
⽇本に到着した

2008.09.03

ついに着いた、⾶⾏機に乗る感じが⼀⽣忘れられない。離陸する時ちょっと⾶⾏機に酔う感じ。すこしご飯を⾷べて、冷たい⽔を飲んで、消化不良になった。しょうがない、⾃
分で薬を飲んだ。 東京の道が険しくて、⾶⾏機を降りると、また⾞に酔った。ほんとに忘れられない。 ⽇本の⾷べ物にはまだ慣れてない。胃も問題がある。全然⾞に乗りたく
ない。 ここでも⽣活は楽しいとは⾔える。たくさんの友達もできた。中国の両親と親戚に⼼配をかけないように。 電話をするよ。   ８８６

楊 萌軒さんの⽇記



きのうはたのしかった

2008.09.04

中国語の⼊⼒⽅法はありません、⽇本語しかかけません。しょうがない。  お⽗さんとお⺟さんはお元気ですか。私は今⽇本での⽣活はたのしいですから、⼼配しないでくだ
さい。 きのうはまちあるきをしました、いろいろなものを体験しました、とても嬉しい⼀⽇でした。  千円ショップでかいものをしました,made in china のものは本当に多
いです。 公園も美術かんも⾏きました，すばらしい物がたくさんあります。 きょうはこれで
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



忙しい⼀⽇だった

2008.09.04

今⽇はほんとに疲れました、でも、もう⼀つの楽しい⼀⽇でした。 ⾷事は前と同じ、あまり胃に合わない。 朝⾷の後は、会議でした、毎⽇毎⽇⽇本語を聞いて、本当に疲れて
います、これからは慣れるでしょう。 本当に⽇本語のいい環境がありますね。 今⽇はずっとshortsを着ています、ちょっと寒くて、⾵邪を引いたようです、でも、ご⼼配な
く、⼤丈夫だと思います。 きょうはこれで
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



僕はホームスティ先につきました。ご安⼼ください。

2008.09.06

交流センターの先⽣、お⽗さん、お⺟さん、僕の友達へ 僕はホームスティ先につきました。皆さん、ご安⼼ください。僕は無事にここに着きました。ここの家族のみなさんは
とても親切で、お⽗さんとお⺟さんもとても優しいです。僕は楽しんでいますよ。僕には今、⼆⼈のお兄さん、⼀⼈の弟、⼀⼈の妹がいます。本当に幸せで、楽しいです。 僕
は今⽇、新幹線に乗りました。気持ちよかったです。安定していて、スピードも速くて、これで私の⼀つの夢が叶えました。ハハハ。 今晩の⼣飯は焼⾁でした。みんなは僕に
歓迎会をしてくれました。本当にうれしいです。 みなさんは元気ですか︖会いたいですね。返信してくださいね。みなさんのメッセージを楽しみにしています。 本当はとても
緊張していて、ホストファミリーと馴染めなかったらどうしようと思いました。でも今は、これらは余計な⼼配になりました。僕はここで楽しく過ごせると信じています。 先
⽣にお聞きしたいですが、親にも登録カードを送っていただけませんか︖そうすれば親ともコミュニケーションを取れますし、親が⽇記を読んだら返事もできますし、いいこと
ですね。よろしくお願いします。           楊萌軒 ホストファミリーより

楊 萌軒さんの⽇記



⾔い忘れ

2008.09.07

中国の友達たちはみんな忙しいと思う。僕もとても忙しい。毎⽇出かけて、⽣活⽤品を買いに⾏ってる。 今⽇はお⺟さんと制服を買いに⾏ってきた。とても⾼い。⽇本の物価
は本当に⾼いね。でも安いのもあるよ。僕が今⽇買ったのはNIKEのランニングシューズだった。いくらだと思う︖本当の話は、2900円だった。⼈⺠元にしてみれば、２００元
ぐらいだから、中国よりずいぶん安いよ。今⽇はラッキーだったよ。お店のキャンペーンだったから、もともとは５０００円のものなのさ。でも、残りのお⼩遣いは後５０００
円しかないから、節約しないとね、ハハハ。この頃はお⺟さんにたくさんお世話になり、本当にありがとうございます。これからは家族７⼈の⾷後の洗物は僕に任せてくださ
い。できれば毎⽇洗いたい、今⽇も⼀回洗いました。いい感じだった。 僕の学校はまだ始まっていない。しかし中国の学⽣はもう授業が始まって７⽇間も過ぎた。うらやまし
い。 僕はここで元気。⽇本の兄弟、お⽗さん、お⺟さん、友達はみんなはいい⼈、とても親切、故郷に戻ったような感じなんだ。ここはきっと僕の第⼆の故郷になると思う。
帰ったら、また⾼２に戻りたい、必ず頑張るから。 ⽗さん、⺟さん、元気ですか︖よく休んで、毎⽇あちこち忙しいことばっかりではなく、体も⼤事にしてください。それか
ら、おばあちゃん、おじいちゃん、両家の叔⺟ちゃん、おじちゃん、あと僕の先⽣、従兄弟の兄さん、姉さん、弟、姪等等（⼈数が多すぎて、ここで全部は⾔い切れない）によ
ろしくと伝えてください。みんなに会いたい。⼀年後、新しい僕を楽しみにしてください。

楊 萌軒さんの⽇記



楽しくて充実した⼀⽇

2008.09.08

今⽇はとてもうまくいった⼀⽇で、いろいろなことをしました。  午前は学校に⾏って、先⽣やクラスメイトと会いました。みんなとても親切でした。先⽣⽅の集まりで⾃⼰
紹介をしましたが、不思議なことにまったく緊張しませんでした。たぶん外務⼤⾂の⼈にあっても緊張しないと思いますよ、ハハハ。クラスには中国に何年かいたことのある⼈
もいて、どうやらできない問題もそんなに⼼配しなくてよさそうです。  そのあとお⺟さんと外国⼈登録証の⼿続きに⾏きました。ついていないことに最初はパスポートを忘
れていて、取りに帰るしかありませんでした。⼆度⽬にうまくいきましたが、ほんとうに⾯倒です。この２⽇間はとても疲れたので、ゆっくり休もうとおもいます。でも明⽇は
学校に⾏くことになっていて、初の正式登校だからとても期待しています。でもきっと疲れると思うので、なんとか乗り切らないといけません。  今⽇の晩は中華料理を作り
ました。２品作って、家の⼈はみんなおいしいと⾔ってくれました。これからもたくさん作ろうと思います。サイズが２MBを超えて貼れないので、QQスペースに置いておきま
す。  そうそう、今⽇数学と国語の教科書をもらって午後ずっと⾒ていたけれども、とても難しいです。４⽇後には試験もあるけど、今回はひどいでしょうね。合格できない
とおもうけど、今後ぜったい頑張ろうと思います。⾃分で他の⼈はもう勉強したところを復習しないといけないのは、⼤変です。国語は最難関。ぜんぜん読んでわからない。電
⼦辞書を引くのもたいへんだし、どうしたらいいんだろう、たすけてー。  それと、きのうはお兄さんと街へ出て、記念にコナンのマンガを買いました。今⽇は⽇本のテレビ
でコナンを⾒ました。原版なので、最⾼。しかも新作だから、中国の友達はうらやましがるだろうな。  今⽇はここまで、886

楊 萌軒さんの⽇記



疲れたけど、楽しかった

2008.09.09

今⽇は学校の初⽇、あっという間に過ぎてしまった。 今朝お兄さんと⼀緒に学校へ⾏った。学校まで遠いので、迷いやすい道だった。電⾞はとても混んでいた。みんなは学校
通いは電⾞なので、賑やかだった。 学校についてから、担任の先⽣はたくさんのことを⾔ったけど、僕の⽇本語が下⼿なので、ほとんどわからなかった。聞くのも忘れてしま
い、⼤事なことがなければいいけどね。今度は必ずすぐに聞くようにする。 ⼀時限⽬は⽣物だった。最初はやはり慣れなくて、ほとんど聞き取れなかった。慌てたけど、慌て
れば慌てるほどわからなくなった。その後少し⽣物の単語を覚えたので、少しわかるようになってきた。ここで⼀つの質問を⽗に聞きたいのですが、植物の光合成作⽤につい
て、後ろの６つの⽔は、前の１２個の⽔の⼀部ですか︖ それからの授業は英語だった。毎⽇テストをやるけど、僕は今⽇３点しか取れなかった。驚かないで、満点は１０点だ
からね。僕の隣の⼈は強いよ、１０点も取れたから、強い。これから僕も必ず頑張って、先⽣の要求にこたえられたらいいな。 今⽇は通信の授業もあった。実は現代通信につ
いての内容だった。今⽇はパソコンスクリーンの原理、ピクセルなどを勉強した。半分ぐらい聞き取れたかな。僕の⽇本語は本当にだめだね。保健授業はつまらなくて、眠かっ
た。クラスの何⼈か居眠りしたけど、中国⼈代表として、僕は頑張って聞いた。 今⽇は体育の授業もあった。バレーボールのテストだった。サーブだけのテストで、満点は１
６点で、僕は１０点を取れた。まぁまぁかな、バレーボールは久しぶりだ。ハハハ。⼿は痛いな、仕⽅がないね。 ⽇本の男⼦学⽣は気楽だ。みんなは男性だからかな。教室で
普通に着替えたりして、肩を露わにしたり、授業中に靴を脱いだりしてる。もともとスリッパだし。授業中もしゃべたりして、気にならないみたい。 今⼀番⼼配してるのは⽇
本語。どうしよう。助けて。 今⽇はとても疲れてる。帰ってきてから⼀時間寝てたから、すこしよくなった。でも、楽しかったよ。

楊 萌軒さんの⽇記



みんなの部活は︖

2008.09.09

僕は茶道部とバスケットボール部を申し込んだ。ここでみんなに聞いてみたいけど、みんなの部活は何ですか︖時間のある時に教えてください。 楊萌軒

楊 萌軒さんの⽇記



ついに苦労を体験した

2008.09.10

今⽇は本当に苦労した。 今朝学校についてすぐに授業に⼊った。僕の⽇本語も少し上達した。だけど周りみんなは⽇本語なのに、僕は時にしゃべれなくて、何でだろう。 学校
の授業は本当に⼤変。⼀時限が６５分も。今朝は草刈だったので、僕はずっと働いてた、少しもサボらなかったよ。それから国語、悲惨、ほとんどわからなかった。特に⻑⽂の
時、他の⼦みんなが読むスピードが速くて、僕はついていけなかった。でもまだよかった。僕は帰ってから４０分をかけて⻑⽂を全部⼀通り読んでた。単語を調べて、意味もわ
かった。でもやはり⼼配だ。特に読解の問題は全然できない。 あと世界史、名詞は複雑で、わけわからない。今回勉強した地名は中国でまだやってなかったので、本当にまず
い×２．最も頭が痛いのは⾳楽だ、全然できない。楽譜を読むのは⼩学校ごろのことだったし、いきなりわからない⾳楽ばっかりで、聴いたことがないぞ。勉強どころではな
い、どうしようか。後テストは笛もあるけど、曲⽬も難しい。僕はdo,re,miでもできないので、０点だな。どうしよう、慌てるよ。 数学は簡単だったけど、明⽇は難しいか
も。英語は今⽇テストだった。１００点、満点を取れたよ。上達したよ、引き続き頑張るよ。 今⽇は久しぶりにバスケもやったよ、いい感じだったね。 それと僕は⼀つ重要な
質問があるけど、先⽣に教えてほしいです。⼟⽇、僕は家で宿題をしたほうがいいか、交流に出て、公共の場に出たほうがいいか、どちがいいかな。勉強の時間が厳しくて、毎
⽇⾜りないぐらいだから。どちか⼀つしかできないな、どちが⼤事かな。 ここは本当に忙しい、中国とあんまり変わらない。学校はみんな男⼦⽣徒だから、それは⼀番の違
い、疲れた、休みたい。

楊 萌軒さんの⽇記



中国の両親へ

2008.09.10

今⽇は教師の⽇です。お⽗さん、お⺟さん、僕の代わりに先⽣たちに電話を⼊れてもらっていいですか。よろしくと伝えてください。お⽗さんにもお祝いしたい思います。

楊 萌軒さんの⽇記



清⽔先⽣ありがとうございます

2008.09.11

先⽣ありがとうございます、本当に感動しました。  ⾃分は⽇々進歩していると思っていますが、進歩は遅いです。⼀部の専⾨⽤語は、今でも苦労します。皆さんいい学校だ
と⾔われますし、僕もそう思います。でも２６⼈の同期⽣がみんな⽇本で勉強して、同じ困難に直⾯しているのに、なんで僕がうまくやれないのでしょう?実際はみんな同じで
すよね。ただ僕は適応能⼒があまりないほうだから、⼈より時間がかかるのではないかと思います。  今⽇はクラスメイトの佐藤さんと、茶道部に参加しました。みんな友好
的で、初めての茶道を体験しました。ほんとうに素晴らしいものでした。やってみると⼤変なところもありますが、週に⼀度やるうち、だんだんこなせるようになるでしょう
同期⽣のみんなに聞きたいんだけど、⾳楽と世界史はたいへん︖ 僕は全然だめ、特に⾳楽は。他にどの授業が苦労する︖

楊 萌軒さんの⽇記



たいへんな⼀週間が終わった

2008.09.12

今週はほんとうにたいへんだった、新しいことばかりで、来たばかりの僕は慣れることができなかった。  みんな元気にしているかな。僕のところは勉強がけっこう⼤変で、
しかも僕にはできないことが多いから、毎⽇だいたい２時間⾃分で勉強している。授業を聞くのはたしかに中国より疲れる。ちょっと気を抜くと、もう着いていけない。内容も
難しくなって、もともと得意だった数学も、ちょっと消化できないところがあって、問題の意味さえわからないものもある。できないけれども、得意科⽬だったのだから、今後
もかならず得意科⽬にしていくつもりだ。授業は１時限が６５分とかなり⻑くて、ときどきぼうっとしてしまう。  やはり難しいのは歴史。ただ今は中学で勉強したことがあ
るアメリカの独⽴戦争をやっている。それでも聞き取れるのは3分の1、もうけっこうたいへんだ。がんばらなくては。今⽇の⽣物の先⽣の授業はちょっとまとまりがなかった
ので、よくわからなかった。教科書は持って帰ってきたので、週末に復習しようと思う。  この学校は柔道が必修で、週に1度授業がある。今週は間に合わなかったけど、来週
から練習が始まるので、ほんとうに楽しみだ。  ⽇本に来たからには、⽇本独特の部活がやりたいと思う。剣道は毎⽇８時まで練習するらしいから、もういいとして、⼸道と
空⼿を⾒に⾏きたいと思っている。  ⾃分⾃⾝を含め、誰にも負けないうよう頑張ろう。お⺟さんは、前橋⾼校は⽇本のトップ１０に⼊るすごい学校だから、320⼈中300番で
も⼗分だと⾔ってくれた。でも僕としては、ここに来たからには、結果はともかく、⾃分のベストを尽くさないといけないと思う。たとえビリだったとしても、後悔はしない。
もしそうなったら、⽇本の学⽣はすごいや、と⾔うしかないな。

楊 萌軒さんの⽇記



定期戦

2008.09.12

もうすぐに定期戦だ。前橋⾼校と⾼崎⾼校、毎年やるらしい、群⾺県で最強の対決だそうだ。僕たち⼀年⽣も⾼崎へ応援に⾏くよ。僕はバスケの試合に出るかもしれない。その
時になると、きっと盛り上がるだろうな。 最近テストが多い。今⽇は国語のテストだった。満点は２０点で、漢字のテストだった。僕は⼆点しか取らなかった。でも教科書が
なかったから、今はようやく⼿に⼊れた、これからは⼤丈夫でしょう。 今⽇はここまで、思い出したらまた書くわ。

楊 萌軒さんの⽇記



気楽な⼀⽇

2008.09.13

今⽇は本当に楽な⼀⽇だった。 今朝８時まで寝坊して、珍しいよ、普段は６時半だもの。朝⾷の後、お⺟さんと妹と⽝の散歩に出た、１１時に家に帰った。帰宅後少し宿題を
やって、それからお昼。お昼ごはんは中華⾯だった。僕が中国から持って来たインスタントラーメンを使った。久しぶりだな、懐かしいな。 午後はとりあえず３０分ぐらい宿
題をやって、それからお兄さんと近くの公園でサッカーを少しやってた。それから本屋さん、スーパー。僕はハリポッターのDVDを借りてるので、今は⾒てるとこ。 今⽇は⽇
本に来てから初めて過ごした気楽な⼀⽇、これからもこのような⽇が増えたらいいな。

楊 萌軒さんの⽇記



充実した⼀⽇

2008.09.14

 東京でのこの⼀⽇がとても充実に過ごせた。 朝⾷の後、2⼈のお兄さんと⼀緒に新幹線に乗って東京に⾏った。真っ先に秋葉原に向かった。秋葉原に着いてから、忙しくなっ
た。カメラ探しでいっぱい回っていたが、最後にやっとひとつお気に⼊りのを⾒つかった。casioの、1000万画素で、値段はまあまあ、19780円。けっこうきれいにとれます
が、JR駅の⼊り⼝で、⼿振れもなかった、今まで⾒たことのあるカメラのなかで⼀番いいものだから、写真を何枚アップして、みなさん⾒てね。 昼ごろまたお⺟さんと妹と合
流して、東京で⾏われる与那国郷友会に参加した。剣道や舞踊があって、ごちそうさまでした。みんなとずいぶん交流していて、本当にうれしかった。 帰りは⼤変だった。JR
で2時間もかかった。最初は座る場所がなかったが、あとで空席が出て、しばらく休んでいてから、またお兄さんに譲った。お兄さんは今⽇本当疲れたから。そうだ、今朝電⾞
に乗って、1⼈のお年寄りがずっと⽴っているが、だれも席を譲る⼈がなかった。⽴っている私が怒っていたが、どうしようもなかった。⽇本では席を譲る⼈がいると思ってい
たが、やっぱり中国と同じで、がっかりした。 夜帰って来て、⼤⾬が降り出した。激しくて、⾞の中から何も⾒えなくなった。 今⽇は深く⽇本の⽂化を感じたが、とてもよい
と思う。

楊 萌軒さんの⽇記



ひどい中秋だ〜

2008.09.14

家族といっしょにいられないし、天にも⾒放されたか、⽉も出ていないじゃないか、ここは今⽇は⼤⾬、みじめな気分だ。みなさん中秋節を楽しく過ごせますように、僕の中秋
は明⽇に延期ってことで。  僕たちここの学⽣はすごいから、みんなも頑張って、中国の学⽣のいいところを⾒せよう。

楊 萌軒さんの⽇記



楽しみにしていたことが始まった

2008.09.17

まずいいニュースです。空⼿部に⼊りました。部員は７⼈しかおらず、１⼈は僕と同じクラスです。とても興奮しているけど、練習はとてもきつくて、毎⽇４時から６時半ま
で。準備運動は開脚などばかりで、難しいです。でも少しずつ慣れていけると思います。帰るともう７時半で、ちょっと遅いです。  昨⽇が１⽇⽬だったけれど、終わるとも
う暗くて、校⾨を出るなり道に迷いました。強気に勘をたよりに⾏くしかありません。ほんとうにわからなくなったので、道を尋ねたけれど、何を⾔っているかはっきり聴き取
れず、ただしばらく進んでから左に⾏くぐらいしかわかりませんでした。相当困りましたが、ラッキーなことに同じく前橋駅に⾏きそうな学⽣を⾒つけたので、こっそりついて
いきました。結果、僕の勘に狂いはなく、名も知らぬこのお⽅のおかげで、ちょっと遠回りしたけれども駅に着くことができました。家に着いたらもう９時だったけれど。  
今⽇はかなりましでした。終わってから⼀⼈で帰れました。昨⽇の経験が⽣きたんでしょう。  空⼿の練習はひたすらいくつかの基本動作です。たぶんまだレベルが低すぎる
からでしょう。かまいません、基礎をしっかりさせるのが重要で、これから苦しい練習に励んで、⽇本の⽂化をできるだけたくさん吸収しようと思います。  ご飯を⾷べてき
ます。⾷べ終わって時間があれば続きを書きます。

楊 萌軒さんの⽇記



いいのか、悪いのか

2008.09.19

今⽇は複雑な⼀⽇だった。 国語の漢字テストがあって、僕はとても頑張ったのに、１１点しか取れなかった。満点は２０点で、まだまだ差がある。でも僕が引き続き頑張る
よ。 今⽇の空⼿の練習はとても⼤変だった。僕の慣れてる簡単な移動だけだと思ったら、先輩が僕の練習を⾒て、できると思われ、なんと、直接に対決のトレーニングにやら
せられた。 今⽇は少し技を覚えて、移動しながら相⼿を攻撃する技だった。部⻑と対抗したけど、部⻑は明らかに全⼒じゃなかった。僕はまったく彼を触れず、部⻑は本当に
強かった。練習後、全⾝が痛かったけど、ラッキーだと思った。得る物がたくさんあった。 ついてないことはその後だった。今⽇は⾬だったので、地⾯が滑ってて、僕は頑張
って⾃転⾞を乗ってたら、曲がるところで、⾃転⾞も滑ってしまい、完全に倒れてしまって。両⼿とも傷がつけて、右腕も少し傷が出て、⼒をうまく使えなくなって、調⼦を乗
りすぎだったのかな。 明⽇は空⼿の試合があって、⾒学の予定だったけど、学校の補講があるため、⾏けなくなった。残念。何と⾔っても、勉強は現段階の仕事だな。 今⽇は
ここまで、明⽇は補講もあるし、また明⽇。

楊 萌軒さんの⽇記



良い兆し

2008.09.20

 今⽇の午前中は学校で補講がある、台⾵で⼤⾬が降るのではを思っていたが、晴れ渡った空だ。 ここの空が中国と違って、家から⼤体毎⽇遠⼭が雲にかこまれているのが⾒
れるんだ、本当に⽬の保養だ。特に今⽇が、⼀味違う。 今⽇の数学の授業で、練習をする時、問題が難しくて、ふだん成績の良いクラスメートもほとんど解けなかったが、僕
はほとんど正解だった。よい状態に戻りそう、本当に良い兆しだ。実は僕にとって、良い状態が⼀番興奮させてくれるものだ。 今⽇国語の⽂語⽂テストがあって、⽂法が難し
くて、ほとんどできなかった。35問のうち、2つしかできず、残りはすべて勘にまかせた。でも教科書をもらったから、これから努⼒しなければいけない。 とりあえずここま
で、夜時間があればまた書くから。

楊 萌軒さんの⽇記



写真を何枚アップする

2008.09.20

１，これが僕の⽇本の家で、とてもきれいだ。ガレージだけでなく、１つの⼩さな庭もある。時間があれば庭でサッカーもするよ ２，これが僕の部屋で、まあきれいでしょ。
中国にいた時これと正反対だったけど、ハハ。 ３，これが家の近くの駐⾞場で、スポーツなどをすればここだ

楊 萌軒さんの⽇記



休み

2008.09.21

 やっと⽇曜⽇がきた、休みの時間、ハハ。 今⽇の午前中弟と妹と⼀緒に映画を⾒たが、名前はパロと魔法の絵本で、感動した。⾔葉の分からないとこがまだあるけど、画⾯
があるから、⼤体分かった、時間があればみなさんも⾒てみよう。 お昼は外でスパゲッティーを⾷べ、とてもおいしかった、めったにこんな楽しみがないんだ。でも宿題はま
だやってないんで、今晩やばいかも。 傷ですが、⼤体治った。⼿のほうはもう⼤丈夫だけど、右腕の⽅は内傷だと思って、無⼒感がして、でも何⽇間休めば⼤丈夫そうだと思
う。 明⽇また学校に⾏かなければならないが、明後⽇は秋分の⽇で、休みのようだ。明⽇の夜コナンの劇場版があって、存分に楽しむことができそう。でも空⼿の部活の終わ
り時間次第だ。 とりあえずここまでにしよう、夜時間があればまた書くから。

楊 萌軒さんの⽇記



悲惨な試験

2008.09.22

今⽇は不幸なことにはじめての数学テスト。ここのテスト問題は難しくて、教科書が全部分かっている⼈で５０分かかると聞いていたので、ちょっと恐怖だった。  時間はタ
イトでわずか60分、なのに問題はどっさり4ページ、計算量も多い。勉強したことがないことも多く、昨晩あわてて復習、いや、予習的な復習というべきものをしただけで、今
⽇はもう実戦に突⼊。準備不⾜だがなんとかやらなければ。  前半にはできない問題が多く、後半は最後までできなかった。はじめてテストが最後まで終わらない感覚を味わ
った。こんなにできないのは今まででもはじめて、本当に悲惨だ。まる焼けになった。  午後は空⼿の練習もあった。きょうは終わるのが７時頃と遅かったので、出てきたと
きは全⾝疲れ切っていた。明⽇は秋分で休みだけれど、空⼿の練習に学校に⾏かなくてはいけない。何かを習得するのはそんなに簡単なことじゃないみたいだ。  今は毎⽇疲
れて、毎朝起きたくないと思っている。起きられていることを腕時計に感謝しなくては。  もともとたてていた計画は、今やたいへんな勉強でほとんどめちゃくちゃになって
しまった。中国から持ってきた教科書も勉強する時間がない。適応できるまで待つしかない。  フフ、どうしようもなing。

楊 萌軒さんの⽇記



僕は今⽇勉強した︖

2008.09.23

これについて、僕はずっと⼾惑い中。 今⽇の午前中は空⼿の練習だった。この頃毎⽇はとても疲れたけど、慣れてきた。何⽇かの練習を経って、僕は空⼿の基本を少し覚えて
きた、⼤変だったけど。少し怪我もあって、左⾜の太ももは少し痛い、それと時々⾜の痙攣も出たの。でもこれらはたいしたことではない。中三時の体育を思い出すと、これぐ
らいは楽よ。引き続き頑張れば、きっとよくなるよ。 疲れた体で家に帰ったら、午後はまた出かけた。お墓参りだった。今⽇は秋分で、みんなはお墓参りに出かけてるので、
⼀⽇お休みなんだ。おばあちゃんのうちで、僕は⼀つ⽇本の独特な⽂化を覚えた、それは中国のお墓参りの仕⽅と全然違う。 簡単に⾔えば、⽔を撒いて、お⾹をつけて、お花
とお菓⼦を⽤意、お参りすることだ。帰宅後、みんなの前で太極拳を披露した。少し忘れたけど、いい出来だった。これで⼩学校時の苦労は無駄じゃなかったな。 帰りは遅か
った。今⽇の宿題は全然やってない、空っぽのような感じだった。でも少し⽇本⽂化を覚えてて、⾯⽩かった。 今になって、⽇本はお休みが多いと気づいた。リラックスの時
間も増えてた。僕はこの休みの時間を利⽤して外に出て、本当の交流をしたいな。僕は⼀⼈で遊びに出かけたり、正式な場に出たりすることはまだ⼀度もないので、頑張らなく
ちゃ。

楊 萌軒さんの⽇記



疲れるけど楽しい

2008.09.25

空⼿部に⼊部してから⽣活が忙しくなり、毎⽇とても疲れます。でももっと強く感じること̶̶̶̶それは楽しさ。  毎⽇６時半起きだし、宿題も多い。家に帰るともうヘト
ヘト。でも毎⽇先⽣や同級⽣の優しさに触れ、家族も協⼒してくれるので、これ以上の幸せはありません。疲れなんか吹っ⾶びます。僕は本当にLuckyです。  昨⽇数学のテス
トの成績が出ました。64点しか取れませんでした。なんだか気がおさまらなくて先⽣に聞いてみると、クラスで15番⽬くらいとのこと。ちょっと意外でした。いくつかの問題
は⽇本語の意味が理解できず、時間も⾜りませんでした。中国では90点以下の点など取ったことがないので、本当に恥ずかしく思います。  昨⽇空⼿の練習が終わった後、先
輩と⼀緒に電⾞で中央前橋まで⾏き、空⼿着を購⼊する店を教えてもらいました。家に帰るともう９時。そうそう、空⼿着はとても⾼くて、２万円くらいします。  もうすぐ
⾼崎⾼校との定期戦です。みんなやる気満々で戦いに備えています。僕はバスケットの試合に出たいので、部⻑に⾔いましたが、明⽇にならないと分からないとのこと。定期戦
はあさってだから、もう遅いかもしれませんが、出れるといいなぁと思っています。  ⼗⽉は補習もあります。毎朝必ず６時には起きなければなりません。まだ暗いうちで
す。本当に⼤きな挑戦。とても疲れると思いますが、きっともっと楽しくなりそうです。  ⼗⽉は多くの⾏事があるので、楽しみです︕⼗⽉よ、早く来い︕

楊 萌軒さんの⽇記



楽しみにしていたのはもうすぐ来るのだ

2008.09.26

明⽇は定期戦だ、楽しみにしているよ。この⾼校はもう⼆年も優勝してないから、今年こそ快勝になるのではないのかな︕ 今⽇の午後、学校の体育館で集会してた。まさにこ
の午後、僕はこの男⼦⾼の魅⼒を感じた。先輩たちはとても情熱で、声がかれるほど講演しながら熱く動きました。僕のやる気もいっぱい出された。応援団は太⿎をたたきなが
ら、いろんな動きしていた。これらは学校が定期戦で花を咲かせると⾒せてるみたい。やはり情熱の男⼦しかできないことだな。最後にみんなで⾼崎をつぶすと⼤きい声で叫ん
だ。 僕たちはこの熱い思いのままで会場から去った。みんなはきっとこのやる気を持って、明⽇完勝ができると信じてる。 この頃の国語は漢詩だった。いわば中国の唐詩だ。
うん、僕はラッキーだったのが、みんなの専任の先⽣になったことだ。給料なしよ。本当に楽しい。先⽣と友達たちに中国の古典⽂化をたくさん教え、中国語で唐詩を朗読し
た。唯⼀残念なのは僕の唐詩は簡単で、ほとんどは幼稚園の時に覚えたものだ。でも⽇本語を勉強する絶好のチャンスだから、しっかりと覚えておかないとね。

楊 萌軒さんの⽇記



逝ける⽇記を偲んで

2008.09.28

昨⽇僕が記した⽇記は、すべての⼿順が踏まれたことを確認したのですが、１⽇たっても発表されていません。ここに謹んで哀悼の意を表します。おそらく僕が書いたうちで史
上最⻑の⽇記だったのですが。  昨⽇の⽇記は定期戦の結果についてでした。後で追加します。

楊 萌軒さんの⽇記



⼀⼈で出かけるのは爽快だ

2008.09.28

今⽇は⽇曜⽇、今まで⼀⼈で出かけたことがなかった僕にとって、今⽇の体験は⽇本での⽣活の中でまた⼀つすばらしい経験になった。  朝起きると、まず電⾞で前橋まで空
⼿の胴着を買いにいった。先輩と落ち合ってからまっすぐ店に向かった。事を謀るは⼈、成すは天。着いてみるとなんと店は開いていなかった。本当にがっかり。次回まで待つ
しかない。  先輩と別れてから、⼀⼈旅が始まった。午前の⽬標は前橋街道を回ること。⾃転⾞に乗って、ＭＰ３を聞きながら、秋⾵を感じるのは本当になんともいえない楽
しさだった。残念だったのは、地図がなかったので特に⽬的地もなく⾛っていると、４０分後にはなんと⾃分の学校に来てしまった。私服だったので、学校の知り合いは変な⽬
でみるし、どうしたらいいかわからなかった。もういいや、三⼗六計逃げるが勝ち、⾞にも負けないスピードで学校を後にした。  不思議なことに、普段は下校ルートも忘れ
る僕が、なぜか今⽇は⽅向も⾃分の⾏程もはっきりわかっていて、とても気持ちが良かった。前橋でスーパーに⾏って、コナンの⼩説を⼀冊買った。⾼いからきつい。その後伊
勢崎に戻った。  昼休みを取ってから、⼩旅⾏を続けた。午後は伊勢崎を回るが、地図が⼿に⼊った。まずスポーツ⽤品を買いにスポーツ⽤品店へ。でも⾼いのはどうしよう
もなく、軽くて丈夫な陸上シューズは１万円前後。空⼿では⾜⾸がガードされていないといけないので、⾒繕って、３千円。どうやら僕は買い物には向いていないみたいで、何
でもとても⾼く⾒える。ただ、⽇本の物価は確実に中国より⾼い。  その後は遊園地へ。きれいなところで、キジや⽩⿃も⾒ることができた。⼤きな観覧⾞は遠くからでも⾒
える。さらにスポーツ施設を⾒に⾏く。４００メートルの標準プラスチックトラックの競技場があって、⽴派だ。今⽇はちょうど陸上の試合があり、たくさんの⼈が集まってい
た。もう少し近ければ、毎⽇⾏って練習したいくらいだ。  今⽇の体験はユニークだったよ、ハハハ。

楊 萌軒さんの⽇記



定期的に写真を載せる

2008.09.28

1，剣道部の開戦前の準備、左⼀は兄。最後に全勝した。前⾼剣道はやはり強くて、兄も快勝した。 2，リレーは負けたが、依然として気⾻があって、来年また来る。 ３，ボー
ル⼊れはすでに3回続けて負けた。いつ勝つかな、来年かな。

楊 萌軒さんの⽇記



今回よくなった

2008.09.29

今⽇ぼくは写真の制作⽅法を独学した、すべての写真を2mb以下にできるようになったから、これからは載せられる、まずはいくつか載せるのでみんな⾒てください。 1、⾼崎
のきれいな⼣⽇ 2、⽩⿃と雉、珍しいでしょう。 3、空⼿を習いました、たとえ道場にいけなくても、載せます。

楊 萌軒さんの⽇記



緊張した時間、間もなくやってくる

2008.09.30

⽇本ですでに1⽉過ごした。すべてまま順調で本当にラッキーだった。 10⽉1⽇は国慶節で、ここでみんな先に祝⽇に楽しく過ごせるよう申しあげます。 中国でと違って、国慶
節の⻑い連休はない。 うちの学校、変わりに朝7時２０分から補講と超難しい中間テストを⾏う。でも⽇本でまだ期末試験を経験していない僕は、試験がうまくいかないだろう
と知りながら、それを⽐較的に期待している。 今⽇同級⽣達は全国の統⼀試験成績が知らされたが、8⽉で試験を受けたので、僕はまだ何も知らない。 でもみんなに喜ばしい
ことは、前⾼の第1位は全国で74位となって、中々悪くないだろう。 僕は10⽉にも全国の統⼀試験に参加するので、期待ing。 中間テストのため、部活はすべてストップ、み
んなは急いで復習を始めた。私は明⽇から夜の補習に参加する。こう⾒ると、世界のいかなるところでも、勉強することはみんなとても重要だ。 休暇はもちろんいいけど、私
達が外を出て⼈との交流することが多くできる。しかし勉強することにょって、結局僕は精神的に充実と感じる。書物上の勉強それとも⽣活上の勉強でも同じ。 間もなく⽇本
でのはじめての緊張する時間がやってくる、頑張れ。

楊 萌軒さんの⽇記



思いがけない出来事

2008.10.02

たった２⽇の間に、思いがけない出来事がたくさん起こった。  思いがけないことに、クラス選挙で勇気を出して⼿を挙げたら、なんと学級委員、つまり班⻑になってしまっ
た。  思いがけないことに、茶道部に⼊ったばかりの僕が先輩達と⼀緒に⼤会に参加することになった。  思いがけないことに、古⽂のテストで何⼈かの⽇本の学⽣より良い
成績を取った。でも⼤体は当てずっぽう、全部選択問題だったけど。  思いがけないことに、10⽉に来⽇する中国の学⽣の世話係になり、おまけにその学⽣は僕のクラスで数
学の授業を受けることになった。  勉強は⼤変だけど、こうした経験は、きっと僕にたくさんのエネルギーと⾃信を与えてくれるだろう。  こうして⽇本に来たからには、⼤
変なのは当たり前、逃げるよりは⾃分から進んで⼤変な道を選択したほうがいい。思いがけない収穫があるかもしれないのだから。  毎朝６時前に寝ぼけまなこで起きだし、
いつも⽂句を⾔っている僕だが、今になって考えればそう悪いことでもなかった。もし毎⽇のんびり暮らしてたら、帰国後かえって中国の⽣活についていけなかったかも知れな
い。  よし、今⽇から⾃分の悪い習慣を直すぞう。

楊 萌軒さんの⽇記



秋、旅の季節の始まり

2008.10.03

⽇本では秋は旅の季節なんですね。知りませんでした。  来週の⼟曜⽇、家族で⼭登りに⾏きます。楽しみです。⼭の上では紅葉狩りもします。⻑い間⼭に⾏ってないので、
今回は思いっきり楽しもうと思っています。  それから研修旅⾏もあります。多分かなり先の話だけど、⼤阪と京都に⾏く予定です。初⽇と三⽇⽬は⼤阪で研修、間の⼀⽇は
グループで京都旅⾏、⾦閣寺、銀閣寺、それに⼆条城にも⾏きます。京都に⾏く夢がかなうとは思いませんでした。でも登録証をまだ受け取ってないので、銀⾏でお⾦を引き出
せません。これは⼤問題。まずは節約ってことですね。ハハ。

楊 萌軒さんの⽇記



久しぶりだ

2008.10.05

 試験の前、⼀⽇のお休みをもらうことができて、気持ちいいなあ。  リラックスっていうのは久しぶりの泳ぎだ。今⽇の午後、⼀時間勉強してた後、家族全員とプールへ泳
ぎに⾏った。夏休みに勉強しか気にしなかったかもしれない、 本当にひさしぶりの感じだった。⼩さくて、２５メールしかなかったが、⼗分に満⾜した︕  ⼀気に５００メー
ルを泳いだ後、意外に疲れなんかも感じなかった。ゆっくり泳いだためかも。兄さんと弟は速く泳いだ。スポーツお上⼿だね︕  いよいよ明後⽇は試験だ、準備はまだ終わっ
ていない、本当に⼼配だあ︕︕︕

楊 萌軒さんの⽇記



試験の1⽇⽬

2008.10.07

 今⽇は試験の⼀⽇⽬だった。本当にうれしく⾏ったが、がっかりして帰ったよ。  ⼀科⽬は国語だった。⼩説はもうちゃんと⽤意したが、評論はまだまだだった。試験のは
じめに評論が出たのは思いがけなかったから、そのときどうしようもなかったのだ。そのせいで、⼩説も何題しか当たっていなかった。国語はこのように失敗しちゃった。しか
も、ただ三分の⼀しかやらなかった、本当に準備不⾜だと感じたよ。  ⼆科⽬は数学だった。これもちゃんと⽤意していなっかた。最近はネットでビデオを探しにしか注⽬し
ていなかったから、あまりちゃんと復習もしなかった。ただ⾃分の知識のレベルで始まりからやった。さすがにここの試験だよね、できなかったものはいっぱいあった。しか
も、最後までも完成できなかった。点数を⾒込むと、僕のやったものはほとんど当たったら、７０点ぐらいもらえる。  次の⽣物はもっとだめになちゃった。題⽬がたくさん
だった。しかも、難しかった。僕の⽇本語は不⼗分になっちゃった。しばらく努⼒したが、覚えていたものはすべて役に⽴てなくなちゃった。最後に当てずっぽうに半分やっ
た。皆さんは四分の三までもやったから、本当に差があるよね。  明⽇からも引き続いて試験がある。三⽇間だ。成績が出たら、がっかりするかも。

楊 萌軒さんの⽇記



敵を軽くみた報い

2008.10.09

まったく予想外。得意だと思っていた英語で失敗してしまった。 試験は本当に難しかった。古⽂は唐詩の問題だけやって、⽇本語の問題は無視した。やっても無駄だし。数学
は上⼿くいったが、時間がギリギリで、みんなも全部出来なかったらしい。最後は英語。英語は問題ないと思っていた。授業も簡単だし、復習もしなかった。このことが⼤変な
結果につながるとは。問題を⾒たとたん、ぼう然。今までに⾒たことのない形式の問題だし、おまけにシャーペンの芯は無くなるしで、10分くらいは無駄にした。それから時
間も⾒ずに問題にとりかかったけど、しばらくするとチャイムの⾳、試験終了、三分の⼀しかできなかった。時間のことを忘れていた。これこそ、敵を軽くみた報いだ。 試験
が終わったら、そのまま帰宅。かなりがっかりだけど、やっぱりホッとした気分だ。いつもは空⼿と茶道の部活だけど、⼝座の⼿続きのため⼀度家に帰った。お⺟さんと銀⾏を
２つ回って、やっと完了。本当に⼿間がかかった。その後でまた⾃転⾞を⾶ばして、急いで学校へ。４時半、かなり遅くなった。⼼の中でまだ部活が終わっていないことを祈り
ながら、茶道部に⾏ってみた。あぁ、どうしよう、もう終わっていた。最後の望みで空⼿部に⾶んで⾏くと、みんな着替えをしているところ。でも練習前の着替えじゃなくて、
終了後の着替え。みんなびっくりした顔で僕を⾒ると、どこに⾏ってたのかと聞いた。僕は⼝座の⼿続きをしに⾏っていたとだけ答えた。無駄⾜だった。どちらも終わってい
た。 嬉しいような嬉しくないようなニュースを⼀つ。今週の⼟曜⽇、試合に出る。空⼿の試合。でもまだ⼆週間しか練習していないから、本当に⼼配。とにかく明⽇もう⼀回
練習があるから、頑張らないと。 電⾞に乗った後で、家の電話番号を忘れたことに気づいた。家に電話したら、お⺟さんが⾞で迎えに来てくれることになっていたのに。しょ
うがない、⾛って帰るしかない。いつもなら⾃転⾞で10分の道がランニングコースになった。ちょっとしたトレーニング、家に帰った時は⼤汗だった。 明⽇も学校、試験の結
果が出るはずだ︕

楊 萌軒さんの⽇記



喜びも憂いもあります

2008.10.10

忙しいね。   今⽇は成績が次々とでてきた。数学の第⼀部分はとにかく、80点を取った。クラスでno2けど、やはりちょっと悔しい。なおざりでいくつの問題の点数を失っ
た。情報６４、歴史66、まあまあで、平均点数以上だ。でも復習は本当に努⼒した。最低なのは国語現代⽂で、クラスで⼀番低い。28点。どうやって取ったかわからなかっ
た。ほかの科⽬の成績はまだ、来週でるかも。   明⽇の空⼿⼤会の試合に出るので、今⽇から緊張な練習が始まった。今⽇の練習は対抗だ。⼀番遅く⼊部するかもしれな
い、この項⽬で⼀番弱い。攻撃⼿段をひとつしかマスターできない。残った⼆つはほんの少しだけできる、たまには使える。明⽇の試合は体験することにするつもりで、勝つか
どうかどうでもいい。新⼈は勝つわけがないだろう。   悪いニュースは、私はまた怪我をした。新⼿を練習しているとき、対抗⽅法が正しくないため、右⼿の親指を伸ばし
すぎて怪我をした。その場ですぐ剤を噴いたので、いまずっとよくなった。明⽇の試合はガンマンしてでるのだ。ここで皆に、運動をするとき気をつけるよう注意するわ。   
帰ってくるとき兄と⼀緒だった。はは、突然1台のパトロール・カーは道端から疾駆してきて、私たちをとめた。違法したんだ。私たちの⾃転⾞はライトついていないためだっ
た。実は壊れた。そして兄と⼆⼈横に並んで歩くのも違法になった。私⼀⼈で⼆つを違反した。状況を詳しく聞いた後、私たちに警告をだしただけだった。警察はとても親切
で、想像していたように覇道ではなかった。最後に留学⽣の私に空⼿がんばってねといってくれた。つかまったけど、⽐較的に喜んで、だって、もうひとつの体験なのだ。でも
これ駆る注意するから、警察に迷惑をかけないように。   明⽇の空⼿、祝福してくださいね。

楊 萌軒さんの⽇記



何枚かの写真を出します

2008.10.10

1，私の反則切符、とても貴重な記念品だけど、１つしかほしくない 2弟の誕⽣⽇は昨⽇だった、誕⽣⽇おめでとうございます

楊 萌軒さんの⽇記



私は篩のように打たれてしまった

2008.10.11

試合はほんとうに遊んではいけないよ。  今⽇は篩のように打たれてしまいました。練兵といっても、そんなに⼤変だとは思わなかったんです。じゃ、今⽇の経験を話してみ
ましょう。  朝早く、忙しい練習に⼊りました。準備活動だけではもう体⼒が続かないような気がしました。道着を着替えしたら、試合が始まりました。練習の試合ですか
ら、忙しかったです。全部で6⼈の相⼿がいました。  ただ⼀種の進撃姿勢しかできなかった私は、最初から前の⼆⼈の相⼿に２局の０︓８で負けてしまいました。注意して
ね。時間は⼆分だけど、両⽅でのどちらの⽅は、8分になったら勝つようになっています。⼆番⽬の相⼿は進撃したとき、僕の腹に⼒強く蹴ったので、すぐ息切れしそうになっ
て、眩暈もして、もうすぐ倒れそうになりました。でも、僕は意志に⽀えられて、⽴ってきたんです。それに、速く気を戻しました。いま少し痛いけど、まあ、もう⼤丈夫で
す。  後会った何⼈かの相⼿にも負けちゃったんですけど、⾃分の態度に満⾜しました。私は有効に相⼿の進撃を抑えたから、相⼿が8点を取らなかったんです。ただ3分と6
点ぐらい取ったんです。私は相変わらず0点でした。でも、進歩させるのは、何度も重く打たれることでした。どうしてそんなに酷かったんですか。空⼿の原則と精髄は相⼿を
尊重して、できるだけ相⼿を傷つけないことだろう。それらの⼈々の拳は早くて、重くて、急所をついて、相⼿を倒れるまで打たないと、やめる気がないみたいです。これはた
だ勝とうとするために、名利のために戦ったんです。ほんとうに失望させましたよ。  ちなみに、試合が終わったら、何箇所のけががありました。顎は50回も以上打たれて、
⾷事する時も痛いぐらい。⽿も彼らによく打たれる重要な無効部位だから、すごく痛いです。これはほんとうに⾒たくない結果だったけど、空⼿、この危険性を伴う競技スポー
ツを選んだ以上、直⾯しなちゃならないんです。でも、私がその⼈達のように、最後の勝利を取るために、重要な無効部位を打つことは絶対しないと信じています。  今⽇は
家族と⼀緒に寿司を⾷べに⾏きました。おいしかったですよ。私⼀⼈で１８⽫を⾷べ切りました。⺟と弟が合わせる分だよ。仕⽅がないですね。⽇本料理がそんなにおいしいも
んだから。  では、今⽇はここで、明⽇ティーパーティがあって、午後中でずっとそこに座らなっきゃならないから、試練だよね。

楊 萌軒さんの⽇記



茶道1⽇

2008.10.12

今⽇⼀⽇全部茶道に奉げた。とても充実していた。   この前に、ちょっとエピソードがあった。今⽇休みなので、朝寝坊したら、7時になちゃった。起きた後、慌てて⽚付け
て、洋服、⽩い靴下をはき、スケジュールをさっと睨んですぐ⾃転⾞で駅へ駆けた。8時50分の電⾞と思ったのに、駅に着いたとたん、電⾞は⾶ぶように⾛ってきた。時を⾒た
ら、8時40分で、わけがわからなくなった。とにかく電⾞に乗った。そしてスケジュールを確認すると、まったくショックだった。9時50分と書いてあるのに、私まるで1時
間、時間を早めてしまった。  何をしたらいいか。そうだ、今⽇は前橋祭をちょうどみられる。いろいろ尋ねて、やっと場所を⾒つけた。あまり早くて、ほとんど⼈がいな
い。でも、軽⾷店などすでに運んできた。茶会はお⾦がいっぱい必要だから、ただ⽬で楽しんだ。ほかに、輿もある。本当に素敵。  ⾒た後、急いで⾼崎のほうへ出発した。
茶会は少林寺达摩寺で開かれた。そこは⼭紫⽔明で、特別な⾵情がある。  茶会が始まった。私たちの活動は午後になっているから、午前はただ客としていた。前の2回は感じ
がよかった。いすに座って、お菓⼦もおいしかったから。お茶を⼊れてくれたのは、群⾺県⼥⼦⾼校茶道部の⽣徒だった。礼儀正しく、こっちもいろいろ勉強になった。      
その後は私たちのお茶いれの活動だった。私は⼊部したばかりでまだ上⼿にできないから、お客さんにお茶を出すことと茶碗を⽚付けることを担当した。はじめてなので、本当
に緊張した。でも礼儀はもう覚えているから、よくできた。⾃分は満⾜した。本当に貴い経験だ。   続いては品茶だった。今回はたたみに座って、始めのころは気持ちがよ
かったが、お菓⼦が出てこないうちに、ちょっとだめになった。⾜がつっぱり痺れてきた。先輩たちはじっと座り込んでいるところを⾒たら、⽳に隠れたくなってしまった。   
我慢に我慢して、最後まで我慢したら、⾜はもう何も感じなくなった。しばらくするとやっと感じられるくらいに回復した、やっぱり痺れていて、壁によっかかって歩くぐらい
だった。はは、恥ずかしいな。⼀⽇も早く我慢強くなるようにがんばる。 帰って来る時、吉野屋で昼飯を⾷べた。昼飯というけど、すでに午後4時になった。⽜⾁丼のおおもり
を注⽂した。本当にとてもおいしくて、そして⾼くないし、時間があれば、ぜひ⾷べてみてくださいね。 ここまでにしよう、明⽇まだ空⼿がある、私の担当は撮影で、とても
楽です。

楊 萌軒さんの⽇記



この何⽇間かの写真を⾒てみましょう

2008.10.12

1  昨⽇寿司を⾷べた。私は左側の分で、お⺟さんと弟は右側の分です。 2前橋節の⼤きい輿。 3少林⼭の超⼤サイズのだるまの前で茶道部の親しい友⼈との記念写真

楊 萌軒さんの⽇記



本当の対決

2008.10.13

数⽇間の空⼿の試合は練習試合で、今⽇本当の全国⼤会のトーナメントだ。 もちろん私は参加する資格がないんだ。レベルが低いからしょうがない。今⽇の仕事は⾒習いと撮
影だった。 練習する時、私も道着を着替えして、先輩達と⼀緒に練習した。私の今掌握した技術は3種類しかなく、それぞれじゅんつき、ぎゃくづき、前切りだ。前の2種類は
⼿で、後の1種は⾜で。今の⽔準では、とんでもないんだ。戦場へ⾏くぐらいならまだまだ。前回の練習試合は重い教訓だ。 第⼀回は福⽥だ。相⼿の進撃早いから、拳のスピー
ドが驚くほど早かった。それに毎回急所をついたから、福⽥は敗けてしまった。続いては中島先輩だ。先輩は相⼿の弱点を捉えて、ぎゃくづきを利⽤して、連点を取り続けて、
最後に素晴らしい前切りで勝ったんだ。強いね︕ 後の相⼿はますます強くなってきた。中島先輩の次の相⼿は守りタイプのようで、なかなか⼿を出さなかった。でも、先輩が
出した後、先輩のほころびを捉えて、進撃を遂げた。本当勉強になったのね。先輩残念に負けちゃった。でも16位に⼊って、よかったね。 試合を⾒るのは⾒ているけど、私の
腹はとっくに反抗していた。私は午前10時に家を出て、午後4時までずっと試合に関⼼を持っているから。しょうがないね、試合が終わってから、昨⽇と同じ、吉野屋で⽜丼を
⾷べた。本当にお中がすいている時、何でも⾷べられるんだ。⼤きな丼は⼆分もかけないうちに⾷べきった。 明⽇から、全国の試験と期末試験を準備し始めるんだ。また忙し
くしなるよ。

楊 萌軒さんの⽇記



緊張しているけど充実している

2008.10.15

後半の学期にはいって、すべてに緊張してきて、最初は多少慣れていないけど、これから少し良くなるだろう。 国語の古語の成績も出てきた、近代⽂と同じ28点で、クラスの
最低だ。でもこの可哀相な28点も⾎と汗がいっぱい含まれている。得意な英語の⽂法にも⼤きくつまづいた。43点、うっかり荊州を失うっていうの。数学は依然として満⾜で
きない76点だ。 補習はすでに始まった、毎⽇6時に仕⽅なくぼんやりしている⽬を醒まして、あたたかいベッドを離れ、⽚付けてから、⼤⾵の中を、⾃転⾞で苦労しなが駅に
向かう。 この前睡眠不⾜のため、もう少しで歴史授業中倒れそうになってしまった。でもそこで⾯⽩いことを発⾒した。たまたま周りを⾒回して、意外なことに41⼈のクラス
のなかで15⼈くらい伏せたり、頭が下がったり、あごのを⽀えたままで、それぞれの姿勢で眠っている 思わず笑いだして、急に眠気がとれた。しかし更に⽬を凝らしてよく⾒
ると、成績がいい学⽣は⼀⼈も眠っていない。あくびをし続けるけど。そうしたら、みんなが原因ではなく、歴史の先⽣が専⾨すぎるせいだろう。しょうがない。 でも、これ
は⽣活を深く感じさせた。苦痛と疲労に満ちているけど、⼼のある⼈はぜったいに逃げない。誰が最後に我慢できるか、その⼈がもっと遠いところへいける、もっと⾼いところ
へ⾶べる。

楊 萌軒さんの⽇記



後悔先に⽴たず

2008.10.18

本当に悔しかった、今⽇空⼿練習の時、須⽥さんを怪我させた。 いつものように、準備運動の後、対戦練習にはいった。最後の組は私vs須⽥さんだった。須⽥さんは空⼿部の
中で⼀番の部員で、⿊帯の持つ主で、いろいろ技を教えてくれた。今⽇の対抗で、僕が昨⽇教わった技を使った。 柔道のようにまず相⼿を倒して、そして相⼿が倒れるところ
で素早く襲うようになっているが、須⽥さんも意外に同じ⼿を使った。すると、2⼈は絡まってしまった。こっちもちょっと頭が固ぎて、本来練習する時は適当のところで⽌め
なきゃと。今⽇いつもと違って、ついムキになっちゃった。そして須⽥さんはパタンと地⾯に倒れ、頭に怪我をさせてしまった。 その当時彼は頭がずっと痛くて、⽴っている
時も危うく倒れそうになった。しばらくしてからようやくよくなって、僕もちょっとほっとした。その時、僕はひざまずいて謝った。須⽥さんは気にしないでと、やはりひどく
申し訳なくと思っている。誰⼀⼈も練習あるいは試合の時怪我をするのは本当に⾒たくない。例え⾃分の相⼿でも。 今後練習の時必ず注意して、友達に怪我させないように。
悔しくてつらかった。いろいろ教えてくれた須⽥さんには本当に申し訳ない。

楊 萌軒さんの⽇記



⾚城⼭の⽇帰り観光

2008.10.19

本当は今⽇の計画は中国の課程を勉強することになっていた。⽇本にきてから、まだこの本に触っていない。でももっといい事があるので、まず⽇本にいる時だけできることを
しょう。 久しぶりに寝坊した。8時に起きた。朝ご飯を⾷べてから、⾃分の部屋に戻った。中国国語の本を開いた。⾒慣れたようでちょっとなれない漢字を⾒つめて、本当に久
しぶりに再会するような感じがした。この微妙な気持ちで、何篇かの詩を朗読したら、⾃分の国語のレベルがすでに落ちたことにふと気づいた。字をたくさん読み間違えてしま
った。なさけない︕ 約40分ほど過ぎたころ、お⺟さんに呼ばれて、⼀緒に⾚城⼭へ出発した。 秋は紅葉の季節で、途中で遠くから⽊々がすっかり⾊づいた⾵景と綺麗で透き通
った川が⾒えた。本当に⼤⾃然の魅⼒につくづく感⼼した。呼吸は⾵にあわせ、⼼はすでに波の⾳に動かされた。⾃分がゆっくりと⾃然に溶け込むのを深く感じた。⾃分がすで
に⾃分ではなくなり、そのかわりに⼀枚の紅葉、⼀つの波になったように。 多分これは「無⽷⽵之乱⽿，無案牘之労形」っていうことだろう。今⽇はじめて隠遁者が羨ましく
なった。 名残り惜しい湖畔を離れて、家族と⼀緒に⾚城神社に来た。お⺟さんの提案で、おみくじを引いた。中吉だった。妹も中吉で、怪しげなその⽂字は意外に全く同じだ
った。笑。 昼⾷はピックニックといっても、おにぎりだった。でもそれで⼗分だった。だって、本当においしかったので。昼⾷を終え、⾞で下⼭、植物園に来た。 植物園は展
覧会を⾏っていて、多くの花は中国では⾒たことがなく、本当にスペシャル授業になった。熱帯植物館で、多くの⽇本の南の⽊々を⾒ることができた。ヤシの⽊や、シュロ、ウ
チワサボテンなどがある。でも暑くて、出てくる時はすでに汗まみれになった。 家に着いたのは⼣⽅6時だった、1⽇の勉強は観光となった。半分残念、でも満⾜だった。

楊 萌軒さんの⽇記



補充の写真、すぐに⾒てみにくるようにしましょう

2008.10.19

1サボテン、とても⼤きくて、そんなに⼤きいサボテンははじめてみた。 2これは緑の迷宮で、⼤きいだけではなくて、⼊ったら、出るのに⼤変⼯夫かかる。私は数学の迷宮法
を使って、まるまる5分を使った。⼀⼈様が中に困られてでてこられなくて、私に救われた。 3眺め塔にたって、植物園を俯瞰する

楊 萌軒さんの⽇記



中国の訪⽇団を招待した

2008.10.20

今⽇は興奮な⼀⽇だった。学校は中国の訪⽇団を招待するイベントに参加した。 今⽇の４時間⽬の授業に、会議室に⾏き、⼊り⼝で遠くから来たお客を迎えた。間もなく、彼
らは気楽な笑顔でここに⼊った。時々⽇本語で私達に挨拶をしてくれた。「こんにちは」を何度も繰り返していたけど、きっと僕を⽇本⼈学⽣だと思っていただろう。でもまず
このまま黙って⾏こう。すぐ分かるはずだ。 挨拶は僕の番になって、⽴ち上がるとみんなをびっくりさせた。僕が⽇本⼈だと思ったみなさんはみんな不思議な顔をしていた。
あとで、中国語で⽇本、うちの学校に対する印象を紹介した。。前準備をしていないから、全部臨時に発揮したのだ。でも今回は本当にたくさんの中国語を喋ることができた。
更にびっくりしたのは、北京の⾯接試験した時の教育部の先⽣にも会ったんだ。最初はただ何か⾒覚えがあるな思って、先⽣が⾯接試験と晩餐会のことを思い出した時、やっと
分かった。同じテーブルでご飯を⾷べたことがあったんだ。本当で懐かしいよ。 それから中⽇の両⽅の演出だった。訪⽇団は本当に有能な⼈材がいっぱいで、演出は本当にす
ばらしかった。また美しいダンスを楽しんだ。今回は本当に中国をたっぷり味わった。 あとは部活動の⾒学だった。あるグループの通訳者が校⻑の所に⾏ったため、僕はこの
通訳の重役を担当したんだ。いい感じだった。本当に練習のいい機会だと思った。この機会で中国の皆さんにたくさんのことを紹介した。 僕がよくやったから、訪⽇団の学⽣
達は僕とたくさんの記念写真を撮った。本当に嬉しかった。たくさんのお⼟産もいただいた。異国で同じ中国⼈のお⼟産をもらうなんて、本当に嬉しいことなのだ。そしてみん
なと連絡住所とメールアドレスを交換した。 分かれる時、本当に惜しかった。みんなと名残惜しく別れをした。ただ午後だけだけど、本当に私達、異国いる友達の⼼を⼀つに
結んだ。これは交流が持つ⼀つ本当の意味だろうと僕が思っている。

楊 萌軒さんの⽇記



⾟いのも幸せ

2008.10.24

夜明がますます遅くなったけど、起きるのはますます早くなった。毎⽇起きる時、⽉の影もかすかに⾒える。 補習を選んだら、苦労を選んだことになったのがわかった。⾃分
の成績はあまりよくないが、毎⽇の勉強を楽しんでいる。中国の訪⽇団を受け付けてから、1種の動⼒を得たようで、困難な時⾃分を前へ進ませる動⼒だ。 実は歴史はやはり聞
いてもあまり分からないが、ただ⾃分にある基礎によって頑張っている。複雑な新しい単語を1つ1つ撃破してみようと思ったが、やはり無駄だと気付いた。国語も単語と競争
している。昨⽇漢字のテストで、やっと成果を⾒た。満点は20点で、18点をもらった。数学も苦労を惜しまずに練習問題をやり始めた。⾼校時代の先⽣が⾔ったことを思い出
した、まず練習問題の海に⼊ってからその中から⾶び出せるんだって。 試合の戦果がよくないから、空⼿も前よりもっと練習した。毎⽇7時の頃まで訓練して、家に帰ったらす
でに8時だ。⾃分の動き⽅がおかしいせいか、最近間違った動作の罠に落ち込んで、以前得意な進撃⼿段までもうまく使えなくなった。今知恵を絞ってこの問題を解決している
ところだ。4⼈の先⽣に聞いてから、やっと少し収穫を得た、早くうまくできればいいな。 家に帰って、あまり勉強する気がしない。ただベッドの上に横になって休みたいん
だ。時には本当に疲れているから。でもよく考えると、ここに来て、外国の⾟さを体験して、⾃分で全てのことをやって、これも⼀種の特別な幸せじゃないかと思っている。

楊 萌軒さんの⽇記



⾸を⻑くして、休暇期間を来るのを待ち望みました

2008.10.27

久しぶりの休暇をやっと迎えた。ごめん、⼟⽇ぜんぶ空⼿の試合なので、休むどころか、毎⽇5時におきなければならなかった。家に戻ったときつかれきって、ベッドにつくと
⾻もばらばらになるような感じだった。そして試合の隙間に宿題をやらなきゃ。多くはなかったけど、試合中には多少腹がたった。 でられないけど、やはり訓練に参加した。
おもに選⼿の練習に合わせていたから、なぐられるのは逃れられない。でも、仮相⼿をしている私は⾮常に成功した。距離の上にスピードもあって、練習は⼤成功だった。 試
合のとき私の任務はビデオを取ることだった。個⼈戦で相⼿は皆強いので、皆はすべて第１ラウンドにとどまった。団体戦のライバルは余り強くなくて、こちらは3⼈出戦し
た。しかし、5⼈制のルールなので、全勝じゃなければ勝てない。残念ながら、２勝１負で、淘汰させられた。でもいろいろな経験を得た。私も試合からいろいろ勉強になっ
た、むだに疲れずによかった。 いまの私は本当に試合に出たい。⾃分の第1点及び初勝利を得ることを期待している。⻑く待たなきゃかもしれないけど。 明⽇は県⺠の⽇で、
群⾺県の学校は⼀⽇休みになる、これでやっと久しぶりの休みを迎えた。でも朝寝坊することができないようだ、たくさんの任務が私を待っているから。今やっと気づいた。⾃
分の⾝のまわりは問題ばかりあることに。 今⽇先⽣と試験に関して話し合った。数学の先⽣は全然⼼配ない、国語の先⽣がいってもしょうがない。しかし英語と⽣物はとても
まずかった。実は私はそれだけ努⼒していなかったせいだとおもう。こうみれば、怠惰は現段階の私の最⼤の問題で、⼀刻も早く克服しなきゃ。 千葉県も明⽇休むらしい、祝
⽇は同じだから。だれか休みですか。この休暇をおもいぞんぶん楽しんでね。どうせ、ほしいときになかなか⼿に⼊れないから。

楊 萌軒さんの⽇記



試験の最中plus練習に苦労しているとき

2008.11.01

最近試験の最中で、いろいろな試験があったが、収穫もあった。 ⼀番興奮したのは漢字テストだ。何度も悔しい思いをしたあと、やっと今回のチャンスを無駄せず、うまく百
点を取った。本当に私の国語勉強歴史上特別の意義があった。 味気ない国語授業も漢字があるため、⾯⽩くなった。僕は帰ったら教師になって、中国語で⽣徒たちに読んで聞
かせて、中国⼈の視点から⽂章を分析してあげて、中国語で韻を読んで感じさせる。国語の先⽣はトランプで⼈を抽選して問題に答えさせることが好きです。僕もその中に組み
⼊れられた。僕の略称はkingだ。クラスメートの中では私を⾼⼀⼀組のkingにした。感じはいいな。 昨⽇Kが選ばれた。僕だ。質問は⽇本語で翻訳と古⽂に読み⽅をつけること
だ。内容は韩愈さんが書いた马说だ。初回の挑戦だが、まあまあできた。簡単な読み⽅はもう⾝につけた。 空⼿は12⽉はじめに試験がある。試験内容は移動基礎だ。それが僕
に⼀番弱い所だ。毎⽇組み⼿の練習のたのしみがなくなって、ただ単調な動作を繰り返しただけだ。僕は⼼の中でひそかに嘆いた、これは本当に僕の弱みだ。でも、それは基礎
中の基礎だ、⿊帯を得たいなら、今の練習は⼟台にあたる。頭が悪い僕を飽きずに教えてくれる先輩やクラスメートたちに本当に感謝する。絶対がんばる。絶対⾝につける。が
んばれ。楊 今⽇は全国模擬テストを受験した、成績はすごく悪かった。数学は僕の得意な学科だけど、勉強してないことが多いので失敗した。英語はまあまあだ。国語はもう
思い出したくない、多分2点しか取れないだろう、単語ばかり、２つだけ書いた。今⽇は精神が全然集中できなくて、読解に全⼒で回答できなかった。しょうがないな、あてず
っぽうばかりだ。成績を早く発表することはすこしも期待していない。

楊 萌軒さんの⽇記



試験の最中plus練習に苦労しているとき

2008.11.02

最近試験の最中で、いろいろな試験があったが、収穫もあった。 ⼀番興奮したのは漢字テストだ。何度も悔しい思いをしたあと、やっと今回のチャンスを無駄せず、うまく百
点を取った。本当に私の国語勉強歴史上特別の意義があった。 味気ない国語授業も漢字があるため、⾯⽩くなった。僕は帰ったら教師になって、中国語で⽣徒たちに読んで聞
かせて、中国⼈の視点から⽂章を分析してあげて、中国語で韻を読んで感じさせる。国語の先⽣はトランプで⼈を抽選して問題に答えさせることが好きです。僕もその中に組み
⼊れられた。僕の略称はkingだ。クラスメートの中では私を⾼⼀⼀組のkingにした。感じはいいな。 昨⽇Kが選ばれた。僕だ。質問は⽇本語で翻訳と古⽂に読み⽅をつけること
だ。内容は韩愈さんが書いた马说だ。初回の挑戦だが、まあまあできた。簡単な読み⽅はもう⾝につけた。 空⼿は12⽉はじめに試験がある。試験内容は移動基礎だ。それが僕
に⼀番弱い所だ。毎⽇組み⼿の練習のたのしみがなくなって、ただ単調な動作を繰り返しただけだ。僕は⼼の中でひそかに嘆いた、これは本当に僕の弱みだ。でも、それは基礎
中の基礎だ、⿊帯を得たいなら、今の練習は⼟台にあたる。頭が悪い僕を飽きずに教えてくれる先輩やクラスメートたちに本当に感謝する。絶対がんばる。絶対⾝につける。が
んばれ。楊 今⽇は全国模擬テストを受験した、成績はすごく悪かった。数学は僕の得意な学科だけど、勉強してないことが多いので失敗した。英語はまあまあだ。国語はもう
思い出したくない、多分2点しか取れないだろう、単語ばかり、２つだけ書いた。今⽇は精神が全然集中できなくて、読解に全⼒で回答できなかった。しょうがないな、あてず
っぽうばかりだ。成績を早く発表することはすこしも期待していない。

楊 萌軒さんの⽇記



今⼀番はやっている服装

2008.11.03

 今最もはやっている服装はなんだろう︖答えにはいろいろあるね。でも、僕の考えでは、これが最もはやっている。  じっとしているよりも、⾃分で⾯⽩いことを⾒つけよ
う。そのとき取った写真を⾒せる。  これが私の空⼿の服で、苗字も刺繍されている。それを着たまま練習すると、本当に感じがいいね。

楊 萌軒さんの⽇記



⽣活について⾃由に話そう

2008.11.05

やはり冬に近づいた。朝起きるのはなかなか難しくなった。中は暖かい布団だが、外は肌を刺すような寒⾵だ。僕は思い切って寒い⾵の試練を経験することに決めた。毎⽇学校
へ通う時⾵をついて電⾞に乗りに⾏く。駅に着くたびに、両⾜がだるくなる。 でも、学校の⽣活はますます楽しくなった。いつも友達と現代の流⾏る⾔葉で冗談を⾔ったりし
て、たくさん勉強になった。以前はいつもクラスメートが⾔ったり笑ったりして、交流する姿を羨ましく⾒たんだけど、⾃分が何だか全然聞き取れなかった。でも、今やっとで
きたのだ。本当に幸せな感じがした。今⽇は先⽣が研修旅⾏のことを⾔う時、こっそり先⽣の声を録⾳した。放課後クラスメートとゆっくり味わって、本当に先⽣のユーモアを
感じ取った。 最近頭を刈って、丸い頭になった。短い髪の⽑、1センチメートルの⻑さだ。意外にも、学校に着いて、先⽣にどんな悪い事をしたのではないかと尋ねられて、ち
ょっと⼾惑った後でやっとわかった。ここで、⼦供がなにか悪い事をしたら、髪の⽑をこれぐらいの短く刈らされるんだ。気絶。 最後に別のことを⾔おう。オバマがアメリカ
⼤統領になることを祝う。こちらの⽶国の歴史の上で初めての⿊⼈の⼤統領が⾃分の⾔ったとおりに、この世界のために貢献を作り出すことを望んでいる。

楊 萌軒さんの⽇記



研修旅⾏ もうすぐ始まる

2008.11.06

緊張して勉強している中、ちょっとした楽しみを得られるのは本当にめずらしい。特にクラスメートと⼀緒に旅⾏できるなんて。 私達の研修旅⾏の場所は京都と⼤阪に決まっ
た。三⽇間だ。11⽉11⽇から始まる。1⽇⽬は⼤阪で、⽬標は理・化研究所だ、私の研修内容は⽣物化学のため、ここは私にとって⼀番の選択だ、その時、たくさんの先端科学
技術が⾒られるはずだ。とても期待してる。2⽇⽬はグループ別の研修で、その時は京都で⼀⽇観光する予定だ。⾦閣寺、⼆条城、すべて私が中国にいた時あこがれた所だ、今
回はついに夢が叶うのだ。3⽇⽬は京都⼤学に⾏く予定だ、引き続き⼀⽇の研修を展開する。兄は2年⽣で、すでに旅⾏が終った、彼が買ってきたお⼟産を⾒ると、本当に⼀⽇
も早く旅⾏を始めたいと思う。仕⽅なく、荷造りで旅⾏を想像するしかない。 先⽣達がいろんな所へ巡ってくるのを⾒て本当に羨ましい。久しぶりに先⽣たちに会いたい。楽
しみにしている。

楊 萌軒さんの⽇記



別種の空⼿

2008.11.08

今⽇本当に楽しかった。忙しい⼀⽇だったけど、空⼿の友達と⼀緒に楽しい⼀⽇を過ごした。 楽しいと⾔うより、むしろサボるといったほうが適切だ。今⽇はウオーミングア
ップした後、簡単な基礎練習だけした。⼟曜⽇なので、たくさんのバスケットボールとバレーボールの試合があった、だから巨⼤な体育館の中で私達空⼿部の5⼈しか訓練して
なかった。基礎訓練を終えた後に、1⼈の部員の提案で下のバスケット・コートに来て、バスケットボールをやり始めた。⻑い間、バスケットをしないので、腕が鳴った。すぐ
背の向きを変えてシュートしてみてて、当たった。それでほっとした。⾃分の腕がまだ後退してないから。 友達とpkした後、また2階に戻ってバドミントンのダブルスをし始め
た。でも、これは私の得意なスポーツじゃないので、さんざんに失敗した。バドミントンを終えた後、友達と少し剣道を学んだ、空⼿をあまり訓練してなかったけど、収穫がい
っぱいだった。 本当に少し別種の空⼿の感じだ。

楊 萌軒さんの⽇記



今⽇サボるのは明⽇の旅⾏のためだ

2008.11.10

明⽇いよいよ修学旅⾏に出ます。3⽇2泊。⽇本に来て初めての旅⾏です。楽しみですね。 今⽇本当にお⺟さんに感謝します、旅⾏のためにいろいろ⽤意してくれました。⼩遣
いをくれるほかに、多くの⾷品を買ってきたりして新幹線の中で学友と⼀緒に分けあいます、感動しちゃいました︕ありがとうお⺟さん︕ 明⽇旅⾏なので、今⽇の空⼿練習も
すごく簡単にしました。実はサボりました。今みんなそのことが好きですね、ハハ。 まず全員でショッピングするっていう提案の採決を⾏って通りましたので、みんながいっ
しょにスーパーで楽しみました。⻑い間遊んでから空⼿部に戻って簡単な訓練をした後終わりました。なぜか分かりませんが、私は授業の後⾃分でしばらく練習しました。明⽇
先輩が1⼈で訓練するようになると思うと、本当に残念だなと思います。 なぜ最近みんなよくサボるかというと、勉強⽣活があまりに忙しいからでしょう。えと、たまにはサボ
ってもそんなに悪いことではないですよね。皆さんも納得してくれると思いますが。 いよいよ念願の「のぞみ」に乗れるから、うれしくてたまりません。

楊 萌軒さんの⽇記



研修から帰って、収穫が多い

2008.11.13

1⽇⽬ 興奮しすぎて、4時にもうベッドから跳び出して、空を眺めて、星だけと挨拶しました。2重に興奮して、新幹線に乗ってずいぶん離れた東京を経由して、集合場所に向
って出発しました。 東京駅に到着した後に、念願の「のぞみ」にやっと会えました。それに乗って⼤阪に出発しました。さすがのぞみで、時速は300キロぐらいと思います。
すばやい新幹線の中で景⾊を眺めるのは⼀種の楽しみですが、撮影は確かに腕は必要です。 はるかに富⼠⼭を眺めて、⽩い笠をかぶり雲のさきに聳え⽴ってるようです。カメ
ラを取り出して撮ってみたら、すごく難しかったと気づきました。撮影中邪魔の電信柱がいつも通り過ぎたからです。何度も失敗した後、やっと成功しました。貴重な⼀瞬を記
録できました。 この⽇の研修内容は神⼾物理・化学研究所への⾒学でした。そこで世界⼀番速いコンピュータがあるそうです。再⽣科学について勉強しました。僕は実際クロ
ーン技術中の⼀つ「細胞核交換」をしてみました。難しかったです。機械のわずかな移動でも顕微鏡でははっきり変化が⾒えますからです。何度も試しましたが、残念ながら失
敗してしまいました。だけど、こんな珍しいチャンスがあって本当によっかたです。 夜の⾃由活動は僕は⼤阪⾒学を選びました、友達と⼀緒遊んでうれしかったです。ホテル
に戻って、学友とつい⼗⼆時までしゃべって、もう遅いからと、仕⽅なく寝ました。 2⽇⽬ この⽇は⾃由活動でした、僕は京都の古い都市への⾒学をえらびました。 第1駅は
⾦閣寺です、中国にいる時かねがね聞いていました。遠くから眺めて、輝いてるタワーが湖のそばでそびえ⽴ってます、⾚い花と緑の葉が互いに引き⽴てあって、⽔の中に⾦⾊
が移ってます。鶏群の⼀鶴のような感じでした、さすが⾦閣寺です。 第2は⼆条城です。中の⼈形が⽣き⽣きしてます。壁と天窓の図案に私も印象深いでした、タカが⾼く⼤空
で⾶んでることと、クジャクが漫歩することなどがあります。そこは古代のある将軍が住んでいたそうです。やっぱり将軍らしい雰囲気がありますね。 次はショッピングで、
私が⼀番苦⼿の部分です、計画がないので、買い物は多すぎあるいは少なすぎることがあります、今⽇も例外なく、お⼟産は少なく買いました。ホテルに戻ってから気づきまし
た、明⽇またチャンスがあるかどうか分からないから⼼配しました。 3⽇⽬ 唯⼀⾒学所である京都⼤学の医学部です、⽇本第２の医学部にこられるなんて本当に光栄だと思い
ます。 ここのスケジュールは全部講座でした。外国⼈の僕が、⽇本語が下⼿だし、⽣物と医学専⾨⽤語ばかりだし、とても⼼配でした。 でも、事実が⼼配すぎたと証明しまし
た。僕が⼀所懸命⾸を出して、頭を働かせて聞きました。半分ぐらいだけ聞き取れましたが、ちょっと成功したような感じでした。疲れましたけど、楽しかったです。 京⼤の
⾒学が終わったあと、帰途につき始めました。京都駅で45分間ショッピング時間がありましたが、僕は計画がないから買いすぎました。昼ごはんはたこ焼きを⾷べました。本
場の関⻄でたべて格別おいしいと思いました。 今は家にいます。楽しかった3⽇間で僕の⽇本に対する認識⼀段と深くなりました。特に京都⼤学にいる時間でした。教授中は博
学だけではなく、哲理的な講座がみんなに励ましました、もちろんぼくにも。 僕はここで歩いていきます、遠くまで。

楊 萌軒さんの⽇記



早く⾒て、修学旅⾏の写真１

2008.11.13

1私と「のぞみ」、⼩さい時「铁胆⽕车侠」っていうアニメを⾒たことがあります、今本当「⽕车侠」に会えました。 2⼤阪城、昼間だけではなく、晩も美しいです。 3⾦閣
寺、京都に⾏くなら絶対⾒に⾏かなきゃ⾏けない所です。名に恥じません。

楊 萌軒さんの⽇記



早く⾒て、修学旅⾏の写真２

2008.11.13

1⾼い所に登って⼆条城を⾒渡し 2京都駅、みんなが集合してから新幹線に乗って家に帰りました、アトムさんもいますよ 3富⼠⼭、新幹線で写真を撮るのはとても難しいです
よ。

楊 萌軒さんの⽇記



久しぶりに先⽣たちに会った

2008.11.15

⼆ヶ⽉後、やっと久しぶりに先⽣たちに会った。本当に感動した。 四時間⽬の時、先⽣たちはぼくのクラスで数学の授業を聞いた。そして、五時間⽬の時、先⽣たちと応接室
で会った。久しぶりの感じっていいものだ。久しぶりに親戚に会った感じ。先⽣たちと最近の⼤体の状況を話して、クラスに戻った。 放課後、空⼿の先輩にわけを話して、ち
ょっと練習してから県庁へ駆けた。 晩御飯は群⾺会館で、先⽣たちと洋⾷を⾷べた。校⻑先⽣と学校の先⽣もいるし、洋⾷を⾷べたことがないので、ちょっと緊張してた。交
流センターからの1000点プレゼントももらった。本当に嬉しかった。 ⽇本に来てから、先⽣たちの⾔う通り、時にはうっかりしてよく出来なかったこともあるし、クラスメー
トも時には楊さんは変わったって⾔うけど、実は友達から⾼校⽣の⽇常⽤語を習っただけだ。でも、話す場合をよく間違えて、先⽣の前でさえうっかりして話したこともある。
この点について、今後注意する。 時間が短いけど、⾃分にとって本当に⼀番美しい思い出だと思う。また先⽣と会うのを期待してる。

楊 萌軒さんの⽇記



いよいよ期末テストが来る

2008.11.20

  XX⾼校の最⼤のポイントは、勉強が忙しいです。いよいよ期末テストが来ます。   部活は全部休みました、毎⽇家で４時間以上勉強しています、ほんとに疲れていま
す。   ⼤変なのは、期末テストに⾳楽もあります、⾳痴の俺にとっては、どんなに怖いことですね。   今は、期末テストが早く終わると期待するしかありません。
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



間違いをした

2008.11.26

期末テストはもう半分終わった。毎⽇8時間の⾃習を我慢できなくて、家に帰ったらコンピュータを起動し少しリラックスしようと思った。 しかし、私もこのために過ちを犯し
た。 今まですべてにパソコンを使ったので、⾃分の資料を全部パソコンに記憶させた。もう3ヶ⽉になった。記憶された資料も多くなかった。 家のパソコンの記憶量はもとも
と多くなく、スペースも少なくて、スピードがとても遅い。記憶された資料のため、とっも遅くなる 喜んで⽇記を書いている時、アクシデントが起こった。コンピュータは突
然ストップして、それから電源が⾃動的に消えた。私は再起動を試みたが、失敗して、コンピュータをスタートすることができなかった。私はあせってしようがなかった。 こ
の時、ちょうどお⽗さんが帰って来て、私はしようがなく、お⽗さんにさっきのことを話した。もちろん、怒られた。しかし間違いは間違いだ。 しばらくして、コンピュータ
は何とか回復して、私もほっとした。あとで厄介事を引き起こさないように、資料をいろいろ削除した。 本当に家族に⾯倒をかけた。後悔してしようがない。これからはコン
ピュータの使い⽅を注意しなければ。 いそがしい試験時のエピソードとも⾔えるな。とにかく今⽇は8時間復習したくない。

楊 萌軒さんの⽇記



あとは楽だ

2008.11.30

こんなに早く試験が終わるなんて、思わなかった。あとは楽だよ。  家で、兄のPSPで遊んだ、中国チームをワールドカップに勝ち進ませたなんて。  まず、説明しておこ
う、中国チーム以外の三つのチームで。ゲームをする素質がなくて、しょうがないね。へへ。  まず、ブラジルチームを中国チームとPKして、０対１になった。そして、ポー
ランドチームが中国チームとPKして、無数のチャンスを逃してから、0対２で、中国チームが勝った。しょうがないから、フランスチームを使って、なんとか勝ちたかった。ジ
ダンもいるし、でも前の試合よりもっとみっともなかった。0対５で負けた。そして、中国チームはグループ⼀番で勝ち進んだ。でも、もうこれ以上遊びたくなかった。もしか
したら、中国チームが優勝を取ったらどうしよう。気絶する。  ところで、もし中国のサッカーはほんとうにそんなに上⼿だったら、ありがたいなあ。  ⽂化系の試験が終わ
ったけど、もう⼀つもっと厳しい試験が待ってる。空⼿の試験だ。内容は移動の基礎だ。空⼿部に⼊ってから、⼿を組むほか、移動ばかりしてた。突きはもう⼤丈夫だけど、蹴
りはまだまだだ。とくに、回し蹴り、横蹴りだ。後⼀週間だ。頑張らないと。 冬が来た。ぼくも群⾺の⾵を体験した。学校に⾏く時、⾵が向こうから吹いてきた。普段5分歩い
て学校に着けるのに、今時々15分かかる。しかも、その後疲れ切った。ここは海と⼭を隔ててるから、めったに雪が降らない。雪が降らない冬は、この遊びにふけるぼくにと
って、チョウつらいよ。ああ︕︕︕ だんだん寒くなってきた。皆さん、体に気をつけてね、⾵邪に気をつけてね。

楊 萌軒さんの⽇記



終わりは新しい始まりを意味します

2008.12.06

⼀回の苦しい練習を経て、空⼿道試験はついに終わりました。   実は試験する前にとても緊張した、先⽣が普通の練習と違った⽇本語の暗号を使うせいで、⾃分は分からな
く、それで間違いをしてしまうことをずっと恐れていた。でも幸いに順次動作を⾒ていると、練習する時完全に⼀致して、やっとほっとした。 試験場に上がって、かえって緊
張感がなくなった、あまりに緊張しすぎたかもしれない。極点に達すると逆の⽅向へ転化します︕ふだん練習の結果を出し始めた、基礎の⼀セットの動作の中で、⼀つの動作と
すべてのまわしけり（腰をひねってから後ろ側へ蹴る動作）を除いて――試験する前に最も⼼配していた動作でもあり、すべてがわりに良くできました。帰ってまたまわしけり
をよく練習しなければなりません。   試験し終わって間もなく、結果が出て、僕とクラスメートともは七級を取った。満⾜ではないが、でもこの結果（結局新⽶です、⼀歩
⼀歩ずつ道を歩く）を受け⼊れることができます。 試験が終わってから、僕達は型（つまりこぶしの組みのこと）の練習がはじまった、苦しいけれど、でもやはり楽しんでい
ます︕︕   もうすぐクリスマスになる、僕達の学校は本当に“⽤意周到です”。、⼀⼈ずつに⼀つのクリスマスプレゼントをくれます。みんなが喜んでいる時、先⽣はクリス
マスプレゼントのなぞなぞを出しました――⼀回かぎりの⽐較的に難しい試験。すぐ気絶しそうになった、ようやく意外にも中国にないような別種なクリスマスプレゼントを受
け取った。    このプレゼントにふさわしいように、続いて頑張りましょう。

楊 萌軒さんの⽇記



仕⽅ないが、憧れる

2008.12.09

仕⽅ない、今⾳楽だけ。今までで初めて後悔した、なぜ⼩さい時に楽器を学ばなかったのだろう、そのせいで、今⾳楽に対して――全然分からないのだ。 最近、先⽣が⼗分に
⼈を狂わせた宿題を出し、⾃分で作詞作曲し、そして⾃分で歌う。もし私はこれまでできれば、⾳楽家に昇級するかもしれない。いうまでもなく、これは私にとって、天に登る
ことと同じだ。   授業で考え込んだが、何とかすこしの歌詞ができて、まあまあと思ったが、 先⽣に⾒せる勇気がなかった。だから、まずクラスメートに⾒せよう。私はやっ
ぱり名実ともに⾳楽の⾺⿅です。⾃分で書いた歌詞は先⽣の楽譜に合わせることができない。仕⽅ない、家に帰ってゆっくり教えてもらいましょう。 でもあこがれでいうな
ら、本当に⾃分が作り出すことを望んでいる。でも、⾼望みしたい。まず空想しないほうがいい。⼀歩⼀歩でゆっくり歩きましょう。（いつ終わるかな︕） 関係のない話。⼟
曜⽇に⽇本の空⼿道⼤会があるようで、学校はもう切符を⼿に⼊れた。めったにない機会ですが、場所は東京ではない。本当に逃したくない。でも資⾦とスケジュールの問題
で、本当にこの選択をしにくいのです。困るよ。

楊 萌軒さんの⽇記



⼀⼈の探険――――私の東京の旅

2008.12.13

今週の⼟曜⽇に東京で全⽇本の空⼿⼤会を開催し、空⼿の熱狂的な愛好者と空⼿の部員として僕はもちろん逃すことができません。 ちょうどこのニュースを⽿にした時、ずっ
と迷っていた。実は狂うほど⾏きたくてならない。（少しオーバーかな）。でも全校では僕⼀⼈だけだそうで、つまり、⾃分が道迷うことを⼼配しているのだ。 でも最後にや
はり⼀⼈で⾏くことを選んだ、ハッハッ、どうして勇気が出たのか本当に分からない。 家の中で電⾞の時間の⼿配をよく調べて、先⽣から乗⾞券を受け取って、探険の⻑い旅
路に⾜を踏み⼊れました。 探険の1つ⽬――――乗り換え騒ぎ 渋⾕に着いてから、東急⽥園を乗り換える。でも乗り換え時間はたった短い９分です。巨⼤な渋⾕では、これは
海に落ちた針を探すことと同じです。 下⾞する前、名称と読み⽅を何度も確認し、それに真剣的に⾞内の放送を聴いたが、何の助けもなかったようです。下⾞した後、改札⼝
に向って狂奔した、でも電⾞カードで⼩さい問題が出た。駅の管理⼈の助けのもとで、早く故障を排除しました。管理⼈の指導のもとで、早く駅の⼊り⼝を探し当てて、それが
⾛りだす前の瞬間に追いついた。冬ですが、到着する時に、もう多くの汗が出しました。このおじさんに本当に感謝したい︕ これで、乗り換え騒ぎはここで⼀段落。 探険の2
つ⽬――反対側に向かって⾏進する事件 東京に着くと、北を探し出せなかった。（⽅向の北ですよ）。⼤またに予定の反対側に向って歩いていった。幸いに直ちに記憶してい
たシンボル的な建物が探し出せないことに気づいて、⼀⼈の警官にルートを尋ねると、やっと安全に駒沢オリンピック公園（それからはしっかりと道を覚えたので、戻る時やっ
と同じ失敗を繰り返していなかった。幸運です）に到着しました。 探険の3つ⽬――渋⾕に突進する 予定の電⾞に間に合わないで、残った1時間を潰し始めた。中国でもう渋⾕
の名前を聞いたことがあり、今度やっと回る機会が来た。 第1印象は⼈だかりということです。⾃分が⼈の群れの中で邪魔しそうで、⽬的地と⽅向とも知らないからです。いつ
も⽌まって考えたので、後ろの⼈の邪魔になった。 興奮しすぎたかもしれない。あまり遠く回って、もう少し道を忘れたところだった。幸いに渋⾕駅の周囲の摩天楼は助けて
くれて、⼈込みの中から救い出してくれました。 探険するだけで、正業を忘れました。⼤会の選⼿は各県から来た。男⼦団体グループが決勝戦に⼊るのは東京と京都で、⼥⼦
は群⾺と東京です。群⾺の⼀員として、本当にうれしいです。 今⽇の探険は本当にいくつかの危なさがあった、でも同時にいくつかの意義もあった。

楊 萌軒さんの⽇記



不思議なディズニー

2008.12.14

今⽇学校の剣道部と⼀緒にディズニーシーに⾏った、⾝分は家族（おかげで兄が学校の剣道部で）です。 連続して⼆⽇東京に遠征して、ただ体が疲れきっていると感じた。で
もありがたいディズニー、体はメンツをくれて、短い睡眠の後で、また⼗分な体⼒を獲得しました。 でも体だけではだめです、また天気がよければならない。でも今⽇天気は
たいへん悪く、冷たい⾬がずっとふっています。 開始すると、まっすぐファーストパスに⾛って、もともと海底2万マイルの予約をとりたかったけれど、思いがけずプロメテウ
ス⽕⼭の予約をとりました。しょうがない、無理して⾒てみるほかなくて、中はかなり恐怖でした。前半分はかなり⼼地良くて、道に美しい鉱⽯がいっぱいある。でも、予想で
きない変化が起きて、後半部は、雷鳴をよけて、恐⻯が出没します。 トロッコは急速に上へ上がっていき、気づかなかったうちに、また急に下がって、無重⼒な感じはたちま
ち全⾝⾄る所に溢れた。幸いに国内のにジェット・コースターに乗ったことがあるので、すぐ慣れました。 それからマジック演出と⽴体映画を観覧しました。⼀件⼀件の宝物
はまるで⽬の前にあるようですが、⼿を伸ばしてつかみたい時になると、遥か遠くにあることがわかった。本当に残念です。 1時間のチームに並んで、ついに海底2万⾥に座っ
た。まったく本当の海底を回る感じで、発光する⿂、⾙の種類は様々で、何枚の写真を撮ってみたが、憎らしい泡に反射して、仕⽅が無い︕ 最後の⼤きい芝居はディズニーシ
ョーです。各種のアニメ・漫画の⼈物は地中海に現れて、⽔と⽕はとけ合って、⾮常に壮観です。 すべての景点を⾒た後、天気はついに晴れました。でも、天を仰いで嘆くこ
とだけできる。神様、本当に⾯⼦をくれない︕

楊 萌軒さんの⽇記



早く⾒に来て、ディズニーの写真よ

2008.12.15

1、ディズニーシーの標識、かわいいミッキーマウス船⻑は世界を周遊します︕ 2、⾞の中のこんなに多くの果物、いつまで⾷べるか︕ 3、すばらしいディズニーショー、ドラ
ゴンはほえています。

楊 萌軒さんの⽇記



学期末試験の後の忙しさ

2008.12.20

もともと学期末試験が終わると、忙しくなくなると思っていました、しかし事実から⾒ると、私は間違っていました。 冬が来て、スポーツも選択授業に⼊りました、私ははじ
めはラグビーボールを選びたかったのです、しかし残念なのは、⼈数不⾜のため、ラグビーチームは解散されました。取って代わったのはサッカーで、私もそれでサッカーチー
ムに参加しました。 週⼆回の授業は初めが15分の各種の技術を練習して、あとで45分の試合です。第1回の試合の中で、久しぶりにサッカーをしたため、間違いが続出しまし
た、トラップしてアウトになって、パスインコンプリートは何度もありました、私のまずい動作のため、何度かすんでのところで相⼿に点を取らせて、ゴールキーパーが超⼈的
な勇気を表わしたのおかげで、ドアーズを逃さないのを保障しました、私達はやっと相⼿と粘り強く引き分けにしました。 更に最近の⼀回の試合を⾔いましょう、本当に第1回
⽬とまるで別⼈のようです。私はほとんどすべての仕事を請け負って、アウト、キックオフして、コーナー・キック。でも任意のサーブ権はまだ私にはありません、サッカー部
のチームメイト達が確かにとてもすごいためです。私の任務は⾃陣での積極的な守りから舞台の進撃へ転換したのです。感じは悪くなくて、2度援護攻撃して、2度シュートし
て、しかし私が積極的にシュートするのがゴールキーパーに没収されたり、ゴールポストに冷酷にきっぱりと断られました。⾃分のレベルの限界まで、まだ頑張らなければなり
ません。 クラブの活動は豊富になりました、みんなは練習の以外、また組⼿についての研究を始めました。 東京で全国⼤会を⾒た後、多くの経験と技術を習って、帰って来た
後にみんなと1つ1つ交流して、本当に空⼿がこんな豊富なことと感じました。 続いてすぐに冬休みで、冬休みも休むことができません、⼭のような宿題だけではなく、学校に
⾏って5⽇補習して、クラブ活動も5⽇あります。でもこの5⽇後に、私の空⼿がまたある程度進歩できるでしょう︕ みんな冬休みの中にクラブ活動がありますか、あるいはど
んな豊富な計画がありますか、⾔ってみんなに聞かせてください、募集中ですよ︕

楊 萌軒さんの⽇記



Chrismas Party

2008.12.23

⼤変疲れた空⼿の訓練を終えて、家に⾶んで帰りました、⼼の中で、Partyのほうが⼈を惹きつけると考えていました。 私が家に着いたらPartyはすでに始まっていました、慌
ただしく服を着替えて迅速に楽しい雰囲気にとけこみました。 驚喜したのは、私はまたお⺟さんの友達から特別な贈り物を受け取ったのです、中国の特⾊の酸辣スープで、本
当にとても貴重です、異国からの郷⾥の料理を⾷べました。 カラオケはまた今度のパーティーの主役になりました。⾳楽はもう少しで不合格になるところですが、もしかする
とあれはただ理論の上のものですから、私は⾃分の⾳楽の実践の能⼒は理論より⾼いと発⾒しました（実は理論レベルは⾼くないですから、実⾏するレベルも⾼くありません、
しようがありません）意外にも94分歌いました。（実際にしようがありません、すべての能⼒は強いられて出てきたことだと⾔えます）。 そう、⾔いたいことを忘れました、
今年私はまたサンタクロースからの贈り物を受け取れますよ、イブの晩で、聞くところによるとサンタクロースへの⼿紙をstockingの中に置くと、翌⽇の朝で、煙突の中から⼊
って来るサンタクロースの贈り物を受け取れます。みんなもいっしょにそうしましょう︕ 天皇の誕⽣⽇のため翌⽇に空⼿の練習がまだあります、とても早く寝ました、みんな
といっしょに最後まで遊ぶことができなかったのです、本当に残念ですね。でも聞くところによるとみんなは5時までカラオケし続けました、本当に気違いのような宴会です。

楊 萌軒さんの⽇記



⾔えない秘密――Chrismas&Santa

2008.12.25

サンタクロースは北極から世界各地に駆けていきます。 親切でやさしい⽼⼈は遅刻したことがないです、彼はイブにすべての⼦供に気にいったプレゼントを送ります、そりに
乗って、シフゾウ⾞を運転して、あなたが熟睡した後に煙突の中からそっと⼊ります。あなたの童⼼に満ちた⼿紙を持って離れて、あなたにすばらしい追憶を残します。 友
達、たとえあなたはサンタクロースを知ったとしても、彼の⾝分を⾔い出さないでください。し――――，これは⾔えない秘密です。 みんながすべて善良な⽼⼈のプレゼント
を受け取れるのをお祈りします、メリークリスマス、新しい1年の中で平穏無事だと望みます。クリスマスイブでりんごを⾷べるのを忘れないでください。 付︓私の受け取った
クリスマスプレゼントです。

楊 萌軒さんの⽇記



新年⼤掃除

2008.12.27

冬休みになりましたが、依然として補習があります、待ち望んで、とうとう補習の最後が来ました、つまり，明⽇から正式に休暇期間に⼊ります。 休み前の掃除は空⼿クラブ
の部員に苦労をかける、２、３百平⽅メートルの練習場と部室、5⼈で完成しなければなりません。 でも空⼿クラブをばかにしてはけません、さすがだなあ，こぶしを出すのが
早いだけではなく、掃除するのも早いです（両者は何の関係がありませんけれども）。下敷きを⽚付け、ガラスを拭き、部室を整理し、明確な分業で貴重な時間を節約しまし
た。 2つ午後だけで、家の奥と外は塵⼀つないようになりました。カメラを持つことを忘れたため、みんなの労働の成果を各位に展⽰することができなくて、ごめんなさい。
そう、みんな冬休みになったでしょう、冬休みに楽しんでください︕

楊 萌軒さんの⽇記



新年⾏進曲（前編）――⽇本のドラマを⾒て充実したお正⽉

2009.01.01

中国では元旦を重⼤な祝⽇にする⼈があまりないが、⽇本では1年の最も盛⼤な祝⽇です。中国春節の前の掃除のように、元旦の前にもしなければならない。私のこの違った元
旦は掃除の中で初めたのです。 部屋を掃除して、正⽉⽤品を買い⼊れて、私の⽣活の主課になった。暇になると、みんなと⼀緒にテレビを⾒て、でも、いつも収拾がつかなく
なるまでに。 《恋の暇》が好きになった。ちょうど⺟から紹介を⽿にする時、かすかに印象があるだけと感じて、中国で簡単な紹介を⾒たことがあるみたい。夜11時までです
が、やはり家で⼀部の賀歳映画を⾒ることにします。最初の筋では普通の愛情映画と思われる。ただ恋愛と別れだけを経験した。でも続きの1幕は⾃分の考えを打ち破らせまし
た。⼥の⼦は偶然として別れを出す男の⼦がクリスマスの前夜でもとの記念地に来て、そっと⼿袋を放って、ぜんぜん帽⼦をかぶりない彼の頭の上に⼀つの帽⼦をかぶったこと
に気づいた。最後までやっとわかった。癌を患った彼は彼⼥のため、毅然として別れを選んで、幸せなを他の⼈に譲る事を選んで、苦痛を⾃分に残すことを選んだ。この悲情そ
の夜の空を充実させます。 最もクール先⽣――《ごくせん》。特技を抱いた先⽣は、いざこざを引き起こす学⽣に出会った。彼⼥は深く学⽣達を愛して、彼らはいつも集まっ
てなぐり合うけれども、彼⼥は数回も悪⼈から殴られる学⽣を救った。彼⼥は学⽣達に⼈を守る⽅法を教えて、戦闘だけではなく、更に我慢です。⼈⽣の中には⾃分が駄⽬だと
感じる時がたくさんあるが、前を⾒て、歩き続けます。やんくみは2009年の第1回の授業をしました。 甲⼦園――《rookie》。あなた達と⼀緒に明⽇の競技場の⻑い椅⼦に座
ることができないが、私は来⽉甲⼦園の⻑い椅⼦に座る事を信じています。彼らの夢のため、試合を禁じられた監督は試合の最後の時に競技場に突進して、あやうく絶望する⼦
供達に勝利する動⼒を持ってきて、最後は瀬⼾際逆転して勝ちます。監督の⾔うように、私達より更に夢想の価値に分かる⼈がない。 後の話︔12⽉31⽇まで、やっと⾃分の⼭
のような宿題がまだ私を待っていることに気づいた。仕⽅なくて、番組を鑑賞しながら、宿題をするほかない。

楊 萌軒さんの⽇記



新年⾏進曲（後）――1⽉1⽇

2009.01.01

新年が進⾏する中で、すべては⽇本の伝統的なリズムに⼊った。 初詣 紅⽩歌合戦を⾒終わってから、家族と⼀緒に夜中で神社に駆けつけた、⽬的は初詣です。元来夜に⼈が少
ないと思ったが、みんなが集まることを思い付かなかった。これでやっと⺟の⾔うように、1年に１回だけ神社がこのようににぎわいます。また神社からの⽢酒とみかんを受け
取りました。 第2回の初詣もあり、今回は次詣と称すればいいでしょう、ハッハッ。駅伝の第1駅を終えた後、第2駅がまだ始まっていない時の、何枚の写真を出した、みんな
の参考してください。 駅伝 ベッドに少し休んでから、朝早く⾞に乗って市役所へ駆けて、全⽇本の駅伝は群⾺県で開催し、第3番⽬の選⼿のすばらしいラスト・スパートをみ
てから、⾞を⾛らせて慌ただしく終点へ急ぎます――群⾺県県庁。 寒い⾵のなか、選⼿は終点まで2時間半ですが、このすべては⼈々の情熱を遮ることができない。現場は本当
に満席でした。⻑く待った後、選⼿たちはついに終点に駆けてきて、第1グループは意外にも3⼈いて、本当に激しい競争で、最後のラスト・スパートの中で、やはり富⼠通の
選⼿は技術が優れて、最後のラスト・スパートを勝ち取りました。試合後、元来何枚の選⼿の写真を撮りたかったが、残念ながら⼈が多く過ぎて、何度も頑張ったが、押し⼊る
ことができなかっただけではなくて、みんなとばらばらになった。本当に⼆重の損失を受けました。思い悩んでも役に⽴たないで、あれこれ迷いながら、何とか⾞を探し当て
て、これでやっと安全に帰って来ました。 ついでに、この⽇にみんなは試合を⾒て、終点で私を⾒ましたか︖へへへ︕（⾺⿅笑いをします） party 家族といっしょに集まっ
て、遠⽅からの友を迎えて、みんなは⼀緒に座って、新年の宴会を始めました。 私は幸せな環境の中で⽣活して、1つはここに両地の⾵情があり、⽗が沖縄出⾝の⼈で、⽣活の
中に群⾺があるだけではなくて、沖縄もあります。朝のもちから、昼ごろのおせち料理まで、この年は本当に年の雰囲気が深く、でも最近あまり勉強しなくて、記憶⼒は減退
し、名前はほとんどしっかり覚えていなかった。またみんなからのお年⽟を受け取って、みんなと⼀緒に新年の中で浸っています。 新年で、本当に⺟は苦労して、毎⽇こんな
に多くの家事をして、更にいつも僕達の兄弟5⼈を配慮して、本当に⺟に感謝します。ほんとに御苦労さまでした。   今⾃分がいつも幸せの中で⽣活することを感じます。

楊 萌軒さんの⽇記



新年⾏進曲（前編）――⽇本のドラマで充実した新年を過ごします

2009.01.01

中国では元旦を重⼤な祝⽇とする⼈はあまりいないが、⽇本では1年の最も盛⼤な祝⽇です。中国春節の前の掃除のように、元旦の前にしなければならない。私のこの違った元
旦は掃除の中で始まりました。 部屋を掃除して、正⽉⽤品を買い⼊れて、私の⽣活の主な⽇課になった。暇になると、みんなと⼀緒にテレビを⾒て、でも、いつも収拾がつか
なくなるまで。 《恋空》が好きになった。ちょうど⺟から紹介を⽿にした時、かすかに印象があるだけと感じた、中国で簡単な紹介を⾒たことがあるみたい。夜11時までです
が、やはり家で⼀部の賀歳映画を⾒ることにします。最初の筋では普通の愛情映画と思われた。ただ恋愛と別れだけを経験した。でも続きの1幕は⾃分の考えを打ち破られｓま
した。⼥の⼦は偶然別れた男の⼦がクリスマスの前夜にもとの思い出の場所に来て、そっと⼿袋を放って、ぜんぜん帽⼦をかぶらない彼の頭の上に⼀つの帽⼦をかぶっていたこ
とに気づいた。最後にやっとわかった。癌を患った彼は彼⼥のため、毅然として別れを選んで、幸せなを他の⼈に譲る事を選んで、苦痛を⾃分に残すことを選んだ。この悲情そ
の夜の空を充実させます。 最もクールな先⽣――《ごくせん》。特技を抱いた先⽣は、いざこざを引き起こす学⽣に出会った。彼⼥は深く学⽣達を愛して、彼らはいつも集ま
ってなぐり合うけれども、彼⼥は何回も悪⼈から殴られる学⽣を救った。彼⼥は学⽣達に⼈を守る⽅法を教えて、戦闘だけではなく、更に我慢を教えた。⼈⽣の中には⾃分が駄
⽬だと感じる時がたくさんあるが、前を⾒て、歩き続けます。やんくみは2009年の第1回の授業をしました。 甲⼦園――《rookie》。あなた達と⼀緒に明⽇の競技場の⻑い椅
⼦に座ることができないが、私は来⽉甲⼦園の⻑い椅⼦に座る事を信じています。彼らの夢のため、試合を禁じられた監督は試合の最後の時に競技場に突進して、あやうく絶望
する⼦供達に勝利する動⼒を持ってきて、最後は瀬⼾際で逆転して勝ちます。監督の⾔うように、私達より更に夢想の価値が分かる⼈がいない。 後の話︔12⽉31⽇まで、やっ
と⾃分の⼭のような宿題がまだ私を待っていることに気づいた。仕⽅なく、番組を鑑賞しながら、宿題をするほかない。

楊 萌軒さんの⽇記



写真は遅れてやっと来た、早く⾒てみましょう

2009.01.02

みなさん、新年おめでとう。ごめん、今⽇やっとこれらの写真を出す。 １、学校では茶道部に属して、家に帰って新年を過ぎる時、花道部に変わった。 ２，⻑距離競⾛リレー
試合で、終点に到着する瞬間、負けても光栄です。最後までやり通すのはもともと勝利です。 ３，新年おせち料理、豊かな新年料理、料理ごとに特別な意味がある。

楊 萌軒さんの⽇記



初釜vs初市

2009.01.11

楽しい冬休みが終わり、再び緊迫している⽣活に帰った。びくびくした実⼒のストが終わってから、また久しぶりに3連休になった。 初釜  初釜は茶道⽤語で、恐らく新年の
第1回のティーパーティでしょう。朝に先輩達と⼀緒に先⽣の家に⾏って、家に⼊ると最初の驚喜が来て、先⽣と家族みんなは和服を着て、⽞関でみんなを迎えて、挨拶してか
ら、ティーパーティはうれしい雰囲気の中で始まりました。 ティーパーティの前奏はお茶菓⼦で、さすがに茶道なので、毎回のお菓⼦は新しい⼯夫をこらして、味は⾔うまで
もなく、形も回ごとに完璧に近い。 ⾼潮と⾔えば、やはり茶を飲む。規則はこのようなで、まずみんなは2つのお茶、名前は飲む前にみんなに知らせる。それで5種類のお茶が
あって、中に2種類のお茶はさっき⾔われたお茶です。先⽣はこの5種類のお茶の中で、3種類を選び、みんなに名前を判断させて、味わったおちゃでなければ、ʻ客ʼと⾔われ、
最後に最も多く正しく判断する⼈が勝者になる。前の2つのお茶を味わってから、私は⼤体それらの味を覚えられる。この時に意外が起きて、第3番⽬のお茶と第2番⽬のお茶の
味はきわめて似ている。それで第2番⽬のお茶と判断間違って、メモを納めた。でも、第4番⽬のお茶を味わう時、やっとこれが第2番⽬のお茶であることを発⾒して、残念です
が仕⽅がない。負けを認めるほかない。結果が発表される時、私と⾝の回りの先輩と同じに、完敗、ひとつも当たらなかった。仕⽅なく記念品を受け取るほかなかった。さすが
に部⻑で、3項が全部当たった。⼤賞を取った。 終わりそう時にみんなはお茶を飲む。みんないっしょに先⽣の抹茶を味わってから、最後のお茶菓⼦になった。みんなはいっし
ょに集まって、にぎやかに談笑していた。お茶を飲み終わってから、先⽣と別れの挨拶をして、ティーパーティもうれしい雰囲気の中で終わりました。 初市 初市と⾔えば、新
年の第1回⽬の祝⽇です。 まずママと妹と⼀緒に成⼈式を⾒て、今年ちょうど⻑兄が20歳になり、だから⻑兄も出席しました。男性はスーツを着て、⼥性は和服です。初めて
こんなに多くの⼈が和服を着ることを⾒て、本当に驚いた。よると成⼈式の和服が⾼くて、100万円以上かかる。そのせいで笑い話がある。両親が和服を買わないで、彼⼥に1
台の⾃動⾞を買えばいいと⾔う⼈もある。今の⾃動⾞も100万ぐらいからです。だから和服の価格に驚いた。意外にも⾃動⾞と等しい。 あとで初市に駆けていって、早めに⾏
ったため、⼤部分がまだ始まっていなかった。ただいくつかのなるまを買って、いくつかの広島のお好み焼きを⾷べた。でも広島のお好み焼きは本当にとてもおいしいね︕ 本
当の核⼼部分は午後です。伊势崎神社で⼤きくて良い焼きまんじゅうを⾒た。本当に驚いた。さすがに超⼤きいで、焼きまんじゅう、燃え終わってから、無数の⼈も並んでそれ
を⾷べようとしている。この情景を⾒ると、退くほかない。 続いては太⿎チームの出演です。4つの市からの⼦供達は１つの鑼⿎チームを作り、群⾺の⺠謡を鑼⿎で演繹してく
る。太⿎の声は⼤きくてならない。私達を焼きまんじゅうから引っ張っていきました。 この3週の連休は、きっと収穫がいっぱいでしょう。

楊 萌軒さんの⽇記



献⾎についての⽇記

2009.01.14

学校はとっくに献⾎することを決めた。 でも⼈が多い 12⽉にはもう機会がない ようやく1⽉が来たが、 この上なくて緊張している、 やっぱり初めてです。 ソファーの上で横
たわって、 腕に針が挿し込まれて、 献⾎した後 ⽴てなく 少し歩くとふらふらする可能性がある と⾔われている 献⾎した後何が発⽣することかを考えているが、 意外にそば
に兄達を発⾒した、 ⾎液計が⾶ぶように回る、 まもなく、 もうみごとに任務を完成しました。 あり得ないでしょう︕ 結局彼は私り始まったのは遅いのです、 あ︕ 意気地な
い⾎管だ︕ ⻑いとは⾔えない待ちの中で、 私もまあまあで、 2本の果汁を飲んで、 エネルギー⾷品を⾷べた後に、 全⾝⼒なく教室に帰って、 ⼤体200mlの⾎重を減らしたで
しょう。 前から⾔われていたような気はしなかった、 多少びっくりした発⾒がある、 献⾎後に体はさわやかで、 1種の⾔い表せないすばらしい感じがあります。 たちまち不
思議な考えが浮かんで、 機会があたっら、 もう⼀回献⾎する。 本当の感じは、 部活動から始まったのです。 今⽇の空⼿道は、 どうしても全⼒を出せない、 ⾜どりが重いだ
けと感じて、 反応が遅くて、 連続こぶしはほとんどなかった。 結果、 5名の部員の中で 最も弱い1⼈になって、 反撃の⼒もなくなった。 最後、先⽣はしようなく 楊さんのこ
ぶしを出すことは得点でと⾔った 私は更にしようがなくて、 これが最も下⼿な動作の1つで ⼒を省くだけ だから、今⽇―――― しようがない 献⾎した後多く休まなければな
らないようで、 今⽇は早めに寝ましょう、 明⽇の空⼿道は 今⽇のように芝居らしくならないでほしい

楊 萌軒さんの⽇記



周期はNである循環しない⽣活

2009.01.24

⽣活は次第に規則化しはじめました。 補習、授業、クラブ活動、宿題、 もうすぐ公式になるようです。 循環⼩数であるべきです。 復習と試験が繰り返しています。 しかしま
た次第に発⾒しました。 これらはもう循環しなくなりました。 もう理解できるようになりました 全国の模擬試験の⼩説と評論 国語が依然として不合格ですが 最近⼩説に夢中
になって、 また昔のようになりました。 試験の前には復習しなくて、 ⼩説を読むことで取って代わります。 悪の報いは 全国のアナログ試験で数学は失敗しました sin60は3
分のルート3になりました。 20点の問題は 初めから最後まで間違っていました。 英語の試験の時、 気持ちがずっと悪かったです。 ヒアリング能⼒は私が注意しないうちに、
逃げることに成功しました。 試験はもうだめでした。 やはり授業を受けるのがいいです。 最近体育の授業ではみごとにモデルチェンジしました。 バックからフォワードに転
向しました。 シュートの感じは本当に良かったです。 ゴールの感じは本当に良かったです。 絶殺の感じは本当に良かったです︕ 空⼿もすぐに試合があります。 最近ずっと組
⼿を練習しています。 でも いつも⾃分の動作が変形していると思います かえって昔よりよくなくなりました 要するに試合の前に しばらく忙しく⽴ち働きましょう。 誰か繰り
返することがやすいと⾔いましたか 実は循環するのがとても難しいです。 しかし毎⽇ほんの少し変化のある循環が もしかすると ⽣活の循環でしょう︕

楊 萌軒さんの⽇記



新年挨拶をしました

2009.01.26

1⽉26⽇、来るのを待ち望んでいました。 中国の新年ですが、しかしこちらでは何もないようです。 でも私は、⼗分な私達の⼼があります。 みんなは変わりく過ごしています
か︕みんなに新年挨拶をしました︕みんなの⼼はいっしょで、別々の正⽉を過ごします︕

楊 萌軒さんの⽇記



久々だなあ

2009.02.05

  最近は隠れたみたいけど、実はほとんどの時間は⼩説に使っちゃた。新年の頃、テレビで「⾚い⽷」っていうドラマを⾒てから、だんだん好きになった、それで、本屋で⼩
説も買った。携帯⼩説だから、チョーたけぇなあ、４０００円以上もかかっちゃた。   学校のことは相変わらず、忙しい毎⽇が続いている。嬉しいことに、空⼿は新しい形
を習った。けれど、まだ三⽇間だけなので、ちょっとヘタクソだ、はは、恥ずかしいなあ。   すぐ駿台模試だから、課題は⼭ほど多いなあ、希望⼤学は東⼤と京⼤と早稲⽥
を書いちゃた。でも、できるかどうかは別のことじゃ、国語がやばいから。とりあえず、頑張ろうぜ。   また誰か駿台模試を参加するだろう。じゃ、みんな、⼀緒に頑張ろ
うぜ。
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



4年前の感じを探し出した︕

2009.02.08

そういえば、まだ4年前のことだ。書道を学ぶ時に先⽣が印章を刻むことができるのを⾒て、先⽣に教えてほしいと頼んだ。章料と彫刻⼑を買って、みごとに約6、7⽅印を刻ん
で、その中には⾃慢作もかなりあった。今考えてみると、本当に懐かしい︕ 中学では学業で忙しいので、ずっと新しい進展は何もない。意外に4年後に、再び久しぶりに感じを
探し当てた。 午前試験が終わってから、ちょうど部活動で休みになったので、家に帰った。退屈で仕⽅がなく部屋を⽚付けたとき、偶然中国から持ってきた⽯章料を発⾒し
た。突然⾃分とママの約束を思い出して、みんなに⼀⽅中国章を刻む。すぐやった︕ 彫刻⼑を取り出して、先ず鉛筆で篆書を書いて、彫り始めた。始めに明らかに⼿慣れてい
ない感じがあったが、しばらくすると熟練していった。約1時間やった。OK，⼤きな成功を収めた︕内容は寄宿家庭の名前、また辺⾦を刻んだ。⼿は少し疲れた感じがあるが、
みんなに⾒せる喜びですぐすべてが薄まった。 1枚の写真を出したけど、あんまりはっきりしてはいない、本当にごめん︕ そういえば、すぐ元宵節になるので、元宵節おめで
とう︕

楊 萌軒さんの⽇記



練習試合

2009.02.14

よい事はいつもいっしょに来る。 今週の2重慶事は練習試合と研修旅⾏。今⽇はもうみごとに第⼀喜びを終えた。 準備活動が終わってから、みんなはいっしょに進撃の練習を
始めた。外学校に1⼈の頑丈で⼒強い選⼿があり、こぶしの⼒は⾮常に⼤きい。その時彼と試合の中で会わなくてほしい。 それで⼀本の選⼿で、つまり⼀撃で勝負を決める。僕
は両勝⼀負だった。右⼿を前にする選⼿を熟知しないせいで、相⼿に負けた。 続いては普通式の選⼿で、⼀勝⼀敗。⼀⼈のこしけの選⼿を勝って、⾔う必要がないと思う。続
いて⼀対三で⼀⼈の⿊帯選⼿に負けて、幸いなのは⾃分が⼀分を得た。 要するに今⽇の戦果はニ勝三負、⽐較的に満⾜した。みんなの部活動も頑張るよ︕

楊 萌軒さんの⽇記



⼼を揺り動かした5⽇

2009.02.19

5⽇の研修旅⾏は神⼾で惜しまなくて幕に落ちました。この⼗分に⼼に揺り動かさせる5⽇を本当に永遠に忘れないと思っています。 胸にあるいっぱいの期待を持って新幹線に
乗って、東京で乗り換える時友達に出会ってたいへん喜んでいました。 ⼩礼が私に会った時⾔った⾮常に経典な⾔葉を思い出した――あなたは楊萌軒がいつ来るか知っていま
すか︖ 私達の何⼈かの男⼦学⽣が再会する時の笑い声を思い出しました。みんなが部屋に集まって⻑い間落ちつくことができませんでした。 みんなに送ったお菓⼦と靴下をま
だ覚えていますか1⽇⽬の⼣⾷が無数な話題の中で本当においしかったと思います。みんな送ってくれたお⼟産は本当に親切です︕ 初めて除夜以外の時間で眠らない夜を過ごし
ました。友達と会って⾔い終わらない話があると感じました。翌⽇、私は夢遊するようにいましたが、依然としてその夜決⼼したことを後悔しません。 初めて⽇本の中華街に
来ました。2列の灯籠を眺めて、すべて遠いところから来ると感じます。中華街についた⼀瞬間に、真っ⽩い雪⽚は空から降りました。たちまち無限な暖かさと感じました。 阪
神淡路⼤地震の映像資料を⾒る時に、⼼の中に複雑な感情を満たしたのです。思わずにこのすべてに驚かせました。 神⼾学院⼤学に緊急備⽤包を作って応急⼿当技術を学ぶ
時、本当に1種の災難の緊迫があります。 舞⼦学校の学友達といっしょに街をぶらつく時、⾄る所に彼らの親切さを感じました。 空⼿の道着を着て、さるちゃんの部屋に⼊っ
て、研修の間に、いっしょに楽しい空⼿の時間を過ごしました。 朝、戴澗渓に⼿伝って⽚付ける時、ちょっと油断して邪魔したことをまだ覚えています。   みんながいっし
ょにいる時、時間の流れはどうしてとても速いと感じましたか︖5⽇の時間が瞬く間にすぐなくなったと感じました。本当にまたみんなといっしょに集まりたいと思います。た
とえ更に⼀⽇あってもいいです。 今朝みんなを⾒送った時、李康と⾺天彤の肩をたたいて、千⽄の重さの⼿を振っていました。第1陣の兄弟達が乗⾞する時、私はただ⿐がつん
とすると感じて、⽬の縁の中に何か回転していて、袖で顔を遮ったのです。 このような別れはまた何度も続けました。新幹線のガラスをあけて、とても⼤きい加油2字が私に向
ってほほえむことを⾒ました。⾳声がない対話はいかなる⾳に勝って、⼼の中に深く刻みました。 カメラを取り出して、最近の記憶を⾒て、みんながいっしょにそんなに多く
てすばらしい時間を過したことを発⾒しました。 別れ、ただ⼀時的であるべきです。私は⾒たようです。みんなの今度の対⾯、もうすぐ到来します。私は、今⽇の別れは明⽇
の更にすばらしい再会のためだといいたいです︕みんなは各地にいますが、⼼は⼀緒です。よーし、みんな、頑張るぞ。

楊 萌軒さんの⽇記



帰った後の学校

2009.03.02

学期末試験はほとんど復習していない状態で⾏っています。たとえこのようですとしても、まだ悪くない運によって、昇級できました。もうすぐ⾼校⼆年の学⽣になります︕
卒業式も今⽇に⾏いました。初めて⽇本式の卒業式を⾒て、やはり特⾊があります。 わが学校の卒業式というと最も⼈を誇らしくならせることに値する所は、練習しないこと
でしょう。校⻑は本当に⼗分な⾃信があって⾃分の学⽣を信じています。やはり群⾺県⼀番⽬の⾼校ですね︕ 卒業⽣は⼗分続いている拍⼿の中で⼊場して出場しました。彼ら
は⼀⼈ひとりに名前を呼ばれて誇らしく⽴ち上がります。彼らは卒業式が終わった後で体育館の2階に上がって、肩を並べて、ほとんど異動になっていない⾳で校歌を歌って、
いっしょに後輩に対する祝福を呼びかけます。彼らはまたたくさんのことをします。 彼らは会場を出て⾏く時全員泣くそうに⾒えます。気勢のためでかも知れなくて、また歌
声のためかも知れない、私達の⼀⼈⼀⼈の後輩は先輩達と⼀緒に感動しています。もしかするとこれは男⼦学校の魅⼒だと思っています。 部活動も正常に回復しました。試験
がまた間もなく到来するため、だからまた最も基本的なモバイル基礎を練習し始めました。簡単ですが、動作はうまくできません。試験することを⾔わないで、取りあせず頑張
ります︕ 帰った後の学校、みんな慣れましたか︖

楊 萌軒さんの⽇記



ひな祭り

2009.03.04

  昨⽇はひな祭りでした。部活から帰ってきたら、みんな⽤意していました。   妹と⼀緒に、おいしいおかずも作りました。ちらし寿司もたくさん⾷べました。チョーお
いしかったぜ。   説明、写真は、俺とお雛様です。   
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



圧勝

2009.03.05

もうすぐ学校内のスポーツ⼤会です。残念なのは、バスケットボールの試合がないのです。体育の授業でサッカーを練習していまうから、俺も迷いなく体育委員会の招きを受け
⼊れて、サッカーの試合に出場します。 この前2クラスと1度の練習試合をしました。もしかすると⾃分が正しい所に蹴っていないのでしょうが、ボールにぶつからないだけで
はなくて、またミスで相⼿に2つ⼊れられたのです。結局きわめてまずくて、1クラスは1つゴールを決めて、2クラスは6つぐらい決めました。惨敗でした。 実は試合の本当の
意義は楽しみにあって、スコアが悪くなった後、みんなは、「楊くん、俺達はいっしょに試合を楽しみましょう」っていてくれました︕あの⽇、本当に点数が悪い時は試合を楽
しむということを覚えました唯⼀とれた1点も、みんなで楽しんだ結果です。 今⽇は3クラスの練習試合です。相⼿チームも空⼿部の部員が⼀⼈いて、不本意ながら、サッカー
の試合で対戦することになりました。 位置を交換して、蹴るのがとても楽だと感じました。開始してから間もなく、ボール⼀つ攻撃しました。10分ぐらいまで、チームメイト
のパスを受け取って、左サイドの20メートルの以上の1回のロングシュートはずっと相⼿のゴールの右上に突き進んだのです。ボールは空中で1本の怪しい弧を書いて、相⼿の
ゴールに⼊ったのです。（少しサッカー試合を解説しているようです）。これは⼟曜⽇ごとにフリー・キックの練習は浪ムダじゃないと⾔えます。本当にシュートを決めること
ができて、とてもさわやかです︕ みんなは⼼を合わせて協⼒して、3クラスに圧勝しました。その前の数⽇間の負けの影を洗い流しましたと⾔えます。 その後の⾃分のクラス
の対抗試合、また前の良好な状態に続いて、4ボールを決めました。これは後話です、ハッハ。 スポーツ⼤会のあの⽇でさらに良好な状態に続くことをひたすら願います︕がん
ばるぞ。

楊 萌軒さんの⽇記



五級を取った

2009.03.07

今⽇、空⼿の昇級試験が⾏なわれた。この前の期末試験の原因で、練習の時間が少なくなった。で、今回の試験はちょっと準備不⾜なんだ。⼀週間の練習を通して、今⽇の正式
の試験が来た。 はじめの動作がとても完璧だったけど、三つ⽬の上段受けの時、他の選⼿の影響で、⾃分のもとの動作が変化しちゃった。⾃分の不注意で、⼆つの過ちを犯し
た。気づいた時、頭が真っ⽩だった。急いで直して、なんとかパスした。 待ちに待って、成績が発表された。⾃分は他のクラスメートと同じように、5級を取った。ほっとし
た。 それから部活は組み⼿に⼊るんだ。⾼校全体が準備してるところなんだ。

楊 萌軒さんの⽇記



⾜利の旅

2009.03.08

試験が終わったから、休憩は当たり前のことです。今⽇⾜利に⾏きました。⼩京都といわれて有名です。やはり⾏った甲斐があります。 第1⽬的地は⽇本の最も古い学校と⾔わ
れ⾜利学校です。妹といっしょに歩きながら遊んでいました。⾜利学校に着いた後に、切符を買う時に⼩学⽣が無料であることを知りました。どうして⾃分が⼩学⽣ではありま
せんか︖とその時思っていました。ふふ。 学校に⼊って、ふだんよく話をしない妹は専任のガイドになりました。この学校に関することをたくさん教えてくれました。とても
不思議です。結局⼩学校の5学年です︕ 私を驚いて不思議がらせることは、この⽇本の最も古い学校で最も古い先⽣を祭っている。ここでなぞを出します。みんなは誰ですかを
当てみてください︕解答の下半期に公布します︕ その後また紡織を体験しました。実は初めて⾃分に対して⾃信がぜんぜんありません。だから妹が体験したいと⾔った後に、
管理⼈も私に体験するかどうかを聞きました。いつも⾃分の⼿が愚かで駄⽬だと感じて、⼩学校の時に⼗字刺繍していましたが完成できませんでした。あまりに恥ずかしく思い
ました。 管理⼈の親切な招待のもとで、私も少しも⾃信を持ていながら受け⼊れました。何を刺繍して来ることがわかりませんが︕30⼗分の努⼒を経て、ついに⼤作ひとつ
（付︓1⼈の愚かな男⼦学⽣にとって）を完成しました。悪くないです。⾃分でとても満⾜して、⾃分に贈り物にしました︕ 昼飯はまた⾜利でお久しぶりの⽔餃⼦を⾷べまし
た。結局⽇本のギョーザの⼤部分は焼きギョーザであります。久しぶりの感じはすばらしいです︕ ⼀⽇リラックスして、明⽇から、引き続き努⼒します︕ １、私は⾜利学校の
漢字テストを受けいます。 ２、⾜利の⼤学堂 ３、私の労働の汗、織物．純粋な⼿製ですよ︕

楊 萌軒さんの⽇記



3⽇家庭学習+解答を出しました

2009.03.09

⾼校⼀年⽣の⼊試のため、学校は3⽇休みます。そこで3⽇の家庭学習になりました。 ⼭のような問題⽤紙を私達に配って、家の中で⼀⼈で黙々として処理します。 そう、先に
昨⽇の解答を公表します。解答は孔⼦です。私達の何⼈の学友の推測のようです。正しく答えた学友は東京で私の賞品を待ってください。ふふ。 要するに、私は家にいて、み
んなは学校にいて、いっしょに頑張りましょう︕

楊 萌軒さんの⽇記



⾜利の旅 ⼆回⽬

2009.03.15

⼀週間前にすでに⾜利に⾏きましたが、今⽇ちょうど良い、弟が⾜利で練習試合があって、そこでお⺟さんと妹と⼀緒にもう⼀回遊びに⾏きました。 今度の⽬的の1つは登⼭で
す。聞くところによるとあの⼭は知恵の障害のある⼈がブドウを植える所であるようです。それにそこのワインは全世界でとても有名です。私達も美名を慕う⼈であるべきでし
ょう︕ ⼭裾について私達は道路に沿って登るのを選んでいなくて、ブドウの畑に沿って1歩ずつ頂上に登りました。登⼭ではなくて、岩登りのようだと感じました。⼭道との苦
戦を通って、私達はついに頂上まで登りました。 頂上に着いたとたん、もとは強い⾵もそよ⾵になって、都市を⾒下ろして、また別の感じです。今⽇の天気はとても良くて、
夏のようで、⼭頂の気温はちょうど“暑さ”を避けることに適します。結局100メートル上昇しますと、気温は0．6℃下がります。 その後また織⼥神社に⾏って、そこに昼飯を
⾷べました。また1⼈の外国⼈と1⼈の⽇本⼈との和式の婚礼を⾒した。へへ、⽣放送︕残念ながらその後の婚礼は神社の正殿で⾏って、“⽣放送”が終わりがなくなりました。
何枚の写真出して、みんなにみせます。 お⺟さん本当ににありがとうございます。私を連れてこんなに多い景⾊の名所に⾏きました︕さいこうだなあ︕（*^_^*）

楊 萌軒さんの⽇記



本のせいで狂った

2009.03.18

もし私は18000円の本を買ったと⾔ったら、きっと私は気が狂ったと⾔うだろう︕ 今⽇は学校の予定図書購⼊⽇で、下校後友達とまっすぐ本屋に⾛った。以前中国では学校が
本を配るが、ここでは急に⾃分が本を買うことになる。 そんなに多くのお⾦を持っていなかったので、銀⾏を探すことには⼤変苦労した。ずっとそばの友達に今⽇は遅いかも
しれない、先に帰ろうと⾔ったが︕友達は結局友達で、どう⾔っても無駄だった。最後に私達はいっしょに銀⾏を探し当てて、やっと⾦をおろした。 本屋に来て、私の分類を
探し当てて、理科の⽇本史と物理選択だ。最後に決算すると、18034円。すべての種類の中で最もかかるようで、実はこれはまだ私を狂わせなかった︕ ⼀通りの整理と調べを
経てから、本を運んで離れる時になると、突然原本のかばんを計算すると、これらのものは多少規定重量を超過するようだということに気づいた。仕⽅なく運ぶことしかできな
くて、苦労して家に帰った。もう気が狂いそう︕ ⾃転⾞に乗ったが、⼤きいかばんはやはりおさえて息もできない。やっと家に着いた、はかりを探し出して、量ってみよう︕
結果は15キログラム余り︕量り終わった後、気が狂った︕ 幸いにもう苦しい⽬にあう必要がなく、本も家に運んだ、よく休む。明⽇学校内スポーツ⼤会、頑張って︕︕︕

楊 萌軒さんの⽇記



競技⼤会

2009.03.19

今⽇は学校の競技⼤会で、全⼒を尽くしたが、最後にやはり痛ましく負けた。もしかすると私の今⽇の⼀⽇の描写だろう︕ まずは午前のサッカーで、相⼿は4クラスだ。我が1
クラスの実⼒がそんなに強くない、それに⼆⼈の主⼒も傷で⽋席したせいで、試合はつらく⾏われた。 前半は相⼿に1ボールを得られて、みんなは全⼒で守って、ハーフタイム
まで頑張った。後半は始まり、初めの緩めのせいでまた1ボールを失った。疲れ果てた体でサッカー場で駆け回って、ボールを得てから、相⼿の1名のバックから避けて、上⼿
ではない左⾜でシュートして、残念ながら、ボールは⽀柱を出した。後半のまだ10分ある時に、何とか1ボールが⼊って、これも勝利の望みを⾒させた。残念ながらただ最後の
10分をしっかりとらえることができなかった、1対2で惜敗した。 それから友達の試合で、⾃分の残念な思いを持って、みんなに⽀援に来た。やはり、1クラスはみんなの期待
に負けないで、バドミントンで冠を奪って、相⼿に圧勝して、これも負けの感傷を薄めた。 最後に僕の試合で、柔道。空⼿道であれば勝つかもしれないが、柔道になると、仕
⽅がなくなった。前にすべての柔道授業の中で、2度だけの試合経験があって、1勝1敗。ただ3⼿だけわかって、その他は全然分からないので、転ばれたことだけかもしれな
い。 やはり、相⼿は⼀⼈の⾼くて堅強なやつだ。20秒だけで、相⼿に腹を踏まれて、それから天地がぐるぐる回ることと感じて、最後に⾃分が柔道場の中で横たわることに気
づいた。突然すぎて、このすべて、このように分からないまま負けた。 それから何⼈かの友達に聞いて、やっとあの1⼿の名前が巴投げげと呼ばれた。そこでみんなに当時の⼼
理過程を述べることになった。      最初は『こいつは何やってんの』全くわからないから、だって、その技習ったことないからさあ。気付いたら、もうやられた。あい
つ、くそうまいなあ。チョーやべぇ、投げられちゃったー」   それから同志たちは全部「しょうがねぇじゃ、お前、あの技知らないから、それはあたりめぇじゃねぇか」と
⾔った。   最後、僕も「それはそうだなあ」と⾔わざるを得なかった。 1年⽣の最後の⼤型な集団活動で、痛ましく負けたようだ。でも⼤丈夫だ、良い友達が、⽴派に勝っ
たからだ。

楊 萌軒さんの⽇記



家族写真

2009.03.20

 今⽇は家族で写真屋さんのところに⾏ってきた。みんな正装をして、⼀緒に家族写真を撮った。    どう︖みんな、かっこよくない︖本当によかったね。幸せな家族だな
あ。そして、⼤きい家族だよね、⼦供５⼈もいるからなあ、(>_<)。
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



本番の野球を⾒に⾏ったぜ

2009.03.21

 珍しいなあ、⻄武と巨⼈が群⾺県に来たんだ。それはさすがに⾏かないと、もったいないなあ。  空⼿部の友達が誘ってくれたんだから、⼀緒に⾒に⾏こうだって。いいチ
ャンスだなあ、それに、伝説の中の中村選⼿とラミレス選⼿も⾒えるよ。すごくねぇ︖  部活が終わったら、友達の家で飯を⾷って、⼆⼈で敷島野球場に着いた。噂による
と、それは１０年ぶりだなあ。群⾺県は⾵が強いから、１０年前は、⾵で試合が中⽌されたそうだ。今⽇は⾵もなくて、よかったね。  ⻄武は１回⽬で、２ランホームランで
始まった。次に、巨⼈も負けないで、２回⽬で、ホームランで１点を取った。でも。５回ぐらいの時、⻄武は完璧の連続ヒットで３点も取った。その後、巨⼈のホームランの１
点もやはりだめだった。最後は、⻄武は５対２で勝ったかな。もし記憶が正確だったら、はは。  そういえば、中村もラミレスも出たけど、俺が⾒た３回⽬以降、アウトじゃ
ないと、４ボールだったかな。でも、全体的には、素晴らしい試合だった。  これから写真を載せるから、逃げんなよ。
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



すぐ⾒にきて、野球試合の写真1

2009.03.21

1、投⼿は⾼速で球を投げています。 2、⻄武のメンバーです、交代できます、服にLionsと書かれていますね。

楊 萌軒さんの⽇記



すぐ⾒にきて、野球の写真2

2009.03.21

1、伝説のラミレス、彼のボールの⾏き先に注⽬すると、⾼速⾶⾏ボールが⾒られます。その勢いはホームランになると思います︕ 2、試合の全貌です。巨⼈が攻めて、⻄武は
守っています。

楊 萌軒さんの⽇記



元気出して、やろうぜ

2009.03.29

やっと春休みに⼊った。でも、ある意味から⾔うと、僕はもう１年⽣じゃない。学校で⼀⼈で歩いているとき、いつも微妙な感じがした。でも、あれは⼀体どんな感じなのだろ
うか、僕もわからない。  この前、終業式が終わった後で、今⽇は、補習も全部終わった。って⾔うことは、みんなもばらばらになっちゃった。１組の理系⽣はメッチャ少な
いから、たぶん２年⽣になったら、同じクラスになれないかもしれない。本当に懐かしいなあ、みんなと⼀緒に頑張ったことを思い出したら。  部活は毎⽇相変わらず、チョ
ー忙しいなあ。新⼊⽣歓迎会のために、みんなは毎⽇新しい形をやっている。その形の中に、⼀つの⾶び技が⼊ったので、相当むずいなあ。もう五⽇間ぐらい練習したけど、ま
だ完璧にできない。時間もねぇし、頑張らなきゃ。  昨⽇は「ごくせん」の卒業スペシャルを⾒た、ヤンクミは⽣徒たちと、相変わらず、元気でしたね。やっぱり全員揃っ
て、卒業できて、よかったね。そのとき、僕はドラマの中の卒業記念アルバムを⾒たら、やっぱり⾃分ももらいたいなあ、と思った。教頭先⽣、僕もいただけますか。  最近
はちょっと疲れやすい。もしかして、疲労期になったかなあ、と僕は思った。でも、やっぱやる気がないと、だめだなあ。計画を⽴てた以上、しっかりやるべきだ。１年⽣終業
の⽇、僕は皆勤賞をもらった。本当にうれしかった。それはまさに頑張った証拠だ。だから、これからも、気を抜けずに、頑張ろう。   みんな、新学期はすぐ始まるよね。
元気︖それに、みんなは⾼校総⽂か⾼校総体があるだろう。僕は決まったじゃ、空⼿だよ。みんな、何に出るかな。教えってね。  元気出して、やろうぜ。
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



桜祭りが飾った⽇

2009.04.04

今⽇は久しぶりの充実な⼀⽇間だなあ。 前はいつもうろうろしたり、寝たりした。ちょっとつまらなかったなあ。実は全部⾃分のせいで、部活終わって、帰ってきたら、何も
やらないし、ただ休みの⽇を休みだと思った。あれは本当にダメだなあ。 今⽇は太⽥まで遊びに⾏ってきた。さすがに春が来たから、気持ちは違うだなあ、そして、天気もい
いから。 やっぱり⽇本春のマークは桜だよね。皆さんのところの桜はもう咲いただろう、きれいだよね。こっちはまだ満開じゃないけど、昨⽇の暖かさのおかげで、ほとんど
咲いている。遠くから⾒ると、まるでピンクの川であるかのようだけど、近づいたら、花はみんな⽩だとわかった。すごく不思議な感じで、思わず「草⾊遥看近却⽆」っていう
唐詩を思い出した。ちょっと「异曲同⼯之妙」あるかなあと思った。町全体は桜に囲まれて、まさに「桜の城」だなあ。 桜祭りから出たら、太⽥⼦供の国に向かった。⼦供の
遊園地だから、もしかして、⼤⼈の僕にあんまり似合っていないかなと思った。だけど、やっぱ⼼が⼦供かな。思わず妹の彩⾹ちゃんといっしょに滑り台に乗ったりした。メッ
チャ⾯⽩かった。 帰ってきたら、また英語やったり、⽇本語やったりした。ちょっと疲れたけど、⼼から嬉しかった。 これからも、今⽇と同じように、時間を無駄にせずに、
充実に過ごしたいなあ。でも、そのことを決められる⼈は、⾃分だけじゃないかな、と思った。 ついでに、写真も載せた。どうぞ、お楽しみに。
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



いよいよ始まり

2009.04.10

みんな、元気︖ 学校はもう始まった。今⽇は実⼒テストが終わったばかりで、これからはまた昔のように戻るだなあ。 実は四⽇間前、新しい勉強のできるところを⾒つかっ
た。県庁にあるんだ。だから、毎⽇部活が終わって、すぐあっちまで勉強に⾏ってきたんだ。たぶん、家には、⾃分買ってきた⼩説とかマンガとかいっぱいあるんだから、なか
なか集中できなかった。でも、やっぱ⼀⼈になって、外でやるときは、効果があったから、チョー気持ちよかったなあ。 ⼀昨⽇、いよいよ学校が始まった。クラスのみんなは
ばらばらになっちゃった。僕のクラスメートは、知り合いは⼤体⼗⼈しかいない。でも、茶道部の友達もいるし、剣道部の友達もいるから、全然寂しくないよ。これからも４ヶ
⽉、みんな、よろしくね。 昨⽇は新⼊⽣との対⾯式だった。先輩になった気持ちはやっぱり違うんだなあ。残念なことに、空⼿部のショー時間は⾜りなかったから、僕の形の
分解はキャンセルされちゃった。それにしても、みんなの形は、完璧だったなあ。 午後は部活の⾒学で、空⼿部は⼤募集しているけれど、なかなかみんなは興味ない⾒たいな
あ。こんな⼤変の状況を⾒て、部員としての僕は、道着を着て、防具も付けて、外に宣伝に出た。個⼈的の考えは、みんなはもしこんなかっこいい男児を⾒て、もしかして⼊部
したいかも知れねぇなあ。しかーし、３０分の努⼒の結果、２⼈しか⾒学に来なかった、やべぇなあ。空⼿、そんなに怖いかなぁ。みんなも部員募集のために、きっと頑張って
るね。部員状況はどう︖⼤⼈気なのかな。 ２年⽣、新たな⾝分、新たな気持ち、新たな姿だなあ。
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



忙中閑あり

2009.04.16

ここのところずっと学校が忙しく、今⽇やっと時間がとれました。物理化学の宿題は明⽇の朝早くやればいいや。 物理化学が始まって、ますます楽しくなってきました︕⾃分
は向いているようで、授業のリズムにも合ってきました。授業⾃体もなんのその、65分間があっという間です。 部活動の⽅はみんながひとつになったおかげで、空⼿部にも新
⼊⽣が3⼈⼊ってきました。と、いうことは私たちもついに「先輩」です。正直、後輩に基本動作を教える時など、なかなか気分のいいものです。でも実際には難しいことのほ
うが多いかな。⾃分ではできても、この微妙な感じをうまく⾔葉では伝えきれず、なんとか⽇本語で説明をしてもそれがすべてむくわれるとは限らないしね。でも1時間教えた
あと、よくなった部分もあるし、まあ、結果オーライかな︕ 茶道部は全然勧誘活動をしなかったのに、なんと4⼈も⼊部希望者が。茶道部の⼈気にはびっくりです（週にたった
⼆⽇、しかも短時間。家元をめざすには最良の選択だね）。でもただでさえにぎやかな茶道部に、さらに4⼈も仲間が増えて、おしゃべりで屋根が吹っ⾶んでいかないか⼼配。
さあ、来週は時間作れるかな︖︖︖

楊 萌軒さんの⽇記



怖くてしょうがねぇ

2009.04.18

 練習試合、相当怖い。  来たばかりの時、何もできないままで、出ちゃった。やばかったなあ、あれ、ほとんど0対8で負けちゃった。今思い出したら、あの試合が終わっ
て、頭が痛くてたまらなかった。  それで、今⽇はまた同じ所で試合やった。今度はどうだろうなあ。  ⼀番⽬の試合、慣れてなかった。最初は、友達⾔ったとおりに、始め
てから、すぐ刻み突きして、ただの1秒で、1点を取った。しかし、これからはやばいさあ。重⼼移動と引き⼿のことで、攻撃は全部点になれなかった。だから、点数を求めた
い気持ちで、⼒がどんどん⼊っちゃった。結局、突きも外れたし、反則も⼀杯もらった。2対５で負けちゃった。  次は⽩帯同⼠対戦で、⾃分は何となく勝てるような気がする
けど、2対0で勝っている時に、相⼿の中段蹴りにやられた。勝ちは最後の何秒間で、引き分けになっちゃった。  次は⿊帯との対戦で、相⼿はさすがに⿊だなあ、スピード、
速かった。でも、僕は今度逆ワンツーを使って、試合で相⼿と相対峙状態になった。残念なことに、最後は5対７で負けちゃた。  ちなみに、最後⽩帯との対戦は、2対6で負
けちゃった。  最後は冗談時間、何で今度はそんなに痛くないですかって⾔うと、実は、怖くて、怖くて、⾃分から⽌まらないで、技を連続に出すしかない、たぶん、そうじ
ゃないと、俺はもう帰れないかな。  また5⽉、練習試合があるから、その時、蹴りができればいいなあ。とりあえず、⽬標にして、毎⽇頑張って練習するしかないね。  ⾼
校総体と⾼校総⽂の皆さん、頑張って。  
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



今学期はたいへん

2009.04.23

今学期は⽂化祭があるので、学校もいろいろ忙しいのです。 ⽂化祭という、このちょっと独特の⽂化をもっと深く体験するため、クラスで担当の委員を決める際に⽂化祭委員
を選びました。でもこれは適当にこなせることじゃないからね。  ⽂化祭までまだ40⽇ちょっとありますが、準備はもう鳴り物⼊りではじまっています。今年の⽂化祭の審査
は厳しいので、クラスの⽂化祭準備委員会メンバーも万事怠ることなく準備を進めています。 でもちょっと頭の痛いことが。クラスの演しものをもう⼆⽇も話し合っているの
に、いまだ納得する結論が出ていません。放課後、部活も休んでみんなで教室に集まって1時間さんざん話し合いましたが、結局1時間たっても結論が出ません。クラス代表の
⾃分も、もうきりきり舞いです。 しかも⽂化祭は中間テストが終わった1週間後なので、⽂化祭とテストの準備がぶつかってしまいます。どっちを選ぶべきかな︖まあ、でもだ
いたいの覚悟はできているけれど。みんなはどっちを選ぶ︖  そうそう、みんな⽂化祭の何かいいアイディアないかな︕みんなよろしくね︕

楊 萌軒さんの⽇記



久しぶり

2009.04.29

久しぶりだ、みんな、元気︖ 今⽇は家族と花⾒に⾏ってきた。けど、今度は桜じゃなくて、つつじと藤だよ。 朝５時半に起きて、⽀度したんだ。あっちの藤が有名だから、速
くいかないと、⼈がいっぱいなっちゃうかもしれないから、出発も早かった。 でも、さすがにこんなに早くても、もう私たちよりずっと早く着いた⼈はたくさんいるみたい
だ。⼈ごみの中に⾏ったり来たりして、たいへんじゃ。 やべぇって思ってる時に、⽬はすぐ藤に引っ張られた。ほんとに藤の滝みたいで、枝から流れ出したんだ。素晴らしか
ったなあ。でもしょうがねぇなあ、⾃分のデジカメはそこまで⾼級じゃないから、カメラマンたちみたいに、そんなにきれいに写せなかった。ほんとに残念だったなあ。 続い
て、またつつじを⾒に⾏った。中国では、家につつじを植えたことがあるけど、公園で⾒たことはまだない。ほんとに種類が多くて、そして、⼀つの植物には２種類の花も咲い
てた。 ほんとに深く感じたなあ、春の姿。桜が散っても、またいろんな花がある。春の歩みは⽌まらないよね。 ついでに、写真も載せるよ。楽しんでね。
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



ダイアモンド ウィーク パート１

2009.05.04

ゴールデンは集まったら、ダイアモンドになれる。ダイアモンドウィークが来たんだ。 まずは最初の２⽇間、相変わらず、練習試合だった。最初の⽇は３敗１勝で終わった。
⾃分は本当にヤバかった、０対６の負けはほんとに悔しかった。でも、まずい感覚はずっと続いていたんで、全然⾃分のリズムに⼊らなかった。そして、間合いも完全に相⼿に
ペースに⼊っちゃったんで、結局、完全にやられた。 次の⽇は、また練習試合があって（ごめんね、みんな、練習試合のことばっかり話した、ちょっとつまらないかなあ）、
今度は５対零で⽩帯に勝ったけれども、リズムも間合いも全然だめだった。だから、友たちに「お前が今⽇はもう完璧にダメだ」って⾔われた。ほんとに悔しくてたまらないな
あ。この後は、またポイントを取ったけど、でも、⼆つの上段蹴りにけられたから、また負けたんだ。 でも、過程から⾒ると、２⽇⽬のが１⽇⽬のよりだんだん回復したこと
を感じた、このウィーク、ダイアモンドになれるかな。
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



ダイアモンド ウィーク パート２

2009.05.04

最初の２⽇間は最悪とは⾔えるけど、次はほんとに素晴らしかった。 それは２⽇⽬の試合が終わった後のことだ。防具を持ったまま、友達佐藤の家まで遊びに⾏ってきたん
だ。 友達の家は吾妻にあって、おれんちから１時間ぐらいかかるだろう、電⾞で。駅で降りたら、チョーびっくりしたことに、駅員さんはいなかった、だから、改札も使えな
いで、そのまま出るしかない、実は今も電⾞カードのことで困ってるんだ。 佐藤の家で、みんなで横浜卓球世界⼤会を⾒た。ほんとに久しぶり感じで、懐かしかったなあ。中
国の選⼿は相変わらず強くて、そして、⽇本の選⼿も相変わらず全⼒で戦っていたんだ。ほんとにいい勝負だったなあ。 スポーツを⾒終わったら、今度はやるタイマーだね。
⼆⼈でテニスやった、俺は⼆度⽬だから、全然強くなかったけど、佐藤はほんとにうまくて、簡単に俺を破った。はは、やっぱ俺テニスダメかなあ。 ⼣飯を⾷ってから、また
⼆⼈で温泉に⼊りました、⼆⼈はサウナの中で、１０分も居られたんだ。出た時は、もう汗ばっかりで、１キロやせたかなあ。そして、露天⾵呂も結構よかったね、ほんとに気
持ちよかったね。やっぱね、友達としゃべりながら、温泉⼊るのが、最⾼だなあ。それに、帰る道に、ウサギとも出会った。あそこはまさに天然な動物園だなあ。 次の⽇、つ
まり、今⽇は、⼆⼈早く起きて、⼭登りに⾏ってきたんだ。その⼭は筆置きみたいな感じがして、⼆⼈は頂上までずっと登り続いたんだ、疲れたけど、⼭頂から⾒えた景⾊は、
さすがに素晴らしかったね。そして不動岩までの道は、ほんとに狭くて、危なかったね。鎖を使って、⼀⽣懸命登って、岩のいちばん上で、⼆⼈は笑ったり、乾杯したりしたん
だ。ほんとに楽しかったね。 帰ってきたら、友達に⼼連⼼ＩＤの使い⽅を教えってから、みんなで釣りに⾏ってきた。前はほんとに全然できなくて、でも、今度は⼀気で４，
５匹ぐらい釣ったんだ。すごく不思議だと感じた。そして、⾃分釣った⿂を⾷べることも、⼗分嬉しかったね。 そっか、２⼈はたけのこを掘りにも⾏ったんだ。初めてだか
ら、ほんとにいい体験になったなあ。掘り⽅も⾯⽩くて、２⼈は笑いながら、あっという間に、いろんなことをやったんだ。 さいごには、湧⽔って⾔う有名な泉にも⾏った。
全⽇本でも有名だから、県外からわざわざ取りに来る⼈びとは結構いるんだ。たぶんさっき⿂⾷べたばかりだから、⽔はしょっぱい感じかな。(^_^) 帰りもいろいろな⼭のお
⼟産をたくさんいただいたんだ。本当に楽しかったね、この２⽇間、⼭の中はさすがに素晴らしかったね、それに、珍しい⽣き物もいっぱいいて、よかったね。 今度佐藤と約
束したんで、釣りの勝負をしよう。 続き。
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



ダイアモンド ウィーク パート３

2009.05.06

四⽇⽬、つまり昨⽇は、家族とディズニーランドに⾏ってきたんだ。 ９時頃に、舞浜駅についてから、さっそくディズニーへ向かっていた。それでも、⼊園したとき、もう⼈
がいっぱいで、モンスターズインクのファストパスは全部夜までも取られちゃった。やっぱり新しい施設は⼤⼈気だなあ。 だから、直接にスペースマウンテンのファストパス
を取って、いろいろ周りに⾏ったんんだ。さすがに昨⽇は⼦供の⽇だったから、ファストパスを使わないと、ほとんど３時間待ち、⼤変だったなあ。 いよいよ時間になって、
みんなスペースマウンテンに乗って、アドベンチャーを始めたんだ。ジェットコースターみたいで、ほんとに刺激的なスポーツだなあ、それに、星空も⾒えて、まろで宇宙の探
検⾒たいで、ほんとに楽しかった。 カリブの海賊も遊んでた。いろいろな海賊の場⾯が次々出ってきて、怖かったなあ。船に乗って、⼭のトンネルの体験は、ほんとに素晴ら
しかったね。う〜〜、わ〜〜、幽霊の声と姿は、消えたり、現れたりして、前の⼦供たちが、怖がったかな。 ミクロアドベンチャーも結構⾯⽩かった。３Ｄ眼鏡をかけて、⽴
体映画で、ミクロの世界を回ってきたんだ。巨⼤な⽝のくしゃみはまるで顔に着いたと感じたり、蛇の攻撃を受けたと感じたりして、チョー⾯⽩かった。実は⾃分は映画の博⼠
には⼤きくしたり、⼩さくしたりして、変えられたんだ。やべぇ〜 それに、ジャングルの中の旅⾏も⼤変楽しかった。最初は船で、次は蒸気機関⾞だった。カバとか象もたく
さんいたし、アメリカ開拓時代の遺跡もいっぱいあった。それに、ガイドさんの夢中な解説もほんとに素晴らしかった、最後、みんなの拍⼿を得た。 残念なことに、明⽇ずっ
と⾬だったから、ショーは全部中⽌された。せっかくなのに。まいっか、次回また来れば。 夜、みんなまた、プーちゃんのハニーハントを乗った。アニメの⼈物だから、ほん
とに⼤⼈気だった。でも、⾬のおかげで、⼈は全部買い物に⾏っちゃったんで、すぐ乗れた。⾯⽩くて、最後のところに、蜂蜜の匂いまでもしたんだ。 ちなみに、買い物は⼤
変だった。だって、⼈いっぱいだったもん。それにしても、１万５千円を超えちゃった。ほんとに⽌められなかった。ヤバかったなあ。 出るときは、もう８時半過ぎだった。
疲れたけど、めっちゃ楽しかったよ。
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



ダイアモンド ウィーク パート４

2009.05.07

これは昨⽇の話だった。 東京ディズニーから帰ってきて、東京で⼀泊⽌まったんだ。次の⽇、朝早く起きて、浅草に⾏ってきたんだ。 浅草に着いて、雷⾨で中国語の「⼀、
⼆、三」を聞いて、ほんとに久しぶりの感じだった。すぐ中国語で、「じゃ、撮ってあげるよ」って⾔った。やっぱり相⼿もびっくりしたんだ。やっぱね、こっちが有名だか
ら、観光客もいっぱい来たんだ。 そして、浅草寺でも回ったんだ。でも、残念なことに、ちょうど修繕されてるから、⼀番でかい建物は⾒られなかった。でも、あっちの商品
の種類はいろいろあるから、買い物はけっこう楽しかった。 東京の旅⾏はほんとに楽しかった。でも、そうしたら、課題をやる時間はなくなった、かわいそうだなあ、俺の宿
題。早速やらなきゃ。 じゃ、
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



今⽇という⽇、忘れられない⼀⽇

2009.05.12

 去年の今⽇、地震は無情にも中国の⼤地を踏みにじった。  今⽇、ＮＨＫの番組で、震災後の⼦供達を再び⾒ることになった。真新しい教室の中で勉強しているとはいえ、
もうあの災難からは遠く離れているとはいえ、拭いきれない、胸の中の永遠の痛みを。  僕は、彼らはもう思い出すことすらできないのだと思う。あの事を語ることさえ恐ろ
しいのだと。テレビの中の教師が⾔うように、それはきっと傷跡をえぐることになるんだ。  ⼦供の歌声のテープを聴いて、⺟親は⾔葉無く涙を流した。⺟親の写真を⾒て、
声が枯れるほどに泣き叫ぶ⼦供がいた。僕はこの場⾯を⾒た時に、⽬頭がただただ熱くなり、なにも⾔葉にしたくなくなった。いや、何も⾔えなかった。きっと、⼼の叫びは⼼
でしか聴くことができないんだろう。  この⽇を覚えていよう、この⽇を忘れてはいけない。  5⽉12⽇。  この痛みの⼀⽇を。

楊 萌軒さんの⽇記



戦え

2009.05.14

明⽇からは⾼校総体です。空⼿道部の部員としての私も、いろんな試合に出る予定です。 明⽇は団体形と個⼈形で、その後は、また団体組⼿があります。 ちなみに、髪型は、
ボーズにするつもりです。 さあ、いよいよ出発。燃えろ、みんな。戦え、みんな。
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



最近について

2009.05.21

 最近はいろいろあったね。  まずは、⾼校総体。団体戦は⼀回戦を通過したけど、個⼈戦は全部⼀回戦負けだった。勝負は⼤したもんじゃないけど、やっぱり全⼒を尽くし
て、頑張ることは楽しかったなあ。はじめて⼤会に出たから、ちょっと緊張したんだ。形も出たし、ほんとに満⾜していた。  次は、⽂化祭準備。クラス代表の俺は、試験の
直前も安⼼に復習できないなあ。クラスのテーマは、「中国クイズ⼤会と万⾥⻑城」で、俺は代表として、設計図を作ったり、写真を探したりして、まるで宝みたいの時間を全
部⽂化祭の準備に貢献した。はは、でもほんとに楽しいよ、みんなで話し合うとき。それに、⼈をいっぱい勧誘するために、賞品は中国のお菓⼦にしたんだ。どうなるかな、⽂
化祭。  最後は、みんなの⼼配してること、新型インフルエンザ。もうすでに東京に来たんだ。たぶん、群⾺とか東北部は、ただ時間の問題だと思う。だから、みんなを⼿洗
いやうがいをしっかりやってね。特に⼈ごみに⾏かないように。  じゃ、みんな、お元気で。
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



久しぶりの書き込みです

2009.05.28

ここのところ書き込みをしていない、というよりキーボードにすら触っていませんでした。 ⼀学期の中間テストがおわったところです。もうこの学校で試験を受けるのはあと1
回を残すだけになりました。留学の期間もカウントダウンを数え始めたからか、⼀⽇⼀⽇が本当に貴重に感じます。前はこんなに試験結果がでるのを待ち遠しいと思ったことな
んてなかったのに、それだけでもおどろきです。 間もなく⽂化祭です。今⽇友達と万⾥の⻑城を試作しました。準備をして1週間後に製作開始です。週末もスケジュールぎっし
りで、材料の買出しに⾏きます。 茶道部の⼀員としても、茶会の主⼈のつとめがあります。でも作法がなかなか複雑なので、お稽古頑張っています。⽂化祭本番は万事滞りな
く⾃分の役⽬を果たさなくてはいけませんからね。 『ちなみに、』みんな『ミスコン』って聞いたことある︖なんか僕はでなきゃならないみたい。ハハ︕なにかハプニングが
起きないかな。

楊 萌軒さんの⽇記



⽂化祭の作り始め

2009.05.31

そろそろ⽂化祭だね、各クラスはみんな急いで作っているんだ。もちろん、俺のクラスも遅れていないよ。 昨⽇から始まって、クラスプロジェクトチームでいろいろ決めた。
そして、発泡スチロールを買ったり、段ボールを集まったりしたんだ。 最初は⼈数が少ないなので、あんまり進まなかった。みんなは冗談を⾔ったり、遊んだりしていた。こ
のままじゃ⼤変だなあ、ほんとに。⼀応みんなのことともかくとして、プロジェクトチームからどんどんやり始めた。さすがだなあ、みんなはこれを⾒ると、話なんかを放って
おいて、⼀緒にやり始めた。 万⾥⻑城を作るには、発泡スチロールを⼩さく切らなければならない。やっぱりみんなでやると、やる気があるんだなあ。千枚ぐらいは、何時間
かかかったら、すぐできました。 来週から、毎⽇、九時までやるつもりだから、頑張らなきゃ〜
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



⽂化祭の最終チェック

2009.06.06

昨⽇は⽂化祭の最終準備⽇だった。皆は朝から夜まで精⼀杯作業をした。 まずいことに、万⾥⻑城は材料もいるし、⽴てるのもムズイから、なかなか終われそうな感じがしな
かった。「これじゃまずいぞぉ」って先⽣にも⾔われたんだ。固定した壁は、ガムテープがゆるいので、ほとんどはずしたんだ。それに、城のところも、釘でなかなか固定でき
ないから、もう少しで倒れそうになっちゃった。⼊⼝は⿓の⼝で、作業は難しいので、なかなか進んでなかった。出⼝は⼭海関の形を基づいて設計したから、結構いい感じがし
て、作業も順調に進んでた。 「⼀⽇ほんとにみじけぇなあ」って思いながら、もう６時になった。もうそろそろ学校から出なきゃいけないから、次の⽇やるしかない。帰る
前、もう⼀度教室をチェックするとき、かなりヤバい状況と分かった。だから、みんなと相談したら、次の⽇、７時集合することになった。っていうこと、５時半に起きなき
ゃ。 次の⽇、つまり、今⽇は、７時から作業が順調に始まった。建てる⼈もいたし、クイズを作る⼈もいた。やっと、お客さんが来る前に出来上がった。 間に合って、よかっ
たなあ。 続き
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



⽂化祭ーー最⾼な⼆⽇間

2009.06.09

 なかなか忙しくて、この⽇記書く暇はないね。    ⽂化祭、⼤成功だった。みんなの話を使って、おじいちゃん、おばあちゃんだけじゃなくて、⼥⼦⾼⽣もいっぱい来たん
だ。(^_^)もちろん冗談。  景品は中国のお菓⼦で、郵便で届いたんだ。でも、クラスの万⾥の⻑城は⼤⼈気で、⼀⽇⽬だけで、全部なくなっちゃったんだ。  名刺もみんな
に半分以上渡して、あっという間に、なくなったんだ。  そして、僕本⼈は中国語教師にもなって、お客さんたちに、いろいろ⽣活⽤品と名前の読み⽅を教えてあげたんだ。
⼀⽇やってから、ほんとのどが痛かった。でも、みんな満⾜の顔を⾒たら、⾃分も⼼から嬉しかった。  それに、ミスコンについて、思ったとおり、負けちゃった。まあ、し
ょうがない。⼥装しても、かわいくなれないから。はは。  これは、とりあえず、お知らせで。詳しいことは、ごめん、みんな、講演会とインターハイ終わったらかな。ほん
とに申し訳ない。  じゃ、
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



ミスコン

2009.06.11

みんなの要求に応じるために、ここで僕ミスコンの写真を載せます。 説明︓ ⾒る前に、必ず深呼吸してください。 ⾷事の前か後の時間を絶対選ばないでください。 ⾒⽅につ
いて、絶対細かいところを⾒ないでください。 楽しみにしていた皆さん、がっかりしない下さい。 ポイント、⼼臓病などの患者さんは安全のために、絶対⾒ないでください。
以上 (*^。^*)
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



久しぶりの再会

2009.06.11

 今⽇、久し振りに橋本先⽣と⼭崎先⽣と再会しました。橋本先⽣とは９か⽉ぶりもですから、ほんとに楽しかったです。  学校には、⺟の会の講演会がありますから、橋本
先⽣は講師として、ご参加になりました。  昨⽇からずっと楽しみにしていて、今⽇は早弁をして、３限が終わったら、急いで校⻑室に向かっていました。約５分後、先⽣⽅
の姿は現れました。相変わらず、笑顔で僕と接していました。    校⻑室で、みんなでいろいろ話したら、講演会場に向かっていました。  最初は僕のスピーチで、ちょっと
緊張しましたが、最後まで順調にできて、ほんとによかったですね。そして、続いては先⽣の講演で、テーマは「中国の⾼校⽣がみた⽇本、感じた⽇本」。さすが先⽣、ユーモ
アな話でスビーチするだけではなく、いろんな僕の知らない話もおっしゃいました。短い１時間はあっという間に終わりました。  そして、⼭崎先⽣とも、校⻑室に戻る途中
でいろいろしゃべりました。ほんとに先⽣⽅の声が聞こえて、よかったですね。  前は橋本先⽣は群⾺に来たことがないと聞きましたが、東京でも先⽣と約束しましたが、⼀
度群⾺に来るって。再会は短かかったですけど、⼼から、楽しかったです。  今⽇は、最⾼っす〜。
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



スピーチの⽇

2009.06.13

 今週はずっとスピーチで忙しかった。⺟の会講演会が終わったら、また、前橋市で環境守りについて、スピーチがあった。それが今⽇のことだった。  午前、登校学習が終
わってから、直接に会場に向かっていた。原稿はほとんど覚えていないから、そのまま読むつもりだった。  隣の⼦が英語でスピーチするって、実は俺も中国語でスピーチし
たかったけど、でも、誰もわからないから、やめといた。  テーマはみんな同じで、「私たちが守ります『緑の地球』」だった。⾃分の内容は、国際協⼒についての内容だっ
た。ちょっと緊張したけど、順調にできた。  予想通り、⼀回戦ＯＫ。３３⼈から、１０⼈はパネルディスカッションに⼊った。前の⽇の準備のおかげで、先⽣が出した論題
については、めちゃくちゃの⽇本語で全部⾃分の意⾒を述べたんだ。でも、やっぱり、⾃分は急いで意⾒を出したから、ほかの⼈の意⾒にあんまり気にしなかった。逆に、⾃分
の意⾒はほとんどほかの⼈に利⽤されたんだ。  結果は明らか、負け。でも、実は全部思ったとおりだった。ちょっと訳あるから、はは。  とりあえず、⾃分のスビーチに結
構満⾜してた。ちなみに、隣の⼦は、順調に９⽉の同じ内容国際交流会に進級したんだ。さすがオーストラリアで１年留学したんだなあ。  これから、もっと他⼈の意⾒を受
け⼊れるべきですね。もしかして、これはまさに、僕の不⾜だと思います。
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



よその⾼校の⽂化祭

2009.06.14

 忙しいけど、⽂化祭はやっぱり⾏きたいから、友達と⼀緒に、××⼥の⽂化祭に⾏ってきたんだ。  ⾃分の学校の⽂化祭の時、⾃分はクラスのプログラムと茶道部でいろいろ
忙しかったから、全然回らなかった。バンドとかほかのクラスにも⾏かなかった。だから、今度友達を誘って、××⼥に⾏くことにしたんだ。  最初は、２年で回った。科学部
とかの展⽰は、すごく⾯⽩かった。三⽇間酢の中に⼊れていた卵とか、⼈参で作った爆弾とか、ほんとにいろいろ⼯夫してたね。５組のファッションショーも、昭和年代のファ
ッションから今のまでいろいろ紹介して、すごかったなあ。  次の⽬標は茶道部だった。⾃分の学校と違ったことに、ここの茶道部は、１００円の茶費が必要だった。ちなみ
に、前⾼では無料。お⼿前さんと席主たちは、みんな着物を着ていた。本番の茶会みたいで、お菓⼦もお茶も美味しかった。ただ、流派が違うから、作法とかも微妙に違った
続いて模擬店に⾏くつもりだったけど、⼈が多すぎて、クレープとかは全部売り切れちゃった。残った所も、⻑い列が並んでたから、やめといた。  また校舎に⼊って、三年
の発表を⾒に⾏った。俺は、射的とか輪投げがヘタクソだから、全然点数をとれなかった。でも、放送部の発表は素晴らしかったよ。読みにくい⽇本語とか早⼝⾔葉とか、ほん
とに勉強になりました。放送部のみなさんが羨ましいなあ。  ダンスもちらと⾒た。すごくうまかった。さすが××⼥だった。  皆さんも、よその⾼校の⽂化祭に⾏ってみた
ほうがいいと思う、かな。
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



インターハイ予選ーー出征

2009.06.19

みんな、部活で忙しいだろう。 相変わらず、僕の空⼿も忙しかった。 すぐインターハイ予選だから、気を抜かずに毎⽇練習しなきゃ。マジきついなあ。 今度は組⼿に出ないこ
とになっているから、全⼒を形に集中するつもりだ。この前は、２０．３を取ったんでけど、今度は、２１点を⽬指して、頑張るつもりだ。 ちなみに、来週また昇級審査があ
るから、期末の復習は、相当きついらしいよ。 これは、僕の引退試合だろう。
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



いろんな最後

2009.06.28

 今気付いたら、時間ってやつはほんとにはやいね。あと⼀ヶ⽉もないから。  最後の昇級審査  ちょうど期末の直前だから、みんなは期末の準備しながら、放課後毎⽇⾃習
練で頑張っていたんだ。時間は少なかったけど、精⼀杯で集中すれば、何とかなるだろう。  ⾃分も同じで、移動基本と形に⼒をいっぱい⼊れたんだ。だけと、本番の時はち
ょっとミスが出て、ほんとに悔しかった。最後は４級を取ったけど、⽬標は達成しなかったので、がっかりだった。  最後の期末  明⽇から、いよいよ最後の期末テストだ。
もともと僕にとってはそんなに怖いことじゃないけど、今度はちょっと違うかな。テスト前は、ずっと部活と能⼒試験で忙しかったので、あんまり、いや、全然復習しなかっ
た。最後の期末、結果はひとつーー撃沈、それしかないと思う。みんな、悪いなあ。  後は、いろいろな最後が待っているんだから、これらの最後で、⼀つの「︕」を作って
みようぜ。
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



試験後の残された時間を

2009.07.06

期末試験、そして⽇本語能⼒試験も終わり、残された⽇数は⼿⾜の指でも数えられるだけになりました。 この何⽇か頭がぼうっとしています。試験もなんだか寝ぼけたような
状態でのりこえたようなカンジです。「さいあくだなあ」と⼀⼈そっと溜息を。 今⽇の休み前の学年集会で、各クラスの学級委員による発表がありました。僕の親友は8組の学
級委員です。彼は発表の最後に僕へのメッセージをおくってくれました。列の⼀番後ろから僕も彼に⼿を振ってこたえました。  この1年間、ともに肩をならべ、、ひとつにな
ったみんなの⼼。     会の終わりに、先⽣からみんなの前で何か話してもらえないかと⾔われましたが、何の準備もしていないし、ただでさえ⼈前で話すことが苦⼿なので
断ろうと思ったのですが、みんなの⽬が⼀⻫にこの5組の最後尾に向けられているのを⾒て、よし、と講演台まで進み出ました。  原稿もないので、まったく「メチャクチャ」
な⽇本語でこの1年の感想を発表しました。でも僕の気持ちは全然「メチャクチャ」ではありません。この1年のひとつひとつの出来事、友⼈達、そして出会えた全ての⼈、⼼
にしっかりと刻まれています。  試験も終わって、残されたのはわずかな時間だけれど、どうやって過ごすべきかな︖

楊 萌軒さんの⽇記



体験時間

2009.07.07

 武道、この独特の⽂化、いろいろ体験したい。    ⼀年の時の俺は、柔道クラスだった。あんまり試合に出なかったけど、毎回友達と投げを練習することはマジ楽しかった
よ。    部活、空⼿を選びました。すげぇ空⼿が好きなんで、⼀年間頑張ってやり続けてきたんだ。形もだんだん上達したし、組⼿もできるようになった。それに、武道の礼
もしっかり⾝に着いたんだ。  今⽇は、もうそんなに時間無いから、友達に⾔っておいて、⼸道をやりにいってきたんだ。最初は、⼿、⾜などの動きをいろいろ学んだ、よく
できたら、⼸の練習も⼊りました。  やっぱり⼸があったら、ちょっときついなあ。引くときはすごく⼒を要るし、姿勢も正しくなければならないから、ちょっと慣れなかっ
た。１０回ぐらい練習したら、だんだん出来るようになった。⾃分の能⼒が限られてるから、まだ射的はできない、頑張らなきゃ。  ⼸道部の友達はすごく強くて、今⽇連続
１７回的に当たったんだ。さすがだなあ。国体選⼿だ。  この⼀週間、⼸道をやってみよう︕︕
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



校内競技⼤会の⽔泳

2009.07.08

今⽇は、学校で校内競技⼤会の⽔泳が⾏われた。 平泳ぎしかできない俺は、５０ｍの平泳ぎに出たんだ。 実は、練習するために、たくさんの苦労をしたんだよ。⾶び込みがで
きなかったから、昨⽇からずっと練習していたんだ。腹打ちはいたくってたまらなかった。「いてて〜」の声は、プールから聞こえた、たぶん俺のだと思う。⾃分の体を⾒た
ら、腹も、胸も、真っ⾚だった。 先⽣と友達の指導のおかげで、やっと何となくできるようになったんだ。でも、やっぱり癖がついちゃって、また元に戻っちゃった。 いよい
よ本番が来た。 「試合が始まりました、楊選⼿は、きれいな⾶び込みができました。腹打ちではない︕腹打ちではない︕彼はできた。今楊選⼿は三位の位置にいる。後ろの⼈
はどんどん攻めてきました。ああ、危ない、抜かれました。でも、どうやら彼はまだやる気満々だから、疲れを知らないように、前へ進んでいる。頑張って、すぐゴールです
よ。タッチしました、７位だけど、⾃分のベストを尽くして、彼にとっては、もう⼤きな成功でした。」 実は⾃分もびっくりしたんだ、本番の時は、腹打ちではなかったこ
と。 今⽇はただ前奏だよ。明⽇、まだ待っているんだ。
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



校内競技⼤会

2009.07.09

今⽇は男児の戦いだった。 最初は俺の種⽬、バスケだった。相⼿は運動神経がいい８組で、試合は苦しかった。なかなかシュートは⼊らなかったので、みんなは攻撃もずいぶ
ん慌てて、ディフェンスも若⼲弱くなった。 ⼀気に、相⼿に７ポイントも取られたんだ。俺は、グランドで⾛ってばかりいたから、全然ボールを取るチャンスは与えてもらわ
なかった。 「⾃分から⾏くしかない」、俺はそう思った。みんなに協⼒する同時に、⾃分の⼒を発揮しないとね。攻めるとき、パスしたり、相⼿のディフェンスの邪魔したり
したけど、奴らは、背が全体的に⾼いから、攻撃はなかなか進まなかった。 もう時間無い。俺はボールをもらったら、⾃分でシュートすることにした。やっと⼊った。２対
７。 後半に⼊って、俺もだいぶ疲れたから、交代して、ちょっと休んでた。なかなか試合はうまく進められなかったんで、再び出された。みんなは頑張ったけど、最後は２︓
９で負けちゃった。 残りは応援だけだった。卓球の皆さんとバレーの皆さんは強いので、⼀回戦は順調に勝ったんだ。⽟⼊れはちょっと危なかったけど、ぎりぎり２回戦に⾏
ったんだ。 卓球は本当に惜しかった。経験者の俺から⾒ると、実⼒からして、俺のクラスは絶対⼀流でした。ただ、出場の順番は勝⼿にじゃんけんで決めたんだから、⼀番強
い⼈は最後に出ることになった。で、１番⽬と２番⽬の⼈は、実⼒⼤体同じなので、１４︓１４までもやったんだ、最後は本当に緊張な雰囲気が強くってしょうがなかった、ち
ょっと落ち着かないと、負けちゃったんだ。おしい〜〜。 バレーも素晴らしかったよ、何⼈か中学校の時はバレー部だったので、⼀回戦は圧勝したんだ。でも、⺠主がない８
組と会ったら、最後まで全⼒を尽くしたけど、残念なことに、負けってしまった。⺠主ってものは、俺のクラスは⾃分の希望だけど、誰かによると、８組は⼀切聞かないで、指
定することだ。まあ、指定されたやつは運動神経がいいから、しょうがない。 それにしても、この競技⼤会のクラス団結⼒から⾒ると、われわれは最強だよ、ぜってぇ。
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



野球応援

2009.07.11

群⾺県⾼校野球夏の⼤会は始ったんだ。今⽇は僕の学校は⼀回戦があるので、みんなで応援に⾏ってきたんだ。 相⼿はそんなに強くなかったから、われわれ圧勝したんだよ。
⼀回の表は１点を取って、⼆回⽬は２点、そして続いても、連続点数がどんどん上がったんだ。 相⼿のピッチャーのピッチングはそんなに強くなかったから、みんなはほとん
どヒットを決めたんだ。三振も少なかったし、７回ぐらいになったら、もう９対０でリードして、快勝は達成したんだ。ちなみに、われらのピッチャーは⼆年⽣だったけど、す
ばらしいピッチングで、相⼿を完璧に抑えたんだよ。 来週は２回戦があるから、また⾒に⾏くかなあ︕
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



最後の思い出の終業式

2009.07.18

昨⽇、学校の最終⽇でした。終業式ということでした。 僕、スピーチがありました。 ステージに⽴ってて、思わず１１か⽉前のことを思い出しました。同じ場所に、僕が⽴ち
ました。今、またここにて、１年のことを振り返って、本当に複雑な感じがしました。 最後に、⾃分はステージでみんなと⼀緒に、撃滅をやりました。定期戦は参加できない
ので、そうしました。初めてでしたけど、最後の⼀回でしたよ。 ホームルームで、みんなからのメッセージをもらいました。先⽣⽅から、元１年１組から、２年５組から。す
げぇ嬉しかったです。 駅で、電⾞を待つときに読みました。本当に感動されました。１年間、僕、最⾼の友達がたくさんできました、われらは、仲間ですよ。⾝はどのぐらい
離れても、⼼は⼀緒ですよ。 前⾼、忘れられない、⼀⽣も。 「⾚城颪に送られって、〜〜〜〜〜〜〜〜〜われらは、前橋⾼等学校〜〜」
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



もう安全に家につきました

2009.07.26

昨⽇、安全に⽯家荘につきました。 交流センターの先⽣⽅、家族の皆さん、学校の先⽣⽅、そして、わが友達、⼀年間、ありがとうございました。 僕は、みんなと⼀緒に美し
い思い出をいっぱい作りました。 後で東京研修の⽇記を書きますので、皆、楽しみにしてください。⼀応お知らせします。
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



私達の⼼は⼀緒

2009.07.27

 家の⼈にさよならを⾔って、新幹線に乗って、群⾺県はだんだん視野の中で遠くに離れて⾏き、東京に向かって疾⾛する列⾞の中で、⾃分の⼼は空を⾶んでいるようです。
新幹線を出て先⽣の引率について、ずいぶん久しぶりに⾒る顔⽴ちが並んでいます。しばらくぶりの中国語でみんな⼀⼈ひとりに声をかけて、感動を胸に、交流センターの⼤型
バスに乗りました。 旅館に着くとそこでは兄弟が何⼈か待っていて、とても遠くから私達に向って⼿を振ります。神⼾で別れてからまた出会えて、⼼の中は⾔葉にできない感
動です。 すべてが⼀夜の夢のようで、⽇本での⼀年にもうピリオドを打つことになるなんてちょっと想像できません。みんなのいっしょにいることができる時間もあとたった5
⽇を残すだけ。 夜が深くなると、またみんなといっしょに集まって、話が尽きません。来⽇した時の東京研修、感動的だった中間神⼾研修のこと。私達は東京でのこの５⽇間
に希望でいっぱいでした。 翌⽇は早稲⽥⼤学の⾒学です。かねてからその名は知っていましたが、やはりその評判にたがわぬものといえます。⼊学指導を聞いた後、キャンパ
ス⾒学をして、その後のお昼も早⼤学⾷でとりました。午後の⾒学は浅草で、最も⽇本⽂化の息吹に触れられるショッピング街でもあります。以前⼀度来たことがあったので、
みんなのガイドを買って出ました。和の趣に満ちた扇⼦もあり、いわゆる名物⼈形焼きも味わえました。 3⽇⽬はJASSOの⼊学講座で、講座の後、⼆⼈の第1期留学⽣で東⼤に
⼊った先輩に会いました。先輩の話をたくさん聞いてますます不安になってしまいましたが、⾃分としてできることは、すべてが決まってしまう前に厳しい努⼒を積み重ねるこ
と。その後発表会で空⼿の型と組⼿を披露しましたが、⼤変難しい⾶躍動作に関しては、私も学校の練習時何度も転んでいて、今度発表する前もしっかりできるかとても⼼配で
したが、実際はもうちょっとよかったかな思います。 ついに発表会になって、研修前でと研修期間のほとんどは友達といっしょに遊んで、スピーチの準備もあまり⼗分ではあ
りませんでした。お⺟さんも群⾺県からやって来て私のスピーチ⼤会を⾒に来てくれました。私は半ば重く、半ば楽な⼼持ちで講演台に上がりました。また⼀度この⼀年を振り
返ると、まったく違った気持ちで満ちてきました。 学校の友達と共に歩んだ⽇々はもう遠くへ過ぎ去りましたが、頭の中は相変わらずみんなの笑顔でいっぱいで、定期戦、研
修旅⾏、スポーツ⼤会、⽂化祭を⼀つ⼀つ思い出しました。無数のすばらしい記憶が脳裏で⾛⾺灯のように流れていきます。 家の⼈たちと、⼀緒にすごしたこの⼀年。ディズ
ニーランドでの会⼼の笑み、新年会の賑わい、それに花⾒の時のみんなの笑顔、別れの時のさびしげな姿。何もかもが⽬の前にあるようで、あたかも昨⽇起こったことのようで
す。 更に26⼈が歩んできたこの⼀年、⾟いこと、楽しいこと、喧嘩したこと、寂しいこと・・・いろいろありました。どの⼀⼈も、すべてみんなの励ましの中から計り知れな
い⼒を貰いました。⼀緒だったのはせいぜい20⽇ほどでしたが、この11ヶ⽉のなかで、私たちは絶えず⼼を⼀つにして25の⼼で1つを守り、⼼を⼀つにした11ヶ⽉はもう⻑く
も、さびしくも、⼀⼈ぼっちでもなくなりました。26⼈が⼀緒になって⽇本でのこの⼀年を歩み、成⻑のこの⼀年を歩んできたのです。 その後の宴会で城⼾⻑枝（「遥かなる
絆」の作者）に会い、また巫慧敏の歌声を聞いて、あの別れの歌を⽿にすると、⼼の中が切なくなりました……，でも、最後の送別会では、みんなで、最⾼な笑顔を”獲得”でき
ました。 最後の夜は、眠らぬ⼀夜でした。もしかすると翌⽇の⽇中はもうそれぞれどたばたしているかもれないので、最後の時間はとりわけ貴重な時間に思えました。部屋で
は⻑談義あり、UNOをしているときの楽しそうな笑い声あり・・・。とても充実した眠らぬ夜でした。 25⽇、ついに成⽥空港に到着。⺟、兄、妹、それに東京の親戚と友達達
がみな着いていました。名残惜しんでなかなか別れられず、⾃分は後ろを向いて⼿を振りながら、安全検査室の⼊り⼝に進みました。まるですべてが遠くへ⾏ってしまうようで
したが、泣きはしませんでした。笑ってみんなのところに来たのだし、笑ってこの⼀年を過ごしたのだから、最後まで笑っていたかったのです。⾶⾏機の上での時間は⻑くて、
アインシュタインの相対性理論のようで、また少し違うようでした。 午後2時の頃、⾶⾏機を降りて、久しく別れている両親に会いました。⺟が感動して涙しているのが⾒え
て、⾃分は笑ってみんなの⽅へ歩いていき、⾃分⾃⾝とても落ち着いていたみたいです。この⼀年は初めから夢のようで、このときようやくはっと⽬覚めました。その前は「夢
の最後があんなに遠くへ⾏ってしまったんだ」と感じるくらいでした。東京にいたころはこの国をあと数⽇で離れ、さらにあと数⽇で家族に会うことになるなんて想像すらでき
なくて、夢から⽬覚めさせられているようでした。 北京でのお別れは⾟かったです。あれほど多くの時間⼀緒に過ごして、幾夜みんなと⼀緒に過ごしてきたのか。またどれほ
ど⻑い間みんなとの再会を待ちわびることになるのか。でも私達は笑って、握⼿して、肩をたたいて、兄弟のように抱き合いました。1年間歩みきった私たちは成功者です。誇
らしくあの百⼈の列の中に並び、⻘春と汗でもって尊重と成⻑を勝ち取りました。 繋がる⼼と⼼、私たちの⼼は⼀つ。

楊 萌軒さんの⽇記



いま

2009.08.08

もう１５⽇も経ったんだ、帰国から。 なんか懐かしい感じ、東京の研修、そして、この⼀年間。 みんな、元気ですか。 隔離期間は相当⼤変だったよ、みんなもそうだったよな
あ。 無事でよかったよ、みんなも同じ。 ⽇本語であんまり話さなかったので、もう忘れたかな、この前はお⺟さんに電話したとき、もうめちゃくちゃだよ。 もうすぐ忙しくな
るに違いないけど、みんなの⼒があれば、誰でも⼼強いだよ。 では、みんな、元気でね。
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



中国の家族旅⾏ 上

2009.08.18

7⽉14⽇、午後。 北京国際空港にて待つこと30分、ついにお⽗さん、お⺟さんそして妹が姿を現しました。 約1ヶ⽉ぶりのみんなとの再会です。この⽇から⽇本のお⽗さん、
お⺟さん、妹達の中国旅⾏の幕が開くのです。 7⽉15⽇、朝。 まずは地下鉄とタクシーを乗りつぎ北京⻄駅へ。みんなは北京⻄駅の気迫に圧倒され、古の雰囲気をかもしだす
瑠璃⽡や、駅前広場にあふれる⼈ごみを呆然と眺めていました。 新型⾼速列⾞に乗って、⽯家庄へ向かいます。1年間、⽇本で新幹線に乗っていましたが、北京で乗ったこの⾼
速列⾞も新幹線に全くひけをとりません。時速200キロで⾛る窓の外の⾵景はあっという間に流れさっていきます。2時間後、列⾞はそろそろと⽯家駅に⼊っていきました。 7
⽉15⽇、午後。 中華料理をお腹⼀杯⾷べた後、いっしょに学校へ。みんなが中国で⾒物する初めての場所でもあります。校内をぶらぶらするだけで、そびえる⼭や、⾵光明媚
な⾵景があるわけではないけれど、勉学の雰囲気を感じ取ってもらえたんじゃないかな。 校内を⾒学しているときに、⼆⼈の中学時代の同級⽣に会いました。みんな⽇本語ク
ラスだったのでちょっと話しをしました。国際部専家楼のharami先⽣に会いに⾏くつもりでしたが、⽇本からまだ戻ってきていないとのことで残念でした。学校が始まった
ら、先⽣とこの夢のような1年間を語り合いたいです。 7⽉15⽇、⼣⽅。 スーパーマーケットへ⾏き、⽇本のとの違いを体験してもらいました。お⺟さんと妹はここで中国伝統
のチャイナドレスを購⼊。そのころ家では、着々と準備が進んでいました。 家につくと、なんとすでに家族全員集合し、みんなで餃⼦作りの真っ最中。⽇本から来た両親と妹
も餃⼦作りに参加しました。妹は餃⼦をつつみ、お⽗さんは⽪をのばし、お⺟さんは具の作り⽅からゆでるところまでをマスターしました。⼀緒に⼿作りした成果ですね。今⽇
の餃⼦はきっと、中国で⾷べたものの中でイチバンおいしかったんじゃないかな︕ 7⽉16⽇、午前。 ⽇本ではめずらしい中国⾵揚げパン、中華まん、アワ粥などの朝⾷をとっ
てから、空中庭園へ。もちろんバビロンのではなく、⽯家庄の新しい⾃然⽣態公園で、２棟の⾼層ビルをつないで、間につくられた熱帯植物園です。熱帯⾬林、滝の洞窟など
様々なものがあります。時折かすみがかかり、⽔しぶきが⾶び、珍しい形の⽯が並び、⼤きな滝も。周りに⾒とれながら進むと、帰り道を忘れて迷い込んでしまいそうです。あ
っという間に昼近くになってしまったので、残念だけれどそこを後にしました。 写真も撮ったので今度ごらんください。みなさん、まっててね。

楊 萌軒さんの⽇記



新しいはじめ

2009.08.29

僕の⾼校⽣活は、もうすでに始まった。⾃分の実⼒を⼼配して、やっぱり１年⽣になることにしたんだ。 もともと学校で軍事教練があることになったんだけど、豚インフルエ
ンザなどで、⾏わないことになった。その代わりに、補習になった。毎⽇の６時起きはちょっと⼤変かな。そして、夜の⾃習も参加しなければならないことになっている。いま
さら気づいた、部活ありの⽣活は、どんだけ楽しかったなあ。 ８⽉２６⽇、僕の誕⽣⽇でした。そして、相変わらず、学校に通って、⾃習にも参加したんだ。放課５分前、感
動したことに、みんなは、「誕⽣⽇の歌」を歌ってくれた。本当に⼼からうれしかった。 これで、５６⼈の家族で、僕の⽣活が始まった。⾼校三年、そして、これからずっ
と、みんな、よろしくなあ。 新しい始点から、⾛れ。
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



久々の⽇記

2009.09.05

なかなか時間がなくて、⽇記をかけなかった。ごめんなさい。 お⺟さんから、豚インフルエンザがすごく流⾏ってるって聞いたので、ちょっと⽇本の皆さんのことを⼼配して
います。 センターの先⽣⽅は元気ですか。家族の皆さんはどうですか。そして、前⾼の友達は元気ですか。そして、四期⽣の皆さんも元気にしてね。きっといい⼀年になる
よ。 じゃ、また
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



いよいよ来てしまった

2009.09.10

恐ろしい話題ーー新型インフル、来てしまいました。 僕の学校では、６⼈の感染者が出ちゃって、今⽇から⼀週間の休講になってしまいました。 毎⽇、朝も昼も体温を計らな
ければなりません、そして、⼀旦熱とか出たら、⼀週間も隔離されないといけません。 宿題は⼭みたいで、スケジュールも相当きついです。 とにかく、⼼配しないでくださ
い。僕ちゃんとしますから、皆さんも元気にしてください。 じゃあ、また
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



⼀⾯の銀世界

2009.11.10

⽇記は久しぶりだ。みんな元気かな︖ 帰国してもう3ヶ⽉ちょっとが過ぎたけど、学校もどんどん気が抜けなくなってきているし、みんなも同じかな︕ 最近の報告をするよ︕
やっかいな暴雪が間もなく⽯家庄にやってくる。朝から晩まで⽻を撒き散らすような雪が降り続けるんだ。きっと降り始めはみんなちょっとワクワクして、授業の合間には雪合
戦をしたり雪の中を転げまわっている。でも昼ごろにはアセル気持ちのほうが強くなってきて、携帯には⼤雪警報の知らせが⼊り、⾞の屋根には30センチもの雪が積もり、あ
たり⼀⾯真っ⽩になってくる。外を歩こうとしても⾜まですっぽり雪にうずもれてしまうんだ。 夜になると、勉強をしている僕達のところに、男⼦⽣徒は全員、雪かきをする
こと、との通達が届くんだ。みんなバタバタと外に⾶び出し雪と格闘し、僕も何度雪に埋もれてしまったことか。30分もすると、もう体が参ってくる。服は雪でびしょぬれだ
し、下着も汗でぐっしょりだ。 たった今知らせが届いた。明⽇は⼀⽇休校だ。 冬がおとずれ、めったにないほどの⼤雪に⾒舞われる。 みんなも体には気をつけて︕インフルエ
ンザもさわがれているし。 とりあえずここまで︕

楊 萌軒さんの⽇記



郵便物は届きました

2009.11.13

先⽇は、交流センターからの郵便物は届きました。中には、誕⽣⽇プレゼントとしての写真や葉書が⼊っていて、そして、思わず、その⼀年のことが思い出されました。本当に
ありがとうございました。 今は、⻩くんは前⾼でがんばっていることを思い出したら、⾃分もやる気満々になれます。そして、⼀緒に届いた空⼿昇給審査の証書を⾒たら、⼀
年⾃分の頑張ったことを誇りに思います。 ほかの⼈から⾒ると、ただの郵便物になるかもしれません。でも、僕にとっては、まさに、宝物になります。
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



お久しぶりです

2009.12.29

勉強がずっと忙しくて、⻑い間⽇記を書いていませんでした。 今⽇は学校でパソコンの授業があり、2009年最後の授業ということで、特別にみんなネットをやらせてもらえた
ので、⽇記を書いています。 帰国してもう半年が過ぎました。⾃分の⽇本語⼒が少しずつ下がってきています。⽇本の家族や友達と電話で話すとき、⾔いたいことが⾔えなく
て、⼝もうまく回らなくなっています。やっぱり語学はたくさん話すことが⼤事︕ 先⽇、家族からのクリスマスプレゼントが届きました。“サンタクロース”が遠路はるばる私
に送ってきてくれたもので、本当にとてもうれしい。 もうすぐ新しい年です。交流センターの先⽣⽅、家族のみなさん、友⼈達、みなさんが楽しい⼀年を過ごせますようにお
祈りしています。よいお年を︕︕ 新しい年は、みなさんに良いことがたくさんありますように、仕事や学業が順調でありますように。また、中⽇交流のためにもがんばりまし
ょう。

楊 萌軒さんの⽇記



学校が始まった

2010.02.24

ひさしぶりに⽇記を書きに来ました。みんな元気かな︕︖ 新学期がもう始まったよ。短い休みでホッとしたのもつかの間、また忙しい毎⽇の始まりだ。 春節も何かと忙しかっ
たな。何だか今年はいつもより正⽉気分が味わえなかったよ。 気を引き締めると、全てを忘れられるよ。忙しさにかまけて毎⽇があっという間に過ぎていく。 なんだか⼼変わ
りせず恋⼈をずっと待ち続けている気分だよ（この⾔葉の使い⽅があっているのかわからないけれど）。 まあ、いろいろ書いたけれど、とにかく⽇本の⼦ども達も中国の⼦ど
も達もみんな、元気でね︕

楊 萌軒さんの⽇記



アルバム、ありがとう

2010.03.27

⽇記は久々、⽇本語で⽇記を書くなんて、もっと久しぶりなことだなあ。 アルバム、もう届いた。写真を⾒て、またみんなでがんばった姿を思い出して、懐かしいね。本当
に、交流センターの先⽣⽅を感謝します。 この間、⻑野県⻑野市から短期留学⽣が学校に来ました、僕も留学⽣たちとあって、いろいろ交流しました。そのときは気づいた、
⾃分の⽇本語、だいぶへたくそになっちゃった。どうしようかな︖ その交流は⼀時間しかないけど、⽇本からの皆さんと会えて、ほんとに楽しかった。またこんなチャンスが
あったらいいね。 では、みんな、お元気で。
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



スピーチコンテスト

2010.06.19

数週間前、北京でスピーチコンテストに参加した。 きっと誰かと会えるだろうと思って、期待に胸を躍らせながら汽⾞に乗り込んだんだ。⼀⽇中楽しみにしていたかいもあっ
て、会場に⼊るなり王戴蒙を⾒つけることができた。実に⼀年ぶりの再会。めちゃくちゃ感激した。中⽇⻘年交流センターでは、懐かしのラーメンにもありつくことができた。
コンテスト前⽇に原稿を暗記するなんて、さすがに⽢く⾒すぎていた。⾏ってみればどこもかしこもつわもの揃い。驕り⾼ぶった僕は当然のごとく⼤敗した。⾏きは希望、帰り
は失望だ。優秀賞だけ持って帰宅した。⻑旅の間、悔しい思いがこみ上げてきた。ただ⼀つ嬉しかったことといえば、新しい友達がたくさんできたこと。これが⼀番⼤事とも⾔
えるよね。 写真貼っておくよ。パソコンがちょっと故障して、載せるのが遅くなったけど。ごめんね︕

楊 萌軒さんの⽇記



久しぶりの再会

2010.07.27

さあ、先⽣が⽯家荘に来ました。 みんなビデオを⾒て、また先⽣がいつかこっちに来るかなと思って、やっと夢が実現しました。 昼過ぎ、３⼈で駅まで先⽣を迎えに⾏って、
「ちょっと⾒てくる」ってみんなに⾔ったら、視線に先⽣の姿が⼊ってきました。相変わらず、変わってませんでしたね、４⼈とも。 四⼈でしゃべりながら、ビデオの撮影場
所に移動しました。帰る前に東京研修のことを思い出して、懐かしいですね。その後、ビデオ撮影が終わったら、近くのスーパーによりました。 先⽣から、三期⽣みんなの事
をいろいろ聞いて、⼤学に⼊った⼈もいるし、まだ⾼校で頑張っている⼈もいると聞きました、僕も同じように、今すぐ、⾼校⼆年⽣になります。センター試験に参加した皆さ
ん、どの⼤学に希望したかな︖いつか教えてね。 戴さんと李さんは先⽣をカラオケに連れて⾏きたかったですが、時間の関係で、無理でした。またいつか、先⽣が来たら、⾏
きましょうね。 その後、みんなで話し合いながら、おいしい中華料理を楽しんでいました。帰国後の話とか、４期⽣と５期⽣のこととか。戴さんはスーパーでくじ引きがあり
ましたが、話が夢中になって、すっかり忘れました。今は引いたかな。 いよいよ別れの時間になりました、半⽇って、早かったですね。もっと先⽣といたかったんです。荷物
が多いんで、乗り場まで先⽣を送りたかったんですが、チケット売り場のオッちゃんは、僕が仮に乗り場チケットを買って、実は電⾞に乗りたいと思って、なかなか売ってくれ
なかったんです。まったく〜〜 先⽣、ごめんなさい。 これからも、やる気満々で、毎⽇を向かいます。みんなから⼒をもらったからです。先⽣も、またこっちに来てください
ね。三期⽣の皆さんも、暇になったら、こっちまで遊びに来てね。 久しぶりの再会、ありがとうございました。 P.S.チャイナーのネットは外国サイトへの写真のアップロード
を許さないですから、前のも、今度のも、送れなくて、本当にごめんなさい。できるとしたら、すぐ乗せます。
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 萌軒さんの⽇記



みんな⼤丈夫︖

2011.03.11

⽇本で⼤地震が起きたらしい。さっき学校から帰ってきて知った。 みんな⼤丈夫か︕先⽣⽅、留学⽣のみんな、また⽇本に戻っていった友達のみんな、切実に今すぐみんなの
顔が⾒たい。 僕たちみんなで⼤地震の被災者の皆さんに祈りを捧げよう。 みんなどうかくれぐれもお気をつけて︕︕︕

楊 萌軒さんの⽇記



今度は僕たちの番

2011.06.05

今年のセンター⼊試がついに始まる︕

記憶の中に浮かび上がる、⽇本から帰ってくる時の情景、まるで昨⽇のことみたいなのにね。丸⼭先⽣とお別れしたのも昨晩のこと
のようだよ。明⽇は、⼭崎先⽣とついに会えるんだ。もうワクワクしっぱなしだ。

楽しい時間ってあっという間に終わっちゃうのに、つらい、たいへんな時ってすごく⻑く感じる。でもひとつひとつ乗り越えて、ホッとして後ろを振り返ると、⾃分が歩いてき
たのはおだやかな⾵景の中、きらめく夢、煉獄さえ、春⾵そよぐ楽園であったのだと。これでまた頑張っていけるんだ。

去る者がいて、今度は僕たちの番。まだどうしたらいいかわからないけれど、きっと⼤丈夫。みんなが通った道で、素晴らしい未来
につながっているんだ。⾃分たちが歴史を選んだのではなくて、歴史に僕らが選ばれたような気分になるときもあるよ（笑）。

最近はクラス委員として、⼀⼈の学⽣として、プレッシャーがすごいよ。なんだか毎⽇が落ち着かない。いつもクラスのことを考え
て、確かに最⾼のクラスだし、向かうところ敵なしってかんじだけど、いつもなにか落とし⽳があるんじゃないかって⼼配してしま
う。みんな、⼼配いらないよ、⾃分たちは最強のクラスだろって⾔ってくれるけどね。僕は⼒なく笑いかえすだけ。

“⾼三年になったら、すべてが良くなるよ。”このセリフを⼀番よく聞くよ。

“三”，この数字の意味は、僕も、みんなもよくわかっている。⽇本に留学に⾏こうとしていた⾃分は、避けて通れるかなって思って
いたこともある。でもいろいろあって ……

今度は⾃分たちの番だ。このラインに⽴って、夢をずっと追い続ける。僕が好きな⾔葉は「どんなに⾬⾵がひどくても、⾃分は笑顔
でたちむかう︕（ある有名⼈の⾔葉。みんなも知ってるかも）」そう、こうすることで、笑いかけてくれる。お互い微笑み合うこと
で、みんなおもいっきり笑うことができるんだ。……

Yes,I will keep fighting for you,for all.That`s my dream.

 

 

楊 萌軒さんの⽇記
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