
頑張りましょう

2009.09.02

⼀年間の留学⽣活がもうすぐはじまります。 今の私は緊張しているけど、将来の⽣活も期待しています。 ⽇本語を⼀⽣懸命に勉強するし、友達をたくさん作るし、いろいろな
計画があります。 ⽇本にいる⼀年間、頑張れ︕
これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 海沛さんの⽇記



ファイト︕

2009.09.02

ついに⽇本にやってきました。期待と興奮に胸を膨らませて新⽣活のスタートです︕ これから11ヶ⽉、頑張るぞ︕

⻩ 海沛さんの⽇記



新しい⽣活

2009.09.12

学校に⾏き始めてからもう3⽇。 学校⽣活は結構良い感じ。国際クラスで、みんな中国語もそれなりにしゃべれるし、コミュニケーションの⾯ではそんなに苦労してない。放課
後には⼀緒におしゃべりしたりすることもあるし。 先⽣⽅もとても素敵で、特に担任の⾼宮先⽣はどんなことにもすごく⼏帳⾯で、授業中も私とあともう⼀⼈のオーストラリ
アの留学⽣に、きちんと聞き取れてるか気を配ってくれてる。 ⼤変なのは学校が⼤きいから、移動教室のときに場所が分からなくなること。未だにまだどの教室がどこにある
か覚えられてない。でもいつも友達と⼀緒に⾏くから迷⼦になる⼼配はないんだ〜〜。 クラスメイトはみんなすごく付き合いやすくて良い⼦ばかり。私は留学⽣だから補習に
出ないで帰るんだけど、私が帰る時、ちょうどみんながおやつを買って戻ってくるのに鉢合わせるから、道中ずっとクラスメイトたちと挨拶を交わしながら帰ってる。 ⽂化祭
は残念ながら4⽇と5⽇にもうすでに終わっちゃっていて、ちょっとがっかり。 でも下宿先の⼦供の学校では来週⽂化祭があるらしいから、家族みんなで遊びにいけるんだ。楽
しみ〜〜

⻩ 海沛さんの⽇記



週末のお出かけ

2009.09.13

⽇本で迎える初めての週末です。 ⼟曜⽇はずっと⾬だったので外出ができず、⽇曜⽇にやっと京都を⾒て回れました。 『今出川』に沿って東に進み、『鴨川』をすぎてゆくと
⾵景がすごくきれい。 京都⼤学も⾒ました。 敷地が広くて、どこまでも続いているみたい… 午後は京都美術館へ。今は書画を展⽰しています。 ここでうわさのまいこさんを
⾒ました… 彼⼥たちは毎⽇がタイヘンだって聞いたことがあります。 ⼗何歳で、学校にもあがらず修⾏の道へ。 犠牲にしたものもたくさんあるんだろうなあ…

⻩ 海沛さんの⽇記



連休3⽇⽬

2009.09.21

連休の3⽇⽬も引き続き旅⾏です︕ まず最初に徳川家康の権⼒の象徴である⼆条城に⾏きました。 周りが⻘々とした草⽊に覆われている素敵な場所で、中もすごく貫禄があり
ました。 当初の計画ではこの後京都のあるところに⾏く予定だったんだけど、途中で突然下宿先のおかあさんから電話を貰って、神⼾に⽬的地を変更。 神⼾では京都とはまた
違った印象を受けました。 京都はなんだかこう、静かで落ち着いている感じなんだけど、それに⽐べて神⼾はかなり現代化が進んでる感じ。 神⼾では船に乗ったんだけど、海
⾵が強くて危うく吹き⾶ばされそうになっちゃった。だけど⾵が髪を梳いていく感覚は悪くなかったな。 ⽇差しが海の上で反射して光が波打って、遠くを眺めると、どこまで
も広がる⻘い海が⻘い空に繋がっている。

⻩ 海沛さんの⽇記



京都府⽴植物園

2009.09.22

まずタイトルとは関係ない話から。 ⼀つ前の⽇記で書き忘れたんだけど、連休の１⽇⽬は⾦閣寺と銀閣寺、東禅寺に⾏ったの。 ⾦閣寺はさすがにその名に恥じないね。あの⾦
⾊、とっても綺麗だった。 銀閣寺は残念ながら銀⾊ではないの･･････ 東禅寺の景⾊は最⾼だよ。登って遠くを眺めると、とても気持ちがいいんだ〜。 ついでにどこかの⾼校の
⽂化祭も⾒に⾏ったよ。 今⽇は京都府⽴植物園。 植物園って、蒸し蒸しの温室の中に名前も知らないような花が敷き詰められてるんだとばっかり思ってて、あまり期待してな
かったんだ。 でも実際に⾏ってみたら、もう私の想像とは⼤違い︕ 240,000平⽅メートルの敷地⾯積に、12000種類の植物。眼前は⾒渡す限りの⼤⾃然。綺麗だった〜 まる
で原始の森林にいるような感覚･･････静かで奥深くて･･････ 初めて⾒る花がたくさんあったよ。可愛かったなあ。 あの⽔琴窟ってとっても⾯⽩い。⾒た⽬はただの流⽔なんだ
けど、お客さん⽤に準備された⽵筒に⽿を当てると、⽔の⾳楽が聞こえるんだ。まるで⽔が演奏をしているみたい。 正直、初めは植物園が流してる⾳楽だと思ったほど･･ 癒さ
れる〜〜 その後は京都府⽴陶版名画の庭へ⾏って、世界の名画を鑑賞。 今⽇は本当に⼤満⾜〜〜〜〜 ついでに⾔っちゃうと、私京都に振り分けられて本当によかった。ホーム
ステーが佐藤家で本当に幸せ。週末や連休にはいつも私を⾊々な所へ連れて⾏ってくれる。本当に感謝しています。ありがとう

⻩ 海沛さんの⽇記



テスト

2009.09.28

今⽇は前期第三回⽬のテスト。私は留学⽣としてまだ来たばかりなので、CALL、オーラルと英語の1だけを受けました。 ここに来て1ヶ⽉にもなるのに、今⽇はじめて、CALL
がComputerAidea LanguageLearningの略だって知りました…… 今⽇CALLのテストを受けてきましたが、あまり⾃信がないなあ…… 英語は、ここ三年あまりやっていなく
て、⽂章を作ろうとすると、まず頭が⽇本語コードになってしまうのに、どうやって、⾔葉を組み⽴てたらいいのか…… 明⽇はオーラルのテストです。がんばるぞ︕ 後期試験
は、いまだにさっぱりわからない古典も含めて、全教科受けなくちゃ… でも、がんばるぞ︕きっとダイジョウブ︕

⻩ 海沛さんの⽇記



祖国の誕⽣⽇を祝って︕

2009.10.01

中国建国60周年のこの⽇を、私は⽇本でむかえました。 でもどこにいようと、祖国の幸せを祈っています︕ 今⽇、学校はテスト期間中で、中国語教室は閉められ、廊下もひっ
そりとしていました。 廊下の窓から、中国語教室に輝く太陽の光が降り注がれ、中国の国旗を照らしているのを⾒ました。 あたたかな、懐かしい感じ。 そこにじっとたたず
み、しばらく故郷の国旗を眺め、⺟なる祖国への思いをかみしめ、祖国に思いをはせました。 我が祖国、愛しています︕

⻩ 海沛さんの⽇記



校外学習

2009.10.02

テストが終わって、今⽇は校外学習の⽇。 なのにインターナショナルクラスは午前球技⼤会、午後は映画鑑賞でとっても退屈・・他のクラスは皆旅⾏に⾏くのに。羨ましい〜
〜︕って昨⽇までは思ってたんだけど・・ 今⽇は突然⾬が降り出した・・フフ〜でも私達は全部室内だから関係ないもんね〜。 午前・球技⼤会 場所・体育館 まず最初に⾃由
活動があって、その後に試合。 全部⼀年⽣対⼆年⽣だよ。ちょっと不公平よね・・ ⼀種⽬⽬はドージボール（こんな名前だった気がするんだけど、どうだったかな︖）。 各チ
ーム男⼥5⼈ずつに、先⽣が⼀⼈。 それでボールを相⼿チームの⼈に向かって投げて、それを投げ返してってやっていって、ボスは先⽣なの。 先⽣がボールを当てられたらゲ
ーム終了。あたった⽅が負け。 なんと1年⽣が２勝１敗で勝利。私が思うに・・こっちのチームの佐藤先⽣はとーってもスリムなのに、あっちのチームは背の⾼〜い男の先
⽣・・あの体型じゃすばやく動けないし、何より的が⼤きすぎたんだね〜 続いてはバスケの試合。 各クラス男⼥５⼈ずつ、ローテーションで出場。点数の累計で勝負が決ま
る。 これも１年⽣の圧倒的勝利〜 お昼にお弁当を⾷べて、Bivi⼆条へ。あらかじめ提出したアンケートに沿って⼆⼿に分かれて別々の映画を⾒に⾏く。 私が⾒たのは「２０世
紀少年」。つまらなすぎ・・・⽇本語だけで字幕もなくて、ただでさえ聞き取れないのに、映像も⾯⽩くないし・・・前半はほとんど寝てた・・・ 初めは私が聞き取れないか
らつまらないのかと思ってたけど、どうやら皆寝てたみたい・・・・ ちょっとした発⾒。⽇本では映画が終わると出⼝でゴミを回収できるようになってるんだね。ポップコー
ンの箱とか、紙コップとか全部分別して別々のゴミ箱に⼊れるの。中国の映画館じゃ出てからもゴミ箱を探し回ってうろうろしちゃうけど・・・ その後は解散、帰宅〜 ちょっ
と困ったこと。バスに乗るのにまだ慣れていなくて、どこに座っていいのか分からなかったんだ。しばらくアタフタしていたら、隣の⼈が⻑〜い⽇本語で何かを聞いてきたの。
でもそれへの答えは・・・ “Ｓｏｒｒｙ，ｃａｎ ｙｏｕ ｓｐｅａｋ Ｅｎｇｌｉｓｈ︖” うん。校外学習はこれで終わり。（っていってもこれで何が学べたのかは謎だけど
ね・・・・）

⻩ 海沛さんの⽇記



和菓⼦

2009.10.07

この間、⽇本伝統のお菓⼦を作るところを⾒学しました。 すごくきれい〜 職⼈さんたちの技ってすごい…… 全部⼿作りで、1枚⽬は睡蓮の花みたいだけれど、⽇本語では御園
菊っていうの。表⾯の花模様は棒をおしつけるようにしてつけたんだよ。中⼼の⻩⾊い部分は粉をふわっとふるってつくっていました。 緑⾊のは栗きんとん。緑のイガイガも
全部⼿でつくったの。 おいしいんだけれど、ちょっと⽢すぎて…… でも、お抹茶と⼀緒に⾷べると全然⽢さが感じられない…… お抹茶はすごく苦い... 飲み⽅もややこしい
の。左⼿は茶碗の底にそえて、右⼿で碗のふちをおさえる。時計回りに三回まわし、もう⼀度碗に⼿を添え、ふきん（ふきんだっけ︖）で、軽く拭きます。 でもちゃんとした
茶道じゃないよ。だって、椅⼦に座っていたからね〜 でも抹茶のあとに和菓⼦を⾷べると、あの、⽢ったるさを全然感じない……

⻩ 海沛さんの⽇記



台⾵

2009.10.07

台⾵だ…… 明⽇の学校は、⼤⾬だったら授業があって、暴⾵警報がでたら、状況を検討するとのこと。6時前に警報が解除されたら通常授業で、8時前に解除だったら10時半に
登校、8時時点で解除されていなかったら休校。 ハハハ〜中国にいたときは海は遥か彼⽅で、台⾵なんて無縁だと思っていたのに、こんなことになるなんて…… でも京都はま
だ内陸部の都市だから、そんなに怖がることもないのかな…… 今⽇、テレビで台⾵が上陸したところの⾬の降り⽅をみていたら怖くなって……洪⽔もすごいよね。 でも私が住
んでいる京都って海抜が⾼いって⾔うから、よかった〜〜 海の近くに住んでいる⼈は気を付けてね~~

⻩ 海沛さんの⽇記



琵琶湖

2009.10.14

いいお天気、さあ出発︕⽬的地は琵琶湖です。 京都市上京区から琵琶湖までは、⽐叡⼭を越えていくのが最短ルート。もし、歩いて⼭頂まで登れれば、頂上についたとたん⽬
の前に広がる琵琶湖の⾵景が⽬に⾶び込んできます。味わったことのない感動だろうな〜〜。 でも、私たちはそういうわけにもいかず、⼭越えは⾞で。 くねくねした⼭道を⾛
っていくと、右⼿は⼀⾯の⽣い茂る緑の⽊々。もうすこしすれば紅葉が⾒れたでしょうね。まわりから何度も同じことを⾔われたので、11⽉になったら、⼭は右を⾒ても左を
⾒ても真っ⾚になってるような気になってきます…… ひたすら⼭道を⾛って、同じような緑の⾵景が続き、そろそろ飽きてきた頃、突然⽬の前が開けました。 琵琶湖だ︕ 感動
が沸き起こってきて（何度もこんなこと書いているけれど、このときの気持ちはまさにそう）、すぐに写真を。 でも⾛っている⾞のスピードにシャッターが間に合わなくて、
写真はボケボケ…… 12︓00琵琶湖に到着後、お昼ご飯。 フレンチです。 豪華版のフランス料理ではないけれど（ナイフとフォークの数を⾒ればわかるよね）、琵琶湖を眺め
ながら優雅なフランス料理をいただくなんて、最⾼の気分〜 （『いただく』っていうのもなんだけれど、『⾷べる』じゃあまりにもフツウすぎて……） ⾷後は、琵琶湖をぶら
ぶらと散歩〜 遠くを眺めると、空と⽔⾯の境⽬が溶け合い、湖⾯は陽の光をうけてさざ波がキラキラと光っています。空も澄んで、⽬を閉じ、両⼿を広げてこの⾃然のすばら
しさを胸いっぱいに吸い込みました。湖、空、雲、湖畔、全てが渾然⼀体となっています。 眺めはいいし〜お天気も最⾼〜 それからホテルの最上階へ⾏って、そこから琵琶湖
を眺めました。 エレベーターをおりると床がガラス張りになっていて、建物の中が⾒渡せます…… フロアにはカフェテラスがあり、琵琶湖を眺めることができました。さっ
き、⼭にかかっていた⿊い雲が琵琶湖の上に流れてきて、景⾊をかえていました…… でも雲のかかっていない⽅の琵琶湖はやっぱりきれい〜 帰りに⾬に降られました。あの⾬
雲、私たちを追っかけてくるなんて…… 琵琶湖は晴れているだろうな…… ⾃然の造詣の美しさは⾔葉で⾔い表すことはできません。それを⽬にしたときの感動と胸に広がる安
らぎに浸り、その美しさに⾔葉をなくし、⾃然にとけこみ、静かに⾃然との⼀体感を感じて……

⻩ 海沛さんの⽇記



部活開始

2009.10.19

以前、⽇本の学校は3，4時で終わって、その後はほとんどの学⽣が７、8時ぐらいまで部活に参加するって聞いて、ずっとそんな⽣活にあこがれていましたが、いまやっとそれ
がかないました〜 私の部活について、紹介します。 この学校に来るまでは、華道部に興味があったけれど、結局は断念。華道部は部員も少ないし、活動⽇も少ないということ
で、あきらめることに…… それから、しばらくどの部に⼊ろうか悩んで…… 国際レオクラブという、ボランティアサークルの部活があり、しかも国際の⼆⽂字がついている
し、学校が始まったばかりのとき、国際クラスの先⽣が、これも国際理解教育の⼀環なので、みんなぜひ参加するように勧めてくださいました。ということで、ここに決めまし
た〜ボランティア……なんかいろいろなところにいけそうじゃない︖ まず最初に参加した活動はスポーツ⼤会。ちょうど⽇本の体育祭にも参加できたところだったので（中国
のスポーツフェスティバルみたいなもの）いろいろなところでも運動会が開かれていました。レオクラブも然り。まず京都駅に集合し、JRで野州へ。⼀⼈当たり4800円、中国
元で約336元のの交通費（⽚道か往復かわからないけれど）は学校負担。そして野州の希望が丘公園で運動会が開催されました。参加者は各学校のレオクラブ。⼀⽇かけていろ
いろな競技が⾏われますが、中国でのような、50、100、800、1,500メートル⾛とかはなくて、レクレーション⾊の強いものが主です。午前の種⽬は野球のようなので、ボー
ルはｺﾞﾑボールを使いました。⼆チームに分かれ、負けたほうはグランド整備と、昼⾷準備です。午後はまず体育館でクイズから。4つの組に分かれて、司会者が問題をだし、4
⼈が指定されたルートを⾛り、さきにゴールをした⼈から回答権があります。問題に正解できるかがポイントで、休みながらでもいいですし、不正解ならまた元のチームに戻
り、次にゴールした⼈が答えられます。先に全員が正解したところが優勝です。ここでは⼤分チームの⾜を引っ張ってしまいました……問題が聞き取れなかったり、問題の意味
はわかっても、なんて答えたら良いかわからなかったりで、⾛っていけません。私の順番のときは、みんなが司会者に「中国からの留学⽣に難しい問題を出しちゃダメだよ。聞
き取れないじゃないか」⾔ってくれたので、私と⼀緒に⾛ったほかの3⼈にとってはラッキーでしたよね。最後は紙⾶⾏機⾶ばし。各チームで紙⾶⾏機を折って、規定時間内の
指定範囲の中で、他のチームの邪魔にならないような場所に⽴ち、ちょっとヘンなルールで……指定範囲にいくつ紙⾶⾏機を着地させたか、その数で勝敗を決めるのです。全種
⽬の合計得点が⼀番多かった組が、景品を受け取ります。すごくワクワクして景品を受け取りましたが、中⾝はアメ……でもお昼のお弁当はおいしかった〜品数も多くて、おい
しかったです〜飲み物とチョコレートももらいました〜 次は10⽉17⽇にレオクラブのあしなが募⾦活動に参加しました。 みんなで駅（⼈のたくさん集まるような）に集合し、
制服を着て、たすきをかけて、募⾦箱を抱えて募⾦活動を⾏いました。みんなでせりふを読み上げて、「ご通⾏中のみなさま、ただいま第７９回のあしなが学⽣募⾦お⾏ってお
ります」それから就学問題を抱える⼦ども達のことを訴え、何度も「お願いします」「ありがとうございます」と連呼し、⼀番ビックリしたのは、1万円も募⾦してくれた⼈が
いたこと……それから私たちは何⼈かで、募⾦活動を⾏っていたけれども、ひとりひとり全員に硬貨を募⾦してくれた⼈…… 活動後に参加表⽰カードをもらいました。これが
10枚たまると、なにか証明書と引き換えてくれるとか。いったい何に使えるのか…… ここに来て1ヶ⽉、運動らしい運動をしていないので、体育会系のクラブにも⼊ることに
しました。バレーボールに⼊るつもりだったけれど、なんとウチの学校にはバレー部⾃体がなくて……バトミントン部に⼊ることに。 練習はキツイです……休みは週に⼀⽇だ
け。週末も学校で練習…… 初めて練習に参加したときは、まず⾃⼰トレ、みんなが集まってから、全体でジョギング。体育館をでて、靴を履きかえ、学校の外にでて、⼆条城
まで⾛ります。なんというか、このおかげで⾏き⽅がわかったというか……⼆条城の周りを2周⾛ります。2周というと⼤したことないようですが、グランド2周とこれとでは全
くワケが違います。⼆条城はたしかに故宮ほどだだっ広くはないですが、なんといっても、観光拠点、２周といえどもかなりあるのです。でも弱⾳を吐かず⾛り、ゴールをした
ら、このタイムを計っていたのです……25分14秒が私の初タイム。4,000メートルも⾛ってきたことがわかりました。なんだが⾃分がすごいと感じます……中国では最⻑でも
800メートルしか⾛ったことがなかったのに……体育館に戻ってからは更に過酷な練習が待っていました……初⽇はもう眠る気⼒さえ残っていません……でも、これからもがん
ばるぞ︕ でも週末も練習があるのなら、旅⾏に出かけることもできないのかな︖さて、どうしよう……

⻩ 海沛さんの⽇記



宝が池公園

2009.10.25

天気はあまり良くなかったけど、せっかくの休みを無駄にするわけにはいかない。 宝が池公園へ出発︕ただの公園だけど、家でぼーっとしているよりはまし･･････ まるで地下
鉄が公園の中に直結しているみたいに、地下鉄の駅を出るとすぐに写真の⾵景を⾒ることができた。 こういう景⾊を⾒ると、葉っぱっていうのは上から下に向か って⾚くなっ
ていくもんなんだって知ることができる･･････上にいくほど温度が低くなるからなのかな︖それにしてもこんなくっきり分かれるものだなんて･･････ ⼆枚⽬はもっと雰囲気あ
るでしょ︖プロのカメラマンみたいな⼈がここで写真をとってたから、私達もとってみたんだ〜。カメラマンさんがどこにピントを合わせてたか知らなくて、あの時は別に普通
の所なのにって思ってたけど、こうして⾒てみると確かにいい感じ。これが⼼理的作⽤のたまものじゃないんなら、プロのカメラマンさんってほんとにすごいんだね。 それか
ら鴨も⾒たよ。頭を⽔につけてエサを探してる姿がとっても可愛かった。その後は⾶び⽴つ動作をしてた。といってもただ単に腰を伸ばしてただけなんだけど。ここにはたくさ
んの⾊んな⾊の⿂がいるの。 その後私がある場所に⽴って遠くを眺めていると、⼀⽻の鳩が私の横にいることに気づいた。そう、私はここに⽴って、この⼦は私の隣に⽴っ
て、私と同じように前⽅を静かに眺めているの。私は遠くを⾒ながら、私達の世界がこんな⾵に永遠に安らかで美しかったらいいのにと思っていた。じゃあこの⼦は、いったい
何を思って遠くを⾒つめているのかな︖ 次は3枚⽬の写真。⾒て、この⿃は別に物思いに耽ってるわけじゃないんだよ。⾝を潜めてるの。この後すぐに⿂に⾶びつくんだか
ら･･････カメラのスタンバイがこの世界の変化に追いつかない。私がカメラを構えた時にはもうこの⿃は⾶び⽴った後だった･･････ 今⽇家を出る時は、天気が悪くて嫌だなと
思ったけど、今はそうは思ってない。 もしかしたらここには陽の光は必要ないのかも。眩しい太陽がここの静けさと安らぎを妨げてしまうから。 ここの動物達は⼈を喜ばせる
のがとても上⼿。散歩客が家から持ってきたパンを投げ⼊れれば、簡単に⿃と⿂の合戦を⾒ることができる。⿃類園でのお⾦の稼ぎ⽅と同じね。と⾔っても、ここにはそういう
ことする⼈はあまり多くなくて、⼦供達が楽しそうに⾃分のお菓⼦を動物達に分けてあげてるだけ。⼤部分の⼈はここで静かに本を読んだり、写真をとったりしてる。⼤⼈や⼦
供が湖のまわりでジョギングをしていると、⾊々と珍しい⿃を⾒かけることもあるみたい。たまに鳩の群れを脅かしてしまうと、鳩たちは空を何週かくるくると回って、湖に戻
るとまた悠々と散歩をはじめるんだ。 こういう和やかな場⾯こそ私達が⾒たかったものなんだ。私達は観光⽬的で動物を⾒るために公園に⾏くんじゃない。それは私達の⽣活
の⼀部ではないもの。公園には気分転換やお散歩の為に⾏くの。そうしたら、そこは周りの出演者が普段と少し違うだけ。 地下鉄の駅に⼊るとき、もう⼀度この静かな場所を
⾒渡した。 そしてまだ頭も振り向き終えないうちに、あの近代的な、騒がしい都会へと連れ戻された。 最後に、ものすごく不満があるんですけど、どうして写真3枚しかアッ
プできないんです︖

⻩ 海沛さんの⽇記



基礎⼒診断試験

2009.11.02

1ヶ⽉前に、学校で基礎⼒診断テストを受けました。このテストは国語（⽇本語）、数学、英語の三教科でした。試験範囲はなくて、完全に普段の学習によります。 当時、来⽇
⼀カ⽉⽬の私からすると、⾔語は⼀つの⼤きな問題でした（今でも⼤問題だけど）。どれくらい⼤きいかって︖テストの前⽇にやっと次の⽇にテストがあることを知り、さらに
先⽣は何度も⾔っていたことに気づいたんです……当然今ならそんなアホな間違いは犯さないけど〜〜 とにかく⼀カ⽉しか⽇本に居なかったので、とりあえず受けるだけ受け
てみた〜国語は基本的には、⼀⽇中本を読んで、あるいは⼀遍の⽂章を読んで、キーワード（何回も出てくる重要な単語）が⾔えることくらいです。問題を読んだ時に、この事
は⽂章にあったっけ︖と疑うようなレベルでした。最後の部分の古典がさらに訳がわからなく、全部“蒙”という字を書きました。（全部ごまかしながらやったという意味） で
も、これは、蒙（ごまかし）については私は確かなテクニックを持っていることを表します。完全に何が書いてあるのかわからない状況で、ごまかしながら半分あっていたんだ
〜あと、国語の問題って全部縦書きで、しかも上下⼆段にわかれてるの（問題⽂読むの変な感じ）。⼀回⽬、どう読んだらいいかわからなくて、それのせいで題を読む順序を間
違えてしまいました……しかも⾔語に問題があるせいで、⾃分が順序を間違えていることにちっとも気付きませんでした……数学だったら、問題さえわかれば、難しくなかった
のに。でも、肝⼼なのは、問題を読むのにたくさんの時間と労⼒を必要とすること……加えて中間テスト以後ちゃんとした数学に触れていなくて、計算能⼒が急低下していまし
た。最後の科⽬の英語は、和訳が無理難題でした。すべての問題が選べたのですが、しかし先⽣はすでにやるべき問題を決めていました（幸いにもその時は何⾔っているのかわ
かった）。⿊板にある番号に沿って問題を解けばよかったのです。来て⼆・三⽇の外国の学⽣は、ここの部分が聞き取れなかったようで、そのまま全部解いていました……その
うえ時間がないと嘆いていまし…… 今⽇、基礎⼒診断テストの結果が配られました。まず私⾃⾝のを発表します〜このような試験に参加するのは初めてなのに、なかなかな成
績が取れましたよ〜（少なくとも⾃分の想像よりはいい） まず、国語については、０点じゃなかったうえに、合格だったんです︕（拍⼿）合格といえども、リスニングはよく
なかったけれども、⽇本⼈にとっても難しい国語を、私はなんと学年で三分の⼀以内に⼊りこめたのです。数学と英語については、とてもよくなかったけれども（成績のことで
す）、やばくもなかったで８９す（順位です）、数学は学年１５、英語は学年６です（全学年306⼈） 続いて⽇本に教育について、感嘆させて下さい。このような基礎⼒テス
トは完全に⼤学⼊試の準備のためにあり、配られた成績は⼋折のカラーページにわかれていました。まずは、成績、学年順位が明記されています。そのあと、あなたの今回の成
績と前何回かの成績ｇが折れ線グラフがつくられます。下の⽅には、教科ごとの詳細分析が載っています。たとえば学習状態は成績に反映されているか、部分ごとに間違ってい
るところ、あっているところ、強化すべき部分、レベルアップするにはあと何点必要か……最後に、今の成績ならどの⼤学に⼊れるか、さらにあなたの志望と⽐較することもで
きます（当時⼀年⽣だったために、志望⼤学の記⼊はありませんでした。そのため、私たちのここの欄は空⽩です）。最後には、⼤学に関する参考書などが配布されました。ま
だ⾼校⼀年⽣ですよ︕彼らはこのような試験に三、四回は参加している模様でした。 中国国内の教育は依然として、⽌まることなく学習学習ではないでしょうか︖いつになっ
たら、中国国内の⾼校もここまでできるようになるのでしょうか︖

⻩ 海沛さんの⽇記



気温が下がって来た

2009.11.02

⼆、三⽇前に聞いた話によると、⼤⽅の中国の北⽅地区はもう気温が下がり始めて、⼗何度らしく、なんと北京はもう雪が降っているんだそうな……⾃分のいる場所と繋げて考
えると本当に不思議だ……授業の時、体育の先⽣はまだ半そで着てるよ〜 でも⾬のせいかもしれないけど、今⽇、京都は突然気温が上がって、教室にいる⽣徒は皆クーラーつ
けてくれ︕と叫んでいた。路を歩いていると、⾵がスカートのなかにスースー⼊ってきて、寒過ぎて震えてしまった…… ⽇に⽇に冷えてきたね、みんな暖かくしてね〜

⻩ 海沛さんの⽇記



挑戦

2009.11.02

⽇本の国語の授業は私にとっては難題です。 ⽂章を⼀遍読んでも、何もわからないのはいつものことです。読解の授業も、いつも⽂章をさっと読んで先⽣の答えを写します。
今⽇、先⽣から以前やったことのある読解問題のプリントが配られて、試しに読んでみました。授業が終わるころには、みんなはもう⼆遍分の作⽂の読解問題が終わっているの
に、私は⼀問も終わりませんでした。スピードが遅いようです……でも、こうやって真⾯⽬に⽂章を読んでみると、ある程度は⽂を読めたり、問題が解けたりできるようです。
うん︕国語に挑戦し続けよう︕⾃分はできると信じて︕

⻩ 海沛さんの⽇記



Open School(Autumn)

2009.11.15

昨⽇は学校⾒学⽇（OpenSchool）で、主に来年の⼊学希望者にわが校を理解してもらうのが⽬的です。中国ではあまりお⽬にかかりませんが、ほとんどの⽇本の⼤学、⾼校で
はこのようなことが⾏われるそうです。 私達も光栄なことにお声がかかり先⽣⽅のお⼿伝いで学校に…… 学校に⼊ったとたん、いつもとは違う雰囲気が。あちこちに案内が貼
り出してあって、先⽣⽅も忙しそうに⾛り回っています。パソコン教室の前ではプロジェクターが設置され、壁をスクリーン代わりに学校紹介のビデオが映し出されていました
（誰もいなかったので、影絵を作って遊んじゃった）。⾳楽も廊下中に響いて、ちょっとうるさすぎるぐらい。   私たちはまっすぐ英語教室に向かうと、教室の外では
Mr.JonesとMr.Riganoがポスターを張っている真っ最中。教室の机は、いくつかのグループごとに並べられ、⿊板には何も⽂字が書かれていない世界地図がはられ、傍には国名
と国旗が。お向かいの英語教室には紹介の資料や、私たちが授業で作った表や、インタビュー記事などいろいろなものが貼られていました。もう⼀⽅の壁は⼀⾯に布が張られ、
映写機が横に置かれて、テレビでは今、撮影されたものがそのまま写っていました。おとなりの中国語教室も同じような状況だったみたい。おどろいたのは、別の中国語教室で
は『チャイナドレス体験教室』（いわゆるチャイナドレスと、もうちょっと古い時代の唐の⾐装の２種類ね）が開かれていたこと。  全部準備が終わると、クラスメートの佳
奈に、体育館で３年⽣の先輩のダンスがあるから⾒に⾏こうと、つれていかれました。体育館の前では、来校者が中学校名と名前を記⼊する受付があって、配られているパンフ
レットもすごく⽴派なものでした。⼤きな封筒の中にカラーの学校のパンフレットと、その他の資料が⼊っているようでした。体育館には敷物もひかれ（なんだかはよくわから
ないけれど。体育館の床を保護するものなのかな）椅⼦がびっしりと並べられていました。在校⽣の私たちはまだ中に⼊れず、⼊り⼝から中を覗き込んでいたら、クラスメート
の男⼦が「なんかあの中学⽣のコ達って、ずいぶんお上品ぶってるよね。あんなすました格好しちゃってさ（とはいっても制服よ）……」ヘンだなと思って「ナニがお上品ぶっ
てるの︖」と聞き返すと、ちょっとしどろもどろしながら「僕達も学校⾒学のとき……」と、ある男の⼦が私たちの学校の先⽣に挨拶をしているのを指しながら「ほら、挨拶の
仕⽅とか、中学校で何度も教えられてきているんだ」まあ、そういうことならね……  中学⽣達と保護者が全員⼊場してから、やっと私たちも体育館の後ろの⽅で⽴って⾒て
いることができました。体育館の電気が全部消えて、舞台の照明がつくとなかなか素敵だったんですね〜３年⽣の先輩のダンスと⼀緒に「私たちの学校の⽂化祭はこのよう
に……」と解説も始まり、踊りが終わると、学校に関する説明が始まりました。これは聞いていても⾯⽩くないので、みんなで体育館から脱出〜 校内をぶらぶらと回ると、総
合進学クラス、特進クラス、国際クラスで体験活動を⾏っていました。パソコン教室とかも全て開放しています。家庭科教室でもなにか体験活動の準備をしていて、「⼀緒にお
いしいものをつくらない︖」なんて、コピーが。全部の準備ができた頃に、体育館での説明会が終わったようです。  説明会の後、中学⽣達が続々と私たちの国際クラスの体
験教室にやってきました。Mr.JonesとMr.Riganoは彼らと在校⽣とを⼀緒に参加させ、国の位置と国名や国旗をただしく組み合わせるゲームを３チーム対抗戦で⾏わせました。
授業で似た様なことはやったことがあるけれど、今⽇のほうがずっと盛り上がったな〜お向かいの中国語教室からも、「我、你、他」なんて声が聞こえてきました。チャイナド
レス体験教室は⼤繁盛で、先⽣が記念撮影をして、すぐプリントした写真を渡していました（なんだか観光地になっちゃったみたい）。ちょっと⼈が少なくなったときは昇降⼝
で呼び込みをさせられました。国際クラスの体験教室って、すごい僻地だから…… こんなカンジでずっとつづき、１時ごろになるとやっと⼈もいなくなってきました。私たち
は栗ご飯をご馳⾛してもらえると⾔われていましたが、可愛そうな１年⽣達は、⾷堂でもらうことを知らなかったので、結局は⾃腹でコンビニおにぎりを買うことに。 ⾒学者
が全員帰ると、劉先⽣が、北京オリンピック開幕式のディスクをとりだしました。今⽇、ここ⽇本でこれを⾒ると、また当時とは違う感慨が沸いてきます。⼀緒に⾒ている⽇本
⼈たちからはずっと「すごい」って声が上がり、ちょっと⾃慢げな気分で嬉しいな〜みんなにずっと解説もしました。開幕式での五輪のあの演出は私もよくわからなかったけれ
ど……英語教室ではMr.JonesとMr.Riganoの⾃作、⾃演、演出のドラマを上映し、その後は２年⽣達が⾃分達でアテレコした『シュレック』を上映しました。私たち１年始はこ
このところの英語の授業で、学校紹介のビデオを作り、⾃分達で、撮影、ナレーション、編集を⾏いました。こんどの学校⾒学⽇におひろめできるかな〜 午後３時ぐらいに全
部の活動が終了し、後⽚付けをして帰宅〜 ⽇本の学⽣にとってはこんなオープンスクールは珍しくないのかもしれないけれど、私にとっては特別な体験でした〜

⻩ 海沛さんの⽇記



USJ

2009.11.28

11⽉23⽇、担任の先⽣と娘さんとでUSJに⾏きました。

⻩ 海沛さんの⽇記



嵐⼭の紅葉

2009.12.08

少し前に、嵐⼭に紅葉狩りにいってきました。 絢爛豪華な⾚い⾊と⻩⾊が織り交ざって、もう、感激にひたってきましたよ〜。 そこには周恩来総理の記念碑もあり、『⾬中嵐
⼭』の詩をあらためて読み返しました。 何かちょっと違った感慨を覚えるよね。

⻩ 海沛さんの⽇記



⽇舞

2009.12.17

今⽇、⽇舞を習ってきました。先⽣はhostfamilyのお姉さんの友達で、お試しさせてもらったのです〜 中2の外国語の授業での発表会で着た以来、2度⽬の着物だけど、前のと
きより、もっとちゃんとしたのを着せてもらいました。前に同級⽣と⼀緒に先⽣に着せてもらったときは、すごく新鮮に感じたけれど、そのときの写真を改めてみるとただ⾝に
つけているだけで（カッコよくないし）タートルネックのセーターや、運動靴、制服のズボンがすそから⾒えていたり……でも今度は違うよ〜本物の先⽣が着付けをしてくれ
て、肌着から全部着物⽤のもの。それから先⽣に教えてもらいながら⾃分でも着て、⾃分で帯を後ろで結べるようになったよ。前は⽇本語の先⽣が帯に結んであるリボンをさし
てくれただけだったけれど。  練習はまずお作法から。もちろん座る姿勢もね。扇⼦はキチンとまっすぐに前に置いて、⼿を扇⼦と⾃分の間に三⾓形において、お辞儀を。男
性は両⼿の指先を⼀直線に置くんですって。なんだか扇⼦がある境界線になっているみたい。お辞儀の後、先⽣も⽣徒も扇を⼿に取り、この境界線はなくなるの。それから先⽣
から扇⼦の説明を受けました。扇⼦の端の太い⽅は両親をあらわしていて、真ん中は⼦ども、そして丸く固定してある部分は⼀番⼤事な何かだって（よく覚えてないの）。それ
から『舞扇』を習いました（このネーミング、⾃分で考えたの、ぴったりよね）。そのなかで、指を扇⼦の⽀点の部分において、くるくる回して⾒せてくれました。他にも難し
いのを⾒せてもらいましたが、さすがは先⽣だよね……先⽣が舞っている姿を⾒ていたら、頭の中に孫悟空が如意棒をくるくる振り回す姿が浮かんできちゃった…… そこから
は本格的にお稽古。私と、ドイツ⼈に、もう習い始めて10ヶ⽉のインドネシアから来た⼤学⽣が踊って⾒せてくれました。私たちはその踊りの初めの部分を傘を使って練習し
ました。ひとつひとつの動作に意味があり、遠くの⼈を眺めたり、恥ずかしげにたもとで顔を隠したり、祇園をさしたり。⽇舞は舞っている間はずっと膝が曲がった状態なの
で、ツライ……⽴ち⽅もつま先はいつも内側に向けていなくちゃいけないの。じゃないと男の⼈の⽴ち⽅になっちゃうんですって。へんなの。 でも先⽣から私たちふたりとも
優秀な⽣徒だっていわれちゃった〜今⽇はたくさん学べたな。 お稽古が終わってから、4⼈で⼀緒にお茶とお菓⼦を頂きました。おいしかったけれど、もう脚が…… 最後に着
物のたたみ⽅を教わりました。たたみ⽅もちゃんとあったんだね。きちんとたたんだら、ちゃんと四⾓く折りたためました。

⻩ 海沛さんの⽇記



⾳楽会

2009.12.21

hostfamilyの、ちほうお姉さんは今年⼤学2年⽣で、⾳⼤でピアノを専攻しています。お姉さんはお⺟さんのおなかの中にいるときから、お兄さんが練習するピアノを聞き、⽣
まれてからもずっとピアノと⼀緒です。4歳でもう『エリーゼのために』を弾きこなしていたとか……今回はお姉さんの学校の定期演奏会で、招待券をもらえたので、出かけて
きました。 ⾳楽会は2部構成になっていました。 第1部（A）︓4台のピアノ、8⼈の演奏によるピアノシンフォニー。⼤学内の定期演奏会とはいえ、この⽅々は外部でも多く演
奏を⾏っているそうです。演奏の⽅は⾔うまでもなく、イチバン︕ 第1部（B）︓⼥声合唱、管弦楽伴奏。曲⽬は賛美歌が多く、宗教⾊がやや濃厚。 第2部︓吹奏楽合奏。 吹奏
楽の指揮って⼤好きです。深遠なる双眸、⾳楽家のイメージ通り、髭をたくわえ、ちょっとぽっちゃり気味の体型が燕尾服によく似合っていました。時に勇ましく時にソフト
に、⼤胆に時に繊細に、後姿でさまざまな表現をしつくします。正⾯を⾒ることはできませんが、きっと表情や動作からもその感情のほとばしりが読み取れるのでしょうね。な
にげないようで、でも演奏者の⼀⼈も漏らすことなく、指揮をするのでしょう。 ⼩さい頃、⾃分が指揮台に上がることを夢⾒ていたことを思い出しました。 その当時の先⽣が
「指揮者とは、正⾯の⾃分は演奏者に、後姿は観客に影響を与えるのだ」とおっしゃり、私もぎこちなく先⽣の動作を真似したものでした。唯⼀記憶に残っているのは『ラデツ
キー⾏進曲』で、「ここでりんごを描くように」「腕を⼩さい振りから⼤きく」「ここは少し体を傾けて」……はっきり覚えているのはりんごを描く動作だけで、⾳楽そのもの
の理解からはかけ離れていました。 この⽇私は、指揮者の魂の融和を⾒ました。⾳楽と⼀体になり、喜び、悲しみと同化していました。 この指揮者のプロフィールには、⾼校
の吹奏楽部の顧問を経て、⾳⼤の講師になり、これまでにも何度か全国コンクールに出場とだけ書かれていました。 もしかすると、この⽅は⼀⽣⼤学の先⽣で終わるかもしれ
ませんが、その⾳楽に対する情熱は決して「⼤学の先⽣」の⼀⾔で表現しつくせるものではありませんでした。

⻩ 海沛さんの⽇記



美術館

2009.12.24

1枚⽬の写真は美術館の外観です。今、クリムトとシーレの展⽰を⾏っています（もちろん他の画家のもありますよ）。来館者は⽩髪のご⽼⼈から未就学児童まで、⽼若男⼥に
わたっています。⼥⼦⼤⽣⾵の観客も多く、街でよく⾒かける真冬にスカートと⿊のタイツというイマドキの⼥性に⽐べれば、随分⼤⼈し⽬のファッションですね。彼⼥達はパ
ンダのようにクマ取りしたアイラインや、⽬を引く⾦髪のウイッグとは縁のない、外⾒に左右されないしっとりとおちついたアーティスティックな美しさを感じさせてくれま
す。彼⼥達の魂に潜む美しさは街にあふれるイマドキの⼥性たちとは決して⽐べることはできないと思っています。1枚の絵の前でじっと⾜を⽌め、その凹凸が創りだす独特の
⽴体感による美をじっと鑑賞し、絵を眺める⾃⾝すら芸術的な雰囲気をその⾝にまといながら…… 今回は間に休憩所を挟んだふたつの⼤展⽰場（本当に、とても広いの）での
開催です。ひととおり観てまわると、なぜ途中に休憩所があるのかよくわかります。⼀気に全てを観てまわると、もう最後の⽅には美しいものに⾷傷気味になってしまい、⽬が
ショボショボに…… 2枚⽬は⼤阪港近くの⼤観覧⾞……パンフレットには世界最⼤級とのっています。⼤阪港はその港の光景だけではなく、東に⽣駒⼭脈、⻄には明⽯海峡⼤
橋、南には関⻄国際空港、そして北には六甲⼭脈がひかえています。 それから難波のグルメスポットへ。ここは昭和40年（1965年）をはさんで⼤阪万博が開催される以前はま
さに⼤阪の庶⺠を代表する通りだったそうです。⽇本初の関⻄のおいしいものを集めたフードテーマパークをつくろうと、選り抜きの関⻄の⽼舗、名店をここに集めたのだそう
です。実際には屋内にあり、『横丁』には、クリニックや本屋などもありますが、もちろん本当にはやっていません……ここの⼤阪のタコ焼きはおいしいですよ~

⻩ 海沛さんの⽇記



海遊館

2009.12.24

海遊館のテーマは、ジェームズ・ラブロックの提唱する“ガイア仮説”に基づいているのだそうです。 ガイア仮説とは「地球とそこに⽣きる総ての⽣き物は互いに作⽤しあう⼀
つの⽣命体である」という考えで、また、太平洋を取り巻く⽕⼭帯・環太平洋⽕⼭帯とそこに⽣きる⽣き物の⽣命体をコンセプトとして太平洋を取り囲む⾃然を出来るだけ忠実
に再現しています。 まず3階から⼊館し、11メートルのトンネル型⽔槽ーアクアゲートをくぐりぬけます。以前⾒たことのある同じようなトンネルよりもずっと広かったので
すが、短かったのがちょっと残念……そこからエレベーターでまっすぐ8階へ。海遊館の参観は8階からスタートです。通路は斜めになっていて、ぐるぐるとまわりながら順路
に沿って１階まで全部を⾒学できます。環太平洋の地理関係通りに展⽰がされていて、8階は⽇本の森林、可愛いラッコもいます~ずっと⼿をこすり合わせているラッコもいた
けれど、寒くて震えていたのかな︖ 次はアリューシャン列島、モンタレー湾、パナマ湾、エクアドルの熱帯⾬林、南極⼤陸、タスマン湾、グレート・バリア・リーフ、瀬⼾内
海、ケルプの森（北カリフォルニア沿岸の海底）、チリの岩礁地帯、クック海峡、⽇本海溝、もちろん、これらをぐるっと取り囲む太平洋（フロアごとに書いてみました。観覧
順序どおりに⾒ていけば、太平洋を⼀周できます）。 ⿂の写真はごちゃごちゃしているのでここにはアップはしません。館内の照明ではあまりうまく撮れなかったので。 南極
⼤陸のペンギンも⾯⽩かったです。私たちが⾏ったときはちょうどエサの時間。ペンギンたちは氷の上で前⾜をぶるぶると動かし続けていたので、本当は寒くて震えているんじ
ゃないのかなって思ちゃった……⽔と陸地の境⽬あたりではうまくバランスが取れないのもいて、滑り落ちているペンギンも。南極⼤陸は3フロアにまたがっていて、最上階で
は陸地での、下のほうでは⽔中を泳ぐペンギンたちが観察できるようになっています。⽻⽑の間に空気をためているので、⽔に⼊ると、動きとともに空気の泡がシャボン⽟みた
いにぶくぶくあがってきておもしろいよ〜 太平洋地区”にはとっても⼤きなエイが。ガラスに向かってゆったり泳いでくると、体の下にある呼吸器官みたいなのが⾒えて、アバ
ラ⾻が浮き出ているみたいで（気持ち悪い）、⼝を開けると中も⾒えたけど、ちょっとぞくぞくしちゃって…… ⽔槽を掃除する様⼦も⾒ました。スコップで⽔底のジャリをす
くって、掃除機で吸っていました。時々、砂の中から何かを拾って⿂たちに⾷べさせていました。お調⼦者の⿂がスコップにかじりついていたよ。 もうすぐクリスマスなの
で、海底にはサンタクロースも出現しました。 3階は海底ストラン。そこで⾷事はしなかったけれど、傍を⼤きなサメが通り過ぎながらする⾷事ってどんなカンジなのかな……
ペンギンの声の聴き⽐べができるコーナーもありました。⼀番印象的だったのはまるで象のような鳴き声のもの…… ⼿を洗ってから、というアナウンスがあってなにかとおも
ったら、実際に触れるコーナーもありました〜3種類あって、ふたつはエイ類、もうひとつはサメの仲間（もちろん⼩さいのよ）で、ぷよぷよと軟らかかったです。サメはつる
つるした⽅向と、逆から触るとざらざらとしていて…… ガイドがずっと、そっと背中に触ってあげてくださいねって声をかけていました。エイの尾ひれは有毒のものもあると
か（もちろん、ここのはちゃんと処置してあります）。 さいごにお⼟産やサンをみてまわりました。

⻩ 海沛さんの⽇記



あけましておめでとう

2010.01.01

いつの間にか2009年がもう終わっていました、新しい年、どうかみんなにとって素敵な1年になりますように~~ 2010年、ファイト︕

⻩ 海沛さんの⽇記



おせち

2010.01.03

1⽉1⽇におせちを⾷べたよ

⻩ 海沛さんの⽇記



⽇舞

2010.01.13

hostfamilyの紹介で先⽣について⽇舞を習うことにしました。練習回数はそんなに多くありません。先⽣は2,3ヶ⽉で1曲踊れるようになるとおっしゃっていました。ワクワク
するな~~

⻩ 海沛さんの⽇記



⽂化交流

2010.01.17

⽇本に来る前に簡単な切り絵を勉強してきたのだけど、最近はクラスメートにそれを教えているんだ。担任の先⽣も、今度修学旅⾏に来る学⽣達に切り絵を教える機会があるか
もって⾔ってくれた。これも⼀種の⽂化交流だよね〜

⻩ 海沛さんの⽇記



国際理解

2010.01.17

国際クラスには「国際理解」という特別な授業がある。この授業の⽬的は学⽣の国際意識を⾼めるというものだ。最近では、カンボジアの地雷問題について勉強している。 初
めのころは⾊々なビデオを⾒た。カンボジア⼈（特に⼦供）が地雷を誤って踏んでしまった後の話が紹介されていた。⼀番印象に残っているのは、地雷のせいで右⾜を失った男
の⼦が、プロのコーチについてマラソン⼤会に参加するという話だ。右⾜がないため、運動靴を履く時はタオルのようなものを敷かなければならないし、⾛る時にはまだ⼤きな
⼒を右⾜にかけることができない。⾛り⽅はとても不安定だ。やっとこの⾛り⽅にも慣れた頃に、今度は病院が無料で義⾜を⽀給してくれることになった。しかしその義⾜では
関節を曲げることができず、彼は更なる苦痛と苦悩を味わうことになる。その後コーチが地雷で膝から下を失ったもう⼀⼈の少年を彼に紹介し、彼らは⼆⼈で⼀緒に努⼒をしマ
ラソン⼤会へむけ練習していくことになった（練習は健常者と⼀緒）。⼤会当⽇、彼は先にゴールをしたが、もう⼀⼈の少年は義⾜に問題が起きたのか後ろの⽅を⾛っていた。
それを⾒た彼は少年の⽅へ引き返し、⼆⼈揃って残りの道を⾛り切った。感動して、クラスの⼥⼦は皆涙を流していた……。そのほかのビデオは、⾄る所に地雷があるというも
のや、地雷の爆発で真っ⼆つになってしまった⼤⽊が、それでも⼒強く⽣き続けているというもの、地雷除去の作業員についての紹介等がされていた。地雷が発⾒されると、た
った⼀⼈がそれを運び出し、他の⼈々は皆安全地帯へと避難することになっている。誤って地雷が爆発した場合に、犠牲者を最⼩限に抑えるためだ。彼らはその技術（若しくは
⼈数）を温存していかなければならない。今も地⾯に埋まっている数え切れないほどの地雷を除去していくために。 その後のパソコンの授業では、⼆⼈ひと組になり、スライ
ドを作成してスピーチを⾏うことになった。最終的に私達ともうひと組が代表に選ばれ、⾼⼀、⾼⼆の国際クラスで発表をすることになった。私達のスライドは⾃分でもなかな
かの出来だと思っている。カンボジアの⼦供が純粋な瞳でこちらを⾒つめている写真を載せ、「⼦供たちの清らかな瞳の為に」という⾔葉も添えた。⼈の⼼を動かすスライドに
なったと思う。 それから国際クラスふた組、計40数⼈を三グループに分け、グループ内で更に⼆⼈ひと組に分かれてポスターを作製した。内容は特別なものでなはなく、デザ
インに凝る必要もない。皆基本的には「地雷除去⽀援募⾦活動ご協⼒お願いします」というようなことを書いた。最後は12⽉13⽇⽇曜⽇に、全員で学校付近の⼗字路へ⾏き募
⾦活動を⾏った。たくさんの⽗兄の皆さんが⼦供にお⾦を持たせて、⼦供⾃⾝に募⾦をさせていた。これも教育の⼀つだ。 前から地雷というものの存在は知っていたけれど、
こんなに深く地雷について理解したのは初めてだ。今回の活動で本当に多くのことを学ぶことができた。素晴らしい収穫だったと思っている。 1⽉14⽇午後に募⾦の贈呈式が
⾏われた。全部で8万円のお⾦が集まった。冷たい北⾵の中で3時間、これが多いのか少ないのかは分からないけれど、私達の気持には変わりない。名前は覚えていないが何と
かという組織（カンボジア地雷除去関連の組織）の⽩髪のおじいさんに、封筒に⼊れたお⾦を学⽣の代表が⼿渡した。代表の学⽣がその封筒を持った時の第⼀声は「重い」。そ
のあとそのおじいさんがスライドでカンボジアの地雷情況について説明をして下さった。驚くことに、その場には新聞社（確か「京都新聞」）の⽅も来ていたのだ。次の⽇に担
任の先⽣がその⽇の新聞を持ってきて、贈呈式の様⼦が新聞に載ったことを教えてくれた。 こうして、カンボジアの地雷に関する国際理解の授業は終了した。 新しい授業はも
う始まっている。続報を⾒てね。

⻩ 海沛さんの⽇記



今晩はシェフに

2010.01.17

今晩はhostfamilyのために私が⼣⾷をつくりました。 コーンスープはこの前もうまく作れて、妹が、⼩学校の給⾷で⾷べたスープの味そっくりだって⾔ってくれたの。へへ、
このことからもおいしいってわかるよね~~買って来た⽸詰はホールコーン。私はクリームのが欲しかったので、hostfamilyがフードプロセッサーを使って砕こうとしたら、コ
ーンジュース状態に……でも⾊はすごくおいしそうになったよ〜とはいっても、やっぱりもう⼀⽸、コーンの⽸詰を使うことに。仕上げの卵もうまくいったよ。スープにキレイ
にひろがりました。  エビもなかなか。ちょっと炒めすぎちゃったので、硬めになちゃったケド…… 中華⾵⼤学芋を作ろうと、サツマイモを乱切りにして、揚げ具合もバッチ
リ。肝⼼な⽔あめをつくるとき、かたくなりすぎないように⽔をたしたら、これが⽔あめにならなくて、ただのシロップになちゃった。これじゃ⽔あめの⽷なんて引かないよ
ね。でも味はよかったよ〜なかなかみんながこれに⼿をつけないから、おいしくないのかなって⼼配していたら、みんなはこれを最後に⾷べるデザートだと思っていたんだっ
て。 そして最後の⼀品は烙餅。これは100%失敗……こねるときの⽔が⾜りなくて、油、塩、葱もみんなちょっと物⾜りなかった。⿂を焼くコンロで焼けると思っていたんだ
けど、温度が⾼すぎてぽろぽろになちゃった……ので、次はオーブントースターで焼いたらこんどは軟らか⽬になっちゃって。ちゃんとできたら、ふわふわで、キツネ⾊にこん
がり焼きあがるんだよって説明するしかったよ……烙餅って⽇本語でなんていったらいいのかな、hostfamilyは作り⽅をみて、『パン』って⾔ってたけど…… でも全体的にみ
ればなかなかよかったかな。あのうまくいかなかった烙餅も思ったより⾷べられたしね。エビの汁を残して、あとはみんなできれいに⽚付けてくれました〜量が少なかったから
じゃないよ。hostfamilyは「もうお腹⼀杯」ってずっと⾔ってたしね。みんなに「あんまりおいしいものを作れなくてごめんなさい」って⾔ったら妹が「すごくおいしかった
よ」って⾔ってくれたの。 うん、これならまずは⼤成功〜

⻩ 海沛さんの⽇記



いけばな

2010.01.28

今⽇は⽇本のいけばなを体験して来ました。 好きなように花を挿して、なんとなくキレイに⾒えればいいものだと思っていたんだけど、あんなにいろいろなきまりや⼿順があ
ったなんて……⾊の組み合わせや、全体の形、適度に空間も残して、⾼低のバランスを考えて…… でも出来はなかなかだったよ〜

⻩ 海沛さんの⽇記



愛宕⼭登⼭

2010.02.03

2⽉3⽇、学校⾏事で愛宕⼭登⼭へ。 2⽉2⽇、登⼭前⽇の最終確認。⼭頂には雪が積もっているので、今年の登⼭は５合⽬まで。これを聞いてちょっとがっかりしちゃった。⼭
のてっぺんまで上って、まわりを⾒下ろしたかったなあ〜 2⽉3⽇、スケジュールどおりに登⼭開始。 集合地点から登⼭⼝までたっぷり２時間の道のりを、のぼったりくだった
り。 もう疲れてグッタリした頃から本当の登⼭の開始。はじめのうちは⽯段もあって、そんなに急な道でもないけれど、もう２時間も坂をあるいた後だから、これから⼭を登
るエネルギーなんてもう残っていないよ。前の⼈はたった５段分、先にいるだけなのに、追い抜かすことはおろか、ついていくので精⼀杯。そのうち⽯段もなくなって、岩や⽊
材がうまっているでこぼこ道に。⾜が上がらなくなってきて⼿で膝を押し上げながら必死で進んでいっても、道はどこまでもくねくねと続き、いったいどこまでいったらゴール
に着くのやら。標⾼が上がっていくほど気温は下がっていくのに、もう汗でびっしょり。あんなにいるはずの仲間の姿が、⾒渡す限り全く⾒えず、⽬の前に広がるのは上へ、上
へと伸びていくまがりくねった道、道、道。完全に息もあがって、⾜を引きずりながら階段を⼀段ずつ登っていく。ゴールまであとどれくらいか⾒当もつかず、もうダメだ、と
思ったとき、絶望的な⽂字が⽬に⾶び込んできた。『⼀合⽬』とかかれた看板が…… 追いついてきた⼆⼈のクラスメートの⼥の⼦達と⼀緒に、三⼈で励ましあいながらゴール
を⽬指す。下⼭してきた仲間に「あとどれくらい︖」とたずねたら「１０分だよ」。そのすぐ後に来た別の⼈にたずねたら「１時間だね」……ついさっきの希望があとかたもな
く吹き⾶んだ……でもさっきのつらさにくらべたら、だいぶマシになってきたかな。少なくとも階段をずんずん登れるようになってきたし。道のコーナー、コーナーでは先⽣た
ちがずっと⼤声で応援してくれて、順位も教えてくれる。３合⽬付近から雪がちらついてきて、⼭全体がかすんで⾒える。ちょっと休憩して写真撮影。秋からの落ち葉がそのま
ま道につもっていて、このあたりではここの所しばらく⾬か雪がふっていたようで、泥と落ち葉が混ざり合って、もう道がぐちゃぐちゃ。 ついに担任の先⽣が上から⼿招きす
る姿が⾒えてきた。五合⽬だ︕先⽣にスタンプを押してもらって、チェックをしてもらったら、もう⼒尽きて座り込んじゃった。少し休んで今度は下⼭開始。 のぼりに⽐べる
と、くだりはちょっとラク、なんていう考えも１０分しか続かなかった……午前中いっぱいの登⼭でもう体⼒を消耗しつくして、⾜はガクガクしてくるし、道は滑るし、５⼈み
んなで順番に転んじゃって……急な坂は⾜が⽌まらなくなるのに、⾜に⼒が⼊らなくてもつれちゃいそう。みんなではげましあいながら、「よかったね、五合⽬までで。頂上ま
で⾏ったら死んじゃうよ」って……下りにかかった時間も想像以上。のぼりのときにずっとはげましてくれた先⽣⽅から今度は「お疲れ様」って声をかけてもらって。 ようや
く平らな道にでて、 そこからまた３０分ほどかかって、スタートした地点まで戻ってこれた。チェックカードを渡して、ようやく解散。 帰宅の途について、ようやく考える余
裕が戻ってきた。 もうダメだと思ったとき、あきらめないで、ただ、前に進むのみ。どんなに⾟くても⻭を⾷いしばって前に、前に。ゴールについたときの喜びは⾔葉ではい
いつくせない。もし、頂上まで⾏っていたら、もっとたいへんだったろうけれど、すばらしい景⾊を⾒下ろせて、達成感もひとしおだったろうな。本当に、あきらめないでよか
った。 留学⽣活も同じ。つらいことも、涙を流すこともあるけれど、あきらめないで、ゴールを⽬指して︕ これまでにも登⼭について書かれたものを読んだことがあるけれ
ど、今⽇初めて、登⼭をする⼈の強さ、そして何にも換えがたいその喜びがわかった気がするよ。

⻩ 海沛さんの⽇記



研修が終わりました

2010.02.17

中間研修が終わりました。また新たな戦いの⽇々の始まりです。みんな、がんばろうね︕

⻩ 海沛さんの⽇記



卒業式

2010.02.27

いよいよ卒業式を迎えた。 吹奏楽部に⼊ってもう２ヶ⽉経った。フルートもぜんぜん⾳が出ないから吹けるようになった。「⻩さんができたら、卒業式いっしょにでよう。」
と、先輩の声は今でも⽿の奥に残っている。その時⾃信なく、「できるはずがない」という返事だった。 しかも、先輩たちのおかげで、「旅⽴ちの唄」という曲が不思議に吹
けた。先輩が⾔ったとおりに、「できるよ。できると思ったら絶対できる」。みなさんといっしょに卒業式で演奏できて、すごく興奮していた。この曲も先輩へのプレゼントだ
った。 先輩、ご卒業おめでとうございます。部活三年間ご苦労様でした。そして出会った２ヶ⽉間いろいろ教えてくれて、誠にありがとうございます。「できると思ったら、
絶対できる」と先輩に教えていただいたように、これからも⾃信あり頑張り続けます。 旅⽴ちの唄、先輩だけでなく、みなさんへの歌だ。新しい旅を始めて、つらくても、苦
しんでも、精⼀杯やったら、いつか光が輝いて明るい⽇を迎えられる。 明⽇も、新しい旅⽴ちだ。
これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 海沛さんの⽇記



台湾からの学⽣との交流

2010.03.04

昨⽇、台湾から修学旅⾏をしてる学⽣さんが私の学校に来ました。歌とダンスを演じてくれました。プレゼント交換する時いっぱいもらって、⼿作りの名刺を⼗数枚もらいまし
た。しかも、私たちは学校が準備してくれた⼋ッ橋しかなかったんです。みんなも悔しかったです。 ⾃由交流の時写真を撮ってばかりいました。最後百⼈以上の記念写真を撮
りました。そうしたら、⼈の顔ははっきり⾒えないかな。 彼たちは旅⾏をしに来たので、先⽣に京都の紹介を中国語でさせられました。２⽉クラス全体で現地へ取材しに⾏っ
て、写真とかをフライドで完成しました。皆さんが書いた説明を学校の中国語先⽣といっしょに訳しました。⽇本語の意味がはっきり分かってるのに、中国語でどう表現したら
いいか分からない⽂が若⼲ありました。通訳って、⼤変な仕事ですね。
これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 海沛さんの⽇記



美⼥が野獣と出会う

2010.03.29

3⽉28⽇、京都劇場にてミュージカル『美⼥と野獣』 プロローグ バラの花も時間の流れにはさからえず、刻⼀刻と終わりのときに近づく。 また、真っ⾚な花びらが⼀枚、ひら
ひらと散ってゆく。 艶やかな緋の舞いは⼈々の賞賛を得るはずのものなのに、⼈々のざわめきをよびおこす。 誰⼀⼈として、時間を戻すことはできない。 天空で⽬もくらむよ
うな輝きを放つ隕⽯も最後にはその輝きを失う。 光も、希望もない。 いや、ここにいるのは『⼈』ではない。彼らは怪物、⼈でも、物でも、獣でもない。 その⼼のざわめき
は、彼らがかつて⼈であったという最後の証。今はもう、バラの花びら⼀⽚も⽀える⼒が残っていない。 でもそれも幸いだったのかもしれない。夢は⼼に希望を抱かせてしま
うから。 信じる⼼が暗闇に閉ざされた城にかすかな輝きを⽣み出した。 ⼼優しいBelleの⼼が暗雲を吹き⾶ばした。 魔法。しゃべるロウソク。お城。これは⼈をひきつけるお
とぎ話しの世界。 Belleもだんだんこのフシギな世界に引き込まれていく。 そう、あの怪物にも。獣の顔と、⼈間の体を持つ怪物に。 彼⼥は野獣を愛した。 とうとう、バラは
枯れてしまった。最後の花びらが落ちたとき『永遠に獣のまま』になってしまう呪いとともに。 ふと思い出した伝説は、天国のエデンの園でバラの花は再び蘇る。 このとき、
Belleはこの最後のひとひらだったバラの花を蘇らせる。 新たなバラの花は、愛とともに。呪いは消え、花は永遠に枯れることはなくなった。 野獣にさせられていた王⼦に、忠
実な僕たちは昔と同じようにうやうやしくお辞儀をする。 Belleと王⼦様はずっと幸せに暮らしました。 めでたしめでたし。 『美⼥と野獣』はディズニーでも⼈気のストーリ
ー。 ハッピーエンドがいいよね。単純明快で、みんなが望んでいること。 重厚な緞帳、光と陰影の芸術がおとぎ話の雰囲気を作り出す。 お城。ダンスホール。ドレス。 ゆら
めくろうそくの明かり。歌い踊る⾷器たち。魔法。 華麗な舞台。すばらしい⾳楽。 光と影が交差し 夢と現実が織り成す。 これはおとぎ話。⼈々が⼼の中でずっとひそめてい
た夢の物語。 おとぎ話はきれいなシャボン⽟のよう。もろくて幻のようにきらめいている。 最も美しく、リアルで、すばらしい。 誰もが⼦どものようにステキな夢の世界に酔
いしれる。 ̶̶シーッ!静かに。みんなの夢を覚ましちゃダメ。ジッとして。虹⾊のシャボン⽟を壊さないように。   ̶̶この⽂章をすべてのおとぎ話を愛する⼈々へ

⻩ 海沛さんの⽇記



桜満開

2010.04.03

ついに⾃分のこの⽬で満開の桜を⾒ることが出来た。 ただ悲しいことにこの桜もあと何⽇かすれば全て枯れて散ってしまう。 だけど私は知っている。桜の美しさはこの⼀瞬に
あるのだと。桜が⾵に乗って舞い散るその姿はきっと美しい蝶のようなのだろう。

⻩ 海沛さんの⽇記



通訳の初体験

2010.04.29

昨⽇中国から⼆⼈の先⽣が来ました。⼆⼈は⽇本語がまったくわからなくて、学校の中国語の先⽣も⽤事があってこられませんでした。「通訳やってくれ︖」って国際情報コー
スの部⻑先⽣に頼まれた。校⻑先⽣としゃべるときは緊張したが、だんだん慣れてきました。 ちゃんと⽇本語を聞いて、それからできるだけきれいな中国語に訳してみまし
た。「すばらしい」って⾔われて、うれしかった。先⽣がずっと「助かったわ」と繰りかえて⾔いました。先⽣が「ごめんね、遅くなって」っ何度も謝ったけど、⾃分を鍛える
チャンスをもらってうれしかったです。同時に、「どこに⽴ったらいいのか」とか「部屋に⼊る時いつ⼊ったらいいのか」などいろんな勉強するべきなことを気づきました。⽇
本語ももっと頑張らないといけません。明⽇いろんな⼿続きがあるので、また通訳をやります。「よろしくね」と先⽣が⾔った時、信頼されて、ちょっと圧⼒を感じました。今
⽇いっぱい資料を調べておいたから、昨⽇よりうまくできると思います。通訳の初体験、明⽇も頑張ります︕ そして、通訳になることを⽬指して頑張ります。

⻩ 海沛さんの⽇記



スケート

2010.05.05

今⽇スケート⾏きました。初めて⾏ったので、うまくできませんでした。頑張って練習して、やっと滑れるようになりました。また⾏きたいです。 ⽇本に来た後で、ゴルフし
たり、スケートしたりして、いろいろチャレンジしました。知らないことを挑戦してこそ、視野が広がります。様々なことに挑むっていう勇気は、今であれ、帰国であれ、そし
て学⽣であれ、社会⼈であれ、いつまでも続けるべきなことだと思います。
これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 海沛さんの⽇記



Hapyy，誕⽣⽇おめでとう

2010.05.12

ついに待ちに待った誕⽣⽇。 こんな時にパソコンの調⼦が悪くなって、いくらがんばっても⽇本語で⼊⼒できないの。もうお⼿上げ。 でもこんな⽇に⽇記を書かないなんてね
〜 hostfamilのお⺟さんは今晩は夜勤なので、昨⽇のうちに家族みんなでミニバースデーpartyを開いてくれました。 嬉しいサプライズは〜〜ケーキも私の⼤好物のチーズケー
キだったこと〜〜プレゼントも素敵なものばかりもらっちゃった〜 今⽇は学校でもみんなから次々とおめでとうって⾔って貰えてすごく嬉しかったな〜〜家に帰ったら、中国
の友達と⼼連⼼からの郵便も届いていました。中国の友達の⼿紙を読んでいたら涙が出てきちゃったけれど、もうすぐまた会えるんだって思ったら元気になってきました。⼼連
⼼の先⽣⽅からはプレゼントも届いていました。みんなももらっているってきいていたから、私もかなって期待していたんだ〜だから郵便が届いてもそんなには驚かなかったけ
れどね（ちょっとフライング）。でもプレゼントをあけたら嬉しくなっちゃった。先⽣直筆のカードも⼊っていて、去年の9⽉に撮った集合写真のみんなの笑顔を⾒ていたら、
時がたつのは速いなってあらためて思ったりして。 夜、ネットで次々とみんなからのおめでとうメールを受け取ったよ。 ⼀⽇中、ありがとうって⾔い続けてもうクタクタ（︓
P）でも嬉しいよ〜 これからの1年のことを考えて。 今が⾟くても楽しくても、苦しいことも幸せなことも、みんな私だけの⼈⽣のプロセス。これが⼤⼈になっていくこと。
昔は何もわかっていなかったってことがわかってきたけれど、挫折や喜びを繰り返して学んでいく。 ⼤⼈になるってことは嬉しいこと、だって無知だった私を成⻑させてくれ
るから。 もっと賢く、⼤⼈に、強く、ひとり⽴ちできて、もっと⾃分を、世界を、⼈の気持ちが理解できて、きちんと⾃分をコントロールできる。 だから、何度もくじけそう
になることにぶつかるのも、嬉しいことなの。 この前まいたひまわりの芽がぐんぐん伸びてきています。⽇本を離れる前に花が咲くのが⾒られそう。 私も、この1年を経て、
⾃分だけの花を咲かせるんだ〜 最後に、⾃分でもオメデトウ。 Happy，誕⽣⽇おめでとう~これからもずっとがんばって︕

⻩ 海沛さんの⽇記



LEOクラブ⼤会

2010.05.22

2010年5⽉22⽇、⼟曜⽇に、ライオンズクラブ国際協会335-C LEO地区の第35回LEOクラブ⼤会が開かれた。この数字を⾒ればこの組織がどれだけ⼤きいか分かると思
う……私たちはその335-C地区に過ぎない…… それでもうちの学校のLEOクラブも組織の構成員として今回の活動に参加した。LEO協会はライオンズクラブ国際協会の下級組
織で（だから結構似通っている）、LはLEADERSHIP、EはEXPERIENCE、OはOPPORTUNITYをそれぞれ意味している。会場にはそれぞれのクラブの錦旗も飾ってあった。実
際のところはみんな同じようなもので、ただLEO協会と書いてある⽂字の下の名前が違うだけだった。例えばうちの旗にはLEO協会の⽂字の下にKYOTO RYOYO HIGH
SCHOOL LEO CLUBと書いてある。 その後それぞれの会⻑と委員⻑が挨拶をし、それから年度報告などの内容についても触れた。最後は交流を⽬的としたバイキングパーティ
だった。 100⼈もの参加者がいる中で、学⽣団体はたったの2グループしかいなかった。うちの学校のLEOクラブはそのうちのひとつ。 とにかく今⽇は本当に⾊んなことを学べ
た気がする。視野もさらに広くなった。 世界の広さは、⼀歩外に踏み出さないと分からないものだなぁ。

⻩ 海沛さんの⽇記



チーズケーキ

2010.05.25

ホストファミリといっしょにチーズケーキを作りました。初めいてですが、おいしかったです。 ⼀番好きなしっかりした⾷感でした。 私の留学⽣活もチーズケーキのように、
努⼒した上に、あまくておいしいでしょう。 （残念ながら、写真は載せられません。）
これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 海沛さんの⽇記



ある⽇のこと

2010.06.05

ある⽇、学校での会話。 「先⽣、ベンがいつ帰るの︖」 （ベンはオーストラリアからの留学⽣だ） 「８⽉。」 「お別れパーティーしよう。」 「するの︖」 「えっ、しない
の︖明⽇帰る、さよならみたいな感じ、寂しいやん」 「しかも、その前、⻩が７⽉に帰る。」 「あっ、そうや。⻩さんはもう⼆年⼗組って感じ。」 この前も「⻩はずっといる
って感じがする」って友達が⾔ってくれた。 みんなと仲良しだね〜 やった︕
これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 海沛さんの⽇記



潮⼲狩り

2010.06.13

今⽇、三重県の津市へ潮⼲狩りをしに⾏ってきました。 初めて太平洋を⾒ました。 アサリとハマグリもいっぱいとりました。 海鮮ずくめのお昼ご飯もおいしかったです。 私
が愛してる海だ。 残念ながら、曇っていて、海がグレーでした。 それにしても、海はいつまでも広い海のままだ。 晴れても、曇っても、 私がうれしくても、悲しくても、 受
け⼊れてくれる海だ。
これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 海沛さんの⽇記



体育祭

2010.06.24

体育祭で障害⾛に出ました。こけそうになったりして、はずかしかったけど、⾯⽩かったです。 ⼤縄⾶びは先⽣をはじめとして１９⼈が⼒をあわせて、いい成績をとりまし
た。 棒引きとか綱引きとかは⼀年⽣対⼆年⽣のような違う学年の試合もあったが、ちょっと不平等だと思っています。 でも、みんなを喜ばせる体育祭を⾏うのはなによりも⼤
事ですね。体育祭、楽しかったです。
これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 海沛さんの⽇記



夏に祈りをこめて

2010.07.01

室町時代の貴族達は、6⽉になると⽳倉などに貯蔵しておいた氷を取り出して、涼をとっていました。もちろん平⺠達がこんな恩恵にあずかれることはありません。夏の氷はと
ても貴重なものだったのです。平⺠達は氷に似た形のお菓⼦をつくり、暑気払いをおこなっていました。 それが現代に伝わり、京都では6⽉30⽇に「⽔無⽉」とよばれる和菓
⼦を⾷べる習慣となりました。⽩い氷に⾒⽴て、上にのせられた⼩⾖には厄除けの意味があるのです。これも京都独特の⾵習ですね〜 最近は緑⾊の抹茶味とか、茶⾊がかった
⿊糖味なんかもあるんですよ。 私も⽔無⽉を⾷べました。この夏を元気に何事もなく過ごせますようにってね。 （また⽇本語⼊⼒が出来なくなっちゃった……これからはゼッ
タイ⽇本語で⽇記を書こうって決めてたのに……あーあ、……） ps︓なぜか最近、写真がここにうまくアップできないんだ……

⻩ 海沛さんの⽇記



思いついた感想

2010.07.12

⽇本にいる11ヶ⽉間、⽇本のかたがたとの交流はもちろん、オーストラリアやドイツ、フランスなどの⼈たちとも交流ができました。これから⼈⽣の道でも、いろんな⼈と出
会い、いろんな環境を経験するでしょう。こういう時は強い適応性と柔軟性が⼤切だと思います。さて、留学⽣活でこの能⼒が上がった感じがします。11ヶ⽉の留学⽣活はこ
れからの⼈⽣にも役⽴つでしょう。⼤事な宝物ですね。
これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 海沛さんの⽇記



ありがとう

2010.07.16

今年四⽉から教えてくれた先⽣が私と知り合いになって四ヶ⽉間。 今年三⽉に来た留学⽣が私と知り合いになって五ヶ⽉間。 今年⼀⽉⼊部した吹奏楽部の部員たちがわたしと
知り合いになって七ヶ⽉間。 去年の九⽉からみんなと⼀緒に勉強し始めて、知り合いになって１１ヶ⽉間。 中国に帰っても⽇本のホストファミリや先⽣、友達たちと連絡を取
って、交流し続けようと思うんですけど、全員は明らかに無理ですね。 多くの⼈と昨⽇のお別れ会で別れると、もう⼀⽣会えません。短い11ヶ⽉間に知り合った彼たちはわた
しの⻑く果てしない⼈⽣にとってただすれ違った他⼈に過ぎないかもしれないんですが、でも、この短い⼀瞬に彼たちがくれた笑顔に感謝しています。 ありがとう。
これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 海沛さんの⽇記



N1合格

2010.09.19

この前N1の結果が届いた。なんと満点︕︕⾃分でも信じられない。もちろんこれは⽇本の先⽣⽅、ホストファミリーの皆さんのおかげ。本当に感謝の気持ちでいっぱい︕︕ 四
期⽣のみんなは帰ってからどうしてる︖元気にしてるかな︖

⻩ 海沛さんの⽇記



地震

2011.03.13

⽇本にいる皆さん⼤丈夫︖ ニュースで津波の画⾯を⾒て、怖い。 そして、先⽣たちご無事ですか。 ⽇本、頑張れ︕地震と戦え︕ 祈っています＾＾
これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 海沛さんの⽇記



⽇中交流センターの先⽣たちへ

2011.07.07

お久しぶりです。元気ですか。 私は3⽉にあるコンクールーに参加して、特等賞をもらいました。 10⽉22⽇から２９⽇までの⼀週間に⽇本に⾏きます。
これは⽇本語で投稿されたものです

⻩ 海沛さんの⽇記
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