
ついに⽇本に着きました︕

2008.09.03

中国を離れるのは初めて、しかも１年間戻りません。⾶⾏機が地⾯を離れた瞬間の気持ちはとても複雑でした。。。でも、⽬の前にあるまったくあたらしい⽣活を、私たちは⼤
切にしなくては︕  埼⽟に住むことになるとは思いませんでした。なんの⼼の準備もないままに、これから１年を過ごすこの街にやってきました。でも、いまのところその魅
⼒がわかるまでにはなっていません。  きのうはお台場に⾏きました。海をみることができて、とても興奮しました︕わたしの好きな、明るい太陽のもと荒波が押し寄せるっ
ていうのではなかったですが、近代的な都市にはさまれた海には、また別の魅⼒がありますね︕  すべてうまくいっていますから、家族のみんなは安⼼してください︕

林 ⽯⼦さんの⽇記



ご飯を⾷べたところです~

2008.09.04

まだ⽇本料理にはあまり慣れない︕⽢すぎると思います...このように⾷べると、だんだん太っていっちゃうね︕...  昨⽇、⼆⼈の埼⽟⼈が来てくれました、娘さんは私と同じ
学校ですから。みんな親切してくれて、安⼼しました。  もうすぐみんなと離れますね〜校⻑先⽣の家へ⾏きます...ちょっと⼼配ですけど、期待していますね︕  みんな頑張
ってね︕
これは⽇本語で投稿されたものです

林 ⽯⼦さんの⽇記



久しぶり︕

2008.09.15

  みんな久しぶり︕パソコンも久しぶり︕校⻑先⽣の家に来てもう１週間になりました︕先⽣の家族はとてもやさしいですよ︕最初はちょっと寂しいと思かったが、いまもう
たいだいなれました︕   家から学校まで本当に遠い︕1時間半の時間をかかります。だから今部活に⼊らない。あさってからは学校の試験があります。私はまだ受けません。
このクラスはとってもにぎやかで、⼥の⼦はみんな明るい︕だからちょっと慣れません、でもだんだん慣れていきるとおもいます。まだとても仲が良い友達がいません・・・で
も頑張ります︕ところで、本当に⼆年⽣になりたいなあ︕でも無理ですね・・・   昨⽇パソコンを買った︕3年⽣の中国⼈に案内してもらいました、良かったね︕あしたたぶ
ん学校のせんせいに携帯をかってもらうかもしれません。みんなぜひ連絡をしてください︕
これは⽇本語で投稿されたものです

林 ⽯⼦さんの⽇記



⽇本の蚊はひどい︕

2008.09.17

私はいま蚊にとても敏感で、平均して毎⽇５ヵ所も蚊にさされて...超怖い...みんなは元気ですか︖校⻑先⽣の奥さんが毎⽇わざわざ私に中華料理を⽤意してくださって、ほんと
うに感謝します︕︕︕  校⻑先⽣のお宅はひどく辺鄙なところなので、めったに街へ出て遊びに⾏かなかった...  最近、クラスメートとも仲良くなってきた~もうすぐ球技⼤
会なんです〜みんな参加する︕私も例外ではない・・・緊張します︕  やっぱり残念に思っているのは、どうしてここの⽂化祭は8⽉にあるのかな︖︕︕ここでの⼀年間の⾼校
⽣活の中に、まさか⽂化祭には参加できないなの︖︕︕︕とっても残念です︕

林 ⽯⼦さんの⽇記



残念さを解消する...

2008.09.19

最近ほかの学校の留学⽣何⼈かと知り合った。その中の⼀⼈が⽇本で多くの友達がいる。⾃分の学校の⽂化祭に参加できない︕、その残念さを解消するため、⽇曜⽇に彼⼥と⼀
緒にほかの学校へ⾏って⽂化祭を参観することを決めました。すくなくとも⽂化祭の様⼦を⾒てみよう....ついでに多くの友達を作りたい︕..でもその学校が男⼦⾼校なので、無
理だそうだ...  早く試験が終わってほしい、だって図書館でのひとりっぽちの感じはよくないもん...終わったら部活にも参加できるし、友達とべたべたするのもいいな....いま
みんなが復習で忙しそうだ〜邪魔しちゃいけないもん... 頑張らなきゃ︕︕︕

林 ⽯⼦さんの⽇記



⽇記は久々だ︕

2008.09.28

この頃は⾊々があって、今⽇になってやっと⾃分のパソコンで⽇記を書けるようになった︕うれしい︕︕ まず私は校⻑先⽣の家から出て、新しいホストファミリに来ていま
す。校⻑先⽣のおうちで過ごした⼆週間はとても楽しかったです︕お⺟さんと⼀緒に餃⼦を作ったり、春巻を作ったり、ポテトフライを作ったりして、たくさんの体験ができま
した。毎⽇家に帰ってから中国の歴史とか、中国の観光スポットとかをいつもいっぱいいっぱいとお⺟さんとしゃべっていました。お⺟さんは「⽯⼦ちゃんのおかげで、中国の
ことを知ることができ、中国を⾒に⾏ってみたい」と⾔っていました。これを聞いて私は⾮常にうれしいです。もっとたくさんの外国⼈に中国をわかってもらい、中国に親しむ
ことは私の願い事です。今この願いは叶えました︕うれしい〜⾏く前の最後の連休、家族が私を横浜まで連れて⾏ってくれました。中華街も⾒れて、久々に中華も⾷べれました
〜今の中華街の国慶節の雰囲気はすごいですよ〜 ⾏く前夜、私は家族に⼿紙を書きました。ここでお世話になったことを感謝しています。この⼿紙は、私が⾏ってから⾒ても
らえますので、本当に寂しいですね〜 今の新しいホストファイミリもとてもよくて、雰囲気はとてもいいので、すぐに慣れます。お⺟さんともたくさん会話ができるし、昨⽇
は家族の下の⼦の運動会にも出ました。すごかったですよ〜 学校も順調になってきて、試験も終った。今はちょうど球技⼤会期間中。私のクラスは初⽇で完全に敗れてしまっ
たが、皆は全⼒で頑張ったので。これで⼗分だ。この後の何⽇は試合がないので、教室でおしゃべりするの。これもいいね〜私はたくさんの友達とトランプカードを遊び〜男⼥
とも、遊び⽅がわかってから私はずっと勝ちぱっなしで、賢いって⾔われた。仕⽅がないね、中国⼈だもの︕ あと、やっと部活を参加することができた︕ダンス部のトレーニ
ングは怖くて、体中は痛くてたまらない。でも⽣活は充実だよ︕

林 ⽯⼦さんの⽇記



今週末

2008.10.06

  上の写真は前のファミリ、つまり校⻑先⽣の家族と⼀緒に横浜中華街へ⾏ったときとったものです︕   この週末はとても楽しかったわ〜まず、⼤宮へいって、気にいて
いたＩＰＯＤを買っちゃった。つぎに明⾥（ここで紹介するのははじめてですが、今住んでいる家の⼦供で私と同じ学校、同じ学年にいます、いまなかよくしていますよ〜）お
よび彼⼥の友達と越⾕のデパートへ⾏きました。そこで⽇本にきった初めての映画を⾒ました。ちょっと変な映画ですけど。⾒るに疲れました〜最後に皆写真を撮りました〜晩
御飯は明⾥のおばあさんの家で⾷べました。⼤家族の成員は全員揃ってとてもにぎやかだったんですよ︕皆わたしのことを歓迎してくれて、ずっと中国のことを聞いています。
今のファミリにきってからまだ2ヶ⽉になっていないですけど、家庭中の⼈とその雰囲気が全部好きになりました。お⺟さんは中国の⺟親と同じぐらい⼦供のことをとどまずに
しゃべっていますが、かえって家の雰囲気を感じさせてくれました。⼦供の⼀⼈は⼩学⽣、もう⼀⼈は私と同じ年です。年が低いのは万⾥と呼びます。明⾥は⼩学校6年⽣前ず
っとアメリカに住んでいたので、ファミリの皆さんは私の気持ちをとても理解できます。孤独から引き出せるよう皆いろんなことをやってくれました。明⾥さんはわざわざ友達
を家に連れてきて、家中を盛り上がれようとしたりします。わたしももっともっと友達ができました。皆さんがやってくれたすべてのことに⼼から感激します。このようなファ
ミリに出会って、本当に幸せです︕皆さんのおかげで、寂しさのない⽣活をすごしています︕   最後の⼀⾔です。あさってはスピーチがあって、⽇本語で参加しますので、
いま原稿の作成に⼀⽣懸命です〜⾃分に祝福します︕

林 ⽯⼦さんの⽇記



体育の授業が怖い!〜

2008.10.07

 ⼗⼀⽉にウチの学校にマラソン⼤会があるから、今の体育の授業はすべて試合の準備をしている。試合の距離は２１０００メールで、学⽣全員は参加しなければいけない︕で
も、学校は留学⽣の安全を考えて、留学⽣が参加しなくても⾔いと決めた。ほかの学⽣と区別し、特別扱いをしたくないけど、２１０００メールの⻑さは私にとっては絶対無理
だ︕中国ではあまり運動もしなく、ジョギングも８００メールになるとだめになっちゃうのに、体は無理をしないほうがいいね。  でも、体育の授業でみんなと⼀緒にやっ
た。昨⽇は３２００メールと決められたけど、私なんか半分まで⾛ると頭が痛くなって、そばで休むしかできなかった。今⽇も体育の授業があって、４０分間留まらずにずっと
⾛っていると決められた。私は２０分に近かったとき⾜に痙攣を起こしちゃった。。。でも、やはりうれしかった。だって昨⽇より８００メールも⾛れたからよ〜８００メール
以上もずっと⾛れたことは⾃分も考えたこともなかったのだ。私の限界にチャレンジしたよね︕若いうちによく運動したほうがいいよね。  体育の授業を通じて、私は中⽇両
国の学⽣の間の⼤きな違いを⾒つけた。中国の学⽣、特に⼥の学⽣はあまり体育の授業に出たくない、ほとんどはみんなで⼀緒に座っておしゃべりをしたりとか、あまり運動が
好きじゃない。それに対し、⽇本の学⽣は積極的で、しかも、いつも最後まで頑張る。たくさんの⼥の学⽣は顔がとても⾟くて六回⾛った後、先⽣からまだ頑張れるか、無理を
しないで、そばで休んでもいい、歩いてもいいとか聞かれても、例外なくすべてが４０分まで頑張った。それに対し、そばに⽴っていた私は本当に恥ずかしかった。。。この⼆
⽇間、私はずっとそのがんばりに感動していた。。。

林 ⽯⼦さんの⽇記



スピーチコンテスト

2008.10.10

  スピーチコンテストやっと終わった︕⻑い時間かけて準備したスピーチも、皆にびっくりさせた︕まるで⽇本⼈みたいってほめられた︕うれしいよ︕   私のスピーチの
内容は中国について。⽇本に来て、⽇本⼈に中国のこと聞いた時、皆のイメージも⾃伝⾞︕もっとの⽇本⼈に今の中国を了解してもらうために、スピーチはこのトピックを決め
た。   コンテストが終わって、こんな質問に聞かれた︓なんで中国⼈の愛国⼼はそんなに強いの︖今⽇本の若者は祖国というイメージはぜんぜんない、だから⼤⼈も⼼配し
てる。このような話も何度か聞いたことある。でも急に聞かれて、ちょっとぼんやりした。⾃分の祖国を愛することは当たり前だと思うのに。。。そして たぶんこの前の⼤地
震とオリンピックのこと︖︕かも。って答えた。ちゃんと答えたいのに、適当な⾔葉捜せなかった。。。   なんと⾔っても、また友達に中国のことを紹介して、嬉しかっ
た︕
これは⽇本語で投稿されたものです

林 ⽯⼦さんの⽇記



わざわざ来てくれて、ありがとうございました︕

2008.10.27

 ⾦曜⽇の午後、狩⾕先⽣と橋本先⽣は学校に来ました︕先⽣たちと会って、けっこううれしかった︕その後、⼀緒に普通のように駅まで歩いて、電⾞に乗って、家へ帰りまし
た︕ハロウィンのお菓⼦、ありがとうございました︕明かりと万理ちゃんもうれしかったよ︕  それにホストファミリのこと、解決してくれて、本当に安⼼しました、中国の
家族もやっと安⼼した。ありがとうございました。何か困ったこたがあって、すぐ国際交流基⾦の先⽣と連絡できて、それにちゃんと解決できて、家族のようにそばにいら感じ
ですよ︕先⽣達がいるから、⽇本の⽣活は寂しくなくなって来ました︕  橋本先⽣が⾔ったこと、これからはぜひ注意していきます。いつものように頑張ります︕
これは⽇本語で投稿されたものです

林 ⽯⼦さんの⽇記



浅草

2008.10.27

今⽇は家族と⼀緒に浅草へ遊びにいきました︕⾏く時は船に乗って、けっこうきれいな⾵景を⾒ました︕町並みの間海が⼊って、気持ち良かった︕  浅草にさまざま古い建物
があって、昔の⽇本を表しました。今⽇は⼤きなお寺へ⾏って、とてもラッキーでした︕お寺の神様の⾨のようなものは５０年に⼀回だけ開けるけど、今⽇はちょうどう開いて
ます︕それに天皇様が切った紐もあって、あれを触ると、天国の⼈と握できるって。これも普通の⽇にないものですよ︕   今⽇はあることを気づいた︓⽇本⼈は本当に神様
を信じてる︕この前はいろんな本を⾒て、⽇本⼈は神様を信じてることを知ってたけど、やっと⾃分の⽬で⾒た。おみくじとか、コインを⼊れて、神様に祈ることとかもいろん
な⼈⻑い列を並んで、やってました。私も試してやって、いいみくじを取ったよ︕だからこらからの⽣活もきっと楽しいと信じてますよ︕   家族のおかげで、有意義な週末
を過ごしました︕ありがとうございます︕お疲れ様でした︕
これは⽇本語で投稿されたものです

林 ⽯⼦さんの⽇記



マラソン⼤会~

2008.11.13

今⽇はずっと期待していたマラソン⼤会です!!!!楽しみにしてるというのは、留学⽣が怪我するおそれがあるため、参加しなかったからです...だから上の写真はマラソンと関係
なし...1⼈の留学⽣と公園で撮った写真です.. マラソン⼤会は⽇本の⾼校１つの特徴だと思います。中国だけではなく、オーストリア、スウェーデン、オーストラリアから来た
留学⽣達の話によると、彼⼥達の国の⾼校もマラソン⼤会をしないそうです〜21キロメートルの距離は⾒ただけでしりごみしますね... １つ疑問があります、なぜ⽇本の学⽣は
最後までちゃんと⾛り終わるのかとずっと思ってました。それは中国の学校で絶対ありえないことです。しかも途中でやめてもいいっていうきまりもありますし。体の素質でも
⼼理状況からでも、私達は無理です。。。教育の差だと思います〜⼩学校から。それは⽇本教育の１つの優れた点です。⽇本が素質教育を本当に実施していると思います、すな
わち試験と直接関係がなくても真剣にやらなきゃいけないというの教育⽅針です... もう毎⽇中国教育制度の⽋陥に⽂句を⾔わなければ、13億⼈⼝があるものです。仕⽅がない
ですね。。。ただし、⽇本に来たからには、⽇本のいいことを学ぶ必要があります。それが私が⾒つけた取柄の⼀つでしょうね....

林 ⽯⼦さんの⽇記



最近の⽣活〜

2008.11.25

⽇記を書くのは久しぶり。私のことを思ってる︖ふふ︕ 最近、⽣活が正しい軌道に乗ってきたと感じた．．．＜ちょっと遅い︖︕＞試験が近づくから、毎⽇勉強しかない、書
くべき⾯⽩いことがなかった．．．  前は友だちとカラオケに⾏った︕超楽しかった．．．⼤きな声で歌えるのは気持ちいい︕それは⽇本に来て初めて歌を歌ったはず
だ．．．⼆⼈は⼆時間も歌った、眠くなった．．．ふふ〜昔、友だちとカラオーケーに⾏った⽇⽇に戻った感じがした。  それから、体育課は⻑距離競⾛が終わって、球技が
始まった。今はバレーボールとソフトボールだ。ソフトボールは野球に近い運動だ。⼥⼦野球とも⾔える。野球について全然分からなかった私は、最初の授業ではとても不器⽤
だった、ボールを拾ったり、ボールに打ったたりしてばかりだった。腕も⾚くなった．．．痛かった〜キャッチボールは⾒たところ簡単なようだけど、ばかでかい、重いグロー
ブをしたら、⾃分の⼿をうまくコントロールできなくなった．．．でも、⼆回⽬の授業から、急にコツを覚えたようで、上⼿になった︕︕どんな投球でもキャッチできたよ〜そ
して、今回の訓練も楽しみだ︕ただ、それに関する決まりや単語をたくさん覚えなければならない．．．つらいね︕

林 ⽯⼦さんの⽇記



防災演習.

2008.12.11

おととい学校では防災演習が⾏なわれた。地震と⽕災を対象にした。ずっと前から、⽇本の学校はほとんど⾃然災害に対して、ある規模の演習をすると聞いていた。今、⾃分に
も体験するチャンスができたよ〜  まず、ラジオで地震情報を流した。「ただ今震度6度の⼤地震が起きて、みなさん、机の下に隠してください･･･」そして、クラス全員、た
ぶん学校全員も机の下に隠れたかもしれない．．それは地震がほうとうに起きたように⼀⽣懸命に命を守った〜ふふ そして、三分間して、ラジオで警報を解除して、学校全員
がきちんと運動場などの安全なところに逃げた。それから、寒い⾵の中で消防署のおじさんが逃げ⽅を⻑く教えてくれた．．． 最後は学⽣の代表が空での逃げ訓練をした。消
防署から滑り台を借りて、学⽣の代表が空から⼀⼈⼀⼈滑って降りた〜  ⾯⽩かった〜そのような⼤規模の演習は私にとって初めてだから、とても新鮮だった。そういう本物
の演習は学校にとって、とても必要なものだと思う〜

林 ⽯⼦さんの⽇記



特別なクリスマス

2008.12.26

  クリスマスといえば、中国であまりやらないお祭りですね。ただデパートとかいっぱい割引して、皆遅くまで買い物したりするよね︕   でも⽇本のクリスマスの雰囲気
はけっこう強いと思います。クリスマスパーティとか、プレゼントの交換とか。家でもクリスマスツリーが飾ってあります。だから、今年のクリスマスは私にとって、とても特
別で、有意義なクリスマスでした︕   ２４⽇--学校の終業式が終わってから、教室で友達とクリスマスパーティをやりました︕クリスマスパーティと⾔えば、実はお菓⼦の
パーティです、皆お菓⼦持ってきて、⼀緒に⾷べます。もちろん私も持って⾏きました。   夜教会に⾏きました︕ホストファミリ全員はキリスト教徒だから、この⽇彼たち
にとってはとても重要です。初めて京教会⾏って、初めて神⽗を⾒て、はじめてキリストの歌を歌って、初めて祈りました。私にとって、何でも初めてやりますから、とても新
鮮で、興奮しました。⼦供たちのきれいな歌を聴いて、純潔な笑顔を⾒て、本当に感動しました、そして教徒たちイエス様を信じてることもちゃんとわかりました。いろいろな
経験をできて、楽しかった︕   そして、家へ帰って、意外にお⺟さんからクリスマスプレゼントをもらいました︕︕︕明かりと万理と⼀緒で、冬のパジャマです︕︕かわい
かった︕︕︕お⺟さんは私を⾃分の⼦供と⼀緒にしてくれて、本当に感動しました︕ありがとうございました︕   ２５⽇--やっとディズニーランド⾏きました︕︕朝５時に
起きて、５時半に友達と待ち合わせて、出発-------------︕＝＝   開園まで⼀時間早く着いたけど、やっぱりけっこう並んでました。でも中に⼊って、思ったよりそんなに混
んでなかった。クリスマスだから、クリスマスツリーとか、いっぱい飾ってあって、雰囲気は良かった︕そしてこの⽇しかないイベントたかスティッチ・プレゼンツとかも⾒ま
した。夜の中のディズニーランドが⼀番好きです︕あっちもこっちもライトが付いていて、まるで童話の世界みたいでした︕    ディズニーランドの⼀⽇、最⾼だっだ︕     
今年のクリスマスも、最⾼だっだ︕
これは⽇本語で投稿されたものです

林 ⽯⼦さんの⽇記



もうすぐ2009年だね︕

2008.12.29

2008年、中国⼈はこの数字を忘れないと信じてる。この⼀年間で、笑い、感動、驚喜もあれば、悲しみもある。⼀つや⼆つの⾔葉で形容できない⼀年なんだ。そして、私にと
って、この⼀年間で、⾃分の夢をやっと実現したーー⽇本へ留学に来た︕4ヶ⽉も過ぎたこの留学⽣活は本当に豊富だ。で、この思い出があふれた2008年は最後の時を迎えるこ
の時、惜しいっていう感じ。7年も期待された2008年、神秘な2008年がもうすぐ終わるんだ︕ しかし、私たちは未来に向って進んでる⼈間なので、⽌まるわけにはいかない。
2008年が過ぎて、2018年、2028年を期待するんじゃないのか︖ 元旦ーー広島︕ホームステイのお⽗さんとお⺟さんは広島にいるので、31⽇の⾶⾏機で広島に⾏くんだ。⼆⽇
間の広島旅を始めるんだ。古⾥に帰って、新年を迎えるのが⽇本⼈の伝統でしょう。で、きっと伝統的な元旦だね︕楽しみにしてるわ︕その時、広島の⾵情を楽しむことができ
るんだ〜 さすがに2008年だね。さようらなって⾔う⽅法も特別だ〜

林 ⽯⼦さんの⽇記



家に着きました~

2009.07.26

 ついに家に到着〜ついにいつも⽇記を書けるようになった〜  先⽣⽅、お世話になりました。皆さんもありがとうございました︕ これからも末永く連絡を取り合っていきま
しょう︕ あ、そういえば私はまだ第三期のグループに⼊っていないんですが、誰か私のグループ番号を教えてくれませんか︖

林 ⽯⼦さんの⽇記



久しぶり︕

2009.10.11

 やっとここでちゃんと⽇記を書けるんだ︕  皆元気︖・あたしはずっと２５名の仲間たち、交流センターの先⽣たち、⽇本にいる友達、家族たち、学校の先⽣達のことをず
ーっと思ってます。  帰ってきて皆と同じように、ちょっと時間をかけてこっちの⽣活に慣れてきました。やっぱり勉強、勉強ですよね、慣れないことは。あたしはこっちに
帰ってもダンスを続けています。週に２回くらい休んでもいいんですよね。この⼀年間のきっかけがないと、いつかダンスをやり始めるかはまだわからないかな。だからこの機
会を感謝します。夢に⼀歩を踏み出して、そして続けていく勇気をくれました。  学校⽣活はつらいけど楽しんでます。今は勉強のために勉強してる、だからテストのためで
はなくということを⼼からわかってきました。初めて勉強ってことは楽しいときもあるねって思った（なんかちょっと変態になってますよね︕笑）。  そしてgreeeenの唄に
はまってます︕特に９２の声に。なんと不思議でキューンとした声だな︕毎⽇も彼らの唄に⽀えられています。⼒をくれました。だから、ありがとう。  おじいちゃんたちは
こっちに来て⼀ヶ⽉経てまたふるさとに帰りました。⼤好きなおじいちゃんと⼀年ぶりに会って本当に興奮してた。もっともっといっぱいことをしてあげたい、⼀緒にいてあげ
たいと思いなげら、おじいちゃんを連れて映画でも⾒に⾏って、散歩をして、毎⽇も話をしました。勉強はもちろん⼤事なんですけど、あたしにとってもっと⼤切なチャンスを
失いたくないから。  この⼀年間で、⾃分にとって勉強よりもっと⼤切なことがあるってことを分かりました。だから将来の⾃分が後悔しないように、いまから。。。もちろ
ん勉強も。  以上です。とんでもない話なんですが、最近の⽣活です。死ぬほど頑張ってる皆さん、今までの⼀年間と同じように⼀緒に頑張りましょう︕
これは⽇本語で投稿されたものです

林 ⽯⼦さんの⽇記



交流センターの先⽣⽅へ

2010.03.21

 今朝、交流センターからの郵便物が届きました。まだ起きていなかったから夢かと思うほど嬉しかった︕  ここで⽇記を書くのは久しぶりなんですけど、いつも⽇本による
先⽣たち、仲間たち、家族たちのことを思ってます。  報告書とアルバムが届いたすぐ真剣に２回も読みました。帰ってきてもう８っ⽉も経ったなんて信じられません︕成⽥
空港のお別れはまるで昨⽇のこどみたいに頭に浮かんできます。あの時書いた作⽂を読んで、もう⼀回⽇本に⾏ったように興奮しました。  今は毎⽇も英語と戦っています。
だから⽇本語のレベルが下がってしまってしようがない。。。英語も⽇本語も中途半端の状態になってますから、だんだん⾃信を失ってどうすればいいのかわからなくなっちゃ
った。けど、⼀回その⼀年間の経験を思い出すとなんと⼒をもらいます。あの時の夢、寂しさと戦う決⼼、困難を乗り越える意識があったからこそ今まで歩んできました。それ
こそが⼀年間得たかけがえのない宝物です。  だから、絶対負けません。  最後にこんな素敵な報告書を作ってくださった先⽣たちに感謝の気持ちを伝えます。この思い出が
あるからこそこれからの道を恐れず歩いていきます。  ありがとうがざいます。
これは⽇本語で投稿されたものです

林 ⽯⼦さんの⽇記



本当に、お久しぶりです〜

2010.09.23

  毎回ここで⽇記を書くとテーマは絶対お久しぶりですになっちゃうらしいね。笑。。。みんな元気︖︖⼤学に⾏ってる⼈ もいるでしょう︖〜どこにいてもいつもどおりに
私たちなりにがんばろうね︕   今⽇は中秋の⽇だ。きれいな⽉を⾒れないし⽉餅も⾷べれないのは残念だけど、こういうのにもう慣れたかな︖〜しかも仲間がそばにいて家
族とも通話したから、孤独とかは⼀つも感じなかった。   この前何回も交流センターに⾏って、先⽣たちといっぱい喋って本当に元気をもらいました︕初対⾯の先⽣と会う
のはちょっと不安だったけど、本当に優しくていっぱい喋った︕︕今の留学⽣たちはこんなにいい先⽣に担当してもらえるのはラッキーだね〜笑。。もちろんあたしたちの時も
ラッキーだったわ〜橋本先⽣、⼩島先⽣、⼭崎先⽣、⼊⽮先⽣、丸⼭先⽣。。。いっぱいお世話になったけど、たくさん思い出を作ってくれてありがとうございました︕〜   
試験は⼀⽇近づいていますので元気でがんっばていきたいと思う︕︕先⽣たちも皆も元気でね〜またいつか会いましょう︕〜   さて、今⽇ゆえちゃんととったプりを載せち
ゃいます〜
これは⽇本語で投稿されたものです

林 ⽯⼦さんの⽇記



みんな〜注⽬してください︕︕

2011.11.29

皆さん元気ですかね︖⼤学に⼊ってから皆との連絡が少なくなったが、きっとそれぞれの⽬標に向かって頑張っていることに違いないですね︖

私は今⼤学に⼊ってもダンスを続けています︕いろいろ⼤変ですけど、⾃分の趣味くらいは絶対捨ててはいけないと思っているので、頑張っています。

そしてもうすぐクリスマスがやってきます︕私が所属している横浜国⽴⼤学のダンスサークルR3UDEももちろんこの最⾼のチャンスを逃すわけがないので、R3UDEにとって最
も盛⼤なダンスイベントを今年も開きます︕私たち⼀年間努⼒してきた成果を皆に⾒せ、そして⾃分⼀⼈⼀⼈の情熱で皆と⼀緒にこのクリスマスを熱く祝いたいので、なんと横
浜有名な観光地ー⾚れんがんを貸切でやります︕︕クリスマスと⾔ったら横浜の⾚れんがんの他にないでしょう︕

なので、もしダンスに興味がある⽅、もしくはスペシャルなクリスマスを過ごしたいと思っている⽅がいたら、ぜひ私たちのイベントに来てください︕絶対に最⾼のクリスマス
パーティになります︕待ってますよー〜

時間︓12⽉23⽇

OPEN︓１４︓３０

CLOSE︓２０︓００

途中参加や途中退室は全然オッケーです︕

場所︓横浜あかれんがん倉庫

（横浜といっても東京からは割りと近いで     すし、交通も便利ですよ〜）

内容︓様々なジャンルのダンスSHOWCASE （hiphop,breaking,poping,punking,house,girls hip-hopなどなど）

チケット代︓1500円（ただし、3⼈以上だと安くな     るよ〜）

少しでも⾏って⾒たいなと思っていたらぜひコメントをくださーい︕後質問もどーぞ〜いしこがここで期待しながら待ってますよ〜

 

これは⽇本語で投稿されたものです

林 ⽯⼦さんの⽇記
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