
⾷べられた最初の⽇記への記念>v<〜!!

2008.09.05

確かにコンピュータ授業で書き終わったのに．．． どのキーを押したか分からなくて、こうなっちゃった．．． ああ とにかく安全に到着した!!!>⼝< もう三⽇⽬なんだ だめ
な私はホームシックになった パパ ママ ⽅⾈のみんな 私は東京に着いたよ︕︕︕ ⾞が速いね0⼝0 普段はあまり⾞に酔わないけど 交流センターへの途中で、ずっと頭が前の
席にもたれた姿勢だった ここのみんなは親切だし〜 この⼆三⽇、暖かい感じ〜 だんだんここを好きになってきた〜 ⾵邪はもう治った〜 安全のために、毎⽇のぼせをとる薬を
飲んでる 健康は全然⼤丈夫だよ〜 とにかく ここで楽しいよ すべて順調だよ〜 安⼼してね〜 あなたたちは︖〜 ふふ 頑張ってね〜 私のいい知らせを待ってね〜︕︕ ok寝るわ
よ〜 おやすみ〜=3=

湯 皓⽉さんの⽇記



もう⼀度別れと出会い

2008.09.07

今⽇、私たちは出発した 各地の学校或は家庭に⾏く ⼩班ちゃんと猿ちゃんは⾏く時 周周ちゃんが泣いた 私も泣いた 彼⼥の顔を拭きながら「ばか︕ばか︕」と⾔った 私は駄⽬
な⼈間だ この四⽇間で黙ってどれだけの涙を我慢したのか分からない あなたたちの⼿紙を読んで QQでチャットして 親しい感じだ．．． 東京で別れてから 四時間の新幹線に
乗った ホームステイ先の家族が迎えてくれた お⽗さん お⺟さん 妹と妹の妹 おじいさん おばあさん みんな親切で優しい⼈たちなんだ QQでチャットしてた時、⽇本の両親
は中国の両親とビデオで会った ⽗は「⾖⾖を⾃分の⼦供として、過ちを犯した時、遠慮しないで叱ってください」と⾔った時、 ⽇本のお⺟さんは泣いた．．． 「⼤事な娘さん
を安⼼に任せてくれて、この気持ちは分かります．．．」 妹は⼀⽉にオーストラリアに⾏く ⽇本のお⺟さんはきっと寂しいでしょう．．． 皆さん あなたたちのことが懐かし
い あなたたちのことが懐かしい ．．． ．．． 私は頑張るよ 私は頑張るよ︕

湯 皓⽉さんの⽇記



お祭り〜

2008.09.07

今⽇佳奈ちゃんと（ホストファミリーの妹さん） 街に⾏ってきた 最近ちょうどお祭りがあるから 視野が広まったね （佳奈ちゃんによると、これが今年最後のお祭りかもしれ
ない 8⽉に最も多いそうだ） すごくにぎやかだったわ みんなが興奮してて>⼝< あの太⿎さ︕︕︕ 私もたたいてみたい︕︕︕ 最近よく感じたのは 「やっぱり⽇本だね〜︕」
中国とは全然違うね〜︕ へへへ 明⽇から学校が始まるよ 少し緊張しているけど... ⼤きな声で叫ぼう ---私が⼀番強いぞ︕︕ ---私が⼀番強いぞ︕︕ ---私が⼀番強いぞ︕︕ ...
やっぱり緊張..（笑）

湯 皓⽉さんの⽇記



私は恐がらない>⼝<

2008.09.10

学校で⼆⽇間過ごした... 三⽇⽬の 今⽇ やっと少し慣れてきた感じ... 毎⽇６時に起きて、 夜電⾞で７時に家に着く。 今⽇はわざわざネットするために早めに帰ってきて、 ⼆
⽇間ぶり、、、⽗さん⺟さんは⼼配してるでしょう... 学校では クラスに⼊るとびっくりした、 男の⼦が多い... でも皆さんはフレンドリーだった。 ⼥の⼦の中でも漫画が好き
な⼦がいて=w= すごいね〜︕︕ でもやはりちょっと恐い... 来たばっかりだもの= = ⾃分に⾔い訳してるかしら.. 事実よ、へへ〜 ２０⽇に、 復旦付属⾼校から⼈が来るっ
て、 校⻑先⽣が私に学校の朝礼でスピーチしてほしいって... この⽇記のテーマ通り、 私はもう恐がらない︕︕>⼝< 頑張るよ︕︕ 周周も︕︕ 猿も︕︕ ⼩班も︕︕ 越越
も︕︕ ⼩溪も︕︕ みんなともね︕︕ 私たちはみんなは元気よ〜︕︕ 元気︕︕ もっともっと創るために︕︕ 悲しいこと 楽しいこと 美しいこと すべて... 恐がらない私>⼝<
もっと勇気を出す︕︕ へへへ〜

湯 皓⽉さんの⽇記



私は恐がらない>⼝<

2008.09.10

先ほど投稿したけど、消されたみたいね= = ⼤丈夫⼤丈夫.. 家から学校までの距離は遠い= = 毎⽇６時に起きて夜電⾞で７時に家に着く。 ⼆⽇間もネットを⾒てないから、
⽗ちゃん⺟ちゃんは⼼配してるでしょう... 今⽇は三⽇⽬、 この⼆⽇間は学校で⼤変だった。 誰と会っても恐いと思った= =... でも皆さんはフレンドリーだった。 ⼥の⼦の中
でも漫画が好きな⼦がいて=w= すごいね〜︕︕ 男⼦学⽣が少し多い= = 中国ではいつも⼥⼦⽣徒は⼈数的に上なのに... これは慣れないこと... の⼀つ... ２０⽇に復旦付属⾼
校から⼈が来るって、 校⻑先⽣が私に学校の朝礼でスピーチしてほしいって... 私は恐がらない︕︕>⼝< 頑張るよ︕︕ 実は最初みんなは不安でしょう... でも⼤丈夫〜︕︕ 頑
張りましょう︕︕ もっともっと創るのに頑張りましょう︕︕ 悲しいこと 楽しいこと 幸せなこと すべて... 私たちはみんな勇気を持ってるね~>v<~︕︕

湯 皓⽉さんの⽇記



感謝のうちに成⻑する

2008.09.11

最近少し疲れている.. 朝は佳奈ちゃんに起こされた ⽬覚まし時計をいつ⽌めたんだろう... ４⽇⽬にしてはじめてのことだ.. 電⾞の中で寝てしまった... すこしお腹の調⼦も悪
い... たぶん消化不良だろう.. たいしたことはない 朝⼀時間⽬が終わってからは我慢できなくなってきた 美杉さんが保健室についてきてくれた 先⽣はとてもやさしかった それ
から美杉さんは及川先⽣も呼んできた... ちょっときまりが悪い... 別にそんな深刻じゃないから... 先⽣は私にふだんこういうとき中国でどうしていたかを聞いた わたしは温か
い⽔を飲めば⼤丈夫ですと⾔った それから先⽣がポットに湯を準備してくれた この機会に私は保健室で爆睡した 願望がついに実現できた... 朝寝坊するのは気持ちいいな
あ...=w= 美杉さんはあとで様⼦を⾒に来てくれた 感動した... お⺟さんと学校の昼⾷のあとで外国⼈登録証の⼿続きに⾏く約束をしていた 紙に書いたのが１３︓２０ 私が駅
に着いたのがたぶん１時１５分かな どうやってお⺟さんに電話して連絡をとろうか考えていたとき 駅の改札のおじいさんが私のことを呼んだ おじいさんは中国語の「さような
ら」と「こんにちは」はどういうのか尋ねた ---前に佳奈ちゃんが私のために定期を買うとき、わたしが中国からの留学⽣だと⾔っていたのだ へへっ もちろんとてもうれしか
ったよ 改札のおじいさんの柔和な微笑みにひたっているところで 電⾞が駅に⼊ってきたことに突然気づいた ---おや︖︖︕︕︕ なんで早く来るの︕︕︕ 1時17分︕︕︕ これ
が私の乗る電⾞であることを確認したとき すでに乗客が続々と下りてきているのに気がついた ---定期券︕︕︕ 狂ったようにかばんの中をひっくり返したけど どうやっても⾒
つからない︕︕︕ ---いいよいいよ〜 改札のおじいさんは笑って私に⼿を振って 私はあわてて礼をしてから⾶ぶように階段へと⾛り出した とても⻑い通路を通ってついに⽬の
前に電⾞があらわれた まるまる5分も停まっていただろう ホームに着いた途端にいってしまうのではないかととても不安だった ... ... ---ドアを開けるボタンをしっかりとおし
たその時 運転⼿さんははじめて窓から離れて運転室へと戻っていった ---みんな私を待っていたんだ ---本当に私を待っていてくれたんだ ... ... それからお⺟さんが⾞で⼿続き
に連れて⾏ってくれた ---さっき先⽣から電話があったけど、おなかはまだ痛い︖ ---私は急いでお⽗さんに電話をかけて、どんな薬を飲めばいいか聞いたの。 ... ... 寒いとい
われる岩⼿県 実はとても暖かいところなんだ〜 こんなあたたかい太陽の光の中 成⻑していく... ずっと...

湯 皓⽉さんの⽇記



部活動、⼀⽣懸命探してます。

2008.09.11

学校に⾏って初めて知りました... ⽂化祭も終わったし 運動会も終わってる ... ... じゃあ、部活だな ... ... でも みんなに聞いても あまり部活に参加してないみたい ... ... バレ
ーボール部に⼊りたいけど、遅くまで練習があるし 電⾞に間に合わない... 突然、楊逸先⽣のお話を思い出しました ---せっかく⽇本に来たのだから ---⽇本でしか体験できない
事を経験してみて下さい そうだ︕︕ 剣道に挑戦してみようかな だって、格好いいもん〜︕ 佳奈ちゃんに聞いたら、空⼿部もあるって... ハハ ... ... とにかく⾃分で探してみよ
う〜 ⾃分に合ったところを それでは〜︕ 明⽇も頑張ろう︕︕ （PS.プロフィールはどうやって変更するのかな..）

湯 皓⽉さんの⽇記



剣道部を探し当てました︕︕>3<

2008.09.13

⾼橋先⽣~清⽔先⽣~⼩島先⽣~ありがとうございました。 腹はすでに⼤丈夫です~ 多分気候⾵⼟になじまないでしょう... へへへ~ 今⽇及川先⽣は剣道部へつれてくれまし
た。 格好いいな〜︕>3<中 ⼥の⼦もみんなかわいい>3<︕︕︕ とても親切です... みんな私の⽇本語が上⼿だとずっと褒めしてくれて、ちょっと照れくさいですね。 へへ
へ... 決めました、剣道部にはいること︕︕︕ 昨⽇⾔ったように⽇本でしか体験できないことを経験しましょう。 今⽇⾒学するとき、休憩している部員と話しました。 ⼊部以
来もう５ヶ⽉だそうだが、 まだじょうずになっていないみたいです。 本当に難しそうですね。。。。 攻撃するとき⼤きく叫ぶなんて。。。。 でもやはり学びたいです︕︕︕
わー︕︕ がんばります︕︕ またひとつ嬉しいことがあります。 今⽇剣道部のある⾼校⼀年の⼥の⼦が 私のこと”先輩”と呼んでくれました。 へへへ︕︕ 本当にうれしいさ
〜︕︕ 今⽇、クラスの男の⼦としゃべってみました。 借り物しました。（別のクラスで） 熱⼼で探し出してくれて、みんないい⼈ばかりですね。。。。 男の⼦ってもっと恥
ずかしいかも知らないと及川先⽣が⾔ったんです。 へへへ 清⽔先⽣、先⽣のおしゃったとおりにがんばりますから〜︕ 今⽇とてもうれしい~︕︕ 努⼒しますGOGO ~!! スー
プの皓⽉mam e 2008・09・12

湯 皓⽉さんの⽇記



焼⾁パーティー〜

2008.09.13

みなさん、中秋節おめでとう〜>3< 今⽇の晩ご飯というと焼⾁を⾷べた〜 満⾜だったわ〜 へへへ ⽉餅が⾷べたいな〜

湯 皓⽉さんの⽇記



中秋節おめでとう〜

2008.09.14

おやおや ⽉餅が⾷べられなかったよ。。。 今⽇は⼋⼾まで⾏ってきたよ ⼆⼾から⼋⼾。。。 ほんとうに遠い。。。 靴を買ったよ あとちょっとしたファンシーグッズ 帰国し
たときにみんなにあげようとおもって〜 昼はラーメン〜 久しぶりでなつかしかった〜 妹とプリクラを撮りに⾏ったよ おもしろかった〜 ヘヘっ まあるいお⽉さんはここからで
も⾒えるよね〜 みんな楽しい中秋節を〜=3=

湯 皓⽉さんの⽇記



⾼いところに上ったよ〜

2008.09.15

今⽇は敬⽼の⽇〜 私はおじいさんとおばあさんに中国から持ってきた中国ノットをあげました〜 喜んでくれたよ〜 ここですべてのおじいさんおばあさんにお祝いもうしあげま
す＝３＝〜 中国の重陽節には登⼭の習慣がありますね〜 今⽇お⽗さんお⺟さん、それに妹と⼭に登りました とても⾼いところまで⾏きました ほとんどは⾞で上ったんだけど=
=・・・ それから私たちが最初に会った場所に⾏きました ーーー新幹線の⼆⼾駅です そばのお⼟産やをうろうろしていて、 お⺟さんが岩⼿の名物がついたキーホルダーと河童
の⼩銭⼊れをくれました （すごいかわいい） うれしいなあ＞ｖ＜ 三連休が終わります がんばるぞ＞ｖ＜〜︕ GO GO︕︕

湯 皓⽉さんの⽇記



励ますべき...

2008.09.16

２つの⼩さい“えらいこと”... ..1.. 今⽇は⾃分⼀⼈で剣道部に⾏ってきた、 もともと学校で歩くだけでも緊張する私にとって、 確かな進歩だ（笑） 3時半についた。 しかし部
員から4時半にスタートすると聞いた... 早めの電⾞に間に合うために、 私は早くも帰ってしまった... 残念... でも、得るものもあったよ〜 例えば剣道部への⾏き道はもうマス
ターしたとか（笑） ..2.. 佳奈ちゃんは今⽇学校で交流時の資料を翻訳していて、 遅くまでいなければいないため ... 今⽇は私⼀⼈で帰ることになった。 普段はいつもお⽗さん
が佳奈ちゃんと私を駅まで送ってくれたので、 ⾃分⼀⼈だと、⾞から降りたときどこへ⾏けばいいのかを忘れそうだった。 途中で交差点も多かったけど、 幸いに迷⼦にならな
くてよかった〜 家についた後〜 私⼀⼈で帰ってきたこと、誰も信じてくれなかった（笑） へへへ、 褒めるべき⼀⽇だった（笑）

湯 皓⽉さんの⽇記



中華のチャーハン︕

2008.09.17

今⽇は学校の創⽴記念⽇〜 また⼀⽇お休み〜=3= お⺟さんはお仕事 昼は私とおばあちゃんだけが家にいた 昼ごはんは私が作った〜 私が⼀番好きなチャーハン>v< お⽗さん
が作ったものほどおいしくはないけど… でも、たしかに中国の家のあの味だった〜 おばあちゃんはとても喜んでくれた〜 中国へ⾏ったみたいだって へへっ 次回また別の中華
料理作ろうとおもってる〜 ⽔餃⼦とか麺みたいな…（考え中） へへっ 料理の魂が⽬覚めちゃった>v< 私は「中華⼀番」〜︕えっへん（笑）

湯 皓⽉さんの⽇記



剣道部の練習が始まった~=3=

2008.09.20

最近の⼆三⽇、いろいろあったなぁ〜 たくさんの啓発もくれた すこしずつ話そう〜 今⽇、剣道部に⾒学に⾏くつもりだけど 剣道部の先⽣に会った時 先⽣は サッカーの運動服
みたいなものをくれた 上着は⾚ ズボンは⻘ ちょっとばかみたい（笑） ．．． ．．． そして部員に連れられて着替えに⾏った すると かっこういい⽵⼑を持って ぼんやり練習
に⾏った〜（笑） まず⽵⼑の握り⽅を勉強して 座る。⽴つ ⽵⼑を振り回す。前に進む姿勢 ．．． ．．． やさしいように⾒える ．．． ．．． しかし ⾃分でやってみると、
そんなふうに⾒えない ...- - 攻める時、⼤きな歩調で進めばだめだ ⼩⾛りで進むと先⽣は教えてくれた 先⽣は穏やかに進んでた こっちは⾺に乗るみたかった= =... できるだ
けこっちを⾒てる部員に気にしなかった そのまま先⽣の⾒習いをしてた 剣道部の道場を回って、「移動」を練習してた （先⽣お疲れ） ．．． ．．． ハハハ〜 ．．． ．．．
今始まったばかりだよ︕ 頑張らなきゃ︕︕

湯 皓⽉さんの⽇記



初めて間違って電⾞に乗った

2008.09.25

昨⽇はお腹が痛かったので、早退した... でも今はもう⼤丈夫だよ︕︕ ... ... ... 学校から出て駅に⾏くと、⼀時⼗七分の電⾞は⾏ってしまった。 電⾞の時刻表をあんまり読め
ないけど、 「厨川」との漢字は⼤丈夫... （厨川から家に帰るからだ） ぱっと四⼗分にもあると⾒たから、 万全のために、 わざわざと駅員のお姉さんにもこの電⾞は⽃⽶に着
くかどうかも聞いたし、 （家の再寄駅は⽃⽶だから） 確実の回答ももらい... なのに ... ... ... 電⾞に乗ったら⼈が⾮常に少ないと気づき... 途中で”---岩⼿沼宫内 駅でみんな
は電⾞から降りた。 私⼀⼈だけまた電⾞に残ってた”... しばらく待ってても電⾞は発⾞しなかったし... 運転⼿さんはかばんを持って運転室から出たし... 「カチャン」って運転
室のドアも閉められた... いやな予感... ... ... ... ⼾惑いの顔で私に向かって歩いてきた。 ---どこに⾏きますか︖ 予感が当たった感じ... ---⽃⽶... 少し眉をしかめる ---この電
⾞はここで終点ですけど... ... ... 私は終点を気づかなかったので、 これから気をつけます... ---違う⽅向ではなくてよかったですよ... 私を迎えにきてくれましたお⺟さんはこ
う⾔ってた。 ... ... そうだね〜ハハ〜 どうせ⼆度と同じミスはしないでしょうから〜 しかも 岩⼿沼宫内駅で気持ちよく⽇差しを楽しめたし〜 ハハ〜 満⾜満⾜〜

湯 皓⽉さんの⽇記



英語︕︕GOGO︕︕

2008.09.26

少し早いけど、皆さん、国慶節おめでとう〜=3=︕︕ 神七発射の成功を祝いましょう︕︕ 先ほどネットで神七の発射を⾒たから... 超感動... 点⽕してから、神七が⾶んだ瞬
間、私は泣いてしまった「笑」 ... ... ... 最近の英語テストはちょっと思うとおりにならない... 先⽣はとても私のことを理解してくれているので、ゆっくりねとは⾔われている
けど、 やはり気持ち的には少し慌ててる... ... ... ... 昨⽇午前中の⼆時限⽬の授業のとき、 及川先⽣に呼ばれた。 私のために英語を教えてくれる先⽣を探すって... ... ... ... そ
の⼈はなんと、学校の外⼈先⽣なの︕︕ 先⽣の名前は「Greey」です。 最初は⽇本語で私に質問しまして、 それからは徐々に全部英会話になりました... ... ... 最初は緊張した
けど、 少しずつ、ほとんど聞き取れることに気づいた... ヘヘ... 発⾳がいいと先⽣に褒められたよ。 とてもやる気が出るね... 五⼗分はあっという間に過ぎてしまい、 ゲーム
のような感覚で楽しかった〜 勉強の効率もよく、 先⽣が教えた⽂や、単語とかもすぐに覚えた ... ... これから毎週、このような授業は⼆回ほどあるの〜 超楽しみにしてる〜
先⽣、ありがとうございます〜 へへ︕︕ 私は頑張ります>3<~︕

湯 皓⽉さんの⽇記



神7頑張って、英語頑張って、剣道頑張って

2008.09.27

完璧な宇宙の旅〜 完璧な２５分間〜 「歓声」 私たちの神７はすでに三⼗⼆回地球をまわしたのだ.. 引き続き注⽬していくよ.. 成功を祈る.. 安全を祈る.. .. .. .. この頃は九⽉
の監査なので、 みんなは試験に忙しくて、 私は参加せずに、ずっと学校の国際交流室で⾃習してた.. 前回「Greey」先⽣の授業の後、 私はもう⼀回の英語の「特別待遇」を受
けた「笑」。 今⽇の午前中、たくさんの先⽣が交流室へ私としゃべりに来ました。 （お忙しい中、ありがとうございます） ⼆⼈は英語の先⽣でした。 そのうちの⼀⼈の先⽣
はわざわざと⽇本⼈学⽣の英語テストを持ってきて、指導してくれました。 初めてこんなに集中ができると思いました。 先⽣の⽇本語があんまりわからなかったのも「笑」。
へへ、今⽇何⼗分で勉強したものは⼩学校三年で勉強したものより多かったような気がした。「笑」 あの..先⽣にこんなにお世話になって、 本当に英語⼒を少しでもアップし
ないとね.. .. .. .. 今⽇はやっと剣をまっすぐに振れた。 でも腕も⾮常に痛い「笑」。 今⽇は先⽣が剣で先⽣の頭を攻撃させてもらいました。 （先⽣はヘルメットを着⽤、私
は六回やりました..＝ ＝） 明⽇は剣道の試合があるけど、会場はかなり遠い。 みんなは今⽇で出発して、夜はあそこで泊まるの。 しかし私が知ったのが遅かったので、今回
はいけなかった「涙」。 来⽉はまたこのようなイベントがあるらしいから、 今から切符を買うためにお⾦をためておかないと「笑」 練習 練習︕︕ いつか⾃分も試合に出ら
れるように=3= はっ７︕

湯 皓⽉さんの⽇記



特別な贈り物・・・神七無事着陸おめでとう︕︕みんな国慶節おめでとう＞３＜

2008.09.30

神七が着陸成功〜︕ 国慶節嬉しい〜︕〜＞３＜ 私たちのところは⽉の考査が今⽇終わりました〜 明⽇正式な授業が始まります・・・＝ ＝ へへ・・・ 今⽇と⾔えば⾃習しに⾏
ったとき 及川先⽣がプレゼントをくれると⾔うのです ---あああ︕︕︕《ONEPIECE》の漫画だ︕︕︕ 先⽣がたくさん積み上げたものを持ってきたとき 私は沸き⽴ちました わ
あ・・・ 表紙はまだ全部⾦付け・・・ 先⽣が開くと私は呆然 ---だってあずき⾖は漫画が⼤好き〜 それで佐々⽊先⽣は英語版の《ONEPIECE》を貸してくれました。これを⾒
れば英語もわかる・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 私は喜んでいいのかわからないと⾔いました・・ 及川先⽣は笑っていました・・・ ありがとう先⽣・・・ 私頑張ります・・・
今⽇は優花と穂乃佳と⼀緒に本屋へ⾏きました ⼆冊の本でえんえん迷って結局どちらもやめました・・ へへ ⼟曜⽇は岩⼿沼宮内でお祭りがあるみたい 私は優花と穂乃佳と⼀
緒に遊びに⾏く約束をしました （岩⼿沼宮内を私は絶対忘れない） ⽇曜は盛岡でCOSPLAYのショーがあるみたい︕︕︕ わあわあわあ・・・ ⽇曜⽇に岡を⼊れてCOSPLAY出
演がまだあるようです︕︕︕ わあわあ... でも⼊場料が必要です・・・ 盛岡までの切符と合わせると全部で千くらい・・・ ⾏かなきゃ⾏かなきゃ︕︕ 絶対⾏かなきゃ︕ わはは
〜︕︕ 明⽇ここでは制服が冬服に変わります〜 みんな寒さに気をつけてね〜 は〜

湯 皓⽉さんの⽇記



沼宫内祭り〜

2008.10.04

今⽇沼宮内に⾏って、優花と穗乃佳と⼀緒に祭りを⾒た。 ハッハ もともと夜にダンスがあるけど、 もし⾒終わると遅い電⾞家に帰るしかないので、早めに帰ってきた。 で
も、⼗分です。 穗乃佳の組み---新町組みの服を着てみた。 （写真の中のやつ） プレゼントももらった>v< かわいい優花と穗乃佳が私を⼀⽇連れてくれた。 （優花がまだ⾵
邪中だけど、最後にやはり私を駅まで送ってくれた。）本当にありがとう【涙】 本当に楽しく、充実な⼀⽇だった 明⽇ボランティア活動に参加する ファイト=3=~

湯 皓⽉さんの⽇記



ボランティア〜カラオケ〜温泉>V<~

2008.10.05

朝早く７時半に起きちゃった。。。 ボランティア活動に出た ―-私たちの仕事は 家々から運ばれた新聞、雑誌、瓶と⽸などを決められた位置に置くことだ やさしかったけど ⽇
曜には朝寝坊ができなくてちょっと凹んだ。。。（笑う） でも、皆さんと⼀緒に働くことは⾯⽩かった〜 そして最後に奨励ももらった ――ジュースと熊のビスケットだ
よ。。。 （⻭はチョコレートだらけになちゃって、写真を撮ったときも知らなかった 笑う） 活動は九時半ぐらいに終わった ――仕事の後のレクリエーション。。。 カラオ
ケだわ>V<~︕︕ 洛陽にいたときもずっと憧れていたよね〜〜 カラオケ最⾼だ>.V<~ わわ︕︕ フフ︕︕ 。。。 。。。 最初に池に⼊ったときは熱いね〜と感じた しばらく
中に⼊った後だんだん慣れてきた。 でも出た後歩いてもふらふらしちゃった あ〜〜気持ち良かったね〜-V- 明⽇はまた新しい⼀週間の始まりだね〜 頑張れ剣道︕ 頑張れ英
語︕ 頑張れハッピー︕ >V

湯 皓⽉さんの⽇記



少し教えられた・・・

2008.10.09

昨⽇は岩⼿県の⾼校⽣の合⽂祭に参加した はじめはオーケストラの合奏だった 最初の⾳に驚いた 表そうとしても表せないかも・・・ 本当に格好良かった・・・（笑う） 拍⼦
といっしょに登場したのは各⾼校の代表たちだった ⼿に挙げていた板に学校の名前と 登場する各部の名前が書いてあった ーー⽇本の⾼校⽣たちの部活動はこれほど豊かだとは
考えもしなかった 印象深かったのはある学校の吹奏部だった （その名前は聞き取れなかったけど） 服はとてもかわいい〜 きちんと舞台に⽴っていた まるで⼦供の陸軍部隊の
おもちゃみたいだった 最初は⼀⼈の⼥の⼦のクラリネットの独奏だった ゆっくりと そばの男の⼦のバイオリンも中に⼊った はっきりとしていたパーカッションの⾳に伴って
静かで、柔らかで まるで夜の童話の世界に⼊ったような感じがした 突然 すべての楽器はいっせいに⾳を出した 浮き浮きさせた拍⼦を伴って 舞台のライトが強く変わって
私は満開した⻘春を⾒たような感じがした ・・・ ・・・ このようなレベルはきっと七年間か⼋年間の時間をかけてなれるかと思ったけど、 思いがけないのはみんなは⾼校に
⼊ってから始めた「アマチュア」の選⼿だった ・・・ ・・・ いつも⼼の中で⾃分にあまりにも多い限界を設定しちゃったかも 単語をいくつ暗記できるか 知識をいくつ⾝に
つけられるのか ほかの⼈も同じだから ほかの⼈と同じようにしようと⾃分にわがままにさせた キャンパスでそれらの好奇の⽬つきに緊張して困っている 皆さんのしゃべって
いることが分からなくてどうしても分からない ⾞の窓の外のよそよそした景⾊に浮かんだわけの分からなかった悲しみ ・・・ ・・・ 決められた時間の中に 未来のために有意
義なことを多くやったほうがいいじゃないか・・・ ーー興味 意志 勇気を持って ⻘春の跡を残そう︕〜 英語を上⼿にしようという決意をいっそう強めた〜 帰ったら⾃分の
趣味にもう⼀つのトランペットを⼊れるつもりだ〜 ⼤きな⼝をたたけるかどうか 私の⾏動で説明するよ・・ フフ〜

湯 皓⽉さんの⽇記



90分の⼆⼾の旅〜

2008.10.13

今⽇は⼗⼆時まで寝ちゃった。。。 昨⽇⾞で何時間も酔っていて、起きた時まだ吐き気がするような感じ。。。 ⾷事した後居間でテレビを⾒ているとき、⺟が千乃と⼀緒に⾃
転⾞に乗ってでかけたらどう、と提案した （加奈は外出中） よく⾒たら家にある「まとも」な⾃転⾞は⼀台しかない。⼈を乗せて⾃転⾞に乗ってはいけないから、それに、妹
ちゃんが歩くことが⼤嫌いだから「笑い」 ジャンジャン〜 ーーー今⽇は⼀⼈での冒険だ=3=~ ⺟が簡単に描いた地図を持って（） ーーー⽅向だけはわかるわね。。。 ⽬的は
周りの三箇所の神社だ ーーー地図から⾒れば、道がかなり曲がりくねるんだ とにかく⾃転⾞に乗りながら探しよう=3=~ そうしたら最初の所さえ間違えたーー。。。 ーーー
この⼆三⽇前ボランティア活動に参加した所を⾒たから、条件反射でそこへ⾛っていった。。。 わけわからずに坂を登ってーーー⽬の前に⾃然な⽥舎の⼩道が現れた=3= ーー
ー蜜蜂かなにか名も知らない⾍が⾶んでいて。。。こわくなってきた= =。。。 間違えたと気付いてすぐ戻した 蜜蜂と⾍を傷付けないために。。。－－－そんな坂そんな勢
いで下がったから死んでしまうかも だから、⻑い⼭道をのろいロバを押してゆっくり歩いて下がったの。。。~ 突き当たりに着くと。。。右⼿で⼆メートルの所に広い⼤通り
が⾒えた。。。。。。 ーーー外出する時よく⾒るところ。。。 出掛けて初めての困難に会った ーーー「２００メートル前に⼯事中」っていう札を⽬の前に出て。。。それに棒
を振って⾞の通⾏を指⽰している従業員もいた ーーー本当に⾞しかなかった。。。 三⼗秒ぐらい考えて。。。勇気を出して⾃転⾞に乗って⾛っていった。。。 ーーー「あの
う、このあたりに神社がありますか。。。」 地図でこの前の⽅を⽰した。 ーーー「おお、ある、あるよ。。。」従業員は熱⼼に道を⽰してくれた。。。私と「ろば」をとめよ
うとは⾒えなかった。。。 ⾞は通り終わって、従業員は「どうぞ」っていうジェスチャーをしてくれた ーーーわあ︕︕成功した~!>3< あちこち曲がって 。。。それか
ら。。。 やっとみつけたんだ>3< でも、ここがお葬式をしていた。。 写真を撮った時もお辞儀をしたの。。。 「あそこは神社じゃなくて、お寺だってさっき⾔われた」 それ
から地図を研究して、また第⼆番⽬の⽬標を捜し始めた 前の間違いをしないように予め道端のお婆さんに聞いといた。 ーーー「秋葉神社はすぐだよ。。。あら⾃転⾞で⾏く
の︖階段があるんだよ。。。」 お礼をしてすぐ⽬的地に⾏った。。。本当に階段があった。。。⻑い。。。 息切れをしながら登って。。。恐いぐらい寂しい。。。 ーーー逃げ
ちゃったのよ よし、後は⽵内神社だけだ。。。 ⽬下の最⼤の困難は⼤通りに⾏って、⾞と⼀緒に⾛ることだ－－。。。 。。。⾃転⾞の⾞道がないと本当に不便だよね。。。
幸い⼦供の時から⾼い⾃転⾞の技術を持っているから。。。進む時はほぼ⼀直線に。。。 また坂道だ。。。⽬の前の⾞に専念して、⽬的地とずいぶん離れていることに全然気
付かなかったんだ。。 まだ階段か。。。運動不⾜だなあ。。。 ずいぶん疲れた 私のロバも。。。 急にアイスクリームを買いたくなった。。。そこもまさか悪い⽬にあったと
は。。。 ーーースーパーに⾏って、アイスクリームを売る所がなかった。。。 家に着いて時計を⾒たら、⼀時間半から三時まで ーーー疲れた⼀時間半だったわ。。。 ⾃転⾞
をとめて【実は⼀番疲れたのは】ロバだ ... ... ... ---“ただいま~” ⾖︓ロバちゃん、今⽇はお疲れ様。。。 ロバちゃん︓⼤丈夫、⼤丈夫〜 ⾖︓来週も⼀緒に⾦⽥⼀へ⾏こうよ
〜 ロバちゃん︓oh my god... ロバちゃん＝⾃転⾞ はは

湯 皓⽉さんの⽇記



花巻の⽇帰り旅⾏>3<〜!

2008.10.13

⼀昨⽇の午後花巻へ出発した ---お⺟さんの故郷〜 ⾞の中で2時間あまり寝ていて ⼣⽅に着いた かわいい弟さんと妹さん達に会った>3< （お⺟さんの弟さん、加奈の叔⽗の⼦
供） 本当にかわいいよ︕︕︕ その⼦供の髪の⽑はストレートだよ[笑い]~ お婆さんは⽇本の伝統的な舞踊を⾒せてくれた 和服はきれいなあ>..< ひいてみたいなあ... スーパー
空想だ... 最後⼤きい収穫を持って帰った ワワ わくわくする気持ちは今⽇⼀⽇中で続いていた[笑い] ⼣べ⼆⼾に着いた おじいさんとお婆さんに⼿紙を書くつもりだ。 へへへ
この三⽇間の連休は本当に完璧だあ...

湯 皓⽉さんの⽇記



剣道は困難な段階に来ました...>.<

2008.10.14

わあわあ... 毎⽇素振りを訓練しているのに、やはり⼑をまっすぐできない感じ。 橋本先⽣ また剣道をやったことのある⼤先輩達 なにか⽅法または注意点がないでしょうか...
どなたが今剣道をやっていますか... 経験があったらお知らせお願いします。 ~>.< ハッハッ

湯 皓⽉さんの⽇記



⽇本の中古店

2008.10.14

最近⽇本のいろいろなところに中古店があることに気づいた。 中のものは超安いのは⾔うまでもないけど、⼤低まだ新しいものだよ... この前、花巻でズボンを買った。 今⽇は
古本屋で漫画を買いにいった。 いいものばっかりだわ...=v= へへへ 今後も中古店に通い続けるつもり。 中古店の宝探し⾏動=3=...〜

湯 皓⽉さんの⽇記



⼀⽇の英語〜T⼝T、私はがんばらなきゃ．．．

2008.10.15

今⽇はもともと⾼校⼆年の県の進学模擬試験だった。 また及川先⽣にほかのことを頼まれて．．． カナダの代表団の歓迎会に参加した ---カナダの姉妹校はうちの学校にバレ
ーボールの親善試合をしに来る 歓迎会が終わった後 先⽣やみんなと⼀緒に盛岡へ⾒学した ---出発の時はじめて、⼀緒に⾏く学⽣はただ私⼀⼈だ けだったことが分かっ
た・・・ 傑利先⽣も⼀緒に⾏ったけど 校⻑先⽣の通訳になった。 ---私は⾃分に頼るしかない・・・ カナダの学⽣達は⾞の後ろに座っていたから。 私も⼀緒に後ろに座ろうか
なと考えているとき カナダの先⽣が「英語ができますか」を聞いてきた。 「a little」と答えた。 先⽣は⼿振りをしながら話してくれた。 -―-だぶん「Let 's go」っていう意
味かな．．． 後から来て、みんな親切に挨拶してくれた 最初の⾃⼰紹介は何とかできたけど ... それから私に質問をした⼈がいて... だんだん分からなくなった... あとはぎご
ちなく静かになった… ... ... ... 今⽇たくさんのところへ⾏ったよ 市役所 新聞出版社 テレビ局 盛岡公園 殆ど歩いて⾏った それに英語.. 少し挫けて疲れた... 今⽇初めて電⾞
で... もう少し... 居眠りして乗り越すところだった... 今⽇お⽗さんとお⺟さんが中国から送ってきたたくさんのものを受け取って 久しぶりにお⽗さんの字を⾒て 感動した.. ...
... 私の前髪もまっすぐになったから。 解決できないことは何もないと信じるようになった..「笑い」 英語はやはりしっかり勉強しなきゃ... 剣道も... うん やはり頑張ろうよ...

湯 皓⽉さんの⽇記



本当にもっと強くなりたいね〜

2008.10.16

今⽇及川先⽣が私を連れて試合を⾒に⾏った~=3= ---カナダ姉妹校とのバレーボール試合だった.. ⾏く前に先⽣が「やってみる」と私に聞いた。 ⾏きたいと答えたら、 先⽣
が学校のバレーボール部のユニフォームを私にくれた... 結果現場に着いたらびっくりした... みんなとても強いです... アタックのフォームを⾒ると... 私は学校でオーバーハン
ド・サーブさえ学んでいないのに.. 先⽣が出るかと勧められたら、 必死に断った あまり役に⽴たないナァと思った..【笑う】 今度の活動で カナダの⼥の⼦達と学校のバレーボ
ール部の可愛い⼥の⼦と知り合った 役に⽴たない⾃分にちょっと失望したけど.. でも楽しかった... PS とても残念なのはその2⽇間カメラを忘れた... 写真はもうちょっとした
ら⾒られるかな... へへへ

湯 皓⽉さんの⽇記



またボランティアだ＞3＜

2008.10.17

数⽇前学校で申し込んだ ---明⽇盛岡で⾏われる障害者運動会のボランティアを担当するんだ。=3= クラスでは私と私が無理やり引っ張って来た美杉さん⼆⼈しか⾏かない
の。「汗」 仕事は弁当配りと案内することだそうだ ちょっと緊張するけど。。。 間違いないように気をつける＞⽫＜ 北京オリンピックのボランティアと同じかな いいえ、パ
ラリンピックだ。。。「笑い」 期待期待〜 頑張るぞ>3<

湯 皓⽉さんの⽇記



ボランティヤ ⼀⽇>3<

2008.10.18

今⽇は予定どおり盛岡障害者運動⼤会のボランティヤ活動に⾏きました＞Ｖ＜〜 今朝は普通と同じ、６時３８分の電⾞に乗って 厨川駅で佳奈と別れて 電⾞の中でも少しで迷い
⼦になりそうな美杉を⾒つけた「笑」 飯岡駅に着いた時及川先⽣はもうそこで待っていました ーーー活動の所までけっこ遠かったでえす。。。 及川先⽣が⾞で送ってください
ました。。。 ほんとうにありがとう ございました︕ 会場でこの前姉妹校とのバレー試合でできた友達万⾥英 と彼⼥のクラスメート知喜くんに会って ーーー四⼈グループが
できた＝３＝〜︕ 私たちの仕事は販売だった 万⾥英ちゃんと知喜くんはお菓⼦を売って 私と美杉はコーヒーとケーキを売った 朝９時から１２まで⽴ったままで 最初の時は平
気だったが。。。 終わる時は本当に死ぬほど⾜が痛かった。。。「笑」 試合も⾒れなかったが。。。 よく試合が終わった⼈が優勝状を持って笑顔で 販売の所に来て⾒せてく
れました ーーーその笑顔を⾒て ⼼から感動しました。。。 ーーー⽣活がどうなっても できるだけ楽しもうにしていくと⾔う気持ちが分かった気がする。。。 へへ そうで
しょう〜 明⽇もボランティやあるんだ＝３＝ ファイト＞３＜︕︕
これは⽇本語で投稿されたものです

湯 皓⽉さんの⽇記



助け︓⽇本で1級試験を受ける⼈がいますか︖︕

2008.10.20

申し込むことができるか、どうやったらいい>.

湯 皓⽉さんの⽇記



修学旅⾏はオーストラリアだ.....｢涙｣

2008.10.22

今年の11⽉ XX⾼校の⼆年⽣は修学旅⾏で オーストラリア⾏きます︕︕>⼝< でも残念ながら... 私は⾏けません...T⽫T ｢涙｣ 優花ちゃんはお⼟産を買ってくれると⾔った...T
ｖT （愛してる＝３＝） でも... ⾏きたいなあ...>⼝<
これは⽇本語で投稿されたものです

湯 皓⽉さんの⽇記



中⽇友好交流だ>⼝<︕︕

2008.10.22

先週 先⽣から聞いた ⽇中友好交流として  中央⾼校で４０名の学⽣を選んで 中国に⾏きます︕︕︕ 中国政府がお⾦を払って ⾃分は3000円の⽇本国内の交通費だけ払えば
いい [中国の⼼連⼼かな 笑] 申し込んだ⼈は７０⼈で 今⽇の放課後の⾯接で40⼈を選びます 今⽇学校が終わって 家に帰る時は⾯接の教室を通った 外で待っている 緊張し
た顔つきをしていた みんなに 「頑張って ぜひ中国に⾏ってみてね」と⾔いました みんな中国に⾏きたそうで 私はすごっく嬉しかったです＝ｖ＝〜 でも ... ... ... 私も⾏き
たい...T⼝T 今回は北京と武漢に⾏くそうだ... 武漢に⾏ったことない... うううううううう... 修学旅⾏も⾏けなくて ... ... ... ... 悲しい... [⾏ける友達に武漢のお⼟産を頼む
つもり...殴]
これは⽇本語で投稿されたものです

湯 皓⽉さんの⽇記



2ヶ⽉の報告

2008.10.26

学校に⾏く時、普段通り電⾞の中でぐっすりと眠った 駅に着いた時、⾞内と⾞外の温度差を調節してくれる⼋時の太陽がなかった 降りる時、全⾝が震えた ーーー今⽇は⾬だ
こんな天気なら、家で寝ないともったいないよ「笑」 駅⼝で優花と待ち合わせ ⼀緒に穂乃佳を待ってた つまらなくて、英語の単語を⾒ながら、歌を歌った 最後に思わず⼤笑
いした 結構多くの視線を集めてしまった すぐにやめた ーーー４９⽇前、私はこの時静かに佳奈と学校に⾏く途中だったでしょう 午前中、傑利先⽣の授業があった 湯さんが送
ってくれたアルプス飴と⼤⽩兎飴を彼にあげた 彼は笑いながら、この前の牡丹切り紙細⼯を家に送ったと⾔った 彼はお⺟さんと妻がきっと喜ぶと信じてた その時、もう少しで
私をアメリカに送ってくださいって⾔うところだった ーーー修学旅⾏の愚痴よ （学校側は⾼⼆の修学旅⾏をオーストラリアに決めた 羨ましい 継聞さん 萌軒さんよ 沖縄
京都⼤阪、こんなに多くのいいところがあるのに．．．） 美杉は最近⾵邪を引いちゃった いつも神出⻤没なんだ 隣の席が空きだったので、⼼も寂しくなった ーーーでも優花
と美咲に向って、歌いながらかみ殺すことができるよ「冗談」 今⽇の剣道はやっぱり最後まで練習できなかった 電⾞に間に合うために、早めに先⽣にお辞儀して着替えに⾏っ
た 更⾐室で班⻑が後ろで「礼」って叫んだ声を聞いた ーーー練習が終わった時、⼀⻫にお辞儀をするの．．． ただ何分かだけ早かった．．． 全部電⾞の時刻のせい．．． 六
⽇、みんなと⼀緒に花巻に新⼈戦に参加しに⾏った 合宿は三⽇だよ ーーーもちろん私は⾒学なんだ．．． そうそう、今⽇の練習で他⼈の腹を割るようなまねをした「俗っぽ
いね」 いつか試合場で⾃分の活躍した姿が⾒えるようと信じてる 穂乃佳に会うために、教学楼へ駆けて⾏った。その時校⻑先⽣に会った 授業が難しいのか、苛められたのかな
ど聞かれた 依然として優しくて親切だ ーーー私は笑うばかりだ それで勇気を持って校⻑先⽣に修学旅⾏のことを話すのを忘れちゃった．．． ⽇曜⽇ある台湾⼈の家へ
halloweenパーティーに参加しに⾏く 私は魔⼥になる体つきがないし、狼⼈になる勇気もないし それで髪を巻いてまげを結って、⾚い牡丹のチャイナドレスを着て、みんなに
視覚上の新鮮感を与えるつもりだ．．．「笑」 最近ガチャポンに夢中になった 今は吉ちゃんと蒂姆ちゃんだけ「D·gry man の役」 次の⽬標は６５号だ︕︕=3= ．．．
．．． ．．． 今⽉は思うように⻑くない お⽗さんとお⺟さんは福建に⾏った 今週はあまりネットしてない そして毎⽇ほとんど⼀晩の時間で英語を勉強する ある⽇掃除をし
た時、持ってきた導練をまだ⾒てないと気づいた 初めて「兰亭序」を聞いた時、泣いた 美しい前奏で家のかわいいやつが懐かしく思った 初めて⾳楽を聴いた後の気持ちを書い
た ーーー⼆胡 国際的灵魂 今はここの料理にもう慣れた お⺟さんも私のために焼⾁と焼き卵を作ってくれなくなった 時々晩御飯を⾷べる時、すこし時間かかって味わうんだ
ーーーこの⼗⼀ヶ⽉ならではの味を覚えなきゃ 「お⺟さん愛してるよ>3<」 疲れた 疲れた でも楽しい 毎⽇やることがたくさんあれば ⾃分がまだ若いと感じた まだ時間があ
って たくさんの希望もある 今の⾬の⾳と湿り気の空気を惜しむ でも⾜取りをとめたくない、しかもできない 流れていく時間の中で 成⻑していく

湯 皓⽉さんの⽇記



Trick or treat〜=3=

2008.10.26

今⽇佳奈と千乃と⼀緒に英語の先⽣のハロウィンpartyに参加した〜 【先⽣は台湾から来た⼈で、超親切だよ】 私は適当な服がないから、 チャイナ・ドレスを着て⾏ったらど
うとママが提案した。 ---本当にこのとおりにした 持ってきたもう⼀枚を佳奈にあげた。 ---⼆⼈は道を歩いてたくさんの⼈⽬を引いた。【笑い】 まずは服のために 次は今度
の活動に参加した⾼校⽣は私達⼆⼈しかいなかったの。。。 へへ 初めてこんなやり⽅でキャンデーをもらって ⾯⽩かったよ〜 。 。 。 。 。 ほかに⾔いたいことがないので
写真をだしてね〜 (眼の毒だよ【殴り】)

湯 皓⽉さんの⽇記



やっと京都に⾏くことができました。。。【涙】

2008.10.29

今⽇はお⽗さんの誕⽣⽇だ でも今年は洛陽で彼の誕⽣⽇を祝うことができなくなったので プレゼントとして、昨⽇早めに⽇記を書いたんだ それに、ちょうど 今⽇は及川先⽣
から１つのニュースを得た ―――「みんなの修学旅⾏はオーストラリアへ⾏くことに決まったんだから、⾖ちゃんの修学旅⾏は国内にしようか」 修学旅⾏︖ ―――「⾖ちゃん
を京都に⾏かせるつもりだ 花巻から帰る翌⽇に出発。。。」 聞いたばかりのとき、ボンヤリした ―――「⼀⼈で⾏くならちょっと寂しいだろう だから、佳奈も⼀緒に⾏くこ
とになっている」 そばにいっしょに呼ばれてきた佳奈は私よりもっと興奮したようで 私も彼⼥といっしょに興奮した。。 2⼈は抱いて⼀緒に跳んだり踊ったり。。。 事務室で
―――「これが学校の先⽣達が⼀致して決めたことで ⾖ちゃんへのクリスマスの贈り物なのって」 私は部屋全体を⾒回した みんなサンタクロースの親切な笑顔のように⾒えた
【―――⼀応そう⾔わせてね。。。】 。。。 。。。 私がインターネットでお⽗さんにこの事を⾔った 彼はこれはいい誕⽣⽇の贈り物だねって⾔った 。。。 。。。 先⽣達に
感謝します それに、お⽗さん、お誕⽣⽇おめでとうございます =3= 。。。 。。。 あら 今の気持ちは⾔葉で⾔えないね。。。【頭を抱えて】 ⽣きていていいね【笑】 あなた
達のことを愛している

湯 皓⽉さんの⽇記



氷上のピエロ〜=3=

2008.11.02

午後⼆⼾のスケート場に⾏った はじめて⼑氷で遊んだよ... ⼊ったとき、ただ沿に沿って、5センチメートルずつ つかまって歩ける。 慣れたら、普通遊んでいるローラーのよう
に、疾⾛ の感じは本当に気持ちいい。。。。 しかし︕。。。 今⽇⼆度転んだ。。。 どちらもとめるときゆっくり滑って転んだのだ。 それから、氷⾯にパタンと囧 しかも、⼆
度も同じところで 。。。 。。。 へへ 氷の上のピエロになった以上、 雪上のピエロにもなりたいな （遠くなった）

湯 皓⽉さんの⽇記



恐怖。。冷や汗..... ...

2008.11.02

今⽇スケートから帰るとき とても恐ろしい事が発⽣した... ---家に着いた後、カメラが突然開けられなくなった。 ---皆さんはもう少しで私の氷上の雄姿が⾒られなくなる。
（殴られるかも） 今年8⽉に買ったばかりなのよ︕︕︕ ニコン︕︕︕ [壊したら、死ぬまで打たれるよ︕] 慌ててインターネットで洛陽のお⽗さんに連絡した 柳平のお⽗さん
はインターネットを利⽤して原因と修理⽅法を探してくれて、 柳平のお⺟さんは「さき、寒さと暑さの変わりが速すぎて、⽔蒸気が⼊ったじゃない」といった。 そしたら
。。。 。。。 私はカメラをこたつに置いていた[汗] ... ... 約5〜10分で出して 新しい電池を交換した ... ... ... ... 意外にも開けた︕︕︕ 囧 ... ... カメラの巫⼥︕︕ こた
つ︕︕ お⽗さん、お⺟さん︕︕ ありがとうございます[涙]

湯 皓⽉さんの⽇記



秋⽥県・⼗和⽥湖

2008.11.03

今⽇は秋⽥県に⾏った =3= すごいなと思った。。 この前⼋⼾に⾏った時 ⽗さんはここはもう⻘森県だと。。。 ーーーほかの県に⾏くなら必ず⻑時間列⾞に乗らなきゃならな
いと思っていた ＝＿、＝ 本題と離れてた 今⽇は⼗和⽥湖に⾏った とてもきれいな所だな=3=〜 。。。 。。。 もういい 写真を⾒よう 。。。 。。。 ーーー⽂学的な才能がな
い私は恥ずかしいね じゃ、またね〜=3=

湯 皓⽉さんの⽇記



秋⽥県・奥⼊瀬の渓流

2008.11.03

また秋⽥県だ 鮮やかな紅葉 勢いよく流れていく清渓 私達の盛んな命と 熱烈な⻘春を連想した ⾃然は本当に不思議なものだ

湯 皓⽉さんの⽇記



スケジュール=3=

2008.11.05

明⽇は花巻に⾏く 69⽇ 剣道⼤会を参加する ---いえ、違う、⾒学なんだ--... ⽇曜⽇に京都へ⾏く 10〜13⽇ 三⽇間⾒学する ... ... そこで私は蒸発するかもしれない
よ/=3=/〜[殴り⾶ばせ]

湯 皓⽉さんの⽇記



新⼈戦から帰った

2008.11.08

観戦から帰った=____、= ... ... はじめ中央の剣道部がすばらしいと思い込んでいたけど、 今度の新⼈戦を観戦してから⾃分が井⼾の中の⼩さい蛙だということをはじめて知
りました。 試合に出場する選⼿達のウォーミングアップを⾒ただけで、もう⼗分びっくりしました。 [⽐較的揺り動かしやすいです] 写真は後から⾒せますが。 試合のビデオ
もみんなに⾒せたいのですが。

湯 皓⽉さんの⽇記



ただいま=3=〜

2008.11.11

修学旅⾏が終わって帰りました=3=〜 えーと... 本当に夢みたいな旅⾏でした~ 1⽇⽬の午前1時京都に到着して それから観光バスで⾦閣寺と清⽔寺を⾒学しました きれいです
ね ⼈出がすごかったです...- - ２⽇⽬は多くの神社やお寺に⾏きました また晴明の神社にも⾏きました>⼝< わわ、アニメの中でかねがね聞いていました︕ 興奮しちゃってお
守りを求めました。しかも、“吉”でした 京都の映画基地にも⾏きました ⾯⽩かったです︕︕︕ 周りは⽇本各時代の建物です 新撰組の遺跡もあります。 映画の撮影過程とトリ
ックをいくつか⾒学しました。 ⾒せてくれたのは新撰组1名と忍者1名の組合せでした[笑う] それから... 印象深いのは... おはけ屋敷... この点は後で詳しく紹介します... 初め
てなので... とにかく吐きたくなるほど気持ち悪かったです... 京都⼤学にも⾏きました ⽴派な⼤学ですね 将来もう少し京都にい続けられるために。。。 がんばってみたいです
ね ハハ 夢ならどう⾒てもいいですね=3= ... ... 京都の物価は本当に驚きです.. ただお菓⼦だけを買って1万余りを使ってしまいましたー ⾃分ではあんまり買っていなかったよ
うな気がしますけど。。。 ... ... とにかく京都に⾏ってよかった=3= えーと もう⼈⽣に悔いがないですね〜

湯 皓⽉さんの⽇記



京都 東映映画村

2008.11.12

京都に⾏ってきました アニメの世界のようだと思いました 晴明神社 下鸭神社 京都御苑 本当に夢みたいです... 東映映画城を⾒学することは今度修学旅⾏の中で⼀番印象深い所
でした 超⾯⽩かったです=3= ⼊り⼝に⼊ったらまず明治時代の列⾞の⼀部が⽬に⼊りました。 tactics「⼤好きなアニメ」 のなかに、よくそのような列⾞を⾒ます 私はすごく
興奮しちゃって乗って記念写真を撮りました ハハ  ⻑い間へらへら笑ってました =3= 時代劇も⾒ました すごく笑わせる新撰组と忍者の組み合わせでした それに町に歩いて
る歴史⼈物と記念写真を撮りました それから... はじめて 多分。。。 ⼆度と⾏かない所に-- ... ... お化け屋敷 ... ... ... ... ⼊り⼝のあの扉の開けた瞬間、私は後悔しました...
薄暗い庭で不気味な予感が知らず知らずに湧き上がりました... ---私が井⼾に伏せてある死体を⾒たとたん、⾜が⽌まって⼤声で「だめだ︕︕もう帰る」と叫びはじめました。
私に腕をぐっと引っ張られてる加奈さんが⼤声で「⾖チャン」と叫びながら私を前に引っ張って 及川先⽣も後から私の背中を押して ---逃られないからには、しかたなく⽿を塞
いで⽬を閉じ⼤声で叫んで前に向かうしかありません--- ---どんな⻤でも逃げたでしょう︕︕︕ 全体過程がほとんどはっきり⾒ませんでした 薄暗いですもの よく加奈さんが
「あれ︕︕絶対動く」と聞きました。 好奇⼼にかけられて⾃分も⼤胆に⽬を半分ぐらい開けて⾒たら、 半メートル離れる畳の上にいくつかの死体が倒れていた。 そしてまた⽬
を閉じて全⾝警備の状態に戻した。 あちこちにぶつかって（動くものにぶつかったようだって、あとから先⽣から聞いたんだけど） 気持ち悪くて、もう少しで死ぬようだった
ところ、 。。。 出⼝に着いた。 。。。 空気は新鮮で。。。 分厚い雲の中から微かな光を差して 全⾝の陰気も綺麗に取り除くように ⽣きていて本当によかった。。。 （⼤げ
さじゃないよ。。。） 洛陽のお⽗さんが私からお化け屋の事を聞いて ⼀⾔⾔いました。 「いいことじゃないか。なんでも体験すべきだよ」 私。。。反駁できません。。。 実
は間違いはないんだ。。。 お化け屋に⾏く前は⾃分がどんなに⼤胆な⼈かと思ってたのに。。。=＿＿= 「とにかく私そういうだめな⼈間だ」 。。。 。。。 。。。 とても贅
沢な研修の⼀⽇でした 超楽しい⼀⽇でした=3= 。。。 でも⼀番最⾼なのはやはり映画村でした︕︕ 「ねえ︕」

湯 皓⽉さんの⽇記



ちょっとうっとうしい..

2008.11.15

最近よく制服が⼤きすぎるねと⾔われます... 最初選ぶ時、みんなどんなサイズを着るか分からなかったので。。。 今から⾒れば確かに。。。 肩から⾒て、たくましい感じをさ
せてしいます囧 せっかく⽇本の⾼校⽣制服着られるのに。。 なんだか残念。。。 誰か気休めの話をしてくれませんか=3= [------本当にこの話をした⼈がつまらないですね]

湯 皓⽉さんの⽇記



すべては正しい軌道に乗ってきたよ=3=

2008.11.18

修学旅⾏も終わって 皆が帰りました 3匹のコアラをもらいました ーーー写真に写ってるあの3匹〜=3=〜 今⽇から 朝の単語試験の成績によって、ランキング戦争が始まりま
す ⼣べ2時間勉強しました 今朝収穫を収めました ーー初めて90点取りました ーー満点は100点 ーー満点取ろうしましたが。。。 ーー以前は20点を超えたことが⼀度もありま
せん=____,= 阿部先⽣は私の試験⽤紙に⼤きい⽂字で おめでとう︕︕ よくやったね︕︕と書きました 感動しちゃいました... ハハ 私はまだまだです...〜 決まりました ラン
キング競争で第⼀位を取ること=3=〜︕︕ ... とれればよかった=____、=

湯 皓⽉さんの⽇記



雪が降りましたよ=3=/〜

2008.11.20

実は昨⽇の朝から雪がぱらぱらと降り始めましたが たくさん積もらなかったんだ 今朝起きる時窓から外を⾒ると--- あらら︕...世界が⼀⾯の銀⾊になったよ...=v= このような
光景は遠い昔の記憶の中にしか存在しなかった その時⽗と⺟はまだ元気いっぱいで外へ私と雪合戦をしたよ ⻑い間積み上げた雪だるまの雪ボールは⽗に壊された 振り返ってみ
ると、⽗は遠い所でのんびりと雪景⾊を楽しんでいた⺟に雪を投げてた... ... 本題から離れた... 今朝、興奮して服をちゃんと着てからかばんを持ってて階段降りようとしたとこ
ろ、 ---mameちゃん、あなたのマフラーは︕︕︖ とお⺟さんに聞かれた ---マフラーか..まだ買っていないよ... それで、お⺟さんは佳奈のマフラーをくれた 本当に暖かかっ
た... ---ドア(店)を開けたとたん、びっくりして⽴ち⽌まった... さすがに岩⼿だね...=3= 急速に降っている雪につれて 天上の雲も乳⽩⾊の霧に融けてしまった この静かな朝
をこっそりと包んだ。 ⾵が吹いていた 私のスカートは雪⽚といっしょにふらふらになっちゃった... ---スカートを着て裸⾜で⼤雪にいるなんて、思ったこともなかったんだ
=____= これもこの⼀⽣の中で唯の⼀回かも ただ⼀回しかない11⽉だ ただ⼀回しかない岩⼿の冬だ なので、もっと多いチャンスを作ろう︕

湯 皓⽉さんの⽇記



満点だ=3=

2008.11.20

ははは 誇⽰ではないよ、誇⽰ではないよ...[(=_=)=0)=3=)/蹴り上げ] ---以前はいつも0〜20点だったんけど=______、=... ---そこでおととい初めて合格してから阿部先⽣
からもらったプレゼントの写真を⾒せる=3=~に ... ... 明⽇も爆発しよう︕ わたしの⼩宇宙︕[ははは]

湯 皓⽉さんの⽇記



満点だった=v=/〜

2008.11.26

最近英語の勉強をしてばかりいたためしばらく来ませんでした=3= [何⽇間..︖] 今⽇は成績順位を争う最後の⼀⽇です... ハハ 久しぶりに満点を取りました=3=/~ 阿部先⽣が
この間の成績表をクラスに貼り付けた時わざと声を上げて⾔いました。 ---⾖さんは第7位ですよ 位置の変動はあまり⼤きくないですが... 右側はパンダ 前は優花 左側は空いて
る 後も ------よりよく完璧になりましたね=3=/~ あと2⽇間で今学期の期末試験です ---英語の試験に頑張らなきゃ>3

湯 皓⽉さんの⽇記



のぼせる

2008.11.28

最近中国語を聞くと、頭はすぐ切り替えができません 帰ったらどうしようかな。。 ああ ちょっと⼼配しますけど。。 ここでの勉強はだんだん軌道に乗ってきました。。 でも
もっと疲れるようになりました。。 剣道部のほか トランペットもしてみたいです でも最近吹奏部の部活がずっとないでけど。。 . . . . . 以上です。。 今⽇は早く寝ます。。
=3=

湯 皓⽉さんの⽇記



光栄ある帰還をする=3=/~

2008.12.02

試験はついに終わりました... ⻑い四⽇だったわ... 数学の他 世界史も予想外に簡単だった。... 今⽇、⾚⽻先⽣がお⺟さんに電話をかけて、次のホームステイ先について⾔う
時、今⽇、⾚⽻先⽣がお⺟さんに電話をかけて、次のホームステイ先について⾔う時、私が最近とても努⼒していると⾔った... ---最近四つの⽂明古国を学んでいます... ---ま
たちょうど中国の部分です... =___，=本当にずっと中国史を学びたい... その上、春秋戦国の部分は⻑ければ⻑いほど良い=３＝ ... ... しかしまだ油断することができませ
ん... 試験は終わったというのは、他⽅の苦痛の初めを意味します... 単・語・試・験... ある程度で、私はやはり⽐較的に定期考査が好きです（空を⾒る）〜試験はついに終わっ
た。

湯 皓⽉さんの⽇記



道着  来たーーー︕︕

2008.12.04

今週の⽕曜⽇、ちょうど試験の終わる⽇に 剣道部の⽷井先⽣が私を連れて学校の近くの武道⽤具店に⾏って、⼨法量りました それからほとんど⼀⽇中私は興奮状態で--- どん
な⼨法なのか、いうまでもないですね... ---道着 道着 道着 道着... 字を刺すのは⼤体⼀週間かかると先⽣が⾔った。 考えてみると、道着を⼿に⼊れてから、再洗し、陰⼲
する[最近岩⼿はずっと曇り] それで、早くても来週までようやく運動着で練習する時代と分かれるでしょう。... 今⽇鍵を返す途中で、事務室を通った時、ちょうど⽷井先⽣に
出会った ---ちょうどそのときよ 先⽣に⼿を振られて、部屋の中に⼊ってから、とても⼤きい袋をもらいました... ⼤きな⻘⾊の中で、⼀⽬で⾃分の⽕炎の燃える名前「キラ」
を⾒ます︕ ⾃分の17歳まで2⽇間... 最もすばらしいプレゼントを受け取りました...T3T すこし喜んで躍り上がって=3=/~ ありがとうございます。⽷井先⽣=3=/~ 道着のた
めにも強くなる~~ おおお それに、昨⽇中⼼先⽣の1000分のプレゼントをも受け取りました... 周りに幸せな⼩さい花がいっぱいで~ みんな〜 ありがとうございました＝３
＝〜︕

湯 皓⽉さんの⽇記



中国語の講座=3=~

2008.12.04

⽉末に北京の友好交流に参加する学⽣と⼀緒に、今⽇学校の中で中国語の講座に参加しました... ---私たちは当然⼿伝いですよ=3=〜 ---ほとんどが呉先⽣⼀⼈で講じた
が...=__，= それから..⾃分が⾮常に無⼒なことがわかります.. みんなに名前の読み⽅だけを教えるのにも緊張してなりません。... 後でのども痛くてならない。... 以前⼼の中
で、先⽣のイメージは どんな時であってものんびりしていて、楽なイメージ これで、怠けることを⽬的にして ⼤学の先⽣になりたい"という夢想したりしていました... . . . ど
んな事でも、やはり⾃分が試みるといい=__,= 今⽇も絶好の体験でした..

湯 皓⽉さんの⽇記



もう何も⾔えなくなったT3T/〜

2008.12.07

昨⽇下校する前に、⼀⽇早めに凡ちゃんにおめでとうと⾔われた 今朝も穂乃佳ちゃんと美杉ちゃんの祝福も届いた ちょっとびっくりした でも感動した みんなに覚えてくれて
ありがとうと⾔った 今朝起きた時、家族はいつものままだった たぶん忘れたかもかなと思った... 最後何も⾔わなかった 夜、お⽗さんはいつものように駅で待ってくれた Uタ
ーンして、ついでに佳奈ちゃんの本を買いに⾏くと⾏った そして、⼀緒に本屋に⾏ってずいぶん時間をつぶした しばらくして、お⽗さんが外に出てメールを⾒てから、任務が
終わったから帰ろうと⾔った。 ドアに着いたとき、⽗さんが私の後ろに⽴って ーーー⾖ちゃんからドアを開けたほうがいいと⾔った... お⽗さんが私に冗談を⾔ったと思った
ドアを開けたら、真っ暗だった そして、何かの⾳がして、 ⼀瞬にたくさんの想像が湧いてきた...０．０ 回廊の明かりを⼊れて 佳奈ちゃんの声が聞こえた ーーーま〜め〜ちゃ
ん〜って 声の源を間違えて、とっさに⼆階へ⾛った 結局⽗さんに笑いながら呼ばれて、降りた 客間のドアを開けた瞬間 ⽬の前が急に明るくなった ーーーお誕⽣⽇ おめでと
う〜︕︕ わーー そして⼿作りのケーキを⾒た お⽗さんが佳奈ちゃんの本を買うと託けて、時間を遅らせたことが分かった ーーー佳奈ちゃんが早めに帰ってお⺟さんと私が⼤
好きなイチゴカステラを作ったから 今⽇北京からの友だちの⼿紙とプレゼントを受け取った この⼿紙が早めに届くか、遅れるかと書いてある ーーーこれは偶然ではないでしょ
うね．．． 佳奈ちゃんにマフラーをもらった ーーー⾊についてずいぶん迷ってたけど〜これはまめちゃんっぽいって〜 すぐマフラーをして写真を撮った 千乃ちゃんにキャン
ディーをもらった そしてお⺟さんは ーーーあれはクリスマスのやつじゃないの︕︕︖ と叫んだ じいちゃんの趣味は絵だから、 絵を⼆枚くれた 私をモデルにした...「笑」 お
⺟さんは ーーー⽗さんとのプレゼントはまだできてないから、明⽇⾖ちゃんを⼋⼾へ連れて⾏くって ...私がまだちゃんと海を⾒てないと⾔ったのを覚えてくれた．．． ちょっ
とどうすればいいか分からないから、⼿を叩いて ーーーやばい。。。超うれしい。。。やばい。。。 晩ご飯はお⺟さんが買ってきた私が⼤好きなかっぱ巻きだった ケーキを切
るとき、みんなで「１」と「７」の蝋燭をどうしたらいいかと話し合った もし来年佳奈ちゃんがオーストラリアで１７歳の誕⽣⽇を過ごすなら、みんなが⽇本でこれで祝うと
お⺟さんが笑って⾔った。 これからは千乃の⼗七歳だ...   ... ... 最後⼆階に⾏ってカメラを取りにいくと⾔って、⾛るように逃げた。。。 部屋のドアを開ける瞬間、思わず
泣き出した... 初めて、この家のことを頼りにしたことに気がついた ネットで友だちとおしゃべりをして、 ⽣きられてよかったと⾔った... やっぱり⼈⽣ただ⼀度の１７歳だ ほ
うとうに特別な体験でした...

湯 皓⽉さんの⽇記



⻘森・⼋⼾

2008.12.08

昨⽇⽗⺟が私と佳奈と千乃を連れて、⼋⼾に⾏った。 ---海を⾒に⾏った...太平洋ですね0⼝0︕︕︕ ---今やっと気づいた[殴⾶] 「⼋⾷」で⼤きいホタテ⾙とクルマエビを⾷べ
た... 「その⼤きさは⼩さいときから洛陽で海産物をあまり⾷べていなかったある⼈を⾮常に驚かせた--」 ---⾃分で新しいものを試みてコショウを加え込んだ ---意外に味が中
国のあぶりと同じで、懐かしい ⽗⺟から とてもすばらしいプレゼントを受け取った...[涙] 帰る時私は⼀種の“⾖⼤福”といわれる⼩⾖の⼊ったもちと⿊糖蜂蜜のアイスクリーム
を買って、家族達にあげた [⼩倉優⼦と萌なウサギのCMのやつ] 朝学校で美杉のプレゼントを受けた [イブニングドレスを着た美⼈が雪の中でチョコレートを⾷べるCMのやつ]  
凡チャンは私の⼀番好きなDGMの挿絵を描いてくれた。[その⾊は星野よりすごい] 夜、家に着くと⺟は郵便物があると⾔った ---意外にもセンターの先⽣が送ったプレゼント
だった[驚いた] . . . . . ---この冬とても好き=w=

湯 皓⽉さんの⽇記



comic.から..T3T

2008.12.14

今⽇は盛岡のcomicイベントを⾒ました... -----my god 。今でも頭は粗暴な状態で... -----いいでしょう。私達の洛陽はこれまでまだ漫画展会をやっていない...V〓 ok 本題に
戻ります… 昨晩[今朝︖]1時半になってコンピュータを閉じたのです 先に8時の⽬覚まし時計をセットし、催眠の⽜乳---を飲んで --私達は11時の⽣物時計を過ぎると寝られな
い ---だからすでに3ヶ⽉近くよく寝たことがない...=.= --でもやはり⼀晩中夢を⾒ていた... 翌⽇は遅くなって電⾞に間に合わない それで、路線に沿って⾃分でイベント[怪し
いです]のV〓を探していた その結果、翌⽇優花と約束したあの電⾞に間に合わくなりそうだった… 少しだけ...[呼吸] ⽬的地に到着してからまず⼊場券を買い 先進的な作品地
区 ...たいへん驚いた --- めっちゃ混んでる... ようやく押し合って⼊って みんなの⾃分で作ったのcomic同⼈作品を⾒た... みんなすごいね >^<... 誰がアマチュアか︖どうし
てすべてきれいなのかな ---でもやはりひと⼭を買って帰って来て--- 満⾜しないT^Tに満⾜しない。同じ同好者だけれど、なぜレベルの格差がこんなに⼤きいのかな[気がふさ
ぎます] 作品区を⼀回回った ⼼はもう別のところに⾶んで ---早くからこの⽇を待っていた... ---本当の⽬的... ...COSPLAY... 戦国BASARAカウンターに⽴っていた優花に
cosplayを探しに⾏くかどうかを聞きたかった時に、. . . え︖ あれは... ⼊り⼝は撮影の許可証を書いて ⾚い服を着て...その⼑平...[汗] まさか︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕ . . . .
. 瞬く間にみんなの前に⼀⼈の⼥性は⾶ぶように⾛り始めて=__、= . . . . . . 本当に神⽥ですね>3< 始めからまだ確定できないが... 当然同様な全⾝のサンタクロースの⾝なり
のつむじ⾵のお下げのお嬢さんと眼帯をかぶるある⾚い⽑のウサギを⾒た後... これが確かにdgm団ですと分かった それから今度はallenを出す⼈がいないことに気づいた.. [少
し失望しています] すこし失望してから更に興奮した... ⻑い間迷ってから、やっと勇気づいて、⾃分の最近の利娜莉のところに⾏って... いっしょに写真を撮ることができます
か0w0... 美しいお姉さんは少し恥ずかしそうに[もっと多くのが疑惑です]私に対して笑う... ---すぐ優花が私をつれて外に⾏って--- アズキちゃん、まずは撮影の許可証を書か
なくちゃ... ............................. 書き終わった後に3⼈はいなくなって[寒い] それから私と優花はすぐ隣のcosplay館によけた... わーい...さっきよりもっとぎっしりです[殴
⾶] dgmのところ、coserの以外に、⼭のようなfan達は携帯電話とカメラを持って並ぶ... 私も〜\\(≧▽≦)/~⾶] ついに私達--- 息に、息を吸って、息に、息を吸う。 ⼼の中
で何百数覚えたせりふを黙読した... すみません 写真をとってもいいですかを それから.. 神⽥さんは優しく笑ってくれ... ..世界は本当にすばらしいですね...[涙] す早くposeを
とった三⼈をみて 少し敬服する ---cosを遊ぶ⼼理素質は普通ではないわ... ---私であったら、そんなに多くのふさわしい[クールさを装う 汗]の表情をして... ---きっと無限に
NGを下された... ---ありがとうございました お礼を⾔った後にまた会場の他の隅で写真を撮った... 暗い⻑官、家庭教育 basara... それから眼はまた⼊り⼝で少⼥に包囲され
るdgmグループのところに戻った... 本当に神⽥さんと⼀緒に写真を撮りたいわ... 観察した後、まだcoser達と⼀緒に写真を撮った⼈は誰もいないことに気づいた... まさか⽇本
で決まりがあるか、あるいはそうしたらcoserに対して失礼でしょうか..? ⻑い間迷っていた。優花に聞きましょう ---問題ないわ。みんな良い⼈です。勇気を出してアズキはで
きるよ ⾏け︕ ---優花のこの話を⼀⽣感謝します.. またあの3⼈のところに⾏って⻑い間待った 其の時三⼈はお互いに写真を撮ってので ---そばで3⼈のかわいい表情を⾒るだ
けで,ある⼈の顔に幸せな⼩さい花が咲いた 3⼈の仕事が⼀段落してから ⾃分にもっとも近いｌaviに突撃する--- ---あのう。。。いっしょに写真とってもいいですか。。。 返
答を待つあの何秒間、⾃分の脈動は⼀回でも⼀世紀のように⻑い いいよ わ〜... laviは私に明るく笑って... ...徹底的で⼒が抜けた... 結局... 最初に歩いてきたのは意外にも神⽥
さん0.0です!!! 無感覚になって徹底的に無感覚になりました... 急に顔は燃え上がる感じで[] わあわあ...私達の神⽥美⼈は近づいてきた同時に ⼿も私の肩に着いた感じです
(*+〓+*)~!!! . . . あの1枚の記念写真も同じく⾮常に⻑さ... 予想のどおりに,私の顔の⾚さは広島のXちゃんのPPと同じ... 私は本当に無能だわ 幸せなの廃材[たたいて] 3⼈と
順番によって写真をとってから すべての⼈は聞こえる声で⾔った 私 中国から来たのです。。。 突然3⼈は同時に頭をもたげて⼤きい⽬を開いて 整然として私に--- すげ と⾔
った︕︕ [少し汗... 利娜莉はなぜこんなこと⾔ったの...] ---え︖︕⽇本語上⼿︕︕ 神⽥さんは⼤きい⽬を開きます... 私は頭を振ります laviが聞いた--- ちなみに いつここに
来たの︖ 私の答えを聞いてから 3⼈はまた⻑い”え”〓〓〓.. しばらくの沈黙の 後に、aviは看板の笑顔で⼀⾔の頑張ってください で 私達の今度の不思議な会話を終えました
. . . cos⼤広間を出て胸の中で感動はいっぱい ⼀部の良いcomic作品は---こんなにすばらしいcos作品を持ち出して comicが好きな⼈々にこんなに多くの感動も... ありがと
う。ずっとそばにいる優花 今度のイベント ありがとう 3位のかわいくてずばらしいcoser  ありがとう 最初の夢想に対するの熱烈さをまた拾いました... . . . 最後にずっと
ここまでみてきたみんな、ありがとう 私の下⼿な⾔葉に対する⼤きい⼼に T3T今⽇は盛岡のcomicイベントを⾒ました...

湯 皓⽉さんの⽇記



みんな〜いってらしゃい〜  ＝３＝

2008.12.17

いよいよ明⽇〜 XX⾼校の中⽇友好派遣団も出発ね  今度私は天津に⾏けないけど。。。Ｔ３Ｔ ま〜 向こうに帰ってからきっとチャンスあるのさ「⾃我安慰中」 ーーー 天津
お菓⼦最⾼︕︕＞３＜ ははは みんな 楽しく遊んできてね＞３＜︕︕ ちなみに。。。 明⽇からうちのクラスに ⼥⼦は私しかいない。。。 無⾔。。。 Fight...

湯 皓⽉さんの⽇記



本当に気にかけます==...

2008.12.22

学校の中⽇友好派遣団は中国に⾏ってもう5⽇⽬でした... . . . . . . ネット上で何回も相関ニュースを調べましたが全部同じようなことを書 ---胡錦涛主席が福⽥前⾸相と⽇本の
千⼈の⻘少年代表を会⾒しました... ---私は甚だしきに⾄ってまだこれと中央が中国に派遣したのは同じことであるかどうか知りません... - -... みんなは中国でのことを知りま
せん... ⽇本の習慣と多い違いがあるためびっくりしてそれとも失望することがあるかどうか... [強烈にないことを望みます] ⽇本に来た後 ここが故郷と⼤きい違いがあること
で悩んでいます しかし周囲からのたくさんの⼩さい温かみと⾃⾝の成⻑の感動です... 私にこのように温暖を与えるみんなは私の祖国で 家族が付き合っていないうちに 何も知
らない1週間で 少し感動させることを望みます... ほんの少しでもいいです... . . . . . . みんな 待ってるよ。

湯 皓⽉さんの⽇記



Today やばかった。。。

2008.12.22

１．朝 ⽃⽶駅に着いたとたんに 「。。。雪のため。。。２５分遅れます。。。⼤変ご迷惑かけて申し訳ございません。。。」 って 放送で聞いたが。。。 ーーー やっ
た。。。「死ね」 佳奈と待合室で電⾞を待って ーーー こんな天気はね。。。 家でこたつに⼊って。。。蜜柑⾷べて。。。ココア飲んで。。。ネットやったほうがいいよね
〜 って ⾔ってるとき。。。 電⾞がやってきた。。。－－ 電⾞さんゆっくりゆくっり。。。 岩⼿川⼝に着いた時。。。 。。。 。。。 ⽌まった 。。。 。。。 しかも 電線
切れたって 運転⼿さんが⾔った。。。 ーーー やった。。。  じゃないみたいね。。。 「お願い死んでーーー昨⽇のＭ－１。。みんな⾒た︖」 電源切れたから 電⾞の中
の電気も切った。。。 もちろん 暖房も。。。 －＿－ 。。。 そんなに寒くなかったけど。。。 ２時間も待ってた。。。 しかも 最後ちゃんと動いた。。。 。。。 。。。
結局 学校休めなっかた。。。 ２．午前授業終わって剣道部に⾏って。。。 ーーー 誰もいなっかたーー。。。 教室に戻って ⻲ちゃんに会って また道場に戻って 誰もい
ない道場でお弁当⾷べて 。。。 なんだが 今⽇テンションめっちゃたかかった。。。 ⼆⼈の⼥⼦⾼⽣剣道場「とそこ以外の所で」でずっと笑ってて＝＿＝。。 この四ヶ⽉間 
こんなに楽しいのは初めてだ。。。 。。。 。。。 どう考えてもやばかったよね 今⽇。  
これは⽇本語で投稿されたものです

湯 皓⽉さんの⽇記



Merry Christmas ~ =3=

2008.12.24

へへ santaからのプレゼントを待っています〜 ---ディズニーの⼊場券或いは秋葉原と池袋に⾏く乗⾞券 ---本当に三冊の同⼈誌を投げいれてくれてもいいでしょう=3= Dear
Santa : This year I have been a very good girl For christmas I want any comic books and Disneyland`s tickets . Thank you for bringing me presents every year︕
You are very kind Sincerely Dou.Tang 部屋を整理しにいきます santaが⼊って来る時転んだらどうしょう... [こっそり逃げる] ... ... 親愛なるあなた達 メリークリスマス
=3=/~ PS第1枚は剣道クラブの⻲ちゃんが私にくれた⾃家製のクッキー と駅の改札係のおじいさんが私にくれた、いもの千切りです 第2枚は今晩のアイスクリームケーキです
[家族全員はここに置くことを強烈に制⽌したが...]

湯 皓⽉さんの⽇記



転んでしまった囧

2008.12.29

今⽇お⺟さんは私と佳奈千乃を連れて奥中⼭⾼原⾏きました ---有名だと⾔われるスキー場です.. ---めったに岩⼿に来ましたから冬でスキーをしないと殴られますよ=3=E6/~
[あなたを殴ります] テレビで奥中⼭⾼原のスキー場の広告をみました 広告のなかの⼈は格好良く滑っています..-3- それから⾃分を広告の⼈とイコールと思いました... それに
滑るのでは⼑冰と⼤体同じであると思いました... ---初⼼者として私はこの運動を軽視したためすぐに苦しめられました... ---残念ながら緩やかな坂で初めて転んだ後まだ完全
にこの点に気づいていませんでした...かなり勇気を出してお⺟さんの後でケーブル・カーに乗りました... ケーブル・カーを降りるととても傾斜が急な坂です... 恐れもなく滑り
下った後... ---予想通り転んでしまいました... ---今回本当に痛いと感じました... 座っているままどうしても⽴てられません... 最後お⺟さんと従業員は私を引きずっていきま
した...汗[そこうを離れないと後の⼈とぶつかるかもしれないからです...] ⼼理状態を調整したあと... お⺟さんが私に教えた“⼋字のブレーキ法”をしっかり覚えました[私の普通
さを許してください...] ---今胸がまだどきどきします... ---ケーブル・カーの上から⾒たゆるやかな⼭道は意外にもこのように危ないですo_O︖?? ---坂から降りる時私は意外
にも⽌められません︕︕︕︕︕︕︕ どうしょうどうしょう... あの時本当に⾃分が死にそうだと思いました.. 。 。 。 。 。 。 そろそろ森林の中に⾶んで⼊りる時... 最後に本
能的にお尻で地⾯につくと何とか減速したのです... それから境のとても厚い雪の中にささりました... 。 。 。 。 。 。 助かった⽌めました... 周囲の情況を少し観察すると⾃
分はまだ坂の真ん中にいます ---⽴ち上がるとまたきっと早いスピードで滑って降ります... Oh my god私を転がって降りさせてください] ---それにスキー板は内⼋”と⾔う状態
で雪の中で押さえていますからまったく⽴ち上がれません... 。 。 。 。 。 お⺟さんがやって来て無理やりに私を引っ張っても私は少しも動けませんでした... 最後、お⺟さん
は後ろから私をあげ⽀え始めました...(-(∞)-) あの瞬間⺟の愛は本当にとても偉⼤だと感じました... 。 。 。 。 。 。 引き続いてゆっくりと下へ降ります... その間また何度か
転んでしまいました... でもどのよう転んでも私は⾃分で⽴ち上がりました... ⼭すそに着いた時全⾝がだるくて痛かったです。絶対に剣道クラブでの筋トレより痛いです... 両⾜
はすでに感覚がなくなりました... 何度も地に座っている⼀瞬で本当に筋がねじ切られたような気がします...[吐き気がします] すぐに旅館に潜り込もうと思っていました... 。
。 。 。 。 。 結局やはりぼんやりしてケーブル・カーに乗りました...囧 潜在意識の中で弱々しい⾃分を⾒逃したくないのかもしれません... でもめったにスキーに来て簡単に
放棄する⼈はいないでしょう... ⽪が落としても、⾻を折ってもかまわないです ---私は本当にこのように考えました...=___，= 。 。 。 。 。 。 。 逃⾛しなかったのは本当
に良かったです... ブレーキすることをマスターした後に何とか雪の上で疾⾛する感じを楽しみました... お⺟さんは前に何メートルを滑るといつも振り返って私を励ましまし
た。 ---真っ⽩な奥中⼭⾼原で依然として⽐類ない温かさを感じられます... 。 。 。 。 。 今⽇箱の底に置いた⽑⽷のセーターを着てきました 何回滑った後全⾝汗を搔きまし
た... 4時間以内にずっと“内⼋”の私は旅館に帰った後⾜はしばらくそのままでした... 。 。 。 。 。 。 温泉の中で ⽔蒸気で敷き詰めているガラスを通して夜の中である真っ
⽩な奥中⼭は⼀望に⾒えます。 夢まぼろしの2008はそろそろ歴史になります。 今後の⽇々で. 私達は依然として消えない情熱で. たくさん希望と感動を収穫することを望みま
す。

湯 皓⽉さんの⽇記



さっき 初詣に⾏ってきました〜

2009.01.01

明けましておめでとう〜 さっき 家の近くの神社に⾏ってきた。 ⼆⼾の冬夜はすごっく寒い。。。 ⼭にある神社の階段を登ってた時  もう初詣をしてきて上から降りてきた
⼈達に会うと 「おめでとう ございます」とみんなお互いに声をかけてた 頂上に着いてまるで寝っている、静かな⼆⼾の姿。。。 全部⾃分の⽬に納められた。。。 こんな静
かに新年を迎えるのは初めてだ。。。 この静かさで ⽬を閉じて 両⼿を合わせて 「いい年でありますように。。。」 みんな ⼀年ありがとうございました 来年もよろしく〜
これは⽇本語で投稿されたものです

湯 皓⽉さんの⽇記



お正⽉だ︕︕＞３＜

2009.01.03

正⽉は花巻のおじいちゃんとおばあちゃんの家に⾏った〜︕ ⼤晦⽇でおばあちゃんとおじいちゃんからもらったお年⽟をもって 朝７時⼆⼾の家から出て盛岡のフェザンに⾏っ
た〜︕ もちろん。。。福袋買った。。。 。。。けど。。。 びみょうだった。。。＝＾＝ ⼀部分を千乃と佳奈にあげった。。。 ちょっとショックだったが。。。 仕⽅な
い。。。福袋だもん。。。 福袋はもう体験してきたっと⾔えるようになった〜 めでたし めでたし〜＞３＜ 。。。 。。。 お昼は河童寿司に⾏った〜 考えると  ⾃分が⽇本
の回転寿司⾷べるのは初めてだ〜︕︕ 。。。 。。。 今はもう⽳⼦を夢中になってしまった。。。＝ｖ＝ 天ぷらもまぐろおいしかった。。。＝ｖ＝ さすがね。。。 花巻のおじ
いちゃんとおばあちゃんはおひさしぶりだった ⼆⼈は相変わらず元気で親切だった。。。 ピザ チキン マック  そして お節料理。。。 やっぱり どこのお正⽉も太くな
らなくちゃ。。。 「おいおい。。。」 佳奈とパパとWiiのテニスをしぬ気でやってた。。。 超疲れた。。。「笑」 へへ〜 つまらない話でごめんね〜 それじゃ〜。。。
これは⽇本語で投稿されたものです

湯 皓⽉さんの⽇記



お正⽉はやっぱり着物だぁ〜

2009.01.03

今⽇ ママの友達にメィクをやってもらって すごっく きれいな着物を着ていた。。。 あああああああ。。。 不思議な感じだった。。。 素晴らしかった。。。 ーーー 私の
ことじゃないね。。。 花巻から帰ってきて 顔と腹の⾁。。。超やばかった。。。 店で店員さんに⼿伝ってもらって着て 神社に⾏ったり ニコア（うちの近くにあるデパート）
に⾏ったり プリクラいっぱい撮ってきた〜「⼤満⾜」 。。。 。。。 どこに⾏っても注⽬されてちょっと恥ずかしかった。。。 へへ。。。 ⾜袋にしっかり縛られた⾜がめっち
ゃ痛かった。。。 神社の階段を降りた時は。。。笑 あと 腰も痛かった。。。 でも。。。 この思い出はもう何よりも⼤切で ⼀⽣も忘れられないと思う。。。 ママ ありがと
う。。。 もう 楽しくて楽しくて何を⾔っていいか分らない。。。「涙」
これは⽇本語で投稿されたものです

湯 皓⽉さんの⽇記



今までありがとう

2009.01.16

利真っちに来てから  私のパソコン突然ネットできなくなちゃって... 直すのもけっこ時間かかるそうで... （２０⽇ プロな⼈が来るそうだ） 直ったらもっと書くから  パパ
ママ  佳奈 雪乃  おじいちゃん おばあちゃん... ぜひ ⾒に来てね... ⼗⼆⽇ 私はもう四ヶ⽉も住んでた柳平家族から  利真っちに引越しした... 引越しの⽇は普段と同じ朝
遅くまで寝て ご飯⾷べてから 佳奈としゃべって 出発の時も 普通ドライブのようだった... ママからのメールで「明るく次のなるみさん宅に送り届けたかった...」って書いて
くれた 私も笑ってママと別れたかった...が... ⾚⽻先⽣に 「最後 湯さん本⼈何か⾔いたいことは︖」って聞かれて その時 思わず 「パパとママに「今までありがとう」って
⾔いたいです」って⾔ったとたんに  ⾃分が「ヤバイ!」って 思って  泣いてしまった... 最初向こうの両親とテレビで会った時 ⽗が「あの⼦のことを⾃分の⼦どものうよう
に厳しくしてください」って ⾔って  ママが「⼤切な娘を私たちに任せて そんな気持ちはわかります...」って⾔いながら 涙がでっちゃった... その時から  ママが本当に
私のことを佳奈と佳奈といっしょにした... 初めて早退した時  電⾞から降りて迎えにきたママを⾒て 本当に感動した... ⽔道⽔に慣れてない私のために⽔を沸かしていた いつ
も「必要なものある︖」って聞いてくれていた いつも「お帰り」って⾔ってくれていた... 最初最もつらかったの時期 ママのおかげで  私楽しく慣れてきた... 私を連れて⻘森
に⾏って （最初⾏った時 ただ「ここが⼋⼾」って分かって もう⻘森にやって来たこと全然知らなかった...） ⼋⾷センターで懐かしいの味が⾒つかった... ーーー⼋⾷最
⾼︕︕︕[笑] 太平洋もすっごかった... パパとママからのプレゼントをもらった時  もう 泣くほど嬉しかった... 今まで洛陽でもあまり紅葉⾒たことなかったが 三⼾で最も素
晴らしい景⾊が⾒た... 辻和⽥、奥⼊瀬...  寒かったけど 超楽しかった... ーーー うどん おいしかった[笑] 花巻のおじいちゃんとおばあちゃんと ３回しか会ったことなか
ったけど... お⼩遣いもお年⽟も もらって ... 嬉しかった... [本当にすみません>^<] 奥中⼭⾼原は寒かった... しかもスキーの初体験で... めっちゃ恐かった... でも マ
マがずっと そばにいてくれて... すごっく安⼼で ちょっとずつできるようになった... ⾦⽥⼀の温泉も奥中⼭の温泉も⼤満⾜だった ---スキーの後ですぐ温泉 贅沢>^

湯 皓⽉さんの⽇記



新しい

2009.01.17

利真ちゃんの家に来てから今⽇はもう五⽇間だった お寿司とケーキでご馳⾛された [ケーキうまい︕︕︕︕︕] でも 最初は新しい家族にまだ慣れず めっちゃ寂しかった 12⽇
来たばかりの夜 部屋に帰って 体も⼼も冷たくて 佳奈と雪乃からもらった⼿紙を読みながら 何回も何回も泣いてた 13⽇利真ちゃんとお⺟さんとスーパーに⾏って ゲーセンで
利真ちゃんからプレゼントいっぱいもらった 14⽇利真ちゃんがほかの県の⼤学⾒学に⾏って 家に私とお⺟さんしかいなかった フェザンでコートもらった..-_- ーーー 本当に
すみません... ありがとう... いろいろお⺟さんと話して 「なんか利真より話しやすい」って⾔われて 私 嬉しかった お⺟さんにいろいろな所に連れて⾏ってほしいって お⺟
さんが「お⽗さんが試合ない時だったらいいよ」って⾔ってくれた >v< －－－やった︕︕ [お⽗さんは仕事のほか 柔道教師もやってる] まず明⽇温泉に決めた>v^

これは⽇本語で投稿されたものです

湯 皓⽉さんの⽇記



綱張温泉半⽇ －３－/~

2009.01.18

昼ご飯⾷べて お⽗さんとお⺟さん⼀緒に温泉に⾏った 露天温泉は初めてだ- -... でも外の景⾊は本当に最⾼だった... 周りに雪いっぱいけど お湯にいる体がめっちゃ熱かった...
ちょっと不思議な感じがする〜 午前中イオンに⾏った この前  花巻で買えなかった財布 盛岡で⾒つかって超嬉しかった>33

これは⽇本語で投稿されたものです

湯 皓⽉さんの⽇記



新年おめでとうございます>3
2009.01.26

ふふ とうとうインターネットができました おや⾔いたいことがたくさんありますよ しどろもどろな中に 要するにまずみんな
新年おめでとうございます〜︕︕ 23⽇の朝にオーストラリアに留学にいく佳奈を⾒送りました 午後に久しぶりに橋本先⽣と清
⽔先⽣にあいました ⼆⼾から来たお⽗さんとお⺟さんにも会いました ⼼ゆくまで中国料理を⾷べました また... その後までず
っととても気にかけています... ...橋本先⽣は⼤丈夫だったでしょうか...︖ 先⽣ありがとうございましたT3T... 先⽣に会ってと
ても楽しかったです... 24⽇は中国の⼤晦⽇です 午前お⽗さんが私達を連れて岩⼿県に誕⽣した詩⼈の家を⾒学に⾏きました -
--⽯川啄⽊の記念館です あの⽂章は少しも分かりませんが印象づけて彼の名前をしっかり覚えたのです... ---先⽣ 私はやり遂
げました︕︕T^T 午後⼿作り村に⾏って煎餅を作りました... 焼く前にその"6回ひっくり返してください"の商標に注意しませ
んでした... 最後に⾃分の⽕の上で焼いていた煎餅が煙が出たのを⾒ました...V〓は それから隣家のそば屋に⾏って烏冬を⾷べ
ました... ---てんぷらのエビが⾮常においしかったですT3T 晩に家に帰った後家族に⽔餃⼦作って上げました ---お⺟さんはず
っと気にかけています... 早めににニラと⾯⽪をとりそろえたように⼿伝いました... またいつも家がしばらくインターネットを
利⽤することができないため⾃分を責めています... 1⽇中電話をかけて国際電話をかける⽅法を検索しています... ---お⺟さん
のおかげで... ⼤晦⽇の夜に洛陽の両親の声を⽿にしました... 声が知らず知らずのうちにぶるぶる震え始めました... 最後に順調
に"新年おめでとう"を伝えました... とても楽しかったです ありがとうございます先⽣ ありがとうございますお⺟さん ありが
とうございますみんな 新年おめでとうございます>3

湯 皓⽉さんの⽇記



⼩岩井〜雪まつり〜

2009.02.01

昨⽇朝からの吹雪  超やばかった。。。 今朝から⽌んで よかった。。。 午後３時ぐらい お⽗さんが柔道審判の仕事から帰ってきて 家族みんなを連れて⼩岩井の雪まつりを
⾒に⾏った ⼩岩井の牧場すごっく有名で 乳製品もびっくりするほど⾼かった。。。 「卵⼀つ１００円以上も。。。」 いろいろの雪だるまで作ったお城が ライトのきれいな光
で眩しくなって ⼩岩井の夜は不思議な世界だった そして 初めて雪のかまくらで焼⾁を⾷べた＞Ｖ＜︕︕ （あの机の下にこたつがあるだと思ったけど。。。 ただの布団だっ
た。。。） さすが⼩岩井の⽜⾁ うまい〜〜〜＞Ｖ＜ おもしろかった 帰る前にいろいろ写真撮って ⼿超やばかった ーーー⼿袋わすれったから ーーーその時お⺟さんが⾃分の
⼿袋を貸してくれた 「ずっとかぶってるから暖かいよ」 その優しい暖かさが ⼿のひらから⼼まで届いてきたような気がする。。。 最初鳴海っちに来た時 まだ慣れてなくて
「⼆⼾に帰りたい」ばかり考えていた⾃分 確かに弱かった。。。 環境の変わりによって もっと強くなりたい。。。 へへ〜 清⽔先⽣〜 ありがとうございます〜 ほんとに素晴
らしい週末でした〜＾＿＾〜
これは⽇本語で投稿されたものです

湯 皓⽉さんの⽇記



あと1週間だわ〜やや

2009.02.07

昨⽇すでに航空券を⼿に⼊れた 先⽣達、安⼼してください 調べて⾒ると、午後2時半につくようである ちょうど誰かにぶつかることができるかな=3=/~ 半年が本当に早い み
んなそう思わないのT3T/~ 早めにバレンタインデーおめでとう〜

湯 皓⽉さんの⽇記



お元気ですか〜︕︕>⼝<

2009.02.19

久しぶりに家にインターネットしました。 ⼊⼒するのが鈍ってきたようです。[笑 今すでに家に着きました。 友達は全員もう安全に到着しましたか~︖ このごく短い4⽇（合
わせて3⽇ありますか︖）で あなた達のおかげで無数の美しい思い出がありました。 あの⼀つ⼀つのシーンは ⾶⾏機がテーク・オフするとき⾛⾺灯のように頭に思い浮かびま
した。 私はただむだにしっかりと窓をほじっていました。 あの⻘い空は⽬の中でだんだん⽩い雲に隠れました.. 。 。 。 。 。 。 。 。 。 出発の⽇、お⽗さんはもともと柔道
の審判の仕事がありますが、 私を送るために早めに帰って来ました。 改札⼝で家族達を別れの挨拶をした後 また⾶⾏機待合室で⻑く待ってから⾶⾏機に搭乗し始めました。
搭乗⼝に登る⼀瞬に 私は無意識に振り返ると... お⽗さんとお⺟さんと利真はまだ空港の屋上の上にいるのを発⾒しました。[0_0驚 あの時、私は⼒を⼊れて彼らに対して⼿を
振りました... 。 。 。 。 。 。 ⾶⾏機をおりて荷物を受け取る時 頭をもたげますと“⿅児島”3つの字を書いている商標を⾒つけて それから思わずに駆けていて商標の下に⽴っ
ている2⼈を抱きつきました。 [私にびっくりさせました..=____，= 私の⼤いかばんが中からゆったりと移動してきて 3⼈はどのようにホテルに⾏くかを相談し始めました。
⼊り⼝まで歩いてついた時、また上なく熟知している⼆⼈の友達と出会いました。 ホテルに到達するバスにも同様な⾏⽅の仲間がとっくにのぼりました... 神⼾に到着する時、
このように意外な喜びが続けざまに絶えませんでした。 胸の中にはいっぱいで、初めてこのように安⼼していると感じました。 。 。 。 。 。 神⼾学院⼤学の⼤学⽣達は本当
にかわいいです>V⼝

湯 皓⽉さんの⽇記



天気が乾燥して⽕を注意してください[铛铛

2009.02.20

昨⽇家の近くに⽕災が発⽣しました 10時頃のことです ⾄る所警笛の⾳を聞こえます 胃がむかむかします[震える 最後にお⺟さんと利真と⼀緒に出て ⾒に⾏きました [利真の⼝
にはまた⻭ブラシをくわえています... 私は制服と⾰靴を⾝につけていて突進していったのです。囧 出ると遠い所の空にもうもうとして⽩い煙を⾒えます ぼんやりとまたすこし
⾚い光を⾒えます ... ... 本当に⾮常に怖かったです- A-... 幸いに急速に消されました 最近乾燥しています でも盛岡では今⽇雪が降りました... ⾒渡すかぎり真っ⽩です 学校が
引ける時もともと昨⽇の⽕災の現場まで⾏くつもりでしたが 考えてみますと放棄したのです... 天気が乾燥して⽕を注意してください=A=/~

湯 皓⽉さんの⽇記



寒くて死にそう/(¯﹃¯）/〜〜

2009.02.22

今⽇雪が⽌みました お⺟さんと資源回収に⾏きました ビールの⽸と紙くずを整理して トラックに載せました 今までのと⼤体同じでした ただ … … … たいへん寒かったですー
ー... ⼿が⼀番ひどかったです 帰ってお湯で洗ったら うわ... ⼀サイズ腫れました とても痛かったですよ お⺟さんの紹介で、たくさんの⼈と知り合いました みなさんに「偉い
ね〜」と⾔われました このような活動を参加して、 もっと⽇本に触れたいです もっと多くの⼈を知りたいです みなさんの⾃分が⽣活している町に対する愛に感動しました そ
して、私との接触で 少しずつ中国を知ってくれればいいんです ... もしね 笑 岩⼿の雪はすごかったです...－＿－ もう春を期待してます 徐さんによると、北海道も学校が休み
になりました「私たちの東北チームも勝利の曙をすこし⾒えるわねTVT...ああ 試験を受けるみなさん Fight〜︕︕

湯 皓⽉さんの⽇記



受賞した

2009.02.23

さき県庁から電話をもらいました 先⽉参加した岩⼿県の⾼校⽣の作⽂⼤会 ---《10年後の岩⼿》 意外にも優秀取れました0_0... ... [電話をおろしてお⺟さんを抱いてキチンで
むやみに跳びました... その時私はどのように⿐の先からガラガラと3枚の原稿⽤紙を絞り出すのでしたか...[ねじ曲がります 玥 徐 ありがとうございます私も⾃ら祝賀するT⼝T
これが夢かな... 夢であっても私を呼び覚まさないでください... [Zzz... このやつはすでに気が狂います...[引きずっていかれました

湯 皓⽉さんの⽇記



ラジオ番組に取材される＝⼝＝︖︕

2009.02.27

今⽇放課後 幸恵先⽣の所に⾏った そこで 先⽣が 「来週⽕曜⽇、IBCのラジオで⾖チャンについて 取材したいんだけど。。。」 ０＿０︕︕︕︖︖ ーーー 何︖。。。 「岩⼿
にいる外国⼈っていう番組で、そのアナウンサーは私の知り合いなので、⾖チャンがここにいることを教えたんですけど。。。四時⼗五分からの⽣放送なんだけど。。。」 ー
ーー ⽣放送︕︕︖︖︕ ーーー まじで＝⼝＝︕︕︕ 。 。 。 この私。。︖ は。。。い。。。︖ 。 。 。 「はい。。。⼤丈夫なんですけど。。。」 「その時何を⾔えばいい
んですか︖」 って私が先⽣に聞いたんだけど。。。 「それは。。。その⽇にならないと分らないんだから。。。」 ＝⼝＝。。。あ。。。 マジ緊張するわ。。。 。 。 。 「そ
の時この職員室の先⽣たちに⾔うから。。。⼀緒にラジオを聞こうって。。。」 。 。 。 家に帰ってお⺟さんに⾔った。。。 「ほんと︖︕すごいじゃん︕︕」 興奮した。。。
「普通みんなラジオ聞かないよね。。。〜」てお⺟さんに聞くと。。。「うん、でもみんなに⾔ったらきっと聞くよ〜どこの家でもラジオあるし〜。。。」 ＝⼝＝。。。マジ
聞いてほしくない。。。 ３⽉１７⽇は受賞式 岩⼿の知事にも懇談会あるそう。。。 すごいね。。。 すごくない︖︕ 。 。 。 以上ーー。。。
これは⽇本語で投稿されたものです

湯 皓⽉さんの⽇記



最近これに夢中になりました

2009.03.01

昨⽇はお⽗さんの誕⽣⽇です。 しかし仙台に出張しました。 今⽇の午前にお⺟さんと家でカステラを作りました。 Valentine'sdayのを加えて 今⽉に本当にケーキ作ることを
いっぱい体験しました。 クリームを塗る時最も感じがあります>3< イチゴをつけるときいつもきちんと整っていないのです... 最後に残ったのはすべて⾷べてしまいました。
[笑います ふふ 時間があったらみんなもすこし試してください~ でもクリームの箱の上のエネルギーの標⽰に注意してください[⾁の脂⾝を挟みます

湯 皓⽉さんの⽇記



インタビュー本番 ＞⼝＜︕︕

2009.03.03

今⽇はうちの⾼校の卒業予⾏式で―――す。 ２時半ぐらい終って ようやく前先⽣が⾔った ラジオのインタビューがきた―――。。。 。 。 。 緊張です（笑） 録⾳中、美杉が
ずっとそばにいってくれて助かった （この⼈だめだ...囧） 。 。 。 番組のアナ―さんがまず私と別の所でちょっとしゃべって 緊張な雰囲気を緩しながら あとのインタビュー
についてもちょっと準備してた 。 。 。 いよいよ本番が来マシタ―――。⼝。︕︕ ..... ― 来てから今まで ⾖チャンはここをどう思うの︖ って聞いてくれた 。 。 。 。 。
。 昨⽇⼆⼾のパパにメールで取材のことを教えた ― すごいじゃん!明⽇、楽しみにしています、 ― パパだったら緊張なるな。。。。 ― 元気にやってるみたいで安⼼した
よ ・ ・ ・ ママからもメールもらった ― 今晩は今⽇も寒いけど⾵邪ひいてない︖ ― 今⽇は遅番で⼋時頃帰宅しました。 ― 部屋に⼊ると、こたつの上に「神⼾」と書い
たお菓⼦の箱︕︕「わ〜〜〜〜〜⾖ちゃんからだあ〜〜〜」とすぐ分かりました。 ― ありがとう︕︕みんなで⾷べたよ。おいしかったよ。チョコもクッキーもどっちも
(^O^)／ ― がんばれ〜まめちゃん＼(~o~)／ ・ ・ ・ インタビュー終わった時 鳴海お⺟さんにメール送った ―「今から帰るよ〜ラジオどうだった︖。。。」 ―「よかった
よ〜ちゃんと録⾳した〜可愛い」 ―「では、気をつけて帰ってきてね〜」 ・ ・ ・ 録⾳の⾞の中まで来てくれた美杉 ずっと隣に座って、⼿を握ってくれった 終わった時はマ
クドナルドでお祝いしてくれた ― 「お疲れ」 。 。 。 。 。 ― 「ここは..ここにいる⼈のみんなは...」 ― 「みんな、暖かい笑顔をくれました」 ― 「幸せな国だと思い
ます」 今まで多くの多くの⾟いこともあって 楽しいことも 感動したこともいっぱいあった みんなのお陰で 私は⼀⽣懸命幸せになるように ずっと笑うことを決めた ありがと
うね 。 。 。 。 。 っていうことは 今度７⽉帰る前 にもう⼀回取材されることに決められた囧... 頑張りまーす...T3T/~
これは⽇本語で投稿されたものです

湯 皓⽉さんの⽇記



どこの学⽣でも学⽣です[そらを眺める

2009.03.07

今⽇は第⼀⼟曜⽇です。 ---すなわち補講する⽇なのです。 国語、数学と⾃由選択科⽬の後で 最後の1校時に阿部先⽣は私達に資料を配りました。 めちゃくちゃで⼭のようで
す。 しかしすべて１つの内容に関します ---⼊学することです... -_ -... 来る前に本当に⽇本の学⽣の学習量を過⼩評価しました。 またプレシャーでもあります。 春休みに私
も⾼校三年⽣になります... おやあわわ...[頭に来ました 先⽣の配った志願に関するプリンートを⾒て 深く息を吸い込みました。 私も神社に数回黙読したその名前を書き込みま
した。 ---順調にできることを望みます... やはり⽇本へ留学しにくるのも進学する圧⼒から逃げられないです。囧 アジア以内にすべてそうなのだかもしれません。 ....次回アフ
リカに⾏って試みます。[殴ります どこの学⽣でも学⽣です... 学.. は ⽣です.. 最近やっとこの⾃分で背負っていた⾔葉が少し悲壮な意味を理解しました... ...囧 fight︕︕受験
⽣︕︕

湯 皓⽉さんの⽇記



最近、これに熱中になっちゃったーー進級版

2009.03.09

ーーー最近また熱中になっちゃった囧... 皆さんはカラオケで歌う習慣があるかな この前、利真ちゃん、お⺟さんと⼀緒に時遊館へ歌いに⾏った anime系の歌を思う存分に歌っ
た．．． ーーーほんとにストレスが解消されたわ．．． 「今⽇の喉は声が出られなくなった．．．囧 学校で友達と喋ってる時、よくどこには安いktvがあるかと話し合うんだ
でも⾏く時間がない 「美杉ちゃんは暇だけど、カラオケには嫌いみたいだ．．．囧 「彼⼥の⼤好きなボーリングに対する私の態度と同じ．．． 暇な時、⼀緒にカラオケに⾏こ
うT0T/〜︕︕「ブラボー

湯 皓⽉さんの⽇記



嵐に再会/(¯﹃¯）/~

2009.03.14

昨晩テレビで“岩⼿沿岸の暴⾵警報” を⾒たが、⼀晩中何事もなく穏やかだった 今⽇ママとおじいさんの家に挨拶をして⾏った[最初家に帰った時、その⾵で雪が舞っていた...
帽⼦をかぶるとすぐ吹かれて落ちる... ⼝を開くと雪が⼝の中を満たした... ママはずっと“傘を持って来ればよかったのに”を⾔った... あのような情況の下で傘を持ってもだめだ
かも... あのような情況の下で私 は意外にもカメラの夜間モードを模索してきた... 狂喜して、いろいろ写真を撮って帰って来た...[綿⾏って救いがたい... 家に帰る時⾃分で真っ
⽩になった=u=... 私の凍って固くなった⽖の作品をみんなにみせる ⽯のを投げる⽅はよけてください、ありがとう=3=~ ps 第1枚はおじいさんの家で撮った 本来はお菓⼦を
撮りたいが結果おじいさんをも撮った...囧おじいさんがとても親切でとても⾯⽩い ひっきりなしに字典を換えて私の名前の意味を調べてまた⾃分の⽵⼑を出して⾒せた~[5年
の剣道をやったみたい... 第2枚はおじいさんの家の中庭 第3枚は私たちの家の中庭[殴] 春、早く来てよ[⽇を眺める]

湯 皓⽉さんの⽇記



誰の誕⽣⽇も楽しい~

2009.03.15

今⽇、親愛なる美杉レッサー・パンダは18歳になりました~ [花を散らして⽔を撒きます] 上の⽇記のように荒れ狂う⾵の中で 髪の⽑を振り乱している狂⼈が盛岡駅まで⾏って
⼀⽇遊びました。 昼ごろに“陳⿇の家”で盛んな中華定⾷を⾷べました ---その陳⿇ご飯は本当においしいです。ふふ︕︕︕ [みんな、もしそこにチェーン店があるならぜひ味わ
って⾏きましょう] 初めてエビのギョーザを⾷べました。（本当に初めて です） [3つで400円です--...とても⾼いです] 渾然と分からない内にすでに3階⾷べました。 美杉はお
腹がもういっぱいでした。 私は誇らしくて⾃分のお腹をたたきました。 ---店から出た時、1歩進みますと、どんなものがのどから外へ湧きだすと気づきました... [回し蹴りで
送っていきます 超楽しかったです。 盛岡に⾏く時、久しぶりに改札係の⼭⽥おじいさんに出あいました。 [すでにあまり電⾞に乗らなかったためです] またお菓⼦をもらいま
した。 彼は私に いつ帰ると聞いて 私は 7⽉末でしょうと答えました。 突然少しなくします... 帰る時、返礼として盛岡駅前のスーパーマーケットで買ったチョコレートを⼭⽥
おじいさんに送りました。 おじいさんは笑いながら私に 帰国前に嘛⻨味噌にご馳⾛します。 何が好きですか︖ と聞きました。 その時とても感動しました... 偶然にめぐり会う
２つ国家の⼈ですが いつの間にかすでにこのように熟知するようになりました。 ---⼀瞬の間に まるで少しこの11ヶ⽉の⽬的を知ったのです。 全ての出会い 笑顔を⼤切にし
て この海に隔てて互いに眺める⼤地を ますます近くならせます。 本来、家族達は私が帰ったらいっしょに外出するつもりでしたが 結局⼤変疲れたから帰ったとたん横になっ
て寝りました... 起きた後にお⽗さんはまた私達を連れていっしょにス テーキを⾷べに⾏きました。 お⺟さんと利真は --嘛⻨味噌のおかげで外⾷する回数も多くなったと⾔い
ました。~ 私はエビを⾷べていて でんでん太⿎のように⾸を横に振って 私のおかげではないでしょうと答えました... あなた達があなた達の⼤福のため私の福⾖の ⼤福の⾖が
なことに出会うことができます みんな、気づきましたか︖ 神⼾から帰って今⽇まですでに⼀ヶ⽉になりました。 9⽉にきわめて調⼦が悪い蒸し暑さ 今更にまだはっきり覚えて
います。 11ヶ⽉はとても速いです。 これからの⽬標は ---⼩さい業績はすべて後の個⼈の伝記に書き込みます[殴ります 再度~ 美杉、誕⽣⽇おめでとうございます~ みんな頑
張って~︕︕

湯 皓⽉さんの⽇記



授賞式

2009.03.17

今⽇はこの間参加した 《10年後の岩⼿県》作⽂⼤会の授賞式の⽇--- 覚える⼈あるか。 離れる前にみんなは全部 ---嘛⻨味噌は多く知事と話す︕ でも現場に⾏くと、超緊張し
超眠りたい.. みんなの⼝の中の岩⼿県の知事=⼝=を⾒たが︕︕... ⼿も握わなかった... [俺は特別賞... 授賞したのは知事ではない... ---でもかえってほっとした... ---今⽇いく
つかのテレビ局のビデオカメラがついてきた... [晩にママ利真とテレビの前に守り...予想通りに1番上等の賞のルポルタージュを⾒た ... 側に座る⼀枝さんと知り合いになった
[花卷の⾼校から来る卒業⽣ 私は緊張していて、昨夜徹夜し書いた今⽇の発表内容の下書きをもしっかりとつかめなかった囧 ⼀枝は頭を近寄り、にこにこ私に⾔った “どうし
てもずっと笑えばいい~” ⼀枝さんはいつもテレビの上で出現するアナウンサーふじぽん[審査員]の署名を得たから、ʼ興奮してやまない 私もいっしょに写真を撮って 超うれし
かったhigh ---毎度の出会い 交流 ---⼀つずつの重要な覊絆を構成した 知事のこの話は共鳴を引き起こした 過去 現在 将来 永遠に⾃分の通⾏する⽬標だ それから... 最もう
れしいことは意外にも5000元の賞⾦をもらったの︕︕︕ yeah~︕︕[殴⾶

湯 皓⽉さんの⽇記



祝賀の晩ご飯

2009.03.18

家に帰ったら、お⺟さんは ーーーどうでしたか、緊張しましたかと聞いてくれた 今⽇のテレビでそれを放送するかもしれないから 新聞を探した。 最初はどのチャンネルが分
からないから 利真ちゃんは携帯で⾒て、 私はお⺟さんとチャンネルを換えてみた。 やっとIBCで⾒つけた... お⺟さんは「家のテレビは録画できないね」と⾔いながら、携帯で
撮ってくれた。 ーーー私の顔はきっととても可笑しかった、顔なんかもうないんだ「頭を抱える」 晩ご飯のとき、 お⽗さんの誕⽣⽇で⾷べた散らし寿司を載せる⽫を⾒た。
そして、今⽇の主⾷はそれだった．．． そして、焼きマグロもあった... 今⽇は三杯おかわりをした... 晩ご飯のあと、メイちゃんの執事を⾒ながら、 「ちょっと話を変えるけ
ど、メイちゃんの執事のなかのだれが⼀番好きでしょうか〜」 お⺟さんは⼩さなケースを出した ーーーそれがケーキだったよ００︕︕ どれが好きと聞かれて、 ぼんやりして
わけが分からなかった どれもおいしそうだから 「お⺟さんと利真ちゃんが先に選んで〜」 「それはだめ〜これは⾖ちゃんのお祝いだから」と⼿を振った ００ またびっくりし
た そして⼤喜びだった．．． そうかそうか... 私は合掌して ありがとうを⾔った ある英語の番組を⾒た そのせりふはずっと覚えている ーーー外国語はただ流暢だけでは⾜り
ない ーーー肝⼼なのは⾃分の気持ちを伝えることだ ずっと⾔おうとした「ありがとう」はどれぐらいがまだ伝えてなかったでしょう ちょっと不安だ 残る数ヶ⽉の時間を利⽤
して 感動と喜びを ちょんと⼤事にすべきな⼈々に伝えたい

湯 皓⽉さんの⽇記



彼岸花が咲いた

2009.03.20

今⽇はすごっくいい天気で 太陽も暖かかった。 さっき  お⽗さん、お⺟さんと⼀緒に お墓参りに⾏ってきた。 今⽇は 「彼岸」て⾔う⽇だそうで お寺は普通よりちょっとに
ぎやかな感じがした でもそのにぎやかはただ⼈が⾏ったり来たりしているだけで 実は静かだった。 お⽗さんが⽔でお墓を何度も丁寧に雑⼱で拭いて洗った。 お⺟さんは持っ
てきた花束を⼀本⼀本出して お墓の両側に差し込んだ。 周りは⾵に吹かれて揺れてる⽊の枝の⾳しか聞こえなかった。 こんな暖かい太陽の下で ちょっと不思議な感じがし
た。 悲しい気持ちではなく、 それは何かを願って  この暖かい太陽の下で頑張って⽣きる強さだと ⾃分が⼼の中で思ってた。 「さぁ まめちゃんも、 ⼿を合わせて」 お⽗
さんが声をかけてくれた。 「まぁ あったことはないけどね...」 私すぐかばんを置いてお墓の前で⼿を合わせて祈った。 ⻑くて⻑くて 「そこにいても。。。ぜひ。。。」 帰
る時、⽬がお墓の両側の花を気が付いた あんまり鮮やかすぎて  その世界でも⾹りを染めるように。 ⽬の前で お⽗さんとお⺟さんの優しい笑顔を⾒て きっとその花で⼆つの
世界をずっと繋がってるだろうと思った。
これは⽇本語で投稿されたものです

湯 皓⽉さんの⽇記



私は意外に蚊を⾒ました...

2009.03.21

この数⽇間盛岡はずっと⻑⾬が続いていた でも、空気がそのために湿潤になりました 晩家に帰るとき、向こうからの⾵もそんなに寒くないと感じました。 でも... 私が蚊を⾒
たといえば、--信じますか.. 朝外出する時⼀⽬で庭の中の“ゆっくりと⾶び舞う”⼩さい⾍達を⾒かけました... まだこちら側に向かって攻めないうちに、ぱっと駆け出しまし
た... ああ、あまりにも怖い... 毎年の夏蚊で、体が傷だらけになるんです。 ですからそれらの⾎を吸う⼩さい⾍に恐れてます。 それが今年はこんなに早いではありませんか。
私の⽪膚を守ってくれよう アーメン ps 1枚⽬の写真は、家の中庭の隅でちょうど咲いた⼩さい花です〜 かわいいです。 2枚⽬は学校に⾏く道中で⾒た、⼀本の⼤きな桜の樹
です。 楽しんでますing...

湯 皓⽉さんの⽇記



補助員だよ補助員~=3=

2009.03.27

今⽇盛岡県営武道館は第31回全国スポーツ少年剣道交流⼤会がある。全⽇本よ︕︕︕ 48チーム... すばらしい... 昨⽇午後⼀時から、 我々盛岡中央剣道部の11⼈は四⽇間の補
助員として働いた。 超でっかい得点を記録する板を組み合わせて いすを並べて、腰掛を運んで 四時間は⽴ったままで、家に帰ったら疲れた。 囲炉裏に⼊ったとたん寝てしま
った。 今⽇朝8時から 各県のファイルを⼤会のスケジュールに⼊れた。 九時から、各地⽅のチームは武道館に⼊ってきた。 担当した地⽅は関東地⽅だけど、 九州地⽅を担当
したい、 ⿅児島と沖縄の⽅⾔を聞いてみたい... 1時、開会式だった。 リズムの激しい進⾏曲とともに、各チームは旗と札をあげて、⼊場した。 選⼿たちはまだ⼩さくて、私の
肩より低い選⼿もいた。 弱そうな顔は⾃信満々だった。 私も興奮してきた「殴らないで ーーー前⽇初めて皆さんと稽古をした、 ーーーそして、偶然に、その場で試合をする
と決まった、 ーーーそして、訳が分からないまま、チームのメンバーになった... ーーーそして、叫んでいい加減に振っていた...平野君の⾯をとった... ーーー剣道を始めて初め
ての⾯だった... とにかく、その⽇はやばかった... ⽇記では三つページでいっぱいに書いた... もう⾔わない、⾔わない。 いよいよ、明⽇から、本番だ︕ みんな Fight︕︕
「⾃分も...

湯 皓⽉さんの⽇記



極限に挑戦する＝＿＝

2009.03.30

4⽇間の補助員⽣活は終わった... ⼀⾔で⾔えば、疲れた 毎⽇、朝8時から午後５までずっと⽴っていた。 昼、お弁当を⾷べるときやっとちょっと座れる。 ⼆⽇⽬の昼は正座で
床に座ったまま⾷べたんだ... 剣道部、すごい。皆さんの情熱にまいった。 でも、私には役⽴たない... その前の数⽇間、私の⽬の前に元気をみなぎらせて歩いた⼩学⽣たちは
ほんとうにすごかった。 半⽇間の試合のあとの稽古も元気いっぱいだった。 叫び声は⼤きな声で... 感⼼した。 ーーー私は弱すぎだなあ。 今⽇、終わったとき、 私たち11⼈
は出⼝で、 競技場から出てそれぞれの⽅向に⾏く⼈たちに、 深くお辞儀をして、 ⼤きな声で、 ありがとうございましたと⾔った。 家に帰ってから、すぐ郵便局へお⾦を振り
込みに⾏った。 明細書をもらったら、コピーも要ると気が付いて、 またコンビニへコピーに⾏った。 予想のとおり、 帰ったらすぐ寝てしまった。 ⽬が覚めてからお⾵呂に⼊
った。 ⾃分に 明⽇からまた新しい⽣活を始めると⾔った︕︕ 。。。まだ触れていない宿題と戦う。 Ps会場でこっそり撮った写真をアップロードする... ⼈がいっぱいなのはみ
んなで切り返しを練習しているところだ 何百の選⼿そして先⽣... 打たれたらきっと痛いでしょう... そして、ある選⼿の姿をこっそり撮っちゃった... 「もともとは沖縄のを撮
りたかったけど、混乱しているから、あっちこっちにいけなかった... ⽵⼑にやられるわよ... うん、ここまでにする... Fight

湯 皓⽉さんの⽇記



明⽇明後⽇東京に⾏くよ=3=/~

2009.04.10

明⽇朝７時半の新幹線で お⺟さんと⼀緒に念願のあの場所に向かいます あの場所とは̶̶̶Tokyo~︕︕︕ おそらく９時５１分くらいに東京駅に着いて 休む間もなくそのまま
舞浜のディズニーランドへ… ２⽇⽬は⾃由観光=3=/~ （⽬的地は多分秋葉原、池袋あたり… 越⼦、岩岩、⼩健健、誰か暇じゃないかーい︖（キラキラ

湯 皓⽉さんの⽇記



オーイ~ただいま=3=/~

2009.04.12

あー疲れた 帰ってきたそうそうこんなこと⾔ってゴメンね... この⼆⽇間遊びたおしました... 先に写真アップしときます[また明⽇から学校がんばらなきゃ.. ムム[エイッ

湯 皓⽉さんの⽇記



東京・東京

2009.04.13

11.12⽇と週末を利⽤してお⺟さんとこっそり東京にいってきました [ターゲットはディズニーと秋葉原... すごくすごーくhighで充実した⼆⽇間でした...[ほぼ連⽇7時に起き
て1時過ぎ就寝... どこにいってもさすが“評判通り”としか⾔いようがない[ウワサ通りって意味でも...囧 初⽇はすごく早く起きました 7時半の新幹線に乗って⼀路東京へ 新幹線
を降りてお⺟さんの妹の真⼦おばさんと合流 それから⼭⼿線に乗り換えて舞浜へ ̶̶̶夢の楽園ディズニーランドとシーへ ... ごめんなさい、ちょっとめまいが囧 そこからひ
たすら10時半までハードに過ごして[閉園時間ホントは10時なのに...アレ︖囧 11時に晩御飯12時に髪を乾かし終わって1時に充電完了2時に⽚付けが終わってやっと窓辺に座っ
てディズニーのシンボルの建物を眺めたの ---いつまでも眺めていたいシンデレラ城を でも起きたらもう駐⾞場は半分がうまっていました[7時半ぐらい。朝⾷から戻ってきたら
スタッフが⾞の誘導を始めていた[ほんと、ギッシリ... 10時出発でお台場の観覧⾞へお昼を⾷べて東京タワーへ⾏く予定でした でも私が⾃分の⽬であの“恐怖”の秋葉原をみた
いといい張って... この続きはまた別に書くね... ... ... まず先にこれだけアップするね 私を泣かせ、そして笑わせ⼜泣かせてくれた東京に感謝...... 今度は7⽉にね~ [あーあ、
今⽇は剣道部か...気⼒なし

湯 皓⽉さんの⽇記



試合に出れるようになった︕（喜びのダンス）~=3=~

2009.04.17

タイトルにもあるけど、 今⽇剣道部で汗を流した後、急にずっと考えていたことを思い出した。 「四⽉⼆⼗九は試合ありますね」 これは答えが明らかな質問だった。剣道部の
⽇程表はボロボロになるくらい何度も⽬を通していたから囧 「ありますです」 畠⼭先⽣はわざと真剣な⼝調で⾔った。 私はたまらず笑ってしまった。 最近は私も試合前の練
習試合に参加してたけど、 これって・・・ 「じゃ。。。私は。。。」 「湯さんも出るよ」 ０_０︕︕︕ 「いい。。。んですか︖」 少し⼼配。。。 「んん〜春休みも⼀所懸命
練習したから〜」 「⼆⼗九空けといてね〜〜」 畠⼭先⽣は笑いながらそう⾔ってくれた。 燃えてきた＝０＝︕︕︕ その瞬間、⾃分の⼒がみなぎるのを感じた。 たぶん⼀回も
⾯を取ることができないけど（絶対かも）、前回系井先⽣が時間を割いて練習相⼿になってくれた時に私に⾔った⾔葉は忘れない。 「どのような形でも、全⼒で相⼿の⾯を突
けばそれでいい」 どのような形でも、⾃分の⼒を完全に出し切ればそれでいい。 そうだ、そうだ︕︕そうだ︕︕︕>^< あああ29⽇の連絡を待っててね。囧 （慰めの⾔葉を考
えといて囧） ⾖よ、fight~︕︕

湯 皓⽉さんの⽇記



東京ディズニー

2009.04.18

東京での2⽇を報告。パート１。 朝7時半の新幹線に乗って 10時に⾄真⼦おばさんと合流して 舞浜駅に着くと、もうすでに温かい⽇の光と合わさった不思議な雰囲気を感じ
た。 ―――遠くにもう鮮やかな⾊が⾒える ―――それは⼦供のころ感じる味わい ホテルの受付で荷物を預け、 10時50分にやっとすべての準備が整った。 ⼊った時はseaのゲ
ートの⽅にいた。 私たちはまたディズニーリゾートラインに乗って、もう⼀⽅のlandの側に⾏った。 電⾞可愛い。。。 ふさふさした絨毯。 ミッキーの形をした吊⾰。 完全に
ディズニーの世界だ〜 電⾞に揺られて数分、電⾞を降りて、 階段を数段降りると、視野がすぐに開けた。 ―――眼前にはDisney Land ―――ひょっとしたら私を待っていた
のは夢みたいな世界 ゲートを⼊ってまず⽬に⾶び込んできたのは、ミッキーとその仲間たちで彩られた⼤きな花壇。 上には「25」と書かれていた。 ―――というのも、ディ
ズニー25周年最後の⼟曜⽇だったんだ。 観光客も異常に多い- -... ⼤きなガウンを着たミッキーやミニーの周りにはとっくに観光客がいっぱいだった。（いつもプルートには
⼈が押し合いへしあい集まる囧...） ワールドバザールも特別なムードがある。 ヨーロッパ⾵の建物。 いろんな⾊のレンガが組み合わさっているのに、変な感じが全くしない。
⾄真⼦おばさんは、どれに乗りたいか私に聞いた。 私はあのビッグサンダーマウンテンに狙いを定めた。 （⾃分は激しいものは苦⼿だけど、若いうちに、まだ乗れる時に挑戦
しとこうと思う） 時間を⾒ると、 プレートにははっきりと書いてあった。「110」 = =...こわっ... ファストパスの時間は午後6時半から7時半。 夜のパレードの時間を知らな
かったからあきらめた。。。 それで蒸気船に乗りに⾏った。 太陽の光や⾵がとても気持ちよかった。=u=（⼀番上まで⾏った） 船を降りて、ピーターパン空の旅に乗りに⾏
った。 並んでいるとき、⾄真⼦おばさんの娘のランちゃんが学校から駆けつけてくれた。 カートは⾼ーくまで吊るされ、 ゆっくりと暗闇の中、なじみ深い物語のシーンを「⾶
んだ」 ―――ベッドで弟にお話しをしているウェンディー ―――⼤げさなフック船⻑と獰猛なワニ ―――さらに、⼦供たちを連れて空を⾶ぶ、永遠に年を取らないピーターパ
ン ―――その時⾶んでいたのはまさに私だった。 でもこの⾼さは、ちょっと⾼所恐怖症の私にとってはチャレンジだった...= =... これが終わってご飯を⾷べに⾏こうとしたと
き、 ランちゃんが突然、昼の25周年特別イベントがもうすぐ始まると⾔い出した。 ―――今⽇のお客さんはみんなこのために来たのか...= = なるほど。 グーグーなるお腹を
押さえて、みんなと⼀緒に誰が出てくるのかを⾒に⾏った。 スタート地点はホーンテッドマンション。。。（夜に⾏ったけど、、、全然怖くなかった。。。） ―――ミニーだ
>^<︕︕︕ ⾳楽にすっごく震撼した︕︕︕ 柔らかい⼥の⼈の声 ―――”あの時の夢を覚えてる〜︖” すぐに私のこの繊細な⼼をつかんだ。 よく知ってるキャラクターたちが激
しいリズムに乗りながら前を通った時、なぜか涙が出るほど興奮した。 ―――童話なんてものはもう捨てるべきだ ―――私たちはもう幼稚な夢を⾒る年を過ごした 思い切って
前に出た時 ⼼の中では厳しく⾃分を戒めた。 苦しみなのか感動なのか分からない。。。 いずれにせよ涙はこらえた。。。 昼ごはんは⼥王のお城で⾷べた。 このレストラン可
愛過ぎ。。。 天井は変な⾷器でいっぱいだった ハートの形とバラが中⼼だった。 彩⾊されたモザイクを集めてできた窓はさらに神秘的で可愛かった。 （⿂のムニエルもハー
ト型。。。もうやめて>u<） 午後はランちゃんとあのサンダーマウンテンに乗った。。。 実際怖がる暇もなかったけど。。。 回転速度が速くて叫ぶのも忘れてしまっ
た。。。囧 ―――次回私と⼀緒に乗りたい⼈〜︕︕ 他に印象深かったのはアリスのコーヒーカップ。。。 うわっ、コーラとエビが喉まで出てきそうだ。。。 （私が全神経ふ
らふらしている様⼦をランちゃんがとってくれた） （もうおかしくなって異世界に⾏ってしまいそうな感じがした） つぎに＿＿＿に乗って ドリームライトパレードに並びに⾏
った。 … … ほんとになんて⾔っていいか分かんない... … … 街灯が全部消えた瞬間 ⾳楽とともに ⻘い光がゆっくりとやってきた。 ⽬の前まで来たときには叫んでしまっ
た。 ⻑いスカートを着たブロンドの妖精は優雅に魔法の杖を振り、 周りの騎⼠団は忠誠の栄光に満ち ⽩雪姫は花に囲まれていた。 この善意に満ちた⼤⾃然に⾃らの最も美し
い歌声を聴かせ 野獣に寄り添うベルの顔には幸せの微笑み。 いばらの中で眠る美⼥は静かに王⼦が来るのを待つ ... ... ... 最も印象深かったのはシンデレラ。 アニメと同じ銀
⾊のスカートをはき 絶えず華やかな変幻なパフォーマンス 夢が実現する瞬間を⾒せてくれている 後ろのワゴンにいる⼈の⼿にはガラスの靴 ずっと待ち望む王⼦ ... ... ... ⾃分
の涙は誰にも⾒られたくない だから、夜のうちにこっそりと流した。 ずっと⼤⼈になりたくない これは童話のような夢物語だ。 これは誰もが⼀度は抱いた夢である。 たとえ
この夢が成⻑の過程で最後には消えていっても、 成⻑はまた仕⽅のない必然的なことだ。 これはもっともいい終わり⽅なのかもしれない。 童話の最後にはいつも新たな夢があ
る。 ⼦供は皆⼤⼈になるけれど、⼦供の夢は代々続いていく。 私たちは何も⼼配ない夢と別れたけど、 悩みと、そして同時にさらに多くの本当の愛をもらった。 優しい歌声
とともに シンデレラ城の上に舞う美しい花⽕を⾒ながら、 ⾃分の⼼が初めてこんなにも落ち着き興奮するのを覚えた。 童話を拾おう。 私たちには鉄のような固い強い意志が
必要だから。 私たちにはさらに、夢の中で何も怖がらない勇気が必要だから。

湯 皓⽉さんの⽇記



花⾒=3=/~

2009.04.19

昨⽇は運動公園へ⾏ってゴミ拾いして来た（笑） ---JTが主催した地域ボランティア 綺麗すぎて、全くやることがなかった。 友達と三⼈でゆったりと散歩してたら 公園の梅や
桜が咲いているのを発⾒した きれいきれい そこで、午後にまた観に来る約束をした 3時に慌ただしく部活を終え ⾃転⾞を⼒いっぱいに漕いで、友達との約束地点にかけつけ
た そしてスーパーに⾏って、おにぎりとパンを買った （パンは野⽣の鴨や⿂にあげるつもりだったんだけど囧 （結局、私が結構⾷べた 運動公園に着いてから 芝⽣をでスペー
スを探して腰を下ろした ⽬の前にある遠くない野球場の中には、汗⽔を流している野球のチームメンバーがいた 頭上にある桜はまだ満開じゃないのに もうパラパラと散り始め
ている ---桜が最も美しいのは、散る瞬間に他ならない ---このように思うのは、私だけではないだろう ⾵はかすかな⾹りを巻き込んで、私の前髪をいじる 私はちっとも構わず
に、⼀⽣懸命お握りを咀嚼していた。なぜなら、⼀時間の"命がけ"により、お腹は早くも空いていたからだ。 あと三か⽉ 私はできる限り、頑張りたい ⻑い春秋で精華（果実）
をためる花びらのように 私も華麗なるカーテンコールのために

湯 皓⽉さんの⽇記



初試合の報告

2009.04.29

今⽇は市⺠⼤会に参加しました まあ、結果はザンネンだったけど囧 朝7時前にはロバにのって学校へ 防具をかかえみんなと颯爽と県⽴武道館へ 正⾨をくぐると ---⽬の前にひ
ろがる⿊⼭のような⼈ごみに圧倒されてめまいが 開幕式後 まずは⼩中⾼⽣による部や階級ごとの個⼈戦です お昼前にやっと⾃分たちが参加する団体戦に⼊りました 初戦の相
⼿は不来⽅⾼校 情けないことに初回はきれいに2本取られました ムムム 弱すぎ 畠⼭先⽣が励ましに来てくれて 「積極的に攻めてくのはいいことだ。とまっていちゃなにもは
じまらないから」 次の試合は5組の試合後、相⼿が決まるので 場外でちょっと休憩 汗が周りの空気でだんだん冷やされてきたので 毎回、突っ込んでいくばかりの⾃分を考えて
いました 全く先を考えないで結果 打たれて痛い思いをするので もう少し冷静になることも必要かなと しばらくしてあゆみが試合だと呼びに来てくれました そばの⼈となんと
なく話をしていたら 突然あゆみが駆け寄って来て 『まめちゃん お⺟さんと利真ちゃん⾒にきたよ〜』 0 0︕︕︕︕︕︕ 狭くてぎゅうぎゅうの通路をなんとか抜け出し 遥か
観客席を⾒あげるとマスクをした⼆⼈が... 昨晩お⺟さんは熱がでてしまい それなのに今朝は早くから⾃分のために朝ごはんを作ってくれたのです ...T^Tがんばんなきゃ︕︕
第2戦の相⼿は⽩百合学園 選⼿達は「お嬢様」の雰囲気なんてまるでナシ 先に戦った次峰、中堅にも打ち負かされ 私の相⼿も試合場にあがったとたん⼤声で気合いを 試合が始
まってすぐに⾯を取りに⾏くつもりが ガードが固いうえ 相⼿が⼤きな掛声とともに私に向ってきて 場外近くまでおいこまれてしまいました その時、私の後⽅から⽩百合の喝
采があがり ―――ハアッ︕︖ 瞬間、頭に⾎がかあっとのぼり、 剣を低く構え直して相⼿に向かい、踏みとどまりました そして̶̶̶ どこからそんな⼒が湧いて出たのか 相⼿
を押し返しました ---負けてなんかやらない︕ ...... ...... 結果はやっぱりダメだったけれど囧 きれいに⼩⼿をとられました [アーア...短気につける薬は... もう何勝何敗したか
はわからないけれど 私たち中央剣道部の⼥⼦団体戦はここまで “勝敗は兵家の常”と顔で笑って[⼼で泣いて囧 5⼈で畠⼭先⽣に試合の評価をききに⾏くと 「ウーン...みんな試
合中の気迫にかけているかな。」 「試合が⽌まっている時間が⻑すぎる」 「⾃分が突っ込んでいくときも相⼿の反応を気にしすぎ」 ウウウ... 試合の情景を思い浮かべながら
⾃分の席に着こうとしたとき畠⼭先⽣が急に振り返り私に向って 「5⼈の中で湯さんの試合中の気迫は⼀番だったよ」 ... 0 0 「ウン、...『負けてたまるか』っていう気合いが
⼀番伝わってきたかな」... 負けてたまるか... 負けてたまるか... 先⽣のこの⾔葉で 腕が腫れたこと、⾜の裏の⽪がむけたこと 全部が報われた気持です 先⽣にお礼を⾔い、観
客席の⽅を振り返ると 利真とお⺟さんがお疲れと声をかけてくれました --- ちゃんとビデオで撮れたよ〜 --- 格好よかったよ〜 その夜はお⽗さんと利真がお祝いをしてくれま
した 私の⼀番の好物の回転寿司へ お⺟さんはまだ調⼦が悪いのでお留守番 ゴメンナサイ...[泣] ⾞の中で 似た情景を思い出しました 中2の初めてのクラス対抗バレーボールの
試合で 最後の1球を私が場外にしてしまい みんなへの差し⼊れを私はかたくなに断って そのあと教室で暗くなるまでゴジラのように声を上げていました 校⾨を出たところでい
つの間にか迎えに来てくれていたお⽗さんに⾞に乗せられ ---今⽇は何が⾷べたいのかな 外がどんなにひどい嵐でも 「家」という名のこの場所は永遠におだやか 今⽇のことは
⾃分でもまあ満⾜かな︕[レベル低くても明⽇からの戦いに備えて[fight︕ ps 1枚⽬は早くから⼊り⼝前で待つ⼤勢の⼈、⼈、⼈ 2枚⽬は... みんなに私の「垂れ」は盛岡中央―
温泉みたいってからかわれるの[笑 3枚⽬は今⽇初めて⾷べたかにの軍艦巻きみたいな [感動の味...

湯 皓⽉さんの⽇記



お花⾒〜 ⽚栗花

2009.05.06

⼀昨⽇は花⾒に⾏きました〜 花はもうほとんど散りましたけどね おばあちゃんのうちのみんなと⼀緒に紫波市に⾏きました ちょっと 天気が雲りだったんですけど 気温はち
ょうどよかった ⼭道に登ってた途中 ⾞が何度も⽌まりました ⿃たちの鳴き声を聞きなが ⼤⾃然中の中では ほんとに何より落ち着きます 着いたのはもうお昼の時間でした や
っぱり ⾷べ物は何よりも落ち着くね〜（どっち︖） 皆さんが持ってきたその量 やばかったんです（笑） ご飯の後 展望台の周りで ⽚栗花を⾒つけました 薄い紫⾊の花が い
つも下に向いて咲いていたようです 初めてこの花を⾒ました 下に向いて咲く花は珍しいと思います 皆に知られてる元気の象徴のひまわり ロマンチックなバラ 華やかな牡丹 と
全く逆な⽅向で⽣きてってるようですね でも 柔らかく 静かに 咲いてる⽚栗花は 確かにきれいでした まるで 静かにマイペースの努⼒家みたい こんなタイプは魅⼒的です〜
私もこんな努⼒家にすごーく 憧れてます︕ 太陽に向かって堂々と⾃分の道で歩いていきたい︕︕ いろいろな啓⽰が貰って ⼤⾃然って いいですね〜
これは⽇本語で投稿されたものです

湯 皓⽉さんの⽇記



遠野市 練成会

2009.05.06

3⽇はおでかけのためお休みしました。 4⽇の朝5時すぎに⾃転⾞で学校へ 学校から⼤型バスに乗って遠野市に向かいました。 来る前は河童伝説で有名、ぐらいしか知らなかっ
たけれど ついてみたら素晴らしいところでびっくり 超级意外でした0 0 こんなきれいなところなんだからしっかりがんばらないと[笑 8時ぐらいには胴着に着替え準備も完了 4
⽇は１２の練習試合がありました[ブルブル どの試合も2分ほどでノックアウト その⽇の最⾼気温は24度... ⾯のなかは蒸し⾵呂状態[笑 5時ぐらいまでひたすらがんばって ⼼⾝
ともにもうグッタリ... 5⽇、最終⽇は公式試合です 2試合だけだけれど ちょっと気分的に萎縮してしまい 初戦は負けてしまいました 他校との試合のとき そばからアドバイス
の声が聞こえるようで --- 「しない」の向きがずれていると⼀本とられやすいよ --- 相⼿が向かってきたら“⼿と⾯”⼆段技で応じること --- ⼤事なのは逃げ腰にならないこと --
- 相⼿が向かってきたら迎え撃つこと ... ... 判ったような気になって考えたり 第2試合もすぐに始まりました 試合開始と共に攻めてみようとしたけれど はじめから「しない」
の向きがぶれてしまい なかなか打ち込めない 相⼿側からは応援の声もあがって 決めるよ決めるよ 負けん気がむくむくとおきてきて 構えなおし 全⾝でつっこんでいったら ...
ナント- - ... 場外から⼩龟と聪美の“fight”の掛け声が やる気がわいてきた 相⼿の⼥⼦は私の気迫におされたようで... そこからは私が試合をリード なんと彼⼥の応援団から 下
がってるよ 下がってるよ の声が上がりはじめました ... そこでやっと⾃分が相⼿を追い詰めていたことに気づいて 確かに私は「下⼿くそ」だけど でも相⼿にもとらせなかっ
たのでなんとこの勝負引き分けに持ち込みました... ⽷井先⽣も試合後 よく頑張ったなぁ〜 そのままで 攻めればいいよ︕ とうれしそうにおっしゃっていました。 聪美の⾔っ
てた事、少しわかったような気がします ... 引き下がらない .. 引き下がらない 午前中に試合が終わって3時に家に着いたらそのまま暗くなるまで爆睡 冷麺と焼⾁でお祝いをし
てもらいました お⽗さんは私の「戦果」を聞いて “すごい進歩だね︕前回の負けから今回は引き分けだろ 次は絶対に勝てるよ︕” へへ 私も進歩しました 臆病だった⾃分がね
... 引き下がらない ... 引き下がらない なんだか⾵邪でもひいたみたい[笑 ゴールデンウィークの宿題がまだ⼭ほど残ってるケド[頭イタイ

湯 皓⽉さんの⽇記



5⽉ 遠野 こどもの⽇

2009.05.06

遠野市はとてもステキなところです ⿊い屋根の家が多く 写真を撮ろうとしたら畠⼭先⽣が 「湯さん、それお城じゃないよ〜」 5⽇、⼥⼦の試合が早めにおわったので ⽔⾞の
ところにいってみました お⽇様がポカポカして 空気もとてもおいしいな 帰り道、バスで紫波の⻘果市場に⽴ち寄りました ⼩龟と綿菓⼦屋さんの前でずっと眺めていました[だ
ってお⾦持っていなかったの。でもこれ無料だと後で知った ---そうだ今⽇はこどもの⽇ ⼝いっぱいほおばって家に帰ってから柏餅を⾷べて ネコはコタツが⽚付けられてしま
ったので居場所がなくウロウロ[シュンとしている様⼦が笑える〜 私が⼀番好きなアツイ季節はもうすぐだ=3=

湯 皓⽉さんの⽇記



盛りあがれ︕︕︕

2009.05.20

今⽇は県営運動場でおこなわれた岩⼿県⾼校総体の開幕式に吹奏部、応援団、新１年⽣で参加しました（私のパートはトランペット...どうでもいいか １時限⽬から柔道場に集
合して応援団の１年と合同練習。それから重い⽊箱をさげて⽬的地へ移動です。運動公園に近づいてくると溌剌とした⻘春の息吹が感じられます。 ̶̶̶⽬の前は制服⼀⾊だ
あ=///⼝//=︕︕ [ヘビーな制服マニア うーん、⻘春だ... 場内で移動しているとき、袴と下駄、頭にはぶっとい鉢巻を締めた他の学校の応援団とチアリーダーをみました。
..... ウワワワなんてかっこいい [このとき次に留学するときは絶対に応援団に⼊ってみようと決⼼... 今⽇吹奏楽部は曲を演奏するというよりは みんなと⼀緒に⼿をたたいたり
応援歌を歌ったり 応援団の男⼦達は台上で みんなのtensionをあげるため⽔をザブザブかぶっていました みんなで太⿎にあわせて “燃えろ〜︕燃えろ〜︕中央〜︕” の⼤合唱
⼊場式前にも各校の応援が披露されたけど 終わってからもまた応援合戦ありました。 ホントすごいhigh、highでした ⼊り⼝からさまざまな服装の応援団が⾛り出てきて 上半
⾝裸で踊りまくるなんてのは珍しくもなく ヒーローもののコスプレも[５⾊のなんだけど...名前はわかりません 原野⾼からはでっかい「河童」がやってきました [着ぐるみの中
の⼈、暑かったけど⼤丈夫だったかな 中央⾼校の⼤きな校旗が会場の真ん中で翻る様は⽬を引きました [その場所を真っ先に取りに⾏ったウチの学校の男⼦はホントよくがんば
ったよね 岩⼿の初夏の強烈な太陽に晒されて 求めていた⻘春をこんなふうに 完全燃焼させて っと⾔っても こんどの⼟曜⽇宮古の剣道⼤会にまた参加するけど どうしよう[バ
タッ 燃えろ燃えろ︕︕ ⼤好きな夏よ︕︕

湯 皓⽉さんの⽇記



宫古·宫古

2009.05.25

⼟曜⽇の午前中はいつもどおり部活の練習に参加し 午後2時半に⼤型バスに乗って出発 ---⽬的地はおまちかねの宮古>3< ア~⻘い空と⻘い海〜 ...泊まる宿は海の近くじゃな
かったケド... ⼤⼤ショック... とはいってもやっぱりhigででハッピーな夜でした ⼣⾷後は同じ部屋の⼥の⼦達と⼀緒にボードゲームを なかなかキテイルもの... それから福島
さんに胴を3回も打ちこまれて重症なので10回休み [ほんと、スゴク痛くて...腰をマッサージ... そのあとはみんなで温泉へ 温泉の後のイチゴ⽜乳はサイコー...[クーッ それか
らタタミの部屋で深夜2時過ぎまでみんなとおしゃべり ...翌⽇は当然低⾎圧に[眉間モミモミ 個⼈戦の前に 試合を上から眺めながら鋭気を養っておけました この前の、部内で
の模擬戦では1度も勝てなかったので ⾃信やなんかはとっくにうちのめされています... 試合場に出る前から緊張で吐きそう... 今回の団体戦で私は副将... 中堅の試合をみていた
時、緊張で⾃分が誰かもわからなくなるぐらい... きっと周りはカチコチになってると思っていたろうな 誰かが私の袴を引っ張ったのに気づき 振り返ると畠⼭先⽣が すぐに⾝
をひるがえしました “湯さん、怖いかもしれませんが” “下がっちゃだめ、下がっちゃだめよ” “私と⽷井先⽣が⾔ったとおり、その注意点を気をつければ⼤丈夫だから” 不思議だ
けど 畠⼭先⽣の⾔葉は毎回私の不安をふきとばしてくれるようです 私も⼼の中で“下がっちゃだめ、下がっちゃだめ”とつぶやき、中堅の試合が終わったのを⾒て⼤またで進ん
でいき... ... ... ... 引き分けだ 引き分けだ = =!!! 試合終了のホイッスルがなった瞬間、どっときました... T^T!! （完全な結果とはいえなくても）やったあ︕︕︕ 今回の合宿
はちょっと気ぜわしかったです でもホントにhighでハッピー 6⽉456は本番の⾼校総体です... ⻘森の⼋⼾に⾏くのだとか>3< [ラララ〜太平洋よ、まってなさい これが部活最
後の思い出になるのかな fight︕fight︕ yes we can ︕︕

湯 皓⽉さんの⽇記



端午・端午

2009.05.29

毎年この時期 空気の⽅々に淡いアシの⾹が漂っているみたい おばあちゃんが時々電話してくる ---ちょうどナツメの砂糖漬けを包んだところ、明⽇暇ができたらを取りに来て
ね~ 洛浦路には毎年いろいろな新物が出回る さらに学校の⾷堂の慣れ親しんだ季節の果物 ---端午の最⼤の楽しみは ---毎⽇⾷べきれない粽があること、はは︕︕ [殴⾶ しばら
く授業がない教室に隠れて、何⼈かはかじりながら笑っている 家に帰った後はお⽗さんと最後の⾚いナツメの餡のを取り合いになる ---今年は⼀緒にはいられない[涙 ---でもち
まきはやはりちゃんと⾷べなきゃね=3=[殴 美しい⼣焼けに向かって しじまのうちに思う 楽しい端午節を

湯 皓⽉さんの⽇記



いよいよ。。。

2009.06.04

明⽇から⼟曜⽇まで三⽇間 ⼆⼾で中央の剣道部での最後の⼤会（かも） ―――⾼総体に参加します ギャー 緊張しすぎて死にそう＞３＜ 祈る。。。 いい結果になりますよう
に。。。 ⾦⽥⼀温泉 どうか魂の救済をください〜 （みんな 待てろよ〜）
これは⽇本語で投稿されたものです

湯 皓⽉さんの⽇記



涙と汗の⻘春―――その１

2009.06.06

みんな〜 ただいま〜 あ 疲れた（倒） さすが⾼総体。。。 選⼿も観客も必死だったような気がする（笑） ４⽇学校に⾏った時先⽣から私が試合に出ないを知って 驚いて安
⼼した〜（殴） 若⼲残念だと思ったんだけど 団体戦でみんなに迷惑をかけるよりずっといいと思う＝３＝〜 バスで２時間かかって ようやく⼆⼾市内に⼊った 周りの景⾊が懐
かしくてたまらない（笑） ⽃⽶駅を⾒た瞬間 すでに家に帰る前の⼼理状態になった（笑） １２時ぐらいス⼆⼾ポーツセンターに到着 さっそく装着して練習し始めた ５時旅館
に帰って 興奮した。。。 ――――― ⾦⽥⼀温泉だ︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕ （フワ〜な気持ち） ⼆⽇⽬は試合だ。。。。。 さすがに⾼総体は強い⼈多すぎるなぁ。。。 中央
以外の学校の試合を⾒たとき ⾃分が思わず拍⼿した場合も多かった 合宿に来る前に⼆⼾のママに連絡して ⾒に来るて⾔ってくれた 試合を⾒ながらずっと会場を⾒まわしてた
。。。とその時︕︕︕︕︕︕ おじいちゃんとおばあちゃんを⾒た︕︕ 隣の⾹織ちゃんに⾔ってからすぐ観客席から⾶び出した。。。 おじいちゃんとおばあちゃん相変わらず元
気そうな笑顔を⾒て 嬉しくて嬉しくて。。。 「まめちゃん元気︖〜」 「神⼾と宮古のお菓⼦ありがとう〜おいしかったよ」 「ママたちは平⽇仕事あるから 夜旅館に⾏くっ
て」 。。。 懐かしくて泣きそう（泣） プレゼントもいっぱいもらった（感謝） おばあちゃんの話でママたちに夜しか会えないと思ったが ２時ぐらい 試合を⾒てる時 「まめ
ちゃん」と呼ばれた瞬間 ママの姿が⽬の前に現れた。。。 神よ。。。（ヤバイ泣きそう） （つづき） ps。 写真１は俺達の部屋＝３＝〜 写真２は開会式〜 写真３は開会式で
披露した剣道の形
これは⽇本語で投稿されたものです

湯 皓⽉さんの⽇記



涙と汗の⻘春―――その2

2009.06.07

ママを⾒た瞬間 今⽇⼆回⽬の⾶び出しをしました。。。（笑） 「パパも先来たんだけど ⾒つからなかったって」 ０。０。。。 久しぶりにママに会って 相変わらず優しくて
きれいだった 「じゃ 私まだ仕事あるから 夜できたら旅館に⾏くから」 「頑張ってね〜」 残念ながら 中央の今⽇の成績はあまり良くなかった でも いろんな学校の選⼿を
⾒て ⼗分勉強になったと思う 夜10時ぐらい ママとパパ、千乃が旅館まで会いに来た ちょっと⼤きくなった千乃を⾒てびっくりした パパも相変わらず和やかな笑顔ですごい可
愛いかった お菓⼦いっぱいもらった 剣道部全員分のジュースやドリンクまで買ってくれって ほんとに感動と感謝しかできなかった 「帰る前に連絡してね」 「できたら会いに
⾏くから」 「頑張ってね」 ママたちと別れて部屋に戻って もうmeetingの時間だった ⽷井先⽣がみんなの前でにドリンクのことを説明して こんな話を⾔ってくれました 「ま
めちゃんも⼀年間部活よく頑張りました」 「留学⽣はなかなかこんな体験ないと思うから」 「いろんないい思い出を作って」 「最後の⼀ヶ⽉間も頑張っていってください」
meeting終わって ⼤好きな畠⼭先⽣と写真を撮った〜 （でも⾒せない〜） その後ほぼ剣道部全員で記念写真も撮った みんなずっと笑っててた 解散してから 部屋に戻って 三
年⽣揃って写真を撮った いろんな変な顔とポーズをして すごい楽しかった 初めて剣道部に⾏ったのはいつだろう その後はただ 毎⽇毎⽇すぶりをしてて ⾃分いつみんなと⼀緒
に練習できるだろうと⼼配していた たくさんの試合に出れることも たくさんの合宿や練成会に⾏くことも みんなと別れることも 考えたことはなかった 楽しい時もつらい時も
今思い出して ちょっと不思議な感じがする 今⽇わざわざ会いに来たママたちに ⽷井先⽣と畠⼭先⽣に 剣道部のみんなに たくさんの⼈々に感動して ⾃分の感謝の気持ちがちゃ
んと伝えられるかどうか すごい不安 でも まだ時間がある まだ時間があるから ちゃんとみんなに「ありがとう」て⾔えるまで 頑張る

湯 皓⽉さんの⽇記



涙

2009.06.08

三⽇⽬の試合は準決勝と決勝戦しかなかった さすがに最後まで残った学校はみんな強かった。。。 特に最後の⼥⼦団体決勝 何百⼈もいた会場があまり静かすぎて 選⼿の呼吸
まで聞こえた気がする。。。 ⼆チームどっちも強かった 延⻑戦も最後までやってた 審判が旗を上げて 「めんあい︕」って⾔った瞬間 会場内が爆発したみたい。。。 ちょうど
隣に座ってたのが勝者盛岡南⾼校の応援団だった ずっとビデオを撮っていたお⺟さんたち 「よかったよかった」て⾔いながら泣き出した。。。 まだ会場にいる負けたチーム
⼀⼈の選⼿が過呼吸になってしまったらしい ほかの選⼿もずっと床に臥せて、泣いてるみたい。。。 これを⾒た⾃分 最初「なんて残酷だ」と思ったんだけど 良く考えてみる
と これは⼈として  経験しなきゃならないことだと思った 負けたくないからこそ強くなりたい 悔しいからこそもっと頑張るようになる 剣道部の最後の合宿として ある程度
帰国する前の初めてのお別れかもしれない。。。 あまり多すぎる思い出ができた。。。 悲しいなぁ。。。 剣道部に⼊ってほんとによかった ⼀緒に遊んで笑って そして成⻑し
ていく 先⽣たちに教わった技 仲間たちからもらったたくさんの勇気を これからもずっと、ずっと 持ちながら。。。歩いてゆくだろう。。。
これは⽇本語で投稿されたものです

湯 皓⽉さんの⽇記



⼤学⼊試みんなガンバって〜[フレーフレー

2009.06.08

今、みんなイチバンの関⼼事だと思うけど 中国の学⽣はここ数⽇がまさに正念場です.. （『⾼校三年だから』といえば[涙） ⻑年の『蛍雪の功』は、すべてこのときのため、そ
の意味はお互い⾔うまでもありません。 来年は⾃分もこの⼈⽣の『洗礼』をうけなければなりませんが まだ完全に先輩達の気持ちを理解し切れているとはいえません。 でもネ
ット上に書き込まれた、たくさんの受験⽣への応援メッセージの中で このシンプルであたたかい⾔葉が⼼に残りました。 努⼒することはすばらしい、結果より過程が⼤事なの
だ︕ 受験⽣達が雑念にとらわれることなく、スッキリした気持ちで試験に挑めますように。 テストだけで⼈⽣決まらないよ〜 夢への⾨はあなたに向かってきっと⼤きく開いて
いるから〜

湯 皓⽉さんの⽇記



熊倉先⽣宅で⼆⽇間のshortstay￣=3=

2009.06.20

これはもう⼀週間前のことです。。。（汗） 最近あまりに忙しすぎてブログをやる時間なかったので。。。 先週⼟⽇は英語の先⽣の熊倉先⽣の家に 泊まってきました＝３＝〜
⼟曜⽇午前中は岩⼿の有名なお祭り ―――ちゃぐちゃぐ⾺コを⾒に⾏きました。 ⼀年間頑張ってきた⾺たちの健康を祈るため ⼈々は滝沢の蔵前神社から盛岡⼋幡宮まで ⾺に
乗って歩いていくらしいよ〜 その後岩⼿⼤学に⾏って 2008年ノーベル物理学賞受賞された益川敏英さんの講演を⾒に⾏きました 科学と⽇常⽣活について話したんですけど 理
系に関するものはあまり興味なかった。。。（笑） 。。。とは⾔わないの〜 講演会終わってから迎えにきた先⽣の奥さん、そして 六歳の息⼦さん―たかみ君、三歳の娘さん―
すずかちゃんと⼀緒にスーパーに⾏って ⼣飯の時みんなで⽔餃⼦を作りました （めっちゃおいしかったよ＞。＜） ⽇曜⽇は岩⼿⼭へテーンパークのお祭りを⾒に⾏きました
〜 めっちゃいい天気だった〜 あげたこ焼きと本番のかき氷を⾷べました （いつもはスーパーでちょっと変わってるのを⾷べてる。。） ⾺に乗ったりバター作ったり 農場の⽣
活を体験しました＝３＝〜 。。。 。。。 時間たつのがあまりに速過ぎて ⼆⽇⽬の⼣飯の後 たかみ、すずか、そして先⽣とトランプをやって 部屋で帰る準備をしようと思って
階段に登る途中 「どうした︖たかみ」と先⽣の声が聞こえました そしてすぐ⼀階に戻って 泣いてるみたいなたかみを⾒ました（たかみ ごめん︕） 「明⽇学校頑張ってね」
と⾔ってくれたたかみを⾒て ⾃分も泣きそうな気がした。。。 「また遊ぼうね〜」 帰る前たかみからお祭りで取った⽔⾵船をもらいました。 先⽣が家まで送ってくれて お⺟
さんは 「本当にすみませんでした」と⾔って もう⼗時だったのにお礼のお菓⼦を買いに出かけました。。。 そして、つい⼀昨⽇ 熊倉先⽣からたかみが書いた⼿紙をもらいま
した 「また遊ぼうね〜ずっと友達だから」だって。。。 もう ⼼は可愛い⼦供たちに癒された。。。Ｔ＾Ｔ（変態いるよ） へへ いろんなふれあいでいろんな⼈を知って友達に
なり こんなの〜いいなぁ〜＝３＝〜 熊倉先⽣ ⼆⽇間、ほんとにありがとうございました〜
これは⽇本語で投稿されたものです

湯 皓⽉さんの⽇記



カラオケ =3=~ ---  みんな⼤好き＞3＜〜

2009.06.28

今⽇は皆と⼀緒にカラオケにいったよ〜 めちゃくちゃ盛り上がった>⼝< 激⾟のオニオンリングを買って皆にあげたら… 美杉は涙がぼろぼろに でも皆でベロを出したりジュー
スを飲んだりしながらどうにか⼀袋分けきったよ… （私でさえ⾟すぎてクシャミが出た） 美咲が提案してくれた19⽇の送別会 （私のね囧/...） だけど17⽇から19⽇がちょう
ど演劇部の⼤会だって気づいて、突如今⽇やることになったんだ… うんうん 感動の気持ちは⾔葉にできないね... クラス替えしてから本当に久しぶりの集まり… 皆「暗黙の了
解」と⾔わんばかりにカメラを取り出して… 撮って叫んで、1時から7時まで騒ぎまくってしまった… （ジュース飲みすぎてお腹イタイし…囧） それから皆でプリクラを撮り
にいったよ… 8時まではしゃいで 夜は利真がわざわざ駅まで迎えにきてくれたんだ （まだ帰り道がはっきりしない…囧） 暖かい空気は まるで今の複雑な気分のよう 温かくて
悲しくて 憂うつで （泣）

湯 皓⽉さんの⽇記



平泉=3=~

2009.06.29

今⽇はお待ちかねの平泉へ~ [パチパチ~ お⽗さんなんて、今⽇のために柔道の試合の審判員を休んでくれたの[お⽗さん、ゴメンネ 3年⽣のみんなは、古⽂で松雄芭蕉の句を勉
強したことはあるのかな~ 中尊寺で芭蕉の像と記念撮影しました〜 [芭蕉って、オジイチャンだったのね...囧 弁慶と義経の話はちょっとわかりづらかったな ⾦⾊堂で古い仏像
を⾒て 岩⼿と京都はずいぶん離れているのに 歴史と⽂化はこんなに似ているなんて ⾯⽩いよね それから⽑越寺できれいな菖蒲を観賞しました お守もたくさん買ったよ~[笑
あちこちのお⼟産屋さんで、家族のみんなからいろいろなものをプレゼントしてもらいました。 お⽗さん、お⺟さん、利真ありがとうね〜 今⽇は最⾼に楽しかったよ>v<

湯 皓⽉さんの⽇記



体︕育︕⼤︕会︕ フーフーハーハー

2009.07.03

梅⾬の季節に⼊ってから こんな⽇差しの強い⽇はめずらしい〜 今⽉⼀⽇からの体育祭 こんな暑い季節の⽩熱した雰囲気と共に 完全燃焼だー――ー―ー――ー!!!!!!! 初⽇は球
技⼤会。 ⼩楓、⾹好、有季、美智惠、密斯と組んだ6⼈チーム。 叫びながら戦った⼀回戦で負けて帰ってきた。 ーーーだから2⽇⽬は時間を作って体育館へバスケットのイケ
メンを⾒に⾶んで⾏った――-フフ︕︕（ドンッ） 密斯と苦労しながら盗撮してたけど、⾒つかっちゃったみたい囧 （写真⾒たかったらこっち来てねー） うちのチームはベス
ト１２に⼊っただけなんだけど、 試合が終わるとともにホイッスルが響くと、男⼦チームは全会場から⼤きな歓声を浴びていた。。。 その次はいよいよ本番だ︕ 3⽇の体育
祭︕︕︕︕︕︕ もともと私の出場競技はパン⾷い競争だけだったけど、 80メートルって本当短いよ。。。 ロープを⾶んで、⼝を開けて「がぶっ」として終わり。。。 密斯と
1階でほかの競技を応援してる時に隣にいた及川先⽣が突然に呼ばれた “mamech︕︕あとなんか競技に出るの︖” “ないッス︕︕” “じゃ⽟⼊れ出よう⽟⼊れ〜︕” “森川役員や
るから出れないのさ〜やってみよう〜︕︕” こうしてぼんやりとしてるうちに代役をやりに連れて⾏かれた そしてその後騙されて男⼦チームの中に⼊れられたのに気づいた囧
男⼦チームの試合は最後 ⼥⼦チームの三咲たちは試合が終わると座って私たちを待っている。 そしてこのポニーテールの私が男⼦チームに⼊ってるのは⽬⽴ち過ぎだと気づい
た それでタオルでしっかりと頭を隠した（畑仕事から帰ってきたばっかりみたい囧） ⻑ったらしい時間を過ごし、やっとうちのチームの出番になった 私は「投げては拾い、拾
っては投げる」をモットーにし おかしいくらいに腕を振る、どこにでも落ちてる（棒を持ってる⼈がかわいそう） 滝のような汗を流した後、すたんどに⾛って戻った カメラを
⼿にし⾒たり撮ったり ⾒渡す限り⻘春を照らす笑みが 同様にまぶしい⽇の光のもとで花開いていた 借り物競⾛、⾵船割り、クラス対抗リレーは爆笑が⽌まらない... けれどこ
こではクラブ対抗リレーのことを話さなきゃいけない... 学校の柔道部男⼦のコスプレ...スーパーマリオとスティッチになって... ――-マリオを⾒ると私たちのおおきなスティ
ッチを連れて猛烈に⾛っていた。 炎天下の中私は笑い過ぎて脱⽔症状になりそうだった... 私たちのチームは各競技で3位以内に⼊った協議は３つある （最後はみんなで歓声を
送る中にこのアツ〜い3⽇間の体育祭が終わった） 仲間の帰国した感想を読んだけど ここで 涙を誘うような話はあまり話したくない 私たちにはいろんな思い出がある 私たち
はずっと無敵 最後に先⽣に⼀つ聞きたい 剣道で使う⽵⼑... ⾶⾏機に持っていけますか... 送るとしたら、そんな⻑い箱⾒つからない...（汗）

湯 皓⽉さんの⽇記



体育祭の写真...さっき学校のHPで⾒つけた

2009.07.03

さっき中央のHPでこれ⾒つけた 私たちがパンをかじりながら猛烈に⾛ってる姿 ⽟をたくさん投げる様⼦ そして スティッチを連れてるマリオ。。。。（爆笑）

湯 皓⽉さんの⽇記



剣道１級 ---  取ったぞ︕︕＞３３３３３＜

2009.07.11

先⽇廊下で歩いていたら⽷井先⽣にばったり会って 時間があったら部活の練習に顔を出すように⾔われました そして私が帰る前に１級のテストをすると... 後で及川先⽣に聞い
たんだけど、 ⽷井先⽣はわざわざ全⽇本剣道連盟に私の事情を説明して下さって... 今回特別に⽷井先⽣が私の審査員になってテストを実施する許可を頂いたんだそうです... ぶ
っちゃけテストって⾔われて、すごいビックリしたし怖かった= =... ------最近“１級”って⾔葉にすらなんか恐怖を感じる........（殴⾶ で、先⽣と約束して 今⽇の放課後すぐ
に道場に向かいました まず最初に 剣道の形である三歩前進を練習しました あゆみとさとみの動きをお⼿本に、不器⽤ながらもなんとか歩を進めました 先⽣の励ますような笑
みを⾒て、⼼の中で絶対に早く“やってやる”と決意しました 何度かやってみてようやくそれっぽくなってきた... そこでまたあゆみとさとみの完璧な形を⾒せてもらって... ----
--- やっぱりすごくかっこよかった.......（泣 次は⽴ち合い 相⼿は変わらずあゆみとさとみ...（先鋒と⼤将... いつもの稽古と同じ感じだったんだけど ⻑い間運動してなかった
から脚が鈍っちゃってて 傍らで私たちの審判をしていた⽷井先⽣が⼤きな声で 「思い切り打て︕︕」と ... ... ２回試合をして テストはこれにて終了 ⽷井先⽣と向かい合って
正座して てっきり「もう少しがんばりましょう」的なことを⾔われるんだと思っていたら こんな予想外の⾔葉を頂いてしまいました 「⾃分から積極的に相⼿に攻撃していたの
は、とても良かったです」 「相⼿がどんなに強くても、絶対に怯んではいけません」 「剣道の精神というのはつまり、⾃分⾃⾝の恐怖に打ち勝つということ。挑戦しつづける
ことです」 「この半年の間に⾖ちゃんはこのことをちゃんと理解出来たと思います」 「だから私はここで認定します...」 ... １級、合格しました... あの瞬間、興奮と喜びの他
に 少しの後悔がありました もっと、もーっと、もーーーっと真剣に練習していたら もしかしたら時間をもっとたくさん有意義に使えたんじゃないのかな 「⾖ちゃんとまた会
える⽇を楽しみにしています」 さっきまでの⼤⾬に汚れを全部洗い流されたような、まばゆいばかりの⼣⽇が道場の窓から降り注ぐ ⽬の前の全てがちらちらと揺れ動き そして
だんだんぼやけていった ⽷井先⽣、ありがとうございました あゆみとさとみもありがとう そして今回私にこんなにも素晴らしい経験をさせてくれた剣道部のみんな たくさん
の新しい発⾒と勇気を、本当にありがとう

湯 皓⽉さんの⽇記



再びコミケ︕︕︕︕︕︕︕︕----- +柔道⼤会&パフェ〜

2009.07.12

朝8時半にとび起きて ざぶざぶ顔を洗って9時半には県営武道館へ 今⽇は柔道⼤会 お⽗さんが開幕式で演武を披露 私が応援してあげなきゃね・・・[ボコ 10時には⼤会から引
き上げて 盛岡へGO・・・ ----------- 待ちに待ったコミケ︕︕︕︕︕︕︕︕ [ウッヒャー︕ 超美形のcoser1にも会えてラッキー… 神⽥にコスプレしたお姉さまに⼀⽬ぼれ…
[ボコッボコ 会場へは千佳、恵、朱莉と⼀緒に⾏ったケド 「coser」と「⼀般⼈」とに分かれて別⾏動...[囧 会場に⼀歩⼊ったとたん、すごい熱気… ⼆⼈ともパンフでパタパタ
あおぎながら⾒てまわって… 突然… 三代団服の「神⽥」があらわれて・・・・・・・・ もうそれからは変態チックに、このすらっとしたお姉さまのストーカー・・・ 今⽇は
美咲と朱莉もcosしたの 忍者乱太郎のキャラクター... ⼆⼈ともすごくカワイイ...=w= あちこちで⼆⼈の写真も撮って 最後は私もひっぱりこまれて⼀緒にパチリ 3時に会場を
出て みんなとはバイバイして、そのまま近くの徳川ビルへ 桜井先⽣とパフェを⾷べるお約束 しかも⾷べ放題・・・・[イヤッホウ︕ 10杯はいけると思ってたけど 結局は3杯で
限界… --- でもおいしかったあ…[感動 今⽇⼀番多く聞いた⾔葉は 「マメちゃんいつ帰っちゃうの」 「まだ若いんだから、またきっと来れるよ」 「⼿紙書くから住所教えて」
「また来るんだよ」 今はまだなんともいえないけれど 頑張ればきっとかなうよね この出会いが きっと世界を結び付けれくれると信じてるから

湯 皓⽉さんの⽇記



⾷事会＝３＝〜

2009.07.15

今⽇ 隣に住んでいる七⽣さんに招待されました。 前⼀回七⽣さんのお店でそばとうどんを⾷べた事あります。 （めっちゃおいしかった。。。） 先⽉のある⽇奥さんからすご
い可愛い下駄をもらった。。。 そしてお⺟さんに 「七⽣さんがまめちゃんのため送別会をやるって」 と⾔われて、すっごいびっくりして、嬉しかった。。。 ⼣飯盛岡駅の近
くにある多国籍料理で⾷べました。。。 ⾷事の前  お⽗さんがみんなの体表として ⼀⾔を⾔ってくれました 「まめチャンがうちに来たのが１⽉１２⽇。。。」 「お⾦出す
からまた⽇本に来てねっておじさんは⾔えないんだけど」 「お⽗さんは頑張ってお⾦貯めて、中国に⾏くから」 「体が病気にならないように、がんばって下さい」 本当に泣き
そうだった。。。 七⽣さんが私のため担担⾯やマーボ―⾖腐を注⽂してくれた みんな「⾟、⾟」と⾔ってた。。。 ⾷事中七⽣さんと奥さんはずっと私に中国のことを聞いてく
れました ⼤連に⾏きたいと⾔ってくれました 私も⼤連⾏ったことないんけど チャンスがあればぜひみんなと⾏ってみたいなと思いました。。。 最後別れる時 七⽣さんと奥さ
んはずっと 「頑張ってね」と⾔いながら 初めて会った⽇と同じ優しい笑顔をくれました。。。 この⼗⼀ヶ⽉間にあった いろいろ⼤切な出会いと思いではきっと これからもず
っと、ずっと 胸張って歩いていく勇気を強くしてくれるでしょう。。。 七⽣さんと奥さん 本当にありがとうございました
これは⽇本語で投稿されたものです

湯 皓⽉さんの⽇記



昨⽇

2009.07.18

昨⽇は厨川駅で知り合った駅員さん ―――⼭本さんと⼀緒に回転寿司を⾷べに⾏きました〜 前⼆⼾にいた時 ある⽇佳奈が改札⼝で私のことを⼭本さんに紹介し それから い
つも通学する時 声かけられ お菓⼦ももらいました でも 盛岡に来てからあまり電⾞乗らなくて ⼭本さんともあまり会えませんでしたが 先週⼿紙を書いてあげました 昨⽇
久々に⼭本さんに会え 回転寿司を⾷べに⾏きました 今回は最後かもしれませんが また⽇本で、また中国で会おうと約束しました この⼀つ⼀つの出会いを⼤事にして これから
の⼈⽣にももっと勇気出して進んでいきたい。。。
これは⽇本語で投稿されたものです

湯 皓⽉さんの⽇記



今⽇

2009.07.18

今⽇最後の登校⽇になりました 朝全校集会で 校⻑先⽣から⾊々の賞状をもらいました ⽣徒会からもたくさんのプレゼントをもらいました 解散して教室に戻ってる途中 後ろに
歩いてる知らない⼦に肩を叩かれながら「頑張って」と⾔われました なんか 不思議だなぁと思いました。。。 午後の送別会でスピーチをする時 書いた原稿を持って「皆さ
ん、こんにちは」を⾔った後 もう 涙⽌まらなかった。。。 （美杉に「速過ぎる」と⾔われた） その後すぐ「ティシュ、ティシュ」を⾔って 副校⻑先⽣からハンカチをもら
いました。。。 （もうやばかった。。。その汚さ。。。すみません） 全員で写真を撮ってから みんなから⼀⾔をもらいました 「帰るじゃなくて、なんかうちの⾼校の⽣徒が
転校しに⾏くような感じがします」 「まめちゃんに会って友達になって、幸運です。」 「また⽇本に来てください」 笑顔も涙もそしてまた会おうていう約束も 全て、またこ
こに皆に会いに来る原動⼒になりました 今回帰国してから、しばらく会えなくなると思いますが きっと、また会える⽇が来ると思います。。。 では、⾏ってきます。。。 ま
た お会いしましょ。。。 今⽇ ほんとにありがとうございました
これは⽇本語で投稿されたものです

湯 皓⽉さんの⽇記



明⽇

2009.07.20

今⽇  美杉と盛岡駅へ遊びに⾏った 昨⽇の送別会で⼆⼈ずっと泣いてて 先⽣たちが買ってきたドーナツは⼀個も⾷べなかったから 今⽇はmister donutで御馳⾛になりました
（期間限定の抹茶味めっちゃうまかった︕︕︕） それから 化粧品、百貨、服。。。 ⼤通りのすべての店を回り尽したような気がする。。。 美杉と別れて 家に帰ったのがもう
６時だった それからみたけに住んでいるおばあちゃん家の皆さんと バイキングを⾷べに⾏きました ⼀番⼩さい⼦―――りょうくんからプレゼントと⼿紙をもらった。。。－－
－可愛すぎ︕︕ その後 みんな⼀緒にゲーセンに⾏った ボーリングをやって⾊々遊んでプリクラも撮った 最後別れた時 みんなが 「また⽇本においで〜」 「まめちゃん頑張っ
て」 と⾔ってくれた 帰ってから 昨⽇みんなからもらったプレゼントを⽚づけた かばんとスーツケースには どうやら⼊れないみたい 今ちょっと悩んでる。。。 もともと今⽇
は野球応援なんだけど ⾬で試合が明⽇に延久することになった 明⽇こそ。。。 明⽇こそ。。。 。。。 。。。 今⽇のすべてを「さよなら」と⾔わなきゃ そんな事実 認めたく
ない ⾮常に 。。。 。。。
これは⽇本語で投稿されたものです

湯 皓⽉さんの⽇記



さようなら（また会う⽇まで）

2009.07.20

今⽇は野球の応援に⾏きました。 今⽉3度⽬の、そして最後の応援です。 吹奏楽部につくと この三⽇間、午前3時までかかって仕上げた⼿紙とプレゼントをみんなに⼿渡しま
した---みんなは「マメちゃんからのラブレターだ」ですって（笑） 優理からもらったアルバムには 初めてみんなとカラオケに⾏ったときから、おとといの送別会までの写真が
貼ってありました。---ぎっしりつまった想い出が 天気予報では今⽇は27度。 ⽇焼け⽌めも今⽇で1本使い切りそうです。 トランペットを⼿にはじけて このまま太陽の光に溶
け込んでしまえればいい、と思っちゃいます。 結果は5対3と中央が福岡⾼に快勝。 次は準決勝です。 ---相⼿は伝説の東花巻⾼校（笑） 応援が終わった後に クラスの男のコ
がクラスの寄せ書きを渡してくれました。 清⽔君が⼿を差し出しながら 「僕達のことを忘れるなよ、⾖ちゃん」 学校に戻って ⾳楽室で ⾚⽻先⽣が差し⼊れてくれたアイスク
リームで吹奏楽部のお疲れ様会 みんなで最後の集合写真を撮りました。 明⽇から学校はお休みです。 みんな駅まで⾒送りに来てくれるって⾔ってくれて すごく嬉しかった。
でも不安な気持ちも ずっと送り出すほうだったに みんなに⾃分の後姿はみせたくないな。 ゼッタイにこの約束は守るからね。 「さようなら、また会おうね」これをきっと実
現するって。

湯 皓⽉さんの⽇記



家着いた〜〜〜

2009.07.26

皆〜無事家についた〜〜︖ そうそう、 ⽇記を⾒たらQQかアドレス残しといて〜0。0 考えてみたら、連絡先知らない⼦がたくさん・・・

湯 皓⽉さんの⽇記



この⼀年のすべての⼈に感謝

2009.07.28

題のとおりですT^T あのころの写真を⾒ていると涙がぽろぽろ... 25⽇に夏休みになったかな みんな本当にお疲れ様 （本当に夏休みも⼀緒に楽しんでから帰りたかったな） 昨
⽇利真はニュージーランドに出発かな 楽しんできて... 鳴海のお⺟さんとお⽗さんはさびしがってるだろうな... へへへ mama、わざわざニ⼾から駆けつけて私を⾒送ってくれ
てありがとう お饅頭はとってもおいしいです あの⼩さなアヒルの包装紙は捨てるのがもったいなくてとっておいてます（笑） papaが選んでくれたカメラとても使いやすいで
す>^< それに⾊もかわいい>^< 千乃、messageありがとう ずっとみんなと連絡取り続けていくからね~~ 及川先⽣、阿部先⽣、熊倉先⽣、桜井先⽣、幸恵先⽣、それから美
咲、優花、美杉 これからここでよく⽇記を書くから~ Hotmailのメールボックスも毎⽇必ず⾒てね みなさんも私にちょくちょく連絡ください 今、もうずいぶんご無沙汰してい
た家で眠っているみんな この⼀年にたまった疲れをしっかりとってね 空港では再会できて⼤喜びばかりしてお別れの悲しさには気づかなかったよ 今思うとこの⼀年私たち数回
も会ってはいなかったけど、家族以上のようです お互いたくさんの勇気と⻘春の美しさを感じることができたから、 空港で猴叉が先に⾏くことになって 猴叉とお別れするとき
と同じように 同夢軒はさよならをいうとき何度も拍⼿をした ---この⼀年お疲れ様 続きは私に任せて。 これからの⼈⽣の道が この⼀年の思い出で さらに広く平らかであるよ
うに 25⽇ 私はその⽇のすべてを⽇本での最後だと思い定めて 必死に堪能したあと涙が⽌まらず 夜⼤型バスの上で 先⽣⼀⼈ひとりが私たちと暇乞いするのを⾒て 涙しながら
これが最後の場⾯にならないよう祈りました... 夜部屋に戻るとちょうど⼈を探していた清⽔先⽣に出会いました 朶朶がどこにいるかを教えたあと 黙って清⽔先⽣が⼀路⼩⾛り
で視線から消えていくのをじっと⾒ていました 突然もしこの⼀年みんなの助けがなければ、私は ⽣きていくことすらできなかったんだと気付きました 今空論を述べたところで
余分だから この⼀年で作り出した無数の希望が続いていくよう努めていきたいです 名前すら呼ぶことができない優しい笑顔... それからQQメッセージでがんばれといってくれ
たみんな… 私は 感謝を胸にすべての⼈に⼀⾔⾔いたいです ありがとう ps 昨⽇は⻑旅で疲れて家に急ぎかえってすぐに髪をセット… 椅⼦に座って何度も寝てしまいました…

湯 皓⽉さんの⽇記



新学期>⼝<

2009.08.04

昨⽇は夏休みの補習1⽇⽬... なんと夜11時までかかりました... でも昨⽇はとてもhighな⼀⽇でした... なんたって久しぶりの再会...最⾼︕︕>333333< 今⽇が初登校⽇なので
私たち⽂系クラスは午前中2時限の数学がホームルームになりました。 ---猴ちゃんたち3⼈は早速、数学のテストでタイヘンだったみたい... ---なんて、私たちもその後の国語
の授業で同じメに--... 午後の授業が終わった後 ネットでずっとお願いしていた待望の砂鍋屋さんに、友達に付き合ってもらって⾷べに⾏きました。 みんなと⼀緒だと嵐のよう
なさわぎです。 遅くまで勉強しなくちゃいけないのもまったく勉強していなかったからだし... [仲のいいコたちも様⼦⾒にも来てくれなかった==...フン... 授業で私たち4⼈は
この1年間の報告をしました。 発表中「ええ︕ホントに︖!----」って驚きの声があがることも。 午前中いっぱいかけて、先⽣⽅にお⼟産をお渡しして、 友達にお菓⼦を配って
それから岩崎先⽣、優理ちゃんとママからもらったアルバムをみんなに⾒せました。 「本当にいい、楽しい1年間だったんだね」って⾔われて... さっきウトウトしていました
夢の内容をはっきりと覚えています なぜか盛岡駅の⼤通りをせかせかと 何度も⾏ったりきたりして、今でもひとつひとつのお店もはっきり思い出せます... せかせかと、歩い
て...歩いて...

湯 皓⽉さんの⽇記



いよいよ⼀か⽉間〜

2009.08.23

みんな お久しぶりです〜 元気〜︖ 今私はすでにいつでも倒れそうな状態です。。。 朝7時から夜11時までずっと学校で勉強。。。 しかも科⽬は国語数学⽇本語だけ。。。
オェ―――吐きそう。。。 こんな⽣活もう⼀か⽉。。。︖ オェッ。。。 おとといから 洛陽の気温が急に下がって いつも20度ぐらいで すごい「秋だ―――」て感じ 地獄にい
る受験⽣の私たちも助かりました。。。 お⺟さんお⽗さん利真ちゃん〜 荷物送ってくれてありがとう＝３＝〜 今うちの電話国際のじゃないから 盛岡に電話掛けないの
さ。。。。。 ごめんなさい︕︕ ⼿紙書きます＞⼝＜︕︕︕ 先々週美⼦先⽣の⼿紙が届きました〜〜〜〜〜〜︕︕ 今返事を書いてます。。。（今︖︕） みんなの分も⼀緒に送
りたいんですが。。。 いいでしょか。。。 千乃⾵邪ひいた︖︕ やっぱ⼆⼾真夏でも涼しいかな︖〜 ママパパおじいちゃんおばあちゃんも気をつけてね＞＜︕︕ 今私毎⽇咳⽌
まらないです うちの⺟さん今⽇から鄭州に出張。。。 ⼀週間分の服と⾷べ物を⽤意してくれました（笑） 「疲れた時は⽗さんに電話して〜無理しないでね」 ⽗が毎⽇学校か
ら私を迎えるために新しい⾞を買いました （11時はバスも何もないから。。。） 昨⽇叔⺟さんたちと⼀緒に⾷事をしてきました 「頑張りすぎないで みんな応援するよ」と
⾔われました 家帰って ママからのメール 「元気に頑張ってくださいね 受験 」が届きました みんなの温かい気持ちが⼼まで届いてきました そのため  もっと、も―――
っと頑張りたくなる、強くなると思います 明後⽇ 帰国してから⼀か⽉間になります 清⽔先⽣ 勉強頑張ってください ⼊⽮先⽣の⾚ちゃん元気に⽣まれてきてくださいね ⼊⽮
先⽣もお元気でね＞＜ 橋本先⽣、⼩島先⽣、佐治先⽣。。。 交流センターの先⽣の皆様︕お元気で＞＜ 及川先⽣ ⼩野寺先⽣ 3A2の、中央の皆様  今すごく会いたいです
＞＜ 受験ガンバ――︕︕ 花巻インフルあったって聞いたんですけど。。。 気をつけて下さいね 全国にいる三期⽣の皆さん 学校もう始りました︖ これからも元気でお互いに頑
張りましょうね＞３＜ ⽇記全然書けなくてすみません。。。＾⼝＾” では また。。。
これは⽇本語で投稿されたものです

湯 皓⽉さんの⽇記



お元気ですか︖>v<︕︕（アルバム ありがとうございます︕︕）

2010.03.27

皆様 お久しぶりです お元気ですか︖ 今洛陽の桜も満開です〜 そしていよいよ来⽉から第２８回牡丹祭がやってきます〜 お時間がよろしい⽅はぜひ。。。︕︕ 今⽇はようやく
⼤学⼊試第２回模擬試験が終わり 私たちも⼆か⽉ぶりの⼟曜⽇休⽇を得るこおができました。。 （今⽉以来⾦、⼟曜は全部テストすることになって。。。） （しかも毎⽇六科
⽬です。。。） （朝から夜まで外にいる時はお⽉様しか⾒えない。。） ⽔曜⽇ 交流センターからのアルバムと報告書が届いてきました〜 交流センターの先⽣の皆様 送ってい
ただき、本当にありがとうございました︕︕ 学校で友達からそれを渡された瞬間 もう⾔葉にならないほど幸せでした。。。=w=〜 そしてクラスメートの友達に紹介しながら
みんなで⼀緒に⾒たいました 写真とレポートを⾒て ⽇本にいる時のいろんなことを思い出しました。。。 みんなの笑顔があまりにも温かすぎて 涙出るほど懐かしさを感じま
した。。。 それを思い出しながら 留学の⼀年間で少しも勉強してなかった⾼⼆の教科書を⾒て 「こりゃ無理だ――」と時々思う⾃分がなんて弱⾍なんだ と強く感じました 皆
様と出会って本当に幸せでした 皆様とできた思い出は⾃分の誇りになりました いっぱいな幸せと誇りを与えてください 本当にありがとうございました これからも その幸せと
誇りをもって ⼀⽣懸命⾛っていきたいです。 頑張ります。 またお会いしましょう。 ｐｓ 及川先⽣、桜井先⽣、熊倉先⽣ メッセージありがとうございました︕︕ 頑張りま
す︕︕
これは⽇本語で投稿されたものです

湯 皓⽉さんの⽇記



夏休み〜

2010.06.18

受験無事に終わりました〜 皆さん 応援してくれてありがとうございます〜 まだ成績が分からないですが 多分また⽇本にお邪魔しに⾏きます（笑） その時もし皆さんに逢え
たらと私は思います。。。 先週旅⾏に⾏きました 養⼦沟っというある⼭に登りに⾏きました その⽇洛陽市内は37度にも⾄ったと聞き 本当に驚いました （⼭の中では⻑袖を着
るほど寒かったのに） 皆さんも夏休みの計画を⽴ちましたか〜 私にとって⾼校⽣としての最後の夏ですので ⾼校⽣らしくいっぱい遊ぶつもりです〜（笑） あ なんかどうでも
いいこといっぱい書いてしまいました。。。 最後まで読んでくれてありがとうございます〜 ⻄⽠最⾼〜（笑）
これは⽇本語で投稿されたものです

湯 皓⽉さんの⽇記



またお邪魔しに⾏きます〜よろしくお願いします︕

2010.09.23

皆様 こんにちは〜 お元気ですか〜 七⽉から英語の勉強を始め、毎⽇充実で忙しかったです。 ⼤量の英単語を通して⽇本語の優しさを感じました（笑）〜 TOEFLのテストが順
調に⾏けたらと思います。 ところで 昨⽇先⽣からビザの⼿続きが終わり、10⽉4⽇東京につくことになると聞きました。 同じ学校に⼊学する⼆⼈の友達と⼀緒に〜 両親と離
れるのは寂しいですが、これからも出来るだけ⾃分の⼒であるいていきたいです。 ⽇本にいる皆様にすっごく会いたいのです〜 もし宜しければぜひまた会いましょう〜 楽しみ
にしてます〜︕
これは⽇本語で投稿されたものです

湯 皓⽉さんの⽇記



きました︕⽇本︕

2010.10.06

こんにちは〜 お元気ですか〜 ⼀昨⽇、⼗⽉四⽇の午後 成⽥空港につきました〜 私は東亜学院という⽇本語学校に⼊学しました。 学校は港区にありますけど、 寮は埼⽟県にあ
ります。 毎⽇寮から学校まで電⾞で４０分かかります。 交流センターの先⽣の皆様、 岩⼿県の皆様、 そして⽇本にいる三期⽣のみんな とても会いたいです︕ ぜひまたお会い
しましょう︕ 勉強頑張ります︕ では
これは⽇本語で投稿されたものです

湯 皓⽉さんの⽇記



会いたかった＞＾＜︕︕

2010.10.25

お久しぶりです〜 お元気ですか〜 昨⽇池袋で受験するために東京に来た佳奈に会いました〜 池袋駅の⼈の多さに怯えました。。。 そして似っていた店があまりにもたくさん
ありました。。。 近くにいるはずなのに、佳奈と何度も電話かかって、待ち合わせの場所を変えて、やっと会えました。。。 （電話の内容は「ｘｘの前に着いたよ」「私もこ
こにいるんだけど、あれ︖」ばかり。。。） 駅の13階の中華料理屋さんで語りながら おいしい料理を頂きました。 いろんなことしゃべって、 岩⼿県に帰って、みんなに会い
に⾏きたくなってきました。 佳奈は本当に美⼈になった︕︕＞３＜ だけど私は相変わらず男っぽくて恥ずかしいな〜（笑） 今⽇上野駅で佳奈を⾒送りました。 新幹線に乗っ
た佳奈を⾒て、 「⼀緒に帰りたいな。。。」と思いました。 頑張って早く⼤学を決めてみんなに会いに⾏きます︕ ところで 今⽇⾹君と電話しました。 来⽉⼆⼈で交流センタ
ーの先⽣⽅に会いに⾏くことを決めました〜︕ 考えるだけで興奮します〜 （今も興奮しています〜〜〜〜〜） 今はまだ⽇⽇を考えています。 決まったらすぐ連絡します︕︕
そして。。。 来⽉の留試とTOEFL。。。 無事に⾼得点でありますように。。。 頑張ります︕ また会いましょう︕
これは⽇本語で投稿されたものです

湯 皓⽉さんの⽇記



みんな⼤丈夫︖︕

2011.03.24

交流センターの先⽣⽅ 岩⼿県の皆様 三期⽣のみんな ⼤丈夫かな︖ 3⽉11⽇のあの⽇、みんなはどこにいたの︖ あの⽇は、霞⼭ビルの３７階のオープンスクールイベントに出
ていて 地震が起こったときは、⾜元がぐらついて⽴ってられないくらい。 ビルが倒れっこないって頭では分かっていても 揺れがずっと続く中で、本当にもうダメだっておもち
ゃった... はじめの地震後、すぐに避難をして それから震源地が宮城だと知って すぐに岩⼿の家族や友達や先⽣にメールや電話をかけたけれど、どうしても通じない。 何事も
ありませんようにと祈りながら学校に着いて、すぐにテレビをつけたら そこには⼀度⽬にしたら⼆度と忘れられないような恐ろしい津波の場⾯が...T⼝T 画⾯から⽬が離せない
私に友達がずっとそばについていてくれて 先⽣も私の肩を抱いて盛岡と岩⼿は⼤丈夫よって⾔ってくれたけど その夜は全く眠れなかった 翌⽇のお昼にやっと寮に戻って 友達
と⼀緒にスーパーに⾏って当⾯の⾷料を調達 ⼣⽅になるころ、やっと岩⼿の家族や先⽣たちから無事の連絡が届き始めた... ついさっき、避難所から戻ってきたところ 怖くて
学校も少し被害があったけど、みんなは無事 マメちゃんに少しでも早く新しい岩⼿を⾒せてあげられるようにがんばらなくちゃ 地震後の毎⽇の恒例⾏事は テレビのニュースを
⾒ることとメールのチェック だから地震からまだ涙が⽌まることはない 傷は⽣きてさえいればいつかは癒えるもの いっしょにがんばろう︕

湯 皓⽉さんの⽇記
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