します︕あなた達の⼤きい恩、私は⼀⽣忘れません︕

呉 ⾹君さんの⽇記



⺟は家にいません

2008.12.16

12⽉12⽇⾦曜⽇ お⺟さんは仕事の事のため、今晩家にいません。もしもお⺟さんは家にいないなら、今⽇の晩ご飯はどうしますか、明⽇の朝ご飯はなにを⾷べますか、されに
誰か私を起きさせますか︕これらの事はほとんどすべてお⺟さんがしているのです。ふだん気づいていないで、今やっと分かるようになりました、もしお⺟さんはいないなら、
何も⾃分でしなければなりません。幸いのはお⺟さんが出発する前に晩ご飯を⽤意しました、カレーを少し温めるとokです。お⺟さんは家にいないですが、お⺟さんの⼿料理を
⾷べることができて、やはりお⺟さんの味を感じられます︕

呉 ⾹君さんの⽇記



お⺟さんは家にいません 後編

2008.12.16

12⽉13⽇⼟曜⽇ 私が朝寝坊をするのを防⽌するため、私は⽬覚まし時計を6時に設定します。ふだん私は6時半に起きて、本当に眠ります︕⽬覚まし時計が時間通りで6時に響
いて、あまりに眠いので、またしばらく寝ました。しばらくしてから、ある⼈が私の部屋の扉をたたいて私を起きさせました。お⺟さんは家にいないで、誰か私を起こすのでし
ょうか。なんとおばあさんです、朝ご飯もおばあさんが作ったのです。お⺟さんは私がきっと寝坊をすると思って、おばあさんに私を起こすことを頼んでいったさんが⾔いまし
た。それに、朝は兄が⾞で私を駅まで送ってくれもちろんこれもお⺟さんの⼿配です。

呉 ⾹君さんの⽇記



兄の試合

2008.12.16

12⽉14⽇⽇曜⽇ 今⽇バスケットボールの試合があって、それにたかひろ兄も試合に出ました。私は兄がバスケットボールをすることが好きだと知っていますが、これまで⾃分
の⽬で彼がバスケットボールをするのを⾒たことがないのです、今⽇ようやくこのように兄がバスケットボールをするのを⾒られる機会があって、逃すことができないです︕
現場までいくと、本当に⼤いに⾒聞を広めます︕⾒ないとわからないが、現場で⾒ると驚きました。なんと兄はこんなにすごくて、全体の選⼿の中で兄が最もすばやいのです。
ボールを⽌めるのも受けるのもすばやくて、また瀬⼾際の時に3分のボールを投じました︕本当にすごいです! 試合は激しく進んでいました、双⽅のスコアはいつも似たり寄っ
たりで、私は緊張しながらリラックスしていました。試合がもうすぐ終わる時、相⼿はいくつかボールを投じて、兄のチームはずっとスコアを取り戻しているのです。気がせい
ていたかもしれないが、兄のチームはいつも反則します。結局、スコアは10何分差で負けました。でも、兄たちは最後の1秒まであきらめませんでした、相⼿に負けてしまった
としても、彼らはスコアを縮⼩して、得点したいのです。それに1⼈のメンバーは試合の時負傷ました。彼らがこのように⼀⽣懸命やることを⾒て、私はとても感動しました。
試合で負けてしまいましたが、精神の⽅で少しも負けていませんでした。いつかある⽇、スコアと精神の両⽅で全部勝利できます。がんばれ︕

呉 ⾹君さんの⽇記



灯篭祭り

2008.12.16

12⽉14⽇の⽇曜⽇ 夜に灯篭祭りを⾒にいきました。クリスマスは近づいてきて、ここでは⾄る所飾り提灯で装飾した⽊と家を⾒られます。今晩⾒たのはこれらよりもっときれ
いな装飾です。街のあちらこちら飾り提灯を掛けていて、この街がとても明るいとみえます。クリスマス・ツリーだけではなくて、サンタクロースと⿅、また⽇本の漫画の⼈物
も多くあります。例えばトトロ、クレヨンしんちゃん、ドラえもんなどなんでもあります。それぞれすべて可愛く飾っています。 クリスマスにまだこないですが、こんなに多
くてきれいな飾り提灯があります、クリスマスその⽇が来たら、更にきれいで、更ににぎやかで、更に⾯⽩くなるにちがいない︕〜クリスマス祭りをどのように過ごしたのか楽
しみにしています︕

呉 ⾹君さんの⽇記



⾳楽祭

2008.12.24

12⽉18⽇ ⽊曜⽇ この⽇を待ちに待った。⾳楽祭って、わが学校の今学期の最後の学院祭なんだ。そして、明⽇から冬休みなんだ。興奮してるわ︕ ⾳楽祭って、各学年には合
唱がある。わが学年の歌がハレルヤなんだ。全世界の⼈たちがこの歌を知って、歌えると信じてるけど、練習してる時、こんなに難しいとは思わなかった。⼤合唱だから、テノ
ール、ソプラノ、バス、アルトがあって、私はソプラノを担当した。練習したばかりの時、何も分からなくて、ハレルヤの⼀部だけ歌えたけど、練習してから、うまくいけたん
だ。 リハーサルの時、後ろに座ってた先⽣たちも私たちと⼀緒に歌った。先⽣たちは⼀緒に歌うなんて気にしないけど…周りの先⽣の歌声がずっと聞こえた。先⽣は夢中に歌
って、しかもプロのレベルなんだけど、声がちょっと震えた。で、思わず笑い出した。周りの⼈たちも笑い出した。幸い、本番じゃなかった。じゃないと、やばいよ。 本番の
前、クラスメートは「⾹君ちゃん、笑わないでね。あなたが笑うと、私も笑うんだ。」と⾔ってくれた。ふふ。笑いって、本当にうつるんだね︕で、本番の時、ずっと難しい顔
で歌ってた。難しい顔をしてなかったら、もう⼀度笑い出すかもしれない。まあ、うまくいった。歌も成功した。⼤変だよ︕ 今⽇の⾳楽祭って、本当に疲れた〜でも、楽しか
った。そして、みんなとの関係も親しくなった。ふふ。やった︕

呉 ⾹君さんの⽇記



友達の家

2009.01.28

また久しぶりの⽇記ですね。この⼀ヶ⽉もいろいろ楽しいことがいっぱいありました。  冬休みが始まったばかりの⽇、友達の家に遊びに⾏きました。彼⼥は４⼈の妹と⼀⼈
の弟で全員六⼈兄弟で、⼀番年上です。妹たちはとても⼩さくてかわいいです。私には妹はいないので、ちょっとうらやましかったです。三⽇間泊まる予定で、妹たちといっぱ
い遊びました。  最初の⽇、私たちは彼⼥のおじいさんの畑の所に⾏きました。そこにはいっぱい果物と野菜が植えていました。私たちはシイタケをとりました。シイタケは
こんなふうに、⽊の中から植えてくることはちょっと驚きました。でも、今は驚く場合ではありません。早くシイタケをとりましょう。みんなと⼀緒にとった結果、今⽇の晩ご
飯はシイタケ料理です。⾃分の⼒でとったので、みんなはとてもおいしく⾷べていました。野菜はやはり⾃分で植えたほうがおいしいですね。  夜は近くの公園に⾏って、み
んなで⻤ごっこをしました。最後まで⻤をする⼈は、お尻で⾃分の名前を書くことになっていました。久しぶりにこんなに⼀所懸命⾛りました。突然こんなに激しく⾛ったか
ら、ちょっと体⼒がたりなくなりました。それで、恥ずかしいことで、私が最後まで⻤をやりました。⼦供たちに負けて、本当に恥ずかしいですね。でも、このゲームのおかげ
で、私と妹たちは前よりもっと親しくなりました。よかったです。  次の⽇、妹たちは学校ですから、私と友達⼆⼈で都城に遊びに⾏きました。ここの店の服はとても安かっ
たので、いっぱいかわいくて安い洋服を買いました。でもその同時にお⾦もたくさん使いました。（⼼が痛い︕）もし妹たちも遊びにきて、⼀緒にプリクラ撮ったりしたらよか
ったのに．．．残念ですね︕  最後の⽇、私が荷物を⽚付ける時、荷物が⼀倍も増えたことに気づきました。友達のお⺟さんからのお⼟産とこの前に遊びに⾏ったとき買った
洋服、本当に多いです。先⽣が仕事でこの近くにきて、迎えにこられます。助かりました。荷物がどんなに多くても⼤丈夫です。  この短い間、友達の妹たちと過ごした⽇々
が本当に楽しかったです。
これは⽇本語で投稿されたものです

呉 ⾹君さんの⽇記



クリスマス

2009.01.28

今年のクリスマスケーキは私が作りました。お⺟さんは⽣クリームとスポンジケーキとイチゴを⽤意して、私がケーキの飾りをやりました。飾りが簡単な仕事だと思ったら、⼤
間違いです。飾りだけをするのもけっこう⼤変でしたよ。特に⽣クリームをスポンジケーキに塗ることは⼤変疲れます。⼒を⼊れすぎたら、ケーキは変な形になります。私は何
回もやって、きれいになりました。⼤成功です。  夜はクリスマスの歌を流れながら、シャンペンを飲んで、チキンも⾷べました。こんなにクリスマス雰囲気がいっぱいある
クリスマスは初めてです。ケーキも初めて⾃分で作りました。こんな雰囲気で、今⽇の夜、サンターさんがくるかもしれません。果たして、次の⽇の朝、起きて部屋のドアを開
けたら、ドアの前に袋がありました。袋を開けたら、中には⽩いダウンジャケットが⼊っていました。私はこのダウンジャケットを着て客間に⾏って、先⽣たちに⾒せました。
先⽣は｢イノセントラヴ｣の主⼈公（最近終わったばかりのドラマです。堀北真希が主⼈公の役です。）みたいと⾔ってくれました。嬉しかったです。こっちからも先⽣とお⺟さ
んにプレゼントをあげました。先⽣たちが喜んでくれて、嬉しかったです。  このあとは、先⽣とおばあさんと三⼈で温泉に⾏きました。初めての温泉だから、とても楽しみ
です。温泉の中に⼊ったら、最初はなれなくて、ちょっと痛かったですが、慣れたらとても気持ちいいです。外の露天⾵呂に⼊ったら、室内よりもっと気持ちいいです。呼吸も
そんなに厳しくなくて、いいです。景⾊を⾒ながら、暖かい温泉に⼊るのは本当にいいです。私は室内より露天⾵呂の⽅が好きです。  夜は友達の家に⾏ってクリスマスパー
ティーに参加しました。実はこの前、友達の家に住んでたアメリカの留学⽣が家族と⼀緒に⽇本に旅⾏しに来ました。それで、友達の家にきて、みんな集まることになっていま
した。私とこの留学⽣は知り合いではないけど、⼀緒にいろいろなゲームをやって、とても楽しく過ごしました。  今年のクリスマスは⼀番最⾼でした。クリスマス、万歳︕
これは⽇本語で投稿されたものです

呉 ⾹君さんの⽇記



⼤みそ⽇

2009.01.28

⼤みそ⽇、みんなで正⽉の飾りをしました。ドアの前に注連飾りを飾って、⽞関のほうに鏡餅を飾りました。普通は⾨松も飾るが、ここはしませんでした。それでも、正⽉の雰
囲気がしますね。  中国は⼤みそ⽇の夜にギョーザを⾷べることみたいに、⽇本は年越しそばを⾷べます。でも、正⽉のスペシャル番組を⾒ながら、新しい年を迎えること
は、⽇本も中国も同じです。私とお⺟さんは⼗⼆時の少し前、神社に⾏きました。今⽇の夜⼗⼆時から神社で太⿎の演じがあるから、⾒に⾏きました。太⿎の⾳はいつ聞いても
そんなに震撼させます。すばらしかったです。次はお寺に⾏きました。坊さんがいて、鐘を叩くことになりました。私は最初、よく叩けなくて、変な⾳がしました。⼆回⽬の時
は、とてもいい⾳になりました。どうして鐘を叩くのはよく分からないが、きっといいことです。  それでは、あけまして、おめでとうございます。２００９年も宜しくお願
いします︕
これは⽇本語で投稿されたものです

呉 ⾹君さんの⽇記



誕⽣⽇

2009.01.28

⼀⽉⼗⼋⽇は私の⼗七歳の誕⽣⽇でした。でもこの⽇はまたヘイリーがアメリカに帰リの⽇です。ヘイリーとは違うクラスだが、時々話したりをします。この⽇の朝、空港に⾏
って、ヘイリーの送別に⾏きました。今⽇は最後にヘイリーと会うかもしれません。ちょっと悲しいです。ヘイリーのホストファミリもいて、最初は元気だったが、ヘイリーが
離れたときにみんなが泣きました。私もそのとき涙が出ました。⽇本に来て、初めての涙はヘイリーのために泣きました。でも、メールを交換したから、時々連絡できますよ
ね。さようなら、ヘイリー。アメリカに帰っても、頑張ってね︕  今⽇は私とお⺟さんの誕⽣⽇だから、帰りの途中で、ホテルのレストランでイタリア料理を⾷べました。こ
このサービスはとても優しいです。誕⽣⽇の記念写真を撮ったから、写真を撮ってあげますよと積極的に声をかけたり︔誕⽣⽇のことを教えてあげたから、ケーキの⽫の空いて
るところでHappy Birthday to youと書いて、きれいに飾ってくれたり︔汁が私の服に落ちて、私にタオルを持ってきたりすることは本当に感動しました。  次はカラオケに
⾏きました。先⽣もお⺟さんも歌はとても上⼿でした。そうだったら、私も頑張らないといけないよね︕⼀時間は本当に短いですね。あっという間にもうそろそろ時間です。仕
⽅がありません。また夜のパーティーの準備をしないといけないから、早く帰らないと間に合わないです。  夜は⽟ちゃん（先⽣の友達）と奥さんが来ました。全員が来た
後、パーティーが始まりました。先⽣と⽟ちゃん⼆⼈のおかげで、とても⾯⽩かったです。私はまたみんなからプレゼントをいっぱいもらいました。本当にありがとうございま
した。これはたぶん私が⽣まれて、初めて楽しく過ごした誕⽣⽇かもしれません。みんなのおかげです。ありがとうございました。
これは⽇本語で投稿されたものです

呉 ⾹君さんの⽇記



皆さんに会って、嬉しかった︕

2009.02.27

2⽉19⽇ ⽊曜⽇ 今回の中間研修は、地震に関する知識や、地震の災害防⽌などについて、いい勉強になった。そして、たくさんの友達と深い友情を築いた。初めての⽇のよ
うに、敏ちゃんと婷ちゃんと三⼈で晩御飯を⼀緒に⾷べた。私は何個のフライドチキンを残した。婷ちゃんは⾃分の浪費した物を⾒て、いろいろな道理を話してくれた。そし
て、⼀つ素晴らしい⾔葉を教えてくれた︓「この鶏が無駄に死んだね︕」実は、これは婷ちゃんのホームステイ先のお⺟さんが⼦供を教育してた時、話した⾔葉なんだ。元の⾔
葉は「この鶏は何のために死んだの︕︖」これを聞いて、鶏にほんとに申し訳ない気持ちがした。で、また⼀つのフライドチキンを⾷べた。今度は、やばくなった。これからの
何⽇に、彼⼥たちは「この可哀相な鶏が無駄に死んだ」とよく⾔った。ああ〜その間、鶏を⾷べたくなくなった︕でも、よく考えてみると、ケンタッキーやマクドナルドなども
⾷べられなくなった。で、気持ちを変えて、その鶏に申し訳ないけど、これから、鶏を愛することを決めた︕ふふ。。。でも、最後の夜になって、皆さんは部屋で反省会を開い
てた時、敏ちゃんと婷ちゃんは真相を教えてくれたんだ。その夜の晩御飯の時、⼆⼈は私の気づかない時、⾃分のフライドチキンを私の⽫に置いた。そうだ、道理で⾃分のフラ
イドチキンが減ってなかったんだ。今は、これらの⾯⽩い話を思い出すと、笑っちゃうんだ。これは研修期間で、⼀番印象深いことになったかも。。。その時から、鶏とは深い
縁を結びついた。。。︕ 当然、遊んでたばかりではない。ちゃんと勉強したよ。⽇中交流センターの先⽣たちは、電⾞でいろいろなところへ参観に⾏ってもらった。例えば、
神⼾⼤学や、防災センターや、南京町など。⼤学のキャンパスで、⼤学のお兄さんやお姉さんを通して、いい勉強になった。例えば、地震が起こった時、何を持てばいいのか︔
AEDの使い⽅︔⼈が倒れた時、何をすればいいのかなど。そして、防災センターで、神⼾での地震の映像を⾒た。⾒終わった時、怖い原因もあって、もう少しで泣くところだっ
た。その時、私は現場にいたら、命を失うに決ってると思わずそう思った。その地震から⽣きてきた⼈には、感⼼するんだ。初めて命って、脆いかつ強いものだと悟った。もと
もと地震なんて、ちっとも怖くないと思ってた。ただ地⾯が揺れるだけじゃん。でも、この映像を⾒終わると、驚いた。家などは、⼀瞬に壊れてしまった。逃げたいけど、⽴ち
上がれない。本当に地震に遭ったら、どうすればいいのかと⼼配し始めた。でも、その後、安⼼させるのは、スタッフたちが防災の実験などを参観してもらった。今の技術の発
展が速くて、災害を防⽌する⽅法がきっとあるはずだ。これらの実験を現実に応⽤してみれば、地震なんて、ちっとも怖くないよ︕南京町といえば。。。この中華町は皆さんに
暖かい気持ちを感じさせた。中国⾵の町、久しぶりなんだ。ちょっとホームシックになっちゃった。。。そして、学校のこともある。今度⾏ったのは舞⼦⾼校っていう学校なん
だ。この学校の学⽣と交流するんだ。ポスターを作ったりして、話に花が咲いた。そして、町をぶらぶらしたよ。学⽣たちは優しくて、ああ〜熱⼼な⼈ばかり︕ そして、敏ち
ゃんと婷ちゃん三⼈で、＊＊＊三⼈組を作ったの。芸ちゃんはマネージャーで、聞ちゃんと琪ちゃんは書記なんだ。私たちはこの⼆三⽇、深い友情を築いた。夜、⼀つの部屋
で、ベッドを並んで、深夜の２，３時まで喋ってた。。。 最後の⽇、⾶⾏機に乗る⼈は先に⾏くなんて思ってもみなかった。みなさんと分かれる前に、写真を撮ってた時、何
も感じなかったけど、乗⾞してから、窓から皆さんの姿を⾒ると、また感傷になっちゃった。半年後また会えると思うと、思わず泣いちゃった。（その時、外にいた皆さんは泣
いてたかどうか分からないけど。。。） 北京で皆さんと初めて会った時の光景を覚えてる。お互いのことを何も知らなかったし、あまり話さなかった。でも、今度は皆さんと
会うと、同窓会みたいで、とてもにぎやかだった。後は半年の時間しかない。皆さんは⽇本の各地でよく頑張ってね︕

呉 ⾹君さんの⽇記



帰ってからすぐ試験︕︖

2009.02.27

２⽉２０⽇ ⾦曜⽇ 昨⽇帰ったばかりで、まだよく休んでない。この⼆三⽇、常に夜の２、３時に寝た。眠くてたまらなかった。でも、今⽇は学校に⾏く⽇で、しかも試験な
んだ。わが学校は１６⽇から１９⽇まで試験だけど、中間研修のため、皆さんと⼀緒に試験を受けないでいるんだ。今⽇、⼀⼈でLL教室で試験を受けたの。つまらなくてたまら
なかった。もともと神⼾に中間研修に⾏ったら、試験なんて参加せず済むと思ってた。で、授業の時、あまり聞いてなかった。試験の範囲までメモをしなかった。突然試験を受
けるなんて⾔われて、ぼっとしちゃった。何もできなくて、うっとうしいよ。 第四時間の時、三年⽣の英語組の舞台劇を⾒た。全部英語なんだ。もともと英語ができなくて、
聞けば聞くほど分からなくなった。でも、三年⽣の演出してた時、観衆に何度も笑ってもらった。演出が終わってから、⼀年⽣と⼆年⽣は三年⽣のために、３⽉９⽇を歌った。
うまくできなくて、声も通ってないけど、三年⽣たちの⽬が⾚くなった。泣いた⼈もいた。特に、先⽣が話してた時、皆さんはひどく泣いた。⾃分はもともと泣かなかったけ
ど、この雰囲気にいると、⾃分まで泣きたくなった。この演劇はすべて英語で、よく分からなかったけど、感動した。 それからは午後の時間なんだ。クラスメートは短期留学
のために、PTAがあった。で、皆さんは外に出た。Miriamと私だけ教室にいた。でも、⾃分はまだ試験があるので、第五時間の時、試験を受けていた時、Miriamは⼆年⽣の教
室に⾏って、⼆年⽣と⼀緒にRanga先⽣の授業を受けた。また⾃分ひとりで試験を受けた。寂しかった。。。 今⽇は、残りの時間は部活で、いつもと同じ調理室に⾏った。先
週三年⽣は最後の部活なので、今⽇は⼈が少なかった。三年⽣がいなくなった。調理室はいつものようににぎやかではなかった。最後に残りの⼆つのマフィンを他の⼆⼈の先⽣
にあげた。部活の⼆⼈の先輩はこの⼆⼈の先⽣に憧れるんだ。調理部の先⽣を通して、⾃分でマフィンを先⽣に渡した。その後、料理部の先⽣は嬉しい顔で、けっこう⾯⽩いと
⾔った。ふふ。。。

呉 ⾹君さんの⽇記



アニメ・漫画の店

2009.02.27

2⽉21⽇ ⼟曜⽇ クラスメートと⼀緒に町をぶらぶらした。クラスには何⼈の⼥⼦⽣徒は私と同じように漫画が好きだ。ずっと前、⿅児島市内の天⽂館の付近には漫画など売
る店があると教えられたことがある。でも、その店は⽬⽴つところに建てられないので、初めて⼀⼈で⾏ったら⾒つけないんだ。で、今度は四⼈（アニメファン）でその伝説の
中の神秘な店に⾏った。（伝説というのはクラスメートから聞いたから。神秘というのは。。。⽬⽴たないところにあるから︕）。 着いたら、ほんとに⽬⽴たないと思った。
Hello Kittyの店の上にあり、しかも三階だ。Hello Kitty店の⼊り⼝に「三階にアニメ商品」って書いてあるの。道理で⾒つけなかった。楼上にあるんだ︕ ⼊ったら、⽬に映る
のが、全部漫画なんだ。漫画だけでなく、その周辺のものもたくさんある。私は⽬移りしたんだ。どれを選ぶか分からなくなった。中国にもそういう店があるけど、これほど多
い商品がないんだ。ここの商品が多いだけでなく、雰囲気があるんだ。ただ、⾼いけど。⼊ると、すぐ最愛のーーテニスの王⼦様を選んだ。それはテニスの王⼦様のようなスト
ラップなんだ。こんなに素晴らしいものを買わないと、きっと後悔するよ。それから、「Bleach」や、「⽕影」や、「遥かなる時空の中で」など、好きな漫画を⾒つけた。ふ
ふ。。。こんな素晴らしいものを⾒つけて、興奮しちゃうわ。⽇本にはこんなに多くの漫画周辺店があって、ほんとに⽇本の漫画ファンが羨ましいわ。いつでも好きな漫画周辺
が買えるし。今は⽇本にいるけど、五ヵ⽉後、帰国するんだ。その時、どこでこんなに素晴らしい店を⾒つけるの︕悲しい。。。いいの、今の⽇本にいる時間を⼤切にして、い
いものを⾒つけるんだ︕（漫画ファンにとっては、漫画周辺商品は宝物だ︕）

呉 ⾹君さんの⽇記



韓国の⾼校⽣と交流する

2009.02.27

2⽉23⽇ ⽉曜⽇ 韓国の⾼校⽣は我が学校に来た。だから、第五時間には交流会があった。韓国から１０名の⼥⼦⾼校⽣が来た。可愛くて、男⼦⽣徒に⼈気がある。⼊ると、
男⼦⽣徒の歓呼が聞こえた。この⼈気って、すごい︕クラスの⼥⼦⽣徒は韓国の⾼校⽣を⾒ると、「たくさんの⾹君さんを⾒た︕」って⾔ってくれた。（私の髪型はその⾼校⽣
たちと同じ︕）聞いてから、感動した。 交流会はまず韓国に関する⾖知識を紹介してくれた。韓国の⺠族⾐装を着てる先⽣は流暢な⽇本語で説明してくれた。そして、すぐに
ほかの韓国先⽣の話したことを通訳してきた。すごい。感⼼しちゃった。実は、集合する前に、この韓国の先⽣に声をかけた。ちょっとだけ話した。で、この先⽣の家は韓国に
あって、今は⿅児島市内の交流センターで働いてるって分かった。道理で⽇本語がこんなにうまいね。いつか彼⼥のように⽇本語がぺらぺらになったらいいね︕ 韓国の⾼校⽣
は踊ってくれたよ。でも伝統舞踊ではなくて、現代の舞踊なんだ。動作がとてもかわいい。みんなは夢中になっちゃった︕ 交流会の後、教室に戻る途中、それらの韓国⾼校⽣
を⾒た。せっかく韓国から⾼校⽣が来てくれて、今度こそちゃんと交流したいなぁと思ってる。この前、蒲⽣（蒲⽣は私の家）にも何⼈の韓国⼈が交流するために来たけど、交
流会でよく交流してなかったので、今度こそこの機会をよく把握するよ。⼀⾔でもいいけど︕クラスメートも声をかけてみてなど⾔った。そうすると、勇気を出して、久しぶり
に朝鮮語で「⼀緒に写真を撮ってもいいの」って⾔った。⽇本に来てから、中国さえ話す機会がなくなって、朝鮮語も。⾃分も話したいけど、分かる⼈がいないよ︕ああ〜だか
ら、⾃分の朝鮮語がだんだんだめになっちゃった︕韓国の⾼校⽣は、⾃分の韓国語を聞くと、びっくりした。でも、実情を教えてから、彼⼥たちは親切に話してくれたよ︕ 今
度の交流会を通して、韓国に観光に⾏ってみたいなぁと思った。ちょうど⺟は韓国のソールにいて、観光できるし、親族を訪ねることもできるんだ。⼀⽯⼆⿃のことだよね︕ふ
ふふ〜

呉 ⾹君さんの⽇記



交流センターに電話したいけど

2009.02.27

2⽉24⽇ ⽕曜⽇ 今⽇は本村先⽣の事務室で、⼭崎先⽣に電話すると本村先⽣と約束した。でも、今⽇はとっても忙しい︕朝、担任先⽣は私の追試を忘れてしまったので、午
前中ずっと試験を受けてなかった。午後の時、急いで、⼀時間で⼆つの科⽬の試験を受けた。疲れた︕ああ〜携帯をどう買ったら安くなるかと⼭崎先⽣と相談したかったけど、
今はプランがおじゃんになった︕︕︕交流センターに電話するって、こんなに⾯倒なの︖︕ああ〜 皆さんは携帯をどう買ったの、教えてね。。。

呉 ⾹君さんの⽇記



私、すごいね

2009.02.27

2⽉25⽇ ⽔曜⽇ 今⽇まで、すべての科⽬の試験が終わった。めでたいめでたい︕でも、私、けっこうすごいよ。この間の試験の成績がすぐ出た。点数がけっこういいよ。英
語は他のクラスメートとは⽐べ物にならないけど、⾃分と⽐べると、すごい点数なのよ。この前の授業をちゃんと受けてなかった。特に英語。よく復習しなかった。英語の成績
がやばいと思ってたけど、点数は想像以上⾼い︕残りの社会や、保健や、国語など（国語先⽣は留学⽣のために、特別な問題を出して、チョウ難しいよ）いい点数をもらった。
ほんとに⾃分に感⼼しちゃう。社会などの科⽬は感じで書くので、暗誦するにはやさしいけど、英語は覚えたそばからすぐ忘れてしまったので、ちゃんと復習しなかったけど、
いい点数をもらったなんて、私、すごいね︕ふふ。。。（⾃慢できることだよ︕）

呉 ⾹君さんの⽇記



クラスメートと親しくなった

2009.02.27

2⽉26⽇ ⽊曜⽇ この⼆三⽇、クラスの学⽣たちはあまり私の名前を呼んでくれなくなった。その代わりに、ヤンチーと呼び始めた。原因はね、私の眉⽑なんだ。この前の中
間研修の時、＊＊さんは眉⽑を修理してくれた。帰ってから、眉⽑がともてヤンチーってクラスメートに⾔われた。で、ヤンチーという名前が⽣まれた。実は、我が学校の規則
がとても厳しい。でも、その時、「⽇本⼈はみんな眉⽑を修理するじゃん、しても⼤丈夫でしょう︕」と思ってた。でも、帰ってから、クラスメートがこんな反応したなんて思
ってもみなかった。でも、このことを通して、クラスメートと親しくなった。皆さんは時々、冗談を⾔ってくれて、喋ってくれるんだ。この前、クラスメートと交流してた時の
感じた壁が知らず知らずのうちになくなった。交流って、楽なことだね。もう外国⼈ではないように、みなさんは扱ってくれた。ごく普通な話し⽅で喋ってくれた。クラスには
アメリカへ留学する学⽣がいて、彼⼥は羨ましげに「⾃分もあなたのような留学⽣活をしたいなぁ」って話してくれた。そして、「⾹君さんの両親も⾯⽩い⼈なの︖」って聞い
た。⾃分は⾯⽩い⼈なので、両親のことを連想し、遺伝なのかなって思ってる。ふふ。。クラスメートとはこんなに親しくなって、成就感がした。こんなにクラスメートと冗談
などを⾔ったりして、ほんとの私なのよ。国内で、こういう性格なの。今は⽇本のクラスメートとも冗談が話せて、しかも⽇本語で、わーい〜私、すごいじゃん︕

呉 ⾹君さんの⽇記



浴⾐を着る

2009.03.06

2⽉27⽇ ⾦曜⽇ 今⽇の午後、クラスメートはアメリカへの短期留学の出し物のために、スケジュールを作った。各出し物のかかる時間を計算してみた。そうすると、モデル
をやってくださいってクラスメートに誘われた。ふふ。。。モデルといえば、皆さんはあまり分からないかも。実は出し物の中で、アメリカ⼈に⽇本⽂化を紹介するために、着
物を着るという出し物がある。私はただ皆さんと協⼒して、モデルをやって、着物を着てもらうということだ。実は、着物を着るというよりも、浴⾐を着るというほうが正確
だ。浴⾐の着⽅が着物ほど複雑ではないけど、浴⾐をきれいに着るには、ややこしいことをしなきゃ。浴⾐を着てくれるのは「着物着け」部の⼈なんだ。さすがに。⼩さな⼿が
巧みに動いていた。最初は後ろでリボンのようなものに結んで、それから、改めて直して、今度は別の様式になった。ほんとにすごい。感⼼しちゃうわ︕ああ〜「着物着け」部
がこんなにいい部だと知ったら、このクラブを選んだらいいのに。。。

呉 ⾹君さんの⽇記



卒業式

2009.03.06

3⽉1⽇ ⼟曜⽇ 今⽇の正式の卒業式がうまく⾏なわれるように、昨⽇全校の⽣徒たちは⼀緒にリハーサルした。でも、昨⽇の練習は何も特別なことがなかった。ただ座ってた
だけだ。しかも、声を出しちゃ、だめだって。つまらなかった。暫くして、回りを⾒回してみると、頭を下げたまま寝てた⼈もいるんだ。確かに、ほんとにつまらなかった。で
も、今⽇の本番の時、座ってた時間が昨⽇より⻑かったのに（卒業式が3時間半続けた）、みんなとっても元気で、寝てる⼈が⼀⼈もいなかった。特に、卒業⽣が発表してた
時、話しながら、涙を流した。全校の⼈が感動して、また涙を流した。ああ〜⾃分はもともと泣きたくないし、そして彼⼥の話してたことが分からないけど、こんな雰囲気では
泣かずにはいられないよ。 校⻑先⽣は卒業証書を配って、3年⽣たちはそれを受けてた時、可笑しい動作をした。みんな笑った。でも、3年⽣はやっぱり可愛いね。後輩である
私たちに深い印象をくれた。その中の⼀⼈の卒業⽣は、卒業証書を受ける前に、校⻑先⽣の前で、全校の⽣徒の前で、彼⼥に「愛してる︕」って⾔った。⼥⼦⽣徒としては、羨
ましいよ。ああ〜いつか⾃分の彼⽒がこのように、告⽩してくれるかな︕ああ〜その前、まず彼⽒を探さなきゃね。。。 卒業式がとっても厳かで、盛⼤である。わが国のよう
に、簡単な卒業式ではない。そして、我が神村学院の今度の卒業式は、⼩学校部、中等部と⾼等部の卒業式を含めた。だから、もっとも⽴派だよ。その光景は本当に壮⼤だった
よ︕

呉 ⾹君さんの⽇記



ホタルの親戚

2009.03.06

3⽉2⽇ ⽉曜⽇ 今⽇はクラスメートと⼀緒に市内の天⽂館に⾏っちゃった。帰る時、蛍ちゃんはアメリカへ⾏く前に、おじいちゃんに会いたいって⾔った。もしかして、おじ
いちゃんのところから⼩遣いがもらえるかもって。⽇本のこの伝統はほんとにいいね。⼦供たちは外国や旅⾏に⾏く前、⼤⼈たちは⼩遣いをくれるんだ。中国でもこの伝統があ
るけど、私の親戚はあまり⼩遣いをくれない。蛍ちゃんのおじさんの家はお寺なんだ。毎⽇、登校してる時、おじさんの家を通りかかるんだ。しかも、私の家と近いし。だか
ら、私たちはいつも⼀緒に電⾞に乗って帰るんだ。電⾞を降りる時、いつもおじさんが迎えてくれるんだ。⼤晦⽇に、蛍ちゃんのおじさんに会ったことがある。その時、ちょう
ど2009年が始まったばかりの時だった。蛍ちゃんのおじさんは2009年で、私の初めて会った⼈だと⾔える。おじさんは私たちを彼の家に連れていって、そして、蛍ちゃんの両
親も来た。以前彼⼥の両親に会ったことがあるので、そんなに疎くない。蛍ちゃんの親戚といろいろ話してた。彼らは地図を持ってきて、私の故郷である瀋陽は、どこにあるか
って聞いてくれた。中国についても、いろいろ話した。さすがに蛍ちゃんの親戚だね、蛍ちゃんと同じように親切だ。彼⼥の親戚が好きだよ。みんな可愛いし。蛍ちゃんがほん
とに幸せだね、こんなに親切な親戚がいるなんて。

呉 ⾹君さんの⽇記



どうして皆さんと⼀緒に⾏けないのかな

2009.03.06

3⽉3⽇ ⽕曜⽇ クラスメートは短期留学のために、午前中先⽣の話を聞いてた。Miriamと⼆⼈で⾏かないので、午前中2年⽣の教室にいた。先⽣はこのように按排するのはし
ょうがないことだと分かってるけど、なんか排除されたような感じ。せっかく皆さんと仲良くなったのに、Miriamと⼆⼈を残して留学するなんて、考えれば考えるほど悲しく
なる。。。せっかく今のクラスメートと仲良くなったのに、突然2年⽣に⼊ってもらって、新しい⽣徒と付き合うなんて、悲しいよ︕2年⽣の教室は隣にあるので、よく⾒る顔
だけど、話しかけたことがあまりなかったので、知り合いがいない。今⽇、2年⽣と⼀緒に授業を受けてたのに、話してくれた⼈がいなかった。寂しかった︕6⽇はクラスメー
トたちはアメリカへ出発する⽇だけど、その⽇、私たちは隣の2年に⼊って、彼らと⼀ヶ⽉⼀緒にいるんだ。今の状況だったら、その時仲間外れされるかな。今は登校が怖く思
った。私は、よく知らない⼈と⼀緒にいたら、あまり話せないタイプなんだ。話題がないからだ。でも、馴染んだら、何でも喋れるよ。ああ〜どうして皆さんと⼀緒に⾏けない
のかな。私たち留学⽣は国外の普通の学校⽣活を体験するために来たの。特にこのような団体活動を体験したいの。皆さんと⼀緒に⾏かないのなら、皆さんと⼀体ではないよう
な感じがする。今度の機会で皆さんと⼀緒にアメリカに⾏くならば、私の将来の英語にはいい影響を与えるかもしれない。広い世間を知って、いいことだ。でも、どうして⾏け
ないのかな。。。⽇本へ来る前に、⼀番期待してるのは修学旅⾏なんだ。でも、神村学院は海外留学、海外修学をするんだ。⾏けなくて、悲しいよ。がっかりした。中間研修の
時、京都などのところへ修学旅⾏したって、皆さんは⾔った。その時、ほんとに羨ましかった。どうして我が学校は海外旅⾏なんだよ、⾃分まで修学旅⾏には⾏けなくなった。
ああ〜不公平だ︕︕︕︕︕ 今は、クラスメートが出発する前に、皆さんともう少し⼀緒にいたい。⼀秒だけでもいい。。。皆さんと別れたくない。。。。

呉 ⾹君さんの⽇記



2年⽣を⾒直す

2009.03.06

3⽉5⽇ ⽊曜⽇ 今⽇は我がクラスの授業は半⽇なんだ。午後は家に帰ってもいい。でもiriamと⼆⼈だけはいつも通りに授業を受けるんだ（午後⼆年⽣と⼀緒に授業を受け
る︕）今⽇の半⽇の休みは、明⽇のアメリカへの準備をするためである。午後、落ち着かない気持ちで2年⽣の教室に⾏った。授業が終わってから、2年⽣は私のことを無視す
るかなと思ってた。でも、前の⼈がまず私に話しかけた。そうすると、こっちはだんだんにぎやかになってきた。他の⼈がこのにぎやかな光景を⾒ると、こっちへ喋りに来た。
その時はあまり⾃信がなくて、2年⽣はこんなに楽に話せるなんて信じられない。それに、我がクラスの⽣徒と話してる時の感じが同じだ。そうすると、ある道理が分かった。
昨⽇の2年⽣への評価を思い出した。冷たいとか、冷⾎とか、2年⽣に申し訳ない気持ちになった︕確かに、クラスメートの⾔う通り、進んで話しかけたら、努⼒したら、きっ
と朗らかな⼈だと思われるよ。 家に帰る前に、前のもとこちゃんという⼈とまた喋り始めた。知らず知らずのうち、私のアイドルである東⽅神起のことを話した。東⽅神起は5
⽉30⽇に、福岡県でコンサートを⾏なうそうだ。そして、チケットは3⽉8⽇売るそうだ。もうすぐ3⽉8⽇だね、私はいらいらしてた。そのコンサートに⾏きたくて、そしてせ
っかくのチャンスなので、⾒逃したくない。でも、誰と⾏くのかな。そしてチケットが⾼いかな。ホームステイの家族が許してくれるかな。ああ〜⼩さな希望だよ︕この時、も
とこちゃんはコンサートが⼤好きだって、⾃分と⼀緒に⾏ってもいいって。それに、チケットの値段を調べてくれたよ。幸い、そんなに⾼くない。で、⼼配事がなくなった。今
残されたのは家族が許してくれるかなという問題だけだ。お願い︕断れないように︕ほんとに⾏きたいよ︕ 昨⽇、気持ちが悪かったせいで、2年⽣にはちょっと偏⾒を持ってい
た。でも、今⽇のいろいろなことを通して、2年⽣を⾒直した。そして、2年⽣と仲良く付き合う⾃信を持つようになった。今はたとえどんな困難があっても、⾃分はそれを乗
り越える⾃信があるという感じ。そうだね、世の中には、困難なことはない、⾃分は勇敢に⽴ち向かえば、そして、努⼒すれば、成功は⽬の前にある。。。

呉 ⾹君さんの⽇記



野球の応援団の練習

2009.03.20

3⽉7⽇の週の 6 今⽇1午前すべて野球の応援団を練習しています。⾳楽に従って動作をして、その上また1枚は頑張ることでの道具で動作をして、1枚が⼤声でいくらかの前の
⼈⼿の中で挙げて書くことを叫んで字の商標があります。私は⼀⼼不乱に動作がやっといやいやながらついて⾏くことを⾒て、すべて元気がなくて商標を⾒て、私にてんてこ舞
いをさせました。私は合点がいかないで、彼らは頑張る動作をそのように何をしかにくいことにさせて、本当にとてもしっかり覚えにくいです︕本当の話を⾔って、私また本当
にいいえ愛乾これ、1つは野球は私が⾒て分からないため、何も知りません︔2はあまりに⾯倒なためで、その上また少しきまりが悪いです。そんなに狭い地⽅で、また跳ぶの
がまた跳んだのなので、どんなに厄介です。咳をして~はこれは私に少し前回私達が野球チームの頑張る時の事に⾏くことを思い出させて、私は依然として意気込みがありませ
ん。私はもしも頑張る選⼿にあげたいなら、私は意気込みがあることを⾒積もったでしょう。。。

呉 ⾹君さんの⽇記



私は髪の⽑を切りました

2009.03.20

3⽉8⽇ ⽇曜⽇ すでに逝去した家の先⽣のおばあさんを偲ぶために、12時私達はおばあさんの家で集まった。⼀⼈の和装した男の⼈は⼀番前で読経していた。私達は全部正座
だった。私はね、郷に⼊れば郷に従わなければならなくて、みんなと⼀緒に正座した。始める時に⾃慢に思う、意外にも20分座ってやはり⼤丈夫だ。でもその後数分後には、
両⾜はしびれ始めて、また普通の痺れではなく、筋さえしびれしまったようだ。このすねに同情して、苦労させた。あぁ〜こんなに正式の場合でも、たとえ⾜は痺れて死んでも
⽀えなければならないね。まるまる30分の正座をして、個⼈記録を突破したね︕ 午後私はお⺟さんと先⽣と美容院に⾏った。私はこのこの間ずっとこの⻑い髪で悩んでいるか
ら、切り落とし、短い髪にすることを決定した。幼い時からずっと⻑い髪で、髪形もあんまり変わっていない。それで⽇本で⼤いに変⾝したい。⽇本に来てから、ずっと髪の⽑
を切っていなかった。切るのが⾼いと⾔われるから、切らなかった。でも、ようやく⽇本に来て、⽇本の美髪技術を体験してみるといいね︕美容院に⼊ると驚いた、このような
美容院は中国で⽐較的に⾼級だと⾔えるね。ただ連続ドラマー《愛情魔髪師》でこのような店を⾒たことがあって、本当に専⾨的だね。その上店の中のサービスもとても素晴ら
しくて、私とお⺟さんは待っている間、私達に雑誌を持って、またコーヒー紅茶を持たせる。。。このサービスだけでこんなに多いお⾦がかかるに値すると感じる。私の髪の⽑
を切る美髪師はこの店で最も技術が良い、格好いいだけではなく、また親切で優しい。最後に美容師はまた無料でパーマをしてくれて、彼は「せっかく⽇本に来たから、お姉さ
んたちみたいに髪の⽑をくるくるしてあげようか」彼はすぐ髪をくるくるしてくれて、とてもかわいい。さすがに専⾨的な美容師だ、技術は普通の⼈とやっぱり違う、本当に感
⼼する。   私はこのかわいい髪形になって、道中浮き浮きして、⼼地良かった。みんなも⽇本で⼀回髪の⽑を切って試してみて、⼀回切ったらすぐもう⼀回を切りたいと思
うね。今徹底的な短い髪型ではないが、短い髪に深い興味は⽣まれて、今度⾏ったら、もっと短い髪にる。。。。

呉 ⾹君さんの⽇記



野球の記者会⾒

2009.03.20

3⽉9⽇ ⽉曜⽇ 午前中で野球の記者会⾒を⾏っていた。我が学校の野球チームがすぐ甲⼦園で試合することになり、それで学校に多くの記者と撮影技師が来ました。ようやく
ここまでにがんばって来て、選⼿達は頑張りますね。

呉 ⾹君さんの⽇記



⼈形

2009.03.20

3⽉10⽇ ⽕曜⽇ 下校後、私は直接Danielの家に⾏きました。彼の家に⼩学校6年の⼥の⼦があって、ですから家にひな⼈形をがあります。本村先⽣の家は全部息⼦で、だから
こういうものがありません。本村先⽣はようやく⼥の⼦の節句だと思い、だから私にDanielの家に⾏って⼈形を⾒させました。しかし最近彼の家に住むもうひとつの初級中学の
息⼦は⽶国に⾏って研修したので、Danielはしばらく学友のところに運んで住んで、家にいません。 この時に、私は⽬の前にとても⾼級なひな⼈形を⾒ました。とてもきれい
でした。このお⺟さんは、ひな⼈形は娘の誕⽣の時に買って、その上並べ出してその後天気が晴れるときに⽚付けるほうがいいと⾔った。でも桃の節句から最近、ずっと曇り
で、ですから今まできちんと並べておきます。でもひな⼈形は⻑い間飾っておくと、⼥の⼦は嫁にいけないということです。ですから早めに⽚付けるほうが良い。へへ〜⽇本の
⼥の⼦は本当にに幸せですね、⼩さいときからこんなにすばらしいひな⼈形があり、守護神が彼⼥たちを保護しているようです。私もほしいね。。。 ひな⼈形を⾒終わってか
ら、私とこのお⺟さんまた⼩学校の6年の⼥の⼦--ももかとお菓⼦を⾷べ始めながら、しゃべっていた。彼⼥はまた私にDanielに関する⾯⽩い事を⾔いました。Danielがこんな
に⾯⽩いやつとは思わなかった、ハッハッ。。。さすがに若いお⺟さんですね、このお⺟さんと話をするのは気持ちいいね。きれいなだけではなく、またこんなに明るくて、こ
のお⺟さんが好きですね︕間もなく、ももかのお⽗さんも来ました。私はこのお⽗さんとしゃべる時、初めて会ったようには思えないほど、よく話しました。彼はまた上海に⾏
ったことがあると⾔いました。そうですね、私も上海に⾏きたいね、誰か私を連れて⾏ってくれますかあ︕私達は楽しく話して、でも私はここでたくさんのお菓⼦を⾷べて、体
重はきっと増えてしまいました。最後に、本村先⽣が私を迎えに来た時、ももかはまた「⾹君ここでがまったらいいのに．．．」彼⼥のこの話を聞いて、私はとてもうれしく
て、今すぐここで1晩泊まりたくなりました。。しかし仕⽅がなくて、私が家に帰らなけれなだめですね。それで私達は春休みの時にここで遊ぶことを約束しました。 春休みは
いつ来るの、時間は過ぎるのがとても遅いですね︕

呉 ⾹君さんの⽇記



私の悩み

2009.03.20

3⽉11⽇ ⽔曜⽇ 交流センターの⼭崎先⽣と⼩島先⽣が⿅児島に来て、先⽣と学校でちょっと雑談しました。聞くところによると、周嘉镠と⾺天彤は⿅児島に来ることになり
ます。それに、周嘉镠は私達の神村学園に来ることになり、⾺天彤は雪さんの学校の鳳凰⾼校に⾏くのです。このニュースがあまりに突然で、私は少し信じられない。私はびっ
くりしました。 晩私と雪さんと私達の寄宿家族、それに⾺天彤の寄宿家族を加えて、いっしょに⼭崎先⽣、⼩島先⽣と市内の中華料理店でご飯を⾷べました。みんなで⾷事を
しながら、たくさん、しゃべりました。ほとんどの話題は雪さんをめぐってのことです。雪さんの寄宿ママから聞くと、雪さんは毎⽇下校後社会団体活動があって、⼟曜⽇⽇曜
⽇にもあります。その上彼⼥は⾃分で⾃転⾞に乗って1時間かかって通学する。聞き終わった後にびっくりしました。きっと、1時間も⾃転⾞に乗ったら、間違いなくダイエッ
トをすることができます。逆に私の⽣活を考えてみると、毎⽇スクール・バスで通学し、下⾞後本村お⺟さんは駅で私を迎い、歩く必要が全然ない。学校ではね、⼀週間⼀回の
社会団体活動だけあって、その上2時間だけ。またそんなに忙しくはない。ですから私は毎⽇暇です。今少し気がふさいで、学校に⾏くのは結局何をしたのでしょうか。授業の
時には真剣に聞いたが、聞いても分からないので、ですからよく聞いていないことになる。⿊板の上の筆記をすこし書き写すことだけ。このように考えると、私は毎⽇学校に⾏
って本村お⺟さんの作った弁当を⾷べにきて、そのほか⽋席しないためです。だんだん学校⽣活が単調だと感じ始めて、どうしてこんなに暇ですか︕毎⽇友達と⼀緒に歩いて家
に帰って、たまに近くのブティック店にいったりして、あれは真の夢の中の留学⽣活です︕現実は本当に残酷ですね。。。雪さんの⽣活を聞くと、私は残った留学期間を利⽤
し、もっと何かを学ぼうと思います。以前考えたこともありましたが、新学期に舞踊部に⼊りたいと思いましたが、舞踊部は毎⽇練習があって、それに遅くまで練習しなければ
なりません。もし私が舞踊部に⼊ったら、どうやって家に帰るのかも⼤きい問題になります。考えたけど、良い⽅法を思い付かなかった。あぁあ、寄宿家庭は学校の近くにあれ
ばよかったのに。学校の近くの寄宿家庭に引越すことができるか。。。。悩んでいます︕ 最後、もうひと⾔⾔います︓“雪さん、本当に話がうまいね︕とても感⼼して、どんな
⼈とでも話すこともできて、本当に感⼼しました︕”

呉 ⾹君さんの⽇記



私はどのようにして彼⼥を⼿伝うことができますか

2009.03.20

3⽉12⽇ ⽊曜⽇ Miriamは東京から帰って来て、朝靴を換える地⽅で彼⼥を⾒て、彼⼥に挨拶して、また東京でどのようですかを聞いた。Miriamは元気がないようで、彼⼥が
2年⽣の教室に⾏って2年⽣といっしょにいることが好きではないかもしれないと思います。これは理解することができて、前に私も2年⽣の所に⼊りたくありません。しかし
Miriamは三⽇だけ東京に⾏きました。私は2年⽣とよく付き合ったと⾔えます。その時幸いに前の⼈は先に私に話をかけて、私はやっとこの機会を利⽤してみんなとよくつきあ
うことができます。。でもMiriamはこんなに運が良いではない、今⽇⼀⽇中彼⼥と話をする⼈がありませんでした。Miriamもあんまり他の⼈と話をしていません。昼ご飯の時
も、彼⼥にいっしょに⾷事をするかと⾔う⼈が⼀⼈もいない、Miriamは昼ご飯の時も⼀⼈で孤独に⾷べた。 Miriamは授業の時にぜんぜん眠らないで、たとえ聞き取れない時
も、彼⼥も漫画などを描いたりして気を晴らします。ふだん彼⼥はいつも短い⻑髪をくくり、でも今⽇はずっと振り乱していて眠っています。⼼の中で考えて、間違いなく
Miriamはみんなに孤⽴されて、もし彼⼥はみんなに話をかけなければ、みんなはこのまま彼⼥を孤⽴するかもしれません。。私は⼀⽇彼⼥を観察して、彼⼥が寂しい表情を⾒
て、とても付き添いたいのです。でもそうしても何の⽤がありますか、彼⼥と何を話せばいいか分からない。それに彼⼥と話しても、彼⼥の今の状態によれば、もし私はそうす
れば、かえって彼⼥に粗末に扱われます。そうしても彼⼥の⽀柱になりません。⾔語不通はもっとも⼤きい障害になりました。其の時多少⾃分を責めて、私がいくらかの英⽂が
できればよかったのに。このような情況で⼿伝うこともできて、でも私はあまり英語ができません。今私達のクラスのメンバーは全部⽶国にいる、1ヶ⽉後やっと帰って来て、
私とMiriam2⼈だけが残ります。この⼀ヶ⽉の間、私達⼆⼈は元来助け合うべきで、しかし私は彼⼥を⼿伝えない、遠い所でみすみす彼⼥を⾒ることしかできなくて、本当に恥
ずかしく思いますね︕どうするか本当に分からなくなって、どのようんいMiriamを⼿伝うことができますかなあ︖。。。彼⼥と話をかけてみるほうがいいね、この⽅法を除く
と、ほかには別の⽅法がなくなりました。。。同じに国外から帰ってきて、お互いに⼿伝うほうがいいね︕

呉 ⾹君さんの⽇記



中学⽣は来ました

2009.03.20

3⽉14⽇ 六曜⽇ 今⽇の中学の2年⽣は私達の学校に⾒学にきました。、私達の英語クラスに来る⼈は多い。初めて中学⽣がみんなにあんまり知らない、少し緊張している。だ
からあんまり話をしていませんでした。でも私達を何組に分けて討論させる時、みんなは段々楽になりました。私達になれると、すぐ何もはなしている。例えば、好きなスター
は誰ですか、最近⼈気になった｢メイちゃんの執事｣を⾒たことがありますか。このドラマの中の誰がすきですか、それに恋愛に関する問題も討論しました  前にいくつかの中
学⽣も来てましたが、其の時の中学⽣はとても緊張で、多く話しませんでした。でも今度来ました中学⼆年⽣は全部活発で、すぐ私達と熟になりました。彼⼥たちはまた彼⼥の
名前は中国語でどう話すかを聞いたり、私の⽇本語が上⼿であったりすることを話しました。 これらの学⽣は神村学園に⼊って、ここで勉強してほしい。でも其の時になる
と、私は既に帰国しました・・・残念ですね︕︕

呉 ⾹君さんの⽇記



私の休⽇

2009.03.20

3⽉15⽇ ⽇曜⽇ 今⽇は休みです。でも私は何をすることもなくて、つまらない。ちょうど昨⽇はホワイトデーで、だから⾃分で仕事を探した。本村お⺟さんにお菓⼦を作り
たくて、明⽇みんなに配ると⾔った。そうしたら、本村お⺟さんも私に協⼒してくれて、⼀緒にお菓⼦を作りました。それぞれチョコレートのカステラと曲奇ビスケットを作っ
た。カステラは少し失敗したが、味はまあまあで、そして、曲奇ビスケットはねえ、前に⼀度作ったことがあったたので、とても楽だった。後は明⽇みんなに配るだけ。みんな
はきっと喜ぶと思う。 先⽣が帰ってきてから、私と本村お⺟さんは本村先⽣とジャッキと（⽝の名前︕）いっしょに近くの湖辺に⾏って散歩に⾏った。ジャッキが⾞に乗るこ
とが好きではないのを本村お⺟さんから聞いていたけど。今⽇ジャッキが⾞の中で揺れていることを⾒て、本当にジャッキは⾞が好きではないことを知った。でも湖辺につく
と、ジャッキは元気になった。うふふ。⻑い間外で遊ばなかったからもしれないね。そういえば、この湖の景⾊は本当にいい。どうたとえればいいのでしょう。透明な湖の⽔は
太陽の光で輝いている。周りの⽊の葉は多くて、湖のあたりを囲んで。。。ああ〜⾃然は本当に美しいね︕ 晩に⾷事をする時、私は本村お⺟さんに、⼀度納⾖を⾷べて、挑戦
したいと⾔った。この間、他の⼈は、⽇本料理の中で⼀番嫌なものは何かを聞くと、すぐ納⾖と答える。でもほとんどすべての⼈は私の答えを否定し、納⾖はおいしいなどと⾔
って、また私に⾷べさせる。実は、今まで1粒の納⾖だけを⾷べたことがある。誰も初めて納⾖を⾷べた時は、受け⼊れられないという。だから私は1粒だけを⾷べて、味を味
わってみた。今、私はひと箱の納⾖をすべて熱々のご飯の上ののせて、少しのしょう油も⼊れた。味はどうか、今回で決まる。でも⼀⼝⾷べても、味は分からない、それで引き
続きまた少しを⾷べて、やっとだんだん感じた。この味は確かに受け⼊れられない。半分を⾷べた時、本当に⾷べられなくなった。それで残った部分は、本村お⺟さんに⾷べさ
せた。ひどい事を⾔うと、納⾖はあのようなねばねばの感じがあって、⾃分のよだれを⾷べているようだ。味はそんなにまずくないが、私は⼀つの事を確認した。私は本当に納
⾖が嫌いだ︕︕︕

呉 ⾹君さんの⽇記



お菓⼦を配ること

2009.03.20

3⽉16⽇ ⽉曜⽇ 昼にご飯を⾷べてから、私は昨⽇作ったカステラと曲奇ビスケットをみんなに配りました。みんなはお菓⼦を受け取ると、とてもうれしくて、またひっきり
なしに腕前がいいと褒めましたね。途中でカステラをみんなに配ると思って、それでサランラップの中に置いたカステラをみんなに配ります。でも意外に、サランラップの中に
意外にも⽳ができて、カステラは地の上で落ちました。どうすればいいですか。残った部分は配るに⾜りないなあ︕この時に、絵吏華は、いいよ、地に落ちても⾷べられると⾔
いました。この話を聞くと、皆に申し訳ない気持ちができて、また少し安⼼しました。絵吏華は優しい⼈ですね。感激する。続いて⾃分は地に落ちた分を⾷べればいいのと⾔っ
たひともあり、慰めましたよ。今回作ったカステラは少し失敗したが、それに地にも落ちました。本当に最悪︕でも、みんなはおいしいと⾔って、いいよ、またお菓⼦を作って
みんなに⾷べさせると⾔いましたね。本当に感動しました。今度は絶対おいしいお菓⼦を作って、みんなにたべさせます。

呉 ⾹君さんの⽇記



応援団の練習

2009.03.20

3⽉17⽇の週の2今 ⽇の第7節(つ)の授業、私達はこれらが甲⼦の園の野球の試合を観覧する⼈に申し込んでいって体育館の中で野球の頑張る練習を⾏いました。これらの頑張
る動作のすべて良い誇張︕しばらく(して)跳んで、しばらく(して)跳んでの、とても難しいです︕でも、多くいくつを練習したのが遍熟していてきました。しかし私はひとつあ
げることとを忘れることができ(ありえ)て、本当に少し⼼配しています。私はすべてどのように全部の⼒でしていないですべて積み重ねて顔中に汗をかきます、本当に感⼼して
前に私達の動作をする⼈を連れて、意外にもそれでは精神。最後に着いて、みんなすべてhigh⽴ち上がること、遊んでいますそうです。 咳をする~明⽇は2節(つ)の授業の練習
時間があって、よく頑張って練習しなければなりませんでした︕

呉 ⾹君さんの⽇記



今⽇の授業

2009.03.20

⽉18⽇ ⽔曜⽇ 保健授業の時に、私達は緊急措置を学びました。偶然なのは、今回の授業の内容は私達が前回神⼾に⾏って研修する時⼤学⽣達の助けのもとで習った緊急措置
とそっくりなのです。授業の中で、先⽣はにせ⼈を出して、救助の全部過程を教えてから、私達に体験させました。このシーンは本当に懐かしいね︕神⼾⼤学で皇甫と虾⽶とい
っしょにこれらを学んん時、⼼臓マッサージをする時だけ疲れると思います。今⽇も同じに、前に⼀回やりましたが、上⼿にできませんでした。  それに、会議室でめぐみと
いう映画を⾒ました。北朝鮮は⽇本⼈を誘拐して⾃分の国家に⾏き、⽇本を情報をほしくて、北朝鮮を復興しようとする映画です。先⽣から聞くと、北朝鮮はまた韓国⼈を誘拐
しましたの。本当に怖い︕これらのことについては、みんなは多少⽿にすることがあるでしょう。映画をみてから、⼼の中で不⾃然に思います。わが国が⼈を誘拐したではない
のに、私はやはり恥ずかしく思います。私は朝鮮族の⼈で、なんらか北朝鮮と関係があると思うから、このような感じは⽣まれてきたでしょう︕中国の朝鮮族は北朝鮮とは違
い、ぜひ間違えないでくださいね︕  午後理科の授業の時、この先⽣は最後に私達に授業をするので、私達を学校の後ろの海に連れました。我が学校の後ろに意外に海があ
る、意外ね︕先⽣は海のごみを拾い、ボランティアにすると⾔いましたが、みんなは全部海に遊びに来ました。海は本当にきれいですね、とてもすきです。残念ながら、沈阳は
海に遠いので、いつも⾒られません。初めて海を⾒るのは中学三年⽣の卒業旅⾏の時に、⼤連に⾏く時に⾒たのです。海は本当に美しい︕海万歳︕

呉 ⾹君さんの⽇記



終了式

2009.03.20

3⽉19⽇ ⽊曜⽇ 午前は平常通り授業で、午後は終了式です。驚いたのは、今⽶国にいるSeattle校⻑先⽣は意外にもネットビデオを通じて出席し、私達のこれらの学⽣達をす
べてびっくりしました。といえば、私達のクラスの友達今同じく⽶国のSeattleに留学するの。みんなが今どですか知らないで、本当に彼⼥たちに会いたいね︕それに、何⼈か
の先⽣はこの学期ですぐ辞職し、この学校で出勤しません。これらの先⽣はあまり熟していませんが、知っていて、別れはどんなに苦しいか分かって、ですから私もだんだん感
傷になり始めて、本当にこれらの先⽣がこのように離れたくないね︕ 今⽇まで、1年中にみんなは間違いなく多くを経験しました。私は半年だけいるが、収穫は⼤きいです︕

呉 ⾹君さんの⽇記



甲⼦園

2009.03.27

3⽉22⽇ ⽇曜⽇ この三⽇間は甲⼦園に⾏きました。20⽇の午後6時半からバスに乗り、21⽇の午前7時で兵庫県につきました。13時間のバスですね、それに晩にバスの中で
寝、⾷事もバスの中で弁当を⾷べたのです。(やはり本村お⺟さんの作った弁当がおいしくて、あれは愛の込めた弁当ですね︕みんなはよく⾃分のお⺟さんの作った弁当を⼤切
にしなければならなりませんね。。。)、本当に⻑い旅です︕今まで、バスに乗る最⾼記録は6時間で、まだ13時間という体験がありません。本当に疲れましたね︕それに⾏く
時、あんまり寝ていませんでした。2時間ぐらい寝るかもしれません。途中の休み駅で、すべて下⾞して、夜中の1時半の時も、下⾞しました。 甲⼦園の会場に着いた時、とて
も不幸です。前半の試合はまだ終わっていないで、意外にもやはり延⻑戦でした。私達は太陽の下でまるまる1時間ぐらい待って、本当に熱いです︕でも、第ニ回兵庫県に来
て、あたたかいですね︕⾃分の故郷に来るようです。兵庫県にたくさんの貴重な追憶があるからでしょう、交流センターの友達と⼀緒に神⼾にいる⽇は、本当に懐かしい
ね。。。 私達の神村が出場する時になります。今度の相⼿は愛知県中京の⼤中京⾼校です(この⾼校の名前が呼びにくいね︕)，それに相⼿の学校の応援団はすごい。私達は⾯
と向かって⾒れば、本当にすごい、学⽣は多くすぎて、応援団は本当に驚かせました。私達の応援団は負けてはいけませんね。ですから練習する時、意気込みの私達は⼀⽣懸命
選⼿達に⽀援し始めて、でもほとんどは⼥⼦学⽣で、たとえ⼀⽣懸命であっても、声はそんなに⼤きくありません。⾮常に失敗しますね︕もっと悪いことは、意外に相⼿に先に
⼀分を取られて、たまらないね︕私達の神村が1分を取り戻す時、また原点に戻ると思いましたが、中京⼤京は意外に連続して4分を得ました。これで試合は⼀対五で失敗しま
した。此れを⾒て泣く⼈もあります。確かに、私達ははるばる１３時間のバスに乗り、ここに来ることは、選⼿たちに⽀援して、それに勝ちます。でもこれで負けました。本当
に断念しません。実は朝⼀種の悪い予感があります。朝バスを下りると、てっぺんの上で何⽻のカラスはガーガーと叫んで、本当に縁起が良くありません。。 ⽀援後、私達は
直接に⾞に乗って帰りました。観光でさえしませんでした。かわいそう︕帰りはまた13時間かからなければならなりません。考えることだけは疲れます︕幸いに帰る前に、⼤
阪のある地⽅で温泉に⼊りました。悪いことは、先⽣はただ30分で温泉にはいらせると⾔ったが、それで私と素⼦は⼀⽣懸命に速く、⼊浴しただけで出てきました。もっと悪
いことは、帰った後、先⽣は意外にも間違えたと⾔って、まだ1時間があります。どうしてね〜  帰り途中、みんなは疲れました。道中で眠っています。そうですね、みんなは
疲れて、休むべきです。。。

呉 ⾹君さんの⽇記



桜

2009.03.27

3⽉23⽇ ⽉曜⽇  帰って来てから、家の近くの⼩川の岸の桜はすべて咲きました。三⽇だけ出たのに、こちらの桜はすべて咲きました。速すぎたでしょう︕実は⿅児島の桜
はとっくに咲いて、全⽇本の桜のなかで最も早く咲いた地⽅でしょう。⼭の上の⼭桜はまず咲いて、その後続々と桜も咲きました。今⽇ちょうど良い天気で、私はジャッキーー
を連れて桜を⾒に⾏きました。ついでに、ジャッキーを連れて散歩に⾏きます。   桜は本当にきれいですね︕遠いところから⾒れば、⼀⾯のピンク、⼈々に⼀種の幸せな感
覚を与えます。確かに、桜は幸せの花⾔葉です。でも幸せはいつも短くて、これらの桜はすぐ枯れてしまうそうです。⾬が降ると、桜は全部落ちます。桜はこんなに弱いことは
思わなかった。でもこれこそ、⽇本⼈は桜を⼤切にする、幸せを⼤切にするのです。。。これらの桜を⾒て、いつの間にか(ありえ)て、幸福を⼤切にします。。。 私はこれら
の桜を⾒ていて、いつの間にか好きになりました。桜はきれいだけではなく、それにかわいい。好きでなければだめですね。⽇本⼈はこんなに桜が好きわけですね。今少し⽇本
⼈は桜が好きということを分かりました。  でも地球の温暖化に従い、桜は早めに⼀周間咲きました。私達は桜を鑑賞する時、地球温暖化を防⽌することを忘れていけません
ね。残念ながら、今年の⼊学式の上で、桜を⾒えません。新⼊⽣はきっとさびしい。  でも、どういっても、桜は私達に多くの楽しさを与えて、そうではありませんか︕⽇本
の桜が好きです。。。︕

呉 ⾹君さんの⽇記



私の春休み

2009.04.12

初めての春休みはなかなか。ほとんど毎⽇充実していた。 春休みの初⽇は甲⼦園へ⾏った。私の学校の野球部が甲⼦園に出場して、その応援のため。⽩熱した試合の末、私た
ちは負けた。しかもかなりの点差をつけられて。とっても悔しい︕私たちは13時間もバスに揺られ、やっとの思いでこんなに遠くまで応援にきたのに。それに本当に本当に⼼
から声援を送ったのに。話を戻すと、私は野球にはちっとも興味がない。ルールとか、どうやってやるものなのかも分からない。全く知らないと⾔ってもいいくらい。。何にし
ろ、皆全⼒を尽くすことが⼤事だよね︕ 甲⼦園の後、私がお邪魔しているお家の家族と旅⾏へ⾏った。旅⾏といっても、遠くに⾏ったわけじゃない。私たちが⾏ったのは、⿅
児島県の指宿という所。みんな篤姫っていう⼤河ドラマは知ってるよね︖去年テレビで放送していたんだけど。篤姫は⿅児島でとても有名で、私たちの今回の旅のテーマは篤姫
の旅だったんだ。その⽇は本村先⽣が⾞で観光や泊まるホテルへ連れて⾏ってくれたよ。途中で篤姫に関するたくさんの博物館へ⾏った。博物館の中に書いてある⽂章は全部理
解できたわけじゃないけど、⾃分の理解できる範囲では、篤姫に関する⼤まかなことが少し分かった気がする。夜泊まったホテルもとっても豪華。ここら辺では⼀番⾼級なホテ
ルらしい。部屋は和室で、タンスの中には浴⾐があったよ。私はすぐに浴⾐を着てみたんだけど、着たとたんにもう脱ぎたくなくなっちゃった。本当に気持ちいいんだもん︕
あ︕⾔い忘れた。このホテルは「⽩⽔館」って⾔って、⿅児島の⼈なら皆知ってると思う。⽩⽔館にはたくさんの名物があって、⼀番すごいのは「砂むし温泉」。「砂むし温
泉」っていうのは、熱い砂の中に15分くらい埋まる温泉。中に⼊った時はびっくりしたよ。理由その1、中は男⼥共⽤。でも浴⾐を着ているからまだ良かった。それでも私は恥
ずかしかったけど。理由その２、⼊って⾏った時、砂に埋まっている⼈が⽬を閉じていたから、死⼈が埋まっているみたいだった。この例えは少し恐いけど、でも本当にそんな
感じだったんだよ（そうは⾔っても、皆が想像するほど恐くはないよ。。）。砂がこんなに重いとは思わなかった。息がすごくしづらいんだけど、とても気持ちがいいし、汗が
いっぱい出たよ。絶対ダイエットに効果があるはず。「砂むし温泉」と普通の温泉の場所は⼀緒になっているんだ。普通といっても、そんなに普通じゃない、ここの温泉は２階
があって、しかもすっごく⼤きくて、温泉がたくさんあるの。私はこっちに⼊ったりあっちに⼊ったり、２階分の温泉を全部体験して、とっても気持ち良かった。温泉に⼊った
後、肌がつるつるになった気がするんだ。最⾼︕夜ごはんも盛りだくさん。⾷べたのは全部和⾷。ときどき苦⼿な料理もあったけど、家族と⼀緒にこうやって旅⾏に来れて、こ
んなに素敵なホテルに泊まれて、こんなに良い温泉に⼊ったら、何を⾷べてもおいしく感じちゃう。  旅⾏が終わった後、镠镠と⼩马が⿅児島に来た。镠镠のおかげで、彼⼥
の寄宿先の家族とも知り合えた。镠镠の住むお家は鈴⽊家。鈴⽊家は私の家とも割と近いから、鈴⽊のお⺟さんは私たちに遊びに来るように⾔ってくれたんだ。私は鈴⽊家に２
回お泊りに⾏って、その内の⼀回は息⼦のXX郎さんを通して彼の友達とも知り合うことができたんだ。学校でも異性の友達は少ないのに、急にこんなに友達が増えて。镠镠の
おかげだね︕ 春休みが終わる⼨前の数⽇間は、おとなしく家にいた。おばあちゃんを⼿伝ってスイカを植えたよ。私はずっと、何を植えるにしたって、ただ種を⼟に埋めて、
時間どうりに⽔をあげればちゃんと育つと思ってた。でも今⽇おばあちゃんと午前中ずっと⼀緒に作業していたけど、全部準備で、種もまだ蒔いてない。おばあちゃんは、まず
棚をしっかり作ってから種を植えるんだって⾔ってた。棚を作るだけでこんなに時間を使うなんて、畑仕事も奥が深いなあ︕ それからもう⼀回あの美容院に⾏ったよ。今髪が
とっても短くて、もう結えなくなっちゃった。でもすごく可愛いくて私は好き。写真が載せられないから皆に違いを⾒せられなくて残念。。。 次に会う時を楽しみにしてて
ね。その時に、飽きるほど⾒せてあげるから。フフ

呉 ⾹君さんの⽇記



⼤好きなクラスメートの皆が帰って来たよ

2009.04.12

镠镠は２年⽣に⼊って、これからは私とクラスメートになるんだ。クラスの皆がアメリカから帰ってきたんだけど、⾒た⽬は皆元気そうでも、ほとんどの⼈が⾵邪をひいたり、
時差ボケが治っていなかったりするんだよね。何にしても、皆もどってきてよかった。 このクラスと３年⽣の雰囲気はやっぱり違うね。镠镠が初めて登校した時は３年⽣のク
ラスに⾏ったのね。私もその時は３年にいたんだけど、镠镠が初登校して来た時、３年⽣は⼀⼈の⽣徒が、隣の⼈は誰︖って聞いてきただけで、他の⼈はあんまり注⽬していな
かったみたい。でもこのクラスの⼦たちは違うよ。镠镠がクラスに⼊って⾏った途端にたくさんの⼈が誰、誰って聞きにきて、新しく来た留学⽣だって知ると、皆積極的に彼⼥
に話しかけてくれた。本当にこのクラスに来てよかったって思う。もしあの時３年⽣のクラスに⼊りたいって⾔ってたら、きっと後悔したと思う。 皆とは１か⽉会えなかった
けど、こうやって学校で話したり、騒いだりするのって本当久し振り。嬉しいなあ。それに皆からアメリカとカナダのお⼟産をたくさん貰ったよ。感激。 今、クラスには留学
⽣が増えて、皆との関係もまた⼀歩深まって、とってもうれしい。最後になったけど、镠镠とこの明るく元気なクラスメート達が短い時間の中でしっかりと打ち解けて、友情を
築くことができますように。

呉 ⾹君さんの⽇記



マネージャー

2009.04.28

新学期のサークル活動で、ハンドボール部のマネージャーをやることになりました。というのも、私が⼊りたいと思っていたサークルは全部“部活”で、毎⽇練習があるの。私の
家は学校から結構離れているし、それだとちょっときついかなって。それに他のサークルだと⼀週間に⼀回しか活動がなくて…それじゃあまりにつまらないじゃない︕だから私
はハンドボール部でマネージャーをすることにしたんです。まぁ確かに運動は得意な⽅じゃないけど、マネージャーならきっとなんとかなるでしょ。それにコーチの先⽣も私が
居候させていただいてる⽊村先⽣だし、もし毎⽇遅くまで練習したとしても、どうやって家に帰ればいいか⼼配しなくても先⽣と⼀緒に帰ればおっけー。 ここ何⽇かほぼ毎⽇
練習があって、私もほぼ毎⽇⾏ってる。でも毎回練習に⾏くたびに疑問に思うことがあってさ…そもそもマネージャーの仕事って、⼀体なんなの︖⼤体の仕事は理解しているつ
もりなんだけど。例えばみんなのお⼿伝いをしたり、雑⽤をしたりってことでしょ︖でもここ何⽇か私が⾏ったときには、みんなのボールを拾ったり、ボールを持ってきてあげ
たり、そんなことしかしてない。ほとんどの時間はぼーっとして過ごしてる。。。はぁ〜まぁ、まだ始めたばかりだしね。分からないことがあるのも当然。ゆっくり学んでいこ
うっと。たとえ今はマネージャーの仕事がよく分からなくても、このサークルでマネージャーをやるって決めたんだから、絶対ちゃんとやってみせる︕私なら絶対出来るって信
じてるわ︕︕︕

呉 ⾹君さんの⽇記



3⼈の誕⽣⽇

2009.04.28

今⽉、私の下宿先で3⼈が誕⽣⽇を迎えました。ひろとお兄ちゃんと、おばあちゃんと、たかひろお兄ちゃん。おばあちゃん（15⽇が誕⽣⽇）の誕⽣⽇の⽇に私は花束をプレゼ
ントしました。実は私、今まで花なんて⼀度も買ったことがなくて、中国にいたときも⺟の⽇でさえお⺟さんにカーネーションを買ってあげたことがなかったの。というか花屋
さんにもちゃんと⾏ったことがなかった。でも今回はおばあちゃんのため、私は張り切って、⼀⼈で近所の花屋さんに⾏ってきました。けど中に⼊って、「こんなにたくさん花
があるのに、私はどれを選べばいいのー︕︖」って思わずボーゼン。結局店員の⼈と話し合って、⻑い時間をかけて⾊々考えた結果、店員の⼈がカーネーションを選んでくれた
の。しかも⼀本お花もおまけしてくれて。本当は4⽉の誕⽣花を買おうとしてたんだけど、そのお店にはなくて…だから来⽉の誕⽣花のカーネーションを選ぶことにしたんだ。
下宿先の家族はみんな、おばあちゃんが花好きだって知ってるから、おばあちゃんのプレゼントも全部お花だったんだけど、おばあちゃんはその中でも特に私のあげたお花をす
ごく気に⼊ってくれて、ずっと眺めてくれてた。私が書いた誕⽣⽇カードも、おばあちゃん、読み終わった後しっかり保管してくれてたし。私が⽣まれて初めて買った花束がこ
んなに喜んでもらえるなんて︕我ながらすごいと思ったわ。。。 で、2⼈のお兄ちゃんの誕⽣⽇にも、もちろん⼼を込めてプレゼントを⽤意したよ。2⼈のお兄ちゃんのうち、
⼀⼈はバスケが好きでもう⼀⼈は野球が好きだから、バスケットボールと野球のキーホルダーを買ってあげたの。男の⼦へのプレゼントっていつも何を買ったらいいのか検討も
付かなくてすっごい悩むんだけど、でも彼らが何を好きなのか知ってれば、それを参考にして、きっといいものが⾒つかる。お兄ちゃんたちも私のあげたプレゼントをすごい気
に⼊ってくれて、頑張った甲斐があったなぁと思ったよ︕ 今⽉めでたく誕⽣⽇を迎えた3⼈全員に、それぞれが満⾜するようなプレゼントを送ることが出来て、すごい達成感を
感じてます︕

呉 ⾹君さんの⽇記



私のゴールデンウィーク

2009.05.19

ちょっとおそくなったケド、私のすばらしかったゴールデンウィークを報告するね。。。 今年のゴールデンウィークが⼀番楽しく、おもしろくて充実していました。４⽉２８
⽇の午前は学校でサンドクラフトをおこないました。学校の近くの海辺の砂浜で砂で作るのです。私たちのクラスがつくるのはハム太郎。みんなで協⼒して特⼤のハム太郎の顔
を作りました。もう、超プリティ。私たちのクラスの作品が⼀番可愛かったと思うな。。。 午前中のサンドクラフト製作がおわってから、そこから祐花の家に⾏きました。前
にも⾏ったことがあるので、もう彼⼥の家族とはみんな知り合いです。とくに妹達にはとてもなつかれて、私が来たとたん、どっちも私と座りたがってもうタイヘンでした（そ
のとき私は⾞に乗ってたのよ︕）。祐花のおじいさんもとても良い⽅です。ちょっと⾒た⽬は厳しそうな⽅だけど、すごくやさしくて親切な⽅なんです。ホテルに向かう途中、
１万円ものお⼩遣いを渡してくださいました。もう太っ腹。そのうえ和⾵レストランでお刺⾝をご馳⾛してくださいました。わたしは最近刺⾝にはまっています。とくにマグ
ロ。おいしくておいしくて、ホント夢中。。。祐花のおじいさんはわたしがマグロが⼤好物だと知ると私のためにマグロの⼤盛を注⽂してくださいました。ホント超〜おいし
い。私がいつも⾷べているのとは全然違います。新鮮で⼝に⼊れたとたん爽やかさが広がって、ちょっと脂っこいけど⼝当たりが最⾼でやわらかくて。。。ワオ︕今思い出して
もよだれがでそう。あーあ、またこんなにおいしいお刺⾝がたべられることがあるのかなあ。。。 祐花の家での⼆⽇⽬（４⽉２９⽇）地元のお釈迦祭りに⾏ってきました。こ
のお祭りはとても有名で、ゴールデンウィーク前からテレビでもずっと宣伝していました。ラッキーなことに、会場が祐花の家の近所だったので⾏ってきました。お祭りは⼤盛
況。すごい⼈出で街のあちこちにお店も出ていました。私はりんごアメをはじめて⾷べました。それと⽔⾵船も。⼦供っぽいなんていわないでね。ほんとにこれ、おいしくて、
⽔⾵船もおもしろかった。。。お祭りのメインイベント前に盛⼤なパレードもありました。きれいに着飾った⼥性が、和服に⾝を包み⾺に乗っていました。何⼈かの⼤⼈で輿を
担ぎ、⼦供達が乗っていたけど志布志のおはなしにでてくるような格好をした⼦供達もいました。こんな情景はアニメの中でしか⾒たことがないのでわたしはもう⽬が離せませ
ん。それが⽬の前にあるんだからホント、不思議なカンジというか。。。こんな情景はめったに⾒られるものじゃないわよね。もう⼀⽣懸命パレードの写真をとりまくりまし
た。。。 祐花の家での最後の１⽇、祐花と⼆⼈でカラオケに⾏きました。４時間も歌って、個⼈記録を更新。。。歌ったら気分もすっきり。。。 祐花の家に何⽇かおじゃまし
たあと、そのままもう⼀⼈のクラスメートのしおりの家に⾏きました。前にも誘ってもらったのですが、ちょっと彼⼥の家とのタイミングが合わずこれまで延び延びになってい
ました。彼⼥の家に上がるとまず年⼦のお姉さんとご対⾯。さすが姉妹、そっくり︕でもお姉さんの第⼀印象はクールビューティー、とっても美⼈だけれど笑顔はありません。
でも⼀緒に記念写真を撮るとき、お姉さんともうちとけられました。 じっくり知りあうとね、お姉さんもスゴクやさしい︕フフ。。。こんなキレイでやさしいお姉さんがいる
なんてしおりがうらやましい︕ 翌⽇は⿅屋のバラ園に⾏きました。このバラ園はとても有名でメディアにもよくとりあげられます。実際に⾏った感想はほんとうにキレイ︕こ
の年になるまでこんなにたくさんのバラをいっぺんにみたことがないのでもう⼤興奮。いまはちょうどバラが満開の季節なんですって。ひとつひとつのバラも本当にきれいに咲
いています。ここのバラ⼤好きです。ハハ。。私たちがバラ園にいたとき、テレビ局も取材に来ていました︕テレビの取材が終わった後、このテレビに出ていたキャラクター－
－バララと⼀緒に写真を撮りました。もう超カンドー。。。 バラ園の後はしおりと⼀緒にカラオケで２時間歌いました。しおりは歌がうまくてビックリ。点数も全部私よりう
えで、ライバルが⼀⼈増えたわね。。。でも、最⾼得点は私のほうが上、はっははははは。。。 しおりの家から帰る⽇、しおりは彼⽒とおでかけ。もう私より彼⽒をとるの
ね︕︕まあ、友情より彼⽒よね。それを実感しました。。。でもしおりのお⺟さんとお姉さんが私を無事に駅まで送ってくれました。お別れのときは私も感動して。。。 帰っ
てきた翌⽇、Danielの住んでいる家の妹さんと⼀緒に映画クレヨン新ちゃんの最新作、野⽣王国を観にいきました。館内はほぼ⼩さいコたちばかり。ちょっとはじめは恥ずかし
かったかな。でもこの映画はホント⾒る価値あり。すごくおもしろくてあちこちに感動がちりばめられているの。内容が⾯⽩いだけじゃなくてわかりやすく観るだけでいろいろ
なことが学べます。みんなも観たら絶対そう思うから。 それから数⽇はまったりすごしました。でもほとんど部活にでていたけれどね。練習試合もでました。私たちはほとん
ど負け。でもとっても有意義な練習試合だったよ。みんなよくがんばったし。。。 でもこのゴールデンウイークもいつもの悪いクセ、やっちゃいました。宿題を最後の１⽇で
まとめてやること。フウ。。。宿題があっても最後の最後まで全く⼿をつけず、また記録を更新。。。。ウウウ、なんてツライ運命。。。。

呉 ⾹君さんの⽇記



試合

2009.05.19

5⽉7⽇⽊曜⽇ 試合 第１試合は負けちゃったけど満⾜しています 第２試合前半は頭に⾎がのぼちゃった。相⼿がずっとウチのチームをおしていて動くことができず、ムッとし
てたの。しかも点差も開いていて⼤アセリ。後半はなぜかウチのチームのみんな実⼒が発揮できてシュートがどんどん決まり点差も⼀気に縮まりました。きっとこのみと私がみ
んなを応援していたからよね。がんばれって声をかけるたびにシュートがはいってたから。フフ すごいでしょ︕ダニエルは１ゴールもきめなかったんだけれどやっぱりすごか
った︕最後にやっと同点までおいついて、あと20秒というところであいてに1ゴール⼊れられてしまいました。1点差でまけちゃった。。。（22対23）ホント惜しかったな
あ。。でもみんな実⼒を発揮できたんだから私は満⾜です。たなかさんなんて、3度もカッティングに成功して、彼だけじゃなく、たく、健太郎も。このみと⼆⼈で⼤歓声あげ
ちゃいました。このとき思ったんだけれど、試合の勝ち負けが重要じゃなくていつもの⼒が発揮できたかが⼤事なんじゃないかな。実⼒を発揮してがんばる、それがいい試合っ
ていえるんじゃないかって。。。今⽇の試合は2試合とも負けちゃったけれど、みんな満⾜しています。。。今⽇の試合はほぼ全員がシュートをきめられて、すっごく格好よか
ったよ

呉 ⾹君さんの⽇記



つまんない

2009.05.19

5⽉9⽇⼟曜⽇ アンケートに協⼒する為学校に⾏きました。ホントよくやるわよね。なのに私たち留学⽣は参加しなくてよかったので、みんながアンケートをしているとき私た
ちは⽇本語の勉強になりました。はじめからわかっていたら留学⽣は来なくてもいいとかできなかったのかしら。私たち⼀体何のために学校に来たのよ。クラス担任の先⽣はと
っても良い⽅なのでこのことに関して留学⽣に丁寧にあやまってくださいました。じゃなければホント納得できませんでした。内⽥先⽣から⽇本語の教科書を借りてたくさんの
ことを教えていただきました。 部活は 1年⽣⼆⼈と⼀緒に練習しました。でも今⽇はホントつまらない。ずっと特にやることもなく、突っ⽴っているだけで球拾いやたまにボ
ールをなげたりずっとそんな調⼦。このみもこなかったので⼀⼈でほんとつまんなかった︕体育館での室内練習の後、屋外での練習です。今⽇はすごく暑くて外の陽にあたりた
くない︕先⽣も私の気持ちを察してくれて職員室の鍵をを渡してくれ、ネットで時間をつぶさせてくれました。でもパソコンが⽴ち上がりません。なんとか⽴ち上がったと思っ
たら今度はパスワードがかかっていました。もちろんそんなもの知りません。あー、もう今⽇はなにやってもダメ。その後は仕⽅がないのでトイレを⾏ったり来たり。。。 今
⽇は学校に⾏ったけど、なんにもなくて、つまんないぞ︕

呉 ⾹君さんの⽇記



スポーツフェスティバル

2009.05.19

５⽉12⽇⽕曜⽇ 今⽇はスポーツフェスティバル、男⼦はサッカー、⼥⼦はバレーボール。私たちの犯の相⼿は⼀年⼆組、三年四組だ。⼀試合⽬、⼀年⼆組との試合は残念なこ
とに負けてしまった。三年四組との試合の時には、私が出場した。実のとこえお、私は試合に出たくなかった。しかし、みんな⼀回は試合に出なくてはならなくて、仕⽅ないの
で、従った。私はバレーボールは結構好きだけども、試合となると、何も役に⽴たないうえに、もしかしたら、後ろ脚ひっぱるかもしれない。案の定、試合に出て、私は何も役
に⽴っていないし、ボールにさえ触れなかった。唯⼀⼆回触ったけど、⼀回⽬は私がサーブの時で、サーブはネットを超えず、すごく恥ずかしかった。でもまだよかった。後ろ
脚さえ引っ張らなかえれば︕しかも今回の試合は、私たちの班が勝ったのだ、それは相⼿⽅弱すぎたせいなんだけど。。。 先⽣の試合の時は、私はMiriamと⼆階で⾒ていた。
内⽥先⽣も試合に出ていた。Miriamは内⽥先⽣が試合に出たのを⾒た瞬間、すぐさま⽴ち上がって先⽣の応援をしはじめた。こうして突然叫んでも、声は出ていないので、の
どはもう枯れていて、男っぽい声になっていた。でも、私たちは彼⼥の声が枯れても、かわいいと思っている。ってそんなこと⾔うけど、私は彼⼥が早く元の声に戻ってほし
い。そうすれば、私はやっとカラオケに⾏けるのだ。

呉 ⾹君さんの⽇記



周嘉镠は家を換えるよ

2009.05.19

5⽉14⽇⽊曜⽇ 午後の⼀時間⽬。周さんは本村先⽣に⾏った。彼⼥が戻って来た後に、とても気落ちしていた。私が彼⼥にどうしたの︖と聞いたら、次に住む家が決まったん
だと、彼⼥は私に教えてくれた。私はすごく驚いて、彼⼥が順調に⽣活していたのを私は知っていたから、どうして突然家を換えるのか不思議だった。彼⼥の新し家は、春奈の
家で、彼⼥の家は⼆回⾔ったことあるのだけれど、家族もみんな良い⼈で、とても親切だった。彼⼥の家も留学⽣を引き取って世話したことがあって、だからどのように周さん
を世話するのかも知ってるはずだ。彼⼥が周さんの家に⼊るの、いいと思うけど、どうして彼⼥はあんなに気落ちしていたんだろう。もう⼀つの温かい家庭に⾏くのはいいこと
なんだから、何を悩んでいるんだろう。私には、わからない。彼⼥いわく、この知らせはあまりにも突然で、彼⼥はちょっと受け⼊れることができないようだった。また、新し
家にいくのは、彼⼥にとって新しい挑戦であるようだ。彼⼥はもともと、家の⼈々とハンドボールの試合を⾒に⾏ったり、マネージャーみたいなことをしたかったようで、その
うえ、私たちの家は近かったので、私とでかけたり、というようなこともしたかったようである。もし、換えたらどれも果たせなくなってしまう︕確かに、私も少し気落ちして
きた。もしも彼⼥は家を交換するなら、私の2⼈は1台のスクール・バスじゃなくなるし、⾏ったり来たりもできなくなるし、市内に遊びに⾏く時も同じ電⾞に載ることはなく
なるし。彼⼥はいつもハンドボールの試合を⾒ることができなくなる。さらには。。。はぁ〜、全てこのままでよかったのに。私はそのせいで学⽣活動の時でさせ、元気をなく
してしまった。世界ってどうしてこんなにも変わるのが早いの︕︕︕

呉 ⾹君さんの⽇記



⺟の⽇

2009.05.19

5⽉10⽇⽇曜⽇ 午前に学⽣活動があって、学校に⾏った。やることは普段とあまり変わらない。。。 学⽣活動のあと、先⽣は⺟の⽇を祝うために、私たちを阿久根という所に
連れて⾏ってくれて、海が⾒えるところでご飯を⾷べた。私が注⽂したのは刺⾝定⾷で、とてもおいしかった。。。そのあと、ここから遠くないところで、海の近くに⾏った。
私はまたたく間に靴を脱ぎ、⾜を海の中に⼊れた。今⽇はとても暑くて、海⽔はすごく暖かくて、⾜を温泉の中につけているみたいで、とても気持ち良くて、出たくなかったく
らいだ。。。近くの岩の下に、⼤量のウニを⾒つけた。昼に本村のお⺟さんが⾷べたのはうに丼で、ちょうど本村のお⺟さんはウニが特に好きだった。そこで先⽣は、すこしつ
かまえて今晩の夜ごはんにしようと先⽣は⾔った。しかし、ようやく捕まえたうには⾷べられなかった。本当に残念。今晩のうに料理はおじゃんだ。。。でも、すごく楽しく遊
べた。帰りの道中、私たちは花屋でカネーションを買って、おばあちゃんにあげようとした。さすが⺟の⽇で、花屋にはたくさんの⼈がいて、しかもカーネーションも様々な種
類があって、私と本村のあ⺟さんはさんざん悩んで決めた。 帰ってからは、私は少しそのまま昼寝をした。本村のお⺟さんは私を呼びおこして、お⾵呂に⼊ってから、アピュ
ーお兄ちゃんをお迎えしに⾏って、そのまま外⾷をした。本当にそごい、夜も昼も外でご飯⾷べた。そのうえに、私が夜注⽂ぢたのは、また刺⾝で、今⽇は思いっきり刺⾝を⾷
べた。すごい︕仕⽅ないよ、だって刺⾝がどんどん好きになっていくもん、特にまぐろ、すごく好き︕ ⺟の⽇、確かに、お⺟さんたちは毎⽇すごい、仕事もあるうえに、家の
こともあってとても忙しい。やっと彼⼥たちの祝⽇があるんだから、ちゃんと祝うのも悪くない︕最後にお⺟さんに⼀⾔︓お⺟さん、いつもありがとう︕

呉 ⾹君さんの⽇記



彼らはやる気⼗分です

2009.05.19

5⽉11⽇ ⽉曜⽇ 今⽇の学⽣活動は外での活動だった。うわぁ︕こんなに暑い天気、本当に⽇にさらされたくないなぁ︕この天気の暑さは尋常じゃないよ、イライラさせるよ
うな暑さ、本当にたまらない︕私は本当に参ってしまって、⽴ってるだけでも暑くて仕⽅なかった。だけど、部員達はなんと、まだ⾶んだり跳ねたりしている。この何⽇か、私
はいつも男⼦⽣徒の体質に感服していた、なんであんなに動けるんだろう、まさか彼らはこの暑さを感じられないのだろうか。。。意味不明だ。。。特に終わりまで２０分前後
の時は、みんなで練習している感覚じゃなくて、ハンドボールの⾯⽩さを享受しているような感じである、すごく嬉しそうなの。ハンドボールを楽しみながら、技術を磨きける
のは、⼀⽯⼆⿃じゃない︕はは。。。今⽇の練習は、本当に最⾼だった︕

呉 ⾹君さんの⽇記



Miriamののどがかれた

2009.05.19

5⽉13⽇の⽔曜⽇ Miriamののどが昨⽇突然かれた。昨⽇までは、少しは男っぽい声だったけど、少なくとも声は出せてた。今⽇、彼⼥は男っぽい声さえ出せなくなって、のど
が完全に枯れて、そのせいで彼⼥は今⽇学校でほとんどしゃべらなかった。話したいときは、筆談をしてる。すごく重症だよ︕でも彼⼥はほほえみを絶やさずにいて、私はすご
く尊敬した。今週は⼟曜⽇にMiriamと学校の近くのカラオケに⾏こうと思ってたのに、他の⼈が⾔うには、Miriamは歌がすごく上⼿らしくて、だから私は彼⼥が帰国する前に
彼⼥と⼀回⾏きたかったのだけど、惜しいことに彼⼥ののどが枯れちゃったなんて、運が悪い︕今週ダメなら、もう来週しかない。じゃなければもう間に合わない。Miriam、
絶対によくなってね、私にもその美しい声聞かせてね︕

呉 ⾹君さんの⽇記



彼⼥は本当に⼀⽣懸命だ

2009.05.19

5⽉15⽇ ⾦曜⽇ 今⽇の50分cookingは饅頭作りだった。彼⼥は作った饅頭を彼にあげたいと⾔って、ずっと彼を探していた。私は彼⼥に、「彼は学⽣会に参加しに⾏ったの
だから、きっと指導室の⽅を通るよ」と⾔った。それで、彼⼥はずっとその辺で彼が現れるのを待っていた。本当に尊敬するよ。これが、ひょっとして"愛"の⼒なんじゃない。
ははは。。。だけど、彼がなかなか現れないから、私は私たちのハンドボール部の所に彼⼥を連れて⾏って探したんだ。しかし、彼はやはり来てなかった。⾃分の⼿で彼に渡し
たいからって裕花はこんな所までも探しに来るなんて、本当にすごすぎる。彼が彼⼥の饅頭を受け取った時にどんな反応するのか⾒てみたいよ、特に彼⼥がどんなに⼀⽣懸命彼
を探したのか知った後の反応が⾒たい、絶対に超受ウケる。。。

呉 ⾹君さんの⽇記



北京の旅

2009.08.26

お久しぶりです。みんな元気かな。みんな、結構⽇記を投稿しているんだね。感動です。⽇本で過ごした時間は本当に幸せだったな。でも⽇本にいるときはずっと家が恋しくて
しょうがなかったのに、帰ってきたら考えるのは⽇本の家のことばかり。 これってナニ。。。それはともかく、やっぱり帰ってきてからのことを報告しなくちゃね。帰国後す
ぐ、お⽗さんと従姉と⼀緒に北京を旅⾏してまわりました。まずは天安⾨へ。何度も来ているけれど、やっぱり壮観。。。夜はお⽗さんを王府井の全聚德へ引っ張って⾏って、
北京ダックを⾷べました。お店は満席で1時間待ち。フウ。味のほうはちょっと脂っこくてすごくおいしいとはいえなかったな。お会計の時、お⽗さんは⾦額を聞いてビック
リ。400元以上もかかったの。もう、有名店なんて〜 翌⽇は、ツアーに参加して万⾥の⻑城へ。実は⽇本に⾏く前からお⽗さんと万⾥の⻑城に来ることを約束していたの。へ
へへ。やっと実現しました。でも万⾥の⻑城にのぼるのって、こんなにたいへんだったなんて。⼀番段差のあるところでは私の膝ぐらいまで⾼さがあるの。もうグッタリ。これ
に⽐べたら階段を登るのなんて本当にラクだよ。しかもこの⽇は暑くて余計にたいへんだったよ〜それから、いろいろなところを観光しました。北京にもチベットのポタラ宮が
あったなんてしらなかったな。もちろん、オリジナルをまねてつくられたものだから本物より⼩さいけれどね。でもやっぱり壮観。それより、みんな帰ってきてから、なんかな
じめないことってある︖私は帰って来てからずっとお腹が痛いの。こっちは⽔がよくないから、お腹をこわしているんじゃないかと思うんだけれど。それと、北京で⼀番ガマン
できないことって何だったと思う︖ 答えはトイレ。本当にダメ。北京って私たち中国の⾸都なのに、どうしてトイレがこんなに汚いの。しかもトイレットペーパーもおいてな
いし。急にトイレに⾏きたくなった時も、トイレがあんまりにも汚くってガマンしちゃった。マックのトイレだったら⼤丈夫だと思っていたのに。トイレを⾒つけるだけでもタ
イヘンなのに、やっと⾒つけられてもきれいとは限らないなんてもうサイアク。このことに関しては中国ももっとよくなっていってもらわなきゃね。こんなかんじだったけれ
ど、北京は楽しかったよ。疲れたけれどね。

呉 ⾹君さんの⽇記



三年⽣になりました

2009.08.26

みんなは帰ってきてから、進級したのかな︖それとも⼀年留年︖ 私は３年⽣に進級しました。 理由その⼀は、いままでのクラスメートとわかれたくなかったから。 理由そのニ
は、新しいクラスでまた友達を作るなんてしたくなかったし、しかも後輩でしょ。 新しく友達を作って、新しい環境になじもうなんてたいへんだよね。 もちろん進級すればた
いへんなこともわかっているよ。みんなから随分おくれているしね。 でも頑張ればれば、なんとかついていける。。。かな ８⽉３⽇に学校が始まりました。帰国してから休む
間もなく（１週間もなかった）⾼三にむけての補習が始まりました。時間って待ってくれないのよね。なんてツライ運命︕︕︕ 補習の初⽇、なんだか気恥ずかしくってなかな
か教室に⼊って⾏けなかったの。なんたって久しぶりだし、気後れしちゃって。 でもみんな１年前と全く変わらず、しかも戻ってきた私を⼤歓迎してくれたの。 担任の先⽣は
かわりました。ちょっと怖そうな⼥の先⽣。⽇本に⾏く前にも、校内で⾒かけたことはあるけれど、担任の先⽣っていうのはちょっとコワイな。 １,２年の担任は、ずっと若く
てきれいな⼥の先⽣で、年も近かったから親しみやすかったけれど今年は。。。ちょっと希望がもてないな。 でもクラスメートの話しでは、⾒ためは怖そうだけれど、すごく
おもしろいから、慣れれば⼤丈夫だって。でもまだこの先⽣の笑ったところってみたことないよ。 しかも学校についたとたん呼び出されて、授業中は私語を慎むようにってわ
ざわざ釘を刺されたの。登校初⽇から⽬をつけられたなんてもうダメ。。。 授業はまあまあ。政治や歴史なんかは１年⽣のときの復習がほとんどだったし。 でも数学はまだ⾃
分が勉強をしていないところ。難しいし、頭が痛いな。しかもこの先⽣、授業中もよくあてるの。とくに⽬⽴つ格好をしていると。だからみんないつも内⼼ドキドキよ。⽇本で
学校のみんなの前で⾃⼰紹介する時だってこんなに緊張しなかったのに。。。この先⽣の数学の授業のときは、みんなで制服をはおるか、⽩の半そでシャツにしているの。先⽣
にあてられないようにね。 それから今年から学校の寮に⼊りました。私の⼈⽣初の寮⽣活です。 私は⼊りたくなかったんだけれど、しょうがないの。寮に⼊らなければ、住む
ところがないので泣く泣く。。。 寮⽣活が嫌な理由はたくさんあるけれど、みんなも知っている通り、⼀番の理由は浴室がないこと。こんなに暑い⽇がつづくのに体が洗えな
かったらつらいよね。でも、浴室はなくても、みんなで⽔場で体を洗うことはできるから⼤丈夫。消灯後、外の明かりを頼りに洗うの。確かに暗いけど、外の明かりでもじゅう
ぶんよ。だって明るかったらみんなの前で服を脱ぐのは、恥ずかしいし。。。それと寮では電化製品が使えないの。電気代がかかるって。ケチよね。 寮の⽔場を浴室に改造し
てくれないかな。。。 とにかく、⾼校三年⽣、たいへんだよね。勉強も。またやっても終わらない宿題と、暗記しきれないほどの知識を詰め込まなければいけない毎⽇を送
る、灰⾊の学校⽣活に戻ってきました。 もう頭が⼀杯です。 ９⽉の中旬には⽉例テストもあるっていうので準備しなくちゃ。あと何⽇かですぐ試験です。本当にまいっちゃ
う。。。。

呉 ⾹君さんの⽇記



今⽇から学校へ

2009.08.31

1週間ほどのお休みでした。 その間は家でしっかり復習をしておこうと思っていたのですが 結局ほとんどネットをして、全然勉強しませんでした。 せっかくタイヘンな思いを
して本をかかえて帰ってきたのに また持っていかなくちゃ フウ まあそれでもいいか 休みの間 毎⽇家に⼀⼈でいたので つまらなくてネットしてたんだから 学校が始まっ
たら 忙しくなるだろうし まあ、勉強で忙しくなるのはあんまり歓迎したくないけれど。。。 今晩からは、もう遊んでいられる時間なんてなくなるし これが⾼校三年⽣の最後
のまとまった休みになるんだろうな まだ終わって欲しくないけれど あーあ。。。。。。。。。。。。。。。。。

呉 ⾹君さんの⽇記



お久しぶりです

2010.09.06

私も久しぶりの⽇記です これまではずっと書く機会がなくて でも今は違うの また⽇本へ⾏くことになりました ⾃分を鍛えていくぞ 今回の留学を通じて⾃分⾃⾝が⽣まれ変わ
れるように ⾃分の未来、夢のため、⼀⽣懸命頑張って実現しなきゃ これからはここにもしょっちゅうくることになるかも ここにまたみんなに会いに来て、メッセージもたくさ
ん残すね^^ それから⿅児島の家族と友達は 時間を作ってみんなに会いに⾏くね 本当にみんなが懐かしいよ~~~~(>_<)~~~~ この時期は第5期⽣が⽇本で⽣活を始めたころ
かな。 この１年間は、絶対にあなたたちにとって⼀番忘れがたい１年になるからね。 いろいろなことを体験してね。 みんな、がんばって↖(^ω^)↗

呉 ⾹君さんの⽇記



中秋節団欒

2010.09.23

まず始めに、皆さん中秋節おめでとうございます\(^^)/ 今年の中秋節はかなり楽しかった まず家族全員でレストランに⾏き、和気あいあいと お腹いっぱいご飯を⾷べ それ
から私はすぐ次の集まりへ。 今⽇⼭崎先⽣が瀋陽に来ていて 夜うちら瀋陽にいる第3期⽣・4期⽣と⼭崎先⽣でご飯を⾷べたの。 帰るときに⼭崎先⽣が、私のホストファミリ
ーだった本村先⽣が電話の中でよく私のことを話題に出してくれてるって教えてくれたんだけど その話を聞いたからか、家に帰ってるときに当時私が本村先⽣の家にいたとき
のことを⾊々思い出しちゃった。 毎⽇美味しくて栄養のあるご飯を作ってくれる優しい本村お⺟さん。。。 毎⽇⾯⽩いことを⾔って私を笑わせてくれて、それによく私を⾊ん
なところに連れてってくれた⼤好きな本村お⽗さん。。。 それからいつも私にお菓⼦をくれるおばあちゃんに。。。 いつも私に⼩さなお⼟産を持って帰ってきてくれる3⼈の
お兄ちゃん。。。 そして学校の明るくて楽しい友達。。。 。 。 。 これらの思い出がずっと頭の中でぐるぐるして消えなかった~~~ だから家に帰って真っ先に⽇本の家族に
電話をして、それでやっと落ち着けた。。。 ⽇本にいる家族と友達のみんな~ みんなのことが恋しくてたまらないよ~~~ みんな⼤⼤⼤好き~~~~~~~ さて。写真について
ちょっと説明しとこうかな。 1枚⽬は今夜⼭崎先⽣と第3期⽣、第4期⽣のみんなで撮った写真。 2枚⽬と3枚⽬は家に帰る時に何気なく撮った写真。これが今年の瀋陽の満⽉の
夜だよ~~~

呉 ⾹君さんの⽇記



今回の訪⽇は 慣れないことばかり

2010.10.08

まず、昨⽇⽇本に無事到着したことを報告します。 次に私の今住んでいる新宿のことを少し。 ここは前に⾏った⿅児島と全然違う。 どこにでも外国⼈がいるし、 すごく華や
か。 周りの環境はまあまあかな〜。 唯⼀残念なのは私の部屋。 泣けるくらい⼩さいT^T しかもまた⼆⼈部屋。 荷物の半分は収納できないまま… ⼆段ベッドで ちょっと動く
だけで揺れる。 おかしくなりそう。 それから⾃炊。 料理は割と得意なんだけど、 キッチンが共同だから ⾃分の⾃炊道具をそこに置いておくわけにもいかず、 毎回部屋に持っ
て帰るんだよね。 結構⾯倒くさい… ここに来てからというもの、何でか分からないけど お腹すいてもご飯⾷べたくならないんだ。 ⾷べても気持ち悪くなっちゃって。 こんな
の初めてだな… 初⽇の夜からホームシックだったんだ（実は今も家が恋しい）。 家のことを想う度に涙が出そうになる… ⾷事の材料を買うのにもお⾦がかかるし、 この先ど
うやって暮らしていけばいいのか分からない… 前に⼀度⽇本に来ているはずなのに、 その時とは雲泥の差。 全然慣れないし、 とても⾟い… 家に帰りたいよ〜 今年留学に来た
他の⼦達（私は第三陣）も、 私みたいに悲しいほど極⼩の部屋に住んで、 同じように⾃炊してるの︖ あと何⽇かしたら携帯持てるよ。 皆いっぱい連絡とろうね〜〜

呉 ⾹君さんの⽇記



⾃炊

2010.10.09

今⽇ついに⾃炊をしてみることにした。 味はまあまあ。 それに急にやる気も出てきて どうにかここでやっていけそうな気になったよ。 たった⼀⾷の⾷事が私に元気を与えて
くれた。 ふふ。いいぞいいぞ＾＾ 今度時間があったら写真も載せるからね。 なかなかの上出来なんだから。 皆に⾒せびらかせないともったいない（笑）

呉 ⾹君さんの⽇記



この⼆⽇の出来事

2010.10.10

昨⽇初めて⾃炊をした 作ってみると味もなかなか ここの⽣活に突然慣れたような気になった＾＾ 体中にやる気がみなぎってくる 時間できたら写真載せるよー 今⽇はついに⾃
分のパソコンでネットに繋ぐことができた やっぱり⾃分のパソコンは気持いいや〜 ここのパソコンはなんだか使いづらくて。 でもこれで解決 よかった＾＾ もうすぐ携帯も⼿
に⼊るし 連絡いっぱい取り合おうね〜〜〜

呉 ⾹君さんの⽇記



新宿の夜

2010.10.26

昨⽇の夜、先輩と新宿の電気店に。 やっと三つ⼝を⼆つ⼝につなぐコンセントが買えたんだ。 これで持ってきた電化製品が使えるぞ。 でも⽇本の街って夜でも⼈が多いよね。
7時や8時になっても どこも⼈でいっぱい すごい⼈ごみだよ〜 昼間⾒た時より多いんじゃないかな︕︕（ホント、全然誇張してないよ〜） よく⾒るとほとんどがスーツに⾰靴
のサラリーマン。。。 ⿅児島にいたときは 暗くなるとだれも外には出てなかった 街で⼈影を⾒かけることもなく。。。 時々⾞が⾛っていたぐらい 同じ⽇本でも こんなに違う
んだね。。。 街をブラブラして噂の歌舞伎町にも⾏ってみたよ O(∩_∩)Oハハ~ 本の中の写真で⾒た⾵景を 今は⾃分で撮っている もう嬉しすぎ^^ 新宿って⾼層ビルだらけだ
ね 独特なデザインのビルばっかりだし ⾼いとこらから眺められたら、すごくきれいなんだろうな。。。

呉 ⾹君さんの⽇記



⼈⽣、初アルバイト

2010.11.03

先⽉末に、⼈⽣初のアルバイト――中韓通訳の仕事をしました。 合計3時間 しかもアルバイト料もなかなかよかったんだよ（1万円ちょっと） でもこのバイト、ずっと続けら
れるものじゃないんだ 1⽇だけね これからもこんな機会がたくさんあれば いろいろ経験を積むことができるよね その交流会は若い⼈たちが集まると思っていたんだけど、 会
場についたら、40から~60代の⼈がほとんど。 あれれ、ちょっと予想していたのとは違ったけど そんなこと全然気にしない 経験がつめればいいもんね^^ がっかりしたの
は、私たちの分の⾷事が⽤意されてなかったこと。 みんなが⾷事しているのをそばで⾒てるしかなかったの〜 もうよだれが⽌まんないよT~T じっと、物欲しげに⾒ちゃった
~~~~ 主催者側の話では、通訳も⼀緒に⾷事をしてしまうと、仕事に集中できないからとのこと。 ひどい話だよね~~~~ でもお⾦のために、ガマンガマン︕︕︕ でも私のそ
ばに座っていた韓国⼈のおじさまはとてもいい⼈で、ジュースとかをすすめてくれたの。⾷べられなくても飲み物だったら、⼤丈夫だよねって⾔ってくれて、うれしかったな。
本当に親切な韓国⼈のおじさまでした。 たまに私ともおじゃべりをしてくれて おけげで緊張せずに済んだし ありがとう、韓国のおじさま^3^ 同じテーブルに中⽇翻訳の⼥性
がいたけど ベテランの⼈っぽい てきぱきとゲストの⼿助けをしたり 本当、尊敬しちゃう ⾃分があのレベルにまでの達するには、まだまだ鍛錬が必要だよね~~~ でもすごく楽
しかったな\((∩_∩)/ ちょっと経験もつめて、その上お⾦まで稼げて またこんな機会があるといいな でも今度は何か⾷べられるといいケド。。。

呉 ⾹君さんの⽇記



マメちゃんとの再会

2010.11.03

今⽇、マメちゃんと新宿駅で会ってきたよ ⻑期留学が終わってから、1年ぶりの再会だ~~ へへO(∩_∩)O~ お互い嬉しくって マメちゃんは来週留学試験を受けるので、試験会
場の下⾒に来たんだ でもダメだった〜 どうしてもみつからない~~~ ぐるぐる歩いて歌舞伎町まで⾏っちゃった ハハ〜 またここに来ちゃった マメちゃんと⼆⼈で伝説の街を
探検 でもほかの⼤きな街とあまり変わらないよね 唯⼀違ったところは〜 へへ〜 イケメンがたくさんいたこと 良い⽬の保養をさせてもらっちゃった 留学試験が終わったら、マ
メちゃんと⼀緒に交流センターの先⽣に会いに⾏くんだ ハハ その時またお会いできますね^^ 最後に私からマメちゃんへの応援メッセージ マメちゃん 留学試験、がんばるん
だよ〜 ガンバレがんばれ頑張って~~~↖(^ω^)↗

呉 ⾹君さんの⽇記



キムチ作り初挑戦  「天は我を⾒捨てず」ほんとだった^^

2010.11.06

キムチ作りに初挑戦。 わざわざお⽗さんに電話でレシピを聞いたんだ。（キムチの為に国際電話…） でも今の私の実⼒、プラス初体験ということもあって 今回のキムチは、外
⾒だけ⽴派。味は…（お恥ずかしい） しょっぱすぎた へへ 次は気をつけよ〜っと 今の仕事のことを少し。 昨⽇の朝テレビの星座占いを⾒てたら、⼭⽺座がビリ（私⼭⽺座な
んだ><） 元々こういうものは信じてないんだけど あんな事が起こってしまったので信じざるを得ない… 今まで⾯接を受けてきた所、全部落ちた。 電話を待つようにって⾔わ
れたんだけど それっきり何の⾳沙汰もなし。 傷つくなあ もしかして私を取りたい会社、ひとつもないのかな。 いったい何が⾜りないんだろう。。 でも良かった。 天は我を⾒
捨てず。 今⽇の朝起きてすぐに先⽣から電話がかかってきて、 私に仕事を紹介してくれた。 そのあと私のお姉ちゃんからも何社か紹介されたし。 友達もね、就活サイトを教
えてくれたんだ。 。。。 本当に皆に感謝。 ⼈脈って⼤事だね。 頑張るよ^^

呉 ⾹君さんの⽇記



⿅児島~まっててね^^

2010.11.12

今年の「シングルデー」もおわったね〜 フウ〜 早くおひとり様を卒業したいな~~o(>_<)o ~~ ハハ~ その晩に本村のお⺟さんからの電話もあったんだ 超うれしかったよ^^
話したのは今度の年末の⿅児島⾏きのこと 本村のお⽗さんとお兄さんは東京にいるので 年末は家族みんなで集まるんだ だからその時に私も⼀緒に⾏くの 考えただけでもワク
ワクしてくるo(≧v≦)o~~ 前から本村のお⽗さんが⼊院したことは聞いていたけど まだ退院できないんだって。。。 早く良くなってほしいな〜 新年は家族と⼀緒に新しい年
を迎えられるように。。。 とにかく〜 ⿅児島〜 まってってね︕︕︕︕~\(≧▽≦)/~

呉 ⾹君さんの⽇記



秋~⼤スキ^^

2010.11.15

今⽇、学校の友達の紹介で 原宿に⾯接に⾏ってきました（バイトの⾯接だよ〜） でも歩いているうちに、当初の⽬的を忘れちゃって こんなところに迷い込んじゃいました〜〜
〜 この辺りは⼤久保とは全く違って ⼤久保はにぎやかな繁華街だけど どこもかしこもガヤガヤしていて でも原宿はそうじゃない たくさんお店や⼈があふれたにぎやかな場所
もあるけれど、⾃然もたくさん残っている たくさんの樹々 道路の両脇には樹が⽴ち並び しかも今は秋 どこをみても紅葉が つい、きれいな紅葉に引き寄せられちゃった〜 写真
もたくさん撮りまくったよ〜 この3枚は中でもお気に⼊りです^^ ⽇本の秋はとてもきれいだって、もちろん知っていたけど〜 ⽬にするたびに新鮮な感動が なんていい気分〜
ここのところ、なかなか仕事が⾒つからなくて落ち込んでいたけれど きれいな紅葉を⾒ていたら 気持ちもパッと明るくなってきたよ〜 なんだかワクワクしてきちゃった
~o(≧v≦)o~~ ハハ〜 話を戻すね〜 ⾯接に出かけたのに 紅葉を眺めていたら遅刻しちゃった。。 ⽬的のお店を探すだけでもクタクタ~~~ でもね〜 友達から、今⽇か⽊曜⽇
から来てくれって⾔ってもらえたよ 今⽇はムリだから、⽊曜⽇からね ⾃分は⽂才がないから この紅葉の美しさを表現できないの ただ、キレイって⾔ってるだけ~(>^ω^<)
ずっと秋が続けばいいのにな^^ 紅葉のおかげで〜今は秋が⼤好きだよ〜 紅葉バンザイ~~\(≧▽≦)/~
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TдTやっと仕事が決まったよ~

2010.11.18

とりあえず思いっきり泣かせて~ TДT TдT~~~~~~~~~~~~ あ~~~ スッキリした~ 今⽇はまた原宿に~ しかも今⽇はやっと仕事が決まったんだ〜 この前、友達に紹介し
てもらったところだよ〜 ハハ~ 友達のおかげでやっと仕事が⾒つかった〜 いやー、タイヘンだった〜 困ったときは友達が頼りって本当だよね\（^∪^）/ これからは毎⽇原宿
に通うんだ〜 写真は原宿駅だよ~~~ でもやっぱり緊張しちゃう〜 ちゃんと⾃分にできるかな。。。 接客業だし、⼈前に出る機会が多いから、ヘンなこと⾔っちゃったらどう
しよう~~~ すごいプレッシャー~ 来週から正式に働き始めるんだ。 ⾃分は働いた経験が全然ないから、はじめはきっと失敗ばかりだろうな でも、しっかりがんばるぞ〜 うま
くできますように^^

呉 ⾹君さんの⽇記



今週の仕事報告

2010.12.02

今週⽉曜⽇が、原宿のroyal hostでの初出勤〜 ウェイトレスだよ~ でもウェイトレスって本当に⼤変〜 その⽇が初仕事だったので〜 リーダーから簡単な仕事をおそわったんだ
でも簡単って⾔っても ⼀つ⼀つクリアしていくのがやっと きっと慣れれば⼤丈夫だよね〜 ウィトレスってトレーで運ぶだけの仕事かなって思ってたけれど でも実際やってみ
て、初めてこの仕事の⼤変さがわかったよ。。。 でもなかなかいい仕事かな やることは⼭ほどあるけれど すごい充実感があるよ〜 この店では中韓両国だけじゃなく、欧⽶の
⼈も働いているんだ〜 真っ⽩い肌で⾼い⿐、⻘い⽬のウェイターなんだよ かっこいい~❤﹃❤ 私が新⼈なので、親切にいろいろ⼿伝ってくれるの~~~~~~~~~~~ へへ~ ラ
ッキ^^ 話は戻るけど、浅草のほうはもうやめるつもり 理由はいろいろあるけれど 交通費⾼いのに 交通費が出ないしね お給料も安いし 仕事の時間もどんどん短くなってる
し 16:30~19:30拘束だと、他の仕事をするにも合わないしね。 お店もヒマだし 店でじっとしているだけじゃあ 本当に退屈 でも勝⼿に休めないし。。。 あーあ〜 とにか
くもうやめるつもり 仕事の状況はこんな感じ まだ⽤事があるから今⽇書くのはここまで また状況報告するからね〜
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お兄さんの結婚~

2011.06.27

ちょっと前に、本村のお⺟さんからの電話で、上のお兄さんが結婚するとのこと ~

そして私も結婚式に招待されて。。。

もちろん、120％ＯＫ ~

以前、すごく⽇本の結婚式にでてみたかったんだ。なのに、結局体験できたのは⽇本のお葬式だけ。 。。。。

でも今回は、ついに本物の⽇本の結婚式を、⾃分の⽬で⾒ることができるんだ

だけど、よく考えたら、式に参加するためには、⿅児島までの往復の⾶⾏機代もかかるし 出費のことを考えると

アタマがイタイ

でも本村家のために、駆けつけるぞ

何が何でも、結婚式に⾏くんだ へへへ ~
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