
同志のみなさん︕お猿です︕

2008.09.03

２⽇からバタバタと忙しく、休む間もありません.. やっと夢にまで⾒たインターネットができる︕うれしい︕ 今は東京の交流センター.. カタカタとキーを叩く感覚は本当にい
いなぁ.. ネットで⾃分のことを書くのがやっぱり好きです.. 東京までの道のりはかなり⼤変でした.. ⾶⾏機は本当に気持ち悪い..︕ 離陸で⽿が痛くなり..着陸でもまた痛くな
る.. まだ頭がボーっとしてます..朝は４時に起こされたし.. ⾶⾏機を降りれば、⾝体以外はとてもいい気分.. 特別な感覚はなかったけど..東京に着いたんだ.. 道がとてもきれ
い..そこが⼀番気に⼊りました.. はっきりときれいに整備された道.. ⾼層ビルなんかは..北京とあまり変わらない感じ.. お店のディスプレイはとっても可愛い..⽇本っぽいなぁ..
お寿司屋さんや和服店が多い..あぁ、⾒てみたい.. 博品館というところに⾏きました.. 超可愛くて、超きれいなものが⼭のようにあって..あぁ..ホントたまりません.. 写真もた
くさん撮りました..時間があればアップしますね..⾒て下さい。ハハ.. ⽣まれて２度⽬の海も⾒ましたよ..⼣焼け雲が本当にきれいでした.. 夜に⾷べたバイキングも美味しかっ
たよ.. 次はもっといろいろと遊びたいな.. また何かあったら更新します..みんなも私を忘れないで︕︕ それから︓お⽗さん、お⺟さん..私は元気です。安⼼してください︕とて
も楽しく過ごしています.. ニ三⽇前からすこし疲れてて、たぶんちょっとした⾵邪だと思います..でもすぐによくなると思います.. ⾶ちゃん..しっかり勉強して..それから.. 同
級⽣のみんな、みんなのこと思ってます..私が楽しく過ごせるよう祈っててください︕ じゃぁ、今⽇はここまで..後でテレホンカードを買って、お⽗さん、お⺟さんに電話しま
す︕ では..またね..︕

王 雅洁さんの⽇記



寂しさと喜び。⽭盾してます。

2008.09.12

昨⽇は16歳の誕⽣⽇。校⻑先⽣と先⽣⽅がケーキを買ってくださいました。 同級⽣も寮の⾷堂で誕⽣⽇を祝ってくれました。 本当に嬉しい、毎⽇⽇本語に包まれて過ごしてま
す。 ⽇本語を話す機会はたくさんあります。明⽇はいよいよ⽂化祭。 私はダンスのリハーサルに参加しました。そんなに上⼿じゃないけど、なんとか様になってます。 みんな
とても親切で、時間があれば⼀緒に遊びに⾏こうって⾔ってくれます。 やっぱり寮は好きになれません。⾨限が過ぎると、もう何もありません。 寮ではしょっちゅう友達と集
まったり、おしゃべりしたり。 でも、なんだか家って感じがしなくて、⼤家族という感覚もあまりしません。 私もホームステイしたいな。 寮での⽣活は、どんなに努⼒してみ
ても、あまりに単調すぎます。 寂しすぎる、こんな⾵に⼀年間を過ごしたくありません。 友達はいるけど、まだ⼼から打ち解けるまでにはいかないし。 みんなにはまだ何も話
せません、だから分かってもらえない。 まったく、⽭盾してます。 徐々に上⼿く⾏けばいいのになぁ。 中国の先⽣や同級⽣のみなさん、どうかお元気で。

王 雅洁さんの⽇記



⽂化祭オイェイ。。

2008.09.14

。 。 。 ⽂化祭1⽇⽬。 。 私達は新劇を演じたり、ダンス（これが⽂化祭第⼀位を受賞した）をしたりした 着ていたのが上の服だった。 写真から⾒えないかもしれないけど。
あのスカートが⼀番短かった。。 幸いショート・パンツを持っていた。中にはいていた。 向きを変える振り付けが多く、⼤変だった。。 あとで4年（つまり⾼⼀）B組のブレ
イクダンスを⾒た。 すごかった。すばらしかった。いけメンもいた。 猫猫さんが興奮するだろう。。 それから⽂化祭の2⽇⽬の準備 。.。 。 。 ⽂化祭2⽇⽬。 。 朝先体育館
に⾏って中学⽣の演劇を⾒た。 ⾯⽩かった。いっぱい⾒てから、⾼校⽣が退場した。 書道や芸術の絵画、彫塑展⽰場などを⾒学した。。 午後の吹奏部の演出がすばらしかっ
た。 グラウンドで歌を歌った。少しうるさかったけど雰囲気がよかった。中国ではこんなのはない。 うちの担任がすごかった。登場してをべーすを持って弾き始めた。 超格好
良かった。全然に先⽣に⾒えない。（写真が後で新浪でアップされる。） 模擬店もあった。発券のところで買物券を交換してから使えるんだ。 焼きそばやかき氷を⾷べた。そ
れにフライドポテト。すべて学⽣たち⾃分で作ったものだ。 すごいでしょ。 またbingoにも参加した。なにももらわなかったが。。 おもしろかった。 最後に教室から１つの賞
品をもらって帰って来た。 ミニビリヤードのシリーズ。超いい。夜友だちと⼀緒に遊ぼう。 。 。 。 明⽇何かするかまだ分からない。 楽しく過ごしていた。 ハハ、 フフフ。
ラッキーでありますように。

王 雅洁さんの⽇記



部活動だ、部活動。

2008.09.18

。 。 こちらの天気は変わり易く、⾵邪をひきました。。 ⾬が降ったかと思えばまた晴れて、⾬が降ると寒いし、晴れると⽇差しがかなり強い。 続けて薬を飲んだので、⼤分
良くなりました。ご⼼配なく。 。 。 昨⽇は茶道を習いました。「作法室」に⼊ってしまうと、話も出来ません。 作法室とは学校の茶道部が活動する場所。 とても静かな和室
で、畳はとても清潔、みんな歩く時は⼩刻みに、⾳を⽴てません。 私が⼩さく挨拶してから部屋に⼊ると、先⽣も私に少し質問され、坐るようにおっしゃいました。（実際は
膝をついて坐ったのですが） 最初は茶道の基本の礼儀、それからお客様への茶道具の準備、そしてお茶の淹れ⽅。 先⽣について何度か練習すると、すぐに出来るようになりま
した。 先⽣は私の上達が速いので、誉めて下さいました。本当に嬉しい。 次は「お菓⼦」の⾷べ⽅。とても⽢くて美味しかったよ。 次は先輩が私にお茶を運んでくれて、先⽣
のご指導のもと、正しくお茶を頂きました。 お茶を飲むのがこんなに⼤変だったのは初めてです。 飲み終わると、今度は隣の⼈に挨拶をします。 先⽣は、来週はもっとたくさ
ん勉強しましょう、とおっしゃいました。楽しみです。 。 。 。 今⽇は空⼿部に⾏きました。道場に⼊る前は死ぬほど緊張。 空⼿部は全部で６⼈くらい、私以外は全部男⼦⽣
徒。 同じクラスに部員が３⼈います。その中の⼀⼈は⼀番強い部員です。 爆発⼒があって、スピードある。⼈柄も良くて、私の最初の先⽣です。 初めて習う空⼿なので、もち
ろんバタバタするだけ。でも彼は笑わずに、とても我慢強く教えてくれました。 その後先⽣がいらっしゃって、じきじきに教えて頂きました。さすがに先⽣。 とても専⾨的
で、⽣徒の⼼理も理解しておられ、リラックスして学ぶことが出来ました。 休憩時間、あの⼀番強い⽣徒ともう⼀⼈の⽣徒との対戦。 その⽣徒はずっと壁際に追い詰められ、
相⼿の「拳」を激しく受けて、負けを認めました。 本当に格好いいなぁ。絶対に頑張って練習するぞ。 ⼀年あるから、きっとマスター出来るでしょう。 . . 明⽇も空⼿の練習
があるので、⾏くつもりです。 今⽇は本当に疲れました。⾝体がバラバラになった感じで、少し歩いただけで痛いやら、だるいやら。 運動不⾜だね、頑張らないと。 。 。 。
写真は間に合いませんでしたが、撮ったらまたみんなに⾒てもらいます。 みんなはどんなクラブに⼊ったのかな。

王 雅洁さんの⽇記



空⼿後記+HOMESTAY︕︕

2008.09.22

空⼿がどんどん⾯⽩くなってきた。 とっても楽しい。 部の男⼦は、私が想像したみたいに私のことを笑ったりしなかった。 むしろ私を励ましてくれる。ヘヘッ。 空⼿が好
き、ハハハ。 きょうの練習は準備運動のほか、 縄跳びが増えたけど、⼩学校以来こんなにやったことはなかった。 きょうは３分間計って縄跳びをしたけど、 途中で何度も⽌
まってしまった。ああ、練習が⾜りない。 がんばらなくっちゃ。 きのうやった砕破（サイファー）は、もう覚えた。 次は⼗⼋⼿（セーパイ）で、先⽣は男⼦⽣徒を相⼿にやっ
て⾒せてくれた。 とても難しそうだったけど、頑張るよ。 縄跳び以外 ⾺跳びもあった。５⼈の男⼦が⼀列になって、 体をすこし曲げて⾺になった（すこししか曲げないの
だ︕︕） それから２分間、とまらずに跳び続けないといけない。 男⼦はみんな私より背が⾼いから、悲惨だった。 必死で跳び続けたあと、すぐに床に座りこんでしまった（ち
ょっと恥ずかし〜） それから他の男⼦⽣徒は⾝を起し、意外なことに、拍⼿してくれた︕ すぐにとてもいい気分になったよ。だれも笑わないばかりか、励ましてくれた︕ 元気
⼀杯だよ、ハハハ。。 、 。 。 しっかりやっていこう。 明⽇は秋分の⽇でお休みだ。 ⾃転⾞に乗って出かけようと思う。 順調にいけますように。 。

王 雅洁さんの⽇記



秋。

2008.09.26

以下は、蘇醒の「秋天」の歌詞からの引⽤です。 离别的秋 终于放开后的⼿ 你⾛以后 只剩落叶陪我逗留 微笑的泪 让风吹⾛只剩忘记的⾃由 爱没留下结果 恨不能将这错 我怎么解
脱 直到最后 都不愿放开的⼿ 秋天以后 我们都要学会承受 也许时间 会停格在每个想你的时候 让你⼀个⼈⾛ 泪在我⼼⾥流过的痛 当往事回⾸ 你的笑容带不⾛ 我⼼中那⼀丝哀愁 在
每年秋天这个时候 爱到最后 沉默消失前最眷恋的理由 安静的节奏 风琴声动听却忧伤依旧 还记得 曾经的承诺执著爱错的我 还会记得黑⾊的记忆在思念中飘落" 黑⾊样的⾛过我们都
懂了太多 当往事回⾸ 你的笑容带不⾛ 我⼼中那⼀丝哀愁 在每年秋天这个时候 爱到最后 沉默消失前最眷恋的理由 安静的节奏 风琴声动听却忧伤依旧 秋天的时候 为我停留 离开以
后 以上、引⽤終り。 。 。 。 。 久しぶり。 寂しかった︖ハハ。 。 。 最近テストがありました。 数学はかなり良かった。 英語はなんと前の⽇に暗記した単語が出たので、う
まく⾏きました。 国語は、聞かないで。。落第です。 及第点の半分も取れませんでした。 ⽇本語能⼒試験よりも難しかった。習ったことのない⾔葉ばかり。。 。 。 明⽇はい
よいよ初めてのHOMESTAY。 たった⼀⽇だけど充分。楽しみです。 。 ⼗⽉は武道⼤会があります。滅茶苦茶にやられなければいいけど。 。 もう秋ですね。 だんだん涼しく
なってきました。私も⾐替えしました。 ⽊々はまだ緑だし、⽇の光も差すけれど。 でも夜には⾬が降ったり。 上の詞は私の好きな歌。 秋を歌った歌です。 。 私はこの季節が
好きです。 だから頑張るぞ。 みんなも頑張って。。 。。 。

王 雅洁さんの⽇記



HOMESTAY全記録

2008.09.29

家の感じは本当に良いです。 とても暖かい感じがします。 。 。 ○原さん宅にお世話になっています。 お⺟さんは佐○⼦さん、お⽗さんの名前は忘れてしまいました、⼤きい
⼦は啓○、⼩さい⼦は与○、 とても可愛い⼀家です。 。 。 まず彼らの家を説明します。 このお宅は築１００年にもなります。 昔の息吹を感じます。たいへんきれいです。
庭にはたくさん⽊があります。庭は広いです。 sarah（⾳訳です）という名の⽝を飼っていて野⽣的でエネルギッシュで、庭の扉も⼤変古いみたいです。（カメラの電池がなく
なって写真を撮れません、ごめんなさい）⾨の前は私たちがバーベキューパーティーをする場所です。 広いです。私たちの⻄教楼の空き地と同じ⼤きさです。みんなここの敷
地です。 。 。 みんなと知り合ってから。お⺟さんのバーベキューの準備の⼿伝いをしました。 バーベキューは７時からです。 たくさんの⼈がきました。たくさんのお⺟さ
ん。熱気にあふれていました。 バーベキューは12時まで続きました。 みな続々と帰って⾏きました。 10時頃私と同じ外国⼈が着ました。 イタリア⼈でした。⽇本語がとても
うまかった。私よりずっと上⼿。 私たちはとても楽しかった。ふふふ。 最後にはお⺟さんたちは酔っ払っていました。先⽣もです。 はちゃめちゃなお喋りが始まりました。⽇
本⼈の正気でない⼀⾯を⾒ました。 ⼦供はみな⼩学校のバスケ部です。 ずっとバスケットボールを追いかけていました。 その中に中学⼀年⽣の⼦がいました。○之介君といい
ます。 彼のバスケはとてもかっこいい。でも背がとても⼩さい。⼩学5年⽣くらいの背です。 服はとても⾯⽩い。わりと⼤⼈っぽい。 彼はシュートがとても上⼿。ボールをキ
ャッチして投げたらすぐゴールに⼊ります。 。 。 バーベキューは熱気のうちに続きます。 。 。 1時になりました。お⺟さんは私を部屋の中に連れて⾏ってくれました。 彼⼥
はとても優しいお⺟さんで、しかもユーモアがあります。 ⼦供とは友達です。この家ではみながお互いを名前で呼び捨てにします。 寝たら、朝の9時になっていました。 ⼀緒
にとまっている⼦は○⾹です。4年⽣の⼥の⼦。 すごく私のことが好き。私を捕まえて遊びます。⾛ってきます。 この家の⼆⼈の男の⼦を紹介します。 啓○は紳⼠的な男の⼦
で、弟と⽐べるとお兄ちゃんな感じがします。 ⾃分の気持ちの表し⽅が特別です。じっと⼈を観察します。（ここでいう⼈は私です） それからゆっくり話しかけます。だんだ
ん近づいてきます。 そのあとはずっとその⼈と話します。たくさんのことを話してくれます。とても可愛い。 弟は⼤げさです。2年⽣です。あまり物事がわかっていません。
ずっと叫び続けています。でもとっても可愛い。 お別れの前に私にしわくちゃの美術館の券をくれました。惜しそうな顔をしていました。 可愛い過ぎます。私は超感動しまし
た。 ここのご主⼈を紹介し忘れていました。たいへん控えめ。とてもやさしくて親切。 とても⾯⽩い。週末はいつもお昼まで寝ています。 このたびも例外ではありません。私
は起きたばかりの彼と「おはよう」と挨拶しました。お⺟さんは「おそよう」（わかりますか）でしょ、と⾔いました。はは。 。 。 私たちはお昼ご飯を⾷べて福⼭市⽴美術館
へ観に⾏きました。 とてもきれい。とても可愛い画⾵。それに彫刻。 写真撮影は禁⽌です。⾃分で振り返って味わうだけしかできません。 。 。 家に帰ったら7時を過ぎてい
ました。 お⺟さんは晩御飯の準備に⾏きました。 私。お⽗さん。啓○。与○。休憩室に座りました。 洛陽のパンフレットを⾒ました。とても意外。 これはおじいさんのコレ
クションです。本当に温かい家庭なんだなあ。 、 、、 、 、 さて、ここまでにします。 今後機会があれば写真を撮ります。 みんなに楽しい⼀家のお話をおすそ分けでした。
。 。

王 雅洁さんの⽇記



空⼿＋キンモクセイの⾹り︕

2008.10.06

きのう空⼿⼤会に⾏きました。 ３０⼈ぐらいいきました。 先⽣は６⼈。 岡⼭で⾏われました。 私たち空⼿部は８⼈⾏きました。 学⽣７⼈と先⽣１⼈。 。 。 着いたら、⼤学
の先輩⼆⼈と知り合いになりました。 やさしくて活発な先輩でした。 道場を囲んで準備体操をしました。 そのあとは基礎拳法。 それから「組⼿」の基礎練習。 当然わたしは
まったくわからない。 まだ練習していないんだもん。 。 午後は対打の準備練習。 先⽣が体の姿勢の練習⽅法を教えてくれました。 みんな熱⼼に練習しているとこを⾒て、⾃
分も頑張ろうと思っています。 ２時半ごろまで練習して、試合開始。 私は試合に参加しないから、審判席で点を付けるのを⼿伝った。 私の学校はすごかったよ。 ほとんど全
部勝ちました。 。 ４時に試合は終了。 道場に残っている⾎痕はちょっと怖かった。 ある選⼿は⼒が強すぎて顔や⼿、⾜にけがをすることもあった。 とても怖かったです。 。
でも、やはり収穫が多かったです。 １１⽉２⽇にもういちどこういう試合と練習があります。 チャンスがあればまた⾏きます。 へへ、ちょっと怖いけど、とてもかっこいいか
ら。 。 。 今⽇は中間試験前の最後の空⼿部の活動です。 来週⽕曜には中間試験です。 がんばらなければ。 がんばるというけど、ちょっと難しいのは確かです。 いくつかの
授業の補修の覚悟をしました。 ほんとうに無理です。 お⽗さんお⺟さん先⽣友達の皆さん、ごめんね。 。 部活の話に戻ります。 今⽇先⽣は対打の基本練習を教えてくれまし
た。 私のクラスの男⼦⽣徒は強かったんです。 対打ではときどきちょっと⾎が出たりするほど。 先⽣に基本動作を教わった後。 男⼦⽣徒と⼀緒に練習するように⾔われまし
た。 それ聞いたらびっくりしました。めちゃくちゃにやれるんじゃないですか。 それで先⽣は、私と練習するとき男⼦⽣徒は反撃できないことにしました。 へへっ。 安⼼し
て練習しましたよ。 動作はぎくしゃくして⼒がなくて。 ふにゃふにゃしていたけど。 さっき⾔ったいちばん上⼿な⽣徒は無⾔で笑ってました。 ああ、ちょっと恥ずかしかっ
た。 。 。 明⽇はテストの詳細がわかります。 私、がんばります。 。 。 。 そうそう、 猿は今⽇⾦⽊犀の⾹りをかぎましたって 気持ちよくて、懐かしかった。 ⾦⽊犀は中国
原産だよね。 ハハ。 気持ちが煽られるね まあいいよ。 みんながんばろうね。

王 雅洁さんの⽇記



福⼭随想。

2008.10.08

福⼭にある学校から⼣陽が⾒えたことがない。今⽇もそうだった。 でも、⾚く染まった⽊々や家の影で、⼣陽が遠ざかっていくのが感じられる。 もしも１年前の私、洛陽の町
に浸っていた、どうしようもなく幼稚な私だったら。 どうやっても、⼀年後に⾃分が⿊い⾰のかばんを持って、⽇本の制服を着て、 緑に囲まれた異国のキャンパスをひとりで
歩きまわっていることなど想像できなかっただろう。 もっと正確にいえば、私はがんばって旅をしている。 。 着いたばかりのときは、町中の賑やかな⼈波をかき分け、信号や
広告が頭の上を掠めていった。 少しずつ、明かりは消え、⼈も減り、 空が真っ暗になるころ、私ははじめて学校に⾜を踏み⼊れた。 あっというまに、⼈が増えた。 集まって
きた⽇本の友だちの笑顔で、みんなのほんものの⽇本語の中で、 あふれだす友好が冷えた夜を打ち砕いた。 学校の明かりはさらに明るく、そして暖かかった。 。 数⽇がた
ち、早いリズムで進むここの⽣活にもすこしずつ適応できてきた。 学校の時間は予定がいっぱいで、授業は半分以上聴き取れず、ストレスと孤独で息がつまりそうになった。
福⼭のすべてが私には忙しく感じられ、⾵はあわただしく吹き、砂や⽯も⾵といっしょに急いで⾛っている。 ⾵がどう吹いたところで、空の雲は悠然と流れている。 ⾬が降っ
ていない⽇には、空はとても⻘くて近く、⼿を伸ばせば雲を掴めそうな気がする。 だから私はこの美しい雲が、悠然とした⾃由な雰囲気が好きになった。 よく⾃分の部屋か
ら、ガラスに額をくっつけて雲を⾒ている。 雲は互いに⼿に⼿を取るように動いているが、私は雲の⼿をつかむことができない。 ⻘い空が突然鏡のようになり、私のさびしげ
な顔を映し出す。 私は福⼭で初めての涙を流した。これまでに感じたことがない孤独を感じた。 。 数週間が過ぎ、私は教室と寮、そして道場の間を忙しく往復している。 雲
を⾒て、雲の⼿を取る時間はない。 でも私の眼に映るのは学校の友だち、いや友だちの笑顔というべきだろう。⽿にはやわらかな⽇本語が聞こえる。 時には掌に確かな温度を
感じる。仲間の⼿が私を安⼼させ、落ち着かせてくれる。 雲を⾒る習慣を忘れようとしているときに、キンモクセイの花がてのひらのように私の顔に触れた。 その時私は動物
が⻑い冬眠から覚めるように⽬を覚ました。 ⾷べ物を探すようにキンモクセイを探した。キンモクセイは中国原産だよ。 でも⾹りを探して周囲を探し回っても、記憶の中の浅
⻩⾊の⼩さな花は⾒つからなかった。 代りに⽬に⼊ったのは⾚く染まった⼣霞、久しぶりに⾒る雲だった。 まさか中国からはるばるキンモクセイの⾹りを私に届けてくれたの
だろうか。 秋が来たことを知らせてくれたのだろうか。 ⾜を⽌めて少し休むように⾔ってくれているのだろうか。 。 私は考えすぎなのかもしれない。 福⼭の家並みの明かり
の中、旅⾏者である私を祝福してほしい、静かに眠れるように。 。 。 本題からはずれるけど、镠镠は元気にしてる︖班ちゃんは元気︖ わたしの⽉末レポートは先⽣⽅に届き
ましたか︖

王 雅洁さんの⽇記



先に写真を公開します︕

2008.10.13

私はやっと写真でフィードバックすることを思い出した。 これは隅原の家のいろいろな様⼦です。 もっとたくさんありますよ。 ⽇誌を書いたけど、ネットが忙しかったのでな
かなか発表できなかった。 また明⽇努⼒します。 皆さんお⾝体をお⼤事に。 ＰＳ︓⼤琪さん、国内の課程を学びました︖

王 雅洁さんの⽇記



HOMESTAY第⼆弾︕（⼀）

2008.10.14

10.11. 学校の授業が終わった直後、寮の⾷堂に⾛って戻った。 急いで⾷事を済ませ、荷物を⽚付けたら⼩学部へ⾏って隅原さん⼀家が来るのを待つことにした。 ⼆時に、待
ちに待った隅原ママの笑顔が⾒えた。ハハ。 久しぶりに、⼆⼈の男の⼦も相変わらず可愛かった。 与彌は私にあれこれたくさん話してくれた。啓之は話そうとしたがなかなか
できなかった。そして⼤きい声で弟に「うるさい」って。 最初に⾏ったところは岡⼭⾜守の稲⽥だった。隅原パパは⾞で私たちを連れて⾏ったんだ。 ⼀時間をかけて⽬的地に
着いた。 これは体育保育授業の辻先⽣の⽥圃だ。迎えに来たのは先⽣の奥さんだった。 ⼀緒に来たのは先⽣の娘さん、めいこ。畑仕事をしていたのは先⽣のご両親だった。 先
⽣の奥さんは明らかで親切な⼈だ。 着いて間もなく、奥さんに連れられて、稲⽥に⾏った。 私たちに鎌、⼿袋を配ってくれた。稲刈りの⽅法も教えてくれた。 実は今殆ど機械
で稲を刈っている。私たちは畑仕事の⾟さを体験しようと思ってここに来た。 それから、私と何⼈かの⼦供、隅原ママと⼀緒に仕事を始めた。 畑仕事はやっぱり⼤変。三⼗分
経ったら、腰が痛くなるわ、頭も痛くなった。 稲刈りは初めてだったけど、上⼿くできたような感じで。ハハ 三⼗分のあと、刈ってしまった稲はもう⼭のように積もった。私
の家にそんな稲⽥があるだろうかとみんなに聞かれた。 都市に住んでいるから、殆ど稲⽥を⾒たことがないって答えた。 みんな驚いた。「よくできたね」とほめてくれた。そ
れを聞いて、すごくうれしかったよ。 へへ それから、私たちが三つのグループに分けられた。 先⽣の娘さんとめいこは⼀グループで私は啓之と⼀緒。もう⼀⼈の男の⼦は隅原
お⺟さんとグループに組んだ。 与彌は⼩さすぎて稲刈りができないから、私たちの後⽚付け係りになって、 私たちが刈った稲をそれぞれの⼭へ運ぶ仕事だった。 もちろん私と
啓之のグループが勝った。嬉しかった︕ 稲を刈ってからみんな疲れたから、そのあとは軽い仕事をした。 野菜畑に⾏った。野菜畑のすぐそばに栗の⽊があった。 この季節で栗
の実がだんだん熟して⽊から落ちていた。 私たちが栗を拾いに⾏った。集めた栗を持って帰った。 それから真珠⽠を植えるグリーンハウスを⾒に⾏った。中にはサヤインゲン
もあった。 グリーンハウスのほか、キャベツ、⼤根、茄⼦、唐⾟⼦、柿など、いろいろな作物があった。 数え切れないほど種類が多かった。 帰った時真珠⽠もくれてラッキだ
ったよね。ありがとう︕ 。 ずいぶん疲れた。 晩御飯は外で⾷べた。隅原パパは⾁を焼いてくれた。 みんな⼤急いでほおばった。盛り上がった雰囲気。。。 いい味だったな
あ。⾷事が済んだらまた抹茶味のSOFTICEを⾷べた。 ハハ。いいなあ︕ 、 夜家に帰ってお⾵呂に⼊ってから⼆⼈の⼦供と⼀緒にゲームをした。 疲れるぐらい遊んでから⼆階
に⾏って寝ました。 隅原パパと隅原ママはまだテレビを⾒ながら喋っていた。 。。 。。 。 。。 。 。 10.12 朝、⽬をさめたら隅原ママと挨拶をして、 隅原ママを⼿伝っ
て、朝ごはんの準備をした。 そろそろ終わった時、隅原ママが⼆⼈の弟を起こしてねって⾔われて。 ⼆階に⾏って、彼たちが⾜取りを聞こえてもう起きたんだ。 与彌ちゃんが
とっくに⽬をさめたよ。兄よりずっと早いよって⾔った。 まだ夢を⾒てんじゃいのってお兄さんも⾔った。可愛い与彌ちゃん︕ ⽇本のご飯は中国のと⼤きく異なった。 どんな
素材でも、みんな美しく綺麗に盛り付ける。 ⾒るだけで美味しそうで、それに素材も豊富。 ご飯を⾷べようとするところ、隅原パパが階段から下りて来た。 隅原ママが嬉しそ
うに「今⽇は早いね」ってパパに⾔った。隅原パパが知らないふうにして「あっ、そう」と。 何気ない表情だった。与彌ちゃんは「パパ今⽇いつもより早いってママが⾔っ
た。いつもさ、お昼まで寝てるよ。」とパパに⾔った。 啓之くんが与彌に「パパが分かってるって」と説明した。パパが何も⾔わずにただ笑っていた。 もともと何もないこと
だけど、⼆⼈の⼦供に⾔われて恥ずかしがって。。与彌は⼤⼈ぽく「なるほど」と⾔った。 みんなを笑わせた。へへ。 朝ごはんを⾷べて、隅原ママに「記念として家の写真を
撮ってもいいですかと」と聞いた。 隅原ママが「あっ、いいよ。」と、更に私の⽿に「綺麗なとこだけね。」と、 「うんうん。」とすぐ返事をした。隅原ママが私の頭を軽く
たたいて「この〜」 、 で、百年の歴史を持っているこの古い家へ「進軍」しはじめた。 途中⼆⼈の「兵⼠」を弟⼦⼊れした。彼らはあちこちつれてってくれた。 私と古屋と
の写真も撮ってくれた。写真はSINAにあるよ。庭がどんなに⼤きいか、⽊がどんなに多いか⾒てね。家は本当に綺麗だよ。 。 準備ができたら、隅原パパが⾞で弥勒の故郷に連
れてってくれた。 「弥勒祭」にも参加した。 着いたとき、みんなの間、多くのお坊さんが輪になって経を読んでいた。 それは全部梵語だよ。私たちが着いたところはちょうど
その最中だった。 お坊さんたちは梵語のお経を⾼く上げて、速くめくって、⼤声で読んでいた。 ⼀⼈の地位の⾼そうな⽼僧が若いお坊さん⼆⼈を連れて、経を持って、 来場者
のために祝福していた。私も急にその雰囲気に呑まれそうになった。 ⼼が清らかで軽くなった。 お坊さんが経を読んだ後、交響楽を演奏してくれた。 ⾃信満々の指揮者がすぐ
⾳符を⼀本の錦に織り上げた。 隅原ママが⾳楽の素養があって、家には五台のピアノがある。 グランドピアノは三台、⼆層電⼦オルガン⼀台、あとは名前のわからない珍しい
ピアノ⼀台。 指で引くと特別な⾳が出せる。アルバムにあるよ。⾒てね。 交響楽の後、お昼を⾷べた後、遊園地に直⾏。 。 。。。 第⼀部終了。 遊園地とさか祭をご期待くだ
さい。

王 雅洁さんの⽇記



HOMESTAY第⼆弾︕（⼆）

2008.10.15

上編の続き︓ 。 私達の昼⾷はとても豊かだった。 ⾷事券は⼊場券と引き換えでもらった。たこ焼、団⼦、そばなどたくさんあった。 また⼤きいサイズのアイスクリームを買
った。冷たくて寒気がするほど⾷べた。 ⾷べてから⼭道に辿って上った。。。 すぐ駐⾞場に戻った。隅原パパは⾞で弥勒故⾥の遊園地へ連れてってくれた。 遊園地に着いて切
符を買った。（1枚2900円だった。。私が払ったんじゃないけど。やっぱり⾼かったね。） ドアに⼊ったところは特別だった。そちらのお姉さんが私達の右⼿に１つ紫の判⼦
を押してくれた。 とても格好がよかった。隅原ママに「これなあに」と聞いた。 「中国ではないの︖すぐ分かるよ。」と隅原ママは⾔った。 遊園地は広かった。（詳しい様⼦
は写真を。SINAアルバム。） まずゴーカートで遊んだ。啓之がどうしても遊びたがった。 乗⾞の時チケットを確認してこないかなと思ったら、そちらのお兄さんが蛍光棒を⼿
にやってきた。 私たちの右⼿の紫のマークを照らし、マークはすぐ光ってきれいになった。 「よし、たくさん遊んでね」とお兄さんが⾔った。 なるほど。マークはそういう使
い⽅があるんだ。。。へへ。。。 ⾞のレールは地上から⾼くて、はじめは2⼈がいっしょに漕いでいたが、啓之が速く漕いでいたので、 私は漕ぐのをやめ、彼に任せて、⾃分
がブレーキ専⾨にした。 もうすぐ終点に着くところで、もう少しぶつかるところで、必死に⼒を使ってやっと⽌めた。 啓之が苦笑いをしていた。 それから海賊船を⾒た。（前
後⼤きく⾼く揺れるやつ。） 啓之に「これ、乗ったことある︖遊ばない︖」と聞いた。（私が冒険的なものが好きでねへへ~） 啓之が「えぇ。。ないんだけど。⼀度乗りたい
なあ。恐いけどな」と⾔った。 「じゃ、乗ろう」と私が⾔った。隅原パパとママは乗りたくなかった。 与彌にも聞いたけど、⼀⽣懸命頭を振った。はっきり断った。 恐る恐
る、海賊船に乗り込んだ。 だんだん揺れが⼤きくなって来た。啓之が「こわっ︕」と叫んだ。 ⼤樹の半分ぐらいの⾼さからいきなり落ちた時、その無重⼒感がすごかった。
「ああ、もういいよ︕とめろ︕」って、向こうの⼦供たちの叫び声が聞こえた。 啓之の顔付きも恐かった。約五分後、海賊船がだんだんゆっくり⽌まった。 ベルトを外してか
ら、啓之もそんなに恐くなくなった。 私たちは勝った将軍みたいに得意げに彼たちのそばに戻った。 与彌が強気に「私が⼤きくなったらこれにも乗るよ。5回も乗るんだ。」
みんな⼤笑い。 。 。 それから回転⽊⾺だ。さっきの刺激より⽊⾺の「動き」はちょっとおそい。 さっきの⾼いテンションも静まった。 回転⽊⾺に乗ってから、与彌は⾃分の
勇気を証明するために、⼀緒に宇宙船に乗ろうよと勧めた。 宇宙船って怖そうな⼤きいな乗りもので、たくさんの「⼩船」が付いている。 実は⼒強く⼈を投げるものだった。
恐い感じはしなかった。 惰性のため、腕も腿もすごく痛かった。 今度は与彌が⾃慢できた。。。へへ。。 。 それから露天劇場だった。ものすごく元気なお姉さんが⾶び出し
て、⼦供たちの間の雰囲気を盛り上げた。そうしたら、⼤勢の「スーパーマン」⾒たいなやつらも出てきた。 「オットマン」⾒たいな怪獣も出てきた。 芝⽣で集まった⼦供達
は沸き⽴った。。。（同世代じゃないと、理解はできないなあ。。) 客と⼀体なったことで、みんなが狂うほど笑った。 その場の「悪⼈」は⼈を引っ張ろうとして、「⼿先」は
5才の⼦供を引っ張って来た。 超可愛い⼦供だった。「ボス」が「今みんなに番号を与えよう!」と⾔って、⼦供はみんな頷いた。 「ボス」が「番号を⾔え︕」と叫んだが5歳
の⼦供が反応がなかった。実に⾯⽩かった。。。 それから「ボス」がお姉さんにやらせて⾒せた。「番号︕」「⼀」と答えた。 可哀想な「ボス」がまた「番号」と叫んだが、
⼦供は返事しなかった。 仕⽅がなく、ボスが「⼀」と教えて、⼦供も「⼀」と⾔った。ボスが「⼀」と、⼦供がついて「⼀」と⾔った。。。何回も。 そうしたらボスが⾃信
満々に「番号」と叫んでから、⼦供も⾃信満々に「番号」と叫んだ。 後のことが想像できるよね。。みんな腹を抱えて笑った。 しょうがないからボスが「よしましょう。。次
の段階に⼊ろう。。」。。 このシーンは帰る途中で、与彌と啓之は何回も真似ってやった。本当に⾯⽩かった。 。 。 露天劇場の後、ゲームランドに⾏った。「パチンコ」み
たいなところだった。 啓之はガラス弾が得意で5回も勝ち続けた。最後わざと負けた。 隅原パパは「あら、終われないね。これをもって帰ったら︖」と⾔った。 啓之がすぐ返
事した。「いいねいいね」 へへ。。 。 それから観覧⾞に乗った。 観覧⾞から降りた時、「ジェットコースターに乗りたい⼈︖」と私が聞いたら、 隅原パパが頭を振りなが
ら、隅原ママを指して「この⼈、⼤丈夫だね〜」と⾔った。隅原ママが笑って頷いた。 啓之にも聞いたけどさっぱり断った。 隅原ママが「返事が速いね」とからかった。啓之
が「嫌だったら、嫌だよ。恐いもん。」と答えた。 そして隅原ママと⼀緒に乗ることにした。 コースターが最⾼点に向かう途中、隅原ママに「どうして海賊船が恐いのに、こ
れが⼤丈夫だったの︖」と聞いた。 隅原ママが「あっ、だぶん海賊が恐いからね」と駄洒落を⾔った。「⾃分もなぜだか分からない。」って後から⾔った。 コースターが⾛っ
てる時は気持ちよかった。 思わずに「かっこいい︕」と叫んだ。 無事に「チーム」に戻った。今度、与彌が何も⾔わなかった、、ハハ。 。 。 。 それから私達はミニジェッ
ト・コースターのことろに来た。 与彌と啓之はどうしても乗ろうと。 少しも刺激がなかったけど、2⼈の⼦供が嬉しく叫んでいた。 へへへ。。 私達は未練を残して遊園地を後
にした。。 急いで「さか祭り」に向かった。。 。 。 。 。 。 続きをお楽しみにね。 HOMESTAY第⼆弾︕（三）。 。

王 雅洁さんの⽇記



中華料理＋最新情報︕

2008.10.18

昨⽇の昼、⼩野先⽣とお息⼦さんは私を連れて中華料理を⾷べにいった︕あの店は満天⾹っていう。 久しぶりに中華料理⾷べて懐かしくておいしかったんよ︕ 店の店⻑さんは
中国⼈で、私にいろいろ聞いた。 先⽣は私たちが中国語で話すのを聞いてすごいすごいって誉めたの︕うれしい︕ 畑⾕先⽣によって１１⽉からホームステイができるっていて
くれたの、超楽しんでる︕ 寮の⽣活も楽しかった、だからやはりちょっと別れたくないなあ。。。 さあ、みんなもがんばるぜ︕
これは⽇本語で投稿されたものです

王 雅洁さんの⽇記



哀れな試験。。

2008.10.24

10.18 今⽇出た点数に私はがっかりした。 国語（近代⽂）  44点 数学 73点 英語 57点 物理 86点 少しまとめる︓国語は⽂句⾔わないでね。私はほんとうに仕⽅なく⽤紙を
みたけど全然分からない。 今⽇国語試験の答案が配られ、答案の半分以上読み取れなかった。。。 とにかく、史上最低の記録を作った。。。これ以上低い点数はないは
ず。。。 数学の量はすごかった。友達も時間が⾜りないといっているのに。。。私は訳⽂をみながら書くなんて。。 その後、前⽥先⽣に聞いてみたら。。コツを教えてくれ
た。。ハハ。これからの伸びを楽しんでくださいね 英語にたくさんの翻訳問題があった。。英語を中国語に翻訳してから⽇本語に変換する。。 さすがXXXXだね。英語はもの
すごくむずかしい。。。単語はたくさん分からなくて（⽇本語の単語も含めて） 物理は全部正解だと保証できるけど。。。⽇本のルールは中国と違っている。 フォーマットな
どずいぶん違っているから。。。先⽣はところどころ減点していて。。。点数が少なくなった。。。答案は基本的に正しかったけど。 （定期的に更新するから、⽗さん、⺟さ
ん、よく⾒てくださいね） 10.20更新 古典 32点 現代社会 51点 まとめ︓古典は愚痴らないでね。。。ほんとうにわからないのです。。 ただ漢字だけが分かる。。。32点は、
選択問題の当ててみた点数と漢⽂点数が含まれている。。。すでに私の予想を超えました。 現代社会はつまり政治でした。ウサギちゃんにとっては難しくないかも、私は理科
⽣だよ。。。中国語で政治試験をやってもぎりぎりです。。。むしろ⽇本語で。。。 今度はすでによくできた。。想像⼒と記憶⼒を⼗分⽣かしてやっと51点を⼿に⼊れまし
た。 とにかく、これからがんばらなくちゃ。。11⽉上旬に全国の模擬試験が⾏われ、頑張ります。 10.21更新 化学 96点 世界史 32点 まとめ︓化学はとても満⾜でした。。⼆
つの選択肢の意味分からないため減点された以外に全部正解です。ハッハッ。。 世界史は何も⾔いません。。でも⾝内の⼈に恥をさらしませんでしたよ。。 中国の歴史に関し
て私はすべて正解です。。この32点は中国史の部分と選択を当てた分です。。。 要するに頑張ります。。難しいですけど。。。 10.24更新 英語⽂法 51点 数学B 86点 まと
め︓英語⽂法は助動詞でした。。助動詞ばかり。。できませんよ。。これぐらいならもう悪くはないです。。 でも、再来週の全国統⼀試験はできるだけ⾼い点を取りたいで
す。。。 数学B最後の⼀問は超難しかったんです。。。問題が難しいわけではなくて、意味が分からないからです。。。そのため、書きませんでした。。。 そのため、12点無
くなりました。。。悔しいです。。 できるだけ問題を読み取れないことがないように約束します。。。がんばります。。 中間テストは終わりました︕少しお祝いします︕

王 雅洁さんの⽇記



⼣佳姉ちゃんにあった︕

2008.10.27

ホームスディの家に引っ越す時間が決めました︕ 今週の⾦曜⽇の夜ですよ︕ 私の部屋は畳の部屋だそうです。。良かったなあ︕ 今⽇職員室で掃除するとき、畑⾕先⽣が⼣佳姉
ちゃんを連れて私に会いに来ました、かわいい⼥の⼦だったよ︕ 初めてだから、何を話したらいいか急に分らなくたってしまい、先⽣もちょっと緊張になった⾒たいでした。
（笑） とにかく引っ越す⽇を楽しんでる︕ そろそろハロウィンになるんですよ︕準備しましょう︕
これは⽇本語で投稿されたものです

王 雅洁さんの⽇記



HOMESTAY第2弾︕（3）

2008.10.29

確かにおじさんの⾔うとおり、第3弾をかかなきゃ、第2弾は家の中で爆発かも。。 だから、今⽇、最後の⼀弾を発射することにした。。 前編に続き︓ 家に戻って、⼀⽇駆け
回った⼆⼈の弟と私はすでに⽅向が分からなくなった。 ご飯もばらばらにたべた。隅原お⺟さんは私たちの様⼦を⾒て「どうしたの︖電気がつかないの︖」と聞いた、与弥は
「今充電中、さあ、⾷べよう︕」 隅原お⽗さんはへへと笑って、はやく⾷べようとお⺟さんに催促した。 あつい味噌汁はおなかに流れ込むのは本当に気持ちよかった︕ お⺟さ
んはさっさと⾷べ終わった。2階から私のコートを持ってきて、「ねえさんはコートを着たほうがいいよ、夜は冷えるから」といった。 すると与弥はまた⼝聞いた「そう、冷え
るよ、ほら、僕を⾒て。。」 啓⼀は⾷べながら、弟の頭を叩いて「うるさい︕速く⾷べろ、おそい」 ご飯を済ませ、お⺟さんが⾷器を⽚付けるのを⼿伝った。 荷物を整理した
りして、慌てて出発した。。。お⽗さんは留守番。気をつけろって注意してくれた。 お⺟さんは先⽣の家まで運転した、先⽣は迎えに出てくれた。お⺟さんも笠祭りが初めて
のため、近くに住んでいる先⽣は私たちを連れて⾏った。 場所は付近の丘の上にある「笠神社」。寒い⾵を20分歩いて、やっとそこに着いた。 すでによる九時になっていた
が。。⼈の賑わいがあり、全然眠くなくなった。 私はすぐ穀倉のようなものを発⾒した。先⽣に聞いてみると、先⽣「ふふ、あとで分かるから、少し待ちなさい」ともったい
をつけた。 私達は低い階段に沿って⼭頂へ登った、少なくとも百段の⽯段を登った。頂点に着くとき⾜もつっぱった。 ⼭頂はやはり下よりにぎやかだった。 ⿊⼭の⼈だかり
で、みんなは⼩さい掛け⼩屋のなかを往来していた。 燃きタコや爆弾の氷（⾵船の中でサイダーを⼊れてシャーベットに凍ったもので、気をつけなきゃ、破裂する。ハハ）氷
砂糖のブドウや氷砂糖のリンゴや、またブローチなど。。。いろいろあった。 晩ご飯をいっぱい⾷べたので氷砂糖のブドウだけを買って⾷べた。2⼈の⼦供はすごく爆弾の氷を
⾷べたがった、私にも⾷べさせたがっていた。 しょうがない。お⾔葉にあまえて、みごとに爆発させずに⾷べ終わった。 ⼦供たちは⼝のまわりをめちゃくちゃにした。お⺟さ
んは笑いながら⼝の上のあめのかすを拭いてあげた。 露天の売場のあと、私達は真ん中の神社へ幸福を祈りにいった。 神社のなかはとても広くて、畳のゆかが敷いてあった。
頭がはげているひと（はっきり⾔うと和尚さんだった。）は裏の堂に座っている。 内堂の⾨は今⽇閉めていない、参拝に来たひとはみんな和上さん謹んで経を読んでいるよう
すがみえる。 隣に質素な和服を⾝につけているおばあさんが部屋をきちんと整理している。しかし部屋は⾄る所⾮常に清潔だった。 恐らくこれは⼼を清掃する⽅法だろう。ふ
ふふ。 来訪の⼈数は多く、また祭祀なので、神社は開放していない。私達は外で祈るしかなかった。 外には⾹壇みたいな⿍がひとつあって、⿍の上に⼤きい鐘三つが掛けてあ
って、ふとい藁縄が垂れていた 。 先⽣は私のそばで「縄をしっかりと握って⼼の中で願望を祈って、3秒後⼒を⼊れて縄を揺さぶって鐘をつけ。⾳は⼤きければ⼤きいほど実
現できる」と教えた。 私はそうのとおりやった。なにを祈ったか聞かないでね。効かなくなるから。ハハ。 私達は順番に祈った後くじの⽅に⾏った。 私は少しも躊躇しないで
ひとつつかんだ、出てきて、開けてみると超うれしかった。「⼤吉」だった。これを引き出すのはとてもむずかしいよ。お⺟さんは「本当に運が良いね︕願望はきっと叶えられ
る」と。 私達は⼈群れを横切って⽊の下に来た。⽊の下の縄の上で御神籤がいっぱい結んでいた。 これは聞いたことがある。⽇本でのこのようなくじが⾒たあと後ですべて⽊
の上あるいは縄の上に結ぶそうだ。更に効き⽬があるそうだ。 考えたら、結びたくないがやはりちょっと気になった。 迷っている私を⾒ると、「結ばなくてもいいよ、これ記
念にしておいてね」と先⽣がいった。 私達はまたアクセサリーの⼩さな店に⾏った。先⽣は私に私の名前の“YAJIE”が書いてあるブローチを買ってくれた。 きらきらで、私は
すぐ先⽣に礼を⾔って包みの中に⼊れた。 。 。 。 ⼤体9時半ごろ、浴⾐を着た、「祭り」とかいてあったちょうちんをさげている若者が叫びながらこちらに突進してきた。
「あぶない︕きた︕始まるんだ︕よくみてね︕」と先⽣は私達を遮り⽌めた。 だんだん重い⾜⾳が近くなった。みんな掛け声でさっきの「穀倉」を息を弾ませながら、かつい
で駆けてきた。（駆けるというのは、勢いが本当に⼤きいから。） それから穀倉をかついで神社を周った。いくつかの列にわかれて、もっとも時間が⻑いのが勝つことになっ
ていた。 「これは昔から神に⾷糧をいただくことに感謝するため⾏った祭りだ。」と先⽣が教えてくれた。 浴⾐を着て、穀倉をかついでいる⼈はだいたい中年男で、また⾼校
⽣のような若い⼈もいた。 先⽣は⾔った「隊列は勝つためにいつも⼒が強い⾼校⽣にお⼿伝ってもらっている、1晩5千円の報酬」。 すべて働き盛りの男性だけど、やはり息を
弾ませて、満⾯は真っ⾚だった。⻑い時間を堅持した後に神社の正⾨で穀倉を3回⾼く上げて、どかんと置いて終了とした。みんなは拍⼿して歓呼した。 最後に出場する穀倉は
前のよりずっと⼤きく、上にはまた全⾝、顔も紋様の⼈が座っていた。 その⼈は上半⾝をむき出して、灯籠を挙げて、空に向って叫んでいた。 先⽣は「上のあの⼈を⾒なさ
い。この隊列は⼀番強い隊列だ。前から、ずっと上に座っている⼈が指揮しているから。」 ある若者がこのような⼈物になるように、紋様⾝をした。しかしこれはとてもあぶ
ない。 多くの⼈はこれで⽣命を失った。そしてそんなに⾼いところに座って、落ちて犠牲になったことも多い。 私は聞いて本当にびっくりした。 。 。 すべての⼈は試合を完
成していたから。 私達は家に帰った。再び⾜もとの百段の⽯段をじっくり⾒ながら「すごいね、あの⼈たちはどうやってそんなに重いものをあげてきたの」と感嘆した。 あ
の“英雄と豪傑”の中にも学校の外国⼈教師をみつけた︕ 。 。 忙しい⼀⽇だった。忙しくてまた楽しい家の⽣活は終わった。 お⺟さんは私を寮に送ってくれた。 名残惜しんで
お⺟さんと⼆⼈の弟と別れた。 出発する時啓之は頭を振って「また遊びにきてね」といった。 。 。 (第2弾が終わった︕）

王 雅洁さんの⽇記



I LOVE MY HOME(ONE)

2008.11.03

記念⽇→2008.10.31 10.31 取材に来た⼆⼈のカメラマンが最後の質問した後、 私はにこにこしてカバンを⽚付け始めた。 寮に駆けて⾏って荷物を⽚付けて⾞に運んだ。 懐
中電灯を持って、楽しいかつ落ち着かない気持ちで「家に帰る」︕ 住む家は⼆階の⼩さな建物で、⼀⼾建てだ ⽞関のベルを押すと、迎えてくれたのは知らないけれど親しげな
笑顔だった。 私は嬉しくて、急いで挨拶した。 お⺟さんと⼀緒に家に⼊った。 ⽞関に⼊って、階段のそば、おばあさんがいる。親切に私を部屋に連れて⾏った。 おばあさん
の体があまり健康ではない。この光景を⾒て、ありがとうと⾔って、おばあさんを先に⼊ってもらった。 そして、階段を降りる⾳が聞こえた。 きれいなお姉さんだ。前は⼀度
会ったけど、 ⽣真⾯⽬に「こんばんは」って挨拶した。 それから、⼀緒に⾷事をしようとする。 お⽗さんはいつも⼋時ごろ帰るってお姉さんが話してくれた。私たちはまず晩
御飯を⾷べて、 しばらくして、先⽣を送って⾏ったお⺟さんが帰ってきた。 晩御飯が⽇本⾵だ、もちろん、私も⼿伝った。 すべての準備が完了した。きれいな家、美味しそう
な料理を⾒て、 そして美しいお⺟さんとお姉さん、おばあさんを⾒て、感動したわ。 「家を持つようになった︕このよく知らないところに︕」 今から、すべてがだんだんよく
なるんだ。 本当に、楽しいわ。 これからもに注⽬してくださいね ps︓交流会来訪のビデオは１２⽉の中旬に完成できる。 私のことが懐かしい皆さん、⾒てくださいね︕

王 雅洁さんの⽇記



I LOVE MY HOME(TWO)

2008.11.03

新しい家族のみなさんを紹介してあげる。 お⽗さん︓ お⽗さんは無⼝な⼈で、 毎⽇忙しい、朝はやくも⾞で出勤する、 夜の8時頃ごろやっと家に帰って、 家に帰ったら、私
達の顔を⾒るとうれしくなり、 お姉さんと冗談を⾔って、 お姉さんも少し⽢え、 そのとき私は⽗を思い出さずにはいられない、 お⺟さん︓ お⺟さんはやさしい⼈で、 よく家
族の⼈とおしゃべりをし、お姉さんと学校の雑談をして、 中国のことについてもいろいろ聞いてくれる、 お⽗さんが家にいないとき、 お⺟さんはまるで管理者のようだ、 よ
く⼦⽝のluluちゃんを抱きながら、luluちゃんと話をして、 私にもとてもやさしい、 ときどきお⺟さんに家事を⼿伝い、 そのときお⺟さんはとてもうれしい、 おばあさん︓
おばあさんもとてもやさしい⼈で、 体の具合はあまりよくないが、毎⽇部屋の中をぐるぐる回って、部屋を⽚づけたり、お⽫を洗ったりする、 おばあさんは、私にもとてもや
さしく、 ある⽇、家族そろってスーパーマーケットに⾏って買い物をする時、 私は１つのゼリーをショッピングカートに⼊れたが、 おばあさんはゼリーの売るところへ⾏っ
て、 あれこれ選んだ結果、もうひとつのゼリーを選んで、ショッピングカートに⼊れてくれた、 なんだか感動させられた、 お姉さん︓ はじめて顔を合わせる時は緊張しただ
ろう、 おねえさはあまり話してくれなかった、 でも、⼀緒に暮らすうちに、話もだんだん多くなってきた、 お姉さんも本当にいい⼈で、 いろいろ教えてくれた、 福⼭までも
遊びにつれていってくれた、 お姉さんはまた化粧を教えてくれると約束したんだけど、 ハッハッ、まったくの素⼈なんだけど、 学ぶのも悪いものではないね、 お姉さんの話
し⽅はとてもやさしくてかわいい、 ここでの⽣活はほんとうに幸せだ、 お姉さんの名前はyuukaです、 ⽝︓とてもかわいい⼦⽝だ、 絨⽑、茶褐⾊で、 2ヶ⽉ぐらい、まだ⾚
ん坊だ、 名前がluluで、よくあっちこっち回って、 私たちの⼿の指と⾜の指をかむ、 ⾞︓2台、話はできなく、 紹介するのをやめよう、 次の⽇記をどうぞご注意してください

王 雅洁さんの⽇記



インタビュー+画像+全国模擬試験＋。。。皆さんに応える。。。

2008.11.05

この⽂章で皆さんに応える。。。 皆さんに何を⾔ったのか忘れないため。。 まず短い話からしよう。。。 画像︓ 誰だ︖と聞かれた。。全然⾒分けられない。。 この画像が私
じゃないから。。ハハ。。 ある京劇の名優だ。。ハハ。。 その名優の⼤きな⽬を盗んだだけハハ。。 最近私は早いスピードでOneセットの画像を作るのに努⼒してる。。（今
回は⾃分の画像） 皆さん応援してね。。－－ 全国模擬試験︓ 今⽇は全国模擬試験だ。。皆さん受けた︖ 試験料⾦があるそうだが︖ なぜ私は払わなかったのか。。--。。（⼤
事なことじゃないからこれ以上検討やめよう。。） 感じが少しいいと思った。。（⾔葉使いは少しだよ） 数学についてはたくさん⾔わない。。できることを全部やった。。 分
からないことも当ててみた。。 国語の現代⽂読解問題に答える時は精⼀杯だった。。 あてずっぽう。。正解に多少関係あると思う。。どのぐらい点数取れるかどうか先⽣次第
だ、ハハ。 英語のヒアリング部分は聞けば聞くほどうれしくなった//（⾃信満々に答え終わった） 読解はすればするほど泣きたくなる。。。なぜか⾃分で考えて。。。 あ
あ。。 試験が終わった後で答えを配られた。。 正解を⾒て泣いたり笑ったり（神経病になりそう。。） 泣く︓なぜ︖⾃分が正しいと思ったのに。。 笑う︓あ、すごい。。あ
たった。。 。。。 模擬試験はこれで。。悲しかった。。 インタビュー 最初は⼆⼈。。⼀⼈はひげがある、もう⼀⼈はひげなし。。 ひげがある⼈はひげない⼈を助ける。。 私
をインタビューをしたのはひげがないおじさんだった。。 お昼ごろ私は寮を出て学校⾷堂に⾏った。。 中に⼊ったらびっくりした。。 ⾷事してる仲間は全員私をじっと⾒つめ
た。。 私は壁の隅へ⾒たら。。⼆⼈のおじさんが道具を持ってそこに⽴ってる。。 私が⼊るのを⾒て、ついてきて、⼀所懸命撮り始めた。。（恐ろしい） 私がどうやって昼ご
飯を買ったかとか 仲間と⼀緒にどういうふうに⾷べるかとか どういうふうに友達としゃべるかが撮られた。 学⽣にもインタビューした。 。。 恐ろしいお昼が過ぎた。。 午後
教室に⼊ったら、⼜恐ろしくなった。。 彼らは私が教室に⼊るのを⾒てまた撮り始めた。。（緊張） 私の受講表情を撮ったり 私がメモを取るのを撮ったり メモの内容を取っ
たり 私が質問に答えるのを撮ったり（古典授業で、全然分からない、かわいそうだな） 先⽣を撮ったりした 。。。 緊張の中で授業が終わった。。 それから私達がごみを拾う
のも撮られた。 ⼤塚先⽣にインタビューした。私の担任先⽣だ。。 それに私と先⽣の会話も撮られた。。 ⽇本に対しどんな印象か。 ⽣活や、家庭や、⽂化祭、かわいそうな
試験などについて聞かれた。。 次の⽇は私の空⼿授業も撮られた。 たくさん汗が出て息が弾んだほど練習した。。 最後は腕⽴て伏せのような筋⾁訓練があった。 参った
な。。ほかには全部男だ 私⼀⼈だけの⼥の⼦が⾺⿅みたいに4⾜を上に向かって空中腹筋体操を訓練した。 ひげないおじさんはまだまだ撮りたがって。。 私と柏原先⽣に⽌め
られた。。。 。。。。－－ ああ。。 １２⽉中旬後、基⾦会に載せられるだろう 皆さん、あの⾺⿅な顔をお楽しみにしてください ハハ。。。 ご覧くださってありがとう。。
（もう本当に何を⾔えばいいか分からないから）

王 雅洁さんの⽇記



インタビュー+画像+全国模擬試験＋。。。皆さんに応える。。。

2008.11.05

この⽂章で皆さんに応える。。。 皆さんに何を⾔ったのか忘れないため。。 まず短い話からしよう。。。 画像︓ 誰だ︖と聞かれた。。全然⾒分けられない。。 この画像が私
じゃないから。。ハハ。。 ある京劇の名優だ。。ハハ。。 その名優の⼤きな⽬を盗んだだけハハ。。 最近私は早いスピードでOneセットの画像を作るのに努⼒してる。。（今
回は⾃分の画像） 皆さん応援してね。。－－ 全国模擬試験︓ 今⽇は全国模擬試験だ。。皆さん受けた︖ 試験料⾦があるそうだが︖ なぜ私は払わなかったのか。。--。。（⼤
事なことじゃないからこれ以上検討やめよう。。） 感じが少しいいと思った。。（⾔葉使いは少しだよ） 数学についてはたくさん⾔わない。。できることを全部やった。。 分
からないことも当ててみた。。 国語の現代⽂読解問題に答える時は精⼀杯だった。。 あてずっぽう。。正解に多少関係あると思う。。どのぐらい点数取れるかどうか先⽣次第
だ、ハハ。 英語のヒアリング部分は聞けば聞くほどうれしくなった//（⾃信満々に答え終わった） 読解はすればするほど泣きたくなる。。。なぜか⾃分で考えて。。。 あ
あ。。 試験が終わった後で答えを配られた。。 正解を⾒て泣いたり笑ったり（神経病になりそう。。） 泣く︓なぜ︖⾃分が正しいと思ったのに。。 笑う︓あ、すごい。。あ
たった。。 。。。 模擬試験はこれで。。悲しかった。。 インタビュー 最初は⼆⼈。。⼀⼈はひげがある、もう⼀⼈はひげなし。。 ひげがある⼈はひげない⼈を助ける。。 私
をインタビューをしたのはひげがないおじさんだった。。 お昼ごろ私は寮を出て学校⾷堂に⾏った。。 中に⼊ったらびっくりした。。 ⾷事してる仲間は全員私をじっと⾒つめ
た。。 私は壁の隅へ⾒たら。。⼆⼈のおじさんが道具を持ってそこに⽴ってる。。 私が⼊るのを⾒て、ついてきて、⼀所懸命撮り始めた。。（恐ろしい） 私がどうやって昼ご
飯を買ったかとか 仲間と⼀緒にどういうふうに⾷べるかとか どういうふうに友達としゃべるかが撮られた。 学⽣にもインタビューした。 。。 恐ろしいお昼が過ぎた。。 午後
教室に⼊ったら、⼜恐ろしくなった。。 彼らは私が教室に⼊るのを⾒てまた撮り始めた。。（緊張） 私の受講表情を撮ったり 私がメモを取るのを撮ったり メモの内容を取っ
たり 私が質問に答えるのを撮ったり（古典授業で、全然分からない、かわいそうだな） 先⽣を撮ったりした 。。。 緊張の中で授業が終わった。。 それから私達がごみを拾う
のも撮られた。 ⼤塚先⽣にインタビューした。私の担任先⽣だ。。 それに私と先⽣の会話も撮られた。。 ⽇本に対しどんな印象か。 ⽣活や、家庭や、⽂化祭、かわいそうな
試験などについて聞かれた。。 次の⽇は私の空⼿授業も撮られた。 たくさん汗が出て息が弾んだほど練習した。。 最後は腕⽴て伏せのような筋⾁訓練があった。 参った
な。。ほかには全部男だ 私⼀⼈だけの⼥の⼦が⾺⿅みたいに4⾜を上に向かって空中腹筋体操を訓練した。 ひげのないおじさんはまだまだ撮りたがって。。 私と柏原先⽣に⽌
められた。。。 。。。。－－ ああ。。 １２⽉中旬後、基⾦会に載せられるだろう 皆さん、あの⾺⿅な顔をお楽しみにしてください ハハ。。。 ご覧くださってありがとう。。
（もう本当に何を⾔えばいいか分からないから）

王 雅洁さんの⽇記



やったなあ〜︕︕明⽇⼤阪の旅︕

2008.11.08

今⽇は超楽しい︕ ⼣佳姉ちゃんは「明⽇さあ、⼤阪にいくんよ」と⾔った。 始めは信じられなく、⺟さんに聞いて、「そうよ︕もう決まったわ︕どう︖」と答えた。私は何も
考えずに「わあ︕楽しんでる︕ありがとう︕」と⼤きい声で呼び出した。 今度は⼤阪のユニバサルスタジオジャパンという遊園地に⾏く。先⽇にテレビで放送したのジュラシ
クパックザライドもやるつもりなんだ︕ やった︕本間についてるぞ︕ ⼤阪弁をしゃべれるようになれるかなとずっと考えてる。 前 LOFTで⼤阪弁トランプを買ったの、少し
しゃべれたんよ、インタネションはたぶんそんなに地味じゃないけどなあ。 さあ、じぶんあんじょうしぃや〜    意味わかる︖ じゃあ、もう⼀問︕  すっきゃねや    
これは簡単や︕わかるかしら︖ ははは〜
これは⽇本語で投稿されたものです

王 雅洁さんの⽇記



⼤阪︕すっきゃねん〜

2008.11.10

とても楽しかったです.... ハハ..新幹線に乗ったときから.. 私は興奮しそうになりました... 朝6時起されて...頭が眩んでて⼀時間半⾞に乗りました.. 天気も珍しく寒かったで
す..私はくしゃみもしました.. しかしネオンがきらめいた店を⾒て..クリスマスの歌を⽿にした時.. 私はすぐ⾎が沸き⽴ちました..かばん中からカメラを取って... 私の好きなも
のをすべて撮影しました.. 本当に有名な遊園地ですね..開業初めての⽇なのに⼈出がいっぱい.. 私達は⻑い列を並び、ようやく中に⼊りました.. 外の世界と全然違って..遊園地
の中はとてもきれいです.. ⽶国に来たような感じ...欧⽶式建物が多い.. ⼤通りと道印までアメリカ式です..⽴派ですね... 私は意外にも交差点の所にあるアメリカ⼤統領の像が
⽴っていることを⾒つけました.名前は思い出せませんでした.. 隣に⽶国の⾃動⾞がとまってます...阿笠博⼠のビートルズにとても似ています.. いくつかの区が分かれてます..
独特な⾵格があります.. ニューヨークや、ハリウッドや、原始林など... そこにはハリウッドのスター⼤通りのミニ版があります..星の上にスター達の名前が書かれてあります..
残念ながら私はジャッキー・チェンの名前が⾒つかりませんでした... ⼤きすぎますから...- -0 遊園地に来るのは当然遊びです.. 2分半ほどのジェット・コースターは⾎も吐き
出したくなるように...超エキサイティングでした... 世界で⼀番のジェット・コースターは5分以上だそうですが..想像できません... 激流勇進のような遊びもあります..でもそこ
はストーリーもあって..探険のようです.. ⾼い地⽅から急に下へ突き進んできました...全⾝の⽔がかかりました.. (これが私の⾵邪が直らない理由です）でも、楽しかったで
す... それから映画スター達が演じてる⽕災のシーンも体験しました。..怖かったです... もしその場⾯は本当だったら..私は絶対⽣きて逃げられません... それに映画の体験版
も..<スパイダーマン>の体験版もあります... 本物にそっくりです..さらに未来の世界への探険。。すごかったです!.. 私に驚かせたのは。。。４Ｄ世界探険後。。 まさか私達が
協⼒したのはシュワルツネガーだと思いませんでした..本⼈とそっくり、ハハ.. またいろいろ遊びました... 多くの記念品を買いました.... 超かわいいです... 私はとてもスパイ
ダーマン関連が好きだと偶然に気づきました... 格好良い⾚い⼈ハハ... 帰る前にわざわざ⼤阪のお⼟産を買いました.. 1枚の宣伝シャツ..⼀枚"ILOVE⼤阪”と刻んでいる箸.. ハ
ハ... 楽しかったです... 私は⼤変⽇本のお⺟さんとお⽗さんとお姉さんに感謝します... さあ〜  みんな、おおきに︕

王 雅洁さんの⽇記



武道⼤会

2008.11.13

今⽇⽿の辺はずっとみんなのどなり声があふれています。。。 今⽇は武道⼤会です。。 剣道、柔道、薙⼑の試合があります。。 ほとんどの⼥⼦学⽣は薙⼑の試合に参加しまし
た。。 これまでやったことがありません。。 はじめて薙⼑に触れたのは私の⼈⽣の中のはじめての武道の授業の時でした。。 先⽣が剣道着{剣道着よりきれいですけど}のよ
うな服を持ってきました。とても格好が良い。そして⽇本の⾵味があります。。。{あとで写真をみんなに⾒せます }それからひとつの⼑を選んでくれました。。⽵製のもので
す。。 ⾼さは私の⾝⻑の1.5倍にあたります。。はじめは重かったと感じました。。 それから顔、ひざ、腰を打つことを練習しました。。 始めは何もできませんでした。。。
相⼿にめちゃくちゃに打たれました。。 。。だんだんなじむようになりました。。 {命中率がよくなりました。⼑を振る姿勢もすこしだけ良くなりました}。。 でもまだみん
なとは⽐べものにならなかったのです。。ほかのみんなは中学校三年⽣の時練習始めたのです。。 技術はまだよくなかったけれど、しっかりがんばります︕。。。 今度の武道
⼤会はもちろん参加しました。。{必ず負ける⼼構えで参加しました} やっぱりめちゃくちゃ負けました。。。何回も参加しました。。 意外にもすべて。。傷を負いました。。
親愛なるチームメイトよ、ほんとうにすみませんでした。。 でも、責められませんでした。。ずっと「さあちゃん、⼤丈夫よ︕めっちゃがんばったからね︕」と励ましてくれ
ました。。。{あたたかい感じ。。} 剣道の競技場はすぐそばにあります。。 ⼥⼦学⽣はやはりやさしいです。。剣道の試合に参加するのはほとんど男⼦学⽣です。。 叫び声
が⼤きかったです。。体育館の屋上も壊れるようでした。。 その上⾜が床板を踏む⾳がとてもよく響きます。。⾝振りも激しかったです。。 はげしい試合でした。。最後に勝
敗を決める時。。 薙⼑の試合を注意してくれた⼈がほとんどいませんでした。。 みんなのこころは⽵剣に従って上から下まで動悸を振り回してていきました。。。{私もそう
です。。} 柔道の試合が⼀階でありました。。 ⾼校⼀年⽣の男⼦学⽣はすべて試合に参加しました。。私は、はじめは⾒に⾏きたかったんです。。 しかし私は薙⼑の試合が終
わった後、先⽣の仕事を助けなければなりませんから。。 ⾏きませんでした。。でもお姉さんが参加したのは柔道の試合でした。。 家に帰ってからお姉さんに聞けばいいで
す︕。。ハッハッ。。 とにかく、楽しかったです。。 でも、勉強しなかったから、ちょっと⼼細いです。。。{罪悪感。。} 予告︓15⽇バスに乗って広島に⾏って、空⼿の新
⼈⼤会に参加します。。 私は役員として参加します..15⽇ホテルに⼀晩泊まったら16⽇の晩、バスに乗って家に帰ります。。 ⼀緒に⾏くのはすべてうちのクラスの男⼦学⽣で
す。。私は朝早く朝彼たちと⼀緒にバスに急がなければなりません。。 朝早く起きるようにがんばります。。仲間のよい結果を楽しみにしています︕

王 雅洁さんの⽇記



広島の空⼿新⼈⼤会。(近況も⼊っています)

2008.11.18

本当に上には上がありますね... 写真のように.. ⼈の声が沸きあがりました.... ⾃分が試合しなくても興奮しそうになりました.. 特に決勝戦.. 拍⼿と喝采の声はあちこちから沸
きあがってました。。 私はうちの男⽣選⼿のためにビデオと成績記録を担当してましたので、。。。 ⼀番前の位置を取りました。。。 周りの選⼿達が⼤声で応援してまし
た。。 興奮した時、⾜を踏み鳴らしました。。 こんな筋⾁の選⼿達は。。 ⼤きすぎる響きでビデオも持てなくなりました。。 （でも、筋⾁の体は望んでますけど） 団体戦の
英雄達は広島県第五位を取りました。。 おめでとうハハ。。。 次は⽀離滅裂なことが⼊ります︓ 最近寒くてたまりません。。 あさって最低気温は0度ぐらいになるそうで
す。。 ⽣き残れるように。。 昨⽇交流会の先⽣達のプレゼントをもらいました。。 うれしかったです。。先⽣ありがとう。。 私は⼿紙を受け取るのが⼤好きです。。 どんな
⼿紙でも。。。 ハハ。。 とにかく楽しかったです。。 皆も元気で過ごしましたよね。

王 雅洁さんの⽇記



⾬より雪が降ったほうがいい

2008.11.24

今⽇はまた⻑⾬が続く⼀⽇だった。 朝11時までずっと布団の中にいた。（罪悪感。。） ⾬より雪のほうがいいんだけど。。 12⽉4⽇は学期末テスト。 しかし、勉強する気
が。。。ねえ。。 今晩はトマトと卵の炒め物を作りたい。 卵が焦げないでくれ。。 e。。。 みなさん、私を祝福してくださいね。。

王 雅洁さんの⽇記



試験が近づいた。何⽇間か消えることにする。（交流センターの先⽣どうぞ⼊ってください。）

2008.12.01

試験が近づいた。 最近とても疲れた。 試験の間、⽂章を書かないにする。 試験にがんばります。 友達も頑張ってるよ︕ 交流センターの先⽣に︓ ⽉末報告の⼿紙は受け取りま
したか︖ 25⽇に⾬が降って、それに両親が私を郵便局に連れて⾏く時間がないからです。 その上ちょうど最も忙しい週にぶつかったため26⽇にやっと⼿紙を出したのです。
⼀⽇遅くなって、申し訳ございません。 これから私はできるだけ早く書き、早く送ります。（申し訳ございません。。）

王 雅洁さんの⽇記



共感する⼈交流しに来て。

2008.12.08

最近退屈に過ごした。 ⽣活は毎⽇同じで。 登校、下校。宿題を書き、テレビを⾒、インターネットに。 楽しみが多くなる⽅法がありますか︖︖ 共感する⼈⾔ってね。。 それ
に。 ふだん学校で友達とどんな話題を話をしていますか︖ 何か新鮮な話題があるかな︖ 味を変えた⽣活。 楽しんでいます。。。

王 雅洁さんの⽇記



期末試験発表→

2008.12.12

ok、この怖い成績発表の⽇が来た、 今少しずつ私の振り返るに忍びなくい成績をほじくる 、 、 、 、（説明なければ満点は100）、 重要ではない成績︓ 保健 63点 ----重要
ではないのでもう⾔わない 情報 57点----努⼒したことを確認する 家庭は28点（満点は50）----評論しない 、 、 、 主要課⽬︓ 国語現代⽂ 59点 ----よく評論して、初めて
40点の⾏列を離れて、こんなに⾼い点数を取ったので、この上なく興奮して、60点の⾏列まで1分だけ⽋けて惜しいが、でも努⼒して格差を維持するよ（--）︕ 国語古典 29
点 ----⾚点は（不合格のこと）21点、危ない危ない、本当に分からないよ だから、⾃分を無理しないにする 数学2 71点 ----時間が⾜りないことを⼼配したので、早く書いた
が、結局多くの計算間違いと書き違いが出て、3に5をプラスして意外にも8を書いた。壁にぶつかりたい、今度必ず教訓を汲み取る なんといっても第1回の道探りなので、経験
がなく、時間の計算はよくないわ 数学B 68点 ----やはり経験が豊かではなく、それに問題も簡単ではない。分かることも時間がかかる。困るわ。この⾯に弱点がいけない。
もういいや、無駄話をするより、題をするほうがいい。 英語1 78点 ----これも予想外のことです。⼤いに進歩してきたわ。さすがに時間を使って覚えるよ。これからも頑張
ってね。ハッハッ、80点に向かってがんばれ OCB  60点 ----⽂型はねえ、どういっても進歩したので、⾮常にうれしい 、 、 、 ⽂科︓ 現代社会  49点 ----2分後退し、
でも私のコントロールことではない--︕ 世界史 44点 ----意外に進歩して、50点に進軍することを望んで、乗り越えなければ接近してもいい。 理科︓ 物理 65点 ----問題を
分かること⼤いに損をした、⽇本語はまだ努⼒しなければならない。やはり⽇本の解答⽅式に慣れていない、おや、おや、まだ努⼒しなければならない。 化学 98点  ----前
回は96点だった。意外にもう⼀度進歩して、今度進歩し継続しればいい（野⼼は⼤き い--） 、 、 、 、 、 、 、 成績が公表されて、喜びもあり、憂いもある、 これからの2⽇
間の休みをよく楽しんでいてね、 コメントする⼈に⽣花とトマトを送る。ありがとう。

王 雅洁さんの⽇記



あ。。。伝説のビデオ︕︕

2008.12.19

さっき⾃分の取材を⾒ました。 とても無邪気に⾒えますへへへ。。 私は写真写りがよくないでしょう。。 --困ります。。 みんなすこしほめそやしてください。。 私のビデオ
を“鑑賞”してください。。

王 雅洁さんの⽇記



新しい⽣活︕yaho!

2008.12.29

昨⽇兵庫県の明⽯市に来たんだ。 岡島家にhomestayにきました。 新幹線で約1時間かかった。 いっしょにかえったのは2歳年下の愛ちゃんと同じ学年の史⼈君。 家族の皆も
やさしかった。 サルはずっと愛といっしょに遊んでた、たのしかったよ〜 プリクラ2枚撮って、gamecenterもいった。 初めてやるので、ほとんどなにもとれなかった。 もう
⼀回にきたいなあ。今度はぜったいっぱいとって来る。 皆と⼀緒にたこ焼き作った，ほめられてうれしかった〜 （おいしかったよ〜かえったらつくってあげるよ〜） 夜にお⽗
さんが私たちを世界で⼀番⻑い橋に連れて⾏った。 明⽯海峡⼤橋という橋だった。3911メートルだよ︕ （写真はあとでね〜） これからは、姫路城とか神⼾とか京都とか温泉
とかいろんなところに⾏くつもりだ︕ 楽しんでるよ〜 お正⽉皆何するの︖ 教えて〜〜
これは⽇本語で投稿されたものです

王 雅洁さんの⽇記



新年楽しんだこと〜〜0^

2009.01.01

新年は楽しいハッハッ.. 朝起きるとおいしい新年料理が待っていてハッハッ.. たくさん袖を引いてクルマエビを⾷べた.. 晩ご飯を⾷べてから、テーブルを⽚付けたとき..下敷き
の下に1枚の封筒があることに気づいた.. 抜き出して⾒ると、上に"⼩さいサルに:新年のおひねり.おばあさんから"と書いてある 後ろをかえしてみると あ、..!! すぐ⽴ち上が
って..おばあさんにお礼を⾔います.. 福袋を買うようにとおばあさんは⾔います!ハッハッ!.. 幸運なはじまりハッハッ.. ⽗は船員です..今⽇天気が良いから.. 私、愛、史⼈を連
れて、いっしょに海に遊びにいきました.. 太陽がいいが⾵波がとても⼤きい..危ないから、遠い⽅には⾏かなかった.. でもとても楽しかった..有名な明⽯海峡ですよ.. 最も⻑い
⼤橋がありますよ.. 回りの⼤きい波は1列ずつあおぐようで.. ⾃分が万物の上と感じます...(汗) 上がったり下がったり ジェット・コースターみたい.. 港の中で、⽗の船は社⻑
以外では、最⼤の船ですよ.. 格好いいハ.. 網袋ネットで1本の10センチメートルの⿂を取った..⼩さな⿂といっしょに写真を撮ってへへへ.. 楽しかったが、寒くてならない.. へ
へへ... それから、神社参拝ですよ.. ⻑い⽯段を登ってからやっと神社に着きました.. 先に硬貨を箱に投げて..それから合掌して願をかけます.. そして部屋の梁の上の縄を1本揺
らして. 縄の1端は⼤きい鈴あるいは時計をつないでいます.. ⾳が⼤きければ⼤きいほど願望は実現する..(私はすごく揺らして、周囲の⼈も驚いた.) それから御神籤です.. 以前
と変わらず、⼤吉にあたりました..--これまでと少しも変わらないがそれでも嬉しくてたまらない..叫びながら、跳びはねます.. (..)本当に楽しかったよ.. それから私達は神社の
中に⼊って１つの道着を着ているおじいさんの祁福を聞きました.. わざわざ私たちの祁福です..幸せ... おじいさんと⼿伝いのお姉さんと⼀緒にに写真も撮った.. 神社の参拝が終
わった後.. 私達3⼈と⺟は神⼾の何々landに遊びに⾏きました.. ショッピングなんかをしますわ.. 偶然１つの⼩型の遊園地に出会った.. 遊園地のそばに神⼾タワーがあります..
思い切り遊んでから家に帰った.. 明⽇福袋を買います.楽しんでいる.. また神社あるいは寺院に⾏かなければなりません.. 新年は本当にいいですね... *不思議な事 今⽇⽗は2枚
の2千円の紙幣を出した..! 驚いた..本当に絶版です.. まるで真の紙幣のようです..でもやはり収集するのは良いハッハッ.. 1枚私にあげますと⾔った... やはり新年の良い運〜!
(福⼭に戻ってから写真を出すよ。よく楽しんでね)

王 雅洁さんの⽇記



写真one︕

2009.01.08

1.姫路城。⾵が⼤きくてたまらない。 表情と髪が狂って気にしないでください。 2.明⽯海峡。 寒くてたまらないが、やはり楽しかった。 3.初参拝。。 ふもとの⼩さい記念写
真。。

王 雅洁さんの⽇記



写真two︕

2009.01.08

1.⾦閣寺yaho︕美しいですね。 といえば、⾒たときに初めに⼼から出す⾔葉は︓ わーい。本当に⾦持ちだ。（典型的な守銭奴--）それからやっと気づいたの、世界の遺産は本
当に華麗でたまらない。。 2.京都タワー。モモちゃんは私よりもっと⾺⿅です。。 塔の上から望遠鏡で下を⾒る時に、 将軍になった感じがする。（砲兵第2隊は画⾯の3点の
⽅向に向いて進軍する︕...） 3.⼤変縁起が良い。。 1家族のなかで私だけが⼤宝に当たった。。 さすがに孫悟空の何輩前の…（若⼲省略する）孫娘ね、、 ハッハッ、

王 雅洁さんの⽇記



近頃のこと。興奮することで綾なしています。

2009.01.18

10分前に広島の空⼿の選抜試合の競技場から戻りました。 （声援者です。。はは。。） 今度は中国地域の⼤会です。。 すばらしかったです。⾒るだけで戦々恐々としていま
した。。 決戦で１つの形を学ぶつもりです。 とてもすごそうですがとても難しそうです。 先⽣が教えるかどうかですハッハッ。。。 今度広島に⾏ったのは⼆回⽬でたくさん
収穫しましたよ。 昼飯休みの時原⼦爆弾が爆発した所を⾒に⾏きました〜 （⼀緒に⾏った男⼦学⽣は眠っていたので雑談する⼈がいないです。。だから。。） そのところを⾒
て本当に驚いていました。 とても壮烈です。。めちゃくちゃ爆破していました。。 またその写真を⾒て本当に驚きました。 破裂した中⼼からまだ距離がありますが。また爆弾
は⾼さが6百メートルの空中で破裂したのです。 しかし結果は恐怖です。。。 柵を沿って2周歩きました。。⼤変感銘を受けました。。 それから平和記念公園に散歩に⾏きま
した。 最後に資料館に⾏ってその歴史の痕跡を⾒に⾏きました。 （その結果⼤変驚きました。。） ⾒てみよう。。 ⾎痕の斑点が多くてめちゃくちゃ爆破された服。。 輻射で
変形したつめ（真っ⿊で約5センチメートル。また曲がっています。） 焦げた後に落ちる髪の⽑。。 ガラスのかけらで削り取られた傷だらけな壁。。 もっと印象深いのは。。
弁当の中のご飯と野菜は爆発の後で⿊い泥になりました。。 硬貨が溶解した後全部くっつきます。。。 ガラスが輻射を受けた後に⼈に吐き気がさせる形に溶けます。。
。。。。。 また⼈間は輻射を受けた後の変化。。 髪の⽑は焦げて落ちました。。 広⾯積でやけどをして⽪を落としました。。まったく油で揚げたようです。。 また記録があ
ります︓ 中学⽣の⼀⼈がお⺟さんに泣き叫んでいます。 この時に彼⼥の眼球はちょうど左⼿に落ちました。。。 （驚きます。。。） また爆破された後の広島の全図と模
型。。 何千メートル遠くの⼭の⽊はすべて⿊焦げです。。 ⼈にぞっとさせる歴史資料館を⾒終わった後。 私は丁重でゲストブックの上でそう書きました︓もう戦争しないでく
ださい ⾔葉はとても直接的です。。しかし意味はとても明瞭です。。 帰った後⻑い間沈黙していました。 （後記︓帰った私を⾒てクラスメートの男⼦学⽣ は︓原爆にいきま
したか︖びっくりしたでしょう︕と⾔いました 私はうなずいて︓たいへん驚きました。。） このように多く⼈にすっきりしなくならせる⾔語を⾔うととても申し訳ないです。
続いて近頃の動態を少し発表します。 来週は模擬試験 再来週スキー合宿 再再来週マラソン⼤会 マラソンというと︓ 最近ずっと体育の授業で狂奔しています。 4000メートル
です。私達の学校の地形は中間の200-300メートルは15度の⼤きい坂があります 坂につっ伏すまで⾛ります。。 私の成績は25分です。。何秒かは忘れました。。 また努⼒し
なければなりません。。 同時にひそかにマラソンに参加しない⺟をうらやましがります。。

王 雅洁さんの⽇記



The Spring Festival of Chinese

2009.01.25

The Spring Festival of Chinese. . . . これを⾔うとき誇りに思います。 みなさん新年おめでとうございます。 この新年は初めて家族が⾝の回りにいないのです。 初めて国内
にいないのです。 初めて⽇本にいるのです。 初めて⾃分で餃⼦をゆでるのです。 初めて外国⼈と⼀緒にいて こんなに重⼤な中国の味がある⽇を祝います︓ 春節ですよ︕ . . .
（上であなたの願いを選んでください。たくさん選んでもいいですよ） 私は多くの夢があります。 これらを2009年において実現します。 たとえ実現できないとしても悲しみ
ません。 努⼒するから。 私のこの⽬で⾒たすべての⼈を祝福します。 それはビデオのようにあなた達の姿と⾔葉を録⾳しました。 これはぜんぶ私の最も貴重なVCRです。 . .
. 私は望みます︓ 財源が豊かであることを望みます（とても現実的 でしょう） 体重が増加しない前提で筋⾁がもっと増加することを望みます。 北⼆外の試験に合格することを
望みます。 空⼿を訓練するときいつも傷を受けないことを望みます。 インフルエンザにかからないことを望みます。 今⾜が痛くなくなることを望みます。もうすぐマラソン⼤
会ですから。 明⽇のギョーザがおいしいことを望みます。 …… . . . この⽇誌を⾒た仲間達。 あなた達と海の違う岸にいますが 私はあなた達に⾒渡しています。 今雰囲気が⽕
のように熱い中国⼤地にあこがれるためです。 私のいる所で 私の⼼で⼩さいかがり⽕をつけて。 私⾃⾝の春節を過します︕ . . . . . . 新年おめでとうございます︕ By︓
××××××

王 雅洁さんの⽇記



スキー--... =レスリング︕︖（とても⻑いけど、真実だよ、ばかだけど、かわいいよ）

2009.02.01

今⽇は疲れきった、体を引きずって帰った 3⽇間のスキー合宿は楽しかった。 体じゅうが痛かった、やる気がなくなった。 この3⽇間の“happytrip”を思い出そう︓ 1⽇⽬︓ バ
スに２、３時間乗って、頭が揺れて、めまいもした。 やっと、バスドアが開けた。 びゅうと涼しい⾵に吹かれた。 氷に打たれたみたいに。あ〜猫⼭︕ 寒くて、がたがた震え
て、ルームメートの⼥の⼦と 峠を登ってログハウスに⾏った。 可愛い⽊造⼩屋だった。吹雪の中につららがぶら下がった。 整理が終わった。 ⾷事。開講式。 スキーの先⽣に
挨拶をした。（佐々⽊といって、⾃⼰紹介をしてなかったけど、名札を⾒てから分かったんだ。） それから、簡単な準備運動をして、ウォーミングアップした。 その後、スキ
ー板なんかの履き⽅を教えてくれた（主に、私に教えた、はじめてだもん。） そして、雪の中に歩いてみて、滑⾛してみた。 （私、なんでそんなに不器⽤だね。平らなところ
でも転んでしまった） 先⽣について、坂を登って、滑⾛した。 ほかの⼈はうまく⾏った（怒︕だって、ほかの⼈は何回もすきーをしたことがあるんだ︕） 私は何回も下から坂
を登って、そして、ごろごろ転んで下った、難しかった。先⽣も⾒られないみたいだった。 みっともない姿で坂の下に座った。坂の上に荷川さんは「ドンマイ」と⾔って励ま
してくれた。 先⽣は格好よく坂を下がって（顔は別だけど、オッサンだから） ポケットから⾚いクリップを出した。 私を連れて、坂に上って、スキー板の先端を固定して、転
ばないように⼋という形を維持してくださいと⾔われた。 やっぱり、⼈⽣で初めて転ばないで、50メートル滑った（幸せが溢れた） 終わった、初めのスキー体験。 寒かっ
た。（三⽇⽬は⼀番寒かった。それがほんとうの寒さだった。続いて読んでください） ⼆⽇⽬︓ 可愛いおっさん、ありがとうね〜 そして、可愛い⾚いクリップ︕ ⽩い雪の中
の⾚い⼀点だったね。。（がはかない拠り所の意味が分かった） リフトに乗って、ふもとから⼭の中腹に⾏った。 先⽣が要領を教えてくれた後、初⼼者コースの私たちがカー
ブをして滑ってくださいと⾔われた。 厚いジャンプスーツを着ても、ぶるぶる震えてた私はためらいた。。 震えが恐怖感を増えると⾔われるが、なんと⾔っても震えた。 先⽣
は「はいはい、怖くない︕いけいけ︕」と⾔った。 ⼀番最後の⼈になるつもりだった。 仲間たちが相次いで滑っていった。 先⽣に、⾚いクリップと私⾃⾝に裏切るのは悪いか
ら、⽬をつぶって、⾶んでいった。 スキーの楽しさは全然感じてなかった。 ⽩い景⾊だけ⾒た。 ふと、景⾊がさかさまになって、そして、また元になった。（笑うな＝＝︕実
感実感だよ︕） そして、私は始めの所から10メートルあるところに座った。 先⽣はどうやって⽴てるかとぺらぺらと教えてくれた。。。 そうして、さかさまになった景⾊が5
回ぐらいして、私は無事にチームに戻った。 転んでいた午前はやっと終わった。。 昼ごはんの前半はもくもく⾷べたけど、後半は⾷べれなかったーー 午後は午前よりずっとよ
かった。 ⼀回のすべりは転んだのは⼆回ぐらいに控えた。（楽しい） これだけでは上⼿になれないと先⽣は⾔った。そして、つまらないから。 楽しくて中級者コースに連れら
れた。 先⽣は楽しかったけど、私はひどいめにあった。ーーその痛さは記憶に残った。＝＝ああ。 でも意外なのは、⼀番危険なコースで⼤声で叫んで無事に終点に⾏った。。
⾃分にも信じれなかった。。。 そして、先⽣は 今⽇は最後にみなさんと⼀緒に滑りますから、今⼀番険しい坂を滑って、最後の⼀挙を終わりましょう。と⾔った。 私はぶるぶ
るして、コースの最⾼なところに⽴った。 勇気を出して、さっきの奇跡をもう⼀度やれと祈った。 坂の下でどう転んでも⼤丈夫だけど、途中で転んだのは困るよ。 しかし、私
が祈った時、神様はトイレに⾏った。。＝＝（⾒捨てられちゃった） 今までどおりに逆さまになった。三回ぐらいして、⽌まった。 そして、呆れた。⾚いクリップは転んだ勢
いで脱落した。 5メートル離れた坂に落ちた。 そんなに険しい坂で、クリップを取りに⾏って、スキー板を整理して、10分もかかった。 先⽣は私の惨めな姿を⾒てなかった＝
＝（悲しい） 30秒ほど悲しかった。最後、⾃分で⾃分を救うことに決めた︕ 再スタートの前に、次のコース、必ず安全に到達すると思った︕ そして、神様はトイレから戻っ
た。。私は仲間たちのそばにうまく⽌まった。 そのとき、叫びたかった。。 転んで最も格好悪かった⼀⽇が終わった。 親愛なる先⽣。。。と⾚いクリップと別れた。（泣）私
⼀⼈ではだめだよ︕ そして、担当の先⽣、辻先⽣に助けを求めるつもりだった。 先⽣はスキー2級だから、経験にとんだ。 そして、頼んでみた。うなずいてくれた︕幸せだっ
た︕ 幸せも簡単だね、注⽂がそんなに多くなければ、幸せになりやすいね。 夜、ぐっすり寝た。。筋⾁の痛みは熟睡の状態で体を侵⾷した。。 （三⽇⽬、起きる時、四⼈の⼥
の⼦はうめいながら起きたんだ。。） 三⽇⽬︓ 今⽇は⾃由滑⾛だった。 ⾷事、トイレの後、 喜んで辻先⽣のところに⾏った。。私のスキー靴姿を⾒て、先⽣はハハと笑っ
て、「やる気満々じゃ」といった。 私ははいと⾔った。 やっぱり同じ学校の先⽣のほうが安⼼するわ。 速かった。⾃分にも信じれないほど、直線、カープができるようになっ
た。 そして、初⼼者コースになれて、転んでなかった。 そのコースの名前はロマンチックと思う︓スフィンクスという（なんでロマンチックと思うの︖） 先⽣、ありがと
う。。。。 筋⾁痛。。しばらく忘れた。。 痛みよりもっと耐えないものがあった。寒いよ。。 霰が降った。⼩さかったけど、⼤⾬のように激しくて、その上、強い⾵も吹いて
たし。 私の顔はもうだめになるほどだった。。。 雪は⼿袋に忍び込んで、指が曲がれないほどになった。 ⾸に⽔でいっぱいになった。⼿袋の⽔が袖に⼊った。 服の袖と⾸が
ぬれぬれになった。。 滑っていって、指がだれかに挟まれて、⾸と顔が⼑の峰で掠められたみたいだ。（⾎が出ないのは刃ではないから＝＝誠実だね） 帽⼦をかぶってるけ
ど、シャワーを浴びたように⽔がたらした。 部屋に戻って着替えたとき、千佳ちゃんのドライヤーで乾いたんだ。 体の⽪膚はその寒さをしっかり覚えた。。。 そして覚えるほ
ど⾃分が強くなると思う。 逃さなかった︕みっともないほど転んだけど。 寒さの中で楽しく2時間半ほど滑った〜 昼はチャーハンを全部⾷べきった。。 中級コースの友だちに
私がスキーができたと⾔った。 みんなは「偉い偉い︕おめでとう︕」と⾔ってくれた。 うれしいなあ。。。。 午後、バスでぼんやりと寝た。。 今は暖かいストーブのそばに
座ってスキーの楽しさと⾟さを思い出した。 今⽇は⼀⽉の最後の⼀⽇だ あと1分して2⽉の初⽇が来る。 ネットが悪いから、2⽉の初⽇に出すよ。 幸せなサルちゃんは寝るか
ら。 お休み。みなさん。 1.31 23︓59

王 雅洁さんの⽇記



マラソン︕ウラー︕やっと終わりました︕

2009.02.11

川に沿って 順⾵、向かい⾵に吹かれて、顔と腕はとても痛かった 顔が熱い太陽に⾚く照らされた そばの⼈々は前に⾛ったり、後ろに⾛ったりしてるのを⾒て、 汗を⾬のよう
に掻きながら、⼈の後ろに⾛るのはいやだった 28分6秒⾛った 第18位に終点に着いた その時、リラックスした 緊張、苦痛、疲れに⼀ヶ⽉間包まれた その時はそれを全部捨て
た ⼈⽣でのはじめてのマラソンだった 4.8キロの⻑距離は ⼀歩⼀歩乗り越えた もちろん それは⼈⽣での最後のマラソンでほしい 熱い顔を上げて 太陽に向かって 照らしてみ
た

王 雅洁さんの⽇記



Happy バレンタイン︕ （空⼿道服ものせます。）

2009.02.14

Happy バレンタイン︕ （空⼿道服ものせます。） ☆ Happyバレンタイン ☆ 猿兄の受け取ったものを⾒てバレンタイン︕幸せよね。 ⽇本のバレンタインは⼥の⼦が男の⼦に
チョコレートを贈るので、私達のとちょうど逆になる。 それで⼥の⼦の中で互いに贈る旋⾵が起きた それが私はたくさんのチョコレートを受け取った理由だ。 それで私もチョ
コレートを買って袋に詰めて仲の良い友達に送った。男の⼦も⼥の⼦もいる。 ⼥の⼦と⼀緒にチョコレートを交換したり⾷べたりすることは楽しいことだ。 もともとは始めに
男⼦学⽣に送らないで、下校する時に送るつもりだったが、当番する時、⼩野は期待している表情で私に⼿を伸ばした“ちょうだい︕” 私“気が早いなあ〜お前。はい” 私は3つの
チョコレートを出して彼に渡した。彼に⼀緒に当番する⽥丸、げんぴといっしょに⾷べさせた。 3⼈は同時に“やった︕”それで⽪をむき⾷べ始めながら、“うめい〜”と⾔った 午
後空⼿道部に⾏く時、私はまたいくつかを出して仲間達に送った。先⽣にも。 ⼤町と阿部に渡す時、⼤町“いいやつだなあ︕”阿部“あ。やったぜえ︕” 私は⾔葉がなくなっ
た。。。、でもみんなは楽しかった。最も⼤きいのを先⽣にあげたへへへ。 明⽇すぐ楽しみにしている旅に⾜を踏み⼊れることになる、 私にとって家に帰るような旅だ。 親愛
なる⾖娘、班⻑さん、鏐鏐、親愛なる同志たち、親愛なる神⼾、 ⾏くからね︕ ★Happy バレンタイン︕★

王 雅洁さんの⽇記



家に帰りました。さようなら

2009.02.19

5⽇4晩の⽣活が瞬く間に句点をかきました。 重い荷物を背覆って、引っ張って部屋を出ました。 扉をぽきんと施錠しました。 この時、⾖、⼩班、镠镠はすでにバスに乗って
出発しました。 みんなは写真を撮って記念に残します。甚だしきに⾄ってたいへん泣いていたから⽬がとても腫れています。 私は以前と同じように1滴の涙を落としていない
です。 どのみちまた会います。どのみちみんな⽇本にいます。どのみちコンピュータでインターネットできます。 夜2時まで夜ふかしして、その後⾖と寝ました。 朝7時、
⾖、⼩班、镠镠とそのほかの⼈、あわせて8⼈を⾒送るため、 私は寝ぼけた眼をついて、髪が乱れていて、パジャマをきているまま起きて、 まもなく、8⼈は旅に出ました。
私達残った⼈は1時間の後に“家族を連れて”新神⼾駅に来ました。 すべての⼈に、ただ私が10時半のバスです。ただ私が南へ⾏きます。 清⽔先⽣が⼿渡してくれた荷物を受け
て、 ⼒を⼊れて⼿を振てから振り返らなくて駅に⼊りました。 その後、南に進みます。 ⼀⼈で新幹線で意識がぼうっとして寝っていました。 ⾖がプリントシールをするとき
⼀⽣懸命⼩さい⽬を開けていたことを思いました。 ⼩班の紫⾊のサスペンダーのショート・パンツを思いました。 镠镠のとても⾚くて薄い嘴唇を思いました。 6⼈がプリント
シールをするとき位置を争うために押し合いすることを思いました。 ある晩こっそりと遊びに⾏って恐れおのの くことを思いました。 たくさん⾯⽩いことを思いました。 し
かし、書くときそれらのことを忘れました。 まあ、いいです。家に帰りました。 お⺟さんは迎えてくれました。 さようなら、その新しい都市。 さようなら。

王 雅洁さんの⽇記



受験⽣＆準受験⽣︕FIGHTING〜︕

2009.02.23

今週か来週 期末を受ける⼈、⼿をあげてごらん︕ （わしは先に上げるわ。。） さあ〜 今期末テストと戦ってる⽅ どうもがんばってください︕ 来週期末テストと戦うつも
りのみんなも あきらめんで︕ とりあえず ⾚点取っても絶対泣かないで︕ 俺達 応援するぞ︕ 絵の李のように LET`S FIGHTING!
これは⽇本語で投稿されたものです

王 雅洁さんの⽇記



道をむかいてひた駆けよう〜

2009.03.01

昨⽇の午前中吾学校の卒業式が⾏ったんだ、 素直に⾔うとこんな正式の卒業式が初めて⾒た。 ちょっと感動したね〜 当⽇に来たお客様いっぱいだった、 （結構有名な⽅も来
たらしい、名前覚えてないけど。。 悪い悪い〜〜） さっさと始めよう〜 まずは卒業⽣⼊場、吹奏部はkiroroのbestfriendを演奏しながら、みんな拍⼿、 そして⽇本国歌と学園
歌の合唱、 特に三年⽣たちはめっちゃ⼤きい声で歌ったんだ、 さすが最後の歌だなあ〜 次は校⻑さんが卒業⽣に卒業証書を渡る。 そして、校⻑、学園⻑、在校⽣と卒業⽣代
表の答辞、 最後は先輩たちの退場、 ⽣徒会の⼈は先輩たちに花と卒業記念品をさしあげる。 その時部活の後輩は⾃分たちのプレゼントも先輩に渡った。 卒業⽣の笑顔をみっ
たら、なんだか懐かしくなって 感動した。。＞＜ 私が卒業する時誰かおくってくれるかな〜はっは。。。 さあ〜せんぱいたち、道をむかいてひたかけよう〜 これからも⼈⽣
のみちに〜
これは⽇本語で投稿されたものです

王 雅洁さんの⽇記



初めての雪。優しかった。

2009.03.03

今⽇は5分遅く起きた。 慌てて階段を降りると、外の⼤雪に気づいた〜 楽しくて楽しくて。。 狂うように⼆階へ駆けてカメラで写真をとった。。 （北国育ちの⼥の⼦だか
ら。。） これは⼀枚⽬の写真なんだ。。 ⼆枚⽬は私の家なの。 そばの松ノ⽊はお⺟さんとおばあさんが植えたの。 そしてたくさんの草⽊も植えた。 ⾨前にある。 ここではお
⺟さんを評価しなきゃ。 とっても⾼い評価だと思うよ 楽観で、熱情や趣のある⼥性だと思う。 三枚⽬は隣のウメの花なの。 こっちの冬が遅いね。 毎⽇登校してる時、これが
⾒える。 隣の⼈とはあまり交流したことがないけど この⾵景が好きで、撮ったの。。 スカートを穿いて、⼤雪の⾵景に⽴って、別な感じ。私って、えらいね。。 （興奮して
る。。）

王 雅洁さんの⽇記



第3学期の学期末試験の成績は報告します。

2009.03.10

総合から⾒ると前学期の成績は悪くないと⾔えます。 あがったもの減らしたのもあります。次に全⾯的に分析します。 保健︓ 83点 ⾃分で拍⼿します。ほかには何も⾔いませ
ん。 現代社会︓ 31点 試験する前の1晩に復習しましたが、結局なにも覚えていませんでした。 私の政治思考能⼒に対して少し質疑します。 物理︓ 61点 テーマはとても複雑
でわかりにくくて、そして問題を読みながら訳して、時間をたくさん使いました。問題がとても多いです。 計算間違いもあって、⼤多数はテーマの理解を間違いました。私の
⽇本語は引き続き強化しなければなりません︕︕︕ 英語︓ 68点 どのように英語を総括するかを知らないで、要するにFIGHTINGを継続します! 情報︓ 38点 ひと⼭のカタカ
ナ、すきまない問題は徹底的に私の⼤脳を乱されて、ただ私が頑張ったと⾔います。。 家庭︓ 65点 均等点にならないですが、しかし⻑い時間を使って本を暗唱しました。何
とか努⼒は⼈を裏切らないで、今回は前回より2倍余り⾼くなりました。 古典︓ 23点 本当に⾒て分からないで、私を強いないでください、不合格になっていなくて、もうとて
もいいです。。 現代⽂︓ 53点 予想したより⾼くなりました。前回後ろから数えて第2位でしたが、今度後ろから数えて第3位になりました。1歩ずつ越えています。。 世界
史︓ 44点 やはり中国史を除いてほかには何も覚えていません。国名はすべてカタカナで、いつも覚え間違えます。。 OCB︓ 46点 英語の⽂法授業、書き込んでとても筋が通
っていると感じましたが、どうしていつも正しい解答とすこし違っていますか︖誰か私にどうしてであるかを教えてくれますか︖ 数B︓ 91点 ⼤躍進しました。。前回は68点
でした。引き続き努⼒します︕ 数2︓ 87点 もう⼀回⾶躍しました。。前回は71点でした。。引き続き奮闘します︕ 化学︓ 75点 私に最も⼼を痛めていさせます。。試験の前
でよく復習しましたが、今回の試験で空⽩を埋める問題が多かったのです︕ ⻑い⽂章を読んで気がふさぐようになりました。最も難しいのはフラスコ、ビーカー、指⽰薬はす
べて外来語なのです。⾒て分かりません︕︕ 私は絶対に教訓を吸収します。この次に外来語をすべて覚えます︕︕ 以上は私の成績です。 悪いのもあれば良いのもあります。少
し後退したと感じます。油断してはいけません︕ 春休みの後に⾼校⼆年の第⼀学期に⼊ります。 私選んだのは理系の物化プレートです。物化を選んだ⼥⼦学⽣は少ないようで
す。 私が絶対にクラスの得意満⾯になる男たちに負けないと誓います︕︕︕ 同志たち。頑張りましょう︕︕

王 雅洁さんの⽇記



⽔曜⽇︕

2009.03.12

今⽇KYLE先⽣の授業でとっても楽しかった。 先⽣は⼊ると、ゲームをやろうって男⼦⽣徒は騒いでた。 アメリカ⼈の先⽣はやっぱり他の先⽣とは違って、すぐOKと⾔った。
music chairというゲームをやった。 椅⼦を輪にして、椅⼦の数は⼈数より⼀つ少ない。 ⾳楽の中で、みんなは椅⼦を回って歩く。 ⾳楽が⽌まった時、すばやく椅⼦に座る。
最初は、運がよくて。。 最後には、私と⼩野さん⼆⼈だけ残った。。 やっぱり男⼦⽣徒の反応が速い。。 ⾳楽が⽌まると、椅⼦に座ろうとする時、後ろには「シュッ」という
⾳が聞こえた。で、私すぐ⽌まった。 負けた。。でも⼆位もいいけど。 次はこんなに幸運じゃなかった。 ⾳楽が⽌まった時、阿部くんはちょうど私の後ろにいた。 で、⼆⼈
はそれぞれ半分ずつ椅⼦に座った。。 部ちゃんは⽴って、こう⾔った「いいよいいよ〜」 先⽣は笑いながら、「やさしい︕」って⾔った ふふ。ありがとうな〜阿部くん〜 ⾳
楽がまた⽌まった。 座ろうとしてるところ、荷川取さんは勢いよく来た。。。。 しょうがない。。私、淘汰された。。 「柔道部には勝つわけがない。。押されて、もう少しで
倒れるところだった。。 最後、⼤町さんと⽥丸さんの勝負。。 ⾔うまでもない、⼤町さんが勝った。。。 それから、fruit basketというゲームをやるって提案した⼈がいた。
ルールはちょっと説明してみるね。 ⼈数より⼀つ少ない椅⼦を輪にする。 ⼀⼈が真ん中に⽴って、要求などを⾔う。 例えば「⻄⽠が好きな⼈」 そうすると、⻄⽠が好きな⼈
は、その⼈のかわりに真ん中に⽴つ。 ⾃分の位置には戻れない、そして隣の位置にも座れない。。 最後に、位置のない⼈は真ん中に⽴って、要求を⾔う。 どういうことか分か
らない。。 位置のない⼈の三分の⼀は「空⼿部の⼈」という要求に応じた⼈なんだ そうすると、私はとっても忙しくなった。。。 ⽬の前の位置がぜんぶなくなった。 周りを
⾒ると、⼀つを⾒つけた。座ろうとする時。。。 阿部くんも位置がないので。。すぐ座りにいった。。 で、スピード＋スピード ⼆⼈とも椅⼦にぶつけたーー。。。汗だ。。
阿部くんは私より早く座ったので。。⾃分は真ん中に⽴つしかない。 「⾛りが速いのがいいねーー それから、ある⼈は「陸上部と空⼿部の⼈」という要求を⾔い出した。 結
局、奈実ちゃんは何の部活にも参加してないので、⽴ちあがった。。 私たちの運動部に勝つわけがない。。 彼⼥は悔しいかつしょうがない顔。ふふ。。 可愛い。。。 最後、
椅⼦に座るためには、柔道部と空⼿部が喧嘩しちゃった。。。 ⾯⽩かった。。 おかしくてみんなは笑い転げた。。。先⽣も笑い転げた。。。 授業は50分で、とっても楽しか
った。。 いつかまた遊びたいなぁ。。。 ⽔曜⽇って、幸運の⽇なんだ。ふふ

王 雅洁さんの⽇記



空⼿︕負けはいけません︕

2009.03.15

⼟曜⽇の空⼿の訓練でとても苦労していました。 今度、先⽣は⾒ていながら訓練します。 ⼆⼈のシミュレーション殴り合いをします。 ⼀⼈は攻撃してもう⼀⼈は守ります。
順番にしています。 今度、先⽣は私にも参加させると⾔いました。 男⼦学⽣がとてもすごいことを発⾒しました。 あの握りこぶしの打つスピード。。。 ⼀瞬の間に本当に8⽖
の⿂になりたいです。 ⼤町と練習する時。 私は努⼒していも彼は⾃分の⼒とスピードを抑えていても 結局、げんこつ1つ私の顔に打ったのです。。[顔を覆う 阿部と練習する
時 彼は背が⾼くいですから⾜を使います。 私の背を蹴りました。パンと。[腰をもむ それから彼らは私に⼤丈夫ですかと聞きました。 私は⼤丈夫だと答えました。 私は強くな
ります︕︕︕︕ 私は強くなります︕︕︕︕ 決して彼らに負けてはいけませんaaaaaaa!!!!

王 雅洁さんの⽇記



勝った︖︕うそ︖︕

2009.03.16

今⽇部活動の阿部はずっとうけを訓練させる 打たれるのことだ。。。 つまり、握りこぶしをされることだ。。 私も打たれるべきだと思う。[汗⼀つ それで了解と⾔った︕ 多か
れ少なかれ打たれたが、男⼦学⽣は配慮してくれた〜 ⼤きい⼒を使わなかった〜 それから定番の殴り合い。 阿部はまた⾔った︓ 王さんもすこし訓練して。僕達は機会を探し
て反撃する。 あなたは遠慮なく防御を打つ。 3メートルのオンラインに⽴つと、⼤変緊張していた。。。 相⼿はげんぴ〜 げんこつ⼀つ。弱すぎてもう少し強くてよと阿部は⾔
った。 私引き続きもう⼀つのげんこつ。 ⼀分を取った （今度が4分制） それから引き続いて。。。 私がみごとにげんぴの反撃を避けてから。。 それから１つの“上段蹴
り”。。 阿部は超驚いた。“⼀本、勝ち︕” それで私に”やるじゃねか〜”と⾔った 私は超うれしかった。。。。 第1回の殴り合いは意外にも勝った。。。 ハッハッ︕ 楽し
い︕︕︕ 私は強くなるハッハッ︕︕︕

王 雅洁さんの⽇記



写真をまき散らす〜

2009.03.17

第1枚はサルの⼩屋。 暖かい。。 後の2枚は昨⽇受け取った岡⽥くんの返礼のチョコレート〜〜 すでに少しを⾷べた。。 気持ちが超いいハッハッハー〜〜〜 実は他⼈が送った
ものもあり。。すべて⾷べ終わった。 写真を撮ることに間に合わなかったへっへっ。。

王 雅洁さんの⽇記



⼤塚先⽣

2009.03.23

今⽇は特別な⼀⽇です。 今⽇はクラス担任の⼤塚先⽣が最後に私達に授業をするのです。 先⽣は横浜に⾏くことになります。 「退職」するそうです。 朝学校に⾏くとみんな
は急いで⾊紙に署名します。 ⾔いたい話を⾔い出して。。。 私はorangeの⾊のマーカーで︓ 「⼤塚先⽣⼤好き、また会おうね〜」 と書きました。 朝HRの時に、先⽣は普通
に教室に⼊って 「今⽇も頑張ってください︕」 と元気に⾔いましたが でも⼼の中で悲しく思います。 ちょっと悲しい。 第⼀回は国語 ⼤塚先⽣の授業。 今⽇はふだんと同じ
ような速度と語調ですが 同じではない感じがありました。 今⽇みんなはまじめに聞きました。 私と⾔ったら、先⽣は優しくいろんなことを聞きました。 中国のことわざと成
語の由来、地名など 親切に感じますね。ふふ。 六⼗分が過ぎるのは早いですね。ああ〜 それから私達は早く当番をしました。 早く教室に戻りました。 ⼥⼦学⽣は前の⿊板の
上に⼀つの⼤きな⼼を描きました。 ⼤塚先⽣いつもありがとうございましたと書きました。 そばに絵も描いて、私も⼤塚先⽣の像を描きました へへへ〜「笑いをとる」 男⼦
学⽣は後ろの⿊板に︓ 歩先⽣ありがとう。歩は先⽣の名前。 筋⾁のある男性ぼい像を描きました。。。 先⽣は教室に⼊りました。。。。 。。。 ⿊板を⾒て、学⽣を⾒て。 笑
いました。 それで連絡事項を話してから。 私達に︓ もしもさあ、これから夢を求めるみちで 何かあって続けるのは⼤変になったら 絶対あきらめないように、 僕は、みんなの
ようにこうやって 歩いてきたんだよ。 ほんまにつらい時絶対あると思うけど、 お前たち仲間がいるんじゃないか ⼀⼈じゃないじゃないか だからみんな⼿をつないで ⼀緒にい
こうや、どんどん どんどん 強く強く いつまでも。 いい︖あきらめちゃだめだよ。 おれ泣くよ︕︕︕ と⾔いました。 。。。。 。。。。 沈黙で、それから班⻑は起⽴と⾔
いました。 私達はすぐ⽴ちました。 辞儀をして︓ありがとうございました︕ 先⽣がしっかりテーブルを押さえて⻑い間お辞儀をしました。 それからみんなは先⽣と写真を撮
りました。。。 今⽇、この学期の最後の三者⾯談です。 私です。私は先⽣に⼀つの贈り物を⽤意しました。 午後5時半。 私の描いた絵を持ってお⺟さんと⼀緒に教室に来まし
た。 先⽣はまず私の⽇常⽣活を聞いて。 それから勉強を聞きました。 もっと努⼒すると⾔いました。 お前偉い⼦だよ〜 １６で留学、家族と別れて わしら想像できんなあ。
でも、もう半年になった。 帰国したら勉強⼤変でしょ。 ここでもっともっとがんばれや 今クラスの皆もサルちゃんをみてるよ︕ お前がどんどん進んで あいつらは負けたくな
いでしょ。 だからもっと頑張る。 お前も負けたくないでしょ︕ だれも負ける気は絶対ない︕︕ 気持ちの負けないサルちゃんを⾒せてよ 。。 と⾔いました。 感動のほか何も
話せませんでした。 。 友達連絡簿の上に⼀段の贈りの⾔葉を書いてもらいました。 先⽣はこう書きました︓ ALL YOU NEED IS LOVE ありがとう 有難う 先⽣は ありがとう
の漢字はこれだ 有りの意味わかるでしょ〜「ある」よ 難はむずかしいの意味よ あるのが難しい、これはありがとうよ。。。 お前も、俺にとって「ありがとう」の⼈よ 。。。
と⾔いました。 。。。 うなずいて、更にうなずいて もう何を⾔っていいのか分からなくなりました。、 こんなに良い先⽣はまた何度会うことができるでしょうか。 福⼭に来
てから 先⽣は本があるかどうか、 問題があるかなと聞いて 問題があったらいつでも指導室に⾏ってもいいといいました。 授業のときたくさん発⾔することを奨励します。 今
では国語の成績は⼤いに進歩しました。 本当に⼼から︓ 先⽣は私にとって「ありがとう」の⼈だと⾔いたい︕︕ 最後に その絵を先⽣に贈りました。 上に副担当⼈とクラスの
すべてを描きました。 出席番号による読出⼝型は おおつかせんせいありがとうございました。 それからお⺟さんに私と先⽣が⼀緒に写真を撮ってもらいました。 先⽣はどこ
にいっても私達を覚えられてほしい 4Aクラスを覚えてほしい。 ⼤町は留⾔の上に書いた。 ⼤塚先⽣、⼀⽣忘れない。⼤好きです。

王 雅洁さんの⽇記



新しい髪形。短い髪のサル。

2009.03.28

写真をみてください。 これは今の私です。 髪の⽑を切った原因は︓ ある⽇鏡の中を⾃分を⾒ると、外⾒を変えるときではないかと思ったので。 短い髪型を試みたいです。 ⼩
学校以来短い髪型にしたことがありませんでした。 今度はやっと１つの夢を実現しました。へへへ 切った後の感覚は︓ 1.⼼地良い 2.⼤⼈っぽくなりましたか︖ 3.以前に⽐べ
ると、もっとあかるくなります。 4.今の⾃分が好きです。 仲間達は⾒てね。 どうですか︖ ぜひ返事してね。。 へへへ。

王 雅洁さんの⽇記



東京におでかけ☆明⽇早朝に出発します︕︕ [3⽇間消えます

2009.04.02

明⽇。ホントにホントの春休み東京への旅⾏だ~ ⾏きたいところはいっぱい、時間もたっぷり 明⽇は5時に起きて、6時23分始発の新幹線に乗るの。 きっとタイヘンだろうけ
ど 全然ダイジョウブ、へへ、 夢にまで⾒た秋葉原、渋⾕、ディズニ~ンン それからなにがあるかな︖ いい旅⾏になるといいな、 たくさんたっくさん写真撮ってくるね~ アッ
プしてみんなにも⾒せてあげる〜 へへ~ と、いうわけで3,4,5⽇の三⽇間消えます。 みんな勉強がんばってね︕

王 雅洁さんの⽇記



東京周遊☆ 街編

2009.04.06

じっくり紹介するね~ 3⽇、 お⺟さんのお姉さんのご主⼈に⾞で案内してもらいました。 私たちは⼀⽇中東京⾒物。 駅からわりとすぐに東京タワーに到着。 駐⾞場がいっぱい
だったので⾞から写真だけ撮りました~ すごいでしょ。ヘヘ。、、 それからお花⾒、 ⾞の中からね。 右も左も全部桜の樹。 満開真っ盛り。 まるで桜のアーチ。。 いろいろ
な所に連れて⾏ってもらって 途中にはいくつもの⼤使館や超たくさんの警察。 ロシア、エジプトそれから中国や他にも覚えきれないほどたくさん。 有名⼈がたくさん住んでい
そうなマンションも通り過ぎました。 それから原宿へ 原宿はすごい⼈込みで、しかも若い⼦ばっかり。 たくさんのお店にも全然⼊っていけない。。 そのあと渋⾕ このふたつ
はみんなよく知っているよね。。 流⾏の聖地。。 ファッション、アクセサリーも超たくさん。。 しかもどれも流⾏最先端。。 全部買い占めたい- - ⼀番のお気に⼊りは
cocoluluと和SBY >⼝< ⼣⽅頃秋葉原に到着 とくに⾖さんに⾔いたいんだけれど。。 私のイメージでは秋葉原は-->マンガアニメ天国 でも実際に⾏ったらイメージは⼤打
撃。。 もう⼆度と⾏きたくないぐらい。。 最後の1枚は外観だけど。。 近くでみると。。 周りは萌え系ゲーム本とかばかり。。 オジサンたちがそれに⾒⼊っていて。。 そこ
らじゅうメイド喫茶の広告だらけ。。 しかも街が暗くなってくるころからメイドの格好をした⼥の⼦たちがチラシを配り始めて。。オジサンたちに話しかけたり 1枚もらった
けれど 広告には膝枕だの⽿掃除なんて書いてあって。。 = =⼤アセ。。。。 ゲーム店や漫画ショップはは姉系ばっかり。。 しかもたくさん**タイプの。。 街の男⼥⽐も５対
１。。 ホント、変なおっさんばかりよ だから⾖さん。。 ⼼の準備をしておいてね。。。 どっちにしろ私はもう⾏きたくないけど。。。。 秋葉原はもう消去。 あちこちに出か
けたのはいい思い出ばかりだから~~ ⼀番素敵だったのは。。 注⽬ 東京周遊☆ ディズニー編︕︕︕︕ 新しい写真集アップしたからね。

王 雅洁さんの⽇記



東京周遊☆の ディズニー︕︕︕

2009.04.07

東京ディズニーランドはふたつのエリアに分けられます ひとつはDisneyLandもうひとつはDisneySea Landは⽐較的⼩さい⼦供向け、 テーマは夢の遊園地って感じ Seaは⼤
⼈と学⽣向け テーマはフロリダ号に乗って冒険の旅 わたしはもちろんエキサイティングなSeaへ 昨⽇お⺟さんのお姉さんのご主⼈が⾞で送ってくれることになっていたので も
う⼊り⼝を⾒ただけで⼤興奮 ゲート近くまで送ってもらいました お姉さんのいとこがそこでまっているのです 従妹さんはもう結婚していて 御夫婦でそれぞれ1枚ずつlandと
seaの年間パスポートを持っているんだって 毎週２、３回でもこれるよね デズニーランドは第2の家だって⾔ってるほど詳しいのだとか[ちょっとおおげさ だからいっしょにい
ってもらうにはうってつけの⼈よね （温馨にアドバイス︓ディズニーの⼈気アトラクションはすごく並ぶのでファストパスが使えるよ。でもファストパスの場所と利⽤可能時
間がよくわからないとなかなかめんどうなの。いとこさんとご主⼈が案内してくれたからホントよかった。。） ディズニーのゲートは7時半に開くの。⼊場は9時から。 私たち
は従妹さんたちが並んでいる所にいくだけ。 はやく⼊場できるようにシートやいす持参で早くから並んでいるんですって。 他の早くから来ている⼈たちもシートや新聞に座っ
て本を読んだりおしゃべりをしていたり。 私たちは⼈込みを抜けて従妹さんたちが並んでいるところまでたどりつくのに⼀苦労 ホント⼈が多くて。。 待っている⼈が多いので
5分前にオープンするとの放送が オープン前にミッキーやミニーやドナルド、グーフィーがみんなの前に出てきたの ほとんど全部と写真を撮りました みんなもみてね（1枚
⽬） これこそ早くから並んで前の⽅にいたおかげよね（おねえさん⽅ありがとう・・・・ オープン直後はまるでレースのようにみんないっせいに駆け出すの。 キャラクターと
写真を撮る⼈もいるけど、ほとんどの⼈はそれぞれお⽬当てのアトラクションに⼀⽬さん- - 私も⼀緒に撮りました いそいで撮ってすぐに船乗り場にある第⼀のアトラクション
地点へ [観光船にのるのも⾏列- - はじめはジャングル(2枚⽬） すごくリアルでよかったです これは【インディジョーンズ クリスタルスカルの魔宮】 設定は伝説の泉を求め
て神殿に⼊るのだけれど 守護神の怒りにふれ呪いにかかってしまうの アトラクションの乗り物にぶんぶんふりまわされてなんだかクラクラしちゃった でもゲストに恐怖感を与
える効果はばっちり ⾳響も視覚効果もすごいリアルで 本当にその時代にいるみたい そのあとは⽕⼭へ（3枚⽬） センタオブジアース みんな煙の上がる噴⽕⼝を⾒て。 まずト
ロッコみたいな乗り物に乗って 振り回されているみたいに⾛り抜けたの 岩に押しつぶされそうになったり 急降下- - [わあ︕ 体がふわふわして。。⼝から⼼臓が⾶びでそ
う。。 でももっと怖いのはここから。。 写真を⾒て【東京周遊の ディズニー写真】 これはディズニーで⼀番⾼い建物 【タワーオブテラー】 設定は呪いにかかった⼈形があ
るのだけれど[キャラクターじゃないよ- - このビルの所有者はこの⼈形を⼿に⼊れるため⼿段を選ばなかったの でもこの⼈形はのろわれてて この貪欲なオーナーがエレベータ
ーで最上階についたとき 呪われたエレベーターは垂直落下- -︕ そしてこのオーナーは失踪 私たちはこのエレベーター垂直落下を体験するの。。 ABCみっつのコースにわかれ
て いとこさんはBコースが⼀番怖いって教えてくれたんだけれど でもキャストは私たちをAにいれてしまったの [ちょっとがっかり でもBだったら0 0 Aはこうです︓ まずエ
レベータに乗ってそれから全ての死者の再現を⾒るの それから呪いの⼈形のセリフを聞いて[この声が怖い - - それから私たちが鏡に向かって⼿を振ったり笑うように指⽰し 普
通の鏡に⾒えたのに 5秒ぐらいすると⾃分たちの姿が全部緑⾊の幽霊に- - しかもまだ⼿も振ってるし- -︕ そして呪いの⼈形があの恐ろしい声で語りかけてくるの みたかね、
冒険者諸君 これが君たちの運命 そしてエレベーターは急上昇 壊れた窓のところにつくとディズニーの全景が⾒渡せるの そして呪いの⼈形が⼀番⾼いところだぞハハ、⾏くぞ
の「ぞ」のセリフが終わったとたん⽬の前が真っ暗に ⾶び降り⾃殺みたいにまっさかさま ⾜には⼒が⼊らなくて重⼒が無くなったみたい エレベーター中で悲鳴がわきおこっ
て。。。 半分ぐらいまで落下 また最上部まで上昇 また落下 悲鳴が。。 4回ぐらいまでは数えたんだけれど。。 ⾜はがくがく。。ふわふわしたかんじ。。 スリル満載 でも
終わった後はなんかすごい爽快 ホントはねすごくもう⼀回乗りたい[きゃーぶたないで0 0 そのあとはじめに⾏っていたアトラクションへ まずはリラックスといとこさん その
あとは⽔の上を旋回する乗り物 くるくるまわっておもしろかった でも次のほうが⾯⽩かったわね やってきました ⼭を駆け巡る レイジングスピリッツ 設定は古代の神像の発
掘現場 この⾼速スピンする乗り物は360度回転しながら⼭を駆け巡るの それに発掘現場も蒸気があがって臨場感たっぷり〜 でもタワーズオブテラーの後では 全く平気 軽い軽
いってカンジ ⾼速スピンしながらお姉さんとおしゃべり・・ [余裕や余裕や〜 初めて絶叫マシーンに余裕で乗ったわ[こわいけどおもしろい~ それから軽い乗り物に シンドバ
ットの冒険みたいな 航海の途中で会うキャラクターも⼈形も本物そっくりでかわいい 本物みたい 歌って踊って表情も豊か ３Dの映画みたい⼈形じゃないみたいで。。 それか
ら【ストームライダー】 参加者は嵐に⽴ち向かう勇⼠として参加するの ⾶⾏機で嵐の中⼼にミサイルを撃ち込んで暴⾵⾬を消滅させるの ホントリアルでおもしろかった 暴⾵
⾬の⽔滴がキャビン内の私たちにかかったり・・・ ヘヘ。それから【Under the sea 】（こうゆうのは訳さないままの⽅が感じでるよね） 写真⾒てね ⼦供のおもちゃみたい
だけれど 簡単に説明すると建物も⾵格があるし 内装や照明も本当の海底に来たみたい ⼀番すごいのはそのなかのお店 クジラの模型の⽬と海の⻘があっているの 細かいところ
まですごいよね〜 それからマジックシアターとか。。。 今年東京ディズニーランドは25周年 花⽕もあるし でも⼣⽅からの⾬で・・・ 中⽌。。。残念。。。 それからショッ
ピングの時間よ〜 ミッキーの⽿を頭につけている⼈が多かったけれど かわいいけれど買っても使い道ないし 写真だけ撮らせてもらうことにしました。 へへ写真⾒てね それか
らお⼟産を買いました 写真⾒てね お菓⼦が⼊った箱です 茶⾊のは抱き枕 下の6個はマスク ⼀番上は私のあとは友達に あとミニーの⼿袋は写真がないの ディズニーに来る前の
⽇ ホームステイ先の親戚の⽅が私とお姉さんにそれぞれ⼀万円ずつお⼩遣いをくれたの ディズニーランドで楽しんできなさいって みんなその１万円で買いました[ありがと
う︕おじいちゃん︕ 買い物が終わったらもう９時５０分ディズニーランドは１０時閉園 送ってもらって帰宅です ディズニーはホント 楽しかった また⾏きたいな︕︕ （終わ
り）

王 雅洁さんの⽇記



【東京周遊☆ディズニーの写真】

2009.04.07

前の⽇記⾒てね センターの先⽣⽅もっと写真添付の容量アップして︕︕

王 雅洁さんの⽇記



今⽇は部活動発表会︕

2009.04.13

今⽇の午後は1時間授業を受けたあと みんな体育館に集合しました 2年⽣と3年⽣が新⼊⽣に部活動の紹介をするためです[ぶっちゃけ勧誘よね= = こんなにたくさんの部があ
るのを今⽇初めて知りました。。 印象に残ったのは同じクラスの軽⾳楽部で演奏をしていた岡⽥、⼤町、森下（エレキギター）、ドラムの⽥丸君たち。 ボーカルは⼤町君 すっ
ごいメタルな歌を歌ってたよ~ ギターとドラムの⾳がすごくて ⼤町さんの声がほとんど聞こえなかった みんなわざわざヤンキーっぽい服に着替えて なんだかちょっと「はずか
しい」カンジ マスクまでかぶって[かっこいいの 演奏しながら歌って 爆カッコイイ~[ホントほんとに。カメラ持ってなくて残念だったわ 演奏後のＭＣ もかっこよすぎ = =卒
倒 会場中すごい喝采でした 私は茶道部と空⼿部に参加 茶道部は先輩たちが活動場所を紹介し [部員数とかね 空⼿で私は帯を忘れてしまって= =後悔 ⼤町さんに相談したら 私
に司会をするようにと 空⼿部の発表は最後から2番⽬ まずは私が紹介をして 男⼦が組⼿乱取りを披露~ 組⼿のあとは形の演武 組⼿では特に⼥⼦から 阿部さんと⼤町さんに
「すげぇ〜」と声が上がりました 形を披露しているとき意外だったのが 野球部の三年⽣から笑いがおこったこと= = ウン。何もいうまい。とにかく発表はとてもうまくいきま
した- - 最後に私が活動場所や時間を説明して締めの⾔葉 バツグンの出来だった~⾃分の感想ではねヘヘ 明⽇からまた正常授業がはじまるぞ~ さあ︕ファイト︕

王 雅洁さんの⽇記



最近のミニ記録

2009.04.20

5⽉10⽇に体育祭があるの〜 最近、すごく熱く体育祭の踊りを練習してる Tシャツも作ったんだよ~⿊なの~ 体育委員がデザインをして そこには皆の名前も書いた 私は迷わず  
仨噜噜~って書いたよ へへへ 今⽇、空⼿部の体⼒トレーニングで７キロも⾛った もう超進化しそう。。 ⾃分の中で何かを超えた ⾛る終えると意外とさわやかに感じた。。 最
後に先⽣に。。 私たちの神⼾の映像はいつアップされるの︖って聞いた すごく待ったよ〜〜期待してます。。

王 雅洁さんの⽇記



体育測定︕美しく終えた~~ﾔｯﾎｰ~

2009.05.02

昨⽇は体育測定。 跳んだり跳ねたりが丸1⽇、あまりに疲れて⽇記を書かず 今⽇補いにきました。 午前は体育測定 るのが体育祭の舞踊とプログラムの練習です。 先に⾝⻑・
体重などを図りました。 とてもショックを受けました。。 表⾯はまるで私の⾝⻑は縮んだみたい︖︕-- 体重は毎⽇空⼿をやっている結果です。 筋⾁は並じゃないぞ。 引き続
き努⼒︕ それからハンドボール ⽚⼿で重いボールをほうるわけです。 結果は16メートルあまり。。 [たぶん譲⾖媽はもっと遠くに投げられたと思う、剣道頑張れ~ それから
50メートル⾛ 今回は8秒40 だいぶ遅くなったなあ。でもグラウンドがあまりよくなかった。 とにかく頑張れ~ それから上体起こし 30秒で33回。⾃分の感覚ではなかなか。
さらに幅跳び。今回の記録の2メートル04. 満⾜満⾜ ⻑座体前屈の測量⽅法は変わっていますが 多くは語りません。==どうも正確ではない感じ~それから握⼒測定 左⼿26キ
ロ、右⼿29キロ [実は29.8キログラム。⼩数点以下切りげ、勿体無い [⼤町は右⼿の40キロの0 0 強すぎる それからまた瑣末なテストがありました。。 省略しちゃいます~~
へへ 午後はま体育祭のダンスの練習 これは問題なし。ただ跳びました何度も踊ってめちゃくちゃ疲れました それからプログラムの練習 初めは⻑縄跳び あの場⾯は壮観= = 私
達のチームの20⼈あまりがいっしょに跳びま す~ ほこりが舞って。。⼝の中も⼟ぼこりだらけ --その後が棒を抱えて⾛る種⽬ それは⻑い1本の棒で 私達のチームの5⼈（私、
千佳、はなみ、⽥丸、荷川が取って）横にして抱えながら障害物をよけて最後にゴールに到着。 簡単に⾒えても⾛った時はいつも離されそうになったけど 奇跡的に勝ちました-
- めでたしめでたし〜 なんと閉⼝なのが4時過ぎに終わった後 さらに部活があるとのこと 今回ばかりはつらかった。。。 [男⼦学⽣の対戦の時先輩が⻑岡をすぐにふっとばし
てちょうど私にぶつかった︕イタッ︕ でも部活は楽しく終わりました 続けて最近の休⽇のスケジュールを⾔います 3⽇  終⽇休み 456⽇ 午前部活動午後休み 78⽇  午前
授業 午後体育祭練習 9⽇  体育祭練習 10⽇ 体育祭 11⽇  代休 最近本当に悠々⾃適 ゆっくり前進オーイェ︕

王 雅洁さんの⽇記



体育祭︕-----⼋⾨全開热⾎奮闘っす︕

2009.05.11

昨⽇は学校の体育祭〜 27度の蒸し暑い⽇でみんな汗びっしょり 今回は例年と違って ⽣徒数が少なくなったので⾚⽩対抗戦です お姉さんと私は⼀緒の⾚組 体操服に着替え ⼈
でごったがえす更⾐室で仲良しのみんなと⼀緒 全⾝に⽇焼け⽌めを塗り ⾚いゼッケンを安全ピンで留めて ⾚の鉢巻を頭に締めて 飲み物、タオル、カメラなどなどを準備し運
動場へゴー〜 1枚⽬はみんなで⼀緒に撮った写真です 我らが⾚組のホットなガールズです まずはみんな集合して開会式 最初のプログラムは⾚⽩対抗ボールまわし〜 ⾚⽩、左
右に分かれて整列 それから特⼤級の⾵船を次々と頭の上で⼿渡し〜 ⾵船が先にゴールに着いたほうが勝ちです 初戦のこのゲームは残念なことに私たちの負け。。= = でもみ
んなが並ぶながーい列の頭上を⾵船が渡っていくのは壮観でした〜 それから正規試合プログラムが始まります まずは100ｍ⾛〜でも私は不参加。 みんながんばったけど こっ
ちの⽅が点数負けている〜 今度は綱引き〜はじめに⼥⼦から ⽩組の先輩⽅はみんな強そう 私たちも全⼒で頑張ったけれど負けてしまいました 点差がもっと開いちゃった= =
でも私たち⾚組もこのまま負けてなんていられません 次で絶対ミラクルな逆転よ︕︕ つづいて対抗リレー~これはもちろん私も参加〜 ⾚⽩各３チームずつ〜 結果は私たち⾚組
が1位から3位を独占〜 勝ててもう嬉しくて、嬉しくて〜〜 その次は⼤縄跳び。 グランドの砂が舞い上がって眼にはいったり⼝の中もジャリジャリ でも勝ったからよしとしよ
う〜〜 それから棒を持って⾛るトルネード= = これは本当にスゴイの 5⼈⼀組で横にした棒につかまって 障害物などをよけながらゴールまで⾛るの これもリレーなのよ〜 私
たちのチームは棒をうけとっらた即ダッシュ 3位で棒を受け取ったんだけど私たちのチームは⼤逆転〜 1位に躍り出ました しかも１周分リード〜[エッヘン まあその後、先輩達
のチームがころんで2位になっちゃったけど この競技で点数が⽩組に追いつきました そして⼥⼦の⽟⼊れ ⾚⽩両チームから選ばれた⼀⼈が籠を背負って逃げ回ります 他のメン
バーはそれを追いかけて相⼿チームの籠に⽟を⼊れます ウチのチームの⼥⼦はホントすごい。。 結果は83対31- - この点差。。点数も⼤量リード〜〜 その後全男⼦による背中
⾛り 男⼦が⼀列にならび、選ばれた⼀⼈が その背中の上を渡っていくの 地⾯に落ちないよう前にすすみ 渡られた⼈はまた列の前について列をゴールまでのばす ⾚組の男⼦
も頑張りました〜〜勝利〜〜 それから中等部のプログラム ⾚組も奮闘しましたよ~~~~~~ 昼⾷前の最後のプログラムは⾼三⼥⼦によるダンス ニットシャツとマイクロミニ
にルーズソックス- - 典型的なJKスタイル。 [実際、男⼦は⼤盛り上がり= = 野球部の部員のなかには⾶び⼊りで彼⼥達とおどりだす⼈も もう⼤爆笑。。。 それから昼⾷です
お⺟さん達もわざわざ体育祭をみにきてくれました ビデオも持参。さきほどの先輩⽅のダンスも撮ってくれました お⺟さんからパンやおにぎり、フルーツなどを受け取って 更
⾐室の⼤テーブルをみんなと囲んで⼀緒に⾷べました 昼⾷後の最初のプログラムは全男⼦による組体操 2枚⽬を⾒てね 本当にすごかったよ ⼤トリのピラミッドはなんと7
段︕︕ [でも完成した後、いっせいに崩れたのが⼀番すごかった- - 私たちも⼤喝采をおくりました~~ それからお遊びプログラム ⼆⼈の世界です これは男⼥⼀⼈ずつが⼀組に
なり まずフラフープに⼊り⼀緒に1番⽬の椅⼦のところまで⾛り 男⼦が椅⼦の上の⾵船をお尻で割って ⼥⼦の⼿をひいて第2の椅⼦まで⾛り ⼀緒にコーラを飲んでとパンを⾷
べて 最後に紐で⾜を縛って2⼈三脚で戻ってくる= = ⾚組は勝ちました。 でも参加した選⼿はタイヘンそう- - だって転んだり、コーラの⼀気飲みなんて考えただけで吐きそう
うーん、ナムナム。。 それから部対抗リレー まあ、普通のリレーです。 でもテニス部がレシーブをしながら⾛ったのは笑えました そして私の出番です︕︕ 私たちは５Aと４A
が組みました ⼗何⼈がいっせいに⾜並みそろえて イチニ、イチニの掛け声と共に ⼀気にゴールを⽬指します︕⽌まる⼈も転ぶ⼈もいませんでした︕ パーフェクト。 ゴールに
ついてから他のチームが半ばでふらふらと倒れこむのを⾒て= = みんなの⾃慢げな表情~~ 練習ではこんなに完璧にできたことなかったのに~ これこそ私たちの実⼒よ~ハハ~
そして紅⽩リレー 私たちは⼤量リード~私は⼆⼈抜かしました~~⼤興奮~~ [これこそ⼋⾨全開~ロックリーのスピリッツよ リレーの後は私たちのヨサコイソーランチームの
創作ダンス~ これでほんとに全部燃え〜 ⾐装に着替えて思いっきり踊りました〜 鳴り⽌まない拍⼿~~~ ⼩野さんも私に ワンのダンスめっちゃかっこよかったよ〜 べりカッ
コイイ︕︕ と⾔ってくれました ハハ~体育祭のこの⽇は⼩野さんの誕⽣⽇でもあったの。 プレゼント準備していなかった。私の⼤好物のガムを彼にあげます~ ダンス発表の後
は全員参加のフォークダンス 中国の学校でもにたようなワルツを踊ったことがあります。 野球部はあいかわらずふざけていて 私たちも踊りながらいろいろおしゃべり- - 意外
だったのが野球部の⼈たちがフレンドリー（馴れ馴れしい︖）だったこと~~ ワンちゃん⾯⽩いなあ〜はっは〜 って⾔ってきたので はっは〜 と答えておきました こうして体
育祭の熱い⼀⽇は終わりを。。 クラスの集合写真も撮りました〜 [空⼿部は試合があったので参加できずにホント残念 。。でもきっと試合勝ってくれているよね︕︕ ⼀⽇太陽
に晒されて。。 ものすごく久しぶりに肌の⾊がかわってしまいました= = ウーン。 ⾊がナンだって関係ない︕ 楽しければOK︕ 結局⽩組に100点以上の点差で勝ちました や
ったあ、勝ったぞ︕︕ これは何よりもめでたい事じゃ︕

王 雅洁さんの⽇記



⾼⼆・⼀学期の中間テスト~成績発表~

2009.06.03

結果はとっくに出ていたの。 ただ、最近忙しくて書く時間がなかっただけ。 では、私の成績発表するね。 まず⼀番ヒサンなのから。。= =6 古⽂ 16点 ショックだけどしょう
がないよね 16点中、15点は漢⽂。他、書き込んだのは全部で1点しかとれなかった。  今度は30点をめざすわよ︕ 英語語法  59点 英語なんて、なにがいいのよ。。 英語閲
読 77点 前よりよくなってきました。 地理 67点 なんでこんな記憶系の教科が理系なのかしら。 中国の理系ではこれは必要ないから、スルーしよ。 物理 69点 2位の成績で
した。- -アセ 物理の先⽣のちょっとかわった有効数字にみんなやられました。- - ホントは全部計算は間違っていなかったのに、と、これはみんなの⼼の声です 数学Ｂ 96点
これも2位 ミスしたのは問題を読み間違えたせい。 問題⾃体があいまいな書き⽅だったのでクラスのみんなも間違えました- - ⽇本⼈だって間違えたのに。。 （ちなみに、こ
の2教科のトップはクラスで⼀番頭のいい、けっこう仲良しの空⼿部の男⼦でした。空⼿部ってやっぱり優秀〜さすが） 数学２ 86点 最⾼得点、満⾜〜 化学  95点 最⾼得
点、満⾜〜でも満点の⽬標が達成できなかったので やっぱりちょっとだけガッカリ。。。 そしてそして、フィナーレ︕︕︕ 地球は0.1度、地軸が傾いて⾃転してるのよ︕︕ 現
代⽂の成績は。。︕︕︕ 神様がついてくださったのか 68点︕︕︕︕︕ これが全教科中、いちばんうれしい結果でした。。 平均点を1点上回って、私のほうが点数が上だった
⽇本⼈のクラスメートもいるってこと〜テスト⽤紙をうけとったとたんもう眼は釘付け。。。 以上、今回のパーフェクトなテスト結果でした〜 （古⽂は無視して） 期末試験に
向かって進め〜イヤッホー〜

王 雅洁さんの⽇記



ボーリングへ

2009.06.14

今⽇は慎穗、千佳とRound1に⾏ってきました まずはプリクラに。。 それから3階のボーリングの場へ - -ボーリングはまだ若葉マークだけど、ちょっとは上⼿くなってきた
よ。 残念だったのはstrikeがひとつもとれなかったこと。 ゲームの後は２階のgamecenterへGo。 何回やっても疑問に思うの なんであんなにたくさんの⼤⼈が1⽇で10万もこ
んなものにつぎこむのかしら- - ウ〜ン。 遊び⾜りたらお買い物。 新たな発⾒、私って帽⼦とサングラスがけっこう似合うんだ。 へへ。

王 雅洁さんの⽇記



OPENSCHOOL、

2009.06.20

今⽇は学校のopenschoolでした。 光栄なことに、私も茶道部の⼀員としてお⼿伝いに⾏かせてもらいましたよ〜。 朝の9時に学校について、 先⽣が最後に礼儀作法と注意事項
について話すと さっそく⼀組⽬のお客様が。 まずはお茶請けを出して お辞儀 次にお茶を出して お辞儀 その後先⽣から茶道部の活動と お茶に関する知識の紹介がありまし
た。 私達部員はお茶をたてたりお茶請けを⽤意したりで 休む暇もなくて 腰が痛くて痛くてもう⼤変。 はっきり⾔って茶道は空⼿よりもずっと疲れる︕（私的には・・） その
後も⼆組⽬のお客様がいらして 忙しさに⽬を回していました。。 だいたい1時くらいかな、 全部の仕事が終わって、 反省表に記⼊してから皆で⾷堂へ。 今⽇のセットはカレ
ーライスとから揚げ〜 ⾷べ終わってからカラオケに⾏くことに決定しました〜 私達は５⼈でMGへ。 とっても⼤きい部屋に通されたよ。 いいねいいね〜 びっくりしたけど、
今⽇「かりぬい」を歌ったら92点だって︕︕ やばいよ〜 最後はちびまる⼦の歌を⼊れたよ。 半分くらいまで歌ったらもうキーが⾼くて――叫んで終わったよ。。 その後はま
たプリクラを撮ったり。 買い物をしたり。 彩春と初めて⼀緒に福⼭へ来た時のことを思い出したりもしたんだ。 もうずっと前のことなんだね。 もう残りもわずか。 しっかり
楽しまなくちゃ〜

王 雅洁さんの⽇記



⼿を繋いで歩む、最後の⽇

2009.07.18

⼀年が経って、今⽇が最後の登校⽇。 私は⼀週間をかけて、クラスメート全員に⼿紙と、プレゼントとして普段使える物と中国のお⼟産を⽤意して、 朝にお別れの⾔葉と⼀緒
に⼀⼈ひとりに⼿渡した。 クラスの皆が⼀時間⽬と⼆時間⽬を使ってささやかな送別会を開いてくれた。 三上先⽣（担任）からは北海道のお⼟産を、 クラスの皆からは⼀⾔ず
つメッセージをもらった。 もちろん先⽣にお願いして私のカメラで録画してもらう。 本当に感動した。 皆からの⼼からの⾔葉に、感動した。 ある⼥⼦は今にも泣き出しそう
だったし、 ある男⼦は普段とってもシャイなのに、たくさん話してくれた。 普段仲の良い⼦に⾄っては「愛してます」とまで⾔ってくれた。 ひとつひとつの話を聞いて、笑い
たいのか、泣きたいのか、私には分からなかったけれど、ただ、この⼀年は本当に素晴らしかったと⼼から思った。 忘れられない、私の⼀⽣の宝物。絶対に忘れないからね。
その後、記念にと、⿊板に皆は私の似顔絵と⾃分の似顔絵を、私は皆の似顔絵を描いた。 ⿊板がびっしり埋まって、感動で胸がいっぱいになった。 それは⼀⽬⾒ただけで⾃然
に笑顔が零れて、離れたくない、と私に思わせる。 写真は皆が描いてくれたもの。すごく上⼿なわけではないかもしれないけど、私にとってはとっても⼤切なもの。 その後も
皆で記念撮影などしてとても楽しかった。 お別れだなんて思えないくらい。 次の時間は、北海道での修学旅⾏のお⼟産と皆からの⼿紙を貰った。 さっき読み終わったけど、感
無量だよ。やっぱり、この⼀年は最⾼だった。 最後にホームルームの時間に、もう⼀度クラス全員であの⿊板の前で記念撮影。 友達からは⾊紙ももらったよ。 ⾊んなことが書
かれていて、あまり関われなかったのにB組の皆からのメッセージもあったんだ。 なぜか涙が出てきてくれなかったけど、本当に涙が出るほど嬉しかった。 楽しかったな。こ
の他にも皆で⾊んな写真を撮ったけど、それはアップしないね。これは私と皆だけの秘密だから。 フフ それから、職員室へ⾏って、職員会議の時に先⽣⽅にお別れと、⼀年間
の感謝と感想を⾔った。 最後に空⼿部のところへ。 実は今⽇部⻑の⼤町君は広島の代表かなんかに選ばれて、⼆時間⽬が終わってすぐ課題研修に出発してしまったんだ。だか
ら写真に彼が写っていなくてとても残念。 本当はすごく⼤町君と写真撮りたかったんだけど。⼀年の間にすごくお世話になって、たくさんたくさん感謝しているから。残念だ
ったな。 でも⼀分間残って話ができたから、思い出は出来たかな。 空⼿部の部室では たくさん話をして、たくさん写真を撮った。 最後に明⽇の12時半に遊びにいくことが決
まった。 送別会だって。 初めはカラオケだよ。 楽しみだな。 帰りは阿部と岡⽥に階段まで送ってもらった。 明⽇がとっても楽しみ。 クラスのみんなに⼼から感謝。 私、こ
の⼀年間のこと、絶対忘れないよ。 もし出来るなら、もう⼀度ここに戻って来たい……

王 雅洁さんの⽇記



ポエム  夜中、少し感傷に浸って

2009.07.19

「夜、独りで静かで誰にも知らせずに  ⾃分だけの幸せを感じるのが好きなんだ。  皆がくれたプレゼントと⼿紙に囲まれて、  ⼀遍⼀遍皆のビデオを繰り返してみて、  
声出さずに⾃然に笑っちゃって、  すべてをちゃんと覚えておきたいんだから。  皆と過ごした記憶を呼び出して、  ⼀⼈ずつ名前を⼼で呼んで「あいしてるよ」と  こそ
こそいっちゃった。。。  勝⼿に好きになっちゃってなんだかごめんなさいね。  ほんとにほんとに時間、⽌まってほしいの。。。」 夜中に書いたもの クラスの皆に聞いて
ほしい。 でもどうやって読んだら私の気持ちが表現できるのかが分からない。 ⼩さいお願いがあります。 これは私が⽇本語で書いたものだから、 中国語には訳さないで下さ
い。

王 雅洁さんの⽇記



カラオケ送別会。幸せと感動。

2009.07.20

昨⽇はカラオケ、まあ、私の送別会でもあったのですが。お昼の11時40分に荷川取さんと校⾨で待ち合わせ。 ⼀緒に福⼭駅まで⾏きました。 駅に着くと阿部さんから、みんな
岡⽥さんの家にいると電話が⼊ったので 岡⽥さんの家に向かいました。 みんなとちがって岡⽥さんの家はマンションです。 すごく広くて、インテリアも素敵で、なんだかリラ
ックスさせる雰囲気があります。 岡⽥さんの家には千佳、阿部さん、⽥丸さんもみんなきていました。 荷川取さんは慎穂を迎えに駅へ。 ⽥丸さんと⼀緒に上にあがって 7⼈が
揃った後 岡⽥さんがまずご飯を⾷べてからカラオケに⾏こうと提案。 岡⽥さんが着替えるのを待って出発です。 ⾷事後カラオケへ。 3号室へ案内されました。 早速歌い始め
です。 まずは盛り上げる為にみんな歌えるキセキから。 それからそれぞれのリクエストです。 楽しかったなあ。来るまでは阿部さんはカラオケはダメだって⾔ってたけど、カ
ナヅチだって、まずは⽔に⾶び込んでみなきゃね。⾃分では全然ダメって⾔ってたけど、歌ったら「全然⾏ける」だったよ。 1枚⽬は上の左から荷川取さん、阿部さん、⽥丸さ
ん。 それから私は中国の歌を歌いました。のどが痛くて⾚くなっていたので、あまり⾼いキーのは選ばなかったけれど。 歌い始めたら、みんなで私を囲んでビデオを撮り始め
たからどこにも隠れられなくて - - それから⽥丸さんと⼆⼈で写真を撮って。 慎穂と⼀緒にkiroroのbest friend も歌いました。 それから最近お気に⼊りの游助のたんぽぽも。
途中のrap部分は速いので、男⼦にシャウトしてもらいました。へへへ。 もう歌い疲れて眠くなってくる頃に ⼤町さんが到着。広島での空⼿合宿から戻ってきたところでし
た。 すごく疲れた顔をしていて、オツカレさま。 もう会えないかと思っていたので、すごく嬉しかったです。 写真２は左から⼤町さん、⽥丸さん、岡⽥さん。 ⼤町さんが来
る前は、みんな彼は歌がうまいよっていってたの。 でも⼤町さんは来てからずっと不機嫌そうにして歌ってくれなくて。 なんか沈黙しちゃって、みんなもぼそぼそ話しなんか
していました。 それから間もなく補習が終わった⼩野さんも合流して、⼀気に雰囲気がよくなりました。 ⼤町さんは--どうやらマイクを握ったらはなさなくなるヒトだったみ
たい。 歌いだしたら、つぎつぎ曲をいれてます。 rockばかり歌って、雰囲気ばっちり。 歌はやっぱり上⼿かったです。 ⼩野さんの歌にはビックリ。⼤町さんが後で私に「⼩
野の唄やばかったよね 」私も頭をブンブンふって同意。 ⼤町さんが歌いだしたら男⼦はみんなエキサイト。 千佳と慎穂と私はギャラリーに回っていました。 なんていうのか
な ⼤町さんの歌ってすごくアツイの ライブみたいだったよ。 彼の空⼿と⼀緒でパワーがあるというか、championってカンジかな。 それからみんなで記念撮影。 7時過ぎにみ
んな解散。 私は荷取川さんと⼀緒に電⾞で、阿部さんはタクシーで来たので、帰りは⼩野さんのお⽗さんの⼩野先⽣に⾞で送ってもらいました。⾞の中でも、たくさんおしゃ
べりして、⼿紙書こうねって約束しました。 阿部さんとは⼿紙の中⾝は秘密にしようって約束しました。 もちろん、どの⼿紙も内容は他の⼈には秘密にしなくちゃいけないけ
れどね。へへへ。 ⼩野先⽣に家まで送っていただいて、 ⼩野さんたちと名残惜しかったけれど⼿を振ってバイバイ。 よく考えれば、これが⼩野さん、荷取川さんに会う最後か
な。 きっと、また会おうね。

王 雅洁さんの⽇記



最後の空⼿。 最後の⼀緒に過ごす時間。

2009.07.20

昨⽇、柏原先⽣から電話があって、 今⽇の9時に学校に集合、最後の空⼿だとのこと。 興奮してしまい、おかげで何度も眼を覚ましてしまいました。 昨⽇先⽣は、出張で会え
なかったので、⼀⽇中がっかりしていたのですが、この電話で完全に復活。 おととい先⽣宛にこの残念な気持ちを書き綴った⼿紙を破り、感謝の気持ちを伝える⼿紙を書き直
しました。 今朝は8時に起きて、速攻で顔を洗い、朝シャンをして、準備を済ませ学校へGO 。 学校が休みなので、普段練習につかっている⼩体育館の鍵が空いていません。先
に着いてた⼤町君と当番の先⽣とで事務棟の軒先で⾬宿りをしながらいろいろおしゃべりをしていたら、先⽣も合流。ヨカッタ、ヨカッタ。。 阿部君から、もうすぐつく、と
のメールが⼊り、みんなで待つことに。⼤町君まら、たくさんの合宿の話しを聞きました。阿部君が到着し、早速男⼦寮の練習場で、練習開始です。 2週間近く練習していなか
ったので体が重く感じられます。 でも気分は爽快。 ビデオや写真も撮って 後でその映像を⾒たら⼤町君はやっぱりすごい。 ⼤町君と先⽣の対決は⼤町君の勝利。 昨⽇の歌い
まくったときの気迫と同じだあ- -。。いつになったら、あんなに強くなれるんだろう。 左から、⼤町君、川瀬君、阿部君。 中休みの時に撮ったんだ。昨⽇のとは違うよね。
⼤町君はやっぱり迫⼒だよね- - 川瀬君の笑顔はカワイイな。。 それからみんなで集合写真。住吉君はドイツに旅⾏だって。岡⽥君は熱を出しているみたい︖ （寝ぼけ顔なん
だろうねヘヘヘ- - ふたり⽋席 左端が我らが先⽣ カッコイイでしょ。へへへ〜〜柏原先⽣、ダイスキ〜〜 それから先⽣にほめられたよ。この1年、練習よくがんばったって。
男⼦達もありがとうって⾔ってくれて、中国に帰ってもがんばれよだって。 寮の⼊り⼝で先⽣と別れていっしょに帰宅。 外はどしゃ降りで、川瀬君と阿部君はちゃんと⾬具を
準備していたのに ⼤町君は何も持ってこないの（おバカだよね。出てきたときから、もう⾬が降ってたのにね なので、⼀緒の傘に⼊って 阿部君たちは後からついてきました。
別々の場所に⾃転⾞を駐めていたので ⼤町君とずいぶん歩いたよ。 動いたばかりだから、⼤町君の腕はスゴイ熱かったなあ- -（余談 歩きながら、いろいろ話して なんだか
もう会えなくなるなんて信じられなくて、明⽇も、こうしていそうな気がしてきました。 駐輪場について、⼤町君がカッパを着た頃に、阿部君たちも到着。みんな準備をして
⼀緒に帰りました。 川瀬君は家族が⾞で迎えに来ていたので、校⾨のところでサヨナラ。 それからまた阿部君と⼤野君とチャリで いつもとちがってすごくゆっくり通学路の⻑
い坂まですすみました。 またたくさんのことを話して 最後に⼤町君が 「これでさいごよな、これで 」 3⼈とも30秒もじっとだまってしまって そして⼆⼈が 「じゃ、バイバ
イ、気をつけてな〜バイバイ 」 私達はずっと⼿を振り続け しっかり眼を⾒開いて⼆⼈の姿を刻み付けました。 坂の頂上で⼆⼈が最後に振り返り、⼿を振って坂を下っていく
と、あっという間に姿がみえなくなってしまいました。 最後の⼤町君と阿部君の姿・・・ 今⽇の天気はどしゃ降り、雷もなっている。 「空が私の代わりに泣いてるかも。」

王 雅洁さんの⽇記



明⽇から学校が

2009.08.02

最近、気持ちはフクザツです。 頭の中では⽇本語と中国語が ごちゃごちゃ状態-- ⽇本で仲のよかったみんなの顔が、いつも頭の中に浮かび上がってくるのに 幼馴染達と遊び
にいけば これも幸せだな、と感じています。 今、⼀⽣懸命⽇本の友⼈たちに⼿紙を書いています。 受け取ってくれたときの様⼦を思い浮かべながら。 明⽇から学校です。 明
⽇の朝、8時からはもう休んでいられる時間もありません。 未来のために頑張らなきゃいけないのはわかっているけれど、 そしてそれはとてもタイヘンなことなのだとは覚悟
しているけれど、 振り返らずに前に進まなきゃね︕︕ ⾃分に恥じない⽣き⽅を︕ みんながんばろう︕ たくさんの⼈も書いているけれど やっぱり⾃分の気持ちをちゃんと書
いておくね。 たくさんの、たくさんの⼈たちに感謝を。 頭に中でいろいろな⼈達の姿がよぎります。 学校の、ステイ先での、交流センターの、それからたくさんの知り合えた
⼈たちの姿が。 全ての⼈たちにthank you の⼀⾔を伝えたい。 今の⾃分では約束なんてできないかもしれないけれど それでもみんなに私の希望と思いを伝えたい。 どんな困
難にも⽴ち向かって いつでもイチバン明るくて 最後までベストをつくせる⾃分になると。 これがみんなへの最⾼の恩返しだと思ってる。 明⽇から ⽬標に向かって頑張るぞ。

王 雅洁さんの⽇記



学校が始まって。

2009.08.15

今回書くのは中国での学校⽣活 いつも書いてるときとはちょっと違う感じ 少なからずちょっとは⼼残りがあったり 「あぁ、もう帰れないんだ」みたいな 毎朝７時２０分に学
校に着く お昼は落としちゃった数学の補習を受けるために 準備室で１時近くまで勉強してからやっと帰宅 家に帰ってからは慌しくご飯を⾷べたりちょっとお昼寝したり 午後
は２時半からまた国語の授業 前半２コマは補習で、後半２コマはクラスのみんなと⼀緒に授業を受ける 午後はほとんどの時間が国語の授業できつきつに埋まってる ６時になっ
てようやくご飯の時間になるんだけど そのときにはもう頭がくらくらで ⽬をつぶったらそのまま気を失っちゃうんじゃないかってくらい ７時から９時まで、今度は夜の⾃習。
それから９時半から１１時までも引き続き⾃習。 先週⼀週間はかろうじて１１時まで頑張ったんだけど ⼤教室の中に⼈が密集してて、もう汗だくで、さすがに勉強効率も悪い
ってことで 先⽣にこれからは家で勉強しますって⾔ってきた 家に帰ればちょっとは楽になるかなって思ってたんだけど パソコンの前の椅⼦に座ってると、頭の中が今頃必死に
なって勉強してるだろうクラスメイトのみんなの姿でいっぱいになっちゃって 怖くて、とても勉強しないでなんていられない それに あと４ヶ⽉⾜らずで推薦⽣試験だというの
に 今頑張っとかないと、わたしの⼈⽣の残り半分どうやって⽣きてけばいいの だから私もペンをぎゅっと握ったまま 深夜になるまでずっと眠らずに頑張ってる ⼀年のブラン
クはそう簡単に埋められるものじゃない 頼れるのはもう⾃分しかいないんだ プレッシャーはすごく重いけど 友達が楽しそうに笑い合って話してるのを⾒ると ⼈⽣はまだそこ
まで枯れきっていないんじゃないかって思えるようになった ⽔さえあれば夢は芽を出す わたしは今まさにそれが実になるのを待っているんだ ９⽉にはわたしも正式に⾼３⽣に
なる 悩んだけど、やっぱり先に進級することにした 最近ずっと考えてる 試験を終えて無事に合格したら、⼀度広島の福⼭に⾏って そこでその頃受験勉強に苦しんでるであろ
う⾼３の友達に会いに⾏くんだ それは別に先に卒業したことをひけらかすためじゃなくて ただみんなに会いたいって気持ちがあまりに強すぎるんだ

王 雅洁さんの⽇記



新しい道。

2009.09.18

センターで⽇記を書くのは久しぶりだ 忙しい勉強⽣活に追われてたいへんだった この前誕⽣⽇の時⽇記を書いたけど、 何か⾃分の操作が間違えたかもしれない、 ⽇記がなか
なか出てこなかった そのせいで誕⽣⽇の幸せと⽇本語⼀級合格のうれしさを 皆と分け合うことができなかった。 こっちからごめんなさいと⾔いたいなぁ〜 うちの学校は新型
インフルでぐちゃぐちゃ、 毎⽇登校の時に体温を測るとか夜⾃習が無くなるとか 私たち⾼三の⼈にとっていいことかわるいことかわからないね〜 あまりの疲れさに毎⽇半睡眠
状態になってる。 この間もいろいろなことを考えた、 夢とか、先⽣に⾃分がやりたいならできるんだよっと⾔われたが、 ⾃信がないとはいえないけど なんだか落ち着けな
い。 ⼀か⽉前に 福⼭の⺟さんから姉ちゃんがとってくれたヒマワリの写真が届いた、 その時から ひまわりがもっと好きになった 福⼭の家族の優しさのためか 憂鬱の気持
ちのためか ひまわりを⾒ると 太陽がすぐそばにおるみたいな感じになる、 それで 明るくなれるだろうと信じてる ひまわりと⾔えば、太陽 笑顔 友達 ⾃信 希望 だと
しか思いつかない だから 好きだ ⼈が好きなのは ⾃分に⽋けるものだ うちら四⼈の洛陽の⼈は ⽀え合って 新しい道を切り開くのだ 洛陽は 「落葉」の意味ではなく 新し
くて沈まない太陽だ︕   うちらもその意志を継ぐ。
これは⽇本語で投稿されたものです

王 雅洁さんの⽇記



夢みたい〜復活︕︕

2010.06.09

去年のことはまるで夢みたい、 今のサルはやっとどっかの幻から救われてきたような気がする。 知らないうちに、時間が誰かと競争しているように私とすれ違った、早いなあ
〜と。 ⼀年前の私は「これからどうしよう、⼀年間も中国の課程を勉強してないのに」と思いつつあった。 今の⼀年後の私はもう既に全国⼊試の現場から⽣きて帰ったんだ
（ちょっと⼤げさ〜︖︕） この⼀年間はどんなに過ごしたのだろう、 今じゃとても思いつかない。 いつの間にかここから消えてしまったのだろう、 誰にも⾔ってなかった、
それ以来先⽣たちにも挨拶してなかった、本当にすみませんでした。 三期⽣の皆は今どうなってるか︖ 将来の道を決めたのかな︖きっとみんな⽬標にたつするよ︕ 忙しすぎて
春と接触もなかった。 この年は春がなくなったけど、夏 秋 冬はどれでも逃さない︕ちゃんと楽しく過ごすんだぞ〜☆ 最後に この⼊試の結果を待つ〜（知りたくないけ
ど） 神様は⼼に住んでいる、きっと私の祈りを聞いてくれるんだろう〜 さあ〜夏休み、サルと太陽の復活︕ ＾＾
これは⽇本語で投稿されたものです

王 雅洁さんの⽇記



上海にいる⽇々。

2010.11.10

上海海洋⼤学に⼊ってもう⼆ヶ⽉、 ⼤学と⾔っても 毎⽇忙しく暮らしてる。 マーケティングの専⾨で、 全部の授業は外国⼈の先⽣が英語を使って学科を教えるんだ。 この
六年間も英語を勉強してなかった私には ちょっときついが、がんばって成績を上げてやるんだ。 それに学校の⽣徒会に⼊った。 ⼊ったのは宣伝部⾨で、⼀番忙しい部⾨だ。
何⼈もさまざまな原因で退部したが、 ⾃分はどんなに忙しくてもつらくてもあきらめいないと決めた。 部⾨でたくさんの友達にあって幸せを感じた。 家族みたいな雰囲気も⼤
好きだった。 上は部⾨の記念写真。どれが私なのか︖探してね〜 みんなは︖ いまどうなってるかな︖
これは⽇本語で投稿されたものです

王 雅洁さんの⽇記
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