
今異郷にいる

2008.09.03

⽇本に到着した… まだ夢みたい．．．またナンセンスになっちゃった．．． 昨⽇、⾶⾏機に乗った原因で、死ぬぐらい頭が痛い．．． でも、今⽇はよくなった．．． 東京の
景⾊がほんとに美しいわ．．．特に昨⽇海辺で⾷事をしたこと。夜景の中のレインボーブリッジと砂浜がともてきれいだわ．．． ⼀年間の留学⽣活がもうすぐ始まるわ。将来
はどうなるかまだ分からないけど、とにかく今の⾃分が正しいと思う．．．

李 越さんの⽇記



もう習慣となリました

2008.09.04

この２、３にちずっと中⼼にすんでいます。 料理はだいたいたべられます。 でも今まで、まだ頭が痛いです... ⼤変ね... 昨⽇、街歩きしました。 １００円shopで買い物しまし
た。。。 また私ね。。。 買い物がだいすきです。。。
これは⽇本語で投稿されたものです

李 越さんの⽇記



遅れてきた幸せ

2008.09.08

きのう、つまり９⽉７⽇、ホストファミリーのお⺟さんの実演があったので。。。お⺟さんは⺠謡アーチストなんです。。。。  だから、私はお⺟さんのお友達の⼭崎家へ⾏
きました。⼭崎さんは私を⽇本の⼈気アニメ映画『崖の上のポニョ』を⾒に連れていってくれました。  かなりおもしろかった。。。かなりかわいかった。。。。 ⽇本のラー
メンも⾷べました、とてもおいしいです。。。⽇本に来てから、いちばん中国の味に近い⾷べ物でした。。チャンスがあったらみんな試してみてね。。。あと⽇本の餃⼦は、よ
く焼いてあるんだよ。。。かなりのレベル。。  今⽇は学校に⾏きました。。。まず制服をたくさん受け取りました。。。制服はかわいいのに、哀れなのは情けない私のスタ
イル。。。  クラスの⼈はみんなとてもいい⼈で、友好的で、明るかった。。。男⼦が多かったけど、中学以降、クラスにこんなに男⼦がたくさんいるのを⾒たのははじめ
て。。。。。ちょっと慣れない。。。うー。。。  今⽇は、英語の⼩テストもありました。。。 ⾯⽬なかった。。。何年も英語は避けてきたから。。。覚えたものはぜんぶ先
⽣に返して忘れちゃって。。。ぜんぜん残ってない。。発⾳記号も。。。はあ。。 留学⽣活が正式に始まりました。みんながんばらないとね。。。 クラスの友達は、みんな授
業のときに、話したり、笑ったりしたほうがいいけど。。。

李 越さんの⽇記



⽇本の電⾞

2008.09.09

きょう、初めて⾃分で家に帰りました。。。 ⽇本の電⾞⼤変ね。。。 私はまず学校のバスで駅に⾏って、それから東武練⾺駅から朝霞駅まで電⾞に乗ります。最後バスで家に
帰ります。。。 難しいね。。。 そして、⼈が⼤勢います。。。 路を迷わないで、ぜひ頑張ります。。
これは⽇本語で投稿されたものです

李 越さんの⽇記



どうして私だけが。。。

2008.09.10

毎⽇⽇記を更新しているのがわたしだけみたいなのはなんでだろう。。。 みんな忙しいのかな︖ いつも何時に家に帰る︖何時に晩御飯︖。。。 みんな頑張って書こうよ。。

李 越さんの⽇記



美術部

2008.09.12

私は美術部に⼊りました。。。 今油絵を習っていますが、⽂化祭のために、この２週間はその準備もしなければなりません。これも本当に楽しいです。。。 毎週⽊曜⽇は、三
年⽣と⼀緒に２時限の授業を受けます。みんなは中国語、私は英語。。。おまけにカナダから来た留学⽣と英語で直接話すなんて。。まったく。。。今ごろ気づきました、やっ
ぱり⽇本語が好きだなって。。。でも英語の成績は急上昇。。以前は20点満点で1,2点しか取れなかったのに、今では半分くらいは正解できそう。。うれしい。。 それにもう
⼀つ、先⽣に嬉しいお知らせがあります。電⾞の経路や乗り⽅が⼤体分かるようになりました。。昨⽇はスクールバスがなかったので、⾃分でバスに乗って近くの駅まで⾏き、
電⾞で家に帰りました。。⽇本に⼀⼈で⾃由に⾏ったり来たりできる⽇もそう遠くないと思います。。 みんな、どうしてるかなぁ。。。同級⽣は今度の修学旅⾏で北京に⾏き
ます。私に⾏くの︖って聞くから。。そこから来たばかりだから、しばらく帰るつもりはありませんと答えました。。。みんなと⼀緒に関⻄国際センターに⾏きます。。それが
私の修学旅⾏。。。 みんな、頑張ろうね。。

李 越さんの⽇記



中秋節おめでとう。。

2008.09.14

今異郷にいる私達が やっと「每逢佳节倍思亲」。。。 と「⽉是故乡圆」。。。の⼆つの⽂の意味が分かってきた。。 でも今⽇もとても楽しかった。。 今⽇ホストファミリー
のお⺟さんと⼀緒に遊びに⾏ってきたからだ。。 フフフ。。。 まず上野に⾏った。。もののとても安いところだそうだ。。。 でも確かに安い。。 それから浅草。。雷
⾨。。。有名なお寺。。に⾏った ⽇曜⽇のためかすごく込んでいた。。。 けど本当に良かった。。安いおみやげ。。しかもめちゃかわいい。。。 そして抹茶のアイスもあ
る。。外国⼈の観光客も多かった。。 その中中国⼈にもたくさん会った。。 あと。。東京タワー。。に⾏った メチャ込んでいた。。 ⾼いところに⽴って景⾊を⾒るのが本当
に気持ちいい。。 今⽇少し霧があったけど。。 霧がなければ、富⼠⼭やディズニーリゾートが⾒えるそうだ。。 たくさん写真をとった。。けど今カメラがバッテリ切れ。。充
電中。。 明⽇また写真をアップしよう。。 お⺟さんが明⽇１つの有名なお寺に⾏くって。。 今⽇東京タワーの後に⾏った「増⼤寺」の正殿が修繕中だから。。 写真を撮るこ
とができなかった。。 でもそれがとても⼈気のあるお寺で。。 そこで亡くなった⼈の法事を⾏う有名⼈が多いそうだ。。 えっと。。これから機会があれば、近くのすべての観
光スポットを⾒に⾏きたい。。特に私の好きな古いお寺。 今⽇はとても楽しかった。。加藤お⺟さんありがとう。。

李 越さんの⽇記



悪いね

2008.09.15

昨⽇書いたのが発表してなかったと勘違いしちゃって。。 だから今⽇また昨⽇の書いたのを重複しちゃった。。 皆さん申し訳ありません。。

李 越さんの⽇記



きれいな着物

2008.09.20

今⽇はお休みなので、加藤お⺟さんが私に着物を着させ写真をとってくれるって。。 そして私が「鮮やかで美しい」紫⾊の着物を選んだ。。 私はあんまりきれいではないが、
着物は本当にきれいだよ。。

李 越さんの⽇記



⼤変だったよ。。 

2008.09.21

 今朝まだ熟睡の中。。 しばらく続いてた激しい揺れに。。私が週末のいい夢から覚めた。。 寝ぼけた⽬に⼊ったのは揺れているランプや棚だった。。⾃分のベッドもバンパ
ーカーのように揺れていた。。。やっと地震だと気付いた。。でも今⽇が週末だからゆっくり寝ようと思うと。。逃げようともしなかった。。地震がどうでもいいから。。そし
て揺れる中でまた寝てしまった。。揺りかごのつもりで。。 これだけでなかった。。夜本屋に⾏く時、まだ⼩⾬がしとしとと。。降ったり⽌んだりしたが。。出たらどしゃ降
りになっちゃってさ、激しくて。。それに強い⾵。。傘をさしてもささなくてもさほど変わらなかった。。猛ダッシュでバスに乗って帰ってきて、1時間ぐれいたったら。。ち
っとも⾬⾳がしない。。頭にきた。。

李 越さんの⽇記



⽂化祭の準備

2008.09.25

今⽇の午後から正式に⽂化祭の準備段階に⼊った。。。 みんなは忙しかった。。テーブルを運んだり、教室を飾ったり。。 また部活の出番もあるし。。 私は結構の時間をかか
ってやっとこの絵ができたよ。。 とても満⾜でもないけど。。 やはり⾃分の成果だ。。。 ⽂化祭を楽しみにしてる。。あさって。。。 写真は午後準備のときに撮ったも
の。。 あの猫⽿は⽂化祭のときに誰かの男の⼦の頭に被せられるそうなの。。。 ⾯⽩い。。。楽しみだ。。

李 越さんの⽇記



⽂化祭

2008.09.29

実は私はもうすでに⽂化祭のことを書いた⽇記を公開しています。。 でもついてないことに。。楊萌軒と同じく私の⽇記は消えてしまいました。。 まあいいや、だったらもう
⼀度書きます。。。 ⽂化祭は本当ににぎやかでした。。盛り上がりました。。 私たちの学校にとどまらず、⼤東⽂化⼤学と、付近の中学、⾼校、⼩学⽣。。それに同級⽣の家
族、友達みんな来ました。。にぎやかだった。。 １年⽣と２年⽣のテーマはゲームで、３年⽣は⾷べ物でした。。。 事前の準備でみんなの⽂化祭への思いと期待を感じまし
た。。 本当に⽂化祭がきたとき、みんなはありったけの⼒を振り絞って⾃分のクラスの宣伝をしました。。呼び込みをしたり、奇奇怪怪なものを造ったり、いろんなやり⽅
で。。それにみんなは⾃分の作業時間をきっちり守ります。。私たちは休みのときにクラス内の広告看板を掛けました。。どこへ⾏っても「２年１０組に来てください、がっか
りさせません」という⾔葉は忘れないだろうな。。 みんな⾃分の持ち場所で全⼒を尽くしました。。。 もちろん私もその⼀⼈。。お仕事のときは、休むことなくお客さんにゲ
ームのルールを説明しなくちゃいけなかったから。そういうわけで午前も午後もずっと⽴ちっぱなしでした。。 ダイエットになったよ。。 これは私が参加した初めての⽂化祭
で、本当に感動しました。。良かったよ。。 こんな経験は⼀⽣忘れられないでしょう。。。 写真は順次 ⽂化祭⼤会。。みんな体育館で団体のプログラムをみます。。 私たち
のクラスの男の⼦の招待係り。 私たちが⾷べるのを待っています。。

李 越さんの⽇記



先⽣の調査にお答えします

2008.10.01

⽇記が消えた時間はもう忘れてしまいました。。。 たぶん28⽇に書きました。。字数はたぶん200から300くらいだと思います。。

李 越さんの⽇記



ディズニー⼤好き

2008.10.01

そう。。今⽇は国慶節。。みんな祝⽇おめでとう。。  昨⽇私たちの祖国の誕⽣⽇を祝うために、祖国の花である私はディズニーに遊びに⾏きました。。冗談です。。という
のは私は4⽇に新しい宿舎に変わるので、加藤お⺟さんが私に最後のプレゼントをしなくては、と⾔ってずっと⾏きたかったディズニーランドに連れて⾏ってくれたのです。。  
今年は東京ディズニーランド25周年、だから雰囲気もとてもよかった。。本当に素敵な夢みたい。。お城、クリスタル、ミッキー。。感激して気が狂いそうでした。。まず電
⾞で意外なことにクラスの男の⼦に会いました、どうも今⽇デートみたい。。それに普段制服を着ているからわからなかった、昨⽇はクールな格好でサングラスもして、彼だと
なかなか確信が持てなかった。。でも、なんというか縁があるんだなあ。。  ディズニーの旅の始まりはディズニー電⾞です。。超可愛い。。ミッキーの顔がドアやつり⾰に
付いています。。夢みたい。。そのあとディズニーのエントランスを⼊るとお城です。。すごくリアルで、年代を感じさせるためにわざと汚れをつけています。。とてもラッキ
ーなことに、⼊ってすぐ⼀⽇三回しかないパレードに遭遇しました。。ディズニーのいろんなキャラクターが⼭⾞の上でみんなに⼿を振っていました。。  そのあと遊び始め
ました。⽩雪姫と魔法使い、ロマンチックな回転⽊⾺、ほとんど垂直に流れを落ちていくすごいスピードのジェットコースター、アメリカ⻄部の汽⾞、アマゾンのジャングルク
ルーズ、ミニーのお部屋。。たくさんたくさん。。お昼ごはんのレストランはとりわけ素敵でおとぎ話の中にいるみたいだった。。  こんな感じで夜まで遊びました。。夜の
ディズニーランドはさらにきれい。。きらきら光る明かり、輝く星、遊覧バスに乗って、ずっと⼿を振っている⼈がいて、⼦供の笑い声、⼤⼈の笑い声、それにたくさんのディ
ズニーの服を着た⼈たち、本当に幸せで満ち⾜りた気持ちになる、少なくとも私は。私は今になってやっと張愛玲が⾔った「⻄洋のお⼈形がない幼少期は完全ではなく、おとぎ
話のない⼦供は孤独だ」という⾔葉の意味がわかった。ここでは、ここディズニーでは、ここのすべてが私たちを童⼼に返らせてくれて、すでにお⽗さんお⺟さんになっていて
も、ディズニーに⾏けば、⼦供と同じように少年になれる、だからこんなにたくさんの⼤⼈がディズニーを好きなんだね。。  加藤お⺟さんありがとう、普段は⾳楽に熱⼼
で、公共事業に忙しい彼⼥はいつも私に「ごめんね、いつも⼀⼈にさせて」と⾔っていた、でもこんなに忙しいのに私にいつもおいしいお弁当を作って持たせてくれて、いろん
なおやつを⽤意してくれて、浅草、上野、東京タワーからディズニーランドまでたくさんのことをしてくれて、もうすぐほかの宿舎に変わるなんて、本当に加藤お⺟さんと別れ
たくないです。こんなに明るくて⼦供好きなお⺟さん。。  私がディズニーが⼤好きなのは、ディズニーには夢のお城があるからだけではなく、ここに素敵な思い出があるか
らです。。

李 越さんの⽇記



ごめんね

2008.10.07

  今週、新しいホームステイに⼊りました。   でも、今のホームステイのいえにはコンピューターがありませんから、最近⽇記をかけません。    ごめんなさい
これは⽇本語で投稿されたものです

李 越さんの⽇記



スーパーマン帰ってきたよ。

2008.10.12

皆さん、お久しぶり︕私、帰ってきたんだ。⻑い間私の便りがないから、私に会いたいだろうなあ。⼀週間も連絡ないから、⽕星へ⾏ったかと思っていたかな?  実は新しいホ
ームスティでネットがなかった。それに学校でもネットをする時間もないんだね。放課後の時間は殆ど美術部で過ごしたの。だから、昨⽇まで中村パパがネットを繋げてくれて
からネットができるようになって、⼼連⼼でみんなと交流できたのよ。。。  今の⽣活はとても快適だよ。。もう正しい軌道に乗ってきたんだ。。李越はまたほかの国⼟で活
躍してきたのよ。。。最近、私の気持ちがよくなったようで、いつも笑っていると皆が⾔われてる。。実は、皆もそうだよ。。⽣活が素晴らしくて幸せだと感じるから、幸せな
ら⼼から笑えるから。。。今本当に幸せだよ。。好きな季節で、⾵に吹かれて、恵まれる⾃然を楽しんでる。。学校では、⽇本語が少し進歩してきたから、皆とよくコミュニケ
ーションできるようになった。。。若者はいいねえ、若いことこそ資本だよね︕今度の留学を通して、たくさんの新しい友達を作って、あなたたち、彼たち、最後皆「私たち」
になったのね︕神様はそんなにたくさんな驚きをくれた。。神様に感謝します︕  今⽇は新パパと⼀緒に環境を⾒に⾏った。。連休だから、この辺のたくさんの学校でも活動
があった。。野球、サッカー試合とか、殆ど⼩学⽣だが、幼稚園の運動会もあった。。超可愛い⼦供たち。。⾷べたいぐらい可愛いよ。。太っている頬っぺた、肌⽩いおてて、
超可愛い声。。。ああ、家に抱いて帰りたいなあ。。それから、いろんなところへ⾏った。⼀番重要なのは、あるロマンチックな所へ⾏ったのよ。。⽇本のドラマを⾒た⼈がき
っとドラマの男⼥主⼈公が⾼くて広い川辺に沿って、⾃転⾞に乗っているシーンを覚えてるだろうね。川堰の下、⾒渡す限りの芝⽣と静かに流れている川⽔があって、後ろは透
き通った⻘空、⼿が届けるような浮雲、⽇差しはそばを射してきて、⼀束の光、⼆⼈の影、笑顔、平淡、調和、⼀切はその場⾯にある。。⾔わなくてもわかるよね。。今⽇は⾏
った所はそういうところだった。。。美しくて幸せだった。  柔らかい⾵が私の頬に吹かれて、⼿を伸ばして触りたいけど、⾵ちゃんは笑って、そっとよけてしまった。急い
でも⼿を振ってくれた。どこから来たのが分からないし、どこへ⾏くかも分からない。ただ⾏くところだったら、そこの誰でも彼⼥のことを覚えるだろう。。激しくて、狂って
いる⾵が⼈に恐れさせるが、優しい艶かしい⾵が⼈に⾟いことを忘れさせる。。広い視野は⼼を安らぎにする。。たやすく⻘空を⾒える。。⾜元は草だ、花だ。。株で計算じゃ
なくて、⼀⾯だから、⼭中は葦だ、野ランだ。⼀切⼀切は⾃然なものだ。。あなたも、私も、みんな⾃然な物になる。。こんな季節、こんな静さ、こんなに美しい、ただ⽬で⾒
ればずっとたりないよ。⼼を⼿に置いて、⾃由な空気を満たして、幸せの味を周りに回らせてね。。⾔葉はここで乏しくなって、⼀⾔でも気持ちを表せないんだ。  この世界
に⽣きていて、⾃分が苦しい対象にせよ、あるいは神様の幸運な寵児にせよ、幸せだと思うべきだ。満⾜するべきだ。。“⼭⽆棱，天地合，才敢与君绝”、流れてきた川さえあれ
ば、この世界を諦めてはいけない。  最後、北島康介の話で今⽇の旅を終わらせよう。「チョー気持ちいい、なにもいえねぇ︕」

李 越さんの⽇記



痛みと楽しみ︕

2008.10.13

今⽇⽗と⺟と遊びに⾏った。。本当にいろいろなところへに⾏ったのよ。。 スニーカーを履かなかったため、⾜はね。。⾔えないほど痛いよ。。。 しかし 本当にいろいろなと
ころに⾏った。。。 まず上野。。これは⼆度めよ。。 それから秋葉原です。。後は銀座へ⾏った!!! 本当にびっくりしたよ。。 伊東屋の⽂房具。。特に絵葉書だ。。 全部買い
たかったけどなあ。。でも、思い切って、1枚も買わなかったんだ。。 作った絵葉書がきれいすぎる。。図案がかわいすぎるから。。買ってきても、何に使ったらいいか分から
ない。。 それに、9階の⽂具屋に⾏ったのははじめでだ。。 にぎやかだなあ。。だけど 超⾼いなあ。。 ここは世界の有名なブランドを集めている。。 有名な物価をも造っ
た。。。 でも買わずにただ⾒るだけでもうれしかった。。 それから東宝映画と朝⽇新聞、sonyのビルに⾏った。。 また天皇が住んでいる所も遠くから眺めた。。。 残念だが
周りは全部⽊で、中はどんな様⼦だかあまり⾒えなかった。。 ああ。。本当に村中のパパとママに感謝したい。。疲れたと⾔えば、私だけじゃなく、彼らもきっとくたびれた
だろう。。 今⽇、１，２⽄やせていたらよかったなあ。。

李 越さんの⽇記



もしも電⾞がなくなったら。。

2008.10.16

昨⽇の朝はなかなかすばらしかった。。 まさか⾃分がクラスの最後じゃないかと思っていたら、学校に⼊ったらすぐ雰囲気がちょっと違うと気づいた。。。⼤変静かだっ
た。。。。すぐベルがなるのに。。すべてのクラスはがらんとしていて。。。⼈も揃っていない。。。 クラスに⼊ると。。あら。。半分の⼈はまだ来ていなっかた。。 クラス
メートに聞いたら、びっくりした。。 ⼈⾝事故が発⽣したって。。 ⾃殺。。⾶び込み。。また電⾞にぶつかり。。 数本の線路が詰まったらしい。。 想像してください。電⾞
は平均的に3分に1本で、前のが⽌まると、後の⽅は⾛れなくなる。。。そして。。最後にうちの学校の学⽣が遅刻することを招いてしまった。。現場処理には2、3時間かかる
から、「みんな⾃習して」と校⻑先⽣はいった。。 それから私達はとても楽しく⾃習を始めた。。。前の2時間はみんなの頭が痛い数学だった。。結局2時間が過ぎても、皆が
まだ来ていなっかた。。。後で分かった。皆は仕⽅なく歩いたり、タクシーに乗ったりして来るなんて。。。電⾞は全然頼りにならなっかた。。。もうめちゃくちゃ。。。 あ
ぁ。。。幸い、私は歩いてきたんだ。。。 学校に近いのはやっぱり便利ね。。。 でもそれで考えさせられたことは。。 もし東京は電⾞が使えなくなったら、もしも世界は電⾞
が使えなくなったら。。。 私達の⽣活はどうなるのかな。。

李 越さんの⽇記



江⼾東京博物館

2008.10.17

今⽇は⽇本語先⽣、カナダの留学⽣と⼀緒に江⼾東京博物館へ⾏った。。⼤きい。。きれい。。。とても⾼い。。。 それに博物館の隣は相撲館だ。。 相撲の着物を着ている選
⼿も⾒た。。。 また今⽇はカナダの留学⽣と⼀緒だったの。。。 私は英語が下⼿だけど。。⼆⼈はやはり楽しかった。。。 ほかの⼈はよくちらっと私達を⾒た。。 私たち⼆
⼈が⽇本語と英語で交流していたから。。 実はどっちも上⼿じゃなかったけど。。 写真もあるよ。。 ⼀枚⽬は博物館のロビーで撮ったの。。あのやつどう やって⾶べるか本
当に知らなかったのよ。。翼がない から。。空気を⼊れたかな。。その上はっきりと「DOCOMO」と書いてある。。。広告かもしれない。。 ⼆枚⽬は私とカナダの美⼈が江
⼾時代の乗⽤⾞に座っ て撮った写真。。 ハッハッ。。。。私はお客で、彼⼥は⾞を引く⼈だ った︕ 三枚⽬は縮⼩図だ。。⼈が多いけど繊細に彫刻されて いる。。。世界の窓
っていう深センと⼤体似てる。。

李 越さんの⽇記



着物がほしい︕︕

2008.10.20

昨⽇、前のホストファミリの加藤お⺟さんと遊びに⾏きました。。 帰ったのはちょっと遅かったから⽇記は今⽇書くわけです。。。 加藤お⺟さんにほんとうにいろいろお世話
になりました。。。今⼀緒に住んでいないが前と同じく私を遊びに連れて⾏ったり、おいしい物を造ってくれたりしてくれて。。。本当に感動した。。このようなお⺟さんと出
会えて本当に幸せよ。。どう感謝すればいいのか分かりません。。そしてお友達の⼭崎お⺟さん。。。⼭崎お⺟さんは私をつれて《ポニョ》を⾒た。。。 先に皇居外苑へ⾏っ
た。。。。つまり天皇の家⼀部です。。もちろん、“外苑”だから、天皇の居住するところまでやはりまだ⼀定の距離があります。。。でも中が⼤きすぎるのも原因です。。。と
てもきれい。。芝⽣や花が⽣い茂って、⿃が鳴いたり、⿂が泳いだりしています。。。あの⿂と⾔いますと、⾔わなければなりません。さすが皇族の鯉ですね、びっくりするほ
ど⼤きいです。。普通のコイに⽐べて1倍⼤きいです。。その上⾊もかなり鮮やかで美しいです。。私の⽬で⾒れば、普通の品種ではないと、最⾼級で。。もしかしたら、私よ
りも価値あるかも。。 それから。。⽇本武道館に⾏きました︕へへへ、これは東京オリンピックの時建てられたものです。。国内の⼤規模の柔道と剣道の試合はすべてここで
⾏われます。。。そうだ、剣道部に参加している⽅のお姿はいつかここで⾒せてほしいね。。。ところで普通の⼈は⽤がなければ武道館に⼊られないですが、昨⽇加藤お⺟さん
が⺠謡⼤会に参加しているから。。。加藤お⺟さんは三味線の先⽣です。。すごいよ。。昨⽇は全国の⺠謡、⺠族舞踊⼤会で、各地の⺠謡の芸術家は東京へ参加に来ました。。
なんと。。館内に⼊ったとたん気が狂いました。。多くの若い歌⼿の着物は⼤変綺麗ですから︕みんなはすべて着物を着ていて、男性も同じ。。でも男性の着物はとても簡単そ
うに⾒える。。それに⽐べて、まだ結婚していない、袖はまたとても⻑い少⼥達の着物は鮮やかで綺麗で精致で。。多くの⼈は⾚⾊と鮮やかな紫⾊のを着ていて、精致で複雑な
模様をあしらって、それに美しい髻。。本当にほしいです。。決まりました。1⽉12⽇成⼈の⽇に私は神社の⼊り⼝で綺麗な着物を着ているお姉さん達が来るのを待ちま
す。。。そして成⼈の⽇に、着物の上はまた1本のふわふわとした⽩い肩掛けがあります。。。本当にうらやましい。。。やせたら写真館で、標準的な成⼈式の写真を取ること
にしょう。。。⻑い間の願いを叶うためでね。。。着物を着たことがありますけど、髪と顔はメークしなかったため、ちょっと満⾜できてなかった。。。 昨⽇また“⼥として⽣
まれて本当によかった︕”と感⼼しました。少なくともきれいな着物が着られます。。。 しかし昨⽇かなり残念なことをしました。。。それはカメラを持って⾏くのを忘れまし
た。。悔しくていられない。。。。。 最後に晩ご飯は九段会館で中華料理をたべました。。。本当にいいお⺟さんですね。。 私のカメラ。。記憶⼒はどうしてそんなに頼りに
ならないのか。。

李 越さんの⽇記



追記。。10⽉の桜

2008.10.22

前に書いた皇室の庭園に⾏った⽇記に、私達が庭園の中である特別な桜を発⾒したことを書き忘れた。。10⽉に咲くんだ。。 ⼩さくて、ピンクの。。⾏った時は少し遅くて、
落葉がふわりと落ちている季節で少し寂し気に⾒えた。。しかし、努⼒して咲いて、本当に⼈を感動させた。。 もしかすると、将来私達もこのような状況に会うかもしれな
い。⼈⽣にはできないことはない。。たとえ寂しくも、苦しくて泣きながら頭を上げていき。たとえ涙がこの世界を浸したとしても、⾜どりは⽌めない。。 私にとって、あな
た達がいるだけで、もう⼗分だ。あなた達を知りあって、私は更に根ばり強くなった。たとえ今時間が⽌まったとしても、最後に私、やはり笑えるんだ。

李 越さんの⽇記



⾼島平祭り

2008.10.26

今⽇⾼島平まつりを⾒て、まあ、おもしろかったよ。。 うちの学校の⼤学部の「応援団」の出し物もあって、かっこいいなあ。。。びっくり。。 あなたが想像できない場
⾯。。声がよく響いていた。。 最後の時、籤引きもあった。。 でも残念ながら何の⼤賞にも当たらなくて、最後にただ観衆賞に当たったの。。 賞品はただ⼀鉢の花だが、ちょ
うどとうちのママが気に⼊った物で、ママは花が好きだから。。今⽇も街で鉢植えを買った。。とてもかわいい。。 もちろんおいしいものもあったね。。 私は「ソースー」が
⾷べられなかったけど、「やきそば」だったら⼤丈夫なので、ともておいしかったよ。 みんなも周りの町の祭りに⾏きますか︖

李 越さんの⽇記



夢より美しい所

2008.11.03

ここは古川の庭だ、以前はある⽇本家族の家だ。洋式と和式が結合されたもので、完璧過ぎだ。 私はテレビや夢の中だけでそのような屋敷を⾒たと覚えてる。 これこそ私の夢
だ。。私は夢の中のお姫で、そのような部屋に住んでいて、外は⼀⾯の花、美しい景⾊の中で、王⼦が来るのを待っている。 すまない、今夢を⾒始めた。 この屋敷は本当に完
璧だ、華やかな外⾒や複雑な飾り。ここの⾵景も完璧だ。。⼀⾯のバラの花、和式建築中での最⾼の池、もみじ、夜の明かり、それに橋の下は⽔が流れていて、⽔晶ランプと壁
⽕。。。 私は。。。 もうなにも⾔えない。。 私をその中で泊まれることを願っている。。⼀晩でもいい。。 私の夢が叶いますように。。

李 越さんの⽇記



古川庭園 ⼆

2008.11.03

写真1。。。秋の⼩道 写真２。。。花を隔てる⽔のすだれ。⽔がきれい、花がきれい、朦朧の美しさ 写真3。。。私が花と⽐べる。。どっちの顔が⼤きい。。ハハ。花が負け
た。。

李 越さんの⽇記



みんなは普段家に帰った後で何をしますか︖

2008.11.04

皆さん普通何時ごろ家に着きますか。。 宿題なんかないよね。。 勉強のほかに何をする︖ テレビ⾒る︖ どんな番組を⾒る︖ 私なら、もしテレビと会話のない⽣活を送った
ら。。 死体のように⽣きてる。。 皆がそれぞれ最近どんな⽣活してるか知らないけど

李 越さんの⽇記



⼼が痛いな。。

2008.11.10

保健授業で環境保護に関する短編映画⾒ました。。 びっくりしたとともに⾟かったです。。 私達の地球は傷だらけでした。。 温暖化は海⽔⾯を上昇させました。。 多くの⼈
はホームレスになってしましました。。 多くの島は埋もれた危機に直⾯しています。。 意外に多くの⿂と⽣物は⾃分で後代を絶滅することを選びました。。 ある⽇、⼈類もそ
のようになりますか︖ 息するのができなくなって、⽣きていけなくなります。。 ある⽇、⼈類もそのようになりますか︖ ⾃分の⽬の前で⾃分の家がなくなる ⾃分の家族が絶
滅に直⾯する。。 津波は冗談ではありません 前の1秒で⼈類は⾃然を破壊して 次の1秒で⾃然は私達と⼀緒になくなることを選ぶ家もあるかも知れません。。 本当に地球を守
りたいです。。 これは⼦供の遊びではありません。。 これは私の今最⼤の夢です。。 突然⾃分がどんなに⼩さいかと感じしました。。 1⼈も助けてくれませんし。。しようが
ありませんね。。 必ず必ず今後⾃然を傷つけないように。。

李 越さんの⽇記



初めて

2008.11.12

はじめて東京にきました。。 はじめて⾃由にこの都市の空気を呼吸します。。 はじめてみんなと同じスポーツ服を着て体育授業を受けます。。 はじめて晩秋になってもまだス
カートを⾝につけています。。 はじめてサッカー授業の試合でゴールにシュートしました︕︕︕︕ はじめて⼈⽣最初のシュートでした︕ 今⽇。。 はじめて。。 スポーツが下
⼿なのにサッカーをゴールに。。 しかも他⼈の⾜もとから奪ったんでした。。 おめでたいですね。。 うれしい。。

李 越さんの⽇記



ちょっと勉強を休んで出かけて１Kｇ儲かりました

2008.11.15

今⽇、東京都私⽴学校の美術展が上野美術館で開催することになったため、私は学校の代表者と、美術部の先⽣といっしょに上野公園に⾏きました。ついでに⻄洋の美術館にも
⾏きました。。 すばらしかったです。。 以前は魯迅さんの⽂章の中で上野公園の描きを読んでました、その時から憧れてきました。今は桜の季節ではありませんが、秋の⾵景
もすばらしかったです。。。 だから上野はいつも⼈がいっぱいです。。。それに上野動物園と多くの美術館、古い東京⾳楽演奏の建物もあるし。。。⽂化の雰囲気がとても濃
いです。。それにいろんな彫塑があって。。。 今度⾏くのは展覧作品を美術館の担当者に渡すためです。。。だから準備室で多くの学⽣作品が⾒られました。。。中学⽣⾼校
⽣が作ったものだと信じられないほど。。。驚きました。。皆上⼿でした。。。 それから上野東照宮神社に⾏きました。。皆で⼀緒に写真を撮りました。先⽣がなんだか京都
に修学旅⾏をしてるみたいだと⾔いました。。。ハハ。。。実は私もそういう感じでした。。写真はもう皆賛成しました。。 その後⻄洋美術館に⾏きました。。そこで展覧会
がありました。。VHの油絵。。すばらしかったです。。主題は「静」、だからあっさりしていて。。鮮やかな⾊があまり多くありません。。よく⾒ると、作者が伝えているか
すかな寂しさと悲しさが感じられます。。今度はフランス最⼤の美術館作品展覧会があるそうです。。うちの学校の三年⽣が⾏く予定だそうですが。。先週⼆年⽣がロダンの彫
塑を⾒に⾏ったそうです。。。うちのクラスは特進クラスだから、皆⾒るチャンスがないだけでなく、美術や⾳楽の授業もありません．。ア。。放課もほかのクラスより1時間
遅れます。。でもいいところもあります。。⼈数が少なくて、やさしくて。。学習雰囲気もいいです。。私は満⾜してます。。ハハ。。 タイトルの1キログラムはね。。。 今
⽇午前体育授業はバスケットボールのためで、しかも試合でした。。 私は全⼒を尽くして頑張りましたよ。。会場をあちこち⾛り回ってて。。 疲れましたが。。楽しかったで
す。。 その理由は1．私達が勝ちました。。 2．⾯⽩かったです、みんな⼥⽣ですから、叫びながら試合をやりました。ルールなんか全然ありませんでした。⼤混戦でし
た。。。多くの⼥⽣徒が何か奪って取っ組み合ったことをよく⾒れました、⼀グループが⼀⼈を包囲攻撃するのもよく⾒れました、ボールがあの⼈の⼿にあると。だから、みん
なボールが⾃分の⼿にあるのが怖くなりました。。⼀番仕⽅ないのは先⽣でしょう。。先⽣は⼤声で「おいおい、ルールを破るな」。。本当にルールがあるのですね︖︕ 3．私
が全世界の⼈に責められるミスを犯してしまいました。。せっかくボールを奪い、すばやくシュートしましたが。。⼊りませんでした。。うちのクラスは「やった」と⼤声で叫
びました。次に私に怒鳴って「越ちゃん、なにやってるの︖︕︕」その時私はやっと分かりました。。 私。。⾃分のチームにボールを投げてしまいました。。 私。本当
に。。。 4．私がシュートしました。。。最後の3秒に．。ハハ。。⼈⽣っていいですね。。⾃分がもしかして運動の天才かもと疑ってきました。。。ハハ。。。 冗談です。。
熱くて、しんどくて。。。顔がりんごのようになりましたが。。。 楽しかったです。。 その後の上野への旅も⻑く歩きました。。。 帰って測ってみたら 1キロ痩せまし
た︕︕︕︕︕ 痩せました︕︕︕︕ 1キロだけですが、partｙを開いて祝いたいな。 最近本当に楽しいです。。 ⾃分の国にも帰りたくなくなりました。。 ハハ。。今年の初雪
を楽しみにしてます。。 クリスマスはどうやったらいいでしょうね︖ ハハ。。笑いたいです。。

李 越さんの⽇記



最近眠いな。。

2008.11.18

まさか私も動物ですか。。 まさか私も冬眠しますか。。 最近授業の中でよく居眠りをします。。 特に世界史の授業で。。 私の前に座る彼⼥とお隣さんはいつも⼀緒に机に“伏
せて倒れています”。。 その時。。 私も倒れる⼨前でした。。 しかっりしろ。。 私は本当に“春も秋も冬もな眠くなりやすいタイプですね”。。

李 越さんの⽇記



寒くなりました。。

2008.11.20

みんな住んでる所は寒くなりましたね。。 北海道、岩⼿、福井は全部雪が降りました。。 まさかひょうも降ったなんて︕ ここは寒くなりましたが。。 ずっと晴れの⽇で
す。。 無⾔。。 晴れてるのに、寒い⾵が吹いてます。。。 早く初雪を⾒たいな︕ よし、あらしのような雪がこい︕︕

李 越さんの⽇記



曹夢岩とのデート。。

2008.11.24

⼟曜⽇は、曹夢岩ちゃんと顔を合わせた。。 実は住むところが近いけど。。初対⾯だった。。 ホームスティの家庭のお⺟さんと私のホームスティのお⺟さんも⼀緒だった。。
池袋のサンシャインビルに⾏った。。 理想的なショッピング広場だけではなく、⽔族館もついている。。 曹夢岩ちゃんはあまり変わらなかった。。 相変わらずかわいい。。
彼⼥のお⺟さんもとてもやさしくて親切だった。。 私達はいっしょに⽔族館へ遊びに⾏った。。 それからギョーザを⾷べに⾏った。。 普通のギョーザじゃないよ。。 サンシ
ャインビルのギョーザには多くの餃⼦店があって、数えない種類のギョーザがある。。 ⽇本各地の各種のギョーザがそろっている。。 形と味はもちろん異なっている。。 「た
こ焼きギョーザ」もある。。 たこ焼の味と同じだった。 それから300種類ものアイスクリームがある場所へ⾏った。。 あまりにも驚いた。。 全国各地のアイスクリーム。。
⾁のアイスクリームもある。。⾷べてみる勇気がなかった。。 納⾖のもあった。。そして、インゲンマメの。。 思いもよらない成分より作られたアイスクリーム。。 でも私た
ちが選んだのは普通のアイスクリームだった。。 曹夢岩ちゃんのは抹茶アイスクリームだった。。 私とお⺟さんはマンゴー練乳とクリームのオートのだった。。 bigだった.
⾷べ終わらなかった。。 楽しかった。。 曹夢岩ちゃんといろいろ交流した。。 ⼆⼈の⽣活とも良かった。。みんな満⾜している。。 みんなも同じだろう。。 チャンスがあれ
ばまた会おうね。。 写真。。

李 越さんの⽇記



連休︓北欧の旅1--⾼原とアルプス

2008.11.24

ハッハッハッハッハ。。 23，24⽇の2⽇間、連休。。 私は旅⾏に出かけた。。 ホームスティーのお⺟さんのおかげだった。。 幸せだね。。今のお⺟さんを知りあえたこと
は。。 めずらしく東京という混み合って、⼈が多くて、にぎやかな⼤都市から⾶び出すことができた。。 まず写真を⾒てご覧。。きっと北欧に⾏ったのだろうと思っている
ね。。 あの⼭には⾒覚えがある︖ 正解。アルプスだよ。。 アルプス⼭脈です。。 とても似ているでしょう。。 実はそれは「南のアルプス」と称される、⻑野県にある「⼋ヶ
岳」の⼭脈だった。。その近くは「富⼠⾒⾼原」だ。。びっくりしたよ。。そこには北欧、そして北アメリカ式の別荘があった。。まるで外国へ⾏ったような感じがした。。本
当だよ。。都市の⽣活に飽きた⼈々は、森林、⾼原上で⼟地を買い取って、それから⾃分の望みによって⾃分の家を建てる。。ほとんどがカナダ、⽶国の牧場⾵の部屋だっ
た。。いろいろ配慮やらお⾦やら⼯夫やらがけっこう必要だけど。。⾃分の家を建てたら、その中に住むことができたら、まるで童話のようにすばらしいね。。⼭の上ではも寒
いが。。。。。本当だよ、夜は0度以下になることもあるよ。。しかし家の中はペーチカが付いている。。ロマンチックで暖かい。。。。もちろんそこで休⽇を過ごすこともで
きて、そこには休⽇を過ごし旅⾏に⾏く⼈のための別荘も⽤意しているから。。 東京、神奈川、⻑野をまたがった。。。 ⾼速道路ではかなり時間がかかったんだけど、こんな
美しい地⽅に来ることができて、このように体験ができたのは本当によかった。。 今⽇はまず何枚の写真を⾒せるね。⾼⼭病があるため、まだ頭が痛くて、今⽇はまずここま
でにしよう。。それからはまた2--北欧別荘の⾵情、3⼭形--⾃然の美、4富⼠⼭の遠近⾼低がある。。 あ。。先にお休みなさい。。 標⾼400以上だったら⽿がブンブン。。 弱
いね。。

李 越さんの⽇記



2--北ヨーロッパ別荘⾵景

2008.11.25

23⽇に“諏訪湖”に⾏った時ちょうど⻄洋式の結婚式を⾒ることができました。。 その教会もとてもとてもきれいです。。 ロマンチックすぎますわ。。 申し訳ありません。。私
はロマンチックが好きな⼈ですから。。 ⾺⿅な私をちょっと我慢してくださいね。。 それから森の中の別荘。。 美しすぎますわ。。。 ほとんど芸術に携わる⼈がよく住んで
ますが、そのため森に芸術の息が満たされるようになりました。。 クリスマスはもうすぐ。。 だから道の両側は⼩さいクリスマス・ツリーで飾られてあります。。 みんなの家
も綺麗に飾られてます。。 サンタクロースは⾄る所⾒れます。。 夢まぼろし。。 ⼆枚⽬の写真はカナダ式の別荘です。。 精妙ですばらしいです。。 三枚⽬の写真は私達がと
泊まったホテルです。。 ⾔葉に⾔えないほどきれいです。。 ⾃然の中に戻ってよかった。。 帰りたくなくなりました。。

李 越さんの⽇記



3--⼭形 ⾃然の美しさこそ素敵なものと⾔える

2008.11.26

写真を引き続きアップします。。 美しい景⾊。。 ⾔葉にできないほど。。 ああ。。⻑野の景⾊は本当にいいですね。。

李 越さんの⽇記



夢は実現した。。

2008.11.27

今⽇清⽔先⽣と⼩島先⽣は学校に来てくれました。。 ハハ。。みんな私が先⽣達と顔を合わせたい気持ちを知ってますよね。。 そのために、昨⽇わざわざ部屋を⽚付けまし
た。。 はずかしいですが。。⽚付けた後の部屋はまだ乱れています。。 午前の4時間⽬は英語の⽂法授業でした。。 その前に、先⽣が⾒学に来ると聞きました。。。 だから、
ずっと横⽬で⼊り⼝を。。 やっと久しぶりの⾯影が出てきました︕︕ 興奮しちゃいました。。先⽣達は相変わらずきれいで親切です。。 うらやましい。。 先⽣達は⼊っ
た。。 私が突然照れる気がしました。。 隣の⼥⽣は“越ちゃん、顔は⾚くなったね”といいました。。 その時気づき始めました。。。。。ハハ。。 昼ごろ、先⽣と⼩さい⾷事
会をしました。。 でも実は私だけ⾷べていました。。先⽣達はあとでとりました。。 恥ずかしいな。。 私は⾷べながらも、話がいっぱいでした。。 でも本当にこの間の⽣活
を全部先⽣に報告したいですが。。 ああ。。⾔語貧乏はその時感じてしまいました。。。 午後、先⽣は私の中国語授業を⾒学しました。。 私が１⼈のカナダ⼥の⼦に中国語を
教えることです。。 本当のことを⾔えば、その⼥の⼦の中国語は⽇本語よりいいです。。 分からない。。 多分中国のピンインの読み⽅は英語のアルファベットに似てるからで
しょう。。 ピンインさえあれば、彼⼥は読めます。。。 それから先⽣達は先に私の今のホームステイ先に⾏きました。。 ああ。。本当に別れたくないです。。。 先⽣、私を
後ろの箱に⼊れても構いません。。 交流センターに連れてやってください。。 もちろん、それはあり得ません。。 でも私は元気に⽣活してるから。。 先⽣達はご⼼配な
く。。 先⽣もお⼤事に︕ 2⽉の研修を期待しています︕︕

李 越さんの⽇記



富⼠⼭への旅。。

2008.11.28

24⽇ 連休最後の⽇。。 私が加藤お⺟さんと諏訪から帰る時。。 ⾬が降っていなかったし、ここから富⼠⼭まで４０分だけどと加藤お⺟さんが聞いたから。。。 私を富⼠⼭
に連れていってくれました。。 興奮しちゃいました。。 今まで遠い所から眺めただけだったので。。。。 今⽇はやっと⾃分の⽬で富⼠⼭本当の姿が⾒れるなんて。。。 23⽇
⾼速で⾒た富⼠⼭の頂上には雪だらけ。。。。 ⽩い。。。典型的な富⼠⼭。。。 でも今⽇は雪がそんなに多くなっかたです。。。 多分２３⽇の天気がよかったかな。。。 雪
が溶けたでしょう。。 でも上に登れば登るほど。。 実際は⾞が上へ⾛れば⾛るほど。。 私達は⾃分で登ったのではなっかたのです。。。 雲はだんだん厚くなって。。。多く
なって。。近くなりました。。 ⾃分も雲や霧の中に溶け込みました。。。 仙界にやってきた気がしました。。 バスは標⾼２３００メートルぐらいしか運転できないので。。。
私達が降りた時。。 意外にぱらぱら雪が降り出しました。。 ⼤きくなっかたですが。。。 ⽇本に来て⾒た初雪ですから。。 興奮しちゃいました。。。 寒かったですが。。 富
⼠⼭にやってきたので、満⾜でした。。。 それにくっきり頂上が⾒れるなんて。。。 でも午後の渋滞のため。。 あまりもっと上へ登らなくて。。。 帰りました。。。早く帰
ってよかった。。 しばらく綺麗な雪の花がひょうになるので。。。 しょうがないな。。 さすが⽇本⼀の⼭。。。 すばらしかったです。。

李 越さんの⽇記



うらやましい。。うちの学校の修学旅⾏。。

2008.11.29

まずうちの学校の修学旅⾏先は中国です。。 みんなでの海外旅⾏ですよ。。。 私は⼀⽣そんないいチャンスには恵まれないと思います。。 それからスケジュールはもう組んで
ありました。。 五泊６⽇。。いっぱい。。。 よく⼿配してありました。。 ⾏く所は天安⾨、故宮、⻑城、北京動物園。。わざわざパンダを⾒に⾏くため。。回教徒の学校⾒
学、ワフジンショッピング、友誼商店で記念品購⼊。。。 宿泊も良い。。男⼥分けてそれぞれホテルに泊まる予定です。。 でも全部経済的な5スターホテルです。。。 飲⾷も
良い。。北京ダックを⾷べるなんて︕︕︕ 神様。。 修学どころか、完全に休暇ですよ。。 それに全クラス。。 なんかおもしろそう。。 でも。。先⽣は、みんな修学旅⾏に⾏
く時私をほかのところに連れてあげるって⾔ってました。。。 多分京都⽅⾯へ。。 ハハ。。 みんなの話によると。。京都は綺麗だそうです。。 だから私も慰められまし
た。。 みんなの学校はどこへ修学旅⾏しましたか︖

李 越さんの⽇記



⼈形...

2008.11.30

「諏訪⼤社」を⾒学した時、とてもすてきな店を⾒つけた、、 そんな⼤きい収穫があるなんて思わなかった︕ ⽇本⾵の「七五三」の⼈形を売ってる店だった︕ 超すてきだっ
た︕あまり多くて、、びっくりした… そして、その⼈形の服、台、飾り物、顔⽴ちはみんなとてもきれいだった.． 七五三の時、⽇本の⼥の⼦たちはみんなそういうような天皇
皇后の⼈形がもらえるのを知ってるでしょう．． その時、店の前に⽴って、ぼうっとした．．感動したよ、ふふ ⼀つは東京にはそんな専⾨店がないから、東京のチェーンスト
アーには⼀部分だけが⾒られる、ほかのは予約しないと、⾒られない… ⼆つは本当にすてきだった…もし私が⾦持ちだったら、これを全部買う︕︕ でも、肝⼼なのは値段が⾼
すぎるよ、、⼀つで10万円以上もするんだ．． ⼀番シンプルな⼀揃えも何⼗万円もするから、、ああ．． 買いたいけど買えないわ。。 だから、写真をたくさん撮るしかでき
ない、、 でも、写真は本物ほどきれいでない ⽇本の⼥の⼦がうらやましい．． きれいな和服だけじゃなく．． 七五三の⼈形もある、、 そして、成⼈式の記念写真。。 あ
あ．． ⽇本で⼆⼗歳を過ごしたい きれいな着物を着て写真を撮りたい…

李 越さんの⽇記



私は打ちのめされる⼨前です。。

2008.12.01

来週試験があります。。 前回の試験で⼤きく挫折しました。。私は冗談を⾔っているのではありません。。 だから、今回は進歩したい。。 基礎があまり堅固ではないからで
す。私は授業のときによく聞いていないことをとても後悔したわ。 たくさんのメモも無駄になった。。⾒ても分かりません。。 だから最近夜ずっと勉強しています。。 その結
果は昼間とても眠ります。。 以前学校の時もとても遅く寝るが、 いま私の“戦闘⼒”が急激に下がっていることを発⾒しました。。 年をとったね。。本当に⾃分が年をとったと
感じる。。 この⽼いた体はもうこらえきれない。。 でも私はしっかりこらえなければなりません。。 そうでなければ、私は今回また挫折します。。|泣く|ing.. 私の学校の写
真を⼆枚出します。。 第⼀枚はニ階の広間です。。⽂化祭りの時の様⼦です。。 第ニ枚は⽂化祭りの時に、うちの学校の⾳楽部が出演したところです。

李 越さんの⽇記



1⽉2⽇--狂う渋⾕

2008.12.03

今⽇みんなは私に⼀つの周知の“秘密”を教えてくれました。。 それは毎年の⼀⽉ニ⽇、東京のすべてのショッピング場所で“福袋”があります。。 袋の中の服をいくらかの異な
ったレベルの価格に分けられます。5000円とか、10000円とか。。 それで、みんなは⾃分の好きなブランドの店の福袋を選びます。。 しかし、事前に袋の中のものは⾃分が
好きかどうか、誰も知らない。 だから、開けてみて、もし好きでないものがあれば、、他⼈と交換することができます。。 このような地⽅はとても多いです。。 たとえば池
袋、たとえば原宿。。 しかし、最も有名なのは渋⾕です。。 ふだん“ファッションの源”といわれる渋⾕は、ずっと若いファッショナブルな者の第⼀選択地です。 それに、毎年
⼀⽉ニ⽇にこのような⾏事があります。。 この好機を⾒逃す⼈は誰もできない。。 だから、⼈々は早めに並びます。。 たとえば、うちのクラスの⼀⼈の美⼈は朝三時に出かけ
て、最も早い電⾞に乗って、並びます。。 残念ながら、着いてみると、⼿に⼊れる番号はすでに“第600号”になった。。 彼⼥の前に、少なくとも599⼈がいるという意味で
す。。 ⼀番早い着いた⼈は前の⼀⽇から待ち始めるそうです。。。 並ばないで、番号のない⼈は⼊っていけないのです。。。 中へ⼊って⾏くと、２、３万の⾦をかけなけれ
ば、あなた⾃⾝もあきらめられません。。 帰る時 この世界は狂いすぎます。。 私。。私はその⽇に番号を受ける能⼒があるかどうか分からない。。。 私にとってこれは挑戦
です。。 でもただ⾒るだけで、買わないこともとてもいいことだと思う。。 全国でもこのようです。 だから、服を買いたい⼈があれば、絶対この機会を逃してはならない。。
でも、かならず前もって⾃分のほしい服はどの店にあるかをしっかり確認するべきです。。 そうでなければ、他⼈と交換する準備をしなければなりません。。 そして、きっと
⼀定の能⼒もなければならない。。 たとえば選択は⽐較的に思い切りとか。。 そして、押し合いとか、奪い取りとかの能⼒。。。 もしみんなは⾏けば、 ⼤事にします。。

李 越さんの⽇記



⾶び舞う⾦⾊。。

2008.12.05

今⽇東京はとても⼤きい⾵が吹きました。。 でも、ぜんぜん寒くない。本当に。。 午前授業を受けに⾏く時、校⾨でスクール・バスを待つ時。。 すばらしい。。 学校の校⾨
で⼀列の⻩⾦⾊の葉の⽊があるのです。。 ⾵は⽊のあいだを吹いて、⻩⾦⾊の葉を空に吹きます。。 本当に⻩⾦⾊です。。⼤きな塊で⾶び舞い始めました。。 落とす⽊の葉は
どこでも⾒られます。。 道路でさえ⾦⾊です。。⾏き来する⾞は全部⾦⾊の⾬の中に浸っている。。 雪にみたい。。ところがどこでも⾦⾊。。とても⻑い⾦⾊の絨毯になっ
た。。 特に葉が⾶び舞う時。。 本当に夢まぼろしを感じます。。 ⾵、葉、いずれも勝⼿にあなたの顔を打ちます。。 でも、あれはまるで誘惑のからかいです。。 あなたの⼼
もかゆくなる。。 春がくると、⾶び舞うのはピンク⾊ですかもしれない。。 なぜか分からないが、最近いつも異様な⾃然の美しさを感じることができます。。 今まるで冬では
なく、私の⼀番すきな秋です。。 空が⾼く、天気もいいです。。 とても地球がすきです、本当に。。 ⾃然が本当に私達にたくさんのすばらしさをつれてきた。。

李 越さんの⽇記



⽣きているのは本当に良いです︕

2008.12.07

昨⽇のバスケットボール授業はまた混戦です︕もう少しで打ち始めるところです。。 もともと、⼥⼦学⽣がボールを奪い始めたら、男⼦学⽣よりもっと恐ろしいです。。 叫ん
だりつかんだり。。 でも私たちのグループメンバーは全部淑⼥です。。 だから結当然ながら負けたのです。。 ああ。。でも⽣きて帰って来るのはもう結構です。。 家に帰る
時、普段⼀緒に帰って来る友達と多く喋った。。 かなり驚いた。。 もとは彼⼥のママは癌患者で、かつてひどい時には⼼臓も⽌まった。。 当然今はなんとか健康で、病状もあ
まりに⼤きな起伏がない。。 でもこれだけではない。。 彼⼥のパパも疾病につきまとわれて。。お姉さんは⼼臓病がある。。⼀⼈はもう亡くなりました。。 ⾃分の体もあまり
よくない。。⼼臓はとても弱くて、⽣まれる時たった4⽄でした。。私達が来る前に、ちょうど⼿術をして⼀つの肺葉を切除しました。。 でも。。︕ 昨⽇のバスケットボール
の試合でも、それとも以前のさまざまな活動でも。。。 彼⼥は超努⼒して超努⼒してやってみて。。そのために彼⼥がこのような病気史があることが⾒つけられない。。彼⼥
の話を聞き終わってから、驚いたり、深く感動しました。。 ふだんの彼⼥も特にユーモアで、表情は特に豊富で、思いやりもいっぱいある。。。 ファッション的なものが好き
で、⾃分でアルバイトして好きな服を買ってくる。。私達の⾝の回りに本当にこのような物語があります。。不幸な⼈⽣、でも努⼒して⽣きている⼈︕疾病の持ってくるどうす
ることもできない苦難に⽐べると、私達が⽣活の中に出遭った⼩さい挫折は⽐べものにならない。。みんなこの感じがあるかどうかわからない。ここに来てから、本当に⽣活を
遅くしたいです。。16歳を⻑くしたい。。⾼校時代を⻑くしたい。。今の美しさをとてもとても⼤切にしたい。。⼤学⼊試を考えず、⼤学を考えず。仕事を考えず。。ただ今
の時間だけを⼤切にしたい。。 美しい⾼校時代、美しい学⽣時代。。 でも、実は⽇過ぎるのがとても速い。。 またたく間に3ヶ⽉は過ぎた。。 もしかするとあっという間に、
⼀年すぐ過ごした。。 でも何と⾔っても。。 ⼀⼈の⼈間でこの世界に⽣きて、 ⾃分の選択があって、⾃分の道があって、よかったと思う︕︕
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今⽇は試験の第⼀⽇。。

2008.12.08

今⽇から期末試験が始まります。。 でも今朝あいにく⼀秒差でバスを乗り損なってしまった。。 そのせいで遅刻しました。。 私に対してもう⾔葉がない。。。 英語は以前確
かすこし⼯夫したから まあまあ良いと思う。。少なくとも合格することができます。。 このような科⽬は学ぶのが速い⼀⽅、忘れるのも速いということに気づいた。。 現代⽂
はだめそうです。。 全部夏⽬漱⽯の「⼼」です。。。 彼がどう思うか、私が知るわけがない。。 ⾔葉がない。。 明⽇は全体に嫌がられている数学です。。 危ないそうで
す。。 この⼀⽣に、数学と無縁だからかもしれない。。 三⾓関数を学び終わってから、どんな時に使われるかずっと分からない。。 少なくとも野菜を買う時には必要ではな
い。。 ⼈類の⼤脳を開発するためにかもしれない。。 おや。。 でも明⽇苦労しなければなりません。。 最近ダイエットしています。。 それは苦しくてたまらない。。 今⽇現
代⽂の試験の時、⼤変恥をかいた。。 お腹がずっと⾳を出す。。 ⾳も⼤きいです。。 そのせいで、周囲の七、⼋⼈にも聞こえてしまいました。。 しきりに横⽬で私を⾒ま
す。。 恥ずかしくてたまらない。。

李 越さんの⽇記



哀れな冬休み。。

2008.12.10

哀れな冬休みね。。 学校の補講もあるし。。 美術部の部活動もある。。 冬休みの時、⽇本語授業も続くことを今⽇知らされた。。。 友達と⼀緒に遊びに⾏くことをもう約束
したが、時間があるかどうか分からない。。 たくさんの⾏きたいところにまだ⾏っていないわ。。。 今やっと時間の緊迫さを感じます。。貴重ですね。。 スケジュールの上に
予約いっぱいあります。。 もう仕⽅がない。。 こんなに充実するとは思わなかった。。 まだ朝寝坊をする時間があるかな。。 でも。。 やはり新年の到着を楽しんでいま
す︕︕ 新しい服が着られるし、たくさんのおいしい⾷べ物もある。。 へへへ。。 ⼈⽣は美⾷、美しい服で美しい。。ハッハッハ。。
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成績発表。。

2008.12.13

成績の発表は早すぎる。。 なぜ国内の先⽣と同じように、仕事に熱⼼なの。。 うちのクラスは別のクラスと違った試験ですが。。 だから仕事の量は⽐較的少なかった。。 で
も。。こんなに早く成績を発表する必要はないでしょう。。 何と⾔ってよいかわからない。。 恥ずかしい。。 うちの学校はもう⽂科理科を分けたが、私は⽂科です。。 国内
でも⽂科でした。。 ⼀⽣、⽂科正です。。 物理と化学の⾺⿅だから。。 なぜリンゴが地⾯に落ちると重⼒があるか全然分からない。。。 明らかに美しい秋になると、リンゴ
が熟していますが。。 試験は5科⽬だけ。。 現代⽂--23点。。夏⽬漱⽯先⽣の⾔ったことは全然分からないと⾔ったが 英語⽂法--52点。。すでに全⼒を尽くしました。。でも
やはりよく授業を受けていなかったことを後悔します。。 英語2--リスニング 満点は10点。。9点です。。これはもう有史以来のリスニング最⾼の成績でした。。本当で
す。。20数回も5分でした。。でもやはり残念にですね。。 政治経済--最も好きな科⽬です。。だから⽐較的に出来ます。。76点、これでもうクラスメートは私を⾒直し
た。。 最も取り上げたいのは--数学IIです︕ 成績発表の⽇にちょうど少し遅刻しました。。ごめん。。 ずっと遅刻⼤王です。。 教室に⼊ると、みんなは“越⼦、すごい
ね”。。“おめでとうおめでとう”。。などと⾔っているわ。。 数学は最⾼点数でしたから。。 ハッハッ。。もう何年間もこのような経歴がない。。あっても他の⼈と並べてね、
或いはたくさんの⼈が満点の時。。全然意味がない。。 今度は満点ではないけど。。全くできない問題もあった。でもできることは全部正しくやった。。式もちゃんとし始め
た。。 冬休み補講が終わってから、学期が始まる時実⼒テストもある。。 つまり冬休みの時よく勉強したかどうかを検査すること。。 国内の学校と同じです。。。おや。。楽
ではないわ。。 今、⼀⾔を深く体得した。。それは --しっかり学んで︕⽇々向上しよう︕
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情の深い時、もうすぐ別れる

2008.12.19

今⽇⽇本語の先⽣達と⼀緒にさ来週帰国するカナダの留学⽣のために歓送会を⾏われました。。とても感傷的でした。。 私はいつもあまり上⼿ではない英語でエリザベスと交
流することをまだ覚えています。。彼⼥は意外にも分かります。。本当に容易ではありません。。 彼⼥は⽇本語がよくではありませんが。。いっしょに中国語授業を受けて、
彼⼥の中国語は速いスピードで進歩しました。。先⽣達もとてもしようがありませんでした。。。 それにいっしょに江⼾博物館に⾏きました。。 彼⼥の好きな猫はとてもかわ
いいです。。またとてもひどいです。。 彼⼥は私の髪の⽑を遊ぶことが好きです。。またずっと私の髪の⽑が⿊⾊ではあくてチョコレートの⾊だと強調しています。。 またい
つも1⼈の⼥⼦学⽣を“たこ焼き”と呼びます。。あの⼥⼦学⽣はもう少しで怒るところです。。 彼⼥は⽬が⻘緑⾊です。。。髪の⽑が⻩⾦⾊です。。 背がとても⾼くて、また
とても⽩いです。。とくに⿐の⾼さが私の2倍です。。。憤慨します。。 おや。。1年急速に過ぎました。。 彼⼥はずっと“私は帰りたくない。。どうして私はここに残ること
ができませんか。。”と叫んでいる中に、時間は流れました。。。彼⼥は私の髪の⽑をいじって、暴れたり騒いだりする時、時間は気のつけない内に流れました。。最後の抱擁
する時、私は時間のため息を聞こえました。。もしかすると時間⾃分さえ⾃分がとても残酷だと感じたかも知れません。。 知るのがとても遅いですが。。感情は少しも浅くあ
りません。。 今、私はただ“⼤事にしてください”、“さようなら”と⾔うことができます。。 もう1度会うのはいつですか。。 友達、⼿を振った後に、すべて帰って来ないので
はありませんか︖ 友達、抱擁の後で、あなたの息がますます遠くなりますか︖ たとえこのようだったら、やはり⼿を振って、やはり抱擁して、やはり--エリザベス、途中つつ
がなくと⾔います︕ 家に帰って、引き続き幸せにしてくださいです︕
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原宿--表参道でショッピングと明治神宮

2008.12.22

昨⽇帰ったのは遅かったため、⽇誌を書く気がありませんでした、だから。。。 昨⽇の事、今⽇の⽇誌で書きます︕ 東京のとても有名なショッピングの場所--原宿に⾏きまし
た。。 東京ではより有名で、学友達からファッションなところは--渋⾕、新宿、原宿だと聞きました。。 それから上野のABABと、お台場です。。 そのほかに池袋マーケット
もそうです。。しかし値段がより⾼いです。。 まず原宿駅のそばの明治神宮に⾏きました。。 とても広いです。。。とても⼤きいです。。 ⾜はとても疲れたと強烈に感じまし
た。。 でもとてもラッキなのは意外にも最も伝統的な結婚式を⾒たのです。。 和服だけではなくて、それともドラマの中で⾒たように新婦は全部⽩いです。。 肖像権の問題に
関するので写真をみんなに⾒せることできないです。。とても残念です。。 それから安い服のたくさん売っている“⽵下通り”に⾏きました。。 ⼈は本当に多いです。。。多い
です。。。 でも服は確かにとても安いです。。 年取った⼈はあまりなかったです、すべて若い⼈で、外国⼈も多いです。。 これはとても有名な安いものを売る所ですが、“⽵
下通り”から出ると、ブランド品の店の天下でした。。 シャネル、FENCL，PRADA。。。 本当にとても怪しいです。。安いものと⾼いものと同時に現れることが。。 私が最も
安い服と最も⾼い服の価格差は何百万円あまりだと思います 微妙ですよ。。 写真はすべて明治神宮のです。。
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6六本⽊ーークリスマスツリー

2008.12.22

原宿の旅は終わった後。。 本当は原宿に⾏く主要な⽬的は“渡辺えり”の⼩演唱会を⾒たのです その後、六本⽊に⾏きました。。 とてもきれいでした。。クリスマスのご光臨の
ため、道の両側には⾄る所すべてきれいなクリスマス・ツリーでした。。夢まぼろしでした。。私はまた幻想の中に陥りました。。 また巨⼤な“ポスト”があります。。 またテ
レビ局のビルのクリスマスの世界があります。 それに明⽇は東京タワーの開塔50周年です。。 テレビ局のビルの中にも⼩さい東京タワーがあります︕ ぜひ最後の写真に注意
してください︕︕ とても美しい景⾊です︕--夜の景⾊の下で東京タワーは⻘い光で“50”という数字をあらわしています。。 左側には美しい夢まぼろしの光の⽊があります、右
側にはLV専売店があります。。 あまりにも美しいです︕またあまりにも夢まぼろしです。。⼈の⾜は地⾯を踏むことができなくなりました。。 しかし。。 しかし。。 最もラ
ッキなーのは、意外にも贅沢な六本⽊で。。 安い中国料理屋を１軒発⾒しました︕ 正統の中国料理です︕この店はコックから従業員まで、衡⽔⽼⽩⼲から酢まで。。 正統︕正
統です︕ みんなが⼤声で話すことと、⼤い⼝で料理を⾷べることと、⼤きい⼤きな⽫、⼤きい碗もあります。。 それにとても安いです︕1⽫が210円、315円。。安いでしょ
う。。 中国に帰ったような感じです、そう。。 コックの⼤部分は四川、江蘇・浙江、福建の南⽅のです。。 広東料理、四川料理はとても本物です。。意外にもロースト・ダッ
クがあります︕ おや。。本当に味がいつまでも忘れられません。。 出したい写真は多くあります。。次の1篇は写真だけです。。
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美しいクリスマス︕

2008.12.22

あるところで。。 あれだけの⼈がいます。。 ずっと待っています。。 毎年のあの夜。。 最も善良な⼈。。 贈り物を得られます。。 祝福が聞こえます。。 メリークリスマ
ス。。
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今⽇⼤掃除。。

2008.12.30

今⽇⼤掃除しました。。 恥ずかしいですが承認します。。私はふだんよく部屋を⽚付ける⼈ではありません。。 しかしいったん⽚付けたら、必ず徹底的です。。 今⽇雑⼱を使
うだけではなくて、掃除機も使いました。。 もうすこしベッドを反転させるところです。。 何とか少しきれいになりました。。 1つは新年を迎えるため。。 またホームステイ
ー先のお⽗さんとお⺟さんに感謝するためです。。 みんなは新年に関する⽂章を書き始めました。。 本当に少し物寂しい感じがあります。。 2008年、期待的で、実現したく
て、驚喜的で、落ち着かなくて、しようがなくて、興奮して。。。 たくさんの感受があります。。 ⼈⽣に対しても新しい考えと新しい計画があります。。 また成⻑します。。
突然恐れ始めます。。 まだこのように早く成⻑したくありません。。 ⾼校時代、このように終わりたくありません。。 私の夢、私の将来、ずっと期待しています。。 しかし
やはり⾔います。。 新年おめでとうございます︕
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新年おめでとうございます︕

2008.12.31

最近みんなは来ていませんね。。 寂しいです。。 ふふ。。でも、今⽇今年の“お年そば”を⾷べました。。 明⽇は新しい1年です︕ 2009年。すばらしくて期待することがたく
さんあります︕ 新年おめでとうございます︕ 红⽩歌合戦を⾒ています。。ふふ。。
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初詣に⾏った︕

2009.01.01

今朝おいしいもちを⾷べてから、加藤⺟と⼀緒に⼋王⼦市の⾼尾⼭の神社に参拝に⾏きました。。 ⾼いね。。。⼭頂に位置する寺院。。 ケーブル・カーに乗って上がっていか
なければなりません。。そうでなければ⼭に登るだけで40分かかります。 第1回シート・ベルトのないケーブル・カーで上った。。 やはり覆いがない、椅⼦だけあるのケーブ
ル・カー。。 でも景⾊はとても美しい。臆病な私は少し失敗をしますが。。 すみません。。私はいつも重要な場所で失敗をします。。。え。。my god。。 参拝⼈は多
い。。 みんなはペットも連れています。。ハッハッ。。 1匹のかわいい⽝がいて、意外にもみんなの前で⽢えてました。。ハッハッ。。 “疲れた、歩けない。。歩けないも
ん。。え。。パパ。。抱いて。。⽝が疲れる時があってはいけない決まりがないわ。。”。。 それからみごとに主⼈の胸に⾶びかかりました。。 超かわいい。。 景⾊は本当に
美しいです。。 ⼭の上から丘、平原、⾕地を⾒て。。 ⼭の上から新宿、渋⾕、東京を⾒て。。 私達の世界はすばらしい。。 どうしてもそれを愛しなければなりません︕ また
友達の祝福を受け取った。。 うれしかった。。え。。 えっと。。お年⽟をも受け取った。。 本当に恥ずかしい。。加藤⺟はもう私のために多くのお⾦を使った。。 ⺟が明⽇
の料理を⽤意することに⼿伝ったばかりで。。 聞くところによると約20⼈が来ます。。 ⾷事をするのも問題ですよ。。 明⽇私も忙しいかもしれない。。ふふふ。。 ⻑い間こ
んなに忙しかったことがない。。 2008年はすばらしい1年です。。 私の⼈⽣の⽅向を変えた⼀年です。。 私にとって、とても貴重です。。 私はこの忘れ難い、この貴重さを
持って、2009年をよく過ごします。。ずっと待ち望んでいた願望が実現することを望みます︕ happy new year。。。

李 越さんの⽇記



新年会。。

2009.01.02

今⽇家では家族新年会を開催した。。 約20⼈。。 昨⽇からもう料理を準備し始めた。。 当然、私も⼿伝った。。 最⼤の収穫は熟練した⼑術ができた。。 たくさんの⽩いダイ
コンを切りました。。。上⼿ですよ。。。 料理は本当においしかった。。 でも、残念ですが、寿司を⾷べられない。。 ⽣⾷を⾷べられないからです。。 10卓のテーブルをい
っしょに合わせます。。 もし家が⼤きくなかったら。。 どうしても２０⼈は座れないわ。。本当に⼤きい家族です。。 でもにぎやかで楽しかった。。 みんなは冗談を⾔った
り、話をしたりしています。。 毎年新年の時、うちの家もこのようであることを思い出させた。。 にぎやかですばらしいです。。 でも、それから茶碗を洗うのは苦しすぎ
る。。 どうしても洗えないわ。。今⽇少なくとも100以上の⼤きな⽫を洗ったと思う。。。史上新⾼値。。 よく今年の新年会をしっかり覚える。。 それに、加藤パパママの⼀
家も。。 彼らがあんまり多くくれた、本当に報いられない。。 写真は順次 参拝する時の座ったケーブルカー。。 ⼭の上から⾒た東京。。 今⽇の料理︕
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新年はやはり和服ねえ。。part1

2009.01.04

今⽇。。⼀⽇嬉しかった。。 朝早く起きて興奮して美容院に⼤急ぎで駆けつけて⾏った。。 髪形を変え始める︕ 何回も巻いて、何回も巻きます。。 ついに、私の和服髪はで
きた︕ それから化粧する。。化粧した私はこのように妖精のようになると思わなかった。。 ふふふ。。もう少しで⾃分でびっくりするところです。。 それから中から外へ着始
める。。 今⽇合わせて4枚の和服を着ました︕ 和服ごとの飾りが異なっています。。 私の加藤ママは⺠謡の先⽣で、多くの和服を持っている。。 少なくとも40、50着もあ
る。。 でも結婚していない⼥⼦の和服の振袖が⻑いので、５着だけが出演⽤の⻑い振袖の和服がある。。 でも、すでに満⾜しました。。 この間、ママからわざわざ後の蝶結び
⽅を学んだ。。 そのほか、ずっと着たい。。 成⼈式の時に、やっと着られるおじけづく絨の肩掛け︕。。 それに、ママは写真館のもっぱら成⼈式の写真を撮影する撮影技師に
頼んで、⼀つの記念写真を撮ってくれた。。本当の⽇本の⼥の⼦の成⼈式みたい。。 今⽇多くの写真を撮った。。 ⼼をこめて笑いました。。 今⽇のをすべてを残したい。。
過去のすべてを残したい。。 加藤家族に対する感謝と懐かしさを残したい。。 そろそろ8⽇に寄宿家庭を変えることになる。。 明⽇ママは私を連れて旅⾏に⾏く。。イチゴを
とります。。 3⽇後、4ヶ⽉配慮してくれた 多すぎる関⼼と助けをくれたパパママ。。 を離れることになる。。 こんなに⻑い時間⽀援してくれて。。本当にありがとうござい
ました。。 申し訳ないで、私は何もできません。。 申し訳ない、私はやはり涙を我慢できません。。 申し訳ない、永遠にあなた達に笑顔のを残しておくと⾔ったけど。。 あ
なた達を愛します。。

李 越さんの⽇記



和服写真part2

2009.01.04

別の2枚の和服。。髪のルポルタージュ。。

李 越さんの⽇記



駿河湾と苺狩り

2009.01.05

今⽇また遊びに⾏きました。。 ⽇帰り旅⾏です。。 初めは神社に⾏って初参拝をした。。 でもこの間すでに⾏ったことがあるので、私とママにとって初参拝ではありませんで
した。。 でもその神社の周囲の環境はすばらしい。。 京都みたいです。。 それから駿河湾と清⽔港に⾏きました。。。。 その時どうして清⽔港と称されるかを半⽇も納得で
きなかった。。 恥ずかしく思うが。。内陸に住んでいる⼥の⼦は初めて海を⾒ます。。 本当の海。。本当の地平線。。 それで感動してたまらない。。 波がきらきらと輝く海
⾯は本当に⼈の⼼を晴々とさせます。。 それから船上で昼飯を⾷べます。。 船は少し揺れるが。。私は何の反応もなかった。。 かえって昼飯がおいしいと感じた。。 そのほ
かカモメ︕︕初めてカモメを⾒た。。 もともとはカモメが本当に泳げる。。初めて知った。。 とてもかわいい。。多くの。。 空中にパンの塊を投げると、かれらは早く、そし
てしっかり受け取ることができます。。うまい︕ 海⾵を吹くのは本当に気持ちが良い。。 それから⽇本平に⾏った。。 特産物はかわいいkittyです。。 それからずっと待ち望
んでいるいちご狩り︕ 棚の中で成⻑するイチゴは⼤きくて⽢い。。あまり⾷べられなでもいっぱいになった。。 今⽇まで加藤ママはすでに私の当所の全部の願望を実現しまし
た。。 初めて加藤ママに会う時、彼⼥は私にどんな望みがあるかことを聞いた。 私の答え︓東京タワー、ディズニーランド、和服、海、⽇本庭園。。 すでにすべて約束を果た
しました。。 そろそろ明後⽇寄宿家庭を換えることになります。。 加藤ママは知るかどうか。。 ここで彼⼥に“ありがとうございます”を⾔いたい。。 加藤お⺟さんに逢って 
本当に良かったと思います︕

李 越さんの⽇記



引越し知らせ。。

2009.01.07

今⽇みんなに正式的に知らせます。。 明⽇引っ越します。。 新しい寄宿家庭に⾏くことになります。。 約4ヶ⽉付き添った加藤家族に感謝したい。。 多いに⾒聞を広めさせ
て、多くも学びました。。 ⼤変  ありがとうございました︕ みんなは⼤事にするね。。 ⼈⽣の中で終わらない宴会がない。。 耐えなければならないよ。。。

李 越さんの⽇記



新しい家

2009.01.09

本当に新しい家よ 去年完成した⼀軒の家。。 もちろん私にとってはあたらしいホームステイファミリですね 今度は同じ年齢の⼥の⼦がいるし、下に兄弟もいる。。 ⼀緒に遊
べるね。。 今もうだんだん慣れるようになりました。。 今度は最後まですんでいきますから。。 家族といい関係ができたらいいよね。。 わたしは絶対頑張ります。。 みんな
もね。。
これは⽇本語で投稿されたものです

李 越さんの⽇記



マラソン⼤会︕︕

2009.01.14

2⽉20⽇にマラソン⼤会があるという事はずっと前から聞いたの。。いつも、「まだまだだよ」と考えていたけど、今マラソン⼤会の準備するために、体育授業はもう全部⾛る
ことになっちゃった。。 私の⼈⽣に⼀番嫌いなのは⾛る事︕︕︕ 絶対嫌だ︕ でも。。 今度しょうがないなぁ＊－＊ みんなも⾛るので。。 逃げる事は絶対恥ずかしいよね。。
しかし。。 20⽇、うちたちはまだ神⼾にいるでしょう。。 たぶん本番の⼤会に出られないかもしれませんね。。 今⽇も2キロぐらい⾛った。。 つらかったね。。 終わった後
もう泣きそうな顔になっちゃった。。 そして練習する場所は学校の近くのひろい公園です。。 恥ずかしいわ。。 でも とりあえず頑張りますね。。 その以外に⽅法がない
ね。。 みんなの学校はマラソン⼤会がありますか︖
これは⽇本語で投稿されたものです

李 越さんの⽇記



⼤晦⽇

2009.01.25

今⽇は⼤晦⽇です。。 みんなと現在過すことができませんが、やはりみんな春節おめでとうございます︕

李 越さんの⽇記



神⼾--その私達の追憶を満たした地⽅

2009.02.20

19⽇2時56分に久喜駅に到着しました。。 曹夢岩と別れた後で、⼀⼈でがらんとしている電⾞に乗りました。。 突然あの電⾞がとてもよく知らないと感じます。。 確かに以前
は毎⽇乗ります。⽬を閉じていても席がどこかが知っています。。 しかしとてもよく知らないと感じます。。 それは神⼾の電⾞と本当に違います。。 私は5⽇の中に、意外に
も神⼾の電⾞に対してそんなに深い印象を残しました。。 当然にただ電⾞だけではありません。。 私達の住んだホテル。。 いっしょに遊んだことがあった駅。。 毎⽇とても
気違いのようにプリントシールを照らすこと。。 初めていっしょに歌を歌うこと。。 初めて男⼦学⽣の部屋で遅くまで遊んだこと。。 初めて地震の持ってくる絶望の感じを体
験すること。。 ⾖とサルといっしょに⼊浴します。。 博博といっしょに泣いていて舞⼦⾼校の友達と別れます。。 镠镠と2⼈で写真を撮ります。。 みんなに熟しているルート
を選んだと⾔いました。。 以前は完全に熟知しなかった後輩と家族のように遊びました。。 戴蒙、哚と⾷事の量の問題を話したとき、意外にも敗けてしまいました。。 多くの
ストーリを聞いて、⾃分が更に努⼒して⼤切ににすると思います。。 徐佳凝本⼈を⾒ると。。ついに知能指数の⾼い⼈は私と同じことが分かりました。。 李康の⼤きいレモン
を⾒なくてとても惜しかったです。。 特産物と。。チョコレートをたくさん⾷べました。。甚だしきに⾄っては⾷べ物があると聞いて、初めての思い出したのは冷蔵庫の中に
チョコレートです。。 その神⼾には追憶がたくさんあります。。 その神⼾には⼤切にしたい⼈がたくさんいます。。 その神⼾の空の中で私達の笑いと涙を残しました。。。
その神⼾のかつて粉砕した様⼦はすでに⼆度と⾒てとれませんでした。。 その神⼾海は私達のどれだけの願うことと渇望を載せました。。 私達は⼿を握っていていっしょに歩
きます。。 私達がお互いの秘密を交換しました。。 私達は数⼗年の古くからの友達のように⼼をさらけだして肺を掘ることができて、 相⼿がもっとよくなるためです︕ いつ
もあれらの⽇を思い出して。。 いつもあれらの写真を⾒て。。 私は、むだ⾜を踏んでいないと感じました。。 あなた達を知ったのは本当に良いです︕ 私達の⼈⽣にはこれよ
り私に幸せに感じられることがありません。。 たとえ私はできないとしても。。 たとえ第1陣の友達を載せている⾞に向って、絶えず⼿を振っても引き留めることができない
としても。。 博博が離れた後に、やっと涙を落ちさせました。。 ぜんぜん別れたくないです。。 このすべてはすでに過去になっていきます。。 しかし 永久であることを求め
ないで、かつて持つのでさえすれば⼗分です︕ すでに深くあなた達を好きになりました。。 私達の26⼈。。 私達の4⼈の美しくてかわいい先⽣。。 苦労して私達に従いま
す。私達に幸せな思い出を撮影した先⽣。。 私の勇気はあなた達から伝えてくれます。。 私の願望は私達はよく歩き続くことです︕ 出会うのは神の⼿配です 再会が私達の努
⼒を要するのです︕ こんどの会うことを期待します。。 それでは甚だしきに⾄ってはた再度の分離を意味しますとしても。。 私達も再度のすばらしさを造り出すことができま
す︕

李 越さんの⽇記



17歳の誕⽣⽇を記念します︕

2009.02.20

あの⽇の夜。。 私がずっととてもあこがれている婚礼堂に⽴っていました。。 意外なろうそくの光。。 その⼀瞬間にこの世界がすべてきらきらと光っていると感じました。。
甚だしきに⾄って私はただこの世界のアウトラインを⾒えます。。 このすべてが夢のようなためです。。 夢のようなところ。。 夢のようなシーンが現れました。。 先⽣達に
感謝します。私の誕⽣⽇を覚えてくれます。。当然なのも私達の誕⽣⽇です。。 友たちに感謝します。誕⽣⽇の歌を歌ってくれます。。当然なのも私達のです。。 あのような
温かみ、冬の厳寒を追い払うことができます。。 あのような幸福、ずっと私を歩き続けられます。。 ある⽇、私の⾝の回りにはみんなの付き添いがなくなったかもしれませ
ん。。 しかし、私の⼦供が17歳の時、私は彼⼥/彼にを教えます。。 彼⼥/彼のお⺟さんは17歳の時なんにんの⼈に出会いました。。 この⼈たちの中はあなた達のお⺟さんの
運命を変えた先⽣がいます。。 この⼈たちはあなた達のお⺟さんが⽣命を使って⼤切にしたい⼈たちです。。 私がすぐ17歳のドアーズに⼊る前に。。 とても光栄で、数⼈の
祝福をもらいました。。 私はきらめく世界を持ちました︕

李 越さんの⽇記



私はこの世界を愛します︕

2009.02.24

本当にこの世界を愛します。。 私のこの誕⽣⽇といえば。。幸せすぎます。。 まずは神⼾で先⽣達から意外な喜びをもらいました︕ それから帰ってから神様後で願いをかなえ
て、マラソンのその⽇に⼤⾬が降って、そこで学校はマラソン⼤会を取り消しました︕ また学友と友達から贈り物と祝福をたくさんもらいました︕ 最も私に感動させたのは友
達からずっととてもほしいannasuiの財布、化粧包、化粧鏡スーツをもらいました︕ 贈り物を開けた瞬間、私は⾮常に興奮しました︕ それから多くのおいしいものをもらいま
した︕また弁当箱、タオル、bodysoupもあります︕ それからまた加藤お⺟さん、⼭崎おばさんの贈り物をもらいました。。 私の写真集。。こんどあなた達に⾒せます︕ 先週
の⼟曜⽇に今のホストファミリーお⺟さんは⾃分の店で私に⿂と⾁のたくさんある⾷事を作ってくれました。またあぶり⾁を⾷べました。。 昨⽇また私達の中国の習わしによ
って私に誕⽣⽇の祝いをしました。。 ⻑寿麺だけではなくおいしい誕⽣⽇のカステラも⾷べました︕ 本当に感動されました。。。 昨⽇また意外に交流センターの先⽣達から祝
賀するカードと記念写真をもらいました︕ それとも私達は東京にいる時に写したのです。。 その時の私達はが全員とても若いですね=-=// ありがとうございます、交流センタ
ーの先⽣⽅。。 私にそんなに多く収容と配慮をくれました︕ 異国にいっても同様に関⼼の温かみを感じさせました︕ 神⼾が帰って来る後から、クラスの学友の関係も進展があ
ります︕ みんなともっと仲良くなりました︕この2⽇間また悪ふざけを始めました。。 今⽇家に帰る時、スクール・バスの駅を通った時、眼鏡をかけていないので東⻄南北を
はっきり区別できなくて、頭を下げいて前に向かって歩いています。。 突然後から⼈の“叫び声”--“越⼦︕17歳になっておめでとうございます︕”と⽿にしました︕私はその時
思わず感動しました。。それから⼀⽣懸命彼⼥たちに向って⼿を振ります︕ バス駅までついた時、また内のクラスの可愛い友達にぶつかりました。。彼⼥たちといっしょに暴
れたり騒いだりして、談笑して電⾞の駅につきました。。 それからちょうど家に帰る電⾞が来て。。また意外に坐っていて帰りました。。 私はこの何⽇ずっと幸福にあふれら
れています。。 夢を⾒る時も笑っています。。 ⾮常に天に感謝しました︕ 私はこの世界を愛します︕私はこの世界のため⽣きていきます︕ みんなも頑張ってください︕私達
の今の幸福を⼤切にします︕ ⼀⽇ごとを充実に過ごします︕私達の⼒を尽くしてこの世界を変えます︕

李 越さんの⽇記



ひな祭り︕

2009.03.03

今⽇はひな祭りです︕ まう⼀度⾃分が⼥の⼦であるためにうれしく思います︕ お⺟さんはそのとてもおいしいご飯を作ってくれました。。 それは何と叫ぶかを知らないです
が。。 でも。。 やはり⼥の⼦であるととても良いと感じます。。 少なくともスカートを着て差別を受けることはありません。。 ⾃分の趣味がショッピングだと⾔うことがで
きます。。 もし、あなたにもう⼀度選ぶ機会にあげるなら、みんなは男性であることを選びますか︖また⼥性ですか︖

李 越さんの⽇記



テスト

2009.03.05

今⽇、テストがやっと終わったよ︕︕︕ ⼤興奮︕︕ 四⽇間、疲れちゃったわ。。。 結果は１０⽇に先⽣からもらうらしい。。 でも 成績は重要じゃないわ︕ １０⽇みんなは
スーツケースを学校まで持ってきて １１⽇中国へ修学旅⾏に⾏きます。。 当⽇、私は可愛い先⽣、加藤お⺟さん、夢ちゃんと⼀緒に京都 に⾏きます︕私の修学旅⾏だ︕
これは⽇本語で投稿されたものです

李 越さんの⽇記



油絵

2009.03.06

昨⽇から私は新しい油絵の作品を描き始めた。。 この前の「空想」という油絵はやっと描き終わった。。 三ヶ⽉ぐらいかかった。。 ⼤変時間がかかった。。 今度のテーマは
私が⼤好きなウェディングドレス︕ 私は毎⽇もいつかの⾃分の結婚式を想像して いらいらなデザインのドレスを着てみたいなと想っているわ 今度やっと⾃分でドレスの模様を
設計できるわ︕ でもちょっと残念なのはモデルさんがいない。。 みなさん。。誰か暇なら 私のモデルさんをやってもらえない︖  たのしみだよ。。。
これは⽇本語で投稿されたものです

李 越さんの⽇記



え。。卒業式

2009.03.07

今⽇わが学校はやっと卒業式を⾏いました。。 私はもちろん逃していません。。 みんなは⾃分の学校の卒業式がそんないよいと聞きました。。 やはりとても感動しました。。
私は初めから最後まで泣いています。。 ⾃分が誰のために泣いたかを知らないですが、どのみちひたすら涙を落とします。。 ハンカチねじって⽔が出るほどです。。 ⽇本の国
歌は本当に揺り動かすことができます。。 国歌を放送し始めから泣きたくなりました。。 それからみんなは⼀⼈ずつ⾚いじゅうたんに歩いて校⻑の⼿から卒業証書を受けま
す。。 みんなが名前を叫ばれる時いずれもリズミカルに“はい”と答えます。。 その声が感動させました。。 クラスのバック・ミュージックが異なっています。。 “卒業写
真”。。“涙そうそう”︕〓 “涙そうそう”を聞いて泣きたくなります︕〓 毎回テレビでそのバック・ミュージックが《涙がきらきら光ります》である広告を放送するとき、 ⾔い
表せないと泣きたくなります。。 学⽣の発⾔もとても⼈を感動させます。。 わが学校は以前に男⼦学校でした。。 だから今も男⼦学⽣が多いです。。 今回発⾔したのは男⼦
学⽣です。。 彼が先に⾃分のクラスに不幸に遭難した学友を⾔及したときから泣き始めました。。 またお⽗さんとお⺟さんに感謝して、お⺟さんにずいぶんご⾯倒をおかけし
たと⾔った時。 声も⽴てずに泣きました。。 ⼥の⼦が泣くのは、、正常で⼈にかわいがられます。。 男性は泣くのは、1種の悲壮な感じです。。 儀式間、卒業⽣達は何度も起
⽴してお辞儀をしました。。 私も感動させました。。 私に最も感動させたのが退席する時です。。 悲壮な交響楽の中で、家⻑と先⽣達の拍⼿の⾳の中に 卒業⽣達が永遠に会
場を離れました。。 更に振り替えしてみると。。どのくらい惜しさが胸のなかにあります。。 3年奮闘した汗、あの時空気の中で溶けて、永遠にそこに残しました。 ごく短い
2時間に過去の10数年の事をすべて⼀回思い出しました。 認識しているすべての⼈に感謝します。 私に幸せで楽しい感じさせたことに感謝します。 私を励まして慰めた⾔葉に
感謝します。 本当⽣命に感謝します。。 天が私にいただいたすべてのことに感謝します。。 また帰るときの様⼦を連想して 私の涙はもっと激しく沸き⽴ちました。。 私も卒
業⽣達のようにみんなの前に⽴って 丁重的に“ありがとうございます”と⾔います。。 私に付き添って忘れ難い1年を過ごしてありがとうございます。。 私にくれた無私な収容
と配慮ありがとうございます。。 私はとても⾯倒な⼈で。。だからたくさんの⼈に⾯倒かけました。。 春のように私をやさしくしてくれた先⽣、ありがとうございます。。 私
の前に座って、何度か机を交換してもまたいっしょにいる七海。。 つが品のない⾔葉を⾔って、すぐに同性愛傾向があると感じました。。 私の前に座っている学友が⾮常に好
きです。。 もうすぐ我慢できません。。 彼⼥は1⼈の⼥⼦学⽣ですよ。。 また彼⼥と悪ふざけをすることと冗談を⾔うことが好きで、わざといくつかの失礼な話を⾔いま
す。。 縁があるかもしれません。。 クラスで何回机を交換しました。。 私たち⼆⼈はかつて第1列の⾓で3回座りました。。 私達がくじ引きの⽅式で決めますよ。。 完全に運
によったのです。。 これがまさか縁ではありませんか︖ ⾔い換えると。。 卒業式の後、みんなは遊びに⾏きました。。 同志たち、私達のすばらしい⾼校時代を⼤切にしまし
ょう。。 ある⽇、私達学校から出て、髪形或いは制服のために あなたを追って⾄る所に⾛る⼈はなくなります。。 その時の私達、とてもつまらなくて、寂しいでしょう。。

李 越さんの⽇記



⼤学の課程を体験します

2009.03.09

今⽇わが学校は活動をやりました。。 それぞれの⼤学の先⽣達に私達に講義してもらいました。。 講義したのは⼤学の課程です。。 すべての⼈は⾃分の聞きたい課程を申告す
ることができます。。 私、学びたい⼈が少なくてとてもおもしろい授業を選びたいです。。 灵異⾔語学と汚⽔処理社会⽣活歴。。 ひとりは盛徳⼤学の先⽣で、もうひとりは明
治⼤学の先⽣です。。 2⼈の先⽣はとてもおもしろいです。。 授業もとてもおもしろいです。。 話をうまくできることはいい⾔葉を話すことではなく、にせのことを本当のこ
とに話すようにできる事です。。 汚⽔処理は都市の⼈⼝と都市建築に関係があります。。 実は、早く⼤学に⾏ってもとても良いと思います。。 ふふ。。 みんなが将来何を学
びたいですか。。

李 越さんの⽇記



とても⾔い表せない気持ち

2009.03.09

今⽇もう⼀回ホストファミリーが変わりました。。 また加藤お⺟さんの家に帰りました。。 つまり私は今曹夢岩と⼀緒に住みます。。 朝2ヶ⽉私を配慮した吉⽥お⺟さんに別
れを告げました。。 ⾞の上で、彼⼥は私に、店の中で仕事がとても忙しいため、私を配慮する時間がないと教えました。 彼⼥はとてもすまないと思います。。 しかし⼼の中
に。。 彼⼥は私に対してもういいと思います。私のためにたくさんしてくれました。。 私こそ、⾃分が彼⼥と家⼈にずいぶんとご⾯倒をおかけたと感じます。。 吉⽥の家か
ら、多くのものを習いました。。 外国⼈から⽇本の⽂化と⾒⽅を学ぶことを含んで。。 同様に異国で⽣活する中国⼈、みんなの考えも異なっています。。 突然1種の罪の悪意
が。。。 ⾔い表せなくて胸のうちに突き進んできました。。 もともとまた私のとても好きな加藤お⺟さんの家に帰って、 夢岩と⼀緒に住むことができて、とても興奮させる事
です。。 しかし夢岩は私に“あなたが興奮しないですか”と聞く時、 本当に“私がずっと興奮しない”と答えることしかできません。 私から⾒ると、これは私の最も致命的な傷で
す。。 幼い時から今まで、どのように興奮すべきかを知りません。。 どんなにうれしくても、潜在意識の中で⼀部を引きとめておきます。。 ⾃分に極点を達成させません。。
つまり興奮させません。。 ⻑い間すでに慣れました。。 しかしこのようにして、 私がすでに感情を現すことがうまくできないことを気づきました。。 確かに吉⽥お⺟さんを
惜しんでも、とても彼⼥に申し訳ないと感じて、 ほほえんで彼⼥に“ありがとうございます”、“さようなら”と⾔うことができます。 加藤1家の⼈に会って、また夢岩を⾒て、私
は確かにとてもうれしいです。 それなのにただほほえんで“ただいま︕”と⾔いました。。 どうして今の私、悲しんでも泣くことができなくて、楽しんでも⼤いに笑うことがで
きませんか。。 私は、ただ疲れたからとずっと思っています。。 しかし私は今まだ覚えています。 北京前を離れる前に、私のお⽗さんとお⺟さんが帰るその⽇、 お⺟さんは
扉の外に初めて私を抱いて、 私は確かにとても悲しくて、確かに涙はもうすぐあふれ出ても、 無理に抑えました。顔をそむけて、 そのままあか抜けて離れました。。 ⾃分が
お⺟さんに申し訳ないと感じます。。⾃分がとてもむごいと思います。。 その⽇に神⼾で別れた時、私もとても⾃然で涙を抑えて、笑って第1陣の⼈を送っていきました。。
新幹線で、掰莹は先に下⾞して、彼⼥が下⾞する時も笑っていることを知っていて、しかし彼⼥が⼈の群れの中で消えてなくなる時に、席に座って、私の涙はやっとざわざわと
落ちました。どんなに惜しんでも、また笑顔を維持していて落ち着いています。。とてもこのような笑顔を嫌になり始めました。。 申し訳ないです。もし⾃分の気持ちをうま
くあなたに伝えることができないならば、私があまりにさびれていると誤解しないでください。ただいつも⾃然に感情を保留するのです。。 申し訳ないです。このような私の
ため、感謝の気持ちを⼤声で⾔い出すことができませんでした︔惜しむ気持ちを⼤声で⾔い出すことができませんでした︔申し訳ないことがあっても、⼤声で⾔い出すことがで
きませんでした。。 今の私は気持ちがとても複雑で、とても乱れています。。 だから少しどろもどろでした。。 ひたすら私の表現したいのがみんながよくわかるのを願ってい
ます。。

李 越さんの⽇記



⾃転⾞の旅

2009.03.14

すでに先週の事だった。。 でも⾔い甲斐がある。。 私は⾃分の記録に挑戦した。。 家から学校まで1時間あまりの⾃転⾞に乗った。。 予想より難しい。。 でも、⾵の中で、
ぴゅうと坂を下ること、うんうんと坂をあがること、 感じはいい。。 でも、やはり様々な原因でもう⾃転⾞で学校へ⾏くことができなくなった。。 ⾃転⾞で学校へ⾏く同志た
ちに 交通安全に注意するよ︕

李 越さんの⽇記



京都の夢を実現する

2009.03.14

以前みんなの⽇記の中で京都はどんなに良いことを書いたことに気づいた。。 今度私はついに⾃分の⽬で⾒た。。 ⾏けなかった修学旅⾏の替わりに。。先⽣と、夢岩、加藤マ
マといっしょに京都に⾏った︕ ⾦閣寺は想像より更にきらめいていた。。 清⽔寺の名前が覚えにくいががかなりきれいだ。。 あの景⾊は本当に⾵格がある。。 ここにつく
と、どうしても⾔わなければならないことがある。。 京都と東京は本当に異なる。。 東京も寺院などが多いが、京都の寺院は多いだけではなく、全部⽴派だ。全体的に古の⾹
りがする。 ⼆年坂、三年坂も京都⾵だ。。 晩ご飯はかなり良かった。。 翌⽇に平等院に⾏った。。 本当に10円の後ろの図と似ているね。 それから多くの写真を撮った。。
中の展⽰物もびっくりさせられた︕ すばらしい︕ 平等院に⾏く前は万福寺に⾏った。。 中国⾵の寺院。。かなり感じがある。。 午後三台宝寺に⾏った。。 そして醍醐寺。。
あの漢字は書きにくいね。。 でも本当きれいだ︕感じがあるね。。 ⾃分が篤姫になった気がした。。 3⽇⽬に嵐⼭に⾏った。。 ついに⾒た。。 周恩来総理は⽇本留学の時に
書いた《⾬の中の嵐⼭》。。 当年⼀⽣懸命に覚える値打ちがあるね。。。でも残念だがもう忘れた。。 嵐⼭でまた⼈⼒⾞に乗った。。 あの⼈⼒⾞のサービスはとても周到でと
ても暖かかった。。 ちょうどその⽇に⾬が降った。。 私も周恩来総理と同じく霧⾬がしとしと降っていた嵐⼭で永久の記憶を残った。。 嵐⼭からまた⼆条城に⾏きました。。
⼆条城は⼤きすぎる。。城壁もとても⾼い。。 午後新幹線に乗って帰って来た。。 この3⽇間は短いが、頭は少し正常ではないが、本当にすばらしい︕ その上泊まったホテル
は神⼾で泊まったホテルと同じホテルだ。。 ⾵格は同じだが、新しいから、神⼾よりきれいで美しい︕ 今回、先⽣は本当に苦労した。。 実にいうと、⽥代先⽣は本当にかわい
い。。⽬はとても⼤きくて、とてもやせている。。 うらやましいわ。。⽥代先⽣はハイヒールで私達といっしょに3⽇間遊んだ。。 そして、夢岩と加藤ママ、いろいろ写真を
撮った。。 曹夢岩ちゃんはみんなに⾒せるかもしれない。。 要するに今度の修学旅⾏は忘れ難い︕ ⼀⽣に⼀回しかない、最も忘れ難い︕

李 越さんの⽇記



悲惨、私。。

2009.03.14

今回の私といえば、本当に悪い⽬にあった。。 この間神⼾に⾏く時みんなも⾒たかもしれない。。 私の⻑い針⽳。。 今悪化した。。 しばらくの間、好転すると⼩さい⼿術を
しなきゃ。。 ⼩さい⼿術と⾔っても。。 聞くところによるととても痛い。。その⼤きい腫れた塊を切るそうだ。。 神様わ。。 あああ。。

李 越さんの⽇記



天気がいい。。

2009.03.15

今⽇の天気がとってもいい。。 七分袖の服を着て、下はスカートでちょうどいい。。。 外でぶらぶらしていて、ちょっと熱い感じ。。。 春がほんとに来たね。。

李 越さんの⽇記



油絵ああ、油絵。。

2009.03.16

今⽇学校に⾏く。。 時には⼀⽇中書いている。。 でも今回は私だけだ。。 みんなは修学旅⾏で、まだ帰って来ていない。。 明⽇帰って来る。。 今⽇⾼校⼀年⽣に球技のテク
ニック⼤会がある。。 みんなは全部活発だった。。 中国の学校運動会と同じだ。。 学校中には美⼈達の鋭い叫び声がいっぱいで。。 それはそれは。。 勝って叫ぶだけではな
く。。負けてもっと叫ぶの。。 でも 若いさあ。。 若さは資本⾦︕若さは無極限︕︕︕︕︕︕︕

李 越さんの⽇記



美しい花嫁

2009.03.16

今⽇、兄の花嫁さんが家でご飯を⾷べた。。 久しぶり会ったけど、もっときれいになった。。 今⽇も兄と花嫁さんとの結婚の写真を⾒た。。 ⼆⼈はとても似合ってるよ。。
ここから感⼼した。。 「結婚っていいなあ」。。 結婚の写真はもっといいなあ。。 ウエディングドレスもいいなあ。。 結婚式ももっともっといいなあ。。 ハネムーンもいい
でしょうね。。 わたしは何でまだ17歳だか。。 その⽇まではまだまだだね。。 ⻑い間の期待で すばらしい婚姻が待てばいいなあ。。 ふふ。。これはね、⾔っちゃだめ︕︕
要するに、すべての恋⼈が結局夫婦になれるように。。 みんなのお幸せを、世界の平和を祈る。。 ⼀⽇も早くウエディングドレスを着るように。。ふふ。。

李 越さんの⽇記



⼤学卒業式

2009.03.18

今⽇は⼤東⽂化⼤学の⼤学卒業式です。。 この間は我が⾼校部の。。 今⽇のスクール・バスがどのようにぎっしりなことをさておき。。。。 並びは地下⼀階から2階まで。。
初めてこんなに多くの学⽣がスクール・バスに乗ることを⾒て。。 それから卒業する姉と兄達がきれいに着ている︕︕ あの和服のようだが完全に和服ではありません。。。。
とてもきれいです。。 ⼤量の不⼀致の様⼦〓をさらに加えていっしょに集まります。。 今⽇の⾵はまたとても⼤きいです。。 かなりきれいです。。 きれいのほか本当に別の
⾔葉がありませんでした。。 兄達も格好いいね。。 全部スーツです。。 また早く卒業してほしい。。。

李 越さんの⽇記



卒業式3

2009.03.19

ごめん。。 最近卒業式だけを書いた。。 でも今⽇また卒業式がある。。 我が学校の幼稚園の卒業式だ。。 ⼦供達はとてもかわいい︕︕ 突然また幼児時代に帰りたい︕︕ 粉ミ
ルクを飲みたい。。 え。。 ⼈⽣はこんなに変わりやすい。。 といえば。。 ⽣⺟に⾔う話がある。。 ママ︕すぐメールボックスを調べて。。メールを書いた。。。

李 越さんの⽇記



お。。新しいホストファミリー

2009.03.26

みなさんに報告します。。 また引越ししたんです。。 今回のホストファミリーには三歳の弟さんがいる。。 とってもとっても元気で、明らかだ。。。 毎⽇遊びばかりして疲
れないようだ。。 私はやっぱり年上になったよね。。 お⽗さんとお⺟さんはもともと朝鮮の⼈だった。。 韓国語はべらべらしゃべれる。。 でも、それはもちろんのことだか
ら。。 ⽇本語もとてもすばらしい。。 お⺟さんは名⾨⼤学の学⽣だった。。 今は⽇本語の先⽣だ。。 まさに私のアイドルだよ。。 とても優しい。。。 料理もおいしい。。
そして、いろんなキムチが⾷べられて、ラッキー そして、たくさんの韓国料理も。。 それから、うちのテレビは韓国のチャンネルも⾒える。。 毎⽇、韓国のドラマがたくさん
やっている。。 私は韓国語を聞いて、⽇本語の字幕を⾒ているんだ。。 もしかしたら、いつか韓国語も分かるようになるかも。。 うふふ。。。。。。

李 越さんの⽇記



温泉。。温泉︕

2009.03.26

今、⾖ちゃんがどうしてそんなに温泉が好きなのか、やっと分かった。 それは温泉に⼊るのは本当に「気持ちいい」から。 先週三連休の最後の⽇に、新しいホストファミリー
のお⽗さん、お⺟さんと弟さんと⼀緒に温泉に⾏った。。 その夜⾬だったけど。。 温泉に⼊ると、頭がすっきりしていて、体がリラックスする感じはすばらしかった。。 最初
はみんなで⼊るのには慣れなかったけど。。 すぐ慣にれて、楽しくいろいろなお⾵呂に⾏ったり来たりしていた。。 温泉。。やっぱりいいところだね。。。

李 越さんの⽇記



唐⾟⼦を舞い始めさせましょう︕

2009.03.31

⼥性のみなさん︕男性のみなさん︕ 今回紹介するのは岩本お⺟さんの作ったごちそうです。。 発表できる写真に限りがあるので。。 もっと多くの望外な喜びとすばらしさが階
下の⾷卓で私を待っていますね︕ この春は寂しくないです︕ 私達の⼀番好きな--唐⾟⼦︕最も盛んなサンバを踊り始めましょう︕ ごめん。。この⽂章は少し。。 写真⼀--鶏
⾜︕︕ 写真ニ--強い唐⾟⼦達︕︕ 写真三--特別な“⿂⾹⾁丝”。。私の郷⾥のとはちょっと違います。

李 越さんの⽇記



逃避

2009.04.01

ホントは昨⽇、すごく痛いおもいをするはずだったの。。 でも私は昨⽇病院に⾏って。。 ⼥医さんが私のものもらいはもう⼤丈夫だって⾔ってくれた。。 ⼿術をしなくてすん
だ︕︕ でもまたぶりかえして。。 やっぱり根治治療をするべきかな。。 迷うなあ。。ゼッタイ痛いだろうし。。 やっぱりダメ。。決⼼がつかないな。。 ものもらいなんてや
っつけてやる︕

李 越さんの⽇記



桜満開

2009.04.06

東京は桜の季節真っ盛り︕︕ 昨⽇岩本のお⺟さんと“⾚⽻桜祭り”にいってきました。。 会場は川岸だったので川からの臭いがあがってくることも。。 桜は本当にきれいでし
た。。。 ⾵景がピンク⼀⾊にそまっているだけでなく⼀つ⼀つの花たちの素晴らしいこと︕ とても短い命だけれどね。。 でもその命が儚いほど美しく咲くんだね︕ しかも桜
はピンクだけでなく、⽩や⻩⾊のも。。 なんと２⾊のものまで。。 どこからでも桜の麗しい姿が眺められました。 昨⽇のお祭りは花を⾒るだけではなくたくさんのイベントも
ありました。 きれいなお姉さんたちの吹奏楽団はすごくかっこいい。。 それから⼤道芸。。 もちろん太⿎も。。 おもちと⽢酒も無料で配られていました。。 最後に抽選
会。。 でも残念なことに。。 このときはふられちゃったけれど。。 幸運の⼥神が⾃分にほほ笑んでくれるのはいつかな。。 たとえ冷笑でも。。。⿐で笑われるのでもいい
や。。 まあ。。。いいや。。堅実がなにより。。 でも楽しかった。。 どんどんこの社会に溶け込んでいっている気がする 帰属感っていうのかな。。フウ。。。

李 越さんの⽇記



過去を振り返って

2009.04.06

今⽇私は以前の⽇記を読み返したら。。 なんだか⾃分が書いた⽂章じゃないような気がして。。 中国にいたときは抒情的な⽂章書くのが得意だったのに。。 せつないものはせ
つないままに。。。⾵雅なものは⾵雅なままに。。 でも⼼連⼼で書いてきた⽇記はすごくストレートな気持ちで。。 ⼀字⼀句から喜怒哀楽や幸福感、充実感があふれている。
以前書いていたきれいな⽂章がニセモノだったって気づいたの。。。 たくさんの時間をまだわたしの⼼象⾵景の中で過ごしているのかもしれない。。 それとも⾝の回りの幸せ
に気付いてないのかも。。 でも今⽇から、 ⾃分の居場所をちゃんとたしかめよう。

李 越さんの⽇記



⽇記がまだアップしない︖

2009.04.07

お⼿数ですがセンターの先⽣⽅。。 おとといと昨⽇書いた⽇記ふたつまだアップしていないんですが。。どうしてでしょうか︖ 写真も。。 タイトルは《桜満開》、《過去を振
りかえって》です

李 越さんの⽇記



学校が始まりました

2009.04.11

⼀昨⽇始業式で、昨⽇から普通に授業が始まりました。 私も⾼３だよ。。 早いなぁ。。桜もほとんど散っちゃったし、気温も上がって⽇に⽇に暑くなってきてるし。。 噂によ
ると、東京はここ２、３⽇すごい暑くて、夏⽇と同じ気温なんだって。 今⽇最後の英語の授業のときに、みんなで⾃⼰紹介をしたんだ。 英語の先⽣はもう２年間うちのクラス
を担当してくれてて、今年で３年⽬になるから ⾃⼰紹介っていうよりは、クラスの男⼦たちの芸披露の場みたいな感じになってたんだけど。。 みんな⾃⼰紹介するときに「実
は…」って⾔葉を使って始めて その後に今まで誰にも教えたことがないような、突⾶なことを⾔わなきゃいけないの。 例えば⾃分の不思議な癖だとか、家の近所になんとかっ
ていうアイドルが住んでるだとか。 本当にビックリすることもあったんだけど でもすごい⾯⽩かった。 ただ私は咄嗟に⾯⽩いことが思い浮かばなくて、何も⾔えなかったんだ
けど。。 でもクラスメイトと⼀緒にふざけあって遊ぶのはやっぱり楽しいな。 すごく充実してる感じ。満たされてる。。 残された時間の中で、クラスメイトののみんなともっ
と仲良くなれたらいいな。。 忘れられない思い出が作れたら素敵。

李 越さんの⽇記



森林公園

2009.04.13

以前はいつも森林公園⾏きの電⾞に乗って家に帰っていました。。 でも実は1回も⾏ったことがない。。 昨⽇岩さん、加藤のお⺟さん、彼⼥のお友達と⼀緒に森林公園に⾏き
ました。。 岩本のお⺟さんから森林公園は広いと聞いていましたが。。 中へはいったら広⼤な敷地が⽬にとびこんできて。。 ⽣い茂る⽊々や。。 みたこともないいろいろな
植物。。 もちろん私は花や草⽊が⼤好き︕︕ だからたくさんの植物の写真を撮りました。。 ⾃然の美。。 森林公園を出て温泉へ。。 温泉に⼊ったらお肌がつるつるになりま
した。。 夜は雰囲気たっぷりの韓国料理を。。 ⽯焼きビビンバはやっぱりおいしかった。。 それからチヂミもおいしかったなあ。。 ⾃然の中にいると都会での煩わしさや悩
みが消えていくよう。。 ⾃然と⼀体になって。。。 ⽊々や花、⼩さい⽣き物たちの間に気持ちをおいていると。。 気づくことが。。 ⽣命がこんなに美しかったってこと。。
⼀番⾔いたかったことは--⽣命ってこんなにも美しい

李 越さんの⽇記



バレ︕ バレ︕頑張れ︕

2009.04.13

今⽇の体育の授業はダンスの予定でした。。 体育祭で３年⽣は集団ダンスをするので。。 エネルギッシュなダンスだとか。。 でも今⽇はダンスの先⽣が怪我をしてしまったの
でバレーに変更。。 中国でもバレーの授業をうけたけど。。 私は不器⽤なので。。ふう。。 中国で、私たちの学校は毎年⻑野県の⾼校⽣との交流会を開く際、毎回バレーボー
ルの交流試合をやっていたのです。。毎回私たちの学校は参加していましたが。。勝ったことがない。。その時から⽇本の⾼校⽣のバレーのレベルはすごいって思っていたの
今回も。。やっぱりみんなのレベルは⾼い。。 レシーブはなんとかできるけれど。。でもサーブが⼀番苦⼿。。 どうしたら腕⼀本であんな固い球をネットの向こうへ打つこと
ができるの。。 でもみんなのサーブはすごくて。。相⼿コートのラインぎりぎりに打ち込んでる。。 でも今⽇はグループ対抗の試合だから全員参加。。。 途中笑い声もでてい
たし。。 でも楽しかった。。 みんな球を受けるため膝をついたり なんか感動しました これがスポーツマンシップよね。。 なんだか体育の授業が好きになってきています。。
どんな授業でもみんなで⼀緒に頑張れば、なんだか幸せな気分︕

李 越さんの⽇記



吹奏楽部

2009.04.16

あらためて、ウチの学校の吹奏楽部ってすごい。。 あらゆる種類の楽器ががそろっていて、しかも本格的。。 もちろん実⼒もかなりのもの。。 「篤姫」の前奏曲「キセキ」の
演奏を聴いたとき。。 感動︕︕ プロのオーケストラの演奏と⽐べても遜⾊ないかも。。 校外で定期演奏会を開くのも納得。。 でも今年、美術部の新⼊⽣はゼロのよう。。 新
しく⼊学した1年⽣はみんな美術部に⼊りたくないのかな。。 落ち込み。。ウツウツ。。 本当に美術部っていいのになあ。。 筆で⾃分の表現したいものを表現して、そこに⾃
分のイマジネーションを加えたり、⾃然の美と⼈の作りだす美とを融合させたり。。すごい達成感があるよ。。 ⾔葉では表現できない美も、絵筆でなら表現できるものもあ
る。。 それが⾃分が美術を好きな理由のひとつ。。 それに描いている最中は⾃分が絵と⼀体になって、まるで絵の中にいるような感覚が味わえる。 絵の中でそよぐ葉、まるで
⾃分の⽿元をそのそよ⾵が吹き抜けていくよう。。 絵の中の⼈が笑っていると、こっちも幸せな気分になるし、泣いていれば、こちらもつらくなる。 絵には⾃分の魂だけじゃ
なくて他の⼈のも込められているんだ。。 あなたが⾃由なら、絵も⾃由。 たとえあなたが⾃由でなくても、絵は永遠に⾃由なままだから。

李 越さんの⽇記



学校の隅々が美しい。。

2009.04.20

学校の隅々が美しい。。 それは、そこに私たちの思い出があるから。。 教室の前⽅にかつて座っていたあの男の⼦、 慌ただしい⼈の群れの中でも、あなたのもの悲しげな背中
を⾒つけられるよ 壇の上で⽴っていた先⽣。。 いつも笑顔を、⼼配や理解をして下さり、ありがとうございます。。 体育館の空気の中には、 私たちが争い笑いあった思い出
が残っている。。 ほんの少しの違いのために すべての絵の具を試して⾒たけれども。。 美しい⾊でも 私の素晴らしさや幸せへの解釈を表しだすことができなかった。。 この
学校に来て、勉強することができて、 本当に幸せで、ラッキーだと感じる。。 １０組に⼊って、 また私は幾度となく⾃分の幸運に感嘆した かつて私のことを気に掛け、⼼配
してくれた⼈々みんなに感謝したい あなた達が私の⼼の中に、下のような⽂字を刻んでくれたのだ－－ 世界は隅々まですべてが美しい、 それは⼈と⼈が互いに愛し合うからこ
そ この世界はいつの⽇か、平和と輝かしいゴールにたどり着く すべてはいい⽅に変われる︕

李 越さんの⽇記



髪の⽑を切りました

2009.04.21

⼩娘の私は髪の⽑を切りました。。 以前は髪の⽑がぶ厚すぎたの。。 前は⻑すぎたし。。 今切り終わってからはすごくさっぱりしてて気持ちいい

李 越さんの⽇記



盛り上がった夜

2009.05.04

昨⽇加藤さんの家で焼⾁パーティがありました。。 こんな素敵なイベントに私が参加しないわけがないでしょ︖ふふ。。 ということで私も準備万端で、⾃転⾞にまたがり⾏っ
てきました。。 昨⽇はかなり天気がよくて、 春の爽やかさもあれば、初夏の陽気も感じられて。。 庭でワイワイするのにはもってこいの天気だった。。 でも本当のことをい
うと、そこに着いてから庭の様⼦にかなりビックリしたの。。 庭にはバーベキュー⽤のコンロが置いてあって、その上には鉄板が乗ってて。。 あとすごく⼤きなアウトドアテ
ーブルと、ビーチチェア。。 まるでキャンプ場みたいで。。本格的だったの︕︕ それからスペシャルゲストも来てくれたんだ。。 鈴⽊さん︕︕ うちらの写真を撮ってくれる
鈴⽊さんとはそりゃあもう気が合って。。 私たちはいつもお互いに冗談を⾔い合って、楽しんでるんだ。。 本当、もっと早く出会えてれば良かったと思うよ。。 昨⽇もね。。
私と梦岩と、加藤さん家のお⽗さんと、鈴⽊さんの４⼈で焼くのを担当してたんだけど。。 楽しくおしゃべりしつつ、焼いては⾷べ。。結構気分が良かったの。。 でもその結
果私が⾃分のことばかりに気をとられていたから、焼いた野菜が半⽣で、注意されちゃった。。 私たちはコンロの近くに⼩さなテーブルを⽤意して。。 ４⼈でそれを囲って、
明るいランプの下で（加藤さん家にはなんと専⽤のランプがあるんです。。結構雰囲気が出るんですよ。。）素敵だったぁ。。 それから私たちは⾷べて笑って、⼼ゆくまで⼈
⽣について語り合いました。。 いっぱいしゃべったなぁ〜。。 最終的に加藤さん家のお⽗さんが飲みすぎちゃって、私たちは満⾜するまでしゃべってから帰ったんだけど。。
でも、本当に楽しかったなぁ。。 なんか「⼈の世で⼰を知ることは難しいけれど、空のもっとも⾼いところで最⾼の友に奇遇する」みたいな感じ。 確かにみんな同じ年代では
ないけど、 友情に年齢なんて関係ないんだ。。 燃え上がる夜、焚き⽕の中で、まだ消えない。

李 越さんの⽇記



なんで私の⽇記がまだアップされないの︖

2009.05.05

昨⽇書いた⽂章がまだアップされない。。 私のパソコンが問題なのかな︖

李 越さんの⽇記



⺟の⽇

2009.05.10

今⽇は⺟の⽇。。 街のいたるところで花が売られています。。 今⽇友達と原宿に遊びにいったら、あちらこちらで⺟の⽇ということで。。 ⼤安売り。。 ⺟の⽇だけれど、私
たちがちょっと得してしまいました。。 当然かな。。 世界中の⼈達もいい⺟の⽇を過ごせますように︕ ずっと若くきれいでいてね︕

李 越さんの⽇記



無敵のビックワンタン

2009.05.12

この写真は前にホストファミリーの岩本のお⺟さんが作ってくれた、⼿作りのワンタン。。 本当に、ほんっとうに美味しかった。。 全然⼤げさじゃなくて、これは私が今まで
⾷べてきた中で⼀番おいしいワンタンだった。。 なんていうか、とっても優しい味がするんだ。。 最近また突如ダイエットを始めることに。。 ⼈⽣はさ。。いつもこうやって
繰り返していくんだよ。。 ダイエットしてはリバウンドし ― またダイエットしてはまたリバウンド。 ⾰命の道は本当に⾟く苦しいものなのだ。。 繰り返しの連続だ。。
⾰命はまだ終わっていない、同志よ努⼒を怠るな。

李 越さんの⽇記



受験⽣

2009.05.19

最近⾃分は受験⽣なんだってつくづく思います。。 学校の重い雰囲気だけじゃなく。。 家でも⾃分から参考書を広げたり。。 夢にも思わなかったなあ。。 家族も気を使って
くれて 勉強するの場所をつくってくれたり、果物や滋養のあるものを準備してくれたり。。 ⼤学⼊試が⽬前にせまっているんだなあ。。 でも、まだまだ遊びたい年頃なんだ
し。。 仕⽅がないか。。 ５⽉のこんなに爽やかでいい季節なになあ。。 写真１ さくらんぼ 写真２ さくらんぼパンダ 写真３ ｂａｂｙドナルド

李 越さんの⽇記



ついにでた。。

2009.05.21

東京はこれまでよくやったと思います。。 こんなに⼈の往き来が多いところで。。 昨夜ニュースで、 東京でも新型のインフルエンザの患者が確認されたとの報道が。。 でも
これはみんなあるていど予想していたことで。。 ⼋王⼦在住の⼥⼦⾼⽣は確定だそうです。。 同情しちゃうなあ。。 ⼋王⼦に住んでいる何健くん あっちはどうなっているの
かしら。。 今⽇から、私もマスクをつけています。。 みんなも体気をつけてね でも困っちゃうのは ２、３⽇前に夢ちゃんと冗談で 東京にも新型インフルエンザがあらわれた
らどうしようなんて話していたのに。。 この世界の変化はホント、⼈間の想像の範疇を超えてるよね。

李 越さんの⽇記



服より⾼価なマスク

2009.05.21

まるで⼀晩でこの世の全てのマスクが売切れてしまったみたい。。 どこに⾏っても売り切れ。。 まだ冬に買ったマスクが残っていたから良かったけど。。 もう今じゃ全然買え
ないし。。 しかも新型インフルエンザ予防⽤のマスクなんて、５枚で2000円以上するの。。 ⾼いなあ。。 みんなも早めにマスクを準備した⽅がいいよ。。

李 越さんの⽇記



校外活動--横浜

2009.05.22

今⽇校外活動で、3年⽣のみんなと⼀緒に横浜に⾏きました。。 横浜は今開港150周年記念の真っ最中だったから、 すごいにぎやかだった。。 ちょうど天気も良くて、 港の⾵
景がすごく綺麗だった。。 今度は完全に横浜という街を好きになってしまいました。。 まず⼭下公園に集まってから、先⽣に連れられて観光船に乗ってぐるりと遊覧してき
た。。 横浜の港はとても⼤きくて、⽇本で⼀番最初に外国と貿易交流を始めたところでもあるから、 そういう外国の雰囲気が良かった。。 船の上ではみんな、景⾊を眺めなが
ら⾊々しゃべってて、すごくにぎやかだった。。 その後は各⾃分かれての⾃由⾏動。。 ほとんどが⼥⼦同⼠、男⼦同⼠。。 私たちはいわゆるショッピングセンター的なところ
に⾏きました。。 レストランも、映画館もあって。。 お店もたっくさんあった。。 みんなで⼀緒にプリクラも撮ったんだ。。 楽しかったぁ。。 横浜には⾯⽩いところがたく
さんあって、 ⼀⽇じゃとても回りきれなかった。。 科学技術展やらなんやら、本当にたくさん。。 遊園地もあるんだよ。。 もちろん⼀番有名な中華街も。。 横浜の中華街は
すごく⼤きくて、品揃えも良い。。 ただ今⽇は時間が⾜りなくて、全部の店をゆっくり回れなかったんだけど。。 機会があったら、絶対また⾏こう。。 帰るときはクタクタだ
ったけど、 それでもすごく楽しかった。。 クラスメイトのみんなにも感謝。。 みんな良い思い出が残せるように、 今回の集団活動にかなり期待していたみたい。。 友達から
プレゼントまでもらっちゃったんだ。。 本当にもう、泣かせるなぁ。。 そういえば、今⽇⾵が強くて、 私たちのスカートが。。 なんだかとても良い感じだった︕︕ うん。 そ
う、良い感じ︕ 写真の解説。。 写真⼀ ⼭下公園 写真⼆ “九龙”っていう名前のお菓⼦。。中国のだって⾔ってるけど、こんなの初めて⾒た。。 写真三 中華街

李 越さんの⽇記



ツイてない⽇

2009.05.25

今⽇のHRで、各⼈の体育祭参加種⽬を決めました。。 もともと私たちのクラスは⼈数が少なく、男⼦なんてほかのクラスの半分ほど。。 なのでほとんどの種⽬で２度参加をす
る必要が。。 でも、参加⼈数は少なくても、やはりみんな⼆の⾜を踏むのがリレーです。。 ⼥⼦８名だけなのですが、⽴候補はナシ。。 結局じゃんけんでその運の悪い８名を
決めることに。。 みんなから歓声が上がりましたが モチロン私のではありません。。だって無残にも負けてしまったから。。 しかもヒサンなことに２００メートルも⾛ること
に。。 たしかに今まで何回も運動会には参加してきたけれど⼀番⻑い距離でも⾛ったのは２０メートル、しかもマジ⾛りではない競技で。。 みんな順位は関係ないって⾔って
くれるけど。。 でも私が10組の名を貶めるようなことは。。 もう頭パニック。。 それと開幕式のダンス。。 すごく難しくて。。 ⼈⽣って挑戦の繰り返し。。 ふう。。

李 越さんの⽇記



夏が来ます

2009.05.31

来る⽇も来る⽇も、⾬、⾬、⾬。。 きっともう梅⾬の季節なんでしょうね。。 明⽇私たちは⼀⻫に夏服に着替えます。。 時の流れは早いなぁ。。 私たちは夏に来て、また夏
の季節に去っていく。。 この夏は、なんだかもの寂しい気持ちになりそうです。。

李 越さんの⽇記



忙しいなあ。。

2009.06.09

ここのところスゴク忙しい。。 三年⽣になって、勉強以外ないかとおもったら、なにやかやとあって。。 体育祭の準備で、毎⽇ダンスの練習。。 お昼ごはんの時間を使って
ね。。でも私は⾷べるの早いからダイジョウブ。。 20⼈21脚は朝、練習。。 7時30分から始まるので、5時半には起きなくちゃ。。 寝ること命、の⾃分としては。。フウ。。
みんなで⽬指す勝利の為には、⼩さいことにこだわらず、もっと⼤きな⾃⼰実現を⽬指さなくちゃ。。 それと部活動にクラスでもらった卒業証書。。 まだ卒業じゃないのに、
繰り上げて卒業証書をもらったの。 クラスのほとんどは予備校とかにも⾏っていて ３学期にはあまり学校に来ないんだって。。 私も『勉強しています』なんて信じられないよ
うなことを⾔ってるし。 ⾃分でも信じられない、私が勉強しているなんて。。 でも、この1年のいい終わり⽅を迎えたかな。勉強頑張らなくちゃね。 お⺟さんがこれを読んだ
らうれし泣きしちゃうかも。。

李 越さんの⽇記



世界がもし100⼈の村だったら

2009.06.11

是⾮⼀度真⾯⽬に読んでもらいたいと思います。 良かったら ⽇本語で読んでください 作者︓ダグラス・ラミス 世界には63億の⼈がいますが もしもそれを100⼈の村に縮め
ると どうなるでしょう 52⼈が⼥性です 48⼈が男性です 90⼈が異性愛者で 10⼈が同性愛者です 70⼈が有⾊⼈種で 30⼈が⽩⼈です 61⼈がアジア⼈です 13⼈がアフリカ⼈
13⼈が南北アメリカ⼈ 12⼈がヨーロッパ⼈ あとは南太平洋地域の⼈です 33⼈がキリスト教 19⼈がイスラム教 13がヒンドゥー教 6⼈が仏教を信じています 5⼈は、樹や⽯な
ど、全ての⾃然に霊魂があると信じています 24⼈は、ほかに様々な宗教を信じているか あるいは何も信じていません ⼀部省略 20⼈は栄養が⼗分ではなく ⼀⼈は死にそうな
ほどです でも15⼈は太りすぎです すべての富のうち 6にんが５9％を持っていて みんなアメリカ合衆国の⼈です 74⼈が39％を 20⼈が、たったの2％を分け合っています す
べてのエネルギーのうち 20⼈が80％を使い 80⼈が20％を分け合っています 村⼈のうち ⼀⼈が⼤学の教育を受け 2⼈がコンピューターを持っています けれど、 14⼈は⽂字
が読めません ⼀部省略 ⼀年の間に、村ではい1⼈が亡くなります でも,1年に２⼈⾚ちゃんが⽣まれるので 来年、村⼈は101⼈になります けれど何より あなたは ⽣きているか
らです 昔の⼈は⾔いました 巡り往くもの、 また巡り還る、と だからあなたは 深ぶかと歌ってください のびやかに踊ってください ⼼を込めて⽣きてください たとえあなた
が、傷ついていても 傷ついたことなどないかのように 愛してください まずあなたが 愛してください あなた⾃⾝と、⼈が この村に⽣きてあるということくを もしもたくさん
の私・たちが この村を愛することを知ったなら まだ間に合います ⼈々を引き裂いている⾮道な⼒から この村を救えます きっと…
これは⽇本語で投稿されたものです

李 越さんの⽇記



ルーブル美術館展

2009.06.14

今⽇はルーブル美術館展の最後⽇。。 美術部員としては、美術事業への貢献のためにもこれは是⾮⾏っとかなくては。。 ⽇曜⽇なのに、早起きして。。 まさか、国⽴美術館前
に並ぶ⼈の列が上野駅から⾒えるほどとは思わなかった。。 “会場に⼊るまであと150分”︕ ⼈⽣って。。 この美術展をみる為、照りつける太陽の下でたっぷり３時間も並んで
⽴ち通し。。 やっと中に⼊ってもすごい⼈ごみでちょっとずつしかすすめない。。 10時からから並びはじめて2時半に美術館を出て、 結局５時間半以上も⽴ちっぱなし。。
でも精神的満⾜度は⾼いけど。。 さすがルーブル美術館コレクション。。 感動した︕ やっぱり傑作︕ すばらしい︕ 私も、もっともっと頑張って絵を描くぞ。⽬標はただ⼀つ-
- いつか私の作品が、ルーブル美術館コレクションに加えられること︕ ３枚⽬は国⽴⻄洋美術館の彫刻です。

李 越さんの⽇記



最⾼な体育祭

2009.06.25

「今⽇は本当に楽しかった︕︕ 超楽しい︕︕ 楽しくてとまらない︕︕」 はじめからスイマセン。。。興奮しすぎて、つい。。 今⽇の体育祭は最⾼でした。。 午前中は⼤⽟運
びから始まってリレーまで そしてお昼には、ずっと練習をしてきた3年⽣のダンスをお披露⽬し、⼤成功でした。 午後は超⼤ウケの仮装リレー、それから20⼈21脚。。 20⼈
21脚はあんまり練習をしていなかったのでウチのクラスは惨敗だったけど、 ゴールに着いたときなんて 感動しまくり。。 涙が⽌まらなくて。。 他にも、⾯⽩い競技がたくさ
んありました。 男⼦達の真剣な様⼦には 感動のあまりちょっぴり感激。。 10組ーー最⾼︕︕ みんなと別れたくなんてないな。。。 ⾼校⽣活をここで過ごせたことは最⾼でし
た。 おかげで⾼校⽣じゃなきゃ経験できない怖いもの知らずと楽しいことを体験できたから︕︕

李 越さんの⽇記



ヘリコプター︕︕

2009.06.28

昨晩、加藤のお⺟さんとヘリコプターに乗りました。。 またヘリコプターに乗ることになるなんて、思いもしなかったけど。。 送ってくれた⽅はなんとアメリカで免許をとっ
たんですって。。 操縦するときはすごい緊張してみえたけど。。 せまいキャビンに着席して 助⾛無しであっという間に上空へ。。 気分は最⾼︕ でも、もっとワクワクしたの
はヘリが⼭を越えて 夜景が⾒えてきたとき︕︕︕ 家なんてちっちゃくて、⾼速道路も光るライン。。 夜の横浜はキラキラとして。。 操縦⼠のお⼆⼈もすごいの。。 フライト
中、ずっと笑い声が絶えなくて。。 そうそう、花⽕もみたよ︕ 本当にスゴイ︕ ちょっと⾼所恐怖症の私、VIP待遇サービスを受けて--ヘリが少し旋回をしたときはドッキ
リ。。でもスリルがあるほうがワクワクするよね。。 来ることにして本当に良かった おかげでこんなにすばらしい体験ができたんだから︕

李 越さんの⽇記



ヘリコプター

2009.06.28

写真ご覧ください。。

李 越さんの⽇記



⽇光

2009.06.29

この間、岩本のお⺟さんと学⽣さんたちと⼀緒に⽇光に⾏ってきました。 たくさん写真も撮りました。。 さすがは世界遺産の⽇光東照宮です 写真で⾒るだけでもきれい︕ そ
れから⽇本三⼤瀑布といわれる美しい滝︕ だからみんなにも写真を⾒てもらおうと思って 1枚⽬は有名な「三猿」です。

李 越さんの⽇記



失って

2009.07.02

時間、思っている以上に驚くほど速く過ぎていってしまうもの。。 3ヶ⽉前、帰国までまだ199⽇もあったときのことはもう思い出せない。。 先週、あと1ヶ⽉になったときか
ら、悲しさでいっぱいになってきました。。 それからも刻々と時は過ぎ、⼤好きな体育の授業、⼤嫌いな古典、ツマラナイ理論、ちんぷんかんぷんの数学、超記憶系の世界
史、英語、次々と最後の授業を迎え、そして今⽇ついに現代⽂で全ての授業が終わりました。 終業のベルが鳴ったとき、私の⽇本での全ての授業が終わったのです。 明⽇から
は期末試験。 7⽇には試験も終わります。 間もなくここでの全てを失うときに、 ⾃分がこんなにもそれを⼤切に思っていたのだと気づかされるのでしょう。

李 越さんの⽇記



⾹港⾼校⽣代表団

2009.07.09

今⽇、学校で⾹港からの⾼校⽣代表団を迎えました。 これも、⼼連⼼短期プロジェクトの⼀環です︕ 私も通訳でお⼿伝いをさせていただいたのですが 浴⾐も着せてもらって、
お茶をいただいて。。。 ちょっと役得。。。 でもたくさんの友達ができて嬉しかったです。。 みんなとってもおもしろくて。。。 ⾹港の⾼校⽣に会ったのはこれが初めてで
す。 ⾹港の⾼校の制服はワンピースが多くて、どれも可愛いの。。。 それからチャイナ服。。 中国の運動着を着るなら、チャイナ服を着た⽅がましよね。。 それと⾹港の⾼
校はみんな4年制。。 私たちのとは違うって初めて知りました。。 ちょっとビックリ。。 ⾹港ってすごく⾏ってみたいなあ。。 みなさん⽇本で楽しく過ごせますように︕ そ
れから交流センターって、すごいってあらためて思いました。。 もっとたくさんの中国の⾼校⽣達が交流センターを通じて⽇本に来られるようになるといいなあ︕

李 越さんの⽇記



ミュージカル

2009.07.11

私がミュージカルを観るのは今⽇が初めて。。 学校主催で午後、新国⽴劇場にミュージカルを観に⾏きました。 つまりオペラ。。 観たのはイタリアの名作《トスカ》、中国語
では確か《托斯卡》だったかな。 ローマの⼥性歌⼿のトスカと画家の恋⼈の間に繰り広げられる悲しい愛のお話です。。 結末は、そりゃ悲劇というくらいだから、もちろんバ
ッドエンディングで。。 トスカとその恋⼈は2⼈とも死んでしまいました。。 しかもトスカは城の上から⾶び降りて⾃殺したのです。。 結末は確かに悲しかったけれど、でも
すごく素敵なお話でした。。 役者の⾐装はどれも全部すごく⼿が込んでいて綺麗で、⾳響を担当する交響団の⽅たちもめちゃくちゃレベルが⾼かったんだけど、 やっぱり⼀番
感動したのは役者たちの巧みで完璧な演技、そして素晴らしい歌声。 どうやらマイクは使っていなかったみたいなんだけど、それでも声がすごくよく響いていて、会場の隅々
まで⾏き届いていました。。 役者は全員⽇本⼈なのに、ずっとイタリア語で歌っていたし。。 あと舞台の背景がすごい不思議だった︕ 砦、宮殿、教会堂が全部本物そっくりな
んです︕ 壁画でさえ本物に全く⾒劣りしていませんでした。。 初めてミュージカルを⾒たんだけど、 あの完成された美しい芸術の世界に完全に夢中になってしまいました。
これからもまたたくさん観に⾏く機会があることを願って、 特に《ハムレット》、《ロミオとジュリエット》、《蝶々夫⼈》などの名作を観てみたいです。。

李 越さんの⽇記



最後のスペシャル1

2009.07.16

ここのところずっと忙しくて。。 ほとんど家にいる時間がありません。。 お別れ会や、いろいろ準備とか 確かにちょっとさびしいけれど、嬉しいことの⽅が多いです︕ おと
といの夜、同級⽣の家に、⼀晩お泊りに⾏ってきました︕ しかも、仲のいいクラスメート達とも⼀緒の「お泊り会」です。。 8⼈。。それからハムスター︕ ⼣飯は私たち⼥⼦
で全部つくりました。ごちそうが盛りだくさん︕ お⾁料理ばっかりだったけど。。。 飲み物も、みんなで何本空けたかわかりません。。 ⼣⾷後はお菓⼦⽚⼿に、ゲームで⼤盛
り上がり。。 そうそう、「⼈⽣ゲーム」もしました 初戦は惨敗。。 借⾦だらけ。。 2回戦はまあまあ。何⼗万円か⼿元に残せたし。。 ゲームとはいえ、リアルに⼈⽣の浮き
沈みが味わえて 勝負は、最後の最後までわからない。。 そして⼀晩中、眠らずにずっとおしゃべり。 翌⽇も学校があったので5⼈が残りました。。 5⼈で髪型とお化粧をバッ
チリキメて、プリクラへGo。。 最後のステキな笑顔を撮るために。。 さすがに徹夜はちょっとつかれたけれど 本当に楽しかった︕みんなが私のためにしてくれたことに⼼か
ら感謝。。 ⼈⽣って本当にすばらしいよね︕

李 越さんの⽇記



最後のスペシャル2

2009.07.16

昨夜は浴⾐を着て、東京湾納涼船で、highな2時間を過ごしました︕ 昨⽇が最後の、加藤のお⺟さんとのお出かけ。。 ⽇本に来てすぐ、加藤のお⺟さんと知り合ってから、昨
⽇まであっという間の1年でした この1年、加藤のお⺟さんとたくさんのところに⼀緒に出かけて、すごく視野が広がりました。。 ⽇本に来てから、この世界は⾃分が思ってい
たよりずっと、ずっと⼤きいんだって実感しました。 きっとたくさん︕そう、まだまだ知らないことって、宇宙の星の数ほどあるんだろうなあ。。 以前の⾃分と⽐べれば、随
分かわったと思います。。 世界観や、価値観、マナー、それから⼈に対する態度も成⻑したかな あらゆる⾯でかわったといっても、性格はどうでしょうか。やっぱりちょっと
かわったかもしれません。。 ⽇本での1年間、多くのすばらしい⼈達と知り合い、たくさんの「無理」と思い込んできた体験ができました 助けてくれた⼈、⼼配し、やさしく
してくれた⼈たちから、たくさんのことを学び、かわっていきました。 すぐにはなじめない私を、ひっぱりあげてくれ、時には愛のムチを、そして愛してくれた⼈、 今、私の
⼈⽣は根底から豊かになった気がします︕ 昨⽇の⾈には、たくさんのイケメン外国⼈も乗っていました。。 以前だったらドギマギしていたけれど 昨⽇はすぐに岩岩をひっぱて
きて、⼀緒に写真を撮ってもらいました。。 本当にかわったなあ。。 すごく開放的になったのかな。いろいろな⽂化を受け⼊れられるようになって、世界がもっと広がりまし
た︕ 最近は、岩本のお⺟さんから韓国語も習っています。。 がんばっていつかの⽇か、中⽇韓三国の友情の架け橋のお⼿伝いができるようになりたいな︕

李 越さんの⽇記



卒業

2009.07.18

今⽇、校⻑先⽣から卒業証書を受け取ったあの⼀瞬、 私は初めて、本当にここを離れるんだなと意識した。。 ずっと皆と⼀緒にいたから、この数⽇はあまりお別れという感じ
ではなかった。。 でも今⽇は違う。教室にはもう私の持ち物はないし、 ここを離れてしまえば、もう⼆度と私はあの教室には戻れない。。 皆の前でお別れのスピーチをした
時、あまり上⼿く話せなかった。。 淡々としていたかもしれないけど、あれが私の素直な、誠実な気持ち。。 教室ではクラスの皆から、プレゼントや⼿紙をもらった。 絶対泣
かないって決めてたのにな。 でも感動の涙って、世界で⼀番抑えきれないものなんだね。。 ⼀⼈ひとりクラスの皆と抱き合って、写真をとって、泣きながらさよならをした。
こんな事態になるなんて、思ってもみなかったけど、でもこれが⼀番⾃然なことなんだよね。。 正午には皆で最後のお昼ご飯を⾷べた。 すごくおいしかったんだけど、何故か
⼼がずっとそわそわしてたんだ。 お別れの時にやっとこのそわそわの正体が分かった。 私はずっと恐かったんだ。皆と離れるのが。ここを離れるのが。すごく恐かった。。 帰
ってから、⼀つ⼀つ⼤切に皆からの⼿紙を読んだ。 時々悲しくて⾟くてどうしようもなくなってしまった。。 あした⽬を覚ましたら、 ⽬の周りが真っ⾚にはれてるかもしれな
い。。 でも、今⽇皆と約束したんだ。 また絶対会おうねって︕絶対って︕ また皆と会えるように、 必死になって、頑張らなくちゃ︕︕

李 越さんの⽇記



夢が醒めて

2009.07.26

夢に過ぎなかった⽇本への留学がかなって 気づくと今⽇もう家に戻っている。。 家はなにも変わっていなくて。。 ちょぴり喪失感と寂しさ。。 でも、私達はまた会うって約
束、 またみんなと会えるように、 しっかりがんばらなきゃ︕

李 越さんの⽇記



oh， my god

2009.08.13

しばらく⽇記ごぶさたして申し訳ありません。。 まず帰って家で1週間隔離された後、すぐ学校に戻らされたので。。 それからおとといの夜までずっと補習漬け。。 もうすぐ
次の補習が始まるの。。フウ。。 学校に⾏って感じたことは、みんな随分変わったなあってこと。。 初めての⽇本語の授業は、先⽣から頼まれて、たっぷり2時間、みんなの
前で話してきました。。 もう最後の⽅はノドもかれてきちゃって。。 まず⾯接試験のところから、帰国するまでをこまごまと話しました。。 まだ話し⾜りないところもたくさ
んあって、残念。。まだまだ。。 みんな、私が帰ってきてから、まえよりも話し⽅がやさしくなったね、って⾔うの。。へへ 以前よりずっとかしこそうにみえるから、おしと
やかにしていたほうがいいって。。 それからよくお辞儀をするようになったねって。その度ドキッとさせられるとも。。 ばか丁寧になったともいわれました。。 すぐに、スイ
マセン、オソレイリマス、ヨロシクオネガイシマスと⼝にして。。 でも、それが⾝についちゃってるんだから、うっとうしいなんて⾔われても。。 そう、まさに「うっとうし
い」︕ 今、切実にネイティブの⽇本語の先⽣に会いたいです︕ すごく⽇本語がしゃべりたい。。もう我慢も限界。。 この2⽇間は補講なので、先⽣もそんなに厳しくありませ
ん。。 授業は同じようにたくさんあるけれど、夜の⾃習にも気を使って顔を出しません。。 初めて⾃分の中国語能⼒に不安を感じ始めています。。 完全に打ちのめされたって
いうか。。 なので、決めました。現実を受け⽌め、⾼ニから始めます。。 すごくつらいことだけれど、でも⾃分に厳しくしなくちゃ。。 Oh, my God!⼈⽣だよね。。 今⽇も
⽇本から⾃分で発送した荷物を受け取りました。。 ⾃分の名前が刺繍された体操服、 ⾃分で描いた油絵、 先⽣やみんなが書いてくれたお別れの⾔葉、 胸がギュッと締め付け
られます。。 もう戻れないのはわかっているけれど、 みんなとは⼀緒に卒業できないけれど、 みんなが希望の学校へ進めるよう、ずっと⼼の中で祈っているからね︕ お世話
になったお⺟さん、お⽗さん、また会える⽇まで元気で楽しい⽇々を過ごしてね︕ ⼈⽣の中ですごしたこのすばらしい時間、ずっと⼤切にしていきます。

李 越さんの⽇記



質問です

2009.08.29

先⽣、すみません。新会員の紹介⽅法を忘れてしまいました。。 他の⼈に聞いたら、ページ上部に新会員紹介のリンクがあると教えてもらったのですが、どうしてもそれが⾒
つかりません。。 どこにあるか教えていただけませんか。

李 越さんの⽇記



忘れられない

2009.10.18

帰ってきてからずいぶん時間がたち 学校が始まってからは⼀気に忙しくなりました でも何をしていようと話していようと いつも⽇本でのことが思い出されます あの時のこと
あの⼈たち いつもふっと頭に浮かんできます 転校⽣をみると ⽇本へついたばかりの頃の⾃分を思い出します あのカワイイみんなの顔 当時の新しい⽣活への期待感 ⾷堂で⾷事
をしていると 教室でみんなと⼀緒においしいお弁当をたべながら 最新の歌でもりあがっていた情景を思い出します ひとりぼっちで学校に通い 乗り物に乗っていると いつも⽇
本で みんなと⼀緒に電⾞の中でワイワイさわいでいたときの感覚がよみがえってきます 体育は もう着替えなくてもいいのに なんだかさびしい気がします ⽉曜の朝礼は インフ
ルエンザで中⽌ スピーカーからは相変わらず先⽣の⾔葉がクダクダと流れてきます ⼀度で良いから また体育館で 校⻑先⽣の話が聞きたいな 最近家のパソコンが調⼦が悪いの
で 何度セットアップしても ⽇本語⼊⼒できません 学校のみんなや先⽣、加藤のお⺟さんからメールをもらって 返事を出したいのに うまく⽇本語が⼊⼒できないので 郵便でし
か返事を出せない 学校はテスト、テストです ⾼校2年⽣なのに 新しい教育カリキュラムになり 隔週で試験 復習も反省も間に合わない でも以前より勉強が楽しくなってきまし
た ⽬標ができたから 私の夢は 以前の約束と同じ 私を励ましてくれる みなさんも がんばってくださいね また会うために 困難を乗り越えるために そうだ、私も髪型ショートに
したんだよ。 ちょっと惜しかったけれど。

李 越さんの⽇記



2010

2010.02.12

時間がすぎるのはあっという間だね~ もう2010年になっちゃったね。 ここに来るのも本当に久しぶり。 学校で補習やら、いろいろあってずっと忙しくて。 ⾼ニなんてもうゼ
ッタイに気が抜けないよね~ 他の⼈もあんまり来てないのかな。 先⽣⽅、しばらくご挨拶もナシで失礼いたしました。 みんな元気かな︖ やっと冬休みに⼊ったので、また⾒に
来ますね。 本当にみんなのことが懐かしいな。

李 越さんの⽇記



荷物届きました〜

2010.03.27

今⽇は新学期が始まって初めての連休。。 家に着くなり、お⺟さんに交流センターからの荷物を渡された。 開ける前から感動で胸がいっぱい︕ 私のことをまだ覚えていてくれ
てるというだけで、とても嬉しかった。 皆のまだ幼さの残る顔…… それに、私の天才的な⽂章を⾒ると（今はもうあんな良い⽂章書けないよ）、 あの⼀年が過ぎ去ってしまっ
たということがまだ信じられない。 ついに⾼校⼆年⽣の後期に⼊った。 そしてそれは⼀番⾟い時期に突⼊したということ。 勉強が⼤変なだけじゃなく、プレッシャーが⼤きす
ぎる。 ⾊々なことに押しつぶされそうになる。 でも、⾃分の夢や⽬標を思い返すと、 体中から⼒が溢れてくるんだ︕ 皆元気にしてるかな︖ アルバムの最後のページに載った
先⽣達の優しそうな顔。 本当に癒されます︕ 「いつかお前もこの中に⼊れたらいいな。」 お⽗さんが冗談半分でそう⾔った。 本当にそうなればいいな。 いつか私も交流セン
ターで仕事ができたら。 そうすれば、また昔に戻れるのにな。 ふふ。頑張ろう︕

李 越さんの⽇記



三年⽣になった私

2010.07.02

⽇本から帰ってきて そろそろ１年になりますね。 時間の早さは今こそわかるようになりました。 ⾼校三年⽣になった私はこの夏休みは⼗⽇間しかありませんよ これ以上悲し
いことはないかもしれませんね ⼀年もこんなに早いから ⼗⽇間の休みはきっと眼も閉じないうちに終わるよね。 悲しい〜 みんなはそれぞれ忙しそうな⽣活を送っています
ね。 ⽇本に戻る⼈もいれば センター試験を受け終わった⼈もいますね そして ⾼⼆をやり直したうちらもやっと⾼校三年⽣になりました。 あと⼀年 ⾼校を卒業します。 本当
にみんなに会いたいなあ。 また 先⽣たちとみんな⼀緒に研修することができますか。 あの時のことは私の⼀⽣の思い出として ずっと⼼に置いてあります。 きっと また会
えるのも信じています。
これは⽇本語で投稿されたものです

李 越さんの⽇記



遅れた報告

2011.01.23

夢ちゃんは早速ですけど 私のほうもまだ正式の知らせがないから まだ報告しませんでした。 まあ 夢ちゃんはもうみんなに伝えってくれましたから 私も⼀応報告しますね。
確かにこの⼀年半夢ちゃんも私もよく頑張りました。 元々私も北京外国語⼤学を受けたかったけど 残念ながら いろいろあって 夢ちゃんとはクラスメートになれなくなりまし
た。 でも 私もまだ好きな⽇本語を習い続けられるから うれしいです ⽇本にいたとき お世話になった皆様にも 感謝しています。 皆様あっての私ですから。 ⽇本に⾏った友
達たちも私たちも これから もっともっと頑張りましょうね。 それに 私と⼀緒に受けたのは四期⽣の⽣徒がいました。 東京⼋王⼦で留学したらしいです。 名前は知りませ
んが たしか帰ってから直接３年⽣になって 今度も⼀緒に上海財経⼤をうけました。 済南外国語学校の⽣徒です。 今こそ 交流センターはどんなに偉いとわかりました。 全
然知らないはずの⼈は 交流センターを通じて またクラスメートになります。
これは⽇本語で投稿されたものです

李 越さんの⽇記



今の私

2011.03.01

受験が終わってから 半年ぐらいの休みに⼊りました。 お正⽉も終わりました。 今の私は新しい計画を⽴たなければなりません。 この⻑い休みを⼗分利⽤したいです。 まず
は ⾞運転を勉強したいです。 ⽅向感が良くない私には⾞運転がとても難しいです。 だけど 将来いつか使うから 今 若いうちに早く免許を取りたいですね。 そして 今⽇
からアルバイトをしていきます。 ⽇本にいた時 同じクラスの友達たちがまだ⾼校⽣なのに もうアルバイトをし始めました。 みんなは⾃分の⼿でお⾦を稼ぐが偉いと思いまし
た。 だから 私もずっとバイトしたかったです。 帰ってから 今⽇でやっと叶えました。 しかし デパートで洋服の売り場で丸⼀⽇⽴ちました。 とても疲れました。 ⾜が痛
くてたまらない。 今こそ お⾦を稼ぐのがどんなに難しいと分かった。 あの時 バイトを続けながら勉強もしていた友達はどんなにつらかったのも少し分かったような気がし
ます。 これから 旅⾏もしたいです。 バイト代はわずかだけど ほかの都市にいる友達を会いに⾏くつもりです。 その中 夢ちゃんを会いに天津に⾏こうと思っています。 夢
ちゃんも熱⼼に何度も誘ってくれたから とても 楽しみにしています。 ほかの同期⽣たちも頑張ってくださいね。 特に⽇本にいて 最近受験の結果が出るでしょう。 ぜひ 
みんなは好きな⼤学に受かるように祈っています。 私もみんなとの再会を待ってます。 この⼆三⽇の写真〜も載ってます。
これは⽇本語で投稿されたものです

李 越さんの⽇記



⾬雲は必ず消える

2011.04.03

3⽉11⽇の地震にはとてもショックを受けた。 全てを壊してしまう災害がまた恐くなった。 ホストファミリーと⽇本の友達にはすぐに連絡がついたけれど、 いまだに⾜がすく
みそうだ。 このような災害にあった⼈達に、どんな⾔葉をかけていいのか分からない。 被災者を含む⽇本の全ての⼈達は、もう慰めを必要としてはいないと思う。 彼らが今必
要としているのは、彼らを信じる固い信念だ。 私は⼤学で⽇本語を選んで本当によかったと思う。 きっといつか被災地の復興の⼿助けができる。 ⽇本は私に⼀番美しい思い出
をくれた。 そして⽇本の優しい⼈々が私を助けてくれた。 その恩に報いるために、 私は彼らの助けになりたい。 もし私が、もし皆が⼀つの⾵になれたら、 あの⾬雲を必ず吹
き⾶ばすことができる。 そして太陽の光輝く⽇々が、必ずまた訪れる。

李 越さんの⽇記



⼼連⼼のデザイン、かわったんだね︕

2011.06.07

 あら〜ビックリ︓⼼連⼼のデザイン、かわったんだね︕

イチバンのお気に⼊りだったクリック動画はなくなっちゃったけど、いろいろな機能が増えて、ベンリになったね~

まずはみんなに報告ね︓昨⽇、⼭崎先⽣が⽯家荘にいらっしゃいました。

⼭崎先⽣、ずいぶんかわってしまって︕

重慶でお仕事している時なんて、もうまるっきり中国⼈と⼀緒~~

先⽣がＴシャツとジーンズをはいているのなんて、初めて⾒ました。。

⾃分の⽬を疑っちゃった︕

⼭崎先⽣は、四⽇間で6つの都市をまわられるんだとか~

すばらしい、すごすぎです~

お昼に、⼭崎先⽣とご飯を⾷べて、お店を出たとたん、ザアザアぶりの⼤⾬が~

すぐにやんでくれたからよかったけど~でも⾬が上がったら、もっと暑くなってきた︕

⽯家荘は、ここ2年連続して、全国で最⾼気温を記録した都市になっているの。

しょうがないよね。今⽇なんて３８度。。

博物館が閉館してしまったので、私達は近くの正定県に⾏ってきました。

正定は歴史のある古い町で、「三国志演義」の趙雲の故郷です。

⼤仏寺をぶらぶらして、「紅楼夢」の映画の撮影をした栄国府へ⾏って、

それから⼆つのお寺の塔や南城⾨もみました。

先⽣は中国の古い建築に、とっても興味がおありみたい︕

 

いろいろなところをみてまわりながら、お話をしていたら、時間がたつのはあっという間で、楽しかった︕

交流センターの他の先⽣⽅も機会があったら、ぜひ⽯家荘にお越しくださいね︕

楊萌軒さん、戴澗渓さんと私で、みなさんを歓迎いたしますよ︕

李 越さんの⽇記
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