
私達の“⽇本での留学”⽣活

2008.09.11

中⽇交流センターの先⽣⽅、教師の⽇、おめでとうございます。これから仙台育英⾼校での私達の⽣活を紹介します。⾷事はとても美味しく、部屋もすばらしいのですが、部屋
ではパソコンが使えません。みんな私達にとても親切にしてくれます。でも先⽣はとても厳しいです。たった三⽇しか授業を受けていないし、教科書もまだありません。おまけ
に⽇本語での授業は聞き取れないし。それなのに、今⽇先⽣は私達にお説教です。勉強が遅れてるって。特に英語。中国では英語を勉強してなかったから。で、英語の時間は図
書館で⾃習していなさいって。24⽇には試験があります。必ず受けなければなりません。全科⽬あります。もし結果が悪ければ、⾼⼀に落第です。本当に厳しい。交流センタ
ーの先⽣⽅、私達が11ヶ⽉間楽しい留学⽣活を過ごせるよう、どうかお⼿伝いください︕
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⽉の⾒えない中秋節。。。祝ったことにして。。。

2008.09.14

きょうは。。。私にとっては特別な⽇だった、、、少なくとも⽇本に来た実感があった。。。30分弱電⾞にのって（中国の鉄道に似ているけど、全部座席で、ちょっと短
い。。。）夢にまで⾒た仙台市にやってきた。。。東京みたいに賑やかじゃないけど。。。道路はとてもきれいで。。。⼤きな建物がたくさんあって。。。店がたくさんあっ
て。。。Ｓれにバス。。。私のあの⼩さな農村よりはずっといい。。。 でもそういうことがメインではなくて。。。きょうは祝⽇を祝うために来たんだ。。。中秋節。。。そ
う。。。中秋節。。。中国⼈の祝⽇。。。宮城県の中国⼈が⼀堂に会して、⾃分たちの祝⽇を祝うんだ。。。（最初に⾔っておくとこれはぜんぜん学校とは関係ないよ!学校は
このことはまったく気にしないから。。。）宮城県の⽇中友好交流関連の機構などや、在⽇中国⼈、また中国から帰化した⼈たちの企画した中秋のパーティーだ。。。最初は夜
だと思っていたけど。。。会場と時間の関係で午前９時過ぎに開かれた。。。権威ある団体の⼈が歌ったりして。。。（北京のテレビの専⾨家がひとりふたり、あとは。。。）
中休みには、ごぶさたしていた⽉餅を⾷べることができた。。。中国からの輸⼊品。。。だけどいまいちだった。。。まあそれはどうでもよくて。。。⽉餅は味を楽しむという
よりは情緒を楽しむものだから。。。そうだよね。。。異国で⾷べる⽉餅はたしかに⽢く、おいしい。。。 午後はパーティーが終わって、年取った⼈たちしか⾒ない歌の会に
なった。。。私は全然興味がない。。。２曲もしないうちに私は寝てしまった。。。会場は相当うるさかったけど。。。（⾳量が⼤きかった。。。お年寄りの聴⼒のため
か。。。）しばらくすると。。。福建から来た私の友⼈ももう耐えられなくなって、私と⾺さんを呼んで、会場から抜け出した。。。駅の近くの商店街やデパートをまわっ
て。。。先⽣から買うようにせっつかれていたものを買った。。。痛かった。。。（私にとって命みたいなお⾦だったから。。。）本当はパジャマとかも買おうと思ったけ
ど。。。⾼すぎて。。。泣く泣くその場を後にした。。。 多賀城に戻る電⾞で。。。楽しかった気持があっというまに空虚になった。先⽣の冷たいまなざしや、気にも留めな
い態度。。。そう。。。それと中国⼈にまったく関⼼のない学⽣。。。他の友達のような幸福な⽣活は私には縁がない。。。ガッカリ落ち込んだ気分が。。。⾵船に空気が⼊る
ようにだんだん胸にいっぱいになって。。。ふくらんで。。。からっぽで。。。まったく⽣気なんてない。。。ただあきらめと失望、そして耐えることだけ。。。
。。。。。。遠くにいる君。。。。。。私のために祈ってほしい。。。。。。こころから感謝するよ。。。。。。いつまでも。。。
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またまたショックなことが。。。どうしたらいいのでしょう︖︖︖

2008.09.16

まったくの笑い話。。。でたらめ。。。でも、⼀定の道理もある。。。  今⽇私は胡霞先⽣のメールを受け取りました。。。待ちに待ったメールです。。。ところが意外なこ
とに。。。  話は作⽂コンクールの事。。。毎年、⽇本のある交流協会が中国で“作⽂コンクール”を開催しているのですが、私は頑張って⼀等賞を獲得することができまし
た。。。それで北京に来て⾯接に参加し。。。やっとのことで特等賞まで獲得しました。。。（４⽉に結果が分かりました）賞品には、2008年11⽉中旬前後に⼀週間、⽇本へ
の学習、⾒学旅⾏がプレゼントされます。。。  胡霞先⽣がこの件について連絡をくださることになっていて。。。⽇本に来る数⽇前にもちゃんと話をし、学校を⼀週間休ん
で。。。 ⾃分の賞品を“受け取る”ことに同意してくださいました。。。ところがメールを読んでみると︔ 周嘉鏐、元気ですか︕ あなたが東京に着いたら、電話で連絡し、もし
都合が良ければ、ちょっと会いたいと思っていたのですが、メールをくれただけで、連絡⽅法が分かりませんでした。残念です。 作⽂コンクールの訪⽇団についてですが、新
たに⼆名の学⽣が変更になりました。 あなた達が実際⽇本に来たら、学校から休暇を貰えるかどうか分かりませんし、コンクールの訪⽇団は⽇本の⾼校⽣との交流が主な⽬的
で、その他は東京を少し観光したりするくらいなので、どちらもあなたにはもうそれほど意味がないことだと思います。東京は⾒学したし、今は毎⽇⽇本の⾼校⽣と⼀緒に授業
を受けているわけですから、わざわざ東京まで来て交流する必要もないでしょう。というわけで、今回はこの件のために学校を休んで、東京まで来る必要はありません。 吴⾹
君からは全く連絡がありません。私からも連絡は取りません。 連絡どうもありがとう。ではまた︕ 胡霞 ほんとうにがっかりです。。。 半年間も楽しみにしてたのに~~~⽔の
泡です。。。影も形もなく。。。これほどピッタリの表現はありません。。。
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私は⽣死の境から戻ってきた。。。。。。

2008.09.20

病気だ。。。と聞いたらそれほど怖いものではなさそうだが。。。 9⽉19⽇。。。この⽇は童話だったか。。。現実だったか。。。 ⾦曜⽇の午後の最後の1限が数学の授業
だ。。。 あと5分で終わるところ、おなかの調⼦が少しおかしいと気付いた。。。 ちょっと痙攣のような痛みだと感じた。。。 気にしてなかった。。。 何気なく歩いて⾃分の
クラスに戻った。。。 担任のだらだらと続いた話を聞き終わったら。。。 ⾺さんを呼んでいっしょに海外事務室に物を取りに⾏った。。。 教室棟から出てきたところ。。。激
しい痛みが襲ってきた。。。 たいしたことないだろうと思っていた。。。 痛さをこらえ、また海外事務室のobataさんのところに⾏った。。。 先⽣が私の変わった様⼦を⾒
た。。。 ⼊って来た私の様⼦を窓から⾒たって。。。 すぐにひとつの腰掛けをくれて。。。私に座らせた。。。 あごがずっと先⽣のテーブルの上に乗っていた。。。 これが
⾮常に失礼なことだけど。。。 出る時先⽣から胃薬を何錠いただいた。。。 階段に座ってそれをのんだら。。。 必死に歩いて寮に戻った。。。 ベッドに倒れてしまっ
た。。。⼤体5時頃だった。。。 後は。。。 印象がほとんどなくなった。。。 何か起こったかも思い出せない。。。 これが気を失うことかどうか分からないが。。。 誰かの
⾞で横たわっていたことしか覚えてない。。。 夜のとばりとライトの光に囲まれた多賀城を⾒た。。。（はっきり⾒えなかっただろう。。。⽬の前に何かが光っていただけ
だ。。。明るくなったり暗くなったりしていたが。。。意識はなかった） ⾊鮮やかだった。。。 絶えずに電⾞のカタンカタンという⾳を⽿にしていた。。。 ⾞が揺れてい
た。。。吐きそうな気がした。。。 しかしどうしても⽬を開くことができなかった。。。 空で⾶んでいるように感じて。。。⾵が強くて⽬が開けない。。。 ⻑かった。。。
その後。。。。。。 ⽇本の救急病院に運ばれた。。。病床で横たわった。。。 お医者さんがあちこちを押してくれた。。。 意識が回復してきたようだったが。。。 やはりあ
まり覚えてない。。。 薬をいただいてから誰かがまた寮まで送ってくれたことしか覚えてない。。。 それは9時過ぎのことだったかな。。。 。。。。。。 薬は鎮痛剤などのは
ずだった。。。 。。。。。。 ふたたび⽬を開きますと。。。 午前11時前だ。。。 ああ。。。私⽣きてるんだ。。。 ハハ〜〜〜意識不明の状態から回復してきた。。。 寮の
お⺟さん（実はおばあさんと呼んでもよさそうな年だと思う）が私を⾒にきた。。。 中国⾵のカップはるさめを作ってくれた。。。 すごくおいしかった。。。 けど少なかっ
た。。。 満⾜できなかった。。。 o(∩_∩)o...フフフ。。。o(∩_∩)o...ハハ 私は命が粘り強いね。。。 ⽣きていこう。。。ちゃんと⽣きていこう。。。 。。。。。。ちゃん
とね。。。。。。
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清⽔先⽣ありがとうございます。。。私は強くなります。。。しかし。。。

2008.09.22

今⽇は清⽔先⽣から電話をいただきました。。。 久しぶりに声を聞いて懐かしかったです。。。 この前何回も時間が合わなくて先⽣と話せなかったけど。。。 電話で主に私の
体調のことを伝えました。。。 先⽣はとても私のことを⼼配してくれました。。。 本当に感動しました。。。 私はここでの留学⽣活のことを伝えました。。。 先⽣は驚きま
した。。。 びっくりしても仕⽅がないですね。。。 ⼭崎先⽣と同じで、頑張ってほしいと⾔われました。。。 これらのことは変えられないとわかっています。。。 変えるこ
とには簡単なことではないです。。。 勉強。。。 寮。。。 友達。。。 先⽣。。。 これらはもう重要ではなくなっています。。。 でも重要ではないとだめです。。。 私は強
くならないとだめだからです。。。 勇気が必要ですね。。。 この環境に慣れないと。。。 私は感覚を失ってしまうかもしれませんが。。。 でも。。。 私は⼀つの願いがあり
ます。。。 前からの願いでした。。。 ⽇本の⽣活を体験してみたいです。。。 ⽇本の⽂化。。。 ホームスティしたいです。。。 ⼆⼈だけでもいいです。。。 いいえ。。。
⼀⼈の家族でもいいです。。。 貧しくてもいいです。。。 私がその家族の⼀員になれるのであれば。。。 ⽇本で確実に⾃分が持っているものを感じたいのです。。。 体験し
たいのです。。。 毎⽇中国⼈と⼀緒に過ごす必要はありません。。。 私たち中国⼈に対して偏⾒を持っている先⽣と⽣徒の⽬線を受けたくありません。。。 何でも⾃分で処理
する必要はないと思います。。。 他⼈の幸せを⾒ていつも涙ばっかりなのは必要ありません。。。 ⽇本のお⽗さんとお⺟さんがほしいです。。。 本当の⽇本を体験したいで
す。。。 そうすれば、来たのが無駄ではないのではと思います。。。 後悔しないと思います。。。 そうであれば、私がかかわってることがあるんだと思わせてくれます。。。
これは私の唯⼀の願いです。。。 私はただただホストファミリがほしいだけです。。。 休み期間中、少しの間ではなく。。。 ⻑期で。。。 ⽇本の家庭に⼊り込みたいで
す。。。 家族の⼀員になって、お客さんとしてではなく。。。 ⻑期間。。。 ずっとずっとです。。。 ここの寮は本当に先⽣の想像と違います。。。 他の友達が⾔ってる寮と
違います。。。 ここでは何にも変えられません。。。 なので。。。 私は⾃分の⾃尊⼼を捨て。。。 私のプライドを捨て。。。 先⽣にお願いします。。。 お願いします。。。
何かいい⽅法がありませんか。。。 ホストファミリを⾒つけてほしいです。。。 家族がほしいです。。。 最も必要です。。。 聞いてくださり、ありがとうございまし
た。。。
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感謝の⼼を持とう

2008.10.10

今⽇は特別な⼀⽇でした。⼣⽅からの⾬がずっと続いています。そんなひどい天気なのに、橋本先⽣と⼭崎先⽣が約束に従って、いらしゃってくださいました。先⽣たちがうち
の学校に来るのを知ったとき、ほんとうに驚きました。それに、⼼から感動しました。。。 ⽇本に来てもう⼀か⽉ぐらいですが、⽣活にも⼤体慣れてきました。そうなったか
らといって、やっぱり困ったことがあり、なかなかできないことがあります。それで、みんなと⼀緒に話したり、相談したりしたおかげで、私にはいろいろ助かりました。もち
ろん私はずっと⾔いたかったこともちゃんと伝えられて、よかったと思いました。それとともに、つぎつぎ現れる障害を克服し、成功するまで続けるということが分かりまし
た。途中で逃げれば、すべて失敗になるでしょう。ですから、成功するはずだと信じて、頑張っていこうと思います。⾔葉づかいのことも⼼に刻んで、必ず注意します。とにか
く、ほんとに、ほんとに、ほんとにありがとうございました。。。
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遅くなった京都修学旅⾏

2009.01.14

何も⾔わなくてもわかる。みんなは写真を⾒てみましょう。
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親友って

2009.02.19

君がつらい時に⼀緒にいてあげられなかった。。。 今すぐ逢いに⾏ってきつく抱きしめたい。。。 これからずっとみんないっしょにやるんだから。。。 神様きっと試練を降ろ
した。。。 幸せすぎると後でダメになる。。。 だからこんな時乗り越えように頑張って︕︕︕ 逢えなくなるね⾒送るよ〜 さよならの前に抱き合った。。。 背中にしっかりし
た⼿が何でそんなに優しい感じした。。。 今では声だけでもこんなに⼤切なのに。。。 顔を上げて頬を寄せて笑顔でいった。。。 気持ち伝えているのに。。。 どうしてこん
な⾵に涙ばかり溢れてた。。。 離れてても ⼼の中君がいるから。。。 ⼀粒の涙は何を伝えようとしてこぼれ落ちたの。。。 ⾔葉じゃなくだってハートで感じられると信じて
いたのに。。。 眺めのいいあの空港の窓辺で何も⾔わなくても、あなたがどんな気持ち 全部知ってたつもりでいたんだ。。。 昼間の星を⾒つけたよ。。。 あなたを⾒つけた
⽇も 同じくらい嬉しかったんだ。。。 今までよりも特別なのに。。。 さよならを上⼿に⾔えない私は明⽇へ⾶べない⿃だ。。。 少しでも勇気を持つ事できたら。。。 ほんの
少しだけでも。。。 あなたの影や匂いは思い出と⼀緒に⽇毎薄れていこうと思わない。。。 抱かれたうでの痛みは消えないけど。。。 寝ボケたあなたの⼿を引いて⽔⾊の空⾒
上げた。。。 ホテル上の空に並んだ星を指さした。。。 あの頃にもう⼀度戻れるのかな。。。 いつか戻れるのかな。。。
これは⽇本語で投稿されたものです
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久し振り。。。みんな元気︖。。。

2009.08.16

皆。。。久し振り。。。 すごく久し振りに⽇記を書きます。。。確か、神⼾でのお別れ以来だと思う。。。 瞬く間に半年が過ぎたね。。。時間というものは過ぎるのが本当に
速い。。。 中国に帰ったばかりの頃、とても懐かしかったけれど、慣れないこともたくさんあった。。。 今はだいぶよくなったよ。。。だんだんと、⼼とリズムが整ってき
た。。。 だけど、やっぱり時々⽇本の先⽣や友達や家族を思い出します。。。 思い出になってしまった過去を思ったりします。。。 今ここでの勉強がすこし⼤変です。。。交
流センターのサイトを⾒るのもなかなか難しくなってきました。。 センターの先⽣⽅もとてもお忙しい中と思います。。。第４期の学⽣がもうすぐ⽇本に⾏きますもんね。 今
回は３０⼈以上⾏くことができるとか。。すごいことです。。。 私たちが過ごした学校に⾏く⼦もいるんでしょうか。。。 私の学校からも２⼈の後輩が参加します。。。実は
私の⽅が、彼らよりも⾏先が気になっているんです。。 皆ももう学校始ったでしょう。。。私は８⽉３⽇から、毎⽇夜11時まで授業というとんでもない⾼校3年⽣の⽣活が始
まりました。。。3年⽣に上がるみんな頑張ってね。。。 では。。。この辺で。。。 佐治先⽣ありがとうございました。。。 野澤先⽣ありがとうございました。。。 ＴＢＳさ
んも、ありがとうございました。。。 あのＤＶＤとても感動しました。。。本当に%>_<% 私にとって、最⾼の、⼀番⼤切な宝物になりました。 皆様、本当にお疲れ様でし
た。。。―ペコリ
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皆さん、久しぶり^-^

2014.09.30

三期⽣のカリュウです。

今近畿⼤学経営学部の４回⽣です。

これから⼤学院に進学します。

卒業論⽂のために、ここで研究したいと思います。

今⽇から毎⽇投稿しますので、皆さんぜひコメントを書いてくださいね︕

よろしくお願いします︕♪

これは⽇本語で投稿されたものです
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ブログをよく使いますか

2014.10.01

皆さん︓

 こんにちは♪

研究のために、ここでアンケートをしようと思っています。

ぜひご協⼒お願いします。

 

では、質問に⼊ります。

1、あなたはブログを⼀つ以上登録していますか。

Aはい   Bいいえ

2、ほかの⼈のブログを読んだりしていますか。

Aはい   Bいいえ

3、定期的にブログを更新していますか。

Aはい  Bいいえ

4、コメントをよく書きますか。

Aはい  Bいいえ

5、タイトルが⾯⽩かったら内容を読むことが多いですか。

Aはい Bいいえ

6、写真付きのブログが⽂字だけのブログより⾯⽩いと思いますか。

Aはい  Bいいえ

 

今⽇のアンケートは以上です。

ぜひご協⼒お願いします。♪

 

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです
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