
やっとのにほん

2009.09.02

にほんごを勉強してからもうよねんたちました このあいだでいろいろべんきょうしてきましたが 不⾜はいつになってもやまほどあるってしっていました 去年にもう⼀級ごうか
くできたが 直接にほんじんと交流するときはよく緊張したり、ことばがおもいだせなくなったりするので⼀⽇もはやくじょうずになりたいと思っています これからいちねん、
がんばります
これは⽇本語で投稿されたものです

祖 天琳さんの⽇記



剣道。。。

2009.09.09

今⽇は初めて剣道の授業に参加したんだけど、びっくりしました 剣はとても重かったです 指三本でにぎろうと⾔われてもなかなかできない 剣よりも防具が重いの、通学の時
持ってるかばんよりもずっと重くて⼤変です 剣を振舞う時に私は初めて分かったのです︓アニメのなかの剣⼠たちはマジ⼤変だよねって でも 剣道はやっぱおもしろかったで
す 北⾼は剣道けっこうすごいらしいしね
これは⽇本語で投稿されたものです

祖 天琳さんの⽇記



⽇本のテレビドラマのウソツキ…（個⼈的意⾒なので。。。⼤⽬に⾒てね） 連載1

2009.09.14

1.制服 ドラマではほとんどセーラー服だけど、セーラー服の学校ってすごく少ない。あっても⾊がグレーとか。 それからリボン。ドラマではちゃんと結んでいるように⾒えた
のに、実際はボタン式。 もう、正統なセーラー服なんていったいどこにあるの- - 靴に関しても、みんなちゃんと同じ靴を履いているのかと思ったら、それぞれ同じような靴を
買ってきているだけ。。。この事を知ったときは⼤ショック囧
これは⽇本語で投稿されたものです

祖 天琳さんの⽇記



2/4

2009.09.20

2.授業  授業の時はいつもとても静か。誰も話さない。先⽣が質問をしてもそう（だから先⽣は名指しで質問する）。先⽣が結構⾯⽩いことを⾔っても⾃分で笑っているだけ
で、⽣徒達は無反応。先⽣がかわいそうだ。。。質問の⽅法も変わってるんだ。例えば9⽇だったら出席番号9番の⽣徒が答えるの。だからこの⽇は9番の⽣徒はたまったもんじ
ゃないんだよね。  教え⽅は多様で、分かりやすい。教科書にたくさん写真が載っているのもそうだし、先⽣も絵を描いて説明してくれる。⼀番驚いたのは、社会の授業のと
きに、先⽣が冷蔵庫に張るマグネットみたいなものを取り出して、登場⼈物をバンバンバンと⿊板に貼り付けていくの。だから授業が終わると⿊板は⼗数⼈の偉⼈でいっぱい。
圧巻だよね。惜しいのは、教室にパソコンとスライドの映写機がないこと。これがあれば授業はもっと多様化するのに。  先⽣⽅は学⽣達が内容をしっかり理解して、間違っ
て覚えないようにすごく努⼒しているし、責任感もすごい。。。だからX軸とY軸を形象化する教具を⾃作する先⽣がいるし、板書が終わってもそれを消して⼀から説明する先
⽣がいるし、そのことにひっそりと感動している私がいる。  最後に⾔っておきたいのは、保健の授業が１限の前半で終わって、後半には突然数学の先⽣が⼊ってきて授業を
始めたことがあって、私は⼤混乱。公開授業の時だってできるだけ時間を省いて省いて、後半に⽣徒に前に出て問題をやらせる時にはまた別の先⽣が出てきて授業を始めるんだ
よ…まいるなぁ

祖 天琳さんの⽇記



3/4

2009.09.25

3.教室の間取りが中国と違っていて、⼀階が来客受付や図書館や応接室（実際のところは校⻑室）、さらに売店や下駄箱などなので、⼆回から教室です。先⽣は職員室といわれ
る⼤きな部屋で事務をし、廊下には⼤学資料が置かれ、そのあと三年⽣の教室になっています。 そのため⼆年⽣は三回になるので、当然実験室などは各階にあります。確かな
情報によれば、このような部屋割りは三年⽣が先⽣をたずねて進路を相談する時（つまり⼤学受験にするか短⼤かあるいは働くかといった事）に便利なように、とのこと。う
ん、確かに。  次に教室の物ですが、たとえ⼀年⽣の教室でも必ず本棚に⼤学検索・紹介本などがおいてあっていつも進路調査票と毎⽇学習時間報告表が配られ、いくらか緊
迫感が増してきたようです。さらに強⼒な⿊板消しをきれいにするあの機械、考えましたがなぜだかどうしても⾔葉にはできません。

祖 天琳さんの⽇記



4\4

2009.10.01

4.⽇本の⾼校⽣はたいへん 中国にいたときは間違った情報や、情報⾃体もあまりよく伝わってこないので、ずっと⽇本の⾼校⽣はラクだと思っていたけど、⽇本に来て、まだ
中国の⽅がましだったと実感。幸せの中にいるとそれに気付けないって事かな。  中国のカリキュラムはたいへんだけれど（⽇本はそうではないから、あとあとタイヘン）そ
れでこそ学ぶ意義があると思う。鍛えられるしね。でも⽇本はそうではない。  毎⽇学校に⾏くのもまるで修⾏。まずは駅に⾏って（⾛って電⾞に⾶び乗ることも。。間に合
わないと1時間待ち）それからホームで待って、電⾞で駅まで揺られ（中国では汽⾞どころか、バスだってここの電⾞よりゆったり⾛ってる）それからまた家まであるく。普段
は⽚道約１時間。⾬や雪が降ると更にたいへん。もっと理解できないのは、みんなたくさんの本がつまった重くてでっかいバックをしょっていること。毎⽇あんなものを担いで
いたら、学校に来るだけでもトラウマになりそう。  それからほとんどの⼈が部活に参加していること（⽣徒会までも部活の⼀種。。。）。だから放課後になってもなかなか
家には帰れない。体育会系だとキツイ練習がまってるし（試合にも参加）、テストの結果が悪ければまた特別授業を受けなくちゃいけない（補講ってことで）。みんなずっと学
校に残っていて家にはほとんどいないんじゃないかな。テストが近づくとみんな暗くなってくるしね。  来たばかりのときは、ほとんど眼鏡をかけている⼈を⾒なかったの
で、⽬が悪い⼈はいないのかと思っていたら、そうじゃなくて、みんなコンタクトだった…上級⽣になると眼鏡率がちょっと⾼くなるけれど…

祖 天琳さんの⽇記



ある堅い話。

2009.10.01

 学校に留学⽣として作⽂を書けって⾔われましたからこれかいたんだけど、やっぱり普通にはちょっと硬かったので、、、すみません。⼀応発表しようっと。  特別なとこ
ろ、それは思いやり  ⽇本は進んでいてからとても素晴らしいところだと思っていましたが、⾶⾏機から降りたら、最初に感じたのはよく⾔われてる「空気きれいだな」など
じゃないし、建物も北京とそんなにちがってるわけではありません。歩いてる⼈もみな中国⼈と同じ顔してるし、つまり、まちそのものを外からみると、明確なちがいはなっか
たのです。でも、中にあるおもいやりというものはじつにちがっています。  どんな所にでも⽬の不⾃由な⼈のために点字があり、注意してほしいことを伝えています。あま
りにもありふれて、普通の家庭が買った電機も点字がついてるのです。バスも⾞いすが便利にあがったり、おりたりできるように設計されています。こんな環境の中、たぶん体
に不⾃由があっても、しゃかいの思いやりがかんじられるので少しは暖かくなるんじゃないかな。  学校の中にも便利のための思いやりがたくさんあるのです。靴箱のそばに
傘置き場があって、わすれたりしません。進路相談がすぐできるように三年⽣の教室は職員室とおなじ、⼆階にありました。どの教室にも⼤学についての資料がいっぱい置いて
あります。そして、教室の後ろに⼤きいロッカーがあり、試験のときは本をそこに置けば⼤丈夫なので本を運ぶこともせずにすみます。  教室にはわが校みたいにコンピュー
ターはないけど、教師たちは積極的にたような教具をつくってくれたので補えました。  ⽇本⼈は外国⼈に思ったよりずっとやさしいです。全校に向かい⾃⼰紹介したら、み
んな中国語で「こんにちは」といってくれたのです。しらないひとでもよく挨拶してくれます。なにかわからないことあったらだれでも親切に教えてくれます。  いつもにほ
んじんのまねをしてあいさつばっかりなので、勉強にはかなりなったのですが、にほんじんの⽣活はとても⼤変だと思います。  にほんはけっして天国みたいないいところじ
ゃないけど、私たちには、留学⽣活はきっととてもやくにたてるとおもいます。 
これは⽇本語で投稿されたものです

祖 天琳さんの⽇記



中国⼈として。。

2009.10.02

さいきんはちょっとびっくりさせられました。。。 この前、⾃転⾞で家の近くを回ってみたら、歩いてる夫婦のそばを通ったんだけど、そうしたら、奥さんがおっとにこうい
うのきいちゃった︓あのこ中国⼈ですよ。。。あらら、その時はあせがでるほどでした。まず思ったことは、ん、左⾛ってる、だいじょうぶ、ん、信号ちゃんとみました、だい
じょうぶ、ん、ゆずってます、だいじょうぶとかいっぱいチェックしました。なんか悪いことしたらもう国の恥になるんですから。そして私はいつよりも⼗倍の注意で家までか
えりました。 そしてまたある⽇、えきの階段を上ろうとしたら、そばにいる別の学校の⽣徒が同じこと⾔うの聞こえました。そのときはもう死ぬほどでした、ああ、やっぱ⼩
さい町だからなのかな︖まあ、ともかく、すべてのひとが私が中国⼈だってしってるのにしましょう。親も、学校の先⽣も、国際交流基⾦の先⽣もよくいってるけど、中国に恥
をかくなって、今この時からこそ、んん、誰よりもルール守らなくては、授業が分からなくてもちゃんと聞かなくては、なんか困っても頑張らなくてはってしっかり決めまし
た。 私はまだ無⼒だけど、今のとこは、せめて恥をかかないように頑張りますから。 つまらないもんですまないけど、中国はきっともっと強くなれるとみんなといっしょにし
んじてます。そしてもしいつか国のためになんかできたら、何より光栄だと思います。
これは⽇本語で投稿されたものです

祖 天琳さんの⽇記



歩いて⼆時間、泥なし

2009.10.08

 今⽇はみんながご存じの通り台⾵が来たんですけど、さすがに中学⽣と⼀緒なのができず、学校に⾏ってきたんだけど、うちに帰ってから靴をみると、なんと、⽔は確かに結
構付いてるけど、泥は全然なくてびっくりしました。。。  ⽇本はとてもきれいな国だ。というのは、こんなことかしら。
これは⽇本語で投稿されたものです

祖 天琳さんの⽇記



かっぱ寿司、ヨホホホ（偽BROOK）

2009.10.10

 今⽇の晩ご飯はかっぱ寿司でたべてきました、結構驚いたので、ちょっと書いておこう。。。  中国でも寿司⾷べたことあるから、なんで１００円（本当は１０５円だけ
ど。。）で⾃由に⾷べられるか⼤変疑問を持っていたんです。でも、本当に寿司⾒た時、何となく分かったような気がしました、、、それはそれは、中国で⾷べた寿司の３分の
１の⼤きさしかなかったんです。それが安い理由かと思ったんだけど、ホストファミリーのお⺟さんに聞いたら、どうも⽇本の寿司は全部この⼤きさのようで、またびっくりし
ました。  回転寿司とはいえども、注⽂も簡単にできるんです。店内では写真撮っちゃいけなく、うまくいえなくて残念ですが、今度⾏く時「宣伝したいですが」と⾔って頼
んでみたいんです。。注⽂する機械は１メートルおきにあって、使ってみたら種類別あるし、写真も値段もはっきり書いてありました。注⽂したら、でんしゃみたいな「もの」
が寿司でもなんでも届いてくれるんです、取ってからボタンを押せば戻るからじつに便利だと思います。  最後に⾔いたいのは、醤油に気をつけることです。最初はギョーザ
を⾷べる時と同じように、醤油をいっぱい⼊れてそれでご飯の部分を醤油につけて⾷べたんだけど、ご飯が醤油の中でしずんちゃって、変な味になったんです、もう⼀度試して
もだめだったので、醤油なしにたべることにしました。。。みんなはこんな悲劇にならないように注意しましょう〜〜〜  （帰るときはniceというスーパーに⾏ったんだけ
ど、い〜〜ろんなもの売ってて、いつものことですが、びっくりびっくり、今度⾃分でも来られるように道覚えたんです、まよわないといいけど。。ドキドキ）
これは⽇本語で投稿されたものです

祖 天琳さんの⽇記



夢みたい。。。

2009.10.16

三泊四⽇の修学旅⾏終わっちゃいました。。。案の定とはいえ、なんか不思議だと思います。  ⾯接を受けて⽇本に来ることも、⼀年⽣から⼆年⽣になることも、いまみんな
と⼀緒に旅⾏することも、全部ちょっと信じられません。まあ、本当に信じちゃう時はもう帰るべき時だろうなあ。。。（カメラのバッテリーチャージャーを忘れたのも信じら
れませんでした、、、シクシク） 今度の旅⾏も⾦閣寺に⾏きました、もう⼀度⾦閣寺が⾒られるとは思いませんでした、そんなに有名なところだともさっぱり知りませんでし
た。 何で⽊で作った世界⼀古い建物は法隆寺なのか理解できないけど、結構雰囲気の厳しいところでした。（坊さんは⽇本語上⼿すぎて、私よく⾔ってる意味わからなかった
けど。。。。。。。） うう。USJの物はすごく⾼っかたです︕︕︕⼈もすごくいたけど、やっぱいい所でしたなあ。みんな⾏くとすると、せめて1万円ぐらい持っていかなきゃ
と思います。 最後に、ガイドさんの関⻄弁と歌は⾯⽩かったです。先⽣たちは私たちが病気にならず、楽しい旅ができるようにいろいろしてくれてどうもありがとうございま
した︕（おじぎをしています。。。）
これは⽇本語で投稿されたものです

祖 天琳さんの⽇記



通訳やってみた。。

2009.11.01

昨⽇の午後から今⽇の昼まで、また中国の⼆⼈の⼥の⼦がホームステーに来たけど、彼⼥たちは英語しか勉強していないから、⽇本語は挨拶ぐらいでした。それで私は通訳の任
務を担いました。 このわずかの⼀⽇には、私は初めて通訳という仕事の⼤切さが分かるようになったけど、⾔語もツールにしかすぎないこともよく分かりました。 最後に、宋
さんと夏さん、またきてね。
これは⽇本語で投稿されたものです

祖 天琳さんの⽇記



１１．２ めっちゃ寒︕

2009.11.08

伝説の「タイツ」買ってきたものの、宣伝の防寒などに全然かかわらず、薄くて寒くてしょうがない。。。空気だけはどうもよく通せるようですけどね。。。  昔から零下の
時にもずっと登校し続けてきた⽇本の⼥の⼦たちって、⼤したもんですよ。。。でも、やっぱ寒すぎ。。。雪まだ降ってないのに。。。  ⽣まれて⼗五年以来、始めてこんな
に中国の制服が好きです。冬はいっぱい着ていいから︕シクシク。。。  ⽇本は海洋的な気候だから、冬は内陸の⽅より少し暖かいだろうと思っていたが、とんでもないはず
れのようです。 Ps:⼀度雪に⼀度⾬の後、今はとても温かいです、室内は２０度で、どうも⼆週間続けられてうれしいです。やっぱり暖かいというのは幸せだもんなあ。
これは⽇本語で投稿されたものです

祖 天琳さんの⽇記



⼤失敗なスピーチ

2009.11.15

 前は中国で⼆回スピーチコンテストに参加したことあるんだけど、それで⼆回⽬の時は練習に愛想が尽きて（あまりできないくせにね。。）、スピーチコンテストなんか⼆度
と参加しないと誓いました。  でも、⼀か⽉前、ちょうど修学旅⾏に⾏くころに、知らせあるんで、本当は参加したくないけど、なんか逃げっちゃいけない感じでついつい申
し込んで、いやいやながら原稿書いて暗記しましたが、今⽇の本番は案の定緊張すぎて、⼆か所を間違えて⼤変なことになりました。  こうなってしまったら、なんか、原稿
⾒てくれた古典の先⽣とお⽗さんにも、アクセント直してくれたお⺟さんにも⼤変悪いことした感じです。⾃分は本当に不器⽤だなとも思いました。でも、またこんな発表あっ
たらいやでも参加します。帰るまでどんな発表でもドキドキしないように頑張ります。  参加賞は５０００円の図書カードがあって、英語の本でも買おうかな。。。⽇本の本
はめっちゃ⾼いからね。。。。。。  というわけで、また頑張りますから。  っていうか、不器⽤の罰もあったんですよ。少しでもおちつけるように掛けたワンピースの腕輪
がなくなってました、どんなに探しても出てきませんでした。最後は別の⼈の机の上に⾒つかったが、かなりショックでした。。。。
これは⽇本語で投稿されたものです

祖 天琳さんの⽇記



ホームシックの理由ならたくさんありますが

2009.11.20

 ⼀⼈で国外に居るからには、どんなにいい環境でもホームシックの理由ならやっぱりいくらでもありますが、たぶん逃げる理由は何⼀つありません。  いつも親がしてくれ
ることを⾃分で頑張ってやるときはうまくできたとしても、少しは悲しいのです。  いつも友達と相談してすぐ解決できる問題は今⾃分でたくさんの時間をかけてやらなきゃ
いけないので悲しいです。（⾃習時間超懐かしい。。。）  いつも使い放題の計算⽤紙が今⼤切な「資源」になっちゃいました。どうも⽇本⼈はそういう習慣ありませんが、
私はノートを壊して使っています。（なんか悪いことしたような気がするけど、いいアイデアが思いつけなくて、、、）  ここ⼆カ⽉は⽇本の⼤学の出願資格についていろい
ろ調べていますが、調べれば調べるほど悪い事に気がついちゃうのです。  １８歳の要求やら、１２年の課程やら、特に「国外において修了」やら、本当に厳しくてむかつく
ほどです。  昔の私は、１８歳の要求と学費のことを知ったらすぐ⽇本の⼤学をやめたが、今の私には逃げる理由がありません。いつも昔の勉強をしっかりやってないことを
悩んでいますから、今してる勉強が未来に役に⽴とうが、⽴たなかろうが、まずは⼿を抜かないことです。  まあ、頑張れば、いずれいい知らせが来るに決まっていますか
ら。
これは⽇本語で投稿されたものです

祖 天琳さんの⽇記



⽇本のお札は全部新札みたい。。。

2009.11.28

 ⽇本に来てそろそろ三ヶ⽉経ちますが、この間では、ちょっとでもボロボロしてるお札も⾒たことがないんです。  それで⽇本⼈はみんな⼤きい財布使ってるからあんまり
折らなくていいかと思ったんですが、ホームステーのお⺟さんに聞いたら、どうもデパートとかで、古いお札を回収して、新しいのをどんどん取り替えてるみたいで、びっくり
しました。
これは⽇本語で投稿されたものです

祖 天琳さんの⽇記



毎⽇こつこつと発電しています〜

2009.12.05

家から駅まで歩くのにちょっと遠いから、お⺟さんに⾃転⾞買ってもらいましたが、中国の⾃転⾞と錠の使い⽅が随分違うのに結構びっくりしたが、⼀番違うのはのってるとラ
イトが光ることです。  最初は⽇本の技術が進んでることを驚くのにちょっと慣れちゃったのでそんなに感じていませんが、保健で電気について勉強したら、やっぱりこれは
とても素敵なことだと思います。中国も早く⾃転⾞にこういうライト付くといいなあ。（たぶん前の⽅だけじゃなくて、左右にも⼩さいのを付いたほうが⾞に発⾒されやすいか
らいいかもね 0.0）
これは⽇本語で投稿されたものです

祖 天琳さんの⽇記



現代⽂の先⽣に朝⽇新聞を貰いました〜

2009.12.18

もちろんふ〜かいふ〜かい原因があるのです︕  １２⽉１２⽇の朝⽇新聞朝刊はいつもと随分違います（普段縦書きが読み⾟いから全然⾒てないけど）︕なんとワンピースの
全⾯広告が９ページもあるのです。どうも５６巻で初版発⾏部数２８５万部というコミックス史上最⼤部数を記録したからやったみたいで、「集英社は結構掛ったんだろうな
あ」と思いました。  先⽣は⾃分のうちで朝⽇新聞を購読していて、ワンピースの広告⾒たらすぐ私のことを思い出したと⾔いました。 （ワンピースと⾔ったら私なのかね〜
〜〜）本当はジャンプに宣伝あるから、その⽇は駅の売店でとっくに買いましたが、先⽣がわざわざ私のために持ってくるのにすごく感動しました。  ついでに、お⺟さんに
もワンピースのぬいぐるみやかばんとかもらってるし、クラスメートも映画のチラシくれています（なぜか⾃分が探しに⾏くといつも⾒つからないんだけど）。「⽇本は漫画だ
けじゃないよ」と注意されましたが、私にはアニメが好きだからでないと⽇本語が上⼿になれなかったので、まあみんな許してください〜〜〜
これは⽇本語で投稿されたものです

祖 天琳さんの⽇記



STRONG WORLD〜⼀⽣⼀回の三⽇ 

2009.12.18

STRONG WORLDと⾔うのは、マンガ「ONE PIECE」の１０作⽬の映画です。この映画を⾒るためには、友達の愛美さんを誘って、１０⽉に前売り券を買って（特典付きだか
ら、ポスター貰いました〜〜）、１２⽉１２⽇が来るのをとても楽しみにしていました。 学校のカレンダーでは、ちょうど１０⽇から１５⽇まで定期考査なんですけど（だか
らなんで⼟⽇を⼊れるんですか︕〜〜）、初めから必死の決⼼で、いや、楽しめるためにあらかじめ勉強しておいたのです、まあ、１１⽉からわたしはもう問題集どんどん解い
ていきましたけどね。 秋⽥県ではイオンの中のその⼀箇所でしか⾒られないので、愛美さんに⼈いっぱい来るかなって聞いたら、⾃信満々で「込まない 込まない」って答え
た、そして半信半疑ながらも、待ち合わせを１２時にしました。
これは⽇本語で投稿されたものです

祖 天琳さんの⽇記



STRONG WORLD〜 １－３

2009.12.18

そしていよいよ１２⽉１２⽇。 家から映画館まで１時間かかるから、どうせなら少し早く⾏こうと思って、１０時にイオンに着きました、が、やはり⼤⾏列なのです。。。ど
れほどかというと、チケット売り場の三階から⼀階まで並んで来ました。。。⻑いだけじゃなく⼀⾏四⼈ぐらいに加えて実にすばらしい状況でした。。。さすがは国⺠的のマン
ガだなって思いながら、⾃分の⽢さにため息をしました。（後の話のだけど、映画公開初⽇たくさんの劇場が満員らしくて、⼀⽇で売り上げが４億円に⾄りました。。。⼀週も
たたないうちに、ハリポッターを簡単に越え、⽇本映画史上もっとも売れた映画にも越えられそうです）。そして友達と１２時にまた様⼦⾒に⾏ったら、もう１００メートル
（マジです）しか並んでいませんでしたが、映画情報を⾒たら、午後のは全部満員なので並ぶ意味なさそうで愛美さんがあきらめました、１３⽇に朝は〜やく来て⾒ることにし
ました（今思えば、ばかといったらない考えだけど）。
これは⽇本語で投稿されたものです

祖 天琳さんの⽇記



STRONG WORLD〜 ２－３

2009.12.18

そしていよいよ１２⽉１３⽇。 あさ８時の待ち合わせだけど、秋⽥の⼈はみんな⾞あるから、バスとか電⾞とかはそんなに発達していません。駅の時刻表を⾒たら、６時４０
分の電⾞でないと間に合わないけど、いくらなんでも早すぎるし、朝は寒いし⼤変困りました。そしてお⽗さんがこのこと知ったら、なんと送ってもらいました、感動しました
〜どうもお姉さんたちはこんな待遇全然ないみたい。 今⽇愛美さんはあったらすぐ慌てて映画館に向かって⾛って⾏きました。愛美さんを待ってるうちには確かにワンピース
のチラシとか持って通りかかった⼈結構⾒えました。そして、やっぱり早すぎるからあんまり並んでいませんが、午前のは売り切れだし、午後のもほとんどで、残っているのは
せいぜい前すぎの座席だし、愛美さん午後⽤事あるし、また次の⽇のチケットにするしかありませんでした。 まあ、昨⽇は１００メートルでも、売り切れでも並んでた⼈を⽀
えた精神がどうしても理解できませんでしたが、どうも買ったのは今⽇のチケットだねと納得しました。じぶんの⾺⿅さにため息を⼆回しました。⾺⿅は死ななきゃ治らないけ
ど。
これは⽇本語で投稿されたものです

祖 天琳さんの⽇記



STRONG WORLD〜 ３－３

2009.12.18

そしていよいよ１２⽉１４⽇。 午前のテスト終わって、教室で保健を少し復習したら（単に家に持って帰るの重いからです）、また映画館を向かって出発しました。 雪積もっ
てるから、転んだら⼤変だと思って、初めてでかなり⼼細いんだけど、挑戦してバスで⾏こうと決めました。 まあ、⾏くときは５００円掛って、乗り越しせずに着いたんだけ
どね。帰るときは「秋⽥駅前」で降りちゃって、そこから駅までは３０分かかるのは聞いてませんでしたからかなりショックです。 それで４時半を待ちながら、頭の中に伝説
の０巻が浮かんでいました。０巻は１５０万冊しかなくて、⼊場者しかもらえないんです。その盛⼤な状況をみると、さすがに⼟⽇でなくなったんだろうと⼤変悔しく嘆きまし
た。しかし、やっぱり奇跡はどこにでもあるのです。なんと、ちゃんともらいました︕めっちゃ薄くて０．５センチしかないけど、⼼から幸せを感じました（こんなことでしあ
わせと思うのは変だと思われるでしょうけど、まあひとそれぞれですから）。 やっと映画館の中に⼊って、今までの１５年中⼀番ワクワクな気持ちで始まるのを待ちながら、
いままで⽇本語頑張って勉強してきてよかったなあと思いました。それで愛美さんに「すごい笑ってるね」って⾔われました。それでもその表情で始まるのを迎えました。これ
は実に最⾼傑作だと思います。最初から最後までずっといろんな笑顔でスクリーンを⾒てたの（うん〜愛美さんこっち⾒なくてよかった、でなきゃ変な⼈だと思われるでしょう
ね）。途中で２回泣きましたし。 実は最初はいろんなアニメ⾒て、みんな⾯⽩いと思っていましたが、ワンピースを⾒始めたら、数多くのアニメは無表情で最後を送るので、
やはりワンピース最⾼だ、うんうん。 仲間が強すぎる伝説の相⼿に奪われても必ず勝って仲間を取り戻すのはかなり使われるネタだが、このように展開できるのも、このよう
に⼈の⼼をつかめるのも、このように話が上がったり下がったりしながらも多くのキャラを統⼀できるのも初めて⾒ました。もう評論のに⾔葉にできません。チャンスのあるみ
んなは暇つぶしの気持ちでもいいから、絶対に⼀回⾒に⾏った⽅がいいと思います、とくに今度のは原作者である尾⽥栄⼀郎先⽣が製作総指揮なのでさすがははっきりと前の７
作（うち２作はアニメを抜き出したような感じですから）より遥かにすばらしいのです。 結局やっぱり⽇本語まだまだですので、完全理解できたのは９割しかありませんでし
た、知らない単語は結構出てきました。でも私は絶対にこの作品を中国語に訳すのを⼿伝いたいから、もっともっと⽇本語を頑張ります。もう⼩説化したから、調べるの楽でし
ょうし。 この三⽇間はイオンに⾏ってるばかりで、もう⼀⽣⾏きたくないほどになっていますが、映画⾒たら元気百倍だし、すごいいい経験になったと思います。こんど⾒に
⾏く時は前の⽇の夜から並ぼうかな。 まあ、こう⾒えても、理科の復習は⼀応やり抜いたので、あんまり恥ずかしくて⼈に⾒せられない成績ではありませんでした、今度発表
します。
これは⽇本語で投稿されたものです

祖 天琳さんの⽇記



第三回定期考査についての反省

2010.01.16

 休み明けテストも終わったのに、今更冬休みの前で⾏った第三回定期考査の反省をするのもかなりおかしいですが、なんか「今度報告します」みたいなこと⾔ったので、⼀応
書いてみました。  数Ⅱは８２点で、クラスの最⾼点は８４点で、平均が５５点です。微分の定義に直結した証明なんて出さないかと思って、⽬を通すことすらしなかったこ
とに後悔しています。⾯倒くさそうで時間のためやらなかった問題も惜しいと思います。やっぱり⽇本の理系科⽬は時間が⼀番かな。数Ｂは８５点取れたが、これも平均が５５
でした。数列の⼀般項を求める問題でｎ＝１の時の証明も必要だというのを全部忘れてかなり損をしました。しくしくしくしく。。。。。。∑に関わった計算もよくできません
でした。公式は王道だということをしみじみと感じられました。  古⽂は３３点で、平均が５６点でした。秋⽥北⾼校は３０点以下が⾚点だから、⾚点じゃないことにかなり
びっくりしました。だって古⽂は授業でしか教科書すら全然読んでいないし、授業中も五⾥霧中の状態です。ちなみに、全然勉強してないのは、あと漢⽂、保健、⽇本史です。
漢⽂は４６点で、平均が６６点でした。漢⽂は読み⽅とかかなり微妙で絶対に中国で漢⽂を勉強したいです。あ〜中国の国語の先⽣が恋しくなってきました。。  現代⽂は５
１点で、平均が４９点でした。４０点とか４３点とか取って、⾚点じゃないため喜んで叫びだした⼈もいて、私の点数を知ったらちょっとショックだったみたい。しょせんテス
トでは能⼒を正しく測れるわけではありませんなあ。 保健は全部三択問題で助かりました。テスト直前に教科書を⼆回読んだだけなので、印象には少し残っているが、もしそ
の名詞を書きなさいって⾔われたらもうお⼿上げです。それで７１点で平均が７５点でした。私たち数理探究クラスの平均点は学年で⼀番低いみたい。  ⽇本史は聞いたこと
もない⼈と聞いたこともない事件ばっかりで教科書を⾒るだけで頭がすごくごちゃごちゃになります。。。それで案の定の２３点でした。「悪⼈正機説」を「悪⼈往正説」で、
「三斎市」を「⼗⽇市」で、「徳政⼀揆」を「⼀揆」で、「京都⼤番役」を「京都番役」でのようにイメージに頼って書いたら半分が無駄になっちゃいました。  今度のテス
トで⼀番失敗したのが⽣物だと思います。遺伝のレベル１０の問題も解いたというのに、本番の時は問題の意味を間違えて悲惨な事態になりました。あと、科学者の名前とか、
名詞とかを聞かれた時も結構茫然です。結局６８点で冬休み中落ち込んでいました。。。平均点が分かりません。 最後に化学（英語の授業には出てないし、試験も参加してま
せん）、８１点で平均が分かりません。。。「ボルタ電池」を「ボルト電池」で書いたので⼀瞬頭の中が真っ⽩になりました。。。⽇本の⽅程式は熱反応の⽅程式だけが「＝」
を使って、ほかのは「→」で表しますが、中国は普通「＝」ですから、テストで慌てるとつい「＝」って書いちゃいます。。。 勉強した所で間違ったほとんどの原因は不注意
ですから、まったくいつになったら治れるか⼼配です。「⾺⿅は死ななきゃ治らない」って知ってるけど、まあ、いっぱい間違えてるうちに何とかなっていくかな。あれ、なん
かもう反省してないけど、誰かの何かの参考になれたら嬉しいです。
これは⽇本語で投稿されたものです

祖 天琳さんの⽇記



みんなと進歩

2010.02.17

 ⽇本に来てから半年が経って、中間研修でまた中国の友達と会えました。本当にすごくすごくびっくりしました。みんなは⽇本語がレベルアップしたどころか、信じられない
ほど進歩しました。⽇本語で普通におしゃべりできるのです。半年でこんなに上⼿になれるとは思いませんでした。さすがに環境が変われば⼈もわります。 ちょっと発表もあ
ったけど、半年前と同じやっぱり緊張で、⾃分は結構情けないと思います。これからは素早く適当な⾔葉遣いができるように勉強を進めていきたいです。私も少しぐらいは進歩
したでしょうけど、たぶん⾃分が上⼿になったつもりでも間違いばかりだからあんまり⾃信ありません。。。。。。 塩沢先⽣は「３５⼈に３５通りの留学⽣活がある」と⾔い
ました。みんなが部活やマラソンなどで必死に頑張った話を聞いたらなおさら⾃分が情けないとも思いましたが、私としてはまず英語と有機化学の⽅を頑張りたいです。 最後
に中間研修に感謝します。これをきっかけにみんなが集まって半年間の経験を話し合っているから、なんだか⾃分が⽇本中に⾏ってきたような錯覚までありました。そして埼⽟
にいた時よりも多くの⼈と交流ができて、友達が増えました。でも友達になったばかりなのに別れちゃう空しさも初めからありました。それからいろんな先輩たちの話も聞いて
すごく参考になりました。
これは⽇本語で投稿されたものです

祖 天琳さんの⽇記



ベトナム⼈と友達になりました

2010.03.13

先週、ベトナムから⼆⼈の⼥の⼦がホームステーに来ました。私はまだ英語があまりよくできないので、交流するのも結構難しかったが、気持ちは通じた（というような気がし
ます）。。。。。。  ⼆⼈は私と初めて会うときは⾮常にうれしかったです、あとで原因が分かったけど、なんと、⼆⼈に配ったホームステー先の情報には、私の性別が男だ
ったらしいです。。。あ。。。もうびっくりするどころじゃなかったです。。。冷や汗が⽌まりません。。。⽐べてみると、⽇中交流センターの先⽣たちがずっとまじめです
ね。〜はい、拍⼿しましょう︕︕ ４⽇から１１⽇まで第四回定期考査があるので、私はたくさん⼀緒に遊べなかったけど、ベトナムの話をたくさん聞かせてくれました。クラ
スに中国が⼤好きな男の⼦がいるそうで、私がその⼈に中国の記念幣をプレゼントしました。もちろんハウさんに持っていくのを頼んで。そして、なんと、⺠族⾐装でもある学
校の制服が中国産らしくて、正直ショックです。そしてそして〜くれたプレゼントも中国語の説明が付いていました。これもMADE IN CHINAだからです。それで私がそのプレ
ゼントの使い⽅を汗ながら翻訳しました。でも、なぜかそれはかなりおかしい中国語でした。 写真に写っているのは私とハウさんが⺠族⾐装を交換してからの写真です。その
⼆⼈も⾼校⼆年⽣だけど、イメージ全然違うもんね〜〜〜〜〜 ベトナムの友達についての報告、以上です〜〜〜
これは⽇本語で投稿されたものです

祖 天琳さんの⽇記



号泣中〜念願のアニメフェアに⾏ってきました〜〜〜

2010.03.31

 去年の今頃、私はネットでアニメフェアに⾏った⼈が撮った写真を⾒ました。それを⾒たとたん、私の⼼は惹かれました。どんなに⾃分の⽬でそれを確かめたかったのでしょ
う、どんなに悔しかったでしょう。そして、去年の私には、考えられなかった夢が叶ったなんて、叶った今でもやっぱり信じられないでいます。私は幸運なのでしょう。星帆の
お姉さんはちょうど３⽉２７⽇に⼤学の卒業式が⾏われますから、私はお⽗さんとお⺟さんと⼀緒に東京に⾏けたのです。⼀⼈の旅は許されていないから。。。。。。  直接
アニメフェア当⽇の話をしましょう。  ９時半過ぎで会場に到着しましたが、さすがに６時から並ぶ⼈などもいて、⾏列のスケールはかなり⼤きいでしたが、四⼈で⼀列にな
って、みんな規則正しく待っていました。おしゃべりをする⼈もあまりいませんでしたから、静かとも⾔えるほどです。中国⼈が列に並ぶ時もこんな状態でいられたら、中国は
もうとっくに発達国なのでしょうと私は嘆きました。  そして１０時になって、列がどんどん前に進んで⾏きました。なんと１１時に⼊場できました。もちろんかなり混んで
いますが。私はいろんな展出品を⾒ながらものすごくワクワクしました。もちろん⼀番ワクワクしたのはワンピースの商品に対してですが。ワンピースの⼗年のアニメの主題歌
を全部集めた、しかも映像⼊りの「MEMORIAL BEST」というＣＤがありますが、４０００円近くの値段で諦めざるを得ませんでした。⽗と⺟がかなり苦労をしてからはじめ
て稼いだお⾦ですから。。。。。。それで私は早くバイトを始めたいと思いました。来年の今は⾼校三年⽣で、必死の勉強中でしょうけど、再来年の今は⽇本にいるはずです、
しかも⼤学合格発表したはずです。だから再来年は必ず「準⼤学⽣」、そして⾃分で⾦が稼げる⼈としてまたこのアニメフェアに来たいです。  ワンピースのEDで歌ったよう
に、「知らない誰かに負けないように」、頑張ります。
これは⽇本語で投稿されたものです

祖 天琳さんの⽇記



やっぱり何かを変えようとするのは難しいなあ

2010.05.01

4⽉に北⾼⽣徒総会が⾏われました。⽣徒たちは活発にたくさんの現実的な意⾒や要望を⾔い出したのにもかかわらず、何⼀つ解決できなかったような気がしてしまいます。 バ
ッジの針が危ないので改善してほしい―直接の「責任者」みたいな⼈がいないので⽣徒会⻑が、「業者と相談の上、後⽇⽂書の形で結果を各クラスに配りますので、ちょっと待
ってください。」と答えました。でもこの意⾒は随分昔に⾔い出した意⾒で、2週間ぐらい前に配った⽣徒総会の資料の最後のページにも印刷されていました。つまりどうか
な、誰も何の連絡もしていないことになるかな、私はうっかり者でもう3回もバッジの針で傷ついてしまったのですが、これからなにかちゃんとした⽂書とか本当に来るのか
な。それに⽣徒会⻑さんは総会中何回も「後⽇⽂書の形で結果を各クラスに配りますので、ちょっと待ってください。」と⾔いましたが、そんなことのために紙をいっぱい使う
のもよくないじゃないかな。 売店にお湯がないのは不便です、お湯を置いてください―また直接の「責任者」みたいな⼈がいないので⽣徒会⻑が、「売店のおばさんと話して
から決めます。」と答えました。（正直、もうこの時点で私がアニメの中の⽣徒会⻑に対する認識や憧れはもうこの現実の世界に零れて来られなくなってしまいました。。。）
それから、北⾼の⽣徒の靴下は⽩でなくてはなりませんが、⿊の靴下も許可してほしいという要望に、⾵紀委員⻑はあっさりと「昔から⽩なんで」で答えました。そして不満の
呟きが体育館を満ちました。 私が⼀番気になるのはやっぱり後夜祭のことでした。最初⾔った前配った資料にも付いていました。だれかが「後夜祭をやってほしい」という意
⾒を⾔い出しのですが、北⾼祭実⾏委員⻑は、「北⾼は住⺠地の中にあるので夜遅くまで騒ぐのは近所の⼈に迷惑をかけることだし、家が遠い⽣徒のご両親も⼼配するでしょう
から後夜祭はできません」と⾔いました。みんなはその理由をあまり納得できませんでした。そして私のいるクラスの学級委員が「後夜祭を⾃由参加にすれば、家の遠い参加し
たくない⼈は先に帰れるからいいじゃないですか」とその場でマイクを持って⾔いましたが、北⾼祭実⾏委員⻑は「後夜祭⾃体がないので。。。」と却下しました。 ああ、愕
然ですね。 確かに北⾼は住⺠地の中にあるが、グランドとか体育館とかにみんなが分散すれば特に耐えられないほどうるさくなるとは思いません。それに年に⼀回だけだと、
きっと近所の⽅も分かってくれるでしょう。まあ、私はどうしても北⾼じゃ駄⽬だと⾔うなら、広場でやればいいじゃないですかと思いましたが、それは確かに私が⽢かったよ
うです。秋⽥に広場など無いらしい。ギク。市⺠広場とかかなり違ったのならあるようですが、有料らしい。ギク。ギク。ん、でもやっぱりやる気の問題じゃないかな、いくら
なんでも、「いままでがこうだから」というのを⼝実にするのがあまりにもムカつきます。北⾼は１０８年の歴史がありますが、来年とか再来年とかに閉校するわけじゃないか
ら⻑いのはきっとこれからじゃないでしょうか。いまの⼈が思い切ってやってくれたらこれからのみんなも楽しくいられます。しかし今の⼈も来年の⼈もやらないと、いずれ、
だれかが「もう２００年続いたルールなので」と⾔うことになってしまうでしょう。それはとても悲しいことだと思います。 ちなみにですが、化学の実験の時、私が炭酸カル
シウムを塩酸（6mol ∕L）に加えようとしたら、塩酸がこぼれてしまいました。幸いけがをした⼈もいないし、スカートも⼤丈夫でしたが、これはまた、⾺⿅は簡単に治らない
証拠になりました。これから必ず注意します。せめて塩酸はもうこぼしません。
これは⽇本語で投稿されたものです

祖 天琳さんの⽇記



⽇本語が下⼿ですT T

2010.06.26

⽇本に来てからずっと、どうしてもっと真⾯⽬に⽇本語を勉強していなかったでしょうと悔しんできたが、最近、その気持ちがますます重くなってきました。  留学⽣活を振
り返る作⽂を書く時、あれれ、こう書いて⼤丈夫かなと疑ったところも多数あるし、どう書けば気持ちが伝わるかなと分からなくなったところもたくさんありました。発⾳があ
まりはっきりしていないと批判されたこともあるから、この⼀年、⾃分はいったい成⻑したでしょうか。あああ、不安になってきてしまいました。  あと⼀カ⽉もないけど、
合唱コンクールと⽂化祭を頑張りながら、ぜひ発⾳からやり直そうと思います。うん、５０⾳からやるしかありませんね。
これは⽇本語で投稿されたものです

祖 天琳さんの⽇記



やほう〜みんな元気にしてるかな︖

2011.01.19

ご無沙汰してしまいました・・・ 私は去年の９⽉から⾼校三年⽣になって、学校で元のクラスメートたちと⼀緒に勉強していましたが、１２⽉の「会考」という試験が終わっ
てからは、学校に通ってません・・・（いかにも学校をサボってるかのように⾒えるかもしれないが、そういうわけではないんです） 私は英語がちょっと下⼿だから、主に英
語や数学、化学、⽣物などを中⼼に⽇々勉強しています。（分からないことがある時は、⺟が勤めてる⼤学の頭のいい⽣徒さんに教えてもらっています）  もちろん料理の作
り⽅も⼀⽣懸命覚えようとしていますが。。 今のこの時期だといろいろ⼤変なこともあるけど、将来は⽇本で暮らしたほうがおもしろそうだと思って、私はやっぱり⽇本の⼤
学に⼊りたいと思います。 私は今年の７⽉から、東京にある富⼠国際語学院という⾔語学校で勉強する予定です。今は在留資格認定証明書の申請のための書類などを準備して
います・・・正直、ちょっとウザイのですが・・・ いつも、みんな今頃何してるかな〜ってみんなのことを思ってるよ︕〜 みんなは将来の進路についてどう計画しています
か︖よかったら教えてね〜      
これは⽇本語で投稿されたものです

祖 天琳さんの⽇記
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