
⽂化祭

2008.09.08

本当の⽇本⽣活が始まった．．．みんな、元気かな︖ 昨⽇は週末だったけど、ちょうど学校の「⽂化祭」なんだ。それで、星や⽉が出ている朝早く学校に⾛って⾏った︕ふ
ふ．．．ちょっと誇張しちゃったね．．． 昨⽇は⽂化祭なので．．．今⽇は休みだ．．．午前は外国⼈登録証の⼿続きをとった．．．でも、しばらくしたら取れるんだ．．．
この期間、我慢するしかない．．．銀⾏に⼝座を開くのもこれらの証明書が必要なんだ．．．やっぱり待つしかない．．． まず、今住んでいる家庭を紹介しましょう．．． 私
は消息通とは⾔えるが．．．この家庭に三ヶ⽉住むそうだ．．．三ヶ⽉後変える．．．必要なものをたくさん⽤意したのがよかった．．．問題がないはずだと思う．．． 家庭
成員はお⽗さんとお⺟さんのほか、私と同じクラスのお姉さんがいる．．．実は私よりただ何ヶ⽉年上なんだ．．．そして⼩学五年⽣の弟と幼稚園の妹がいる．．．ペットなど
いない．．．部屋も多いし．．．広いほうだと思う．．．私は唯⼀の和室に住む．．．つまり畳のある部屋なんだ．．．取り得は部屋がともて広いことだ．．．私のいっぱいで
ある荷物が置ける．．．でも、この間の⼤阪が蒸し暑い．．．部屋も南向きなので．．．暑いよ．．．この⼆三⽇が過ぎたら、涼しくなるはずだ．．． 登校は電⾞に乗
る．．．家から電⾞駅まで、⼤体15分かかる．．．電⾞も15分かかる．．．それから駅から学校まで10分だ．．．全体から⾔えば、北京にいた時よりちょっと遠い．．． 昨⽇
の⽂化祭はとてもにぎやかで⾯⽩かった．．．朝7時ごろ学校に着いた．．．8時ごろ私は全校の⼀千何⼈に⾃⼰紹介した．．．いい感じ．．．⽂化祭はクラス別に⾏われ
る．．．それぞれのクラスには⾃分で創造した番組や活動がある．．．私は2年1組だ．．．全学級で⼈数が⼀番多いクラスだそうだ．．．私をプラスしたら、43⼈なん
だ．．．北京にいた時のクラスの⼈数よりも多い．．．ふふ．．．クラスに⼊る時、みんなは午後の歴史劇を練習してるとこ．．．私にも役をくれるとは思わなかった．．．こ
れはほんとに急だよ．．．ふふ．．．でも成功に終わったのがよかった．．． ⽂化祭にはたくさんの独特な活動がある．．．印象的だ．．．教室で「レストラン」を開
く．．．100円で飲料を買う．．．喋りながらテレビ番組を⾒る．．．学校にいるとは感じなかった．．．従業員は全部クラスメートなんだ．．．外のサービス態度とは同じ
だ．．． 学校で映画も⾒た．．．でも、この映画が特別だ．．．学⽣たちは⾃分で監督したものなんだ．．．それでも、映画の味がとても濃い．．．知らない⼈なら、どこか
で撮影した学園ドラマだと思ってるかも．．．ふふ．．．その中の⼀つはスパイダーマンのようなもので．．．地⾯から⾶んで変⾝するやつ．．．映画館は教室なんだ．．．⿊
い紙で窓を遮ったら．．．部屋中⼀瞬⿊くなった．．．映画館の雰囲気にあふれた．．．ふふ．．． 我がクラスの劇は体育館で演出したの．．．舞台裏で体験したことがない
なら、こんな⼩さな演出だってたいへんな⼈⼒が必要であることを知らない．．．何⼈かの専⾨者が舞台照明を担当する．．．でも照明の所から舞台が⾒えない．．．だから充
分な練習がなければだめだ．．．みんな頑張ったね．．．演出が成功した．．． ⽂化祭のおかげで．．．学校にはたくさんのお客が来た．．．多くは付近の住⺠たち．．．学
校はとてもにぎやかだった．．．祝⽇の光景だった．．． ⽂化祭の終わりに．．．多くの学⽣たちは積極的に体育館へ⽚付けに⾏った．．．⼈が多いほど⼒が⼤きい．．．半
時間で．．．体育館の⽂化祭の飾りがずべて⽚付けた．．．効率が⾼いね．．． 途中で先⽣に校⻑室に呼ばれた．．．校⻑先⽣と⼀時間ぐらい話した．．．成就感だっ
た．．．ふふ．．． 午後5時ごろ．．．クラス全員会⾷．．．三⼗⼈ぐらいで学校のすぐそばの料理店で晩御飯を⾷べた．．．この料理店は⽇本⾵だ．．．⾷べ物が美味し
い．．．それに安い．．．ほとんどの料理は300円から700円の間．．．中国とは⼤体同じ．．．みんな好きに注⽂した．．．最後料理代をみんなで⼭分けした．．．⽇本⼈は
あまり⾟いものを⾷べないので．．．⾟いものに苦⼿だ．．．⾷事してる時、机の上の調味料で飲料を作った．．．他の⼈に飲ませて．．．中にはラー油．．．醤油．．．粉胡
椒．．．レモン汁などなど．．．嗅ぐとつんと⿐をついた．．．飲んだ⼈の反応が激しい．．．⼀気にいっぱいが飲める⼈もいる．．．でも飲むほど⾟くなるとは思ってないみ
たいだ．．．結局デザートをしきりに⾷べた．．．みんな笑ってた．．．楽しい雰囲気．．．彼らのつらい顔を⾒て．．．私もすこし飲んだ．．．でもそんなに⼤げさではなか
った．．．やっぱり⽇本⼈は⾟い物に苦⼿だね．．．実は⾃分も⾟いものに苦⼿なんだ．．．でも、彼らは私よりも苦⼿だとは思わなかった．．．ふふ．．． 明⽇は学校
だ．．．楽しみだ．．．

王 戴蒙さんの⽇記



学校⽣活三⽇間

2008.09.11

計算してみれば、今⽇で学校が始まって三⽇⽬だ...全体的に、⽇本の学校では⽂系が理系より難しい気がする︕へへ...今⼀番困ってるのは⽇本語古⽂なんだ...その次は⽇本
史...友達と話したら...彼⼥たちもよくわからないって...あぁ...三週間後⾼２の期末試験を受けるから...努⼒中... でも、やはり北京より楽...宿題が少なくて...けど朝の電⾞の混
み具合は尋常じゃないわ...⼗分な⼼理の準備ができてなければ乗らないほうがいい...ハハハ... この頃はずっと制服のことで忙しい...サイズを測ったりして...学校は制服につい
て結構厳しいよ...だからいろいろな⾯は結構加速してるの...私も慣れるには加速しなくちゃ...頑張りましょう...
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試験.........................................

2008.09.18

来週から期末テスト...残念なことに私も参加する...ハハ...冗談よ...彼らの試験に参加できることにうれしいよ...でもほとんどの内容は勉強したことがなくて...０点をたくさん
とってしまうかも...へへ...私も頑張ってるよ...最近微積分を独学してるの...まぁまぁいける...微積分ができたら、今度は積分に挑戦だ... 最近のテストが多くて...期末テストの
後...「⾼２学⼒テスト」というテストもあるの...申し込み料は３０００円もするの...１０⽉にあるの...やはり残念なことに私は参加する予定...へへ...でもこれらのテストは私
⾃主的に参加するものなので...何でも試してみたい... 期末テストの後は修学旅⾏...なんといっても楽しいことだわ...修学旅⾏は⼭形県に⾏くの...⼭形で留学してる⼆⼈の友達
と会えるかしら...縁だからね...うん... ホストファミリでの暮らしはとてもよくて...先⽇お⽗さん、お⺟さん、妹と「通天閣」と「⼤阪城」に⾏ってきた...楽しかったよ...
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試験...修学旅⾏...銀⾏...

2008.09.26

期末試験は２⽇⽬が終わりました...来週更に３⽇間試験があって、それで全部終了...点数は多分ひどいと思うけど...でも気分はとてもいい...だって初めて⽇本で試験を受けた
んだから... 今はとても忙しい...試験が終わるとすぐに修学旅⾏...修学旅⾏の後は秋のお休み...ゆっくり休めそうです... 今⽇は銀⾏に⼝座を作りに⾏きました...ところが意外な
ことに、在留期間が６ヶ⽉に満たないとの理由で、どこの銀⾏にも断られてしまいました...どうしよう...世界規模で展開している⾦融機関なら⼤丈夫かもと思いつき...そうだ、
郵便局だ...郵便局に⾏ってみると...今度は意外なほどスムースに申請することができ...数⽇で⼿続きが完了するとのこと...やっぱり...郵便局は世界中にあるし...外国⼈の申請
も⽐較的簡単にできるみたい... みんなはもう銀⾏⼝座の⼿続きは済んだの︖︖どうだった...教えてください...
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修学旅⾏から帰ってきたよ︕︕︕

2008.10.08

皆さまお久しぶり…修学旅⾏から帰ってきました︕わずか４⽇だったけれど…⼼には美しい思い出が残っています… 10⽉3⽇朝６時…バッグを背負い…荷物を持って…準備万
端…駅に向かって出発しました… ⼤阪国際空港へ向かうモノレールに乗りました…⼤阪市の中⼼を横切って…⾶⾏場がどんどん近づきます…⼤阪空港と⾔えば…わたしにとっ
て思い出深い…去年…この空港から出発して…初めて⾼知県へ⾶⾏機で…きょうは…またここから出発して…東北の仙台に⾶びます…本当に…⼤阪は私にとって…縁の深い場所
です… 10時ごろに⾶⾏機に乗りました…みんな興奮して…怖がる⼈もいたけど…私はもう慣れていました…⾶⾏機に乗るほうがバスに乗るより普通に思うほど… 仙台は北京と
だいたい同緯度なので…明らかに⼤阪より温度が低く…⾶⾏機を降りて⾶⾏場を出ると…秋のさわやかな⾵がほほに感じられました…もうすっかり秋なんですね… 今回の修学
旅⾏がこれまでとは異なり…⼭形県に来たのは…いなかの⽣活を体験するためです…最初の訪問場所は農家の⺠宿…農家に泊まって…収穫の喜びを体験します… 全員で342⼈
がいくつものグループに分かれ…私は５⼈の⼈と佐々⽊さんのお宅へ…６⼈もいるので…家の⼆階は全部私たちが使って…和室⼆間を続きで使うと…広々としていました…着い
たばかりの時は寒く感じて…基本的に持ってきた服を全部着てしまうところでしたよ（冗談）…⼭形県は⼭脈に囲まれているので…東北の他の場所よりわずかに暖かいらしいの
ですが…朝晩はとても涼しかったです…農家の⼈はとても親切で…わざわざ１階からストーブを運んできてくれました…冷え冷えとした部屋があっというまにあったかくなりま
した… 夜は農家の⽅と⼀緒に夜ごはん…⾒たこともないものをいろいろ⾷べました…収穫したばかりのものも沢⼭あり…⼟の⾹が残っていました…ここの味噌汁は変わってい
て…醤油味でした…⼤阪で普段⾷べているのは違って…中に⼊れるものも違い…こんにゃくやら…じゃがいもやら…味の違いは⼤きかったです… ２⽇⽬は朝から学校の体操服
で⽥んぼへ…ここは⾓川⾃然学校…⽥んぼは森の中にあります…⽥んぼに⽴つと…周囲は⾼い⼭ばかり…⼭の上には松の⽊が茂り…⾦⾊の⽥んぼは深緑⾊の⾼い⽊々に囲まれ…
仙境にいるみたいでした…この美しい場所で⽶を収穫します…⾃然学校の先⽣が鎌で収穫する⽅法を⼿とり⾜とり教えてくれます…とても機敏な動作ですが…私たちがやる番に
なるとカタツムリのようなスピードに…最初はみんな慣れず…スピードは相当ゆっくりだったけど…練習して慣れてくると…だんだんみんなプロっぽくなってきて…ハハ…午前
中で…それほど⼤きくはない⽥んぼの稲を全部刈り取りました… 昼からはずっと霧⾬…レインコートを着て畑で藁を燃やします…わらが燃えると…まわりの温度も上がり…知
らず知らず汗ばむほどで…まったく寒くなくなりました… ３⽇⽬の午後には農家とお別れして…船で天童将棋村付近の温泉ホテルへ…ここは⽇本の将棋の中⼼地で…いろいろ
な飾りもすべて将棋の駒の形…ホテルの温泉は露天⾵呂で…湯気が⾵呂の周りにいっぱいで…まるで雲に囲まれているような…周りには深緑のガラス壁…明かりと湯気のおかげ
でとても神秘的でした… ４⽇⽬に仙台へ戻りました…この⽇特別なのは⾃由⾏動…10時から午後４時まで…各グループは仙台や松島などを観光に⾏きます…みんな⾃分の興味
がある場所に⾏くんです…昔みたいにみんなが同じ場所へいくのではなくて…ひとりひとり違った経験をして…挑戦と期待でいっぱいです… 私たちはまず電⾞で⽇本三景の⼀
つ、松島へ…円通院を⾒学して…⼩さなお寺なのに数⼗種類の植物が植えられ…⾼いもの低いもの…⾊も絢爛豪華…⼩さな公園のよう…樹⽊と⽔の調和…あんなに調和して…⾬
の中でのこの⾵景は…味わい深いものでした… 午後は仙台でいろいろなお店へ…みんな家の⼈へのお⼟産をいっぱい買いこみました…⼭形県の特産は桜桃…お⼟産⽤のお菓⼦
も桜桃を使ったものがたくさんあって…おいしかった… 晩には⾶⾏機で⼤阪へ戻りました…４⽇間はあっという間で…⾶⾏機から…⼤阪の夜景を⾒ていると…「秒速5センチメ
ートル」のような景⾊で…漆⿊の夜空の下…都市のあかりすべてはまるで星雲のよう…⾶⾏機から通天閣や…⼤阪城…はては学校まで⾒つけました…この景⾊はここにしかない
です…修学旅⾏の終わりが…深く印象付けられました…

王 戴蒙さんの⽇記



祝⽇、おめでとう︕

2008.11.01

明⽇はハロウィンなんだ．．．まずここで皆さんにおめでとうと⾔いたい．．．︕︕ 明⽇は週末なので．．．みんなはハロウィンを早く過ごした．．．今朝学校に着いた
ら．．．単調な⿊板を飾ってる⼈がいた．．．他の⼈は飴を配ってた．．．何も知らない私は⼿いっぱいの飴を持ってぶらぶらしてた．．．聞いてから分かった、ハロウィンを
祝ってるんだ．．． 昼．．．みんなはテーブルで⼤きなテーブルを組み合わせた．．．そして⾃分で持ってきた⾷べ物や飲み物をテーブルに置いた．．．話しながら．．．さ
まざまな美味しい⾷べ物を⾷べてた．．．楽しかった．．．Partyみたいだ．．．その時授業が始まる前に３分だけあった．．．皆さんはできるだけ速くすべてのお菓⼦と飴を
⾷べてしまった．．．短かったけど．．．とても楽しかった．．． 午後⼆番⽬の英語授業に４⼈の東南アジアの⽣徒が来た．．．その中の⼀⼈は中国語ができる．．．他の⼈
は英語ができる．．．この⼀時間、私たちはさまざまなゲームで遊んでた．．．時間の経つのが本当に速いものだ．．．⼆ヶ⽉ぶりに中国語を話した．．．簡単な話だけ
ど．．．なんか違うと思う．．．

王 戴蒙さんの⽇記



すごい．．．⽇本の私⽴⾼校

2008.11.11

爽やかな秋⾵が町を吹き抜けてしまった．．．冬に⼊ったけど．．．ここには秋の匂いが残ってる．．．家から駅へ歩く．．．⾃分は厚着すべきだと時々⾃分に愚痴をこぼ
す．．．でも、満員電⾞に乗った後、この考えが消えちゃった．．．とにかく．．．寒くなったけど．．．電⾞の中の気温が変わったことがない．．． 今週の⽉曜⽇、私は友
達と⼤阪環状線に乗って、福島の⾦蘭⾼校に⾏って、演劇の予選を⾒た．．．試合はともかくとして．．．まずこの学校のことを話したい．．．市内にあるこの私⽴⾼校
は．．．⾼いビルに囲まれて．．．街⾓から⼀⾒して教学楼が⾒える．．．でも．．．これは学校だと分かってないなら．．．この建物は学校と結びつくとは思わないでしょ
う．．．私はこの建物を⾒た瞬間、てっきり病院だと思った．．． 正⾨に「私⽴⾦蘭⾼等学校」と書いてないなら．．．あれは学校だとは信じられない．．．ふふ．．． 学校
に⼊って、普段通り、スリッパにきかえた．．．それから、中へ歩いた．．．学校の全体は現代⾵の感じを与えてくれた．．．あちこちは複合床板なんだ．．．灯光が暖かい⻩
⾊で．．．ぬくもりの感じ．．． 着いた時、まだ早いので．．．４階の教室で待ってた．．．教室のドアがともて⼤きい．．．⿊が主な⾊で．．．遠くから⾒ても、何の教室
なのかすぐ分かるようになる．．． 本格の試合が会議室で⾏われた．．．施設が完備で．．．楽屋に⼊ったら、まるでテレビ局にいるような気がする．．．ここは本当に学校
なの︖ 我が学校の出番は午後なんだ．．．でも、残念ながら、今度の試合には出られなかった．．．しょせん、私はここに来た時、試合の⼿配がすでに終わった．．．とにか
く無理に私を⼊れるわけにはいかない．．．うん．．．だから、観客になるしかない．．． 午前他の学校の演出を⾒た．．．道具の準備と制作上、本当に⼯夫した．．．試合
に出る各学校は．．．⾃分で制作し監督したの．．．しかし会議室で撮影禁⽌．．．残念ながら、皆さんと分かち合えないんだ．．． 私⽴学校の環境が素晴らしいとは⾔
え．．．学費などが相当⾼いよ．．．私⽴⾼校で．．．⼊学の時、１００万円（約６万元）を納付する．．．制服１０万円（６０００元）．．．毎年学費６０－７０万円ぐらい
（３６０００－４２０００元）．．．額がかなり多いね．．． 写真についての詳しいことを以下のＵＲＬを参考してください．．．
http://user.qzone.qq.com/350799043/blog/1226246673

王 戴蒙さんの⽇記



独特な景⾊。独特な気持ち

2008.11.28

この秋の気配が混じる初冬。。。晩秋最後の美しい景⾊を引き⽌めました。。。 ⼤阪ー京都間の電⾞に乗って。。 道の両側は平凡な家。。騒がしい運動場。。。 ガラスは外の
⾳を遮断しました。。 ⾞両内はいつもと同じ静かです。。 これは１１．２３朝ほんの少しだけの思い出です。。 私はHomestayのお⺟さん、あやかさんと⼀緒に京都の 嵐⼭
へもみじを⾒に⾏きました。。 ⻄⽇本の⼤阪と京都の間。。。 もみじが⼀番盛んな時。。。 ただもみじのことと⾔えば。。 北京⾹⼭ももみじの景⾊がいい所です。。。 毎年
秋になると、⾒に⾏きたいですが。。。 実際は思うだけでした。。。 以前と全然違う今年で。。 思うことは現実しました。。。 京都の嵐⼭は。。 独特な景⾊を⾒せまし
た。。 もみじを⾒ることは。。 ⾚⾊を⾒るためではなく。。 あるムード。。のんびりな気持ち。。和やかな配合を楽しむためです。。。 ⾊の差がそれぞれ違うもみじの組み
合わせは美しい絵になりました。。。 松。。⽵。。イチョウに引き⽴てられて。。 ⾼い。。低い。。濃い。。薄い。。⾊の変化。。 とても微妙です。。 太陽は時々雲に遮断
されました。。 隙間を通した光は。。。 葉っぱに照り映えました。。。 きらきら。。 余計なものがありません。。 独特な景⾊、独特な気持ちだけ。。 P.S.今⽇は⾬が降りま
した。。
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⼀週間も忙しかった

2008.12.15

⽉曜⽇... 先週からの中間テストはついに最後になった...緊張した神経がその⼀瞬に緩んだ...実は頭がもうごちゃごちゃになった...全部⼀時間のテストだった．．． 数学B...⼗
の⼤きい質問...選択がなかった...⽳埋めがなかった... 国語...ペーパーが5枚だった...全部は解答質問だった．．． 英語W...試験範囲の200語から15語をテストにした...40%は
⽇本語を英語に訳すもので、私にとっては全部外国語だった 古典...⽇本古⽂⼆篇...中国古⽂⼆篇...中国古⽂は中国語の順序を⽇本語の順序に変えた古⽂だ... 世界史...イスラム
教の古代史とヨーロッパの古代史...すべての名詞はカタカナだ... 政治経済...資本主義の変容...インフレ... 化学...有機化学...⽔酸基...ケトン基...アルデヒド基...アミノ基...カ
ルボキシル基...エーテル結合...脂...ニトロ基...などなど... 英語R...全部⻑⽂の読解だった... 数学2...⼤きい質問...微積分...⼆次三次の関数⾯積... ⽕曜⽇... ⽣徒が組に分けて
⼤阪の各「集中セミナー」に⾒物に⾏った... ⽔曜⽇... 「集中セミナー」の翌⽇だった...「⼤阪府⽴近つ⾶⿃博物館」に⾏った...午前中は⼭を登った...古代の墓⽳をたくさん⾒
物した...午後は博物館で普通公開しない貯蔵室を⾒物した...展⽰しにくい⽂物が置いてある...⼀億円に値する古代の鏡もよく⾒た...それは中国からのものだ...この博物館のた
めに、プレゼントとして送ってきたそうだ... ⽊曜⽇... ⼀刻も休んでいられなかった...東奔⻄⾛したばかりなのに、また授業が始まった... ⾦曜⽇... 今⽇から体育の授業はマラ
ソンになった...運動場に沿って25分間⾛った...今でも、すねは筋⾁が緊張状態だった...⻑距離競⾛は私の苦⼿のものだよ...次の授業から学校の近くにある⼤阪城の公園で⾛る
と聞いた...この公園を全部歩いたら⼀⽇もかかるそうだ... ⼟曜⽇... 午前は学校で授業した...昼ごろ友達と昼⾷を⾷べた...午後はESS部のメンバーと先⽣のお宅にクリスマスパ
ーティーをしに⾏った..クリスマスまで時間がまだあるんだけど...クリスマスの前はこの週末だけ時間があるから...⼆⼈のヨーロッパ留学⽣と外国⼈の先⽣⼀⼈と⼀緒に⾏っ
た．．．それは国際クリスマスパーティーとも⾔えるね...三⼈の⼀年⽣の⽣徒とIce cakeを作った...アイスクリームを⼀箱使い切った...⾯⽩いのは、アイスクリームにバターで
可愛いジョージ先⽣の絵を書いた...先⽣がそれを⾒たら、⼀⼈にパンチを⼀つくれた...夜6時ごろピアノのそばに座ってクリスマスの歌を歌った...そして作ったものを全部 ⾷べ
きった...別れる前にクリスマスプレゼントを交換した...チョコをもらった...それは豊作とも⾔えるね... ⽇曜⽇... 友達と「⼼斎橋」へビリヤードをしに⾏った... 三ヶ⽉ぶりだ
った...なんか懐かしい...でも値段はちょっと...まあ...楽しければいいじゃん...
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純粋で爽やかな美を楽しもう

2008.12.31

⼀晩バスに乗った．．．⽬が覚めた瞬間．．．周りが．．．真っ⽩だった．．． このような雪⾵景を⾒たのが、ずいぶん前のことなんだ．．．そのきれいな庭で．．．楽しい
時を過した．．．ああ．．．ちょっとすると昔を懐かしむんだ．．．⾃分は過去から脱げないんだ．．．ふふ．．．悲しいことをやめて．．．今度の旅は．．．戴蒙が楽しかっ
たよ．．． ⻑野県栂池⾼原に着いた時、⼤雪にあった．．．⾞から荷物を運んだばかりで、雪に覆われてしまった．．．道端には⼩さな建物があるんだ．．．屋根にも厚い雪
に覆われてた．．．軒先にも氷柱が下がってた．．．その時．．．雪の⾳．．．⾜が雪を踏んだ⾳．．．雑⾳を覆った．．．⽿に⼊った．．． 空が灰⾊だった．．．朝のせい
かもしれない．．．仰いで⾒たら．．．雪が世界から降ってくるみたいだ．．．源が⾒つからない．．．空も低いし．．．⼿で届けるようだ．．．雪が⼿のひらに落ちた．．．
溶けた．．．残ったのがただ跡なんだった．．． この道には坂ばかりだ．．．積雪を踏んで⾏って．．．振り返ると．．．後ろには⾜跡が残ってた．．．きちんとしてなかっ
たけど．．．乱れでもなかった．．．はっきりしてた．．． 幸い、10時頃スキー場に⼊った時．．．太陽が雲の中から笑顔をくれた．．．雪がだんだん⼩さくなった．．．雪
の原に消えていった．．．ここは雪の後の初めての晴れを迎えた．．．スキーするには、いい天気がめでたいんだ．．．⼩さな雪に降られて．．．ケーブルカーで⼀番⾼いとこ
ろに⾏った．．．道が⻑い．．．20分で頂上に着いた．．．途中．．．麓の家が⼭に遮られて．．．また⾒えた時．．．⼩さな点になった．．． 麓から⼀千メートルあまりの
ところに⽴ったら．．．怖くない．．．麓から頂上へ眺めると．．．何回も思ってた．．．まさか⾃分はそんなところに⽴つなんて．．．しかし．．．実際にはここに⽴つだけ
ではなく．．．ここから真直ぐ前に進むんだ．．．遠い⽬標に向って進むなんだ．．．たぶん．．．終点が⾒えない時もあるけど．．．未知な⽬標に向って努⼒してると知って
るんだ．．．冒険者になる感じが好き．．．結果はそんなに重要ではない．．．⼤切なのは．．．その中から体験できることなんだ．．． 深呼吸して．．．出発するん
だ．．．スキー板の下の雪がまだ柔らかかった．．．滑っていったら、⾳がした．．．ちょっと調整して．．．坂の傾度に従って．．．スピードがだんだん速くなってき
た．．．S形の軌道．．．⾃分で書いた．．．振り返る余裕がなかった．．．ただ⼀筋に前に進むんだ．．．⾵は妨げではない．．．頭を上げて．．．はっきりした道に⾯し
て．．．選択なんてする暇がない．．．勇気と楽しむ⼼境が必要なんだ．．． 気が張る必要がない．．．楽な気持ちで．．．⾃分に笑顔．．．世界は⾃分の⾜元にあるって⾃
分に教えるんだ．．． やかましい世界から離れて．．．このまっしろの世界で、静けさを⾒つけた．．．胸のどきどきした⾳を聞き．．．⾎の流れを感じて．．．⾃分をコン
トロールしてるんだ．．．純粋で爽やかな美を楽しんでる．．．
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新年です...

2009.01.31

春節おめでとうございます︕ 祝福が遅くなりました...しかしやはりみんな楽しく新年を過すことを望みます... マラソン⼤会までまだ6⽇あります...⾃分が最後まで⾛ることが
できるかどうかが知りません...6km...うん...私にとってのアンダーラインは全⾏程を⾛り終わるかも知れないでしょう... 15⽇後の中間研修は...意外にも神⼾に⾏くのです...正
⽉にちょうど神⼾から帰って来たのです...Hostのおばあさんは神⼾に住んでいます...正⽉にはおばあさんのところに何⽇か住みに⾏きます...⾮常に神⼾が好きです...感じが良
いです...少なくとも広々としている道路がたくさんあります...... 来週の⽇曜⽇にまた試験があります...今考えてみるとうちの学校が少し試験の機械のようですふふ... 少し私の
⾃転⾞を懐かしむようになりました...⽇本に来て⻑い間...⾃転⾞に乗ったことがめったにありません...帰った後に乗ることができなくなると思います...ハッハ... この2⽇間⼤
阪は⾬がたくさん降っていました...雪が降る温度に達しません...⾬景を観賞するほかありません...聞くところによると今年の北京は往年よりもっと寒いです...⼤阪は往年より
すこし暖かいです..私はラッキだと⾔えますか...ハッハ... 09には何か発⽣しますか...あこがれます...
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あっという間に消えてしまう再会と離別＋感謝

2009.02.19

また⼤阪に戻った…まるで夢を⾒るみたいだった…四⽇の夢を続けてた… 三度⽬神⼾に来たんだ…でも、今度は特別なんだ…久しぶりに会った喜び…まだ残ってた… 「今天的
离别是为了明天的重逢」…でも私たちにとっては…「明⽇」再会する私たちは誰よりも悲しいかも…しかし、再会の時刻は望んでる時なんだ…これは所謂「捨・得」というもの
なのかな… 今は思い出すと、ちょっとクレージーだと思う…この四⽇間、ただの15時間寝た…ふふ…この短い時間を放したくないから…平凡に過したくないから…思い残すこ
とがないように… P.S.ホテルに着いたばかりの時、皆さんからのプレゼントをもらった…とても嬉しかった…ここで、お礼を⾔いたい… また、楊萌軒のホームステイ先のお⺟
さんに感謝する…カードには短い挨拶が書いてあるけど、暖かい感じ…ありがとう︕
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春休みの⽇記（⼀）

2009.03.09

⼤⾬の後は⼩⾬だ．．．その後、⼤阪は晴れた⽇が迎えてきた．．．⼤阪環線に乗っていて．．．今⽇の⽬的地は「天王寺」．．． 初めてこの名前を聞いた時．．．「四天宝
寺⾼校」というテニスキング全国⼤会の学校を思い出した．．．しかし、次の⼀秒．．．地図で「四天王寺⾼校」を⾒つけた．．．汗だ．．．（以⼼伝⼼）．．．今度、機会が
あれば、⾏ってみようかなと思って．．．ふふ．．． でも天王寺は．．．寺ではなく．．．⼤阪の有名な「通天閣」がここにある．．．そして⼦供の⼤好きな「動物園」もあ
る．．．ふふ... 実はこれで⼆回⽬通天閣に来た．．．この前来た時、曇りに⼩⾬．．．観光の気持ちがなくなった．．．今⽇写真をアップロードしに来た〜〜通天閣といえ
ば．．．昔は⼤阪の最⾼建物なんだった．．．はっきり⾔うと塔である．．．でも、今は⾼層ビルの中で昔の⾵貌がなくなった．．．しかし、観光しに来た観客が跡を絶たな
い．．．塔に⼊る⼊り⼝の前はいつも⻑い列．．．⼊り⼝のそばには「たこ焼き」の店がある．．．⾏列を並びながら、熱いたこ焼きを⾷べるのもいい楽しみだと⾔える
ね．．． 動物園といえば．．．私のような年の⼈は外で⾨前の⾵景を眺めるだけでいい〜〜通天閣と動物園の近くの商店街にも⾏った．．．ほしいものを⾒つけなかっ
た．．．でも、⾯⽩い店のドアを撮ったの．．． （詳しくは写真を⾒てね） 駅へ帰る途中、Animateの店を⾒つけた．．．⼊ると、家の近くの京橋店よりずっと広いと気づい
た．．．中にはたくさんのcos服装を売ってる︕でも、その価格はちょっとね〜〜〜 もっと詳しいことはQブログと校内ブログを⾒てね〜〜
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感動と感謝

2009.03.12

そんなに多くの⼈が今⽇を覚える、私を覚えることに感謝する... 中国の家族から受け取った祝福... ここの寄宿家庭から受け取った祝福... 中国の友達から受け取った祝福... こ
この友達から受け取った祝福... 中国の先⽣から受け取った祝福... ここの先⽣から受け取った祝福... 私は永遠に⼼で覚える... 今⽇...あなた達がいる...私がいる... 私達の⼼は共
にある...
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桜を探す

2009.03.22

20⽇、学校に⾏ってみたら、学校の桜が咲いたこと気が付いた… 桜はすぐ散るけど、静かに咲いている… そのときの⼤阪城公園もきっと春らしさが満ち溢れているでしょう…
実はあまり桜を⾒たことがない…北京の桜もちょっと有名だけど、⾒に⾏こうとは思わなかった… 北京に住んでいたのに、北京のことはあまり知らない…⼤阪より知っている
ことがすくないようだ...恥ずかしいなあ〜 今⽇から始めよう…咲いている桜を探して、笑顔を探しに⾏こう...

王 戴蒙さんの⽇記



闘志の魂

2009.03.29

ところでホストファミリーの妹さんは菅原ドッジボールチームのメンバーだ...今年のドッジボール⼤会予選で組四位の成績で全国⼤会に昇級できた...この⾔い知らせをおかげ
で、⼀週間の晩ご飯はものずごくのご馳⾛だった...ふふ、ちょうど私の誕⽣⽇もそのときだし...お⽗さんとお⺟さんの結婚記念⽇もその間だから...3⽉中旬の⼆週間はほんとう
にいい⽣活を暮らした...ふふ... 今⽇早く起きた...家族全員で天保⼭の近くにある体育館へ妹さんの応援に⾏った...神⼾に住んでいるおばあちゃんまで応援に⾏ってくれた... で
も、さすが全国⼤会だった...各チームのレベルは⼀段上だ...午前の三回の試合のあと、妹さんがいるチームは⼀回勝った、⼆回負けたで準決勝に昇級できなかった... 昼、簡単
におばあちゃんの⼿作りのおすしを⾷べた...準決勝が始まった...体育館にボールの衝突の⾳、応援チームの叫び声、裁判員の笛の⾳が響いていた...もし、午前の試合はただウォ
ーミングアップしただけといえば、午後の試合は本当の戦闘だと⾔える... ⼀回の試合はほんの5分間しかないが...今⽇、たくさんの奇跡があった...ずっと不利の状態でいた⽣⽬
チームは最後の２０秒で逆転して勝った...杉チームと引き分けるになる桜チームは最後の⼀秒に落ち着いて、相⼿に勝った...準決勝から決勝戦まで、圧勝できるチームがいな
い...みんなは追いつ追われつなんだ...絶対敗北を認めずの⾃信と⼒だ...あと20秒であっても、最後の1秒であっても、けっして諦めない気持ちに感動された...落ち着いて、沈
着、抜群の球技などの⾔葉はまだ⼩学⽣の彼らにふさわしくないが...今⽇の試合を通して、彼らの⼼の底に潜んでいる闘志の魂が⾒えた...幼い⼼が燃えた... たぶん、彼らより
年上の私たちには何かすべきかもしれない...
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私たちのミュージカル

2009.04.07

⼀ヶ⽉以上稽古してきたミュージカルが、明⽇いよいよ上演されるんだ︕ この30分⾜らずの⼩さなミュージカルのために、私達はたくさん努⼒をしてきたんだよ。とあっこが
脚本を書いて、その中に私たちが3曲歌を挿⼊して、ひとみが作曲して、かまっちが作詞して、皆でダンスを考えて。なんとか⼀ヶ⽉で全ての稽古を終えたんだ。この春休み
は、ほとんど毎⽇午前中を稽古にあてて、ここ数⽇は丸⼀⽇稽古、家についたら即布団にバタンだったな〜〜ふふ… 会場の設置もなかなか⼤変。学校の合併教室を借りて舞台
にしたんだけど、外から光が⼊らないようにしなくちゃいけなかったの。そこでそこで、私達はたっくさんの⿊いビニール袋を持ってきて、テープでくっつけて巨⼤な「カーテ
ン」を作ったんだ。ビニールのカーテンを本物のカーテンと組み合わせてから、教室の明かりを消せば、お昼の部屋だって真っ暗になるんだよ。次は照明。プロの舞台じゃない
から、スポットライトはないの。でもビニールの紐を縛ってランプブラケットを作って、その上に電球と電線を巻きつければ、超簡易なスポットライトの出来上がり。その他の
たくさんの⼩道具や研究⽤の機械、本棚、役者の⾐装、看板、全部私達が少しずつ少しずつ作っていったんだ。皆の裁縫の腕前は本当にすごい。学校で家庭科の授業があるだけ
あるよね。 今⽇は友達を連れてきて私達のリハーサルを⾒てもらった。なかなか良いみたい。明⽇はどうなるかな︖
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明後⽇は春のピクニック︕

2009.04.29

明後⽇は私の学校の誕⽣⽇...たぶん67歳になったのかな...それをお祝いするため、全校休講で⼀⽇遊びに⾏ってきます〜 みんなそれぞれ⾏くところが違って、⾏き先は各クラ
スで決めるんだけど...うちのクラスは明後⽇⼤阪南部にある海辺でバーベキューをすることになりました〜〜 学校の⽅から⼀⼈3000円ずつのお年⽟をもらったんだよ〜でも⾞
を借りなきゃいけないから...⼿元に残った880円でバーベキューの材料を買います〜 当⽇バーベキュー以外にもたくさん遊ぶことがあるんだって...スイカ割りとか...ビーチバ
レーとか...楽しみだな〜〜〜〜
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久しぶりの港と砂浜

2009.05.01

今⽇3クラスの39⼈の⼦供達はトイレつきのバスに乗って⼤阪の南、泉南⾥海公園に向って出発した...みんなは重点的に珍しいバスのトイレを強調するため..くみやんは“⾝を挺
して進み出て”...“⼈⽣経験を多く積むために...このトイレは必ず⼀度は⾏かなくては︕” バスでは多くのゲームで遊びました...眼鏡あて...bingo...イントルクイス...2時間の道の
りはかなり短い感じがしました...途中Jasco私達の班7⼈で5千7百円あまり使ってBBQの材料を買いましたが...予算オーバー...... バーベキューコンロ...炭などはみなクラス担
任の先⽣が⽤意してくれました~さらに同⾏の国語の先⽣もお菓⼦を⼀⼭景品⽤に買ってくださいました。...ありがとうございます︕︕︕ 天気予報では今⽇は23度...しかし昼
間は23度よりずっと暑く感じて...その上太陽はぎらぎら...私達は点⽕だけでも多くの時間がかかり...⼦供達はみな顔中汗だらけ~~でもバーベキューの誘惑は強く...11時半か
ら1時までてんてこ舞い...⾁を焼き終えたらトウモロコシをあぶり、トウモロコシを終えたらハクサイをあぶり...ハクサイをあぶり終えたら...私達はご飯を焼き始めます...ご飯
も焼き終えたら...マシュマロの登場︕綿のあめが溶けそうな時2つのビスケットの間にはさんで...それからチョコレートも⼊れると...チョコレート・マシュマロサンドビスケッ
トがひとつ出来上がり︕それからなんとマシュマロの串焼きまで出てきました...... 後⽚付け終わって私達は砂浜に駆けつけ...ビーチバレー...ビーチフラッグ...⾜がつるほど遊
びました~~ やはり砂浜の上...⾜の負担はかなり⼤きいです...ふだん平地の上で簡単にボールを受けられるのに...砂浜の上でそうたやすくはありません..⼦供達は“優美な”舞い
姿~~を⾒せていました 今度はビーチフラッグですが...みんなはまずにもとの場所で必ず⽬をつむって10回転しなければなりません...それから全速⼒で50mより先まで⾛って
砂⼭にさしてある⼆つの旗を奪い会います。...とても簡単に聞こえますが...本当に10回も回り終わった後は⽅向感覚がまったくありませんでした......予選ときの感覚はあまり
めまいはなく順調に旗を取れたのですが...しかし決勝戦...回り終わった後転ぶ以外なにもできませんでした... 最も笑いを取ったのはきっとこうしゅうとしかたでした...こうし
ゅうが⾛って⾏く時...続けて何度も転び...その上這って⾛っていきました...⼀歩⾛っては⼀度転んで...ちっとも旗の⽅向に向いて⾛ってはいなくて...しかたは10周回転しきれ
ず⽬が回って限界だったようです...みんなひっきりなしに爆笑しました... 帰路の時に座ってバスの上でやっと時間の流れる速さを感じました...この⽇は...今までのどの⽇より
も速く過ぎました...家に帰るとみんなはきっと勉強をはじめるんだろうなあ...5⽉8⽇は実⼒テスト...がんばれ︕
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休校︕

2009.05.18

⼤阪府の全中⾼校は今⽇から休校になりました︕ ２００３年のサーズを思い出すなあ... みんな体には気をつけてね~~~
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続くづづく.....ゆるやかな毎⽇

2009.08.05

みなさん、お元気ですか︖ ここのところずっと家でウダウダとすごしています〜フウ... 先週の⼟曜⽇にようやく隔離解除になりました...その1週間は、毎⽇地区の衛⽣担当者
が体温の確認の電話をしてきました...北京だけこうなのか、中国全部がこうなのかな︖ なんにもない⽇々はまだ続く...
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久しぶり、こんにちは

2010.01.17

みなさまお久しぶりです︕ 最近本当に忙しくて、やっと4教科試験が終わったと思ったら、またすぐ期末試験。 もう北京は寒くってたいへん。服を重ね着しても⻭がガチガチ
鳴っちゃう（笑）。ちょっと前に⼤雪がふって、⼀⽇臨時休校になったんだ。 さっき丸⼭先⽣の⼿紙を読ませていただきました。お会いできるのを、すごく楽しみにしていま
す︕︕
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久しぶりの再会

2010.05.29

「全国⽇本語スピーチコンテスト」、無事に終わったわ。優秀賞もらったけど、なんか満⾜できないなぁ。スピーチがよかったけど、インタビューはちょっとねぇ...悔しい〜〜
また今度チャンスがあれば、1位を⽬指してがんばるわ︕ でも今⽇久しぶりに楊君に会えてめっちゃうれしかった︕会うのは⼀年ぶりだね。元気そうでよかった︕また今度⼀緒
に遊びに⾏こうぜ〜 みんな元気にしているのかなぁ︖
これは⽇本語で投稿されたものです
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