
海のむこう

2009.09.26

9⽉25⽇、天⾼く⾺肥ゆる秋のある⽇、校⻑先⽣が私とグラント（アメリカ⼈留学⽣）を、⿃取砂丘を⾒に連れて⾏ってくれました。  岡⼭県の連なる⼭並を通って、天にそ
びえる⼤⽊が堂々と直⽴し、まるで”試みに天公と⾼みを⽐ぶ（中国古典中の名⽂）”の⾵格です。四⽅を眺めれば、⽬は⻘緑でいっぱいに染まります。⼭を⼀つ過ぎると、⽬の
前はにわかに⼀⾯の広々とした、あの⻘緑⾊の、波濤を巻き上げる⼤海原。  海辺に出るには砂丘をひとつ越えなければならず、はるかに眺めれば、淡⻩⾊の⼤海のようで、
⾵がそよ吹き、混じりけのない波を⽴てています。しかし近寄ってみれば、思っていたほど平坦ではなく、砂丘が⾼々と私の視線をさえぎり、頭をもたげて眺めればちょう
ど"⼭"のぼりをしている⼈はちょうど⼤海に浮かぶ⾈のようで、⼈類の⼤⾃然を⽬の前にした時の⼩ささに感じ⼊りました。”⼭”登りの道は⼆つあって、校⻑先⽣は⼀緒に⽐較
的なだらかな⽅を⾏くのを勧めてくれましたが、私たちはかたくなにグラントと険しい⽅に⾏くことに。かんかん照りのなか、⼀歩⼀歩たぎる砂に深深と⾜がうずまり、砂とと
もに滑り落ちていきます。⼀歩⼀歩が極めてつらく、⼀秒⼀秒がすこぶる⻑いのです。アメリカ⼈は⽣まれつき体が丈夫なようで、⾃分がまだ５合めのとき、グラントは⼭の峰
からを私をからかっていました。負けず嫌いなのか、早く海を⾒たかったのか、⻭を⾷いしばって、懸命に上へとのぼっってゆき、幾度かあきらめと踏ん張りの中で戦いなが
ら、ついに砂丘の上まで登り詰めました。  さわやかな海⾵のなか、私は⼼にまかせて両腕を開き、海⾵が髪を吹き乱し全⾝へ伝わっていくのに任せました。私はまるで海の
向こうが⾒えるみたいです︓林⽴する摩天楼、⼤通りの喧騒、その⾵のなかの息吹はこれほどまでに慣れ親しみ、暖かく、私は⼀匹の鴎になって、茫々たる海原を渡り、海のむ
こうへと⾶んでいくように感じました。そのとき、私は海に向かって⼼に降り積もった⾔葉を叫んでしまいたかったのですが、やはり抑えました。沈黙こそ⼈の⼼のもっとも正
直で純粋な告⽩ですから。  私は海をみるのがこれが始めてというわけではなかったけれど、こんなに感動したのは初めてです。なぜなら、  この⽇、私は１６歳になったか
ら。  海の向こうは、中国だから。

李 ⼼⾬さんの⽇記



中国への思い

2009.09.28

今⽇、校⻑が私とグラント（アメリカの留学⽣）を⿃取県の燕趙園に連れて⾏ってくださいました。 ⾞では⽇本の古典⾳楽を聴きながら、外の⾵景を眺めていました。深い緑
の⼭すそには⿊い⽡、⽩い塀の⽇本の家屋が⽴ち並び、その窓の外には野草がゆらゆらとしている静かな⾵景が広がっています。グラントはずっと写真を撮っていました。たど
たどしい英語で「⽇本が好き︖」とたずねると⻘い眼を⼤きく⾒開き即座に「もちろん」と答えが返ってきました。「じゃあ中国は︖」と聞くと私のまっすぐな視線にひるんだ
ように「もし中国に⾏くことがあればね︕」との答え。⼀応笑顔をつくりましたが、⼼の中ではちょっとがっかり。  ⾞に揺られ、やっと⽬的地に到着。遠くから、燕趙園の
ま真っ⻘な空の下に輝く瑠璃⽡をなんだか懐かしい気分で眺めました。ここ燕趙園は、河北省と⿃取県の友好都市締結を記念して中国の古典庭園を模してつくられたのです。中
国の庭園のミニチュア版ですが、⼊⼝には『燕趙⾨』の⾦の三⽂字が⼤きく掲げられています。園内では、緑の⽊々の間をそよぐ⾵を感じ、楼閣、⽔榭画廊が雰囲気をつくりだ
しています。主殿に⼊ると、壁には孟⼦や孔⼦の絵がかけられ、その下には⼋仙卓がおかれ、貴重な⽂具の数々が展⽰され、屏⾵が⽴てかけられています。墨の⾹りをかぐと、
なんだか⼼が落ち着きます。主殿を後にし、池までやってくると、残念ながらハスの花の季節ではありませんでしたが、さざ波が⽴ち、鯉が泳いでいます。七孔橋をわたり聴⾬
亭にくると、⾵がそよぎ、⼆胡の伴奏が聞こえ、とてもリラックスした気分になりました。グランドは写真を撮っては、建物の中に貼られている中国語の意味を聞いてきます。
私はあまり英語はできませんが、グランドも⼀⽣懸命聞いてくれ、私の説明を理解してくれたのがわかりました。  それから雑技を⾒に⾏きました。観客の感嘆の声が上がる
と、あの⼈たちも、私も中国⼈なのよ、と⼤きな声で⾔いたくなってしまい、これまで感じたことのない、中国⼈としてのほこりと、嬉しさがが沸き起こってきました。グラン
トがいなくなったとおもったら、記念館で唐王朝の服を着せてもらい写真を撮っていました。⼤またで駆け寄り、今度は⾃信たっぷりに「さあ、中国は好き︖」とたずねると今
度は⻘い眼をキラキラさせながら、「もちろん、⼤好きだよ」と答えてくれたので、⼼からの笑顔を向けました。  外国⼈が中国に⾜を運ばなくても、その魅⼒はわかるはず
です。偉⼤な⺟なる祖国の5千年にわたる絢爛たる⽂化、その13億の⼦孫達の才知を⽤いれば、世界を震撼させ、感動させることができるはず。異郷で、祖国のすばらしさをあ
らためて認識しました。  ⺟なる祖国︕今⽇、あなたを誇りに思いました。明⽇は更にすばらしい国にしてゆきます︕

李 ⼼⾬さんの⽇記



部活動

2009.10.13

学校のインタ-アクト部に⼊って、⽔曜と⽊曜の放課後に活動しています。先週は古新聞でバッグとカゴをつくりました。私は四川から来ている⼥の⼦と⼀緒に、⼿提げバッグ
を作りました。これを⾒た⽇本⼈はみんな『中国⼈、すごい︕』って⾔ってくれます。部活で岡⼭県の公益活動にもよく参加しています。私は⾳楽会で⼆胡の演奏もしました。
私たちの学校には中国、韓国、アメリカ、ドイツ、カンボジアなど、たくさんの外国⼈の⽣徒も在籍しています。部活動には調理実習もあって、今度、四川の彼⼥と⼀緒に餃⼦
を作ります。これから、いろんな国のおいしいものが⾷べられそうです。  なかなか有意義な部活動ですよね。ここのメンバーになれてよかったな。

李 ⼼⾬さんの⽇記



留学⽣試験

2009.11.08

今⽇⾼3⽣全員が留学⽣卒業試験を受けに岡⼭市に⾏ってしまいました。⽇本⼈は家に帰っちゃって、寮には私たち何⼈かしか残っていなくて、なんだか物寂しい。どうかみん
な良い結果が出せますように︕

李 ⼼⾬さんの⽇記



松⼭城の紅葉

2009.12.05

先週の⾦曜⽇、学校の先⽣が私たちを備中松⼭城に連れて⾏ってくださいました。 岡⼭県⾼梁市の北端に⼤きな⼭が聳えています。南から⾒た⼭容が、草の上に伏した⽼⽜の
姿に似ていますから、「臥⽜⼭」と呼ばれ、備中松⼭城はその頂を中⼼に全域に及んでいます。松⼭城は⽇本で位置が最も⾼い城なので、「天空の城塞」と⾔われています。し
かし、私は⼀番好きなのは、松⼭城の紅葉です。 ⾞をおりると、すぐに秋の気配を感じました。⾒渡すかぎりの紅葉は、松⼭城に鮮やかなオーバをまとってあげるようでし
た。⼭道をゆっくりとたどり、だんだん秋の気配が濃くなってきました。⾵ではらはらと散る紅葉は、まるで蝶のように空を⾶び舞い、すごくきれいでした。紅葉は地⾯に落
ち、⼟に埋まっても、後悔するはずがないでしょうか。なんといっても、紅葉は空を⾃由に⾶び舞い、⾃分の最も美しい⼀⾯をあらわしたことがありますから。 私は紅葉を⼀
⽚拾い、本にはさみました。
これは⽇本語で投稿されたものです

李 ⼼⾬さんの⽇記



運命の神様

2009.12.09

先週の⽇曜⽇、クリスマスを迎えるために、新⾒キリスト教会の⼈はパーティーを⾏った。 実は、クリスマスまでまだ⼆⼗⽇間ほどあるのに、12⽉6⽇にパーティーをするの
はちょっと早いんじゃないかと思ったが、このことから⾒ると、クリスマスは⽇本⼈の若者にも⼈気があるでしょう。 パーティーは夜の6時半に始まりました。祈りの後で、ケ
ーキを⾷べながら、聖歌を聞きました。その中の⼀曲が印象深く、今でも脳裏に残っている。それは「⼈の歩みは」という歌だ。 ⼈の歩みは主によって確かにされる 主はその
⼈の道を喜ばせる その⼈は倒れても打ち伏せられることはない 主のみ⼿が私の⼿を握ってくださるから 世の中に本当に神様が存在するのなら、私たちがつらいことに遭った
時、助けてくれたり、励ましたりしてくれるの︖実は、本当の神様は他⼈じぁなくて、⾃分⾃⾝だと思う。⼈間として、私たちは⾃分の運命を握り、⾃分で選んだ道を歩いてい
る。間違えても、失敗しても、最後は決して希望を捨てるわけにはいかない。だから、倒れても、⾃分の⼒で⽴ち上がるべきだと思う。 世の中にはもともと神様なんか存在し
ない。本当の運命の神様は、私たち⾃⾝だ。
これは⽇本語で投稿されたものです

李 ⼼⾬さんの⽇記



バレエ

2009.12.21

昨⽇、私は友達と新⾒⽂化交流館へバレエを⾒に⾏った。 それは「くるみ割り⼈形」というバレエだ。1892年にロシアで誕⽣し、19世紀末のドイツのクリスマスイブに起った
物語を述べている。シュタールバウム家のクリスマスパーティーで娘クララがもらったプレゼントはくるみ割り⼈形だった。その夜、家中が寝静まった真夜中の居間では、くる
み割り⼈形とおもちゃの兵隊がネミズたちと戦っていた。クララがくるみ割り⼈形を助けると⼈形は王⼦様に変⾝し、お礼にクララを雪の国やお菓⼦の国へと案内した。実に⾯
⽩い物語だったね。 演出が始まると、観客のまなざしはすぐステージのデザインとダンサーの美しく華やかな⾐裳を誘い込まれた。バレリーナは華麗な⾳楽に合わせて、まじ
めに踊り、楽しさも悲しさも全部バレエの中で表された。その中、私が⼀番好きなのは第⼆幕で、「お菓⼦の国」というだ。情熱的なスペインの踊りにはじまり、静かなアラブ
の踊り、豪快なロシアの踊りなど⾊々な国の踊りを⾒せてくれた。すごくきれいだった。中国の踊りもあったけど、伝統的な中国⺠族踊りじゃなくて、なんとなくもっといい踊
りがあると思ったから、ちょっとがっかりした。でも、そんなにすばらしいバレエを⾒て、とても楽しかった。でも、演出を⾒る間、写真が撮れなったので、とても残念だっ
た。それでは、美しい画⾯をいつまでも⼼の奥に残させよう。 実は、⼈⽣も⼤ステージで、私たちはみなダンサーだ。⼈⽣のステージで⾃分の⼀番すばらしい⼀⾯を表したい
なら、汗⽔と努⼒を払う必要だと思う。皆さん、いっしょに⼈⽣の踊りをよく踊ろう。
これは⽇本語で投稿されたものです

李 ⼼⾬さんの⽇記



安全運転をしてください

2009.12.22

今⽇の午後、私はインターアクト部のクラスメートといっしょに新⾒市で⾏われた交通安全についてのイベントに参加した。 午後の2時、短いスピーチの後で、イベントが正式
に始まった。私たちは⼤通りの両側に⽴ち、⽌めてある⾞のドライバーに宣伝びらをまいた。「安全運転をしてください。気を付けて、運転してください。」私は⾔いながら、
両⼿でびらを運転⼿に渡した。運転⼿は笑顔をして、びらを受けた。「分かりました。」「ありがとうございました。」なだという答えを聞き、何だかうれしい感じがした。
安全運転とは、簡単なスローガンと考えられることができなくて、私たちはしっかり守らなければならない。 今⽇のイベントがいい交通環境を創造するにとって、とても役⽴
ったと思う。今後、そのような活動をまた参加したいなあ。
これは⽇本語で投稿されたものです

李 ⼼⾬さんの⽇記



成⻑

2009.12.23

今⽇の朝、起きると、私はすぐ友達といっしょに寮に⼀番遠いスーパーへ買い物に⾏った。 ⾵が強くて、ずっと⾬が降っていた。私は古いし、乗りにくい⾃転⾞に乗り、困難
に前へ進んだ。⾮常に冷たい⾬⽔が顔に落ち、髪も⾬に濡れた。私は寒さでぶるぶるふるえった。この時、私に7か⽉の前、体育試験を受けた後で、クラスメートといっしょに
⾃転⾞で帰った光景を思い出させた。その⽇も⼤⾬が降り、⾬のしずくが顔に落ちると、針で刺すように痛かった。レインコートを着ていても、濡れ⿏になっちゃった。私たち
は蘇軾の名句を暗誦しながら、互いに励まし、家に帰った。「⾜杖芒鞋轻胜马，谁怕︖⼀蓑烟⾬任平⽣」。今回想すると、なんとなく懐かしい感じがした。 だいたい30分ぐら
いが経ち、やっとスーパーに着いた。たくさんの物を買い、また⾵⾬に寮へ帰る道に踏んだ。でも、全然疲れる感じがしなかった。 寮に帰ってから、お腹がすいたから、ラー
メンを作った。お湯を沸かしたり、野菜を切たりして、忙しく作り、ついにできた。ラーメンをほくほく⾷べ、気持ちがすぐによくなった。そんなにうまくなかったけど、⾃分
で作ったのなので、なんだかおいしいと思った。だから、もりもりと⾷べてしまった。 ⽇本に来てからもう4か⽉ぐらい経った。つらいこともあるし、困ったこともあったけ
ど、知らず知らず成⻑したみたいだ。「回⾸向来萧瑟处，归去。也⽆风⾬也⽆晴」。
これは⽇本語で投稿されたものです

李 ⼼⾬さんの⽇記



プレゼント

2009.12.24

もうすぐ⽇本のお正⽉で、だんだん新年の気配が感じるようになった。昨⽇スーパーで買い物をした間に、つい素敵なプレゼントがたくさん並んでいるのを⾒掛けた。たぶん新
年のプレゼントと⾒なして、⽬上の⼈や親戚に送る物だろうと思った。それを⾒ると、寮の先⽣が今⽇家に帰ることを急に思い出した。私は⽇本に来て、だいたい4か⽉ぐらい
しか経たなかったけど、先⽣の⼤変な世話になったから、⼀つを買い、先⽣に差し上げることにした。しっかり選んだ後で、やっと決まった。それは岡⼭県のお⼟産で、⽩桃餅
という。⾷べたことがないけど、おいしそうだった。⾷べ物が⼊れてあるケースは⾊紙で包まれて、リボンも結んであった。それに、⾊紙に桃太郎の画像がかいてあり、めちゃ
かわいかった。あっ、そうだ。岡⼭はもともと桃太郎の古⾥だね。 寮に帰ってから、私はプレゼントをこっそり隠し、先⽣を気付かせなかった。今⽇の午後、先⽣が家に帰る
前に、取り出した。「そんなに珍しい物じゃないですけど、私の真⼼がこもっていますよ。どうぞ。新年おめでとうございます。」と私が⾔いながら、両⼿でプレゼントを先⽣
に渡した。先⽣は笑顔をして、ずっと礼の話を⾔った。 今⽇、私はなんだかうれしい感じがする。1⽉1⽇までまた何⽇間かあっても、新年の気配がもっと濃くなったと思う。
これは⽇本語で投稿されたものです

李 ⼼⾬さんの⽇記



⽇本でのお正⽉

2010.01.08

初めて家を離れて、外国で新年を迎えた。⽇本⽂化がもっとよく了解できるために、あたしはチャンスをもらって、⽇本⼈の家に⾏って、いっしょにお正⽉を過ごした。 ⽇本
⼈の家に着いた時は、⼤晦⽇の夜だった。ちょうどおせち料理を作っていた。あたしも⼿伝った。おせち料理とは、正⽉に⾷べるお祝いの料理のことだと⽇本⼈が教えてくれ
た。ぶり照焼、お雑煮、⿊⾖と、だいたい⼆⼗種類ぐらい作った。それから、⼀つずつを重箱に⼊れて、すてきな形がするように並べた。それに、なんとか⾔う花を飾りとし
て、⾷べ物の上に置いた。⽇本⼈の話では、幸せなんかを祈るためだそうだった。めちゃめちゃきれいだった。あたしは写真も撮ってもらった。 あたしが中国⼈で、中国では
お正⽉の時に餃⼦を⾷べる習慣があるので、⽇本⼈はわざわざと餃⼦を作ってくれた。すごく感動した。中国では餃⼦のかわが直接スーパーで買うんじゃなくて、家で作ると聞
いた後で、⽇本⼈はびっくりした。けど、やっぱり家で作ってくれた。家でよく餃⼦を作るけど、あたしは⾒るだけですんだ。⾃分でやったことがない。何となくかわを作るの
は難しいことだと思った。だから、最初は胸がドキドキしていた。でも、⾃分でやってみた後で、思ったより簡単なのに気が付いた。お⺟さんが作ったのほど丸くなかったけ
ど、なんといってもやっと⾃分の⼒でできたから、なんだかうれしかった。 初めて外国で過ごしたお正⽉は、本当に楽しかった。それを珍しい思い出として、あたしの⼼の底
に残して、いつまでも忘れられないと思う。
これは⽇本語で投稿されたものです

李 ⼼⾬さんの⽇記



あなたはお酒が強いですか

2010.01.15

今⽇は、⽣物の授業で先⽣と共にめちゃ⾯⽩い実験をした。テーマは「あなたはお酒が強いですか」というものだった。私達はまだ未成年だから、お酒なんか飲めない。だか
ら、先⽣はわざわざ保健室から綿球やアルコールなどを持ってきた。 実験が思ったより簡単だった。まず綿球をアルコールにひたし、それからうでに置いて、ばんそうこうで
はりつける。だいたい7分ぐらい経って、ばんそうこうをはずし、また10分ぐらい待つ。⽪膚の⾊の変化によって、お酒が飲めるかどうか判断する。もしばんそうこうをはずし
ていない間、⽪膚の⾊が⾚くなったら、強陽性でお酒が飲めないといわれる。さらに、少ししか飲まなくても⽣命が危ないという話もある。ばんそうこうをはずしたところの
時、⾊が変わらないけど、後でだんだん⾚くなる⼈は、陽性でお酒が弱くない⼈だ。反対に、ずっと⾊が変わっていない⼈は、陰性でお酒が強い⼈だといわれる。あたしはいっ
たいどんな性かな。はやく知ったら、いいなと思ったけど、何だかどきどきした。もし結果が強陽性だったら、どうすればいいの︖(あたしはお酒が好きだよ︕)だけど、中国⼈
はみんなお酒が強いそうで、ちょっと安⼼した。 よかった︕陰性だ。でも、クラスメートの韓国⼈は強陽性らしい。かわいそう。彼は韓国ではお酒を飲んだことがある︖韓国
も⽇本のように未成年⼈がお酒が飲めないの︖
これは⽇本語で投稿されたものです

李 ⼼⾬さんの⽇記



⾃然の美しさ

2010.01.24

今⽇昼ご飯を⾷べてから、外を⾒ると、天気がいいなあと思って、何となくどこかに散歩しに⾏きたい。また、今⽇はちょうど図書館に本を返す⽇だなんて急に思い出したか
ら、少し準備して、出かけた。 図書館で《窓ぎわのトットチャン》という本を⾒つけた。中国にいる時、⽇本語の先⽣にそれがめちゃ⾯⽩い本だと教えてもらった。私は中国
語になおした本しか読んだことがない。だから、今度は⽇本語の本を読みたい。 本を借りたら、図書館の帰りに川すに寄った。午後の太陽の光が⽔⾯まで射しこんでいて、す
ごく美しかった。その時、私の視線の中に鶴が⼆⽻⾶んできた。真っ⽩な⽻で、きれいな曲線で、⾃由に⾶んでいて、⻘い空にとてもよく合う。私はあそこに⽴ち、だんだん消
えていく鶴の姿を⾒ると、何だか感動した。⽣まれた時からずっと都会に住んでいた私にとって、⽥舎の⽣活は確かに新しい⽣活だ。だけど、さっき⾒えた景⾊は⼤都市でどう
しても⾒えないのだろう。⾃然は、本当にすばらしいものだね。私はそう思う。
これは⽇本語で投稿されたものです

李 ⼼⾬さんの⽇記



針供養

2010.02.05

今⽇は針供養だ。針供養って、いったいどういうものかよくわからないけど、⽇本の⼥性は針が使えない⽇だそうだ。今⽇の4時間⽬、皆は体育館に集まって、針を⾖腐に挿し
込んだ。なんでそんなことをするか、まだわからないけど、⾯⽩かった。
これは⽇本語で投稿されたものです

李 ⼼⾬さんの⽇記



スキー

2010.02.05

来週の⽉曜⽇、留学⽣は全員スキーに⾏く。 わたしはスケートを⼀度やったことがあるけど、スキーは初めてだ。できるかなと思って、ちょっと緊張する。 だけど、とても楽
しみだ。
これは⽇本語で投稿されたものです

李 ⼼⾬さんの⽇記



スキー

2010.02.09

昨⽇、先⽣は私たちをつれてスキーに⾏ってくれた。 でも、⽇曜⽇の午後からちょっと熱があったらしい。スキーに⾏けるかなと⼼配して、なんといってもせっかくチャース
をもらったから、あきらめたくない。だから、体調が悪くてもスキーに⾏くことにした。 スキー場について、服を着替えた。厚いスキーの服を着て、みんなもふとくなったみ
たい(みにくいけど)。スキーの靴はおもくて、特にはきにくい。私の靴は⼩さすぎるし、どうしてもはけない。 コーチはスキーについていろいろおしえてくれた後、スキーは
やっと始また。まずケーブルカーで⼭をあがって、⼭から滑べっておりる。スキーは初めてなので、全然できない。⼭の頂上から下を⾒ると、頭が急にくらくらしてきた。こわ
いけど、ずっと⾃分に「⼤丈夫だ︕勇気を出して、絶対できる︕」と⾔ってた。滑べり始めて、すぐに転んちゃった(痛い︕)。⽴ち上がって、また転んだ。ずっと転んで⽴ち上
がるのを繰り返して、最後は⽴ち上がれないほどだった。私は全部5回も滑べって、最初は何度も転んちゃったけど、最後の1回は1度だけ転んだ(すごいでしょう︕上⼿になっ
たよ。もちろん転び⽅も上⼿になった)。 あっ、そうだ。昼の塩ラーメンもおいしかった。 だけど、寮に帰えてきて、体めちゃだるくて、病気もひどくなってきたらしい。⼤変
だなあ︕
これは⽇本語で投稿されたものです

李 ⼼⾬さんの⽇記



病気になっちゃった

2010.02.09

先週の⼟曜⽇、スーパーから寮に帰る途中で、アイスクリームをすごく⾷べたいから、ひとつを買って、歩きながら⾷べた。雪が降ってたけど。。。。。。 そのうえ、スキー
をして疲れたから、やっと病気になってたおれた。頭もくらくらしてるし、のども痛いし、体温器を⾒ると、38。5°びっくりした。だれか助けてくれ︕ 実は、⽇本に来てか
ら、ずっと元気だったよ。⾵邪さえ引いたことがないのに。今⽇はもともと学校にいかないつもりだったのに、くすりを飲んで、病気が治った︕まったくもう︕ さらに、その
アイスクリームもおいしくなかったし、今度絶対買わない︕
これは⽇本語で投稿されたものです

李 ⼼⾬さんの⽇記



陶芸

2010.02.10

私が作った陶芸の作品は美術館で展覧された︕ 皆さん、信じますか︖すごいでしょう︕ ⼀つは急須で、もう⼀つは猫だよ(うちも猫が1匹飼っているから)。 昨⽇の午後美術館
に⾏って、写真をいっぱい撮った。 みなさんに⾒せてあげたいけど、寮でインターネットのスピードがおそすぎるので、どうしてもできない。 ごめんね。今度ぜひ︕
これは⽇本語で投稿されたものです

李 ⼼⾬さんの⽇記



痩せた

2010.02.20

皆さん、知ってるの︖あたし痩せたよ。 ⽇本に来てから、お⾁とかおやつとかよく⾷べたから、すぐに太っちゃった。体重をはかると、悔しいなあ︕⼤丈夫なのかなと思っ
て、とにかくこのまま続いていったらもうだめだ。ダイエットしないといけない︕ もともとは毎⽇の朝早く起きて運動するつもりだったのに、あたしは運動神経なんて本間に
ないので、あきらめた。だから、節⾷するしかない。毎⽇ご飯は少ししか⾷べないで、お腹すいた時もフルーツやヨーグルトばかり⾷べて、ビスケットのようなおやつは絶対⾷
べない。よく頑張った末、やっとダイエットに成功した。⽇本に来る前の体重に戻って、よかったなあ︕
これは⽇本語で投稿されたものです

李 ⼼⾬さんの⽇記



かみがたを変えた

2010.02.21

この前はかみがたがちょっと変わって、なんか昔と違う感じがした。そして、中間研修の時に「きれいになった」って⾔われて、うれしかったなあ︕岡⼭に帰って、なんかかみ
がたをもうちょっと変えたらいいなあと思って、短く切ることにした。 ⻑い髪を短く切るなんて、正直あたしも困った。だけど、もう決めたから後悔したくない。だから、思
い切って髪を切った。そんなに短くないけど、まあ前と全然違う感じだと思うよ。もし時間があれば、皆さんに写真を⾒せてあげるわ。
これは⽇本語で投稿されたものです

李 ⼼⾬さんの⽇記



写真

2010.02.23

新しい髪型はどう︖
これは⽇本語で投稿されたものです

李 ⼼⾬さんの⽇記



千と千尋の神隠し

2010.02.25

《千と千尋の神隠し》という映画の有名さ、中国にいた時にもう知ってた。クラスメートはほとんどその映画を⾒たことあるけど、あたしは残念にずっと⾒てなかった。昨⽇⽇
本⼈の友達と⽇本映画についていろいろしゃべって、「《千と千尋の神隠し》めちゃ⾯⽩いよ。必ず⾒てね。」って薦めてもらったから、⾒てみたいなあと思って、パソコンで
⾒た。 名前が「千尋」という⼥の⼦は、両親と家に帰る途中で、道を間違えたために何時の間にか⾒知らぬ世界に⾏った。両親はその世界の⾷べ物を⾷べたから、ぶたになっ
ちゃった。千尋はとても悲しくて、両親を救うことにした。千尋は⾃分のやさしさでほかの「⼈」に感動させ、みんなの⼿伝いのおかげで、両親と⼀緒に⼈間の世界に戻れるよ
うになった。 本間に素晴らしい映画だなあと思って、特にその違う世界、あたしも⼀度体験してみたい。中国も《千と千尋の神隠し》のようにいい映画を多く創作してほしい
と思う。
これは⽇本語で投稿されたものです

李 ⼼⾬さんの⽇記



卒業式

2010.02.26

今⽇は卒業式だ。 そのため、⽕曜⽇からずっと準備しておいて、何度もリハーサルした。卒業式は体育館で⾏われるので、あたしも⼿伝って体育館の壁に紅⽩の布を掛け、椅
⼦もきちんと並べた。それからは校歌の練習。いい歌だなあと思って、メロディーも美しいし、リズムも速くないし、そしてその歌を作った⼈もけっこう有名だそうだ。けれど
あたしは、校歌の歌詞がどうしても覚えられない。どうしよう︖やっぱり、ちゃんと練習しなくてはだめだな︕ とうとう卒業式が始まった。まず国歌を歌い、それから校⻑と
市⻑の講演、卒業⽣代表のスピーチ、最後は校歌を歌って卒業⽣退場。何度も「起⽴、礼、着席」をして、少し疲れたけど、みんなやっぱりちゃんとできた。送別の⾳楽が鳴る
と、空気も悲しくなってきて、何⼈かもう泣きだした。 先輩たち、半年間にお世話になりました。本当にありがとうございました。これからも頑張って下さい︕
これは⽇本語で投稿されたものです

李 ⼼⾬さんの⽇記



テスト

2010.03.01

今週はテストだ。 テストの勉強のために、寮の消灯時間も前の夜10時半から11時半に変更した。ほかのテスト全部受けないといけない留学⽣と⽐べて、あたしずっとラッキー
で、先⽣に「受けたい科⽬だけ受けたらいい」って⾔われた。だけど、あたしいつも外に遊びに⾏きたいと思っていて、あんまり勉強しなかった。中国ではもう習った知識もだ
んだん忘れてきて、勉強する気全然ないけど。。。。。。どうすればいいの︖困ってるなあ。。。。。。 嫌なテスト︕ やっぱりちゃんと勉強しなくちゃいけないなあ︕
これは⽇本語で投稿されたものです

李 ⼼⾬さんの⽇記



バスケットボール部に⼊った

2010.03.02

皆さん、そのテーマを⾒て、驚かないでね。 あたし背も低いし、運動神経もあんまりないから、バスケットなんて全然無理。そしてうちの学校では、バスケットだったら男⼦
部しかないので、あたしバスケットボールするわけがない。 実は、今度あたしはマネージャーとして、バスケットボール部に⼊ったんだ。この前はマネージャーって、いった
いどういう仕事かよく分からなくて、「掃除じゃないよね」っていうように幼稚な問題さえ聞いちゃった。「点数をつけるとか、応援するとか」って返事してもらって、ほっと
した。 ⼀番⼤切なのは、バスケットボール部に⼊ってから、いろんな試合で外に遊びにいけるかもしれないんだよ。今週の⼟曜⽇初めての練習。楽しみなあ。
これは⽇本語で投稿されたものです

李 ⼼⾬さんの⽇記



⽇本舞踊

2010.03.29

昨⽇、⽇本舞踊を⾒に⾏きました。 ⽇本舞踊といえば、昔テレビを⾒て、なんか着物を着てる⼥の⼈は扇⼦か傘を持って踊るイメージがありましたが、実際に⾒たことがない
んです。だから、すごく楽しみでした。 今度の踊りは伝統的な⽇本舞踊に基ついて、演歌を背景⾳楽として、創作された新しい踊りだそうです。そして、踊る⼈はみんなお年
寄で、退職したら⽂化館みたい所へ⾏って、⽇本舞踊を習ったそうです。その中、88歳のおばあさんも出ました。私は⽇本舞踊なんてよく分からないから、ただ着物のすてき
さによって、その踊りがいいかどうか評価しますが、やっぱり素晴らしいなあと思いました。⼀番好きなのは《博多恋しぐれ》という踊りで、今も⼼の奥に残っています。 ち
ょっと~~正直に⾔って、演出時間が⻑過ぎて、ちょっと眠かったけどなあ(笑) その後、神楽を習ってる⼦供も出て、難しそうな⾔葉を暗誦しながら踊りました。すごいなあ
~~ 最も楽しんでいたのは、最後のハンカチまきなんです。私も中に飴が⼊れてたハンカチを⼀枚もらって、記念品として残しました。
これは⽇本語で投稿されたものです

李 ⼼⾬さんの⽇記



お久しぶり

2010.04.25

⽇記を書くのは本当に久しぶりですね。超⻑い間⽇記を書いてなくて、ちょっと恥ずかしいけどなあ~ カレンダーを⾒ると、帰国まで3か⽉ぐらいしか残ってないのに気つい
て、時間は速いもんだねと感慨しながら、もっと有意義な⽣活を送るように頑張りたいと決⼼しました。その上、7⽉⽇本語能⼒試験1級に挑戦するつもりなので、もう努⼒し
なきゃいけないなあと思って。。。 この間ずっと、明⽇からちゃんと勉強するとか明⽇からダイエットするとか、なんでも「明⽇から」って、そのような話ばかり⾔っていま
した。先⽣に「明⽇は永遠にある」って笑われちゃったこともあった(笑)。今⽇から頑張ればよかったものを、なぜ明⽇まで待たせずにはおかないのだろう。だから、今度はそ
うじゃなくて、「今⽇から頑張るの」って⼤声で⾔いたいと思うんです。
これは⽇本語で投稿されたものです

李 ⼼⾬さんの⽇記



鷲⽻⼭ハイランド

2010.05.09

昨⽇、友達と鷲⽻⼭ハイランドに遊びに⾏った。 正直はねえ、もともと東京ディズニランドへ⾏くつもりだったの。帰国するまで、ただの⼆ヶ⽉ぐらいしか残ってない。もし
今度⾏かなければ、またチャンスないかなと思ったけど。。。やはり東京まで遠いし、お⾦もけっこうかかるし、そのうえに泊まる所もないので、⾏こうにも⾏きようがなく
て、最後は諦めちゃった。ちょっと残念だけどな~、友達に「鷲⽻⼭ハイランド⾏かん︖うちの近くにあるよ」って誘われて、東京の替りにそこへ⾏くことにした。 鷲⽻⼭ハイ
ランドって、もちろんディズニランドと⽐べ物にならない。でも、瀬⼾内海の隣に建って、中にはものすごく⾯⽩いやつがたくさんあって、「ワクワクとドキドキがいっぱい」
って⾔われている。中に⼊ると、⼀秒も早くターボドロップというものをチャレンジした。椅⼦に乗って、機械と⼀緒にタワーの頂上まで上がったら、すぐ⼀気に下まで落ち
る。そういうふうに何回もして、乗る⼈の呼ぶ声ばかり聞こえる。そのスリル、想像にはかたくないでしょ~あたしも勇気をだして挑戦した。でも、思ってたほどこわくなかっ
たけど、だたの降りたらちゃっと両⾜の⼒が抜ける気がした。その次は、レインボーワープに乗った。ぐるっと1周15分ぐらいで、⼀番⾼い所にあがって、眺めは最⾼︕そし
て、メリーゴーランドに乗って、⼀瞬に⼦供時代に戻れるなんてさあ(笑)。その後もめちゃ遊んで、最後はジェットコースター乗って、⽴ったまますげ~⾯⽩かった。もともと
バンジージャンプもチャレンジしたかったの。しようと思ったら、⼀回⽬は⼈が込んでいて、できなかった。⼆回⽬はちょうど休みだった。三回⽬もいろいろでできなかった。
正直に⾔って、勇気がないから(笑)。⺠族⾐裳を着ていて踊る外国⼈もいるそうだけど、残念なことに会ってなかった。 鷲⽻⼭ハイランドを出て、スポーツセンターに⾏っ
て、ボーリングーをやった。苦⼿だから、うまくできなかった。最後の成績は⽬もあてられない(笑)。 少し疲れたが、本当に楽しかった。
これは⽇本語で投稿されたものです

李 ⼼⾬さんの⽇記



⽔泳

2010.05.10

皆さん、いいニュース教えてあげるわ。私、やっと⽔泳ができるようになったの︕ そんなことを⾔って、ちょっと恥ずかしいけどな~⽔泳って、簡単だろうと思ってる⼈がたく
さんいるかもしれないんですが、私にとって全然簡単なことじゃなかったです。 実は、⼦供の頃⽔泳を少し習ったことがあるんですが。その時はまだ⼩さいので、めちゃ冷た
い⽔の中に⽴って、ずっとぶるぶる震えて、だめでした。だから、その時から⽔のことだんだん恐くなってきて、⼀度もプールに⾏ってなかったです。 この前はちょうどゴー
ルデンウィクで、先⽣は私たち何⼈かつれて温泉へ⾏きました。その温泉はプールがついているので、温泉に⼊りがてら泳げに⾏きました。プールの⽔は思っていたよりかなり
浅くて、胸までだけでした。しかし、前は失敗の経歴があったから、どうしても忘れられませんでした。諦めようとする時、先⽣が「⼤丈夫︕あなたならやれる︕」って励まし
てくれて、⾃信が少しずつもらってきた気がしました。 ⼀⽣懸命頑張った後、やっと泳げるようになりました。そんなにうまくできないんですが、喜びようといったらなかっ
たです。
これは⽇本語で投稿されたものです

李 ⼼⾬さんの⽇記



プレゼン

2010.06.21

皆さん、久しぶり︕ 先週の⽕曜⽇、私は新⾒市の短期⼤学へ⾏って、英語サロンでプレゼンテーションをしました。 中国についてのプレゼンなので、その⽇に私はわざわざチ
ャイナドレスを着ました。⿓と鳳凰の模様のついた服で、とってもきれいでした。プレゼンは夜6時半に始まって、上海万博の紹介から本題に⼊って、中国の基本情報などいろ
いろ発表しました。中国でいろんな所へ旅⾏に⾏った時に撮った写真もたくさん⼊れて、⼀枚ずつ説明しました。 それから、私の中国の学校についても紹介しました。どのよ
うな学校とか、倶楽部は何かあるとか、いろいろ話しました。うちの学校は毎⽇朝7時から夜9時まで授業を⾏うなんて聞くと、みんなは「へ~、そんなにあるの︖信じられな
い」って、すごくびっくりした顔をしました。 最後に⼆胡も弾かせてもらいました。2曲を弾いた後、みんなにアンコールされて、しょうがなくてもう1曲を弾きました。「北
国の春」という⽇本の曲でした。全然準備してませんでしたでけれど、意外で間違えずにうまく弾くことができました。 1時間ぐらいのプレゼンが終わって、発表したことにつ
いて、みんなにいろいろな問題も聞かれました。たいへんいい経験になったと思います。 最後に、皆さんに⼀つの内緒を知らせます。今度のプレゼンで2000円の給料ももらい
ましたよ。やった︕(笑)
これは⽇本語で投稿されたものです

李 ⼼⾬さんの⽇記



さようなら︕グラント君

2010.06.21

同じクラスのグラント君は明⽇アメリカに帰る。ゲラントは交換⽣として、去年の8⽉に⽇本へ来た。私はグラントとだいたい同じ頃⽇本に来たから、1年間でよく話できて、
仲よかった。 昨⽇、グラントと⼀緒に遊びに⾏って、電⾞で1年間の留学⽣活を笑いながら振り返った。初めて会った時の英語での⾃⼰紹介とか、⼀緒に陶芸と浴⾐を作ったこ
ととか、いろいろ思い出して、懐かしいなあと思った。 あっという間に1年間もう経った。この前、もっとずっと遠くあるもんだと思ったのに、明⽇もう離れるなん
て。。。。。。時間は本当に速いね~ グラント、1年間お疲れ︕本当に楽しかったよ。アメリカに戻っても、頑張ってね︕あたしのこと、絶対忘れるなよ︕
これは⽇本語で投稿されたものです

李 ⼼⾬さんの⽇記
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