
私への

2009.09.02

ハロー 無事に⽇本に到着しました。 昨⽇は電話できなくてごめんね。 みんな家に電話するので順番待ち。 みんな家を恋しがって、僕もね。ハハ ハハ、まずここでご報告を。

范 中宝さんの⽇記



こんにちは よろしく 範中宝です 

2009.09.03

9⽉1⽇、 全国各地から集まった35⼈の仲間とともに、⾶⾏機で、かしこまったそれぞれの表情の下、同じ信念、気持ちを抱き、⾝近で未知の国、⽇本にやってきました。 まず
は⾃⼰紹介を。 範中宝といいます。 吉林省⻑春市の出⾝です。明朗快活で、みなさんとすぐに友達になれると思います。 みんなと何⽇間かを⼀緒に過ごし、坤傑、楊雪、王
菊、⼒慧、⿈海沛,祖天琳など、たくさん友⼈ができました。 ⼟曜⽇にはみんなとお別れです。僕達はそれぞれ、全国各地に旅⽴って⾏きます。今度会えるのは半年後。みんな
のことが懐かしくてたまらなくなるだろうな。 ハハハ、ちょっとグチっちゃったね。わかってくれよ〜〜ハハ︕ ヨロシクオネガイシマス〜

范 中宝さんの⽇記



来⽇1⽇⽬ 9⽉1⽇

2009.09.07

来⽇1⽇⽬ 9⽉1⽇ 朝４時に起きてホテルを出発（⼀番遅くまで寝ていた）。重いトランクを提げて、朝⾷をうけとり、⼭崎先⽣が４班に班分けを。僕は班⻑だ。 でも班⻑は
全員男⼦だけ（全部で５⼈。あと⼀⼈はリーダー）ちょっとヘンな感じ。 空港へのシャトルバスで、班⻑として、王然先⽣を⼿伝って、みんなにマスクを配布。ハハ〜 空港に
はたくさんの家族が⾒送りに来ていた。お⺟さんも僕の⾒送りにきたがっていたけれど、やめてもらった。あの⼈に迷惑かけるのは嫌だったから（⺟親をあの⼈よんでいる）。
ボーディングチケット受け取り、周りではみんな家族に荷物を持ってもらっているのを⾒ても、別にうらやましいとは思わなかった。僕はもう⾃⽴しているからね（まあ、朝起
きられないことはぬかして）。⼒もあるし（荷物はすごく重いけれど）⾃分の事は全部⾃分でできる。たいしたことないよ〜ハハハ︕ 初めて国際線に乗って（⾶⾏機に乗ると
めずらしいことだらけだ） 初めて外国に（⽇本だ） 初めてお⺟さんと別れて（さみしいな） ⾃分は泣かない（おかしいかな） ⾶⾏機の中でお⺟さんからの⼿紙を読んだ。⼿
紙からもお⺟さんが僕にすごく期待してくれているのが良くわかる。以前、お⺟さんに⼼配をかけていた時期もあった。毎⽇先⽣とけんかをし、授業をサボり、何⽇も学校に⾏
かないこともあった。１週間、家に連絡も⼊れないで外を泊まり歩いたこともある。普通だったらそんなことをしていたら、両親から⾒離されてしまうだろうけれど、あの⼈
（お⺟さん）は違った。あの⼈が弱⾳を吐くところなんて⾒たことがない。毎⽇⺟親としてできる精⼀杯のことをしてくれようとした。お⺟さん、本当に感謝している。もっと
早くわからなくちゃいけなかったことが、今になってようやくわかったよ。 今はもう落ち着いている。僕は⾏くけれど、⼼配しないで。⾔うまでもなく僕は運が強い、⽇本語
がうまくないのに今回の選抜試験にも合格したしね。すごいことだよ。武漢で外国語ヒアリングトップの⼈も受からなかったのに、僕は受かったんだ。今、絶好調ってカンジか
な。SORRY、ちょっと⾔い過ぎたかな。 あのさあ（お⺟さん）、⽇本でのことは⼼配しないでいいよ。僕は絶対⼤丈夫だから︕ ⾶⾏機で新しい友達ができた。名前は楊雪。
１２時半、⾶⾏機到着。グループの宋さんの預けたトランクが出てこない。慌てる様⼦はなかったけれど、⾃分も⼒になるよ︕（また、ひとり知り合えた。とはいっても向こう
は僕のこと知らないだろうけれど。荷物は無事、⼆⽇後東京に送られてきた） 東京につくと湿った空気を感じた。駅を出るときにテレビ局の取材がきて緊張してしまった。ハ
ハ、なんていったらいいのかな。 １時、バスに乗って東京の公園へ（SORRY、公園の名前は覚えていない）バスの中から、東京の町並みの清潔さ、整然と⾛る⾃動⾞を⾒た。
すごいね︕さすが噂どおりだ︕公園で、初めて⾃動販売機を使った。ミネラルウォーターが１本１３０円︕張坤傑クンから⼩銭を借りる（おっと、また⼀⼈、新しい友達だ）
夜はビュッフェ（⽇本での初めての⾷事）で、お腹が⼀杯。デパートでマイケルジャクソン展を。オークションやマドンナの好きなHELLO KITTYが。⾼すぎて買えっこない
よ。 ７時、⽇本国際交流センターへ。途中、東京の夜景も⾒ることができた。キラキラ光る⾒上げるほどの⾼層ビル、なんてきれいなんだ︕ ⾞でうたた寝。 ネットの関係でま
だ発表できない.. ９⽉６⽇執筆。

范 中宝さんの⽇記



来⽇⼆⽇⽬ ９⽉２⽇

2009.09.07

来⽇⼆⽇⽬９⽉２⽇ 朝⽅、やっと眠る。朝⾷は危く⾷べ損ねるところだった。⽇本の料理は、あんまり中国のとも変わらない。なんでもおいしい。ハハハ。 ９時半、みんな会
議室に集合。まずは⾃⼰紹介をし、昨⽇の体温測定に使った体温計を回収。それから「⼼連⼼」のシャツのおひろめと、電⼦辞書の貸し出し。 １１時、みんなとパソコン教室
へ。このサイトへの⼊り⽅や、⽇記掲載の⽅法を教えてもらう。 午後、希望者は街を⾒学に。３千円分の⼩遣いも渡してもらった。地下道を通って、みんなそれぞれ、百均シ
ョップや、サッカークラブ、本屋、⾷べ物屋などへ。JRの駅で、キチンとした服装の⼩学⽣を⾒た。噴⽔を⾒て図書館へ。 ４時半、今⽇の報告のため地図を製作。僕はまた班
⻑に。僕達の班には書くのが得意な⼈がいなかったので、結構タイヘンだった..フウ ⼣⾷のとき交流会で、完成した今⽇のルート図を発表（アセったな）。 それからすばらし
い⼣⾷をいただいた。 ... ネットの関係でまだ発表できない.. ９⽉６⽇執筆。

范 中宝さんの⽇記



来⽇三⽇⽬ ９⽉３⽇

2009.09.07

来⽇三⽇⽬ ９⽉３⽇ 早朝、僕の部屋でPARTYを。僕の部屋だけが無線ランの接続ができるので、⻑春から来た三⼈、楊雪、張坤傑が、⾃分のPCをもってやってきた。へへ。
みんなといるとすごく楽しい。でも騒ぎすぎて、今⽇、丸⼭先⽣から注意された..まずかったな.. 今⽇は特に⼤きな予定はナシ。⽇本事情や、⽣活上の注意点などの講習を受け
る。 今⽇も深夜就寝... ネットの関係でまだ発表できない.. ９⽉６⽇執筆。

范 中宝さんの⽇記



来⽇四⽇⽬ ９⽉４⽇

2009.09.07

来⽇四⽇⽬ ９⽉４⽇ 今⽇は忙しい⼀⽇だった。 ９時１５分、留学⽣はみんな『⼼連⼼』Tシャツを着て中国⼤使館へ。孫健明参事官と会⾒。孫⽒からたくさんの⽇本での注
意事項を受ける。それから、わからないことなどあったら、すぐに⼤使館に電話をするようにとも。留学⽣は法律的な保護を受けられるという⾔葉はとても⼼強い︕名刺もいた
だいた。 そこから焼⾁を⾷べに（おいしかった〜︕）なんだか、地元で、みんなで囲む焼⾁の様⼦を思い出した。僕の送別会で家族みんなで⾷べに⾏ったのも焼⾁だ。 午後は
外務省に。バスの中でみんなで歌を歌った。すごく好きないい雰囲気だ。歌うときはちょっと恥ずかしかったけれど。みんなの歌もなかなかのもの。ハハ。 ３時、ロボット博
へ。たくさんのハイテク製品を⾒学した。超薄型液晶テレビなんか、厚さはたったの５ミリほどで、⽇本の最先端技術には本当におどろかされた。中国ではいつごろこんなテレ
ビが普及するのかな︖楽しみだな︕それと地震メータ。地震の発⽣する時刻と強度の予測ができる。 ５時、国際交流基⾦に到着。そして感動のときがやってきた---- アナン総
⻑とお会いし、中国語で挨拶をしていただいた。中国友好⼤使をつとめられたこともあり、テレビでもよくお⾒かけする。ついに本⼈に会えるなんて．．感動だ．． それか
ら、みんな会上で⾃⼰紹介を。カメラを向けられ緊張した。何か間違ったことを⾔ってしまったり、学校名を間違えたりしたら、校⻑先⽣にコロされる．． ⼣⾷はグラスを⼿
に交流を。僕の先⽣にはずっと声をかけてもらえなかったけれど、すっきりした⾝なりの背の⾼い先⽣が僕に⼿招きをしてきた。出発前につけ焼き刃で勉強してきた⽇本語で⾃
⼰紹介をしだしたら、途中でとめられ「中国⼈だよ」 ぱあっと、明るい気分になり、嬉しくなった。外国で同胞に会えるなんてめったにないし、その嬉しさったら︕︕ たくさ
んのことを話して、なんだか、肩の荷も軽くなったみたいだ。先⽣とはいっしょに記念撮影も。 宿舎に戻ってからも興奮冷めやらず、なんだか踊りだしたい気分..ハハ..おかし
いな.. 夜、⻄安のお⺟さんに電話を。この事を知ったら喜んでくれるだろうな。 本⽇も深夜に就寝.. ネットの関係でまだ発表できない.. ９⽉６⽇執筆。

范 中宝さんの⽇記



来⽇五⽇⽬、9⽉5⽇

2009.09.07

来⽇五⽇⽬、9⽉5⽇ 昨晩..いやもう、今朝か.. 李佳琳さんが僕のために夜遅くまでかかって５０⾳図のローマ字を書き出してくれた。ここでも改めて御礼を。⼼から感謝。 そ
のためにずっと部屋にいてもらったけれど…ハハ…マズかったかな 明⽇から、みんなそれぞれの場所での留学⽣活が始まる。さびしいし、せっかく仲良くなったのになあ、し
ょうがないよね。 半年後、また会おう。それまではネットで。 先⽣が迎えに来る前に、みんなそれぞれ記念撮影を。 僕はさっそくお得意の『トーク』で、みんなの雰囲気をも
りあげる。みんなが楽しいと、僕だって嬉しいよ。半年のそれぞれの留学が始まるんだ。 記念撮影のとき、宋礼農さんとも知り合いになった（トランクが⾒つからなかった彼
⼥。北京国際空港で、キミのトランク、ここに置き去りにされたらタイヘンだねって話しかけたんだ。今ははっきり覚えていてくれるよね…ハハハ…）バスに乗る前に、彼⼥の
QQを教えてもらった。 先⽣と新幹線に。 こんなに速い列⾞にははじめて乗った…ハハ… ⾞窓から⽇本の農村⾵景を眺める。すごくきれいだ。⼭は⾼くはないけれどすそ野は
広がり、⽔は多くないけれど澄んでいて、稲穂は⼤きく⻘々として、中国とは全く違う。 写真も撮ろう… ５時に終着駅に到着。僕の学校の所在地…敦賀だ。 主任の先⽣が迎え
に来てくれていた。緊張しながら半⽇かけてやってきた僕に、出てきた⾔葉が「キミのそのツンツン頭は不合格」..(- -!) マズイ…昨⽇趙先⽣に、ドレッドヘアを富⼠⼭ぐらい
までに切りそろえてもらったのに…もう…まったく⽇本⼈ってイケてない︕︕ イマドキのスタイルも知らないのか…この頭にするのに３ヶ⽉もかかったのに…︕︕︕⾔っても
ムダか。 先⽣が部屋に制服、靴、体操服、ハンガーなど準備してくれていた。ルームメートも紹介してもらった…杉⽥クン、彼は名テニスプレーヤーで、全⽇本選⼿権にも出
場したのだとか。まさにテニスの王⼦様。ハハハ〜︕彼に⾵呂と⼣⾷に連れて⾏ってもらい、⾵船⼈形をもらった。⽇本で有名な漫画キャラだというけれど、残念なことに知ら
ない。でも嬉しかったな。彼とは気が合い、中国から持ってきた⼲し⽜⾁となつめを⼀緒に⾷べた。杉⽥君は⽜⾁が⾟いって⾔ってた…ハハ… 先⽣が明⽇、⼀緒に買い物に⾏
ってくれるとのこと。 疲れたので、１１時には就寝。 ネットの関係でまだ発表できない.. ９⽉６⽇執筆。

范 中宝さんの⽇記



来⽇六⽇⽬、9⽉６⽇

2009.09.07

来⽇六⽇⽬、9⽉６⽇ 今朝は７時に点呼、杉岡君と下の階におりていくと、たくさんの眼をじっと向けられた。みんな真っ⿊でがっしりしている。野球部の部員だそうだ。⾃分
のひょろっとした体を⾒ると…フウ.- -! ⼆度寝して起きたら１０時。趙先⽣がやってきて、買い物に連れ出してくれた（主任の先⽣が明⽇の予定を知らせてきた。明⽇は朝か
ら先⽣⽅に挨拶だそうだ..- -#..） . ３００円でセットの服が買えてゴキゲン。なかなかいい服で、換算するとたった30⼈⺠元だ。 学校に戻って昼ごはんを⾷べていると、声を
かけられ、僕も愛想良く受け答えをした。彼は中国語が話せて、去り際に「好朋友（親友）」って⾔い残していった。ハハハ、おもしろいね… 送った荷物が到着したので、部
屋で全部整理を。気分はすっきり。⾃分のことを⾃分でするのはいいよね。まあ、疲れるけれどさ。 ２時半、趙先⽣と⾃転⾞で松原（⽇本三代松原のひとつ）に⾏って、海で
も泳ぐ。⽔飲んじゃった…でもすごく爽快…よく、⽇本⼈はさすがだっていわれるけれど、トイレまできれいだ（トイレで着替えたので…）。ハハ、なんちゃって、でもホン
ト、清潔だったよ︕︕ 夜、再び点呼。先⽣から⾃⼰紹介するようにと⾔われたのでちょっと謙虚な態度で。みんな喝采の拍⼿でこたえてくれた。なんか気恥ずかしいな。ハ
ハ。 明⽇から学校だ…必要なものは全部揃っているし、五⽇間分の⽇記も書き終えた。お⺟さんは毎⽇⽇記を書くようにって…⼀番嫌いなのは⽇記を書くことなのに…よくわ
かってるはずなのになあ…今は頑張って毎⽇書いている…僕が家に帰るまで…⾒てくれるといいけれどなあ…おっと、失礼︕ ネットの関係で発表できないので、まずはノート
に書いておく。発表待ち.. 9⽉6⽇ 23:15 執筆

范 中宝さんの⽇記



来⽇七⽇⽬、9⽉7⽇

2009.09.07

来⽇七⽇⽬、9⽉7⽇ 今⽇は初登校⽇。すばらしい。 朝、浅⽥先⽣と校⻑室にあいさつへ。校⻑先⽣はとても親切な⽅で、宿舎の状況も聞いてくれた。もちろん、満⾜している
けれど、ひとつだけ、冷えることが…（クーラーつけっぱなしだからね）ハハ そこから職員室に。先⽣⽅みんなの前で⾃⼰紹介を。でも失敗した︕︕浅⽥先⽣の話が終わらな
いうちに始めてしまった…しまったなあ…でもまあ、あんまり緊張しないですんだ。ずっとイメージでシュミレーションしていたからね。リハーサルはバッチリ…ハハ 先⽣に
⼊り⼝で待つように⾔われ、廊下に⽴っていると⾒知らぬ顔が次々と通り過ぎてゆく。なんだかまだ⾃分の学校って感じはしない。⽇本と中国では学校も⼤分違う。校舎に⼊る
ときは靴を履き替えるし、体育の授業では指定の体操服に着替えなくちゃいけない。それから通学靴…たくさんの規則…ここの⼥⼦はかならずスカート着⽤。⽇⻑学園だけがそ
うだった。もちろん⽇本をまねて… すると、職員室から歌声が聞こえてきた…まさか⽇本の先⽣は授業の前に⼠気⾼揚のため、歌を歌うなんて…理解不能… すぐにクラス担任
の⽥丸先⽣と⼀緒に教室へ。掃除の真っ最中だったので、また⼊り⼝で待っていると、わっと、みんなにとりかこまれた。みんな僕が留学⽣だって知っているみたいだ。中国語
で「ニーハオ︕」と挨拶してくれる。でもすぐに⽇本語で「⽇本語しゃべれる︖」と聞いてくる（やっぱり、その⼀⾔しか中国語知らないよね） １時限⽬は体育。先⽣が何を
⾔ってるのかさっぱりわからない︕なにもわからないなんて、まるで⾃分が⽩痴にでもなってしまったような感覚だ。ホント、まいったな。２時間⽬はもっとヒサン︕⽇本史
だ…中国の歴史と変わらないかな。内容は政治のことがほとんどで、でもやっぱりなにもわからない。数学はまだよかった。でも、たす、ひく、かける、わるがよめない。後ろ
の席の渡辺さんに聞いたら、ていねいに教えてくれた…よかった︕ 昼⾷は、ルームメートの杉岡君と⾷堂へ。なにか質問してきたけれど、聞き取れるかな︖じっと考えてから
彼に⼀⾔「さっぱりわからない︕」。その後、彼が⾔ってくれた⼀⾔が深い。⼀気に気分が軽くなったよ「⼤丈夫だよ。僕もわかんないもん」。 午後は部活動⾒学へ。陸上
や、バスケ、バトミントンいろいろあって…やってみたいことはたくさんあるけれど、全部やるのは不可能だ。ひとつだけしか選べないから、今⽇は陸上部の⾒学に。 練習前
に、コーチがちょっと僕達をゲームに参加させてくれた。それから練習の⾒学。部員のみんなが⾛っている姿を⾒ているだけで疲れてきたなんて、アセル…このコーチは⾼⾶び
の選⼿だって、後で知った。⾃分と同じ種⽬の選⼿だなんて、ヘヘ… でも毎⽇こんなに練習してたらまいってしまうよ。どうりで、ここの⽣徒はみんな体格がいいわけだ︕︕
トレーニングのたまものか〜〜頑張って…明⽇はバスケ部の⾒学だ・・・ ⼀⽇中、中国⼈と話さなかった。カタコトの⽇本語で⽇本⼈と話して、朝から何を⾔われているのか
サッパリわからなかった。放課後はコーチと話せたけれど…きっと、この⼀⽇ですごく⾃分の⽇本語は進歩したと思う。これからもがんばらなきゃ… もうお⾵呂に⾏かなくち
ゃ…混んでくるからね・・・ 9.7 19:42

范 中宝さんの⽇記



部活いろいろ。。。

2009.09.08

今⽇は登校⼆⽇⽬。またたくさんの新しい友達ができた。 ハハハ︕ 今⽇はバスケ部を⾒学に⾏く予定だったけれど、朝、中野クンから今⽇はバスケ部の練習はないと聞いた。
彼にカバンの中のバスケの服と靴をみせるとしまった、という顔をされた。でも、それならと早速次の運動部に⾒学の予約を取った。バトミントン部だ。 僕の右斜め後ろの席
にいるのがバトミントン部の部⻑…⾼岸クン。 彼にきくと、ラケットも貸してくれるとのこと。 お昼休みに、ちょっと前の僕の写真（ドレッドヘア）を⾒せると誰も僕だとは
思えないって。ハハ。ずいぶん違っちゃったからなあ。それとクラスのみんなにナツメをひとつずつ配る。中国からのプレゼントとして…みんなおいしいって⾔ってくれたので
よかった〜 昼⾷の時間中に、バトミントン⽤の運動服を取りに部屋に戻った。これで午後は直接⾒学にいける。でも、趙先⽣から先に外国⼈登録証の⼿続きに⾏くように⾔わ
れた。ついでに、バス⽤品とハンガーを購⼊。また失敗だなあ… ４時４０分に慌てて戻る。 すぐに着替えていくと、⾼岸君はとっくに練習場で待っていてくれた。１ゲームし
たが、負けた（ダメダメだ）。 他の部員ともやってみたがまた負けた。またまたダメダメ… バトミントン部の部員は８⼈だけだけれど、ひとりひとりがすごい︕︕特に⼥
⼦︕︕本当だよ。なんと、上海からのお仲間がいることを発⾒。彼はもう来⽇４年になるのだとか。全く⽇本⼈と⼀緒で中国⼈だとはちっとも気付かなかった。失敗… 練習
後、⾼岸君に⼿製のシャトルをプレゼントした。カラフルなひもで編んだやつだ。喜んでくれたので僕も嬉しかった。 ２時間も練習していないのに、もうくたくた。腕もあが
らなくなっている。筋⾁痛で…痛い…こんなの毎⽇続けたら、死んじゃうよ︕︕ ⼣⾷のとき、またたくさん新しい⽇本⼈の友達ができた。みんな少しだけ中国語ができる… さ
あ、⾵呂に⾏かなくちゃ。もうすぐ混んでくるから… 腕がイタイ!!!!!!!!!!!!!!

范 中宝さんの⽇記



バスケ部体験

2009.09.09

昨⽇のバトミントン部ではみっともないところを⾒せちゃった… 今朝も、２時限⽬までモウロウとしていた。 腕もまだ痛いし。 午後のバスケ部⾒学は、考えただけで不安にな
る… 午後に備えて、昼はたっぷり⾷べておいた（なんて、いつもだけれど）。 放課後、中野君と体育館へ。みんなの動いている様⼦を⾒ると、思っていたほどではないみたい
だ。中野君も、ものすごいってカンジじゃない。ハハハ〜よかった。 練習が始まった。まずはランニング、なかなかいけそう… すぐにバテた。みんなは相変わらず。また、み
っともないところを… なんとかがんばったけれど…ちょっとやすんで、またすぐに練習開始…すごいな︕︕ みんな疲れたなんて⼀⾔も漏らさない…⼀昨⽇は陸上部、昨⽇はバ
トミントン部、今⽇はバスケ部、⽇本の⾼校⽣のスポーツのレベルはすごいよ。⾃分では、もう少しいけているとおもっていたけれど、…ここのみんなは、それぞれすごいもの
を持っていて、すばらしいな… 今⽇は⾯⽬丸つぶれ…アーア、脚もケイレンおこしたし…- -!みんなすごく僕に気を使ってくれて、すぐに冷却スプレーをかけてくれた。ありが
とう︕︕︕ しかしすごい体⼒だよ…とてもついていけないな…３時間弱の練習に… スゴすぎる… ⽇本⼈はとても真⾯⽬で、練習が終わるときは必ず先⽣に深々とお辞儀をし
て、⼤きな声でお礼をするんだ。なんと、先⽣がいなくてもおんなじことをしていた︕それから⽚付けをして、練習場の掃除… 頭が下がるよ

范 中宝さんの⽇記



.

2009.09.10

   ⾎が出る..
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



お恥ずかしい限りです

2009.09.11

まだ体中がズキズキしてる．． ⼿の平の怪我も悪くなる⼀⽅だし．． あーきついっ︕︕ 明⽇から2連休に⼊ります．．たった2⽇だけだけど．．この⼩さな敦賀市を完全マス
ターしてやるぞ．．うし．． ここ何⽇か、ずっと午後の活動に参加してなかったんだ．．というのも、あまりに⻑い時間運動していなかったから、筋⾁痛がほんとに酷く
て．．しかも昨⽇バスケしてるときに前岡っていうクラスメイトに⼿の平を引っかかれちゃって、結構⼤きな怪我になっちゃったし．．マジ痛い．．ああああああ 今⽇趙建勳
先⽣にちょっと叱られちゃった 授業を担当してる先⽣全員が、俺が授業中寝てるってチクったから．．だって．．聞いてもわかんねーんだもん．． でも分かんなくても聞かな
くちゃ〜〜真⾯⽬にノート取るぞ︕︕ファイト︕︕（決意だけは⽴派．．） 掃除だ．．落ちます．．

范 中宝さんの⽇記



{ 週6、くもり...

2009.09.12

今⽇は⽇本に来てから最初の連休.. 朝起きて外を⾒たら地⾯が濡れていた..⾬だ.. 最初の⾬の⽇.. 窓から外を⾒渡してみる。延々と続いている⼭並み、どんよりとした空..気持
ちまで重くなってきた 寝室には俺⼀⼈しかいないし、どうしたらいいものか..はぁ ⽇本での⽣活はもちろん楽しいんだけど、でも友達がいないのはきつい 不意に毎⽇のように
つるんでた友達のことを思い出した。学校でいつも⾺⿅騒ぎしてたあいつら、今頃どうしてるんだろうなぁ︖ きっとまた授業中にいたずらしてんだろうな︕ へへ、⼀⼈⾜りな
いけどな.. あいつらもきっと俺のこと想ってくれてるんだろうなぁ。だいじょぶ︕︕あと10ヶ⽉もしたらすぐに帰れっから︕︕ 待ってろよ︕︕︕ 今⽇チャットで⺟さんともし
ゃべったんだ︕︕ずっとQQに繋げらんなくて連絡取れてなかったから、⼀⽇中⼼連⼼のコミュニティサイトに張り付いてた.. ⺟さんも俺の書いた⽇記⾒てくれたらしくて..な
んか褒められちゃった..はは 他にも部活動のことや授業のこと、その他諸々⾊んなことを⾔われた.. あーつまんねー..⼀⽇⼀⽇をこうやって故郷を思い出しながら過ごしていく
のかぁ..

范 中宝さんの⽇記



敦賀巡り!

2009.09.13

今⽇は充実した⼀⽇だった︕ 昨晩、１階でネットをしていたら、ルームメートが明⽇遊びに⾏くなら、⾃分も⼀緒に出かけていいかと熱⼼に聞いてきたので、即OKした。それ
から友⼈達にすぐ電話をかけはじめ、みんなであつまり、何かを相談しはじめたみたいだけれど、何を話しているのかはさっぱりわからない…なんかウキウキした気分…ハハハ
すると今度は、先⽣までおでましだ…みんなで僕のPCを使って福井県の地図を検索しはじめた。⼀体何をたくらんでいるのやら… 先⽣がペンを取り出して、明⽇の予定を書き
出し始めた。⼤感激だ︕ハハ そして新野クンが僕に、明⽇、昼⾷後、部屋にみんなで迎えに⾏くので、⼀緒に遊びに⾏こうと⾔ってくれた。OK︕OK︕   ヘヘ ワクワクし
た気分で…ついにお昼。新野君、杉⽥君、⽶⽥君が約束どおりにやってきた… みんな⾃転⾞で敦賀市街を⾛り抜けた。天気もよくて気分は爽快。ハハハ︕︕間もなく第⼀の⽬
的地「気⽐神社」に到着。ここは敦賀市でも⼀番有名な観光スポットだ。三⼈は僕の個⼈ガイで、神社の由来から参拝の仕⽅まで教えてくた・・・わからないところは⾝振り⼿
振りで。少しはわかったと思うよ。電⼦辞書も使ったしね。新野君はおみくじの引き⽅と、お願い事の仕⽅もくわしく教えてくれた。 次はデパートへ。物価が⾼いなあ〜〜そ
こからまた四⼈で⾃転⾞に乗り近くの⼩さな町に向かった。僕が⼤好きな町だ。道に迷わずにすむからね。⾷べ物や飲み物、洗剤も購⼊… そこからカメラのケーブルを買う為
に家電ショップへ…⽇本のショップはすごい… 最後は本屋に。⽇本の本って⾼いよね。なので、みんなで⽴ち読み… 敦賀はこじんまりしたまちだっていうけれど、本当にそう
だね。帰る途中で⽶沢、弾了君に会い、⼿を振ってくれたので、ふたりにHELLOって挨拶した…ハハハ 今⽇は新野君には本当に感謝。『外国⼈』の僕を⼀⽇まちを案内してく
れて…楽しかったなあ。 明⽇はまた学校だ。フウ ⼿はまだ傷だらけ︕明⽇は陸上部に参加するのに…鍛えるぞ…︕筋⾁マッチョになってやる〜〜ファイト。 追記︓写真もアッ
プするはずだったけれど、学校のネット環境ではできなくて…画像はアップできない・・・シッパイだなあ・・・残念だ…

范 中宝さんの⽇記



{洗濯︕

2009.09.14

学校が始まって２週間⽬、⼿の傷も⼤分良くなってきた。。 今⽇の放課後は陸上部に参加︕するつもりで、登校途中、練習場を通りかかったときにそのことを伝えると、今⽇
は陸上部の練習は休みだとのこと。。。 フウ。。。 --︕ しっかり学校に⾏って︕真⾯⽬に授業︕ 今⽇は真剣に授業を聞いたぞ︕居眠りもナシ︕サボりもナシ︕ ノートもたく
さんとったぞ〜まだよくわからないけれど、辞書で読み⽅を調べて、教科書もみんな持ち帰って夜はきっちり復習だ〜 いやー、⽇本史ってすごく『複雑』だよね。。。 お昼ご
はんのときウッカリケチャップを服にこぼしてしまった… うわ…なんてこった︕放課後、寮に戻って洗濯だ︕シャツ、体操服、それから⼿をケガしていたのでずっと洗濯でき
ず、ためていた靴下…⼭ほどあるぞ︕ 昨⽇洗剤は買っといたしね、へへ︕ まずは制服のシャツから。お⺟さんから教えてもらったとおりに・・・ まず襟の汚れを⼿洗いして…
ここまでやるなんて、マメだよね︕ それから雑⼱のように襟の揉み洗いしてから、シャツを軽くゆすぐ。 あんまりきつく絞りすぎると、シャツがいたんじゃうからまずはこう
やって。 ⽇当たり良好の洗濯物⼲し場に⼲して、きちんと形を整えることも忘れずに・・・ それから体操服…もちろんくつしたも… 体操服を洗っていたら、みんなが⾒て、笑
っていたよ… 服も絞り終わって、部屋にハンガーを取りに戻ろうとしたとき、つい、シンクに洗った洗濯物を置いてしまった。ここって⾃動⽔栓だったのに…結果・・・フウ
やったね︕⼲し場に翻る真っ⽩な洗濯物を⾒上げる〜うーん、最⾼〜〜 なかなか良く洗えたじゃないか︕︕へへ 明⽇こそ陸上部に︕︕ ・・・

范 中宝さんの⽇記



{陸上部.!

2009.09.15

今⽇、陸上部に⼊部した.. 部員として練習参加の⼀⽇⽬、コーチも部員のみんなも、とてもよくしてくれた…ていねいに準備運動から教えてもらいながら、⾼跳びの道具がグラ
ンドの真ん中に運ばれてきたのを⾒たときは、もう⼼ここにあらず。準備運動しながらも、気持ちはもう競技⽤のマットの⽅にとんでいっている… （おさえて、おさえて…）
練習が始まると、⽶沢君が⾼跳びの練習場所に連れて⾏ってくれ、まずは⾒学から始めさせてくれた。 はやる気持ちを抑えて…ムズムズしてきた…もう︕跳ばせてくれ︕︕つ
いに⾃分からお願いする。まずは１ｍ50センチから。グランドはちょっと湿っていて、バスケシューズを穿いていたので、すべるのがシンパイ。 助⾛をつけて…バーをヒラリ
と越えて、みんなの拍⼿を聞きながらマットに着地する。気分は最⾼…へへ… 体を起こしながら、みんなの歓声に応える…ハハハ 何回か跳んで、まだそんなに動いたわけでは
ないけれど、脚をいためたようで、周りからも休むように⾔われた。休憩前の最⾼成績は1ｍ55センチ。満⾜する結果ではないけれど、もう脚が悲鳴を上げている…明⽇にかけ
よう︕明⽇の⽬標は1ｍ60だ。 休みながらきょろきょろしていたら、コーチがこれからもがんばって、と声をかけてくれた。うれしかったたけれど、休憩している理由を⾔お
うとしたとき、⽶沢君が『コーチにはあんまり痛いとか、⾔わない⽅がいいよ』といってくれたアドバイスを思い出したので⼝をつぐんだ… グランドをぶらぶらしながらみん
なの練習している様⼦を⾒ていたら、ひとりひとりが推し量れない、それぞれの才能の持ち主なんだと気付いた。モチロン⼥⼦も含めて、それと⼆⼈の中等部の部員も…みんな
の掛け声がグランドじゅうに響いている… このチーム、本当にすごいぞ︕︕ これからも頑張らなきゃ…
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{ ⼩テスト..!

2009.09.16

⽇本の⾼校での初めてのテスト…とはいっても⼩テストだけれどね… 昨晩、部屋で『現代社会』を⽚⼿に、10時から11時の消灯時間まで頑張って…宿題の4問をやったぞ… 今
⽇の試験でもまたいつもの失敗をしてしまった。⼿がアセでびっしょり…先⽣が気を使ってくれて…難しくないか聞いきたので、宿題を⾒せたら…僕がやってないと思ったよう
で…叱られちゃった…⾔い訳する間もなくて・・先⽣が⾔ってることはわかるけれども、なんて説明したらいいのかがわからない…フウ… アセるな…やっとわかってもらって
から、ていねいに復習の仕⽅など教えてくれたので、僕も真⾯⽬に聞いた… でも試験のほうは…わずか5点…（⼤丈夫だけどね・・15点満点だし） 先⽣が励ましてくれたの
で、僕も頭を下げて感謝の意を… 今⽇の陸上部の練習もすごいハードだった...5555555
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{ 特にナシ..!

2009.09.17

平々凡々な⼀⽇が終わった.. 授業は真⾯⽬に聞いてるよ!!(まだわらないところばかりだけど) ...

范 中宝さんの⽇記



インフルエンザで休校︕

2009.09.19

学校はインフルエンザのため４⽇間休みになった︕︕ ネットでは、友達に気をつけるように⾔われた。というのも家の⽅ではインフルエンザがひどいんだ︕ 授業を⽌めた学校
も多い。僕の学校は毎朝校⾨の前で体温を検査してる。 みんな、ありがとう︕みんなもちゃんと予防するんだよ︕ ⽇本はインフルエンザはひどくはない。みんな衛⽣的で洗⾯
台にはポスターがかけられてる。「新型インフルエンザ防⽌、⼿洗いの基準」。。本当に感⼼する。 僕の住んでる都市は決して⼤きい都市ではいけど、まわりはとても美し
い。⼈も礼儀があって、⽣活はきちんとしてる。 家にいる友達のみんなも健康なまま僕が帰るのを待っててね。 はは〜〜
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福井の運動会︕

2009.09.20

今朝は5時に起きた。 5時15分に朝ごはんを⾷べて、今⽇は福井県の陸上競技⼤会に⾏った。（初めて⾔ったからコーチが応援に来てくれた） ⾷堂は僕たちのためにお弁当を⽤
意してくれた。 5時50分に学校に集合 20⼈ちょっとの僕ら⼀⾏はコーチの話を聞いたあと、バスに乗ってグランドへと向かった。 バスから意外な⾵景を⽬にした。とてもきれ
いだ。僕らはトンネルを通り、⼤きな⼭⼭の間を⾛っていた。そして去年⾏った峨眉⼭の⾵景を思い出した。 トンネルの中は、漆⿊の闇、トンネルを抜けると、そこには⼤海
が広がり、衝撃を受けた。まるで夢を⾒てるみたいだ。その景⾊は本当にきれいだった。 1時間少しの旅の後、グランドに到着した。テントを⽴て、僕らはともにグランドの真
中へ⾛って⾏った。⼤声で掛声をかけ、⼠気を奮い⽴たせ、ウォーミングアップした。（写真） この試合は始まったのか分かんないが僕は家⾼と⼀緒に⼤きなラッパを持って
友達を応援しに⾏った。応援するときには重要なことがある。銃声が響かないと⼤きな声を出してはいけないんだ。 この⽇⼀⽇は荷物を⾒てずっと応援してた。。 今⽇は⾵が
強く、学校の旗もずっと空になびいていた。落ちなかったよ。(写真) グランドの砂がシートに吹いて、顔にも吹いて来て、、はぁ、⼤変だった。 けれどグランドのみんなはも
っと⼤変だ。最後気⽐⾼校の成績は男⼦3位、⼥⼦2位、、、友達はもう⼗分すごいって︕︕へへ。。 最後にみんなで順番に荷物を全部バスに運んだ。効率的!! 帰りは観光でき
なかった。そのまま寝てしまった。 あと、これだけ。。⾷堂のお弁当はおいしかった。

范 中宝さんの⽇記



{ ⼀⼈ぽっち..

2009.09.21

昨⽇の運動会で騒ぎすぎたせいで 今朝うっかり寝坊しちゃって..点呼に間に合わなかった.. 芝先⽣が電話で起こしてくれたんだけど..いやぁ..申し訳ないことをしたなぁ.. 下に
降りて点呼して、ついでに飯も⾷べていこうと思ったら3⼈しかいなかった.. どうしたもんかと考えていたら、宿舎のおばさんが今夜の晩御飯は俺⼀⼈だけしかいないって教え
てくれたんだ..はぁ.. 後で知ったんだけど、宿舎の他のやつらはみんな試合やら帰省やらでどっか⾏っちゃって、俺⼀⼈だけが取り残されちまったんだ..寂しいぜ.. 飯を⾷い終
わって、部屋に戻ってから10時半まで爆睡。⾃分でも感⼼するくらいの眠りっぷり..あぁ、でも起きてからはここ何⽇溜まってた洗濯物を全部洗ったんだ（なんて勤労な俺..）
o(╯□╰)o やっちまった.. 洗濯が終わって2階に上がって俺はとんでもないものを⽬撃した..4⽇前に洗ったワイシャツがまだ⼲し竿に⼲しっぱになってる..(- -!)笑えない.. わ
あ、ワイシャツが真っ⽩だ︕はは.. それからまた階下に下りて昼⾷..（朝⾷からそんな経ってない気がするのに、もう2回⽬の⾷事だ..） うちの⾷堂はほんとにいいところだよ..
俺⼀⼈しかいないっていうのに、俺だけのために飯作ってくれて..なんて親切なんだ︕︕てっきりインスタンドラーメンかと思ったのに.. しかも宿舎のおばちゃんてば俺に暑く
ないか、クーラーをつけようかどうかまで聞いてくれて..俺はでかい⾷堂をぐるり⾒渡してから、⼤丈夫、必要ないです︕ありがとうございます︕って答えたよ.. さっき宋さん
の⽇記を読んだんだけど..なんかHFって⾯⽩そうだな..

范 中宝さんの⽇記



{ やっちまった︕︕︕

2009.09.22

すみません..俺ミスっちゃいました.. その..⼀昨⽇書いた⽇記にちょっと間違いがあって..なんというか..本当恥ずかしいんだけど.. あの..4連休っていうのはインフルが原因じ
ゃなくて..⽇本でちょうど3つの祝⽇が⼀緒になった上に、⽇曜⽇も合わせて全部で4⽇の連休になったってことで..ちなみに3つの祝⽇っていうのは、「敬⽼の⽇」と「国⺠の
休⽇」、それから「秋分の⽇」.. いやぁ、当時はインフルに関する報道が多すぎて、しかも友達がみんなインフルが全世界に蔓延してるとかやばいこと⾔ってくるから、てっき
りインフルによる休みかと思い込んじゃったんだよね.. なんも知らないっていうのは、ほんと恐ろしいな.. (╯□╰) みなさん、ほんとすみません..

范 中宝さんの⽇記



敦賀、もろもろ︕

2009.09.22

今⽇の午後、趙先⽣が僕を敦賀の観光地に連れていってくれた･･ 僕達はまず原⼦⼒発電所へ・・たくさんの科学現象を⽬の当たりにした・・ そこでは永動機みたいなものを撮
った...(圖) それから⿂のロボットも。でも僕が⾒たときにはもう死んでた･･･（たぶん電池の寿命だろうね･･趙先⽣は、去年唐夢雲と来た時には⿂ロボはまだ⽔の中を泳いでい
て、しかも電池がなくなると⾃分で充電に⾏っていたらしい・・フフ⾯⽩いなあ、⾒たかったあ・・残念） その後は展望台･･敦賀の全景を⼀望。･･⼩さ︕- -! ⼭が街のヘリに
なってる･そして、海、綺麗︕︕︕ 海といえば、僕らは敦賀港へ⾏って、敦賀開港100周年の花畑を⾒て、これまた写真をとった。 趙先⽣が僕に敦賀港について⾊々と教えてく
れた。それから博物館へも⾏った･･･⼤きくはないけど、敦賀港の200年に渡る記録を⾒ることが出来る。為になるな･･ ⽔仙号も⾒たよ︕巨⼤客船︕全⻑199メートル︕北へ向
かう客船なんだ･･船とも写真を撮った･･なのに写真が乗せられない・・はあ その後⾦崎宮へ⾏って⽉⾒御殿にも登った。⽇本の皇太⼦も来たことがあるらしい。御殿では、遠
くまで⾒渡すことができる･･⾵を受ける感覚・・最⾼︕︕はは︕ 旅はこれでおしまい。趙先⽣と⾞で宿舎に戻った。帰り道でも⾊々なものを買った。今⽇は本当に充実してた
な︕︕でも頭が痛む事に、敦賀の名所はもう⾒尽してしまったんだ・・あと10ヶ⽉以上もあるのに。何⾒てまわればいいんだ︖･･ふふ・・

范 中宝さんの⽇記



{ さあ、学校だ︕

2009.09.24

４連休が終わって…さあ学校だ… みんなも相変わらず元気だ…ハハハ 何と今⽇はテストが…全然知らなかった… 朝、先⽣から聞いて…⼤慌て… でもダイジョウブ…先⽣が図
書室に連れて⾏ってくれて…まだ、授業についていけてないから、僕はここで⾃習…（まあね、⽇本史、古典はさっぱりわからない︕でも理系は余裕︕） ９時、浅⽥先⽣と銀
⾏に⼝座を開きに⾏った後は、また図書室で⾃習。たくさんの⽇本の本があって…まず⼿に取ったのは…ふりがなのついている「農場の少年」という本…辞書は⼿放せない…
午後は授業に… なんだか１⽇があっという間… 夜、部活動で…新しい靴が。嬉しかったな。 陸上部では体⼒づくり…パワーだね…（ウェイトレ…） みんな余り僕にはプレッ
シャーをかけないようにしてくれている… ここの練習を続けていったら、すごく鍛えられるだろうね︕︕頑張るぞ︕︕ふぁいと︕ 今⽇、⽇中交流基⾦からの速達を受け取っ
た… ひとつお願いが… ⺟をこのサイトに紹介して登録させてもらいましたが、僕の⽇記にコメントできないそうなので…管理者様、お⺟さんがコメントをつけられるような設
定はできるでしょうか…規定の範囲内で…よろしくおねがいします・・・ 明⽇、学校に⼀⽇⾏って…また休みだ…時間はあっという間…

范 中宝さんの⽇記



{ がんばれ..!

2009.09.25

今⽇の夜、ちょうどご飯を⾷べ終わったところに⼼連⼼センターから電話.. ..本当に感動..⼊⽮先⽣が気さくに⾃分に、学校⽣活、さらに部活等とのことはどうかとたずねて下
さって…。陸上部では毎⽇本当にたくさん運動して本当に疲れるけど、こういう体⼒トレーニングは⼤好きです︕︕先⽣ありがとう、私がんばります︕はじめて⽇本語をつかっ
て電話しました．．本当に緊張しましたよ．．先⽣は気づかなかったでしょうけれど、話しているとき顔中汗でいっぱいでした．． 丸⼭先⽣も私に尋ねてきて、中国語で話し
てくたから、気持ちはずいぶん楽になって、先⽣は私が毎⽇⽇記をつけているっておっしゃって、それにほめてくれました。もううれしくてにんまりしてしまいました。そのう
え私の髪型まで”気にかけて”くださいました．．はは．．丸⼭先⽣は本当にユーモアがあります。 先⽣はさらに私の寮⽣活、さらに⾷堂までも気にしてくださいました。みん
なすばらしいです︕ 丸⼭先⽣がおっしゃったように、⼀年経ったとき、振り返ってこの⽇記を読むのがとても楽しみです︕ うん、私がんばります、先⽣、応援ありがとう。 明
⽇はちょっとのんびりできて、午後⼀時半から陸上で練習の続きです ああ、昨⽇の練習はきつかったです︕︕おきたら肩がいたくてたまらず、あがりません。でも踏ん張らな
きゃ︕︕ 体育ではみんなとバスケットボール。でもルールを守らず困ってしまいました、ですが私ははっきりということができず、最後まで混戦、まったくむしゃくしゃで
す︕ もう疲れた︕消燈、就寝︕

范 中宝さんの⽇記



トレーニング⽇

2009.09.26

昨⽇は寝つきが悪かった・・丸⼭先⽣の電話で興奮しすぎたんだろう・・ハハ・・2時まで起きてたよ。 ⼭岸君とたくさんのことを話した。嬉しかったな。お互いにぐっと近づ
いた気がする・・ 今⽇の朝も起きられなかった・・寮のお⺟さんが電話で起こしてくれたよ・・申し訳ない・・ ぼーっとした頭で朝ごはんを⾷べて、部屋に戻って⼆度寝をし
た・・次に⽬を開けた時には・・もうお昼ごはんができていた・・ 1時半には皆時間通り運動場に集まって練習が始まった。皆元気そうだ。僕らはまずグラウンドの⼩⽯を取り
除いて、準備運動をする・・ ストレッチの時には僕はまたしても叫びまくっていた・・ 今⽇の練習には先⽣は来なかったけれど、皆とても真⾯⽬に練習していた。⽶澤の仕切
りで、僕らはゲームをした・・円盤を投げるゲームだ・・何ていうのかは知らないんだけど、とても⾯⽩かった。皆で空に⾶んだ円盤を追いかけて、最終的に⾃分の陣地にあれ
ば勝ちというものだ・・ その後はまたも体⼒アップの練習・・学校の坂を使って。写真載せたけど・・疲れて汗びっしょりだよ・・⽶澤に無理するなといわれたけど、⼤丈
夫、頑張れる︕と答えた。最後には皆に休憩を勧められて、とても恥かしかった・・ 休憩のときはとても楽しかった。⽶澤の帽⼦を屋根まで⾶ばすんだ。帽⼦を取るときの写
真もとったよ。皆で⼀緒にいると本当に楽しい・・ふふ︕ ⾃由トレーニングの時間。学校の中なので⾼⾶びの施設がない・・だから何の練習をすればいいのか分からない・・
家⾼に幅跳びの練習を勧められた。だから幅跳びの場所まで⾏き、杉⽥の為に⼟の整備をしてみた・・ ⼩学⽣のときには、いつも学校で1位だったのに・・今は⼩学⽣のときと
は180度違うんだな・・ 最後に中国語が⼀番うまい⽥中と槍投げを練習した・・難しい・・ものすごい時間をかけて、やっとコツをつかんだ・・ 疲れた︕︕くたくただ・・ 明
⽇は運動場だ・・⾼⾶びが練習できるぞ︕︕へへ

范 中宝さんの⽇記



⽇曜⽇の活動

2009.09.27

今⽇は早朝から競技場へ⾏って部活をやってきた・・ 芝⽣にはまだ朝露が・・僕達はコーチの要求通り、裸⾜で芝⽣の上を⾛る・・涼しい・・ふふ 今⽇のトレーニングはとて
も複雑だった・・やることが多い・・組になってボールを投げたり・・何回も100メートル⾛をやったり・・坂で全⼒ダッシュをしたり・・ランニングマシーンも使ったりし
た・・ フリー練習の時は、⾜が少し痛かったので、先⽣から休んでいるように⾔われた・・ あまりにも暇だったから・・幅跳びの練習をすることにした・・ 中⼀の頃から幅跳
びなんてやっていない・・今⽇が初めて・・同級⽣の指導を聞いて・・だんだんと昔のコンディションに戻ってきた・・ハハ︕⾶んでいるような感覚だ︕気持ち良い︕ もっと
練習しないとな・・ 今⽇は坂本先⽣が僕を⾒てくれた・・休憩の時間もたくさんくれたし・・最後は早めにあがらせてくれて・・1時に今⽇の練習は終了。他の部員達はもう1
時間やらなければいけないらしい・・ 疲れるね..ふふ 今洗濯が終わった・・気持ちい・・ 今はすごく眠い・・ 今⽇はとても疲れた・・

范 中宝さんの⽇記



{ 天勝君

2009.09.28

今⽇、陸上部は体育館で練習…またウェイトトレーニング… 休憩のとき、仲のいい天勝君が僕の⽇記読みたいといってくれた。ハハ︕ もちろんOK︕︕でもここのURL覚えてな
い…なんてこったい︕︕ 「⼼連⼼」,"HARD TO HARD"のことを説明して..おかしいね…やっぱりわかってもらえないので、もっと説明しようとしていたら…ちょうどコーチが
僕達の傍にいて…話を聞いていたみたい・・ 先⽣も僕の⽇記を読んだことがあるって…⽇記をほめてもらった…なんか照れちゃうな…お礼を⾔っておいた… 写真のことも…
うわあ︕だって、この写真は今とイメージが全く違うから… 天勝君に⽇記に写真を載せていいか聞いたら、僕の⼿を打ちながら、喜んでくれた。こっちもウキウキしてくる
よ… 天勝君は前の学校の同級⽣にスゴク似てるんだ。だから、会ったときからなんだか親近感があって…天勝君は明るくて、僕が陸上部に⼊部した初⽇から親⾝になってくれ
て…よく⼀緒に話しながらジョギングをしたり、いろいろなことを教えてくれるんだ… 天勝君と仲良くなれて、すごく嬉しいよ。 天勝君がこの⽇記、読んでくれるといい
な・・・︕

范 中宝さんの⽇記



{ 古⽂、!

2009.09.29

今⽇の古⽂の授業では、なんと作⽂を書くことに︕ 授業中、布川先⽣が作⽂の指⽰を出したとき…僕が聞き取れたのは書くように、ということだけ…どうしよう︕︕パニック
だよ…先⽣が前に呼び出してくれて…もう⼀度説明してくれた…なんとか書きはじめたけれど…5分ほどで…書けたのはひとことだけ…先⽣もちょっととまどった様⼦…もう⼀
度頭から詳しく説明を…今度こそ、わかった︕先⽣が紙を取り出して…詳しく図解してくれた…英語も書いてくれて…⽇本語と…イラストも…ハハ︕ 先⽣、本当にありがとう
ございます︕まだ⽇本語がよくわからないので…まずは中国語で…ありがとうございます布川先⽣︕︕ （わざわざ図解までしてくださって…） 今⽇の練習はなんだか⼈が少な
かった。 Ｌ.Ｔのとき、その理由がわかった。 隣のクラス----2年4組で、新型インフルエンザの患者が出たんだ︕即⽇、学級閉鎖に…クラス全員隔離︕7⽇間の休校︕ みんなも
インフルエンザ予防はしっかりとね︕ マスク、⼿洗い、換気、そして体を鍛えること、インフルエンザ予防には⼤切なことだよ︕

范 中宝さんの⽇記



【アゲとく】今⽇は10⽉1⽇︕

2009.10.01

今⽇は2009年10⽉1⽇, 中華⼈⺠共和国建国60周年の⽇です。 ⽇本で過ごすことになりましたが… 昨晩、お⺟さんがQQで、今⽇の午前10時にから閲兵式が⾏われるって連絡
してくれたけれど、そのときは授業中だし…あーあ、祖国の⼀⼤イベントが⾒れない…すごく残念… 授業中ずっと、今⽇の中国の様⼦ばかり考えていた…盛り上がってるんだ
ろうな。⽇本は普段と全然変わらないのに…いつもとまったく⼀緒… 学校から帰ってきたら、お姉さんからの⼩包が届いていた…なかには⽉餅が…10⽉3⽇は中国伝統⾏事の
中秋節…家族みんなで⼀緒に過ごす⽇…⽉餅をみていると…家に戻ってきたみたい…家族のことを思い出して…

范 中宝さんの⽇記



連休

2009.10.02

今⽇の寝室はまた僕ひとりきりだ・・・ 今⽇は連休だから、同級⽣は皆帰省してしまった・・ 学校ではインフルエンザがまた深刻になってきた・・学校を休む⼈がたくさんい
る・・僕も毎⽇マスクをつけて授業を受けている・・ふふ、⼤丈夫だよ、僕は元気・・ ・・今⽇は22⽇の遠⾜についての通知もあった・・グループを決める時、誰も僕と⼀緒
になってくれなかった・・なんだかな・・はあ・・ ・・消灯だ・・あっという間に⼀⽇が過ぎてしまった・・早い︕︕ 今から上で洗濯してくる・・へへ・・

范 中宝さんの⽇記



中秋の佳節︕

2009.10.03

今⽇は旧暦の８⽉１５⽇。中国の伝統的な祝⽇、中秋の佳節・・ 中秋節・・は⼀家団欒の⽇だ・・なのに今⽇、僕は海外にいて、独りで中秋節を過ごしている・・ おととい、
お⺟さんが⾦澤のお姉ちゃんに頼んで⽉餅を送ってきてくれた・・感動した・・⽉餅を⾒ると、故郷での年越しを思い出す・・家族全員で餃⼦を包んで・・温かかったな・・。
でも、今⽇は⼀⼈なんだ。 今⽇の午前、お⺟さんとテレビ電話で話した・・⽇本での⽣活について詳しく話した。 ⽇記の内容が悪いって、怒られてしまった。それと例のサプ
ライズについて、先⽣達に感謝していた・・ 午後は中国の親しい⼈たちに電話をした・・ 皆が家が恋しいかと聞く・・僕がまあまあねと答えると、皆笑う・・ この⼀ヶ⽉、⽇
本への好奇⼼と、毎⽇の新鮮な出来事のおかげで、ホームシックとは無縁だった・・これは本当だ・・ 家族が集まる中秋節についても、特別な思い⼊れはない・・ただの伝統
⾏事ぐらいにしか思ってない・・ だけど・・・ 午後、地⽅で仕事をしているおじさんに電話をした時・・ おばさんが、今⽇は中秋節だね、故郷を離れてる私達は少し寂しいよ
ね。と⾔っていた・・それを聞いて少し⼼が動いた・・ おじさんはとても親⾝になって僕と⾊んなことを話してくれた。突然、「お兄ちゃんお勉強頑張って、私はもうお友達
とは遊んでないよ、お勉強すごいんだから︕」とまだ⼩さい従妹の声がした。 かわいいなあ・・ 受話器をおじさんからうばいとって⾔う。「お兄ちゃん︕私国歌も歌えるよう
になったの︕」・・・ 電話の後ろでおばさんの声がする。また今度歌いなさいねって・・ 従妹の歌声はとても可愛らしかった・・ 彼⼥が国歌を歌っている時、僕は僕らの国の
国慶節を思った・・それに今は中秋節だ・・ ⾊んな思い出が頭を回って・・家を離れていることの⾟さや苦しみが全てこの国歌の前であふれ出してしまった・・・涙が出
た・・・ 従妹が歌ってくれた国歌はすばらしかった・・僕に涙を流させるほどに・・・ 家を出る時、泣くなよと友達を慰めていた僕が、⼀ヶ⽉後の中秋節に泣いているなん
て・・ なんだかとても感動した・・皆のたくさんの助けがあって・・僕は今⽇本にいることができるんだ。皆の期待を裏切るわけにはいかない・・ 続く

范 中宝さんの⽇記



続・中秋の佳節︕

2009.10.04

もう消灯の時間だから・・あの⼤感動の続編を綴らざるをえない・・・ 僕は数滴の涙を流したが、それを知る⼈はいない なぜなら、誰もその光景を⾒ることができないから
だ。（当たり前だけどね・・皆ももう分かるだろ︖） 巨⼤な寮の中で、僕⼀⼈がぽつんとパソコンの前に座っている・・孤独だ・・。掃除が始まった・・同級⽣をたくさん⾒
かけた・・僕は⼤急ぎで僕の担当場所の掃除を終わらせる（掃除の質も問題ないよ）。部屋に戻り、カメラを取り出す。外に出てまん丸の⽉をカメラに収めた・・昔⾒た⽉より
もずっと⼩さく⾒える・・⼼理的作⽤だろうか︖でもまん丸だ・・︕ ネットで、お⺟さんと話す。お⺟さんは中国でまん丸の⽉を⾒て僕のことを思ったらしい・・ この⾔葉
で、中秋節というものがいったいどういうものなのか、ついに分かった気がした・・ 僕らは離れた場所にいるけれど、同じ⽉を⾒ることができる︕だから、この⽉夜には、相
⼿を想う気持ちがより⼀層膨らむのだろう・・ 夜の⼗時半ごろ・・趙先⽣（中国⼈）が僕を⾒にきてくれた。 「はは、中秋節なのに、部屋に⼆⼈きりなんてね・・」 そう⾔い
ながら僕にお菓⼦をくれた・・有難かった・・笑顔になった・・ それと、趙先⽣・・僕、そんなに孤独じゃないよ（休にマイケルジャクソンのYou Are Not Alongを思い出し
た・・）。 最後に、故郷を離れている全ての⼈に、中秋節おめでとう︕ さっき、⽉を⾒たよ・・ きっとお⽉様も僕が⽉餅を⾷べているのを空から⾒ていたはず・・ やっぱり
午前0時の⽉が⼀番綺麗だ。 東京時間、23:55..

范 中宝さんの⽇記



{ エキサイティングな⼀⽇!

2009.10.04

今⽇はなにごともない⼀⽇になるだったはずだった いつもと変わりない朝…点呼の後、朝ごはんを⾷べずに部屋で⼆度寝。8時ぐらいに芝先⽣から電話でおりてくるように⾔わ
れた。⾷堂に呼び出され先⽣から、⾷堂の⼈が、キミが朝ごはんを⾷べてないので⼼配していると.. テーブルには⾷事が⽤意されていた..なんだか申し訳ない.. すぐにあやまる
と、先⽣がまだ⾷欲はないかときいてくださった。ホント、申し訳ない.. ⾷堂の⽅には本当に感謝。僕のためにわざわざ⾷堂を開けていてくれて.. 午後、⽇本語を勉強する資料
をネットで検索..「⽇本の歌を歌って⽇本語上達」というサイトをみつけた..⾼校の同級⽣が「未来へ」（中国語では『後来』っていうんだ）が⼤好きだったのを思い出した。
僕のPCにこの歌もあったけれど..歌詞がなかったので、ネットで探したが、なかなかみつからない︕ 哀しくて切ない歌詞だよね..歌と⾃分がダブってくるよ.. ちゃんとした⽇本
語の歌で歌えるのは1曲だけなんだ..中学の時、先⽣が教えてくれた⼦どもの歌..- -! でも⼤好きな歌だよ.. またネットでカラオケで⼈気の「Lovers again」と「蕾」を検索。良
い曲だよね。⼈気あるはずだよ…なんとかこの曲の歌詞を探し出して…歌の練習を始めた・・ またネットを⾒ていたら、「中⽇友好カラオケコンテスト」なんてのをみつけて
しまった︕︕︕あちゃあ、終わったばっかりだ︕でもなかなかおもしろい募集要項だったよ。⽇本⼈は中国語で歌って、中国⼈は⽇本語で歌うんだ…さらによんでいくと… 最
優秀賞をとったのは、⽇本の友⼈と「世界にひとつだけの花」を⼀緒に歌った⼈。 ⽬が釘付け、だって…僕も歌える︕︕︕（唯⼀歌える曲だよ） 先⽣⽅、覚えていらっしゃる
でしょうか、⾯接のとき、僕がこの歌を歌ったのを︕ このコンテストに何としてでも参加したい衝動が… でも冷静に考えてもいて…これだけしか歌えないんじゃあダメだよ
ね︕ フウ…まずはちゃんと⽇本語を勉強して…歌の練習だ… ハハハ︕ なんだか跳び上がりたい気分- -! ぶつぶつ⾔いながら..ニヤニヤ笑って..ウキウキするな。ハハ︕そのま
ま⾵呂にいったら、浴室に⼊るとき服を脱ぐのも忘れてた…シッパイシッパイ..- -! やっと落ち着いてきて…連絡事項が来ていた…インフルエンザの為、明⽇から僕のクラスは
1週間休校だって…またまた⼤興奮… なんだか今⽇は嬉しいことばかり… 気を引き締めて、ちゃんと勉強しなくちゃね︕ ファイト︕カラオケコンテスト、待ってろよ︕︕ハハ
ハハ

范 中宝さんの⽇記



{ 学級閉鎖..

2009.10.05

ゆうべは⼀⽣懸命歌の練習.. 午前2時40分にやっと就寝.. 学級閉鎖なので.. ⾃分の部屋に戻らなきゃ.. ⼤シッパイ..

范 中宝さんの⽇記



{ ...

2009.10.06

何事もない⼀⽇がまたすぎていった.. ⽇本語の歌の練習はがんばろう.. 担任の先⽣が、今週の⽊曜⽇から学校が始まるって..

范 中宝さんの⽇記



{ 台⾵??

2009.10.07

台⾵だ..明⽇から始まるはずだった授業はナシ.. 今⽇は⼀⽇中⾬..なんだかユーウツ、歌を歌う気にもならないよ。へへへ.. どうやらすごい台⾵のようだね..学校も休校.. 台⾵
って、どんなのなのかな..この年まで体験したことがないや..ハハハ 明⽇、まってるぜ..ハハ.. どうやら..⾬は明⽇まで続きそう..フウ..⾬って苦⼿だな..

范 中宝さんの⽇記



{ 明⽇から勉強!!

2009.10.08

今⽇、本当に台⾵がきた.. 朝、⾷堂でご飯を⾷べているとき..みんなあつまって、テレビをじっと⾒ていた。台⾵が映し出されていて.. なんだこれ.. すごい︕︕テレビでは、⽊
はなぎ倒され、⾞もひっくり返っていて.. こんなのだとは思わなかった..⻯巻が通り過ぎた後みたい..オッカナイヨ.. 今⽇はもう避難状態..外は⾵が荒れ狂っている..冷や汗が..
部屋で⼀⽇じっとしていた..PCに問題があったけれど、ネットにつなぐと、お⺟さんが専⾨家を⼿配してくれ、遠隔コントロールで、修復してくれた..感激.. ...... とうとう明⽇
から学校が始まる。 そして中間試験だ︕⽂系はなんともできないけれど、理系科⽬はがんばるぞ︕化学は満点⽬指す︕︕モチロン数学も!!物理がないのが残念- -.. 明⽇から
は、睡眠時間を削って、ネットもガマンして、勉強がんばるぞ..

范 中宝さんの⽇記



今⽇はとても嬉しい

2009.10.09

なぜだかわからないけど、今⽇はとても嬉しい 朝から今⽇は普通の⼀⽇じゃないと思ってた..へへ.. なぜなら朝から寝坊もしないで、素早く点呼に⾏ったし、朝ごはんもたくさ
ん⾷べた.. 部屋に戻ってから、いつもなら７時５０分まで寝るのに、今⽇は部屋で本やものを整理してた。だって今⽇から学校だもん.. 制服を着て、鏡に姿をうつして、問題な
いのを確認して出発しました.. 今⽇は晴れ、気持はもっと良くなった．．空気もなんだか新鮮な気がする（空気はいつも新鮮だけど．．） はじめの⼆時間、眠くなったけど、
先⽣が突然僕をしさて中国のことわざを聞いてくれたもんだから、とたんに元気になった．． 三時間⽬の体育の時間まで元気だった．．今⽇、僕はまじめに友達とバスケの試
合をしなかった．．この試合にルールがほとんどないため、前何回かそれで⾔い合いになったりしてちょっと嫌な気持ち．． まじめにならなかったのは、良かった。そうする
と、コート上にたくさん楽しさを⾒出せたし、実は、今⽇なんかゴールもいつもより決まっている気がする．．はは．．たくさんゴールを決めて。カッティングもたくさんし
た。すごく爽快だ、⼤汗もかかなかったし．． クラスに戻ってから、服を着替えるとクラスメイトに職員室にラジカセ取りに⾏くように⾔われた（僕は英語係）私は満⾯の笑
みで職員室に乗りん込んだ． そしたら浅⽥先⽣に試験期間中のため学⽣は⽴ち⼊れませんといわれて、失敗したのに気付いた．． また、先⽣は試験期間中どの教科を受けるつ
もりなのか聞いてきた．．⽇本語の⽅の科⽬が得意でないために．．僕は英語（⼆科⽬）と数学、化学を選んだ． また嬉しくなっちゃった︕試験範囲が狭まった、今回のテス
トは希望がもてるぞ︕︕化学、満点を⽬指せ︕ 教室に戻ってから、いつもはうるさいと思ってる後ろの⼈もなんか可愛く思えてきた．．はは、すごく笑いたい気分．．なんで
今⽇はこんなに嬉しいのかな︖ オワタ・・また失敗した．．もう消灯時間だ・・みんなバイバイ

范 中宝さんの⽇記



またすごかったよ..

2009.10.10

ハハ、今⽇の午後はまた⼀⼈でぶらついてきたよ︕ １０時半に学校が終わって、寮で１時間昼寝をし、昼ご飯を⾷べてから出発した・・・ ⾃転⾞で⾵を切って、敦賀の街を⾛
る。太陽の光が背中にあたってとても温かい。 僕は最近覚えた⽇本の歌「卒業の⽇」を⼝ずさみながら、しっかり周りを⾒渡して、⾚信号ではしっかり⽌まることも⼼がけ
た・・・ 初めに⾏ったのはスポーツ⽤品店。そこで僕に運動靴を贈ってくれたお兄さんを⾒かけた。お兄さんも挨拶をしてくれ、スパイクも試着させてくれた。親切だな
あ・・勉強のことも気にかけてくれ、試験頑張れと⾔ってくれた・・へへ︕︕ がんばらないと︕︕ 他には遊ぶ場所が思い当たらなくて・・・ 結局スーパーへきた・・・ たく
さん⾷べ物を買ったよ・・⼀週間分︕︕嬉しい︕ 今⽇は道を間違えたけど、やっぱり僕の⽅向感覚は⼀級品だ︕ 途中で空が曇ってきて焦った・・⼤⾬になったら⼤変だ︕ そそ
くさと寮に戻ってきた・・ 寮のおかあさんは僕が満⾜そうなのを⾒てとても喜んでくれた・・・ ふう、明⽇からしっかり復習しないとな︕

范 中宝さんの⽇記



復習

2009.10.11

今⽇は⼀⽇真⾯⽬に復習したぞ︕︕ 今⽇はルームメイトが僕のパソコンを使ってネットで資料を探していた・・ふふ、僕達明⽇⼀緒に靴を買いにいくんだ。いいやつらだな
あ・・ 今⽇はだいたいこんな感じ。消灯です・・

范 中宝さんの⽇記



{ 最⾼の⼀⽇!

2009.10.12

今⽇もいい⼀⽇だった..ハハ もうホント、どうしよう-- 朝、起きられなくて..朝⾷に間に合わなかった..当直の先⽣から電話があったと思うけれど、全然聞こえなかった..（シ
ッパイだな） ⽬が覚めたら、もう9時。昨⽇、⼭岸君と9時半には出発する約束をしているのを思い出し..⼤慌てで..すぐに準備をして..⼭岸君の部屋へ⾏くと、彼もまだ寝て
た..ハハ..よく寝てるところ悪いけれど起こすと..- -!⼭岸君、準備、早っ.. ⼀緒に⾃転⾞で出発..まずスポーツショップで靴をみる。それから『元気』スーパーへ。⼭岸君か
ら、閉店セールの最終⽇なので⼤安売りをしていると教えてもらっていた。店内をぐるっと⾒てまわると、他より随分安くなっていたので、たくさん買い込んでしまった..レジ
に⾏くと..またビックリ..みたこともない⻑蛇の列..50メートル以上はあるよ..ハハ、笑ってしまっていると、⼭岸君もこんなの初めて⾒たって⾔ってたよ..買い物カゴのなかの
⾷べ物もおあずけのまま..フウ..32分も並んでいた..ハハ.. それから⼭岸君おすすめのドーナツ屋へ..最⾼においしい︕早速購⼊。おいしそうだし、味も良い。とにかくおいしい
んだよ。 最後にシューズの専⾨店で靴を購⼊..散々悩んで、ナイキの⽩のシューズに決めた。かっこいいよ。へへ.. お昼には、今⽇の⼤収穫を抱えて、気分も最⾼︕︕︕ 昼ご
はんを⾷べてから..またうたた寝.. ⽬が覚めたら、趙先⽣が、浅⽥先⽣からのサツマイモを届けるために、部屋にいらしていた..ハハ、どうもありがとうございます︕ それか
ら、早速靴を洗っていると..⼭岸君がバスケに誘いに来た。ハハ、もちろんOK︕︕ 学校のコートでバスケをして、楽しかったよ︕ 夜、ネットで、⾷べ物を送って、とお⺟さん
に頼んだら、僕のプロフィールの写真が、今のと全然違うから換えた⽅が良いといわれた- -, もう消灯時間..部屋で復習をしなきゃ。明⽇は学校だ。

范 中宝さんの⽇記



{ yeah明⽇はテストだ

2009.10.13

... ...

范 中宝さんの⽇記



{ ⼤失敗..

2009.10.14

今度は本当にシッパイだ.. 英語のテストで..ものすごいがんばって復習して、英単語もノートに全部書き出して、⽇本語と中国語訳もつけて、 昨⽇なんかは、ルームメートの杉
岡君と午前3時まで勉強.. 彼の中国語の勉強までみてあげて.. ..今⽇テスト中に発覚..テスト内容と僕が復習したのとが全然違う..ほとんど⽇本語で答える問題ばかり..⽇本⼈に
とっては簡単だろうけれど..僕は外国⼈だ..もう..泣きたいよ.. 単語も繰り返し覚えたけれど、ほとんど頭に⼊っていない..ずっと英語の勉強をしていなかったから..すっかり忘
れている.. まったく答えられない.. ⼤失敗だよ.. 明⽇は英会話があるけれど..これは僕にも楽勝..ほとんど⼩学校の時に習ったものだ..ちょっとホッとしている..でも今は、アル
ファベットを書くのもあやしい..フウ..がんばるしかないか.. 明⽇は、化学、英語W

范 中宝さんの⽇記



{ もうダメだ、

2009.10.15

..昨晩はまた午前3時まで勉強 今⽇は⾃信満々でテストに、 化学..あと1問ってところで、時間が⾜りなかった。これで満点はナシ。問題の内容がこれまでの復習だったからし
ょうがないよね。もうちょっとちがう形式で出題されるかと期待していたけれど..そんなことなかった..やっとわかった..⽇本のテストってこうゆうものなんだ.. 英語Wはまあま
あだった。問題もテスト前に配布されたものの復習だし。 それから教科書の練習問題.. 明⽇の数学が最後だ。勉強の仕⽅がわかってきたよ..ハハハ..

范 中宝さんの⽇記



{ 陸上部復帰

2009.10.16

今⽇は試験最終⽇、教科は数学。昨夜はまた3時まで起きてた。 今⽇は相当慌てちゃって、また最後まで終わらなかったという..あーもう︕どうしちゃったんだ、これじゃやば
いよ..数学の試験は問題が⽇本語だからすごい読みにくくて、それでもう頭の中がこんがらがっちゃって.. まぁ、そんな感じで午前中はずっと鬱状態だったんだけど、午後陸上
部に⾏ったときには、今度は眠気がピークに... 部活では最初にグラウンドの掃除をして、草取りをするんだけど..この時に例のスポーツ⽤品店のお兄さんが俺のスパイクシュー
ズを持って来てくれたんだ。すげー綺麗だし、造りも精密でしっかりしてんの︕これでもう⼀気にテンションが上がっちゃった。へへ。掃除の後はグラウンドへ。 まずは準備
運動。･･･なんだけど、俺は早くスパイクシューズを履いて⾛ってみたくてウズウズウズウズ。 いざ履いてみるとこれがまた履き⼼地が良い︕そして軽い︕すげー気持ちよく⾛
れる︕ 先⽣の指導の下、⾼跳びの練習が始まったんだけど、今⽇は悲しいことに怪我してしまった..⾜⾸が棒にぶつかって出⾎。あぁ、いてーよー.. でもそれでもやっぱり気分
が良かったなー。今⽇先⽣が教えてくれた技を全部クリア出来たんだ。しかも前より楽に跳べるようになってきたし。へへ。10⽇くらいブランクがあったのに、今⽇はすごい
調⼦が良かった。新しいスパイクシューズもゲット出来たしな。 あー次回のテストは頑張ろう。まずは⽇本語をしっかりやらないと。⽇本語が分かれば他のこともきっと分か
るようになるはず︕

范 中宝さんの⽇記



耐久⼒、

2009.10.17

昨⽇怪我をした・・昨⽇は痛みを感じなかったのに、今朝･･･ 寝室で点呼のチャイムが聞こえてきて⽬が覚めた。ベッドから降りる時に座り込みそうになった・・昨⽇の傷のせ
いで・・・ 壁をつたって歩く・・・こうしないと倒れてしまいそうだった・・ 今⽇も部活があるのかと思うと憂鬱になる・・歩くことすら困難なのに、⾛れるわけがない︕は
あ・・午前の授業が終わるとだいぶ楽になった。でも⾜元はまだ覚束ない。僕は⻭を⾷いしばりながら運動場へとやってきた・・ トレーニングが始まると、痛んでたまらな
い・・しかも短距離⾛・・－－ううん・・ 先⽣に少し休んでからやらしてくれとお願いした・・先⽣は無理するなと⾔う。でもゆっくりなら問題ない・・ ⾃由練習が始まっ
た・・今⽇は⾼跳びはない・・⻑距離⾛だ・・たまらん・・ 僕は⻑距離が⼀番苦⼿だ・・それなのに2000メートルだなんて︕︕今まで800だって⾛りきったことないぞ・・皆
に、⻑距離⾛はできないと⾔うと、ゆっくりで⼤丈夫だからと返された。 皆から制限時間を決められる・・通常5周（2000メートル）8分20秒のところ、10分20秒以内に⾛り
終えることが条件になった・・ どうしようもなく⽔が飲みたくなったが、⻘⽊に連れ戻された。何してんだ︖って（僕が逃げると思ったらしい・・）。 スタート。タイムを計
り始める。 ・・僕は懸命に天勝についていった・・彼はとてもゆっくりと⾛っていた・・僕はその速度にほっとしながら⼀周⽬を終える。皆の声援が聞こえる・・嬉しいね、
でも少し恥かしい・・⾃分は⾛りが下⼿だということぐらい⾃分でもわかっているから・・⼀周が終わり・・少し疲れてきた・・⼆週⽬・・もう限界だ・・天勝、速過ぎるよ︕
と叫び続けていた・・ 天勝は振り返り僕を励ます・・︕︕ここから少しずつ距離が開き始めた・・ 三週、僕達の距離、50メートル。 四週、150メートル。 最後の⼀周には、
⼆⼈の距離は300メートルにまでなっていた・・ どうやって耐え抜いたのか分からない・・ 三週⽬のときに、正直もう諦めようと思っていた。本当に限界だった。しかし、あ
る事がふと頭をよぎった。僕は今⽇本にいる。⽇本⼈は途中で諦めることを嫌う・・外国の友達に⾒くびられるわけにはいかない︕歩いてでも完⾛してみせる︕︕︕ 息が上が
って・・⼼臓が爆発しそうだった・・ そして僕はついに⾛りきった・・10分17秒・・僕は笑った。やり遂げたぞ・・ 運動場に倒れこむ。⾵が吹く・・呼吸が乱れる・・天勝
は・・まだ⾛り続けていた・・ 彼の体⼒が羨ましい・・ どこまでも続く持久⼒。1年後にはああいう男になっていたい。どんな時にも、強い強い耐久⼒があるような。僕だっ
て誰かに憧れられるような⼈間になりたいんだ。 明⽇も、僕は壁をつたって点呼へ⾏く・・

范 中宝さんの⽇記



{ ショッピング

2009.10.18

昨⽇、体にぴったりするようなトレーニングパンツをどこで買ったらいいかと中村君に聞いたら、それならシューズを買った店だ、と教えてもらい..そこなら良く知っているの
で、またすぐに練習に戻ろうとしたら..中村君が誰と⼀緒に⾏くのかときいてきたので、すぐに「⼀⼈で⾏くつもり」と答えると、だめだよ︕そんなの危ないから、僕も⼀緒に
⾏くよと⾔ってくれた。 ... ... あの時は嬉しかったな︕ 次の⽇の10時に中村君が迎えに来てくれることになり、しかもお昼は⼀緒にお寿司を⾷べようと約束︕ 朝⾷の時に、今
⽇の昼⾷はいらないと⾷堂の⼈に⾔ってから、部屋で9時20分まで⼆度寝。⽬覚ましもセットしていたので、10時には出発できた。 ⾃転⾞にのりながら..店までいろいろ話もし
て、これからは、おかしな⽇本語は直して欲しいと頼んだ..ハハ トレーニングパンツはすぐに⾒つかった。中村君が他に買いたいものはあるかと聞いてくれたので、ヘッドフォ
ンと、飲み物を買うため、それぞれの店へ連れて⾏ってもらった。途中、ちょっと良い店を⾒つけたので、服を2枚購⼊。ハハ、なかなかカッコいいよ︕ スーパーに⾏く途中
で、ドーナツショップをみつけた。⼤好物なんだよ、と中村君に⾔って..スーパーで買い物を終えて、他に買うものは︖と聞かれ、今度は昼ごはんだ︕︕でも..あとで..ドーナツ
もね.. というと、中村君があきれながら「なんでさっき⾔わなかったんだよ︕︕」ハハ..さっきはそれほど⾷べたくなかったんだよ.. ドーナツを買って、おすし屋さんへ。昼時
なのでお店は満席..あきらめて..ラーメン屋さんへ..これもおいしい︕︕ ⽇本の⾷べ物屋を満喫.. 部屋に戻って、買い物の整理をしてから部活へ。早速、買ったばかりのトレー
ニングパンツを穿いて⾛ると、爽快︕今⽇も2000メートル⾛ってみたよ︕それからも何周か⾛って..クタクタだ︕ でもがんばるそ..これからも毎⽇2000メートルだ︕ 今⽇は楽
しかったな〜︕

范 中宝さんの⽇記



{ あーあ、あと1点で合格..

2009.10.19

今⽇またやっちゃったよ.. 外国語2の成績が発表された.. 39点、... ... ... あーあ....あと1点で合格..カッと⾎が上ったよ︕でも予想より20点もよかった.. だって⾃分でもどれだ
け書き込んだかわかっているし..空欄がどれだけあったかも..本当に難しかった︕︕ 英語のテスト問題はほとんど⽇本語で書かれているし..本当に参ったよ︕︕ これが⼀番ひど
いんだろうな.. 他はどうだかまだわからないけれどさ.. 先⽣はほめてくれたけれど..本当に申し訳ない..こんな成績で..こんな成績、今までとったことがない..フウ..もう泣き笑
いしたい気分..まあでも..ビリでないだけよしとするか.. それから、今⽇⼀番嬉しかったことは、体育の授業のバスケの試合で１５シュートほど決められたこと。ウチのチーム
は全勝した。ハハハ︕やったね︕

范 中宝さんの⽇記



{ 遠⾜、県の運動会..

2009.10.20

最近はイベント盛りだくさん.. 22⽇は学校の遠⾜..ほぼ1⽇、京都に⾏くんだ.. たくさん写真を撮って、思い出に残すんだ︕ おととい、先⽣から23⽇にも、県内で運動会があ
るって聞いた..これはどういうことなのかな.. 23⽇の三⽇後に、県の運動会がある。陸上部として僕も参加するんだ。泊りがけになるかな..ハハ、おもしろそうだよね︕

范 中宝さんの⽇記



{ まもなく出発

2009.10.21

今⽇はまた、おそくまで練習..みんな真剣だ。あさってには県の運動会があるからね.. 僕は参加しないけれど、練習は真⾯⽬にやったよ..ずっと⾛り⾼跳びの練習をして..バーで
腰を打って、折れちゃいそうだよ..痛い.. 明⽇は学校の遠⾜..おもしろそうだよ..京都みたいなおおきな街をいろいろ歩くなんて。ハハ あさっては⼤会..これはもっと楽しみだ
な..

范 中宝さんの⽇記



{ 遠⾜、京都、

2009.10.22

今⽇は気⽐に来てからはじめての団体⾏動、遠⾜だ。 朝、ルームメートの杉岡君とふたりして寝坊- -やっちゃったよ でも時間には間に合って、⾞に乗り込むと、また居眠り..
マイクの声に起こされて、みんなが運転⼿さんからマイクを借りて早速歌い始めた..まずクラス委員⻑の前岡さんが流⾏のEXILEを。題名は忘れてしまった。すごいおかしくっ
て、みんなも聞きながら笑っていた。このときお調⼦者の中⼭さんがもう1本のマイクを使って「みんな、ありがとう」と合いの⼿を⼊れた。ハハハ、もうみんな⼤爆笑。前岡
君もしょうがないなと..歌い続けた 京都につくと、今⽇は何かのお祭りみたいだ。なんていうのか知らないので、みんなにも聞いたけど、みんなも知らなかった..写真を撮っ
て..このカメラ、やんなっちゃうことに..3枚とったらおしまい..趙先⽣が先⽣の携帯で写真を撮ってくれた..お寺の前でも写真を撮った..⼀番バカなのが僕- - それから⾃由⾏
動.. 敦賀に来てから、こんなに⼤勢の⼈や、⾞、⾼いビルを⾒たのは今⽇がはじめて..（そんなに⾼い建物じゃなかったんだけれど、敦賀のに⽐べると..後で趙先⽣が、京都は
古い街なので、この町並みを残す為に、⾼層建築は建てちゃいけないんだって教えてくれた） それに⽇本の地下鉄にもはじめて乗った..なんだがずいぶん地⾯から離れているカ
ンジ..すごく深いところを⾛っている気分だよ.. それから.. みんなと合流する為に..40分ほど歩いて..しかも早歩きで..疲れた..息があがっちゃうよ.. それからはそれぞれで⾏動
開始..僕達の班⻑はちがう班に⾏ってしまったので..他の班の⼆⼈と⼀緒に⾏動..なんだか⾒捨てられちゃった気分.. 三⼈で、地図を眺めてもよくわからない..しょうがないよ、
だって地図の字が僕は読めないんだから..中国だったらゼッタイ⾏きたい場所に⾏き着ける⾃信があるのに..でも..⼆⼈も、⼀⼈はぜんぜん話さないし、⼀⼈はわかっていな
い。..焦ってきたけれど..まずは落ち着いて..とりあえず近くの店で鯛焼きとたこやきを買って..ぱくつきながら、急ぎ⾜で街⾏く⼈々を眺めてる..何かのお祭りの⾏事もやって
るみたい..それからまた⼆⼈を⾒て..ハハおもしろいよ.. 最後は通りすがりの⼈に聞いて..出発..ぶらぶら歩き始めた..ビルの中にはいって..建物の中はショッピングモールにな
っていた..いろんなものがあったけれど..⼆⼈とも歩くのが早くて..あんまり良く⾒れなかった.. 早いよ..ホント、さっさと.. 随分歩いて..もう時間だ..集合時間になった..また道
を尋ねながら集合場所へ..1⽇中歩き回った.. ついさっき、杉⽥君がユニフォームを届けてくれた。明⽇は..運動会だ.. 服をしまって..今⽇は疲れた..明⽇は朝6時集合だ..

范 中宝さんの⽇記



みんな、元気︖

2009.10.25

タイトル通り

范 中宝さんの⽇記



{ 昨⽇のミスについて..

2009.11.02

昨⽇たくさん書いたんだ、 でも結局発表する時ミスしてしまって、 その時はめまいがしたよ．． 具体的に何を書いたかっていうと、この頃⽇記を書いていなかったのは、とあ
る準備をしていたからなんです。⼼連⼼の野沢先⽣が東京から私の⽣活をインタビューしに来た時に、野沢先⽣に結構迷惑かけたんです．．へへ．．で、インタビュー最終⽇に
野沢先⽣と中村先⽣にちょっとしたプレゼントをしようとしたんだけど、忘れちゃったんだ．．すごくSORRY．． 映像についてだけども．．失態をおかしてしまったよ．．ず
っと笑いをこらえきれなくて．．それにあのしどろもどろだった⽇本語．．できないセンテンスが多すぎて．．毎晩ルームメイトの⼭岸さんに質問してる．．この何⽇かのイン
タビューの⽣活で、私の⽇本語はたくさん向上したと思う．．私の⼀カ⽉の留学⽣活に匹敵するよ．．本当に、この何⽇かのこと、ありがとうございます︕︕ あと、昨⽇外国
⼈の集まるパーティに参加しました。世界各地からいろんな⼈が来てるみたいで、その中で、中国⼈は⼀番多かった。⼀緒に試合をして、劇をやる⼈もいて．．とても楽しかっ
た。趙先⽣は交流センターの常連で、⼤会の主催者側として中国の通訳もしていた．．こんなすごい先⽣がいて、内⼼とても嬉しいです．． 三枚の写真を載せます。⼀枚⽬は
収録の時に趙先⽣が撮ってくれたもので、その他はパーティの時にみんなと写したものです。全部趙先⽣が撮りました。ありがとうございます・・!!! 今⽇から、⽇記⽣活を続
けます．．へへ、さっき留学⽣の掲⽰板で⾃分の名前を⾒つけました。⼼連⼼の先⽣からの励まし、ありがとうございます。 プレゼントはないけれども、毎⽇⽇記書きま
す．．へへ

范 中宝さんの⽇記



{ ただの休⽇

2009.11.03

今⽇は⽂化の⽇、 寮でぼうっと⼀⽇すごして、テレビもないし..⽂化の⽇って感じがしない..⽂化の⽇はゆっくり休む⽇だ。 今⽇は洗濯をした。ハハ、ヒマなので、定期報告の
レポートも書き上げて、午後に出してきた..そのあと、気付いたけれど..ちゃんと通知内容を読んでなかった。『レポートは、10⽉10⽇から11⽉15⽇の分を』って書いてあっ
た.. しまったな。まるまる10⽉分のレポートを書いておくちゃった..先⽣⽅、早めに僕のレポートを受け取られてもお許しください..今⽇はあんまりヒマだったので、うっかり
レポートを書き上げてしまいました..SORRY.. ...もう1回、書きましょうか..? やっちゃったなあ.. 今⽇、郵便を出しに外に出たら、随分寒かった..ここのところ台⾵でずっと⾬
だったし..（いつまで続くのかな).. みんなも季節がかわったなって感じてるかな.. あったかくして、⾵邪を引かないようにね︕︕ 部屋に戻ったら、ルームメートの細川君が部
屋を⽚付けていた。チラッと⾒たら、壁ぎわにずらっとテニスラケットが⽴てかけられていて..15本も..なんなんだ..⼭岸君が、全部細川君のだって教えてくれた。しかも細川
君はすごい選⼿で、北信越5県の⾼校⽣のベスト３に⼊っているんだとか。もう三年⽣なので、引退していたから、今まで知らなかった..ラケットは⼀番安いものでも3万円もす
るんだって..それが15本.. ..

范 中宝さんの⽇記



{ ...+_+

2009.11.04

陸上部は僕の毎⽇の楽しみ.. 今⽇本当にまいった.. 6000メートル⾛って..タイムは32分30秒..まあまあ、ってとこかな.. ひとつ気付いたけれど..2週間前、初めて2000メート
ル⾛って、1週間前、4000メートル..そして今週は6000メートル..ってことは来週はもっとコワイことに.. 今⽇はトラックを２０周、３０分ちょっとで⾛った。⾃分でもすごい
って思う..こんな⻑距離を⾃分が⾛れるなんて、前は思いもしなかったよ。6000メートルでは、4,5百メートル（約1周半）しかはなされなかったよ。嬉しいな..ハハ.. ⾛り終わ
ったら..ノドがからから..呼吸も苦しくて..靴の中も砂だらけ..考えていたことは、今⽇の昼、たくさん⾷べておいてよかった︕ハハハ、じゃなきゃ、へたばっていたよ..ハハ!!
グランドをゆっくり1周した後、ダッシュで200、150、100メートルを⾛っていたら、めまいがしてきた。陸上部に⼊って2ヶ⽉、こんなにヒドイのは初めてだ..歩きながらひ
っくり返るようなカンジで、ハハ、腿の筋⾁が痙攣している..ハハ︕︕爽快だよ.. ⽯の階段に座って、ちょっと⼀休み。うっかりズボンを裏返しに穿いていた。..ハハ..誰も気付
いていないよね.. みんなはラストのトレーニングの準備を始めて、もちろん僕もそうしなきゃいけないんだけれど、ユーウツな気分になってきた。だってもう⾛れないよ。この
とき吉⽥君が救いの⼿を差し伸べてくれた。先⽣に筋⼒トレーニングをするといってくれたんだ。例えば腕⽴て伏せとか.. 彼と⼀緒に腕⽴て伏せ70回..だんだん頭に⾎が上って
きた..でもがんばってつづけたよ。 それから壁倒⽴を。コレならだいじょうぶ..でも今⽇はうまくいかない..しかもメマイがどんどんひどくなってきている..しょうがなく休憩
を。 ⽬を閉じて休んでいると、みんなが僕を笑っている声が聞こえてきて、がっくりしてくるけれど、体は限界だ..みんなのようにはできないよ..負けを認めて..く やしいよ、
誰にも負けないぞ︕ 今もまだ、メマイがする..

范 中宝さんの⽇記



{ 芝先⽣..

2009.11.05

へへ、今⽇は芝先⽣、やっちゃったよね..ヘヘヘ 今⽇の外国語の授業で、芝先⽣が僕達に、あるセンテンスついてずっと説明してれた。しかも授業の⼤半の時間を使って..ハ
ハ..みんな真⾯⽬に聞いていなくて、先⽣が教壇を⾏ったり来たりしているのを眺めていただけ.. なんだか主客転倒だよ..でもおしゃべりはしていないし..授業は聞いていたよ..
へへ、でも芝先⽣って、本当はすごく⾯⽩い先⽣なんだ。明るくて、寮の宿直をしてくれることもあって、⽣徒にも⼈気があるんだ。僕も先⽣の話は⼤好きだよ。へへへ。 先
⽣にはすごくお世話になっているんだ。感謝しています。 僕が寝坊してしまったとき、先⽣が部屋まで、僕におりてくるようにって電話をかけてきた。先⽣といっしょに⾷堂
に⼊ると、他の⼈はとっくに朝⾷を⾷べ終わっているのに、テーブルの上には朝⾷の⽤意が..そういうことだったのかと気付いたよ.. 先⽣は、朝⾷は⼤事だぞ︕て。⾷堂のおば
さんもいてくれて.. お⼆⼈には本当に感謝.. 芝先⽣ってカワイイよ..へへへ

范 中宝さんの⽇記



{ 髪の⽑が伸びたよ︕

2009.11.06

へへ、今⽇俺の⾝に突然嬉しい発⾒が、 髪の⽑が伸びていた︕︕ハハ みんな、トップ画像の写真の俺をまだ覚えてるかな︖東京で、⼀緒に訓練を受けていたときの髪型だよ、
ヘヘ 今は違う..こっちに来てすぐ、趙先⽣に「改造」されてから.. 趙先⽣ほんとにひどいよおおお..55555555..こんなにガッツリやらなくてもいいのに.. 野球部のみんなと同
じ..「丸坊主」.. だけど今、俺の頭に、まるで⼩さな草のように少しだけ髪の⽑が⽣えてきた..ははははは..いや、失礼しました. ⼀年後の⾃分に期待だな.. 中間研修のとき
に、会おう︕︕ハハ

范 中宝さんの⽇記



{ 嶺南 駅伝⼤会

2009.11.07

また明⽇も、激動の⼀⽇になりそうだ、  "嶺南 駅伝競⾛⼤会"..つまり⻑距離リレー インフルエンザの影響で、うちの陸上部の部員のほとんどが"学級閉鎖"になっちゃって。
それで俺が選⼿に選ばれて、今回の⼤会に出場することになったんだ.. 全部で48.3キロメートル、敦賀から⼩浜までの国道でやるみたい.. 9⼈の選⼿でたすきを繋ぐんだけど、
⼀番⻑い⼈で8.3KM、短くて4.0KM、俺はなんとアンカーで、4.2KM..ゴールは⼩浜市庁前.. 今⽇この話を聞いて、マジ超焦った︕...明⽇にはもう本番、今⽇はリハーサルって
ことで坂本先⽣と窪⽥先⽣が⾞で⼤会の場所まで連れて⾏ってくれた.. 俺のスタート地点から、⼩浜市市庁前まで、先⽣が案内してくれた。というのも俺はアンカーだから、ち
ょっと道が複雑になっていて..先⽣が⾔うには道の曲がり⾓を全部しっかり観察しとけって、明⽇は知ってる最中に迷⼦になったらまずいからね..ヘヘ 最後に、ゴール地点から
スタート地点まで⾛ってみた。⾛り始める前に坂本先⽣が、後から⾞で着いていくから、もしどう進んだら良いか分からなくなったら⼀回⽴ち⽌まるよう⾔ってたんだけど、 
なんと、本当に迷⼦になってしまった..- - でもすぐに気づいてまたもとの道に戻ったんだけどね..- - 途中、またちょっと焦ることがあって..俺のすぐ左⼿にはビュンビュン⾞
が⾛ってる⾞道、右⼿には傾斜が急な崖..そしてその隣には⾒渡す限りどこまでも広がっている湖..- - ...ようやく⾃分の4.2KMを⾛り終えた。時間を⾒てみたところ、なんと
30分も⾛ってた..迷⼦になってた時間と信号待ちの時間を除いたら..⼤体24分前後かな..今⽇はかなり遅かったな..まぁ、⼒は明⽇に温存しとくってことで.. 帰り際、⼤会のプ
ログラムを⾒て、また⼤慌て..プログラムには..4.2キロメートル..時間13分.. +.- どうやら明⽇は死ぬ気で⾛るしかないようだ.. 帰るときに、坂本先⽣が"カレー焼き"をご馳⾛
してくれた..いやぁ美味かったなぁ、ただ⾞の中でカレーはちょっと不味かったかな..ヘヘ.. 明⽇の 駅伝⼤会 ...

范 中宝さんの⽇記



{ やったね!!!!

2009.11.08

今⽇の試合は、やっぱり予想通りに.. まあ..ビリだったけれど、へへ、良い経験になったよ︕︕ 試合の結果が⼤事なんじゃない..たくさんの⼈にこう⾔われたけれど。⾃分でも
そう思っていたよ。ハハハ。⾛る前、同級⽣と『中継点』で待機していたとき、周りの選⼿は、みんな体も⼤きくてつよそう..と、思ってよくみたらみんな⼤⼈︕︕プロの選⼿
だ︕︕︕なんてこった、⾼校⽣の出場は2チームだけ.. 内⼼あせりながら、準備運動をしてずっと体を動かしていたけれど、なかなか僕達のチームの選⼿の姿は現れない..他の
⼈の電話の会話を⼩⽿に挟んだら..「気⽐⾼校は最下位」.. しょうがないと、気にしないようにしていたけど.. 次々と他のチームの選⼿がたすきを渡していく。第9区に最初に
着いた選⼿は11時33分、僕は12時ちょうどにたすきを受け取った..ハハ 途中、先⽣と学校のみんながずっと応援をしてくれた..みんな⾞に乗って、いろいろなところから応援
してくれたんだ..沿道に⽴っている全然知らない⼈たちにも応援してもらった..警備⾞は僕をはさんで⾛ってくれて..交差点では僕を通す為、他の⾞を⽌めてくれた..感謝、感
謝..こんな光景、⽣きている間にあと何回⾒られるのかな、なんて︕︕ハハ︕最⾼だよ.. ひたすら⾛り続けて..今⽇はけっこう暑くて..区間の途中で、もう全⾝が汗でぐっしょり
になった..先⽣もみんなも声援を送ってくれている..カンゲキだ.. ⽬から涙もあふれてきたよ.. ゴールが近づいてきて..スパートをかけた..沿道の両側からは、最後の⾛者の僕に
かける声援がいっせいにわき、やっとゴールラインがみえてきた.. 拍⼿の⾳が更に⼤きくなり..ラストの選⼿がゴールした..みんな笑顔の拍⼿で迎えてくれて..僕は観客のみなさ
んに、頭を下げてこたえた.. この場⾯..本当に感激した..⼀⽣、忘れられない⼤会だ.. （僕達の学校は最下位だったけれど、⾼校⽣部⾨で2位ということで..健闘をたたえたカッ
プをもらえたよ..ハハハハハ...)

范 中宝さんの⽇記



{ インフルエンザ.

2009.11.09

最近、新型インフルエンザがたいへんなことになってるよね。みんなもよく知ってると思うけど︕︕ もう世界中に蔓延... 今、学校で授業中は感染防⽌のため、全員マスクを着
⽤している。トイレには効果的な⼿洗い⽅法の図解がはってある。毎⽇、学校で感染予防に関してのプリントを配布して、必ず体温も測定している。朝会ではいつも健康に関し
ての確認を.. これら全てがインフルエンザ対策の為。衛⽣に気をつけて、細⼼の注意を︕ 僕は⼀番の予防法は健康な体作りだと思うよ。毎⽇トレーニングをして、部屋の換気
をすること。気をつけていれば、インフルエンザもそんなに⼼配することないよ。 うん。 、

范 中宝さんの⽇記



{ 明⽇の⼩テスト.

2009.11.10

明⽇は現代社会の⼩テスト また5点なんてとるわけにはいかない.. ハハ、勉強しよ..

范 中宝さんの⽇記



{ ...

2009.11.11

⼀⾔だけ お⺟さん..

范 中宝さんの⽇記



{ 早⼝⾔葉

2009.11.12

今⽇、⽇本史の授業のはじめに、先⽣がみんなに姿勢を正すように⾔い、何か良くわからないケド、突然「なにナニまんじゅう..なにまんじゅう..」みたいなことを⾔い始め
た。 先⽣もよく覚えてないみたいで、⾔葉に詰まるとすぐにみんなが助け⾈を出していたよ。なんだ、これって、⽇本語の早⼝⾔葉だったんだ..ハハハ.. 授業に⼊り、先⽣が⿊
板に今⽇の授業内容を書き始めたと思ったら、急にくるっと振り返り..僕を⾒て..アセッていたら、予想通りの質問が..ハハ 中国にもこんなのはあるのか、と聞かれたので、笑
いながら、もちろんですよ︕と答えると、紹介してくれといわれたので、ちょっとテレながら..中国では誰でも知っている"吃葡萄不吐葡萄⽪,不吃葡萄到吐葡萄⽪.."を⼀気に⾔
った。みんなシンとして..すぐにスゴイって声が上がったよ。ハハ、ちょっと照れちゃうな。 先⽣もおもしろがってくれて、それはどんな意味かと聞いてきたので.. ちょっと考
えて..⽇本語で伝えたけれど..もともと意味なんてないんだよね。 みんなも..ポカンとしたまま..意味なんてないんだよ、ただの語呂合わせなんだって⾔っておいたよ..ハハ あ
っけないけど、おもしろいよね..そういうことだよ.. やっと授業に⼊ろうとしたとき..突然クラスメートの⼀⼈が、「先⽣、先⽣︕おっもしれー︕」と⾔い出し、先⽣も⿊板を
トントンと指しながら、「おいおい、こっちだって⾯⽩いんだぞ︕︕︕」 ハハハ..

范 中宝さんの⽇記



{ ，

2009.11.13

最近まじめに勉強して、まじめに練習して、怪我までしちゃいました、はは 今⽇先⽣が修学旅⾏について話して.. グループ分け.. とってもわくわく.. でも具体的なことはまだ
分かりません、来年にならないと..はは ⼤げさだなあ!!

范 中宝さんの⽇記



{ 孔⼦!!

2009.11.14

今⽇は⼟曜⽇。 ２科⽬授業がある･･･ 先⽣がプリントを配る･･･ どんどん読み進めていくと･･喜ばしいことに、僕らの孔⼦⼤先⽣の話が載っているじゃないか・・ 「学⽽不思
则罔,思⽽不学则殆」 （学びて思わざれば則ち罔く、思いて学ばざれば則ち殆し） 「学⽽时习之不亦说乎」 （学びて時に之れを習う、亦説ばしからずや） これは僕が⼩さい頃
から勉強してきた古⽂だ。今になって、それも⽇本の教室の中で、あの頃の思い出が蘇るなんて･･･ でも、僕が喜んだのは、そのせいじゃない･･ 中国の⽂化はもう世界中に広
まっていて、中国の、千年以上も昔の先⼈達が、こんなにも素晴らしい⽂を、世界で⼀番先に作り出した･･･⾃分がその先⼈達の⼦孫であると思うと、とても誇らしい気分にな
る。 ･･･先⽣が尋ねる。範君、この⾔葉知ってる︖ ･･･僕は誇らしげに笑顔で答える。もちろんです︕

范 中宝さんの⽇記



{ ⾃分のことは⾃分で

2009.11.15

今⽇の陸上部は４時で終わった。いつもより早い終了時間だけれど、今⽇は１⽇中練習があったから..--フウ、クタクタだよ.. 終了後、機材をかたづけてから寮に戻った。寮に
は６時までには戻らなくてはいけないので、外出届を出し、トレーニングウェアをひっかけて⾃転⾞で買い物に.. すごい⾵!!⾃転⾞ごとひっくり返るとこだったよ..ハハ.冗談..
学校は敦贺のはずれ..だから買い物も遠くまで出なくちゃなんない（遠く感じるだけで、敦贺って狭い街なんだ。ハハ︕） まずはスポーツショップ。ここのお店の⼈とはもう顔
なじみ。学校にもよくくるからね。僕の靴を学校に届けてもらったこともあるし、シューズの調整に来てもらったこともあるしね..みんな良い⼈たちばっかりだ..今⽇は⾼跳び
の競技で、歩幅を計るテープを買った..フウ..安くないよね..。 それから家電ショップへ..単三電池だけ購⼊.. なかなかいいなと..⼿にとって良く⾒て..値段を確認して買おうか
考えているときに⼿が滑って落としてしまい..包装が破けてしまった.. あーあ..しょうがない..買うしかないか..フウ..レジの⼈にもことわって..フウ..やっちゃったなあ..⼤汗か
いたよ.. 最後にスーパーで１週間分の⾷料と飲み物を..また買い込んだよ..ハハハ.. もう真っ暗だ.. 今⽇はよくやったよ。こんなに暗くなってもちゃんと⼀⼈で道に迷わず帰っ
てこれた。ハハハハ.. 毎⽇⾃分ひとりで、誰もめんどうはみてくれない。全部⾃分でやらなきゃね..あーあ、メンド..

范 中宝さんの⽇記



{ .インフルエンザ予防接種..

2009.11.16

たいへんなことになっている.. インフルエンザが.. 先⽣がワクチンの接種を受けるようにと⾔ってきた..イヤだな.. お⺟さんから中国ではインフルエンザの問題は、もっとひど
いことになっていると聞いた。⼼配だな.. さっきお⺟さんとチャットで、予防接種のことを話した。僕は注射はやだよ..でもお⺟さんは受けなきゃダメだって..- -.. お⺟さんか
ら芝先⽣にメールを出すようにお願いした。メールは英語で、ともね。芝先⽣は英語に先⽣だから。へへ 今⽇、陸上部は休み。ハハハ︕︕︕学校から帰ってきてからは部屋で
爆睡した。

范 中宝さんの⽇記



{ ヤッホ..

2009.11.17

今⽇は⼀⽇中⾬がしとしとふっていた。ざあざあぶりじゃないけれど、なんだかじめじめして鬱陶しく、寒さも本格的に.. ..こんな天気だと、放課後の陸上部の活動は、体育館
で筋トレになるだろうな..と、思っていたら.. みんなレインコートを着て、僕は傘をさして..グランドでトレーニング.. まずテントをはるところから..離れたところから鉄⾻を
運び込んで..重いっ︕︕傘を放り出して..⾬もそんなにふってなかったし.. テントを張り終えて..それからがタイヘンだった..体育館の２階から総重量3.4百キロのバーベルと鉄
棒をテントまで運んで..ふう..もうイヤだ︕︕でも運ぶしかない︕︕みんなもレインコートも脱ぎ捨てて..タイヘンだよ.. それから準備運動を.. 簡単そうに聞こえるけど..７０分
もかけてやったんだ.. ⾬はまだふり続け..みんなのやる気もだんだんなくなってくる..こんな寒いなかで鉄棒を握ると、氷のようだ...."1","2","3","4","5","6"...みんな、もくもく
とトレーニングをこなしていく.. だんだん暗くなってきて..明かりをつけて..練習を続けた.. マットレスをしいていたけれど、マットの下は泥だらけ..トレーニングが終わった
ら、今度は機材の⽚付け..これがまたタイヘン︕︕︕でもやるしかない..みんなでまた⾬の中バーベルを体育館へ..もう⼿がかじかんで..感覚がない..ばしゃばしゃと泥を跳ね上
げながら.. 靴も泥だらけ..でも、中村さんに⽐べれば⼤したことはない..彼は⽤⽔路の中に落っこちちゃったから..それに⽐べれば⾃分なんて.. やっと終わった..もう時間がない
ので..テントとバーベルの⼀部は外に『お泊り』させて..明⽇⽚付けることに.. ⼿は泥だらけ..もう怖いものは無い..いくら汚れても平気だぞ..ハハハ.. 今⽇の陸上部の練習は⾃
分達で希望したんだ。

范 中宝さんの⽇記



{ 11⽉18⽇..

2009.11.18

今⽇は寒い。全ていつも通り.. 寒くて⼿がかじかんでいるよ..⻑春の気温は-18°だって..ハハ家族達もみんなたいへんだね.. 趙先⽣から⽇本語の本を２冊もらった。良い先⽣だ
よね。ハハハ!! 11⽉18⽇..何か⼤事な⽇だった気がするんだけど..どうしても思い出せない..すごく気になる..⼀体なんだっけ..忘れちゃった..

范 中宝さんの⽇記



{ 張 坤傑.

2009.11.19

弟⼦クン、君はすごいよ。 君が書く⽇記はどれもすばらしい。毎⽇たくさんのことを学んで、⽇本語もがんばっていることが⽇記からもうかがえる..ホント、すごいよ..うらや
ましいな、ちょっと妬いちゃうよ︕︕ハハ 今回の中国語の先⽣、⼤成功だったようだね︕︕僕も授業聞いてみたかったな..おめでとう︕︕ 君の⽣徒に東北⽅⾔を教えていない
かな︕︕ ハハ、君は標準語を話せたっけ︖⽣徒に間違ったことを教えちゃダメだよ︕︕ ハハハ..冗談だよ 充実した毎⽇を過ごしているようだね。僕のほうは『HIGHなボーゼ
ン状態』どうしたらいいのかな、⾃分でも..ハハハ.. でも君は僕に刺激をくれたんだ。よくぞやってくれたって喝采をあげたいよ.. 僕も⽬標を⾒つけなきゃ..難しいよ︕ハハ
ハ.. 勉強がんばって、中間研修でまた会おう︕︕ がんばれよ、僕の弟⼦クン。ハハ

范 中宝さんの⽇記



{ ムカついた!!!!

2009.11.20

我慢.

范 中宝さんの⽇記



{ 今⽇は昨⽇よりずっと楽しかった

2009.11.21

朝、浅⽥先⽣と約束をした･･今⽇は福井市で「⻘少年⾚⼗字国際交流会」に参加する･･8時、時間ぴったりに寮の⼊り⼝で先⽣を待った。外は⼩⾬が降っていたが、僕は傘を持
ってくるのを忘れてしまった。 先⽣も時間通りにやってきた。僕が制服しか着ていないのを⾒て、寒くなるから上着を着た⽅がいいと⼼配してくれた。「先⽣、ありがとうご
ざいます︕⼤丈夫です︕」⻑春は今頃－20°になってるだろう･･だから僕はちっとも寒いとは思わない･･ ⾞の中で浅⽥先⽣とたくさん話をした･･今回のイベントの参加者に、も
う⼀⼈中国⼈学⽣がいる。僕と同じ学校だ。僕も話に聞いただけで、会ったことはなかった。彼⼥は⾼３で、バスケの主⼒選⼿らしい･･驚いた･･彼⼥⾝⻑が185cmもあるらし
いぞ･･ うう･･ ⼀時間後、福井市に到着した･･その李妍姐さんを迎えにいったんだ。 暇で周りを⾒渡していると、道の向かいに巨⼤な⼈影を発⾒した･･想像よりもずっっと⼤
きい･･ 李妍姐さんは⾞に乗り込むと、僕と先⽣に挨拶をした。そして僕の隣に座った。僕は頭を下げて･･くすくすと笑った･･姐さんは僕に「何を照れてるの︖」と良⾔う･･こ
れが初めての会話だ･･この後はもう収集がつかなかった。李妍姐さんはものすごく明るくて、まるで悪ガキみたいなんだ。 交流センターに到着し、イベントが始まった。まず
はそれぞれスライドを使って⾃分の国の紹介をした。お昼の時間になり、皆で⼀階へ･･各国の⼈々が同じテーブルを囲み、各国の⾷べ物をつくり、そして⾷べる。とても⾯⽩か
った。⼤勢で集まってとても楽しい。それに李妍姐さんが⾯⽩すぎて･･半⽇もしないうちに、皆打ち解けることが出来た。 皆が作った料理はどれもとても美味しかった。中国
の留学⽣は、トマトと卵の炒め物と⿇婆⾖腐を作った。⿇婆⾖腐は⾟すぎてみんな卒倒する勢いだったけど、僕と李妍姐さんはまだ⾟さが⾜りないと思ったよ︕フフ。フィリピ
ンの学⽣は春巻きみたいなものを作っていた。名前は難しくて覚えられなかった。でもものすごく美味しかったよ︕︕あと、 o mo ti も⾷べた。他にもたくさん･･名前は忘れち
ゃったけどね･･ひたすら⾷べてたから･･フフ、失敗したなあ。 午後は体験コーナー。僕は三味線を弾いてみた･･皆で「桜」をね。三味線はとても難しかった。正座していたか
ら、⾜がしびれちゃったよ･･⽇本の座り⽅にはどうしても慣れないな･･ 僕は李妍姐さんと会話しながら、⾊々な⽂化を体験した。絵葉書も作ったんだ。すごい出来だったけど
ね。 あっという間に終了の時間。今⽇は本当に楽しかった。浅⽥先⽣の⾞で李妍姐さんを送った時、姐さんは振り返って笑顔でこう⾔ったんだ。「私達、たった⼀⽇で親友に
なれたね。」 その後は浅⽥先⽣と福井のスーパーと百円ショップを⾒て回った。また我慢できずにお菓⼦とジュースを⼤量購⼊してしまった・・ 寮に帰るともう8時近い時
間・・ 今⽇は疲れたけど、とても楽しかった。 明⽇は⼀⽇中休みだ︕︕部活もない︕︕はは、ラッキー。

范 中宝さんの⽇記



{ 家族会議

2009.11.22

今⽇は休みだった。夜にネットをやっていると、おじさんが急にウェブカメラを繋いできた。 カメラの向こう側には家族全員が集まっていた。今⽇はおばあちゃんの家で集ま
りがあったらしい･･皆ちょうど夜ご飯を⾷べ終えたところだ･･ おじいちゃんとおばあちゃんは僕をとても気にかけてくれていて、マイクの向こうで⾊々と⼼配してくれた。フ
フ、僕がいれば、家族全員の集まりになったのにだって。ハハ。 しっかり勉強しなさい、⽇本語もたくさん覚えなさい、⽇本⽂化もしっかり理解してきなさい、運動も適度
に、⽇本のおいしいものたくさん⾷べなさい、など等、⾊々⾔われた･･･フフ あと8ヶ⽉で家に帰るんだ・・あっという間だな〜

范 中宝さんの⽇記



{ 2012，世界の終⽇

2009.11.23

三⽇前、運動公園で陸上部のトレーニングをしていたとき..尋常じゃない数の⿃たちが鳴き声をあげながら、樹の上を⾶び交っていた.. このヘンな情景を⾒ていたら、中学の物
理の授業を思いだした..地震が発⽣する前は、⼈間には感知できない波⻑を、⿃類は感じることができ、パニック⾏動を起こすのだと。 5.12の中国汶川の⼤地震のときも、成
都に住んでいるおばさんが、地震が起こる数⽇前に、おばさんちの飼い猫がえさを⾷べなくなって、ずっと、床下に⼊り込んで出てこなくなったって⾔ってた。猫が病気になっ
たと思っていたんだけど、実は地震が来るのを予知していたんだ.. なんてコトが⼀気に頭の中を駆け巡って、あっ︕とひらめいた︕もしかしたらもうすぐ地震が︕︕︕ このと
き⽥中⿓司君と槍投げの練習をしていたので「⿓司︕敦賀って、いつもこんなに⿃の⼤群がバタバタ⾶んでるの︖」と聞くと「ない事もないけど、あんまり⾒ないよね」と⾔う
ので、「もうすぐ地震が起こるんじゃないか、だからこんなに⿃たちがヘンな⾏動をしているのでは︖」と、さっき思いついたことを⾔ったら、「うん︕︕そうかもしれない」
と.. でも..⼆⽇間が過ぎて..結局何もおこらなかった.. 昨⽇の午後は休みだったので、みんなと話していたら、最近観た『2012』っていう映画がすごいって話題になって..おも
しろそうだったので、ネットでさがしてみたら..まだ封切されたばかりなので、ネットで⾒ることができず、08年に上映された『2012年世界の終⽇』を観た..ぞくぞくしたよ、
マヤの予⾔ってすごいぞ︕︕ 昨⽇の夜、僕の『三⽇前の予⾔』が本当になってしまった。地震が起こったんだ。 11時、消灯時間になって、みんな⾃分の部屋に戻った。僕もい
つもと同じようにちょっと書き物をしていた..昨晩書いていたのは『春夏秋冬』の歌詞.. ヘッドフォンで⾳楽を聴いて..外からは⾞のクラクションがやかましく響いてくる︕︕
もう11時50分だっていうのに︕どんな無神経なヤツだ︕ 椅⼦に座りなおしてのんびり⾳楽を聴いていたら..急に後ろから押されたようになって..壁が揺れてるのをはっきり⾒
た..とっさになんだかわからなかったけれど、すぐに地震だ︕︕とはねあがった。 ちょっとボーゼンとしてしまい「地震︕︖まさか︕︕」 ヘッドフォンをはずし、こうこうと
明かりをつけて周りを⾒たけれど、静まり返っている..「⽇本って地震がよく起きるから、これもたいしたことではないんだ」でも僕はもう歌詞を書き写している気分じゃなく
なっていた。 椅⼦に座ってドアを⾒て..どうしたらいいかわからなくて..と、そのとき︕また揺れた︕しかもさっきより強烈︕フロア中のドアがきしむ⾳がはっきり聞こえてき
た..あわてて..すぐにドアを開け廊下をきょろきょろとのぞいてみると..今は休暇中なので、みんな家にかえっていないんだって思い出した。寮に残っているのは僕と杉岡君だ
け。廊下は真っ暗でシンと静まり返ってなんだかコワイ..- -.杉岡君の部屋からは何の物⾳も聞こえてこない。ぐっすり眠りこけているんだろうな。 去年は地震ってどんなもの
か体験したいなんて思ったことがあったけど、本当に体験したら、慌てちゃってどうしたらいいかわからない.. そのとき、今⽇⾒た『2012年世界の終⽇』を思い出した..そし
て去年の中国汶川の⼤地震のさまざまな情景も..なにより..中国唐⼭⼤地震は、深夜、みんなが寝静まっているときに起こったんだってことを思い出して..ぞっとした..「みんな
を起こすべきかな︖」って⾃問して。 勇気を振り絞って、決⼼した。『備えあれば憂い無し』まずはきちんと備えをしとかなきゃ︕ まずは⽔だ。『被災地では⽔が⽣命線』だ
から。真っ暗なので懐中電灯⽚⼿に服を多めに着こんで..外に⾶び出せるか確認しようと窓を開けて⾒下ろしたら..ダメだ︕︕こんなとこから⾶び降りたら絶対に助からない
よ。⾬もふってるし..でも傘なんていらないや..ハハ︕︕ ポケットに財布を⼊れていることを確認して（なんてバカなことをしてたんだろう。今なら笑えるけどね。ハハハ
ハ︕︕） 準備万端で待ち構えていたけど..地震はもう起こらない..地震がないなら外に⾶び出していく必要もないし..- -! 「もう、どうしたらいいんだよ︕︕」 時計を⾒ると23
時56分.. ベッドに腰掛けてボーゼンとしていた。フウ..もういいや︕地震がまたおきてから外に避難すればいいや︕︕（ホントは全然外には出たくなかったんだけど。真っ暗だ
し誰もいないしね︕︕僕はビビリだから。ハハ）ベッドに寝転がって天井を眺めていたらなんだかコワイ想像をしてしまった。死んじゃったらどうしよう︕︕フウ︕︕枕元には
懐中電灯と昨⽇買ったばかりのスポーツドリンクのペットボトルを⽤意し..厚⼿の服を着こんで..体にまとわりついて逃げおくれたらいやなので布団はかけず... ... いつの間に
か寝ていた... ドアをノックする⾳で⽬が覚めた。 今朝は、川下クンが起こしに来てくれた...点呼はまだかと来てくれたんだ... 時計を⾒たら...やばい︕今朝はベルが聞こえな
かったといいわけをして...昨晩地震があったから、バタバタして...寝たのが遅かったのだと...それで寝坊して... 確かに昨⽇は地震があったけど、震度３でたいしたのじゃなか
ったよ︕と、笑って⾔われてしまった。 震度３...全然たいしたことないじゃん︕ 本当に震度3だったの︖と聞き返して..笑っちゃうよ、たった震度3の地震でこのざまだ。 まっ
たくもう.. もう8時過ぎ..朝⾷の時間はとっくに過ぎている..⾷料のストックがあったから良かった︕ラーメンを煮て⾷べたよ。今⽇9時には陸上部の練習があることを思い出し
て..速攻準備をして運動場に.. 誰も昨⽇の地震のことは話題にしない..本当に「全然たいしたことのない」地震だったんだな..⼤げさに考えすぎたよ- -ハハハハハハハハ...... お
昼もずっと練習。寮仲間が声をかけてくれなかったので、また⾷堂でお昼を⾷べ損ねちゃったよ︕︕またラーメンなんてダメ︕︕ 午後は⾃転⾞で⾷料の買出し..でもまたラーメ
ン..- -!レストランに⼊るのはいやだし、通じなかったらめんどうだしね..⼩さいお店に⼊ったけれど、レストランより⾼かった..フウ.. 昨晩のことを思い出すと笑っちゃう
よ︕︕震度3で⼤騒ぎ..ハハハ︕⼀⼈でよくわからなかったのもあるし、2012のせいもあるかな︕︕ でもちゃんと備えをしておくのは⼤事だよ︕︕今はそう思うけどね..ハハ
ハ.. まあ、ちょっとした悪夢だったな︕︕

范 中宝さんの⽇記



{ むかむかする!!!!!!!!

2009.11.24

またおかしくなってきた。
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{ やっちゃった

2009.11.25

怒ってもしょうがない だから怒ってはいけません。
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{ 明⽇は早起きを

2009.11.26

近頃、めっきり⽇が短くなってきて、本格的な冬はもうそこまで..中国より冬の到来は随分遅いよね.. 陸上競部の活動がひとつ増えた。これから毎⽇、朝練があるんだ..もう朝
寝坊はできない..でもいいことだよ︕本当はずっと朝練があったらいいのにって思っていたし。でもがんばれるかな..毎朝、布団から出て寝室の外の冷たい空気に触れるたび、
また布団にもぐりこみたくなる.. この朝練は『命令』だから、もう寝坊していられないね。ハハ 7時まで寝て、点呼を受けて、7時15分ぐらいに朝ごはんを⾷べ終えて、また7
時45分まで部屋で2度寝をして、うがい、着替え、⾝⽀度をして..8時10分出発、8時15分前には教室に到着。 明⽇からは違うんだ.. 掃除は終わったし、シーツとカバーも洗っ
て、カーテンみたいに部屋の中に⼲してある..ハハ、そろそろ乾いたかな︕ ウーン..それと..今⽇⾃分のビデオを⾒た..全然ダメじゃないか..ハハ でもやっぱり感激したよ︕︕
野沢先⽣、3⽇間のご訪問ありがとうございました。資料整理お疲れ様です︕とても感謝しています。それと先⽣に⼿紙をだしましたが、もう読んでいただけたでしょうか.. ...
寝ます

范 中宝さんの⽇記



{ ...

2009.11.27

なんて⾔ったらいいのかわからないんだ．． 今⽇、先⽣たちは僕に授業をしてくれた 多種多様な"⽇本⽂化"についてだった．． それが中国とは違うものだった, 僕たちは⾒た
⽬は同じだけれども， しかし国家と国家の間に永遠に存在する違い． ･･･ この違いは、僕が慣れるのを待っているのだろう． 時間が過ぎるのは本当に早い． もう三か⽉が過
ぎようとしている．

范 中宝さんの⽇記



{ 週末

2009.11.28

⼟曜の今⽇は⼆時間しか授業がない・・ 20分の休み時間に、富⼠原君がクラスに⼊ってきた・・ふふ、遅刻してる・・・ 放課後は陸上部の練習・・期末間近だから、基本的に
部活は全部休み。陸上部もそう。だから朝練が加わった・・ 昼ご飯を⾷べた後に部屋の掃除を徹底的に⾏った・・疲れた。綺麗になった部屋を⾒るととても嬉しい︕︕達成感
でいっぱいだ︕︕ で、寝た・・ 明⽇は休みだ。明⽇⾏こうと思ってる場所について三年⽣に聞いたら、地図を描いてくれた・・ふふ︕︕
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{ 久しぶりに

2009.11.29

昨⽇の⽇記に書いたけど.. ⾏きたいところがあるんだ.. みんなわかってくれたかな.. ハハ、中国での僕の好きなものは1位はカラオケ、2位はビリヤード.. でも⽇本に来て3ヶ
⽉..どっちもやっていない..なんかなつかしいな.. 昨⽇聞いたのは、ビリヤードができるところ.. 敦賀では1箇所だけ..CHE'Zっていう店だ..営業は午後2時にならないと始まらな
い.. 2時に寮を出発して..まず福井銀⾏にお⾦を下ろしに..初めてお⾦を下ろすので..すごく緊張した..ATMの前に⽴っても使い⽅がわからない..つい、きょろきょろと辺りを⾒
回して..はっと、⾃分の間違いに気付いた..周りから怪しいやつだと思われるようなことはしてはいけない..すごすごとおじさんの後ろに並びなおして..引き出し⽅を聞いてみ
た..それと預⾦の仕⽅も.. 中国で預⾦ってしたことがないので.. おじさんは親切に教えてくれた..このとき、⾃分の⽇本語が随分上達していたんだって気がついた.. それからす
ぐにビリヤードへ..昨⽇、⽤意していた地図に、今⽇の午前中にネットでみつけた衛星写真の地図..すぐにその⼩さいお店は⾒つかったけど..ちょっと⾃転⾞でぐるぐると回っ
て..だって、お店の外にとまっているのは⾞ばかり.. ハハ、しょうがないや..だってお客は⼤⼈ばかり.. 恐る恐る中に⼊ると..マスターはとても親切で..⼀番初め、僕はマスター
に「すいません。ここは初めてで、よくわからないのでよろしく..」というと、マスターはとても親切に、僕がビリヤードも初⼼者だと思ったようで、事細かに説明をしてくれ
た..ゲームのルールなどたくさんのことを話し..中国ではどんなのが流⾏っているかとか..僕が1ゲーム終えると、すぐにマスターが僕との⼿合わせをお願いして来た..ハハ︕︕3
ヶ⽉も全然やっていなかったけど、腕は鈍っていない、ハハ︕なかなかよかったよ︕︕3ゲームして1勝できたよ。ハハ。 マスターにもほめられて嬉しかったな。他にもいろい
ろ話していたら、僕達の学校の体育の先⽣もビリヤードが好きなんだって教えてくれた。ハハ。マスターの娘さんとも1ゲームしたよ。6歳ぐらいのすごく可愛い⼥の⼦だ。さ
すがマスターの娘さんだけあって、なかなかの腕だったよ︕まあ、僕には負けちゃったけどね。ハハ..本気で腕⽐べしてどうする .. - -. ビリヤードの夢中になって、いつの間に
か⾬がふり出したことに全く気付かなかった..マスターが声をかけてくれたけど、⼤丈夫︕すぐやむよ︕︕と答えておいた..こんなに楽しいのは久しぶりだよ..⾃転⾞は⾬に濡れ
ちゃったけどね..ハハ︕︕ ..⾬がやんだ..マスターにさよならと..また時間があったら絶対来るからね︕︕と⾔った。ハハ︕︕ ⾃転⾞に乗ると..⾵が冷たい.. 帰りにお菓⼦を買
った。明⽇、⼼連⼼の先⽣が敦賀にいらっしゃるから準備しとかなきゃ︕ハハ.. 途中..また⾬が降り始めた..がらんとした道のどこにも⾬宿りできそうな場所はない..びしょぬれ
になって帰ってきたけど、気分は最⾼..
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{ ようこそ先⽣

2009.11.30

今⽇の午後、交流センターの丸⼭先⽣がいらっしゃった.. 先⽣とは3ヶ⽉ぶり。以前と変わりなく、フレンドリーで、いろいろなことを話したよ。ハハ。勉強で困ったことはな
いかとも聞いてくださった.. ⻑い時間話をして、たくさんのアドバイスを頂いた。これからも、もっと周りになじんでいけるよう、がんばらなきゃ.. 先⽣に僕の部屋に来ていた
だいた..へへ、部屋の掃除はバッチリだからね! 交流センターの先⽣⽅は、とてもお忙しいのに、わざわざ僕の様⼦を⾒に来て下さって、本当に嬉しかったです︕︕ 夜、丸⼭先
⽣を駅までお⾒送りに..先⽣のスケジュールはびっしり、明⽇も他の留学⽣に会いに⾏くんだって.. 明⽇は12⽉1⽇、⽇本に来てちょうど3ヶ⽉だ..
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{ もうすぐ期末

2009.12.01

今は部活動停⽌期間.. 期末テストがもうすぐだからね.. 先⽣がテスト範囲を指定してきた.. ハハ。化学の先⽣はうっかりテストの答えまで⾔っちゃったよ..（前回の試験問題も
これまでの問題と⼀緒だったから、今回もそんなに変わらないはず..） クラスの雰囲気もけっこう良いよ..ハハ、がんばろう。
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{ がんばってマス

2009.12.02

期末試験だ。 !〓^ω^)!
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{ なんてこった

2009.12.03

今⽇もあいかわらず、陸上部の練習.. でも今⽇はいつものを忘れてしまった.. 着替えるまで気付かなかった.. ネクタイが無い.. メマイがしたよ..『学⽣寮』までの216歩の距離
を⾶んで帰ってネクタイを取ってきた.. ハハ..⼤失敗.. それから夜、お⾵呂で⾜をぶつけた..⾜の指から⾎がでちゃったよ..イテテ︕︕︕ 明⽇はテストだ..さっさと、外国語を
暗記しなきゃ︕︕︕︕
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{ みんな同じ..

2009.12.04

今⽇はテスト初⽇.. すげーひどかった..英語ボロボロだったし.答えを⽇本語で書かなきゃいけなかったからさ..しっかり答えられなかった.. テストが終わってからは、陸上部の
練習..(現在11時) 眠いよー、昨⽇は午前3時まで勉強してから寝たから.. でも⽥中君に、昨⽇何時に寝た︖って聞いたら、 ⽥中君「4時..」 俺「何時に起きたかじゃなくて、何
時に寝たかって聞いてるんだよ︕」 ⽥中君「だから4時だってば︕」 俺(困惑気味)「今朝4時に寝たってこと︖︖︕」 ⽥中君(真⾯⽬な表情で)「うん.. あ︕違う、違う、さっ
き寝たんだ..」 +_+ どうやらみんな似たようなもんみたい..

范 中宝さんの⽇記



{ 週末映画館.

2009.12.05

今⽇はパソコンで「2012」という映画を⾒た。 かなり驚愕した・・世界の環境問題・・本当に注意しないと・・・ふう・・ 何が楽しいって、 布団にくるまって、お菓⼦をつ
まみながら、映画を⾒ること・・・ ⼩さな幸せだ〜。 O(∩_∩)O

范 中宝さんの⽇記



{ ラジオ!!

2009.12.06

... 昨夜..MP4で⽇本のラジオ番組を聴いた.. 何でもっと早く気付かなかったんだろう!!! へへ!!３局だけだけど、すごく嬉しいよ.. 明⽇もテストだ。

范 中宝さんの⽇記



{

2009.12.07

明⽇は試験最終⽇..

范 中宝さんの⽇記



{ やったあ!

2009.12.08

今⽇試験が終わった.. 午後、陸上競技部で、⽥中君と槍投げの練習をした.. 中国語が⼀番できる⽥中君が、答えに⾃信がない問題があるというので、どんな問題か聞いたら『８
元５⾓は⽇本円でいくら』っていうのだった。へへ︕ もちろん、すぐに解説してあげたら、⽥中君は⾃信満々に、今回のテストは満点だって⾔ってたよ︕ それから、もうひと
つ質問された。劉備（劉備⽞德ね）に関して、ずっと疑問だったことがあったんだって..ハハ、だんだん問題のレベルも上がってくるね。⽇本語で、『三国時代』の『あざな』
と、現代の⼈名は違うんだって説明してあげた.. 僕が知っている範囲のことでホッとしたよ。へへ、よかった︕ 同級⽣の質問に答えられた..へへ、僕の⽇本語もちょっとは進歩
してるね..ハハ︕これからもがんばるぞ.. 今⽇は嬉しかったな。

范 中宝さんの⽇記



{ どうしよう

2009.12.09

⽇本に来てもう3ヶ⽉。 ずっと寮住まい.. でも正⽉の間、寮は1週間閉鎖.. つまり、僕の住むところがなくなっちゃう ..- -， ..ウーン..どうしよう.. 先⽣達は僕のHS先を探して
くれているけれど.. ⽇本に来てこんなにたったのに、まだ本当の⽇本⼈の⽣活って体験したことがない。 このチャンスにかけてみたいな..1年間の留学⽣活に思い残すことのな
いように..

范 中宝さんの⽇記



{ 中間研修----京都..

2009.12.10

今⽇の昼、いつものように寮に戻ってご飯を⾷べてから、部活の着替えを取りに部屋へ.. 鍵を取り出したとき、寮の管理⼈さんが、⼿紙が来てるって声をかけてくれた..交流セ
ンターからだった..今⽉分の⽉例報告書だろうと思って.. 学校から帰ってきてから読んだ⽅がいいとは思ったけれど、やっぱりガマンできずにすぐに中を開けてみたら.. いつも
の報告書だけではなく、中間研修の知らせも︕︕待ちに待った中間研修..︕︕またみんなと会えるんだ..ハハ︕︕嬉しいな︕︕内容を確認すると、研修場所は京都.. 京都はここ
からそんなに遠くない..遠⾜でも⾏ったことがある..あんまりワクワクはしないな..遠⾜で⾏ったときは同級⽣達の後についてお店をぶらぶら⾒て回っただけなので..⼀⼈で⾏動
したら絶対『失踪』しちゃうからね..あの遠⾜のおかげで僕の「京都」への憧れと興味は半減しちゃったよ..唯⼀もの珍しかったのは、当⽇⾏われていた『時代祭り』。でも同
級⽣達に聞いても誰もよく知らなくて、ダメだったな..フウ..すごくガッカリ.. 今は都市の⼤⼩の概念ってないな..どこもみんな『敦贺』ぐらいだって気がするよ..京都のことは
よく知らないし、遠⾜の時の第⼀印象は、いろんなものが置かれたお⼟産やさんに⾷べ物屋がずらっと並んだ商店街..－これが京都のイメージだよ.. あーあ、全然ダメだ
ね︕︕︕ まあ、ほとんどは僕の思い込みだろうけど..遠⾜のときはガイドもいなかったし..同級⽣の後にくっついて、彼らの⾏きたいところを歩き回っていただけだったから
ね.. 今度の研修はみんなと⼀緒だ.. ボランティアガイドもついてくれるかもしれないし.. ⼀緒にご飯を⾷べて、楽しく過ごして.. 夜はみんなで集まって、この半年のことをお互
い話して.. それからそれから..もう今すぐ、京都にとんで⾏って、みんなのことを待ち構えていたいよ︕︕ はっと気がついた..今⾏かなきゃいけないのは京都じゃなくて教室
だ..遅刻だ..もう授業が始まる..

范 中宝さんの⽇記



{ クリスマス.

2009.12.11

クリスマスがやってくる．． 今⽇は、ネィティブの授業の時に、先⽣はアメリカのクリスマスについて紹介してくれました。はは、きれいなイルミネーションを⾒て．．すご
く良い雰囲気だなぁ．． 敦賀はどうしてまだ雪が降らないのだろう!!はぁ．．クリスマスに雪がないのはあり得ないよ．． 夜、陸上部が終わって宿舎に戻る途中で、吹奏楽部
の建物の下を通りすぎたらちょうど練習をしていた、よく聞いたら．．クリスマスの曲だった．． はは．．クリスマスっていうやつは

范 中宝さんの⽇記



今更だけど、確かにいい映画

2009.12.12

今⽇の午後、「恋空」という映画を⾒た･･･ ずっと前から話しには聞いていたのに、今頃⾒るなんて･･･もっと早く⾒ておくべきだった･･･ 「不能说的秘密（⾔えない秘密）」
によく似ている。 いい映画だ･･･

范 中宝さんの⽇記



{ .

2009.12.13

今⽇はぼうっとしてすごした.. 部屋中を⼀通り掃除したよ..

范 中宝さんの⽇記



{ ⾬⽔飲んじゃった..

2009.12.14

今⽇は今までで⼀番、陸上部の練習がつらかった... そして敦賀に来て以来、⼀番寒い⼀⽇だった.. 学校は半⽇授業..午後はいつも通り陸上部の練習へ..今⽇は重量挙げのトレー
ニング..外のテントでの練習..まずは鉄アレイを体育館の2階から担いでおろして..鉄だから..すごく冷たい.. まあでもそんなことは..もう慣れっこだ.. 運悪く練習中に..突然、突
⾵が吹いてきて..あやうくテントが吹き⾶ばされるところだった..それからどしゃ降りの⾬がふって来た..ヒサンだよ.. テントの中にいた僕も⾬でぐっしょり..⾵のヤツが猛烈に
吹き込んできたから..みんなすぐさま道具を⽚付け始めて..僕もぼうっとしている暇もなく、慌てて⽚付けていたら、⾬⽔をたくさん飲んでしまった..気持ちワルイ!!! おととい
運動靴を洗ったばかりで、今⽇初めてはいてきたのに︕︕もうドロンコだ..あーあ..ツイてない.. 明⽇は学校の[球技⼤会]だ..フウ、がんばろう..まあ、あまりいい結果は期待し
ないで..メンバーががんばってくれるといいな..

范 中宝さんの⽇記



{ ワクワクする球技⼤会.

2009.12.15

今⽇は、秋季⼤会.. 結果は僕の予想を⼤きく裏切って..バスケで3位!!!!! あんな不利な状況で..でも僕達のチームは勝ったんだ..本当に嬉しいよ.. もうすぐ試合が始まるのに..メ
ンバーがまだ2⼈も来ていない..5⼈のチームなのにたった3⼈だけで、しかもバスケはそんなに上⼿じゃない⾯⼦で、どうしたらいいんだ!!!先⽣に相談したら、他のクラスメー
トをさがせ︕︕じゃなきゃたった3⼈でゲームをしなきゃいけない.. クラスの1軍のリーダーの相談してみた。彼らのチームは補⽋メンバーもいるからね。でも全然相⼿にして
くれない..更に落ち込んだよ..試合はどうしたら..⽬の前がクラクラしてきたよ︕︕︕僕達の出番がやってきて、3⼈でのろのろとコートへ..ギャラリーからは「このチーム、た
った3⼈だよ」って声が上がって、ますますテンションがさがってくる。すると、バレーボールチームの岸本君が、試合がまだだからと僕達のチームに⼊ってくれた..3⼈から4
⼈に.. 4⼈対5⼈のゲームの結果は︖ なんと24対6で圧勝︕︕僕達は勝ったんだ!!! 嬉しいよ!!まさかの勝利だ!!みんなの実⼒がこんなにすごいなんて思ってもみなかった!!すご
い進歩だね!!!僕も結構シュートをきめてがんばったんだ。 観戦をしているとき、またショックを受けた..ある野球部員の選⼿のシュートを⾒て、あらためて僕のチームのメン
バーを⾒ると..あーあ、どうやったらこんなヤツと試合になるんだ︕︕メンバーみんな冷や汗が.. 切⽻詰って、またバレーチームに応援を頼んだ.. 今度は前岡君が来てくれて..
今度は準々決勝だ。これに勝てば、僕達の勝利だよ︕︕負けたってかまわない︕︕だって僕達のクラスの１軍チームはもうこの時点で負けていたからね。試合中はみんな少しも
気を緩めず、試合終盤では12対18で6点の点差がつけられていた。僕の頭の中に『3+2=6』の数式が浮かんだ。とにかく3点のシュートを2本決めれば追いつくんだ。1本⽬の3
点のシュートは危なかった。禁⽌エリア内はみんな敵⽅のチームで、シュートを打とうとしたら、前岡君がそばで「無理、ムリ︕︕」と声を上げたけれど、シュートがきまった
のを彼が⾒たとき、僕もにっこりした。 でも、もう1本の3点シュートはきまらなかった.. 試合は負けた。 ちょっと残念だったけど、僕達は15チーム中3位︕︕賞状を受け取っ
たときは嬉しくて、誇らしい気分だったよ︕︕やったあ︕︕僕達の成果だ︕︕

范 中宝さんの⽇記



{ 9⽇間.

2010.01.04

9⽇間がこんなにあっという間だったなんて.. 学校が休みの間は寮も閉まるので..僕にも貴重なHFのチャンスが.. あるおばあさんの家でのホームステイ..すごいお屋敷に..⼀⼈で
住んでいる.. お名前は南さんといって、本当に親切な⽅でした!!なんだか僕のおばあちゃんを思い出させられて..いやホント、よく似ていたよ。 ⼀緒にいた間、とても楽しかっ
たな..本当によく⾯倒を⾒ていただいて.. お年はもう75歳だけど、とても元気で、毎朝運動で、敦賀の近くの170メートルの⼭に⾃転⾞で⼭頂まで登り、体操をして帰ってく
る..ちゃんとカレンダーにもチェックをして..もう5年も続けているんだって..すごいなあ..リビングのカレンダーにはチェックがびっしりだったよ.. 初めのうちはちょっともじ
もじしちゃったけれど..何度も遠慮しないでねって⾔ってくれたけど..やっぱり照れちゃって..- - 初⽇に僕にいろいろ話してくれた。中国が⼤好きで、中国はほとんどのところ
に⾏ったことがあるとか..中国の地図に⾏ったことがある場所を⾚で印をつけてくれた..僕よりもずっと中国のことをよく知ってるよ..15年前に三峡に⾏ったときのビデをも⾒
せてもらった..三峡、僕だってまだ⾏ったことがない..すごすぎるよ.. この９⽇間、本当に、本当にお世話になりました.. 僕にしてくれた話からたくさんのことを学んだよ..た
くさんのことを、⼀⽣懸命話してもらって..楽しかったな..プレゼントまでいろいろもらちゃった.. それからおいしいものもたくさん⾷べに連れて⾏ってもらった..寿司..天ぷら
そば..それから天麩羅屋サンにも。もちろん作ってもらったご飯もすごくおいしかったよ..⾷事の後には必ず僕のためにフルーツも⽤意してくれていた..9⽇間⼀緒にいて、僕の
⼤好物はりんごだってわかったよって⾔ってくれた..ハハ 温泉にも連れて⾏ってもらった..初めて温泉にはいったよ..なんて気持ちいいんだ.. ちょうどその⽇は雪が降ってい
て、露天⾵呂で雪が顔に降ってくるカンジは..なんとも⾔いようがない..去年の最後の⼀⽇..おばあさん⽈く、体をきれいにして、新年を迎えるんだって。 その晩は⼆⼈で『紅
⽩歌合戦』を⾒て、静かだけれど、ワクワクしてすごしたよ..ひとつひとつ、丁寧に僕に説明をしてくれて..0時になる直前、中国の家に電話をかけさせてくれて、しかもおばあ
さんは、僕のお⺟さんと中国語で延々と話をしていた..すごいよ。学校で中国語を習っているヤツよりもずっと上⼿だ.. お年⽟までもらってしまった..僕は何度も断ったんだけ
れど、いいから、受け取りなさいって..ありがとうございます.. あっという間の九⽇間が過ぎた..お別れなんかしたくないよ..でも..しょうがないよね.. お別れのとき、『福袋』
をもらった。中⾝はスポーツ⽤品がギッシリ..感激だ..僕のためにわざわざスポーツ⽤品店まで⾏って、いろいろ買って来てくれていたんだ..もう感激で胸がいっぱいだよ..たっ
た9⽇間だけど.. またひとりぼっちの寮に戻ってきた..-.-明⽇からは部活だ.. 新しい1年が始まるんだ.. おめでとう..ありきたりの⾔葉だけど..みんな元気で..ハハハ.. また今⽇
から、⽇記をかくぞ。

范 中宝さんの⽇記



{ マジカル⽶澤

2010.01.05

⽶澤 豪 (下記の兄 ⻑距離⾛者） ⽶澤 類（下記の兄 ⻑距離⾛者） ⽶澤 弾（現陸上部部⻑ ⻑距離⾛者）   ..この3兄弟..すごすぎ.. この間⽇本テレビで中継された『箱根
駅伝』は、みんな知ってるよね︕ ⻘⼭学院⼤学で第三区を⾛った⽶澤 類..この名前を⾒たとき、本当に驚いた。この⼈って『弾』君のお兄さんじゃないか︕︕︕ やっぱり、そ
うだったよ。ちょっと前に僕の学校の陸上記録を⾒ていたら..少し前の⼤会でしょっちゅうでてくる優秀選⼿の名前が『⽶澤 豪』と『⽶澤 類』..なんか聞いた事のある名前だな
と思っていたら、うちの陸上部の部⻑の名前が『⽶澤 弾』。学校の友達に聞いたら、⼆⼈は『弾』君のお兄さんだって.. ハハ、なんて⼀族なんだ.. 今⽇は休み明けの陸上部の
練習初⽇。真っ先に『弾』君に声をかけた。「箱根駅伝⾒たよ︕類君も︕︕すごいね︕︕」彼はにっこりしてくれたよ。 練習が始まってしばらくしたら、グランドにふたりや
ってきて、どうやら先⽣を探しているようだ。多分卒業⽣かなんかだろうと気にもとめないでいた.. 練習が終わって、先⽣の話を⼩⽿に挟んだら、例の⼆⼈のうちの⼀⼈は卒業
⽣の⽶澤類、そう、この間のあの箱根駅伝で第三区の区間2位の成績をとった.. なんかちょっとフシギなかんじ.. その後、⽶澤類先輩が僕達に話をしてくれたけれど..話の内容
なんかちっとも⽿に⼊ってこなくて、『なんなんだ、⽶澤ファミリーって』て考えばかり頭をぐるぐるまわっていたよ..

范 中宝さんの⽇記



倒れそう..

2010.01.06

⽇記を書いている途中、 ナゼかサイトが更新されてしまった.. 書き直すのもかったるい.. しょうがないや.. ヒドイなあ..

范 中宝さんの⽇記



{ 学校だ。みんながんばって

2010.01.07

明⽇から学校だ。みんなもまたがんばろう!!! 昨⽇、⼿の⽪がべロッとむけた.. 今⽇の陸上競部の練習は超キツかった.. ⾜の筋⾁もボロボロ.. とにかく、新学期だ。なにかが始
まるかな.. 中間研修にむけても..がんばろう!!

范 中宝さんの⽇記



{ ⾬の中、シャトルラン

2010.01.08

今⽇学校が始まる最初の⽇で、授業があると思っていました.. 午後、陸上部は室外で練習..地⾯にはまだ雪が積もっていていましたが、空はしばらくぶりに晴れ渡っていて..気
持ちよく..空には幾切れかの雲があります.. ⾃然に囲まれてのランニングは本当にとても⼼地良く..それから新鮮な空気..私は11⽉に参加した駅伝したときの感じです.. 好事魔
多し..変わり易い天気で、突然⽶粒⼤の⼩さな雹が降り初めました.. 練習は依然継続し..部員達は⼤声で掛け声をあげながら、私達は⾬の中をシャトルラン..この感じは..なんて
いうか..スーパーマンのようで..超爽快です.. 爽快感にも代価が必要で..靴と服はすべて濡れました..はは、楽しい

范 中宝さんの⽇記



{ 1⽉9⽇

2010.01.09

今⽇は朝7時過ぎにご飯を⾷べて、その後また⼆度寝をした。 夢を⾒た・・今⽇の陸上部の練習の後に⾶⾏機に乗って帰国する夢だ・・ははは。友達を探すのだけど、またもプ
ールで⼩学校や中学校の友達を⾒つけた・・ はっきり覚えている・・ 時計も⾒て、18時を午後8時と⾒間違えて・・⼼の中でかなり焦ったんだ。寮は9時が⾨限なのに。帰れな
いぞって・・ ハハハは・・ いやあ、⽩昼夢とはこのことだね・・はは・・・ 10時、陸上部の練習・・ 午後、⼀⼈で⾊んなものを買いに⾏った・・雪が積もっていて、道が
歩きにくい。気温はそこまで低くないけど、たくさん着こんでいったからとても温かかった。⾃転⾞に乗ると⾵が強いから、眼鏡までかけたんだよ（⽬を保護するためにね） 
はは・・ おやつをたくさん買った・・はは・・ それから縄跳びも買ったよ・・めちゃくちゃ⾼い・・うううう・・・ 三学期の体育で縄跳びをやるかもしれないらしい・・でも
僕はちっとも跳べない。皆が上⼿に跳ぶのを⾒て⽬の前が真っ暗になった・・跳びたくなくなった・・ この時体育の先⽣が驚いて⾔ったんだ。 「え︖︕範君も縄跳びができな
いの︖去年の留学⽣の唐君も跳べなかったんだよ。⾼三の留学⽣の李さんも跳べないしね・・」 ・・・ はあ・・失態だ・・

范 中宝さんの⽇記



{ 進歩したぜ..ハハ

2010.01.10

毎晩9時20分は部屋の掃除時間で.. 毎⽇掃除が終わった後10分くらいしか残らないんだけど.. 俺はこの10分を縄跳び練習の時間にすることにした..ハハハ 昨⽇は1分間で120回
跳んで.. 今⽇はなんと..129回︕進歩したでしょ、ハハハ.. これから毎⽇練習を続けて.. 他のクラスメイトを追い抜くんだ、ハハハ︕︕︕

范 中宝さんの⽇記



{ たまには⾳楽も

2010.01.11

昨⽇の夜、ずっと聞いていなかった歌を久しぶりに聞いてみた.. いろんなことが頭をよぎって..

范 中宝さんの⽇記



{ 英語に希望が

2010.01.12

このところ、ずっと英語のテストの結果がよくなかったんだ.. みんなは簡単なテストだって⾔うけれど、僕にとっては難しくて.. もうお⼿上げだよ..ハハ 新学期からは英語の授
業必死でうけるぞ.. ★と、そんな時★ 芝先⽣がテスト⽤紙を配った。英検の模擬テストだ。みんな、やってみなさいと.. これのおかげで、なんだか希望の光が.. やってみた
ら、簡単に思えて、すぐにできてしまった.. 英語ができるクラスメートの様⼦をうかがったら、難しい顔をして、「わからない」ってつぶやいていたよ.. 驚いたな.. おそるおそ
る、どうこのテスト、難しかった︖って聞いてみた。 うん、難しかったよって。 ニヤリとしたよ。こんなに簡単なのに︕︕いつものテストよりずっと楽勝だよ︕︕︕ でも英語
の得意な彼はいつものテストの⽅がよっぽど簡単だって︕ 先⽣が配ってくれた解答と答え合わせをしたら、間違っていたのは3問だけ..ハハ!!! すごく嬉しいな..なんだか英語の
希望の光が⾒えてきた.. さあ、これからがんばって英語を勉強するぞ..もちろん本気だよ。ハハ!!! 昨⽇は縄跳び1分間で152回とべて、 今⽇は171回!!!上達が早いぞ!!!! 5⽇前
はとぶこともできなかったのにさ!!! きっと英語も縄跳びみたいに、あっという間にできるようになるんだ!! ハハハハハハハ

范 中宝さんの⽇記



{たった⼀⽇で

2010.01.13

なんてきれい

范 中宝さんの⽇記



{ ⼤雪..

2010.01.14

今⽇も⼀⽇中雪が降った.. 朝、起きてから、夜、寮に帰ってくるまでずっと.. 朝起きたらビックリした..ぼーっとしながらカーテンを開けたら、外は⼀⾯の壁..真っ⽩だ.. 慌て
て⽬をゴシゴシとこすり、やっと雪だと気付いた ざっと..⾒渡せる200メートル四⽅の範囲.. ⾛っている⾞もみんなライトをつけて、ゆっくりお⾏儀良く進んでいる.. 授業中、
クラスメート達がぽかんとして窓の外を⾒ていた。外は雪が横殴りに吹き付けている..ものすごい⾵が雪を吹き上げている..ブルブル.. こんな天気じゃ傘なんて全く役に⽴たな
い.. 夜、寮に戻ってきたときは少し雪も⼩降りになっていた..厚く積もった真っ⽩な雪、おととしの12⽉、中国の学校で友達と⼀緒に雪遊びをしたときのことを思い出した。雪
の上で取っ組み合って、僕が油断した隙に、みんなからよってたかって、雪の中に埋もれさせられたっけ..へへ ..今年、僕が帰ったら、また続きをやろうぜ!!!ハハハハ 今⽇、
この間ホームステイでお世話になったおばあさんからの⼿紙を受け取った..本当に懐かしいな!!お別れしてからもう半⽉だ..はやいなあ..今はどうしていらっしゃるのかな!!!実は
ちょっと前に様⼦を⾒に家まで⾏こうと思ったんだけど、⾃転⾞に乗って⾏ったら家がどこだかわからなかった..-.- 再びチャレンジしようと思ったときにはもう道路に雪が積も
っていたし..ちゃんと家の前とか、雪かきしているのかな。僕が雪かきを⼿伝いたいよ.. おばあさんがずっと元気でいてくれますように。 ^.^ 時間がたつのはあっという間だ
ね。みんなもしっかりすごそうね!!!!

范 中宝さんの⽇記



{ 痩せた..（笑）

2010.01.15

今⽇もまた⼀⽇中雪が降っていた.. 午後、学校で⾝体検査があった.. ⾝⻑は3ヶ⽉前と全く変わらず..178.4cm 確か前、⾃分で体重を量ったことがあって、⼀番重かったときで
79.3kgあった。あ、もちろん、服を着た状態だけど.. で、今⽇、機械で服の重さを差し引いたあと、体重がなんと76.15kgまで減っていた、思わず笑っちゃった. だけどこのと
き、隣で体育の先⽣がとてもビックリしたように「范くん︕︕すごい太ったね︕︕前回測ったときは67.75kgだったのに!!」と。 ... どっちにしろ俺は痩せたんだ..以前の体重
がどれくらいだったかは気にしない.. (ハハハハハハハハ)

范 中宝さんの⽇記



{ 1⽉16⽇

2010.01.16

おばあちゃんに久しぶりに会ったけどとても元気だったよ・・ 今⽇はおばあちゃんに会えてとても嬉しかった。僕、おばあちゃん、それから趙先⽣の三⼈で晩御飯を⾷べに⾏
ったんだ。⾊々話したよ。おばあちゃんはやっぱり優しいや。⾃分の本当のおばあちゃんを思い出すよ・・ 明⽇は⼀⽇中休みだ。陸上部の練習もない・・この休⽇楽しまない
とな

范 中宝さんの⽇記



{ 納⾖.

2010.01.17

... 納⾖.. 初めて⾷べた時、なかなか飲み込めなかった..ねばねばして..独特の味だし.. ..それからは⾷べようとはしなかったんだけれど.. 毎朝、⾷堂でみんなが⾷べているのを
⾒ていたら..なんだか好奇⼼がわいてきて..ちょっと⾷べてみようかなと.. 以前よりずっとおいしく感じられらた︕︕へへ、フシギだなあ. それからは、毎朝、納⾖さえあれば、
軽くご飯が⼀杯いける。 今朝、寮の宿直の先⽣が僕の傍に座って挨拶の後「あれ、範クン、納⾖⾷べないの︖嫌い︖」と聞いてきた。僕がテーブルの上の納⾖に⽬をやると先
⽣は「あれ︖さっきは⾒えなかったよ︕︕ハハ」 それからお茶碗⽚⼿に僕に向かって「納⾖は体にいいぞ︕︕」 ハハ..初めて納⾖を⾷べた時のことを思い出したよ.. "⾷べたこ
とがないものにもチャレンジして.." 留学⽣⼿帳にこんなことが書いてあったな.. ⽇本の有名なおいしいものはだいだい⼀通り⾷べたので満⾜.. おかげで10キロ近く太っちゃっ
たよ..ハハハハハ

范 中宝さんの⽇記



{ 中間研修..もうすぐだ

2010.01.18

今⽇、学校の机に今⽉と来⽉のカレンダーを落書きして、予定のある⽇は印をつけてみた.. うわー、中間研修の最終⽇と修学旅⾏の⽇程が重なっている.. 寮に帰ったら、今⽉分
のレポートが届いていた.. ワクワクしてすぐに封を切った。中⾝はきっと中間研修の案内だ.. 作⽂⽤紙が2枚⼊ってた.. ..作⽂の宿題..メマイが.. .. くじけるもんか!!

范 中宝さんの⽇記



{ 1⽉19⽇.

2010.01.19

... 今⽇はいい天気 ...

范 中宝さんの⽇記



{ 春がきたみたい

2010.01.20

今⽇もいい天気だった.. 朝、寮を出たら外は春みたいな陽気..雪もみんな溶けて、⼟の匂いがひろがっていた.. この匂いをかぐと、毎年この時期に何をしていたか、はっきり思
い出す.. 今⽇はずっと上機嫌..こんな天気がずっと続くといいな..

范 中宝さんの⽇記



{ 1⽉21⽇..

2010.01.21

... 今週は⼀週間が過ぎるのが早かった.. ... 学校のみんなもそういってる.. ここのところウェイトコントロールもバッチリ.. 縄跳び1分間、今⽇は記録更新 180回..

范 中宝さんの⽇記



{ 今⽇はあまり気分が良くない.

2010.01.22

... ... 初めて部活の顧問の先⽣に休みを貰った.. 理由は、気分が悪いから.. はあ..

范 中宝さんの⽇記



{ いいぞ︕

2010.01.23

今⽇、楽しいかったね、 なぜなら、やっと⽇本語⼊⼒⽅法を⾒つけたぜ︕︕ 僕の忌ま忌ましいパソコンができないので。 ざっと五ヶ⽉に⽇記が全部中国語で書いていた、退屈
ですよね。 これから⽇本語で書くはずだ。ハハハ。 しかし⽇本語下⼿の僕はうまく⾏けませんと思って、さまざまな可笑しい問題が出ますかも知らないし。。（とてもかも知
らないと思います、ハハハ） 交流センターの先⽣たちまだよろしくお願いいたします。 誤りを改めってほしいなあ。。ハハハ。。（失態） まあ、成るべく違いが出ないように
努⼒します。 続けば、⽇本語の⽔準きっと上達でしょう︕ハハハ、本当に楽しみだ。(^o^) (実は..ちょっと⾯倒くさいと思うけど..) ハハハ、いいから、いいから︕︕︕冗談
だよ︕ハハハ。。 明⽇⼀⽇休み︕︕︕のんびりぜ︕︕︕ 南さん⾒に⾏くつもりだ。。 \(≧▽≦)/
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ ⽇曜⽇

2010.01.24

今⽇、南さんに⾒に⾏くはずですが、昨⽇の夜、趙先⽣から聞いた、南さん今⽇留守。。 残念だった。 おかげで、また無⽬的の⼀⽇の巡りになった。 僕午後に出発し、それぞ
れ本屋、スーパー、電気屋さんなど⾏きました。 その中、本屋でばったり気⽐⾼校の同級⽣に会った、彼は漫画⾒に来たの。 俺は全然読めないなあ。。 だって、興味がない、
へへ、しょうがないなあ。 その後、ＣＤ売る所でEXILE⼀番新しいの作品――「愛すべき未来へ」を⾒つけた、 その中の歌は⾮常に美しかったので、買って帰ると思って、不
注意値段を⾒えた。。 慌てた、５０００円︕︕ ⾼いなあ︕︕︕ ⽌めた。。⾔葉がない。。 帰る途中、マキドナルドを⾷べた。
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ 偶然すぎるよ︕︕

2010.01.25

朝寝坊しちゃった。。 焦って、現代社会のファイルを忘れてしまった。 授業は午後だから、昼ごはんの時に取りに⾏くことができる。 そのまま、昼ご飯を⾷べた後にすぐ部屋
に戻れるから。 ⾬が降っていたので、傘をさしながら、ファイルを濡らさないように持っていた。 傘をさしていたから、ファイルが落ちたことに気が付かなかった。。 後ろの
寮⽣が拾ってくれた︓「HEY! 落とし物︕」  僕は感謝して、何度もお礼を⾔った。 僕はプリントをファイルに⼊れる時に、その裏を⾒た。。 マジかよ︕︕︕︕ ちょうど落
ちたのは⼤分前、現代社会の⼩テストの答案⽤紙だった。。 詳しく⾔えば。。その。。その５点を取ったのやつ。。 僕が笑った。 恥ずかしくて、死にそう︕︕
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ 晴れっていた

2010.01.26

今⽇の空は晴れっていた。珍しいね︕ 気持ちはすがすがしいけど、部活の事を思い出すと、落ち込んでしまう。。 なぜなら、こんないい天気なのに、きっとグラウンドで⾛る
ことになるからだ。。 今までは毎⽇室内の練習で楽だった︕だけど、突然外に出て⾛ると翌⽇は絶対筋⾁痛になるはずだ。 他の部員もそうだと思います。   。。。いやだ
なあ しようがない、坂本先⽣が決めたことは誰⼀⼈変えられませんからね︕︕ 「気⽐⾼校で⼆番⽬に厳しい先⽣」そう聞いたんだ︕ 本当に厳しいかった、この事は僕が証⾔で
きる︕ 。。。  。。。 でも、練習の量は想像とは違って、あまり多くなかった。 筋⾁痛は苦しいから、こういうしんどい練習には早く慣れていきたいね︕︕ ⾼校推薦制⼊
試のおかげで、明⽇は学校が休みになるけど、もし晴れたら、部活はまた外ね。。   まったく。。
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ ⼀⽇練習、

2010.01.27

やっぱり、晴れてる。 今⽇、予想どうりグラウンドで。 僕の今⽇の種⽬はやり投げです。 ⽥中君に指導してもらった。 彼の専⾨種⽬はやり投げで、試合でも県３位の良い成
績を持っているんだ。すごいですよね。 やり投げを⾒るだけなら、誰でも簡単だと思うだろう。実際にやればどう︖ やり投げは本当に複雑でした。⼿の握る位置、腕は真っす
ぐ、⽬とやりが同じ直線に、及び投げる⾓度。 以上の技術をマスターする未だ不⼗分だ。何度も練習しなければならない。 うまく⾏かないから、落ち込んでいた。それを⾒た
⽥中君が⾛て来た。優しい顔をして︓「どうした︖」 僕の状態を察知して、もう⼀回⼿本を⾒せてくれた。 そのまま、練習を続けた。 寮に戻ると、⼤変だ︕腕やばい︕︕落
ちるそう︕︕
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ 1⽉28⽇.

2010.01.28

今⽇、もうダメだ..腕が折ったようだ.. これから⽉例報告を書くことに⾏く。
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ 卒業が近い

2010.01.29

最近、⾼三の先輩たちは卒業の準備をしている。同居の⼭岸先輩もそうだ。 彼は僕の⾯倒をよく⾒ていただいて、私は⽇本語の問題があったら、すぐに聞きに⾏って、彼も熱
⼼に教えてくれる。 彼は明後⽇に⾃宅に戻るつもりだ。 本当に残念です。 僕は彼に電話番号を教えてほしいと頼んだ、いつても連絡できる。
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ １⽉３０⽇

2010.01.30

。。 普通の⽇。。 明⽇南さんと⼀緒に⾷事をするそうだ︕︕ よかったなあ︕︕ 明⽇部活８時４０分始まる。 頑張ります。
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ 南婆ちゃんとの⾷事

2010.01.31

今⽇、部活の後、予定通りに南婆ちゃんと⼀緒に⾷事をしました。 彼⼥はまた元気そうの様⼦。 「ヨーロッパ」というレストランでランチを⾷べった。美味しかった。 まあ、
それは⼤事なことじゃないですよ。へへ。 いろいろ話をしてくれた。学校の⽣活とか、部活のこととか、何もありますし、充実でしたね。 また、野球についての話もありまし
た。なぜなら、三⽉ごろ全国の野球⼤会があるそうです、確か「甲⼦園」と関係があるそう、とても有名な⼤会はしているけれども、詳しくの話がよく分らない。 僕は留学し
ている学校が野球とても強いですから、選抜試合の時、市⺠たちも応援してくれる、気⽐⾼校野球部の強さを⾒えるでしょう︕︕ 南さんも⾏くつもりです。 離れる時、南さん
僕にお菓⼦を頂いて、また笑顔をして、「またね︕」と⾔いました。とても優しかった、南さんを⾒ると、まるで⾃分のお婆ちゃんの姿を出てくる、懐かしいね。
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ 苦しい。。

2010.02.01

昨⽇、うっかり寝違えた、今⽇、とても苦しい︕︕もう我慢できないぞ︕︕私はもうすぐ涙が出そう。。 朝の体育の授業の時、みんなは元気に縄跳びをしていたが、私だけ⾸
を撫でて、そばに⽴っていただけだった 授業の時も、⿊板の内容をノートに書くとき、少し振ると、⾸がすぐ痛むのを感じていた。どんなに私が苦しいか、みんなに全く分ら
ない、私にしか分りません。 昼ご飯の時も。。⽔を飲むことさえきつかった︕こんな⽣活はもう飽きた︕ 普通の寝違えは半⽇ぐらいで治るはずなのに。。どうして︕︕ 午後、
隣のクラスメートが「保健室に⾏けば︖」と⾔ってくれた。でも私は⾏かずに、我慢していた、するとすぐに学校が終わった。 幸運にも今⽇は部活が休みだった、もし部活に
⾏っていたら、帰り道に死んでいたかもしれないなあ︕︕ハハハ。。 寮に戻って、寮⺟さんのところでシップを張ってもらった。でも、まだ痛いよ︕ 明⽇、絶対に治れ︕︕こ
んな⽣活を繰り返したくはない︕︕
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ もうダメだ。。

2010.02.02

昨夜ほとんど寝ていなかった。 痛いだって︕︕ 神様︕助けてくれ︕︕ 明⽇、学校の野球部の部員と⼀緒にワクチンを注射に⾏く。
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ ⺟との話。

2010.02.03

たった今、⺟とネットでしゃべりました。 最初は喜んでいた、どんどん話題に⼊り、僕の気持が重くなった。 ⺟との普通の話の中から、⾃分の負担を感じていた。 どうすれば
いい︖ 難しい。。 。。。
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ ２⽉４⽇、⽴春

2010.02.04

これからは種をまくの季節です。 みんながんばれ。
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ ２⽉５⽇

2010.02.05

今⽇、⼤雪が降りました、⾵も強かった、いきなり昨⽇の⽇記を思い出した。「種をまくの季節」、ちょっと調和を⽋くと思うけど、へへ。 昨⽇、意味不明の内容はみんな分
かるかな︖ その「種をまくの季節」て、君たちに種をまかさせることではない。 ⼼からの願うをかけて、なおかつ⾃分の努⼒を加わって、なら、秋が来る時に、絶対叶うはず
です。というのは、僕たちの帰る時でしょう。 ちなみに、前の⽇の寝違えしたこと、まだ治ってない︕︕も⼀枚シップを張ってもらった。 やっぱり、これはただの寝違えじゃ
ないな。。 +.+
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ ２⽉６⽇

2010.02.06

今⽇、部活の時、どこかから有名な講師が敦賀に来ました。 名前は森部昌広と⾔う⼈物です。 僕たち陸上部の⾼校⽣に専⾨知識の授業をしてくれた。もちろん、敦賀市の陸上
部の⾼校⽣が全部集めていた。 体育館で練習しました、約７０⼈ぐらいですが、雰囲気は⾮常に素晴らしかった︕皆さん先を争う、精⼀杯にやりました、元気な声、うまい
姿、全部に表れていた。 先⽣が様々の補強⽅法も教えてくれた、きついですけど、本当に有効だった、さっきもやっていた。 明⽇、⽇曜⽇だ︕⼀週間またそのまま過ごしまし
た。速いなあ︕
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



⽇本はスポーツ⼤国

2010.02.07

昨⽇、⽇本と中国のサッカー試合がありました。じっくり⾒てないけど、結局、中国の⽅が負けたんだ。最後のペナルティーキックが⼊らなかったそうだ。さっき、先輩の⽇記
を⾒て、知った。 実際に、⽇本のスポーツはとても強いです、中国いる⼈はたぶん知らないけれど、僕はよく知っていますよ︕ みんなはきっと中国の⽅が強いと思うだろう、
だって、オリンピックで５１枚いメダルを取って、世界⼀。 でも違う、それはプロの競技だ。 もしも全国の運動量を⼀⼈⼀⼈に平均したなら、その考えはどう︖また世界⼀か
い︖ ⽇本⼈はみんなスポーツを好む。なぜなら、いつも⼈々は外でトレーニングをしている。⾼校⽣なら、放課後に⾃分の好きな部活をしている。僕は⽇本にいるから、よく
している︕ 中国の道でトレーニングの⼈がいる︖少ないでしょう︕ぼくたちの⾼校には部活なんてないだろう、だから、⼤分の学⽣が運動不⼗分だ。 ちなみに、今⽇も運動知
識の専⾨の授業があった、聞きにくるのは学⽣だけじゃありません、社会⼈や、お年寄りの⼈さえ聞きにきた︕︕しかもやる気満々だった。 スポーツと⾔えば、中国は本当に
まだまだ。。
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ 反逆のルルーシュ

2010.02.08

⾯⽩いのアニメ みんな暇の時に⾒て⾒ればいいじゃない︖
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ ２⽉９⽇

2010.02.09

今⽇、学校が休み 午後また⼀⼈で、外で遊びました、 ⾵が強かった︕ 疲れたなあ、明⽇に授業がありますけど、 明後⽇はまた休み、それからは   中間研修︕︕︕ 幸せな⼆
⽉ですね︕︕ハハハ︕
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ホームステイ︕

2010.02.10

さっき、趙先⽣が僕にホームステイ先を⾒つけました︕︕ 本当に嬉しかった︕︕ 他の事は知らないけれど、その家の⼦が気⽐⾼校卒したらしい。。僕は⼤先輩ですね。 楽しみ
ね︕︕
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ ⽇本の建国記念⽇

2010.02.11

２⽉１１⽇、建国記念⽇のおかげで、お休みになった、 今⽇、野球部の皆さんは若狭で五つ⽇間の練習が終わりました。疲れたそう。 さっき、⼀年⽣の川下君からお⼟産をも
らった。彼の性格がとても明るくて、いつも冗談をしてくれた。 すぐ⽚付けしなければならきゃ。荷物が多いですけど、しかも帰るの翌⽇は修学旅⾏、 皆さん、数時間後、京
都で顔を合わせましょう︕︕ では、⾏ってきます︕︕（⽚付け。。）
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ ︕︕︕︕

2010.02.12

やっと来たぞ︕︕ 夢のような中間研修︕︕ 時間が速く過ごす、留学の⽣活もう半分経ちました。 ⼤切にしよう︕ もう⾔葉がない、 期待していて。 皆さんの顔が変わるか
な。。
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ 最近の事_中間研修

2010.02.22

最近はイベントがいろいろあって、昨⽇やっと沖縄の修学旅⾏から帰ってきた.. ネットも⽇記もずっとごぶさただ.. まずはこの偉⼤な中間研修からだ.. ずっと待ちわびていた⽇
が、やっとやってきた。まるで夢のような（なんちゃって）、それは旧暦の⼤晦⽇。 ⽇本に来て、初めてのひとりでの遠出だ。準備は万端に、荷物、チケット、地図.. JRの駅
に着いて、チケットを⼿にちょっとウロウロ..ホームがわからないで迷っていたら、親切なおばさんが詳しく教えて、ホームまで連れて⾏ってくれた。 電⾞を待っている間が⼀
番ドキドキした。⽬の前を列⾞がどんどん通り過ぎていく。⼀⼈で列⾞に乗って出かけるなんて初めてだから、乗り間違えないように、念には念をいれて、よーく確認したん
だ。 全国から34⼈の仲間たちも京都に集まってくるのに、⾃分だけが乗り間違えて別のところに⾏っちゃったら..考えただけでゾッとする︕︕ 腕時計をもう⼀度⾒て、時間を
確認し、列⾞名もOK,やっと僕の列⾞が来た︕︕⾞内に乗り込んだら、やっとひと安⼼。もうこのまま京都について、みんなと会えるんだ︕︕︕ 席に座って外を眺めていたら、
突然後ろからポンとたたかれた。振り返ったら--なんと、劉さんだ︕︕お互いビックリして、彼⼥は4号⾞で僕は8号⾞にいたんだけれど、窓から僕がみえたんだって。でも本当
に僕かは確信がもてなかったとか。だって僕は随分変わっていたから。そこで確かめようと４輌も後ろの８号⾞まで来てみたら、やっぱり僕だったんだって。 すごい︕︕半年
たって..⼀⼈⽬の仲間に会えたぞ︕彼⼥とは中国で同じ学校に通っていたんだ。だから話すこともたくさんあるしね。早速僕の隣の席に移動してきて、いろいろ話していたらあ
っという間に京都に到着.. ワクワクする気持ちと、緊張が.. ⼆⼈で集合場所につくと、みんな僕には全く話しかけないで、劉さんにばかり声をかけてくる..まあでも、これは予
想していたけどね。随分髪が⻑くなっちゃったから、すぐに僕だって気付かないのかも..真っ先に僕に気付いてくれたのは張君だ。背が⾼くなっていたけれど、他はあまり変わ
ってなかった。みんな⼤興奮︕たくさんおしゃべりして、まるで来たばかりのときみたいだ。たくさんのカメラが向けられたけど、全くそんなこと気にならなかった。なにより
も⽬の前にあるやっとまた会えたみんなの表情やみんな⾃⾝が僕達にとっての真実なんだから.. みんなの到着を待つ間、⾒慣れない顔を⾒かけた。新しく⼼連⼼チームに⼊られ
た諸⽥先⽣だ。それとずっとこのサイトのみんなの⽇記を⼿直ししてくれている渡辺先⽣。渡辺先⽣は背が⾼くてかっこよかったよ。やっとお会いできて嬉しかったな。ずっと
⽇記でお世話になっていた先⽣に、やっとお⽬にかかることが出来たんだ。 全員が集合して、乗り込んだバスではもっとにぎやかになった。半年会わなかっただけなのに、ま
るで１年分のことを報告しあってるみたいだ。こんなカンジでホテルについて.. 間もなく、⾶⾏場からの仲間ともそこで合流して、３５⼈全員が集まった.. それから⼭崎先⽣、
丸⼭先⽣、塩沢先⽣もいらっしゃった.. その晩はちょうど、旧暦の⼤晦⽇︕10何⼈かで⼀緒にカラオケ⼤会..みんなすごくうまくて、中国の歌を歌ったり、⽇本語の歌も..僕は
中国語の歌はしょっちゅう歌っていたので、その夜は⽇本語の歌ばかりを⼊れた。あんまり歌いこんでいないのはうまく歌えなかったけど..初めて⽇本でカラオケに⾏ったとき
は、⽇本語の歌はほとんどうまく歌えなかったけれど、唯⼀練習したことのある『世界にひとつだけの花』はまあまあだったんだ.. みんなの嬉しそうな様⼦を⾒ていたら、僕も
はしゃいじゃって、みんなと⼀緒に⼤騒ぎ..最⾼に楽しい⼤晦⽇の夜だ..まあ、ここでは正⽉特別番組はみられないけどね.. 研修⼆⽇⽬、2⽉14⽇..この⽇は⼤阪⼤学の学校説明
会があった。先⽣は英語で授業をしてくれて..もうたおれそう..バイリンガル教育を受けていた仲間は本領発揮していたけれど..いいなあ.. それから、先⽣から⽇記のポイントが
たまった記念品をもらった..照れちゃったけど..それから僕に⼀⾔何かみんなに話すようにと..（あーあ、かっこよくはいかなかったな）.. ⽇記を書くのって、そんなにかまえる
ことはないよ。僕もはじめはたいへんだったけれど、お⺟さんがサボるのを許してくれなかったから。僕が書いた⽇記をネットでお⺟さんが次の⽇の朝読んで、僕の近況を知る
為にね。みんなのご両親も同じ気持ちなんじゃないかな..きっと⽇記を読んだらよろこぶよ..これこそ両国の⽂化をつなぐきずな、ふれあいだよ..ハハ.. 夜は先⽣⽅が僕達のため
に⽔餃⼦を作ってくださったんだ。ハハ、先⽣⽅、ありがとうございます︕︕ 旧正⽉の元旦の⼣⾷︕︕しかも今年はちょうどこの⽇がバレンタインデーだったので、先⽣⽅か
らチョコまで頂いた.. みんなこの半年間の報告や感想、それから⼀番印象に残ったことを発表した。ぼくは三つのことを話した。ひとつめは⽇本語が上達したこと。それから⼆
つ⽬は駅伝⼤会に参加したこと、まあ順位はびりだったけれど..三つ⽬は南おばあちゃんの家過ごした9⽇間のホームステイ体験..最後に、『気⽐⾼校』式の挨拶を披露してしめ
くくり。 みんなの発表を聞いていると、みんなはどんどん前に進んでいってるね︕︕︕ その晩は、みんなとずっと話し込んで、やっと寝たのは深夜.. 15⽇、天気は⾬。 まず
は座禅体験..正確には雑念を払うんだとか..⼼を静めて、雑念をはらい..⾃然の息吹を感じて..感じられたよ..その空気を..とても静かで、⿃のさえずりさえもはっきりと聞こえ
てくる..⾃然との⼀体感を感じた。 座禅は、ピクリとも動いてはいけないんだ。座禅が終わったら、ちょっと気分がおちついて、背中と⾜がイタイ..座禅はもうコリゴリだな..
このとき、お坊様が3つの⼤事な⾔葉を教えてくれた。「ありがとう」「ごめんなさい」「はい」だ。さすが徳の⾼いお坊様、なんだか話す⾔葉もありがたい気がして、聴いて
いるだけでも納得させられたよ。でも、僕がおんなじことを⾔っても、あんなふうに伝えることは出来ないな.. この三つの⾔葉は、これから毎⽇使おう.. それから清⽔寺へ.. ⾬
のなかのお寺って、『清⽔』の雰囲気がでていて..なんか、すがすがしい雰囲気︕︕︕ 写真もたくさん撮ったよ。 なんだか峨眉⼭の⾦⿍を思い出させられた..どちらも壮観だか
らね.. 午後は京都漫画博物館へ。⽇本初の漫画と現在のを⾒て、昔から今の漫画技術の移り変わりがよくわかったよ.. 科学の進歩はいいよね.. この⽇の⼣⾷は、張君とずっと話
しこんだよ。何でこんなに話すことがあるのかな。同じテーブルの⼈がおかわりにいくのを⾒て、慌てて僕達も⽬の前の⾷事に⼿をつけたんだ。 それから⼭崎先⽣が、明⽇の
⽴命館⼤学の⾒学で、⼆⼈代表として発⾔をして欲しいが、だれか⽴候補してくれる⼈はいるかと僕達みんなに聞いてきた.. おそらくさっきまでの張君との会話でハイになって
いたからかな、先⽣のこの⾔葉を聴いた途端、ハイっと⼿をあげてしまった。張君が振り返って僕を⾒たので、彼の⾜を蹴っ⾶ばした。『⼿を上げて︕いっしょにやるんだ
よ..』。結局、彼もしぶしぶ⼿を上げてくれた。ハハ.. その夜は⼆⼈でたくさんのことを話した.. 深夜になって、やっと発表する内容を考えて原稿を準備していたら、テレビで
1年に⼀度のNBAのオールスターのバスケの試合の中継が始まった.. なんてタイミングだ.. ついこのプラチナゲームに夢中になって.. 原稿の準備が出来たのは午前2時。 16⽇の
発表はまずまずうまくいった.. お昼は⽴命館⼤学の⾷堂でご飯を⾷べた..⾷べたものは張君の⽇記に書いてあるよ.. ハハ、こんなお昼ご飯も楽しいよね.. そしてこれがみんなと
⾷べた最後の昼⾷.. ⽴命館⼤学で、半年前と変わらず、 みんなで作業をしたんだ..メンバーで今回の中間研修のテーマ、伝統⽂化と現代⽂化を書き出して.. 午後は、僕は修学旅
⾏があったので、1⽇早く学校に戻らなくちゃいけなかった..4時半にみんなとお別れを..別れるとき、みんな僕に歌ってくれって....なんか恥ずかしいよ、こんなふうにお別れな
んて.. 今思い出しても残念なのは、みんなとまた⼀緒に歌えるのは半年後..あーあ、どうしてそのとき気付かなかったんだろう.. 丸⼭先⽣が駅まで送ってくださった.. つらく
て、涙をこらえることが出来なかった.. あのときは実感がわかなくて、平静でいられたけれど.. 夜、宿舎に戻ってきたら、やっと実感がわいてきた.. 寮はひっそりしていて、み
んなの笑い声も聞こえない。ひとりで静かに⾵呂に⼊って.. ひとりぼっちだ..喧騒の街からきゅうに誰もいない路地に⼊り込んだみたいで、思わず泣きそうになった..寝るとき
も張君の話し声や、みんなの笑い声が聞こえてくる気がして.. 中間研修は春⾵のように過ぎ去ってしまった。僕達をひとつにあつめて、またあっというまに吹き散らしてしまっ
たようで.. 先⽣が期待されたように、今回の研修でみんなまた⾃分の⽬標がはっきりと⽴てられたと思う。 のこされた時間で、みんながんばって、この地でさらに成⻑してい
かなければ.. 僕もがんばるぞ︕︕ 半年後が楽しみだよ︕︕また7⽉に︕︕

范 中宝さんの⽇記



{ 近況_修学旅⾏

2010.02.23

20⽇の夜8時、沖縄の修学旅⾏から寮に帰ってきた。 16⽇の夜、京都の中間研修から帰ってきてすぐに慌しく準備を始めた。でも忘れ物なんかないようにしっかりチェック。
⼀⼈暮らしのおかげでなんでも⾃分の事は⾃分でやるんだ。 17⽇、朝早く起床。運動公園の駐⾞場に集合。担任の先⽣が僕に挨拶をして、中間研修はどうだったと声をかけて
くれた。僕が⽴命館⼤学で代表で挨拶をしたと伝えると、先⽣は喜んでくれた。それから京都のお⼟産も渡した。 今⽇は⼀⽇バスでの移動⽇。秋の遠⾜のときみたいに、みん
なはバスの中でマイクをまわして歌を歌っていた。中間研修でみんなとのお別れのときのことを思い出しちゃったよ。あーあ、みんなと歌いたかったな︕︕︕ まずは神⼾に到
着。神⼾の第⼀印象は、きれいな街だなっていうこと。すごく洒落ているしね。みんなは⾒慣れているのかもしれないけれど、僕が住んでいたところは何もない街だったか
ら・・・ 神⼾で昼⾷。みんな礼儀正しく、代表の⽣徒が挨拶をした後、200⼈がいっせいに「いただきます」。なんか壮観だよ。携帯で撮って、中国に帰ったらこの様⼦をみ
んなに⾒せるんだ。 午後5時ごろ沖縄に到着。気温は10何度、⾬もふってるし、暖かいってわけじゃないけれど、雪が降る敦賀よりはよっぽどマシ。 那覇空港におりて、ここ
の第⼀印象は爽快感。樹も本⼟のとはちがうし、とにかくキレイだ︕︕ ⼣⾷は『料亭那覇』で琉球料理を⾷べた。⾷べられないものばかりで・・・みんなも家の⾷事を恋しが
っていた。ハハハ、⾷事の後は琉球舞踊を鑑賞した。店のオーナーが同級⽣達に沖縄の⾔葉で話しかけていたよ。 夜8時にホテル到着。 張君からの電話をうけとった。京都で
別れたばかりだけれど、すごく会いたいよ。張君は沖縄に留学しているんだ。那覇からも近いしね。これこそ天がくれた絶好のチャンスだ。京都だけじゃなくて沖縄でも会えた
ら最⾼だよ。考えただけでワクワクしてくる。⼀⽇、⼀緒に遊んで、本当の『沖縄っ⼦』に沖縄を⼀⽇案内してもらえたら・・・でも、張君も学校があるし、ダメだろうなあ。
あー︕残念︕︕︕こんなに近くにいるのに会えないなんて・・・ 夜は同じ部屋の同級⽣とトランプをした。教えてもらったんだ。 18⽇は平和学習。 沖縄の悲痛な歴史が良く
わかったよ。 まずは防空壕を⾒学。話を聞かせてくれたおばあさんが、アメリカとの戦局が酷くなったとき、この伸ばした⼿の指さえ⾒えない真っ暗な⽳の中で、3ヶ⽉間、⼀
歩も外に出ないで潜んでいたんだとか。やっと戦争が終わったら、沖縄の住⺠の4分の⼀が戦争で亡くなっていた・・・このときおばあさんはやっと16歳。この悲痛な歴史を語
るとき、思わず涙を流されていた・・・みんなもすごく感動していた。それから懐中電灯で照らしながら、防空壕の中へ⼊った。なかはじめじめしていて、3分間の真っ暗闇で
の⽣活を体験した。ものすごく怖い。でもおばあさんは、当時こんな中に3ヶ⽉もいたんだ︕しかも真っ暗闇の中で外に響く砲弾の⾳を聞きながら・・・こんなのって・・ 防空
壕⾒学の後は沖縄戦争博物館へも⾏った。副館⻑さんが⻑いお話を聞かせてくれて・・何度も平和の⼤切さを話されて・・当時の世界情勢は、世界中で戦争が繰り広げられ、平
和など存在せず⼈々の⽣活を脅かしていたんだそうだ。副館⻑さんの締めくくりの⾔葉は「この世界に平和がなければ、⼈は⽣きてゆけない」 この平和な世界に感謝を。戦争
なんて、⼆度とごめんだ、罪のない⼈々を巻き込まないでくれ。 19⽇は沖縄の悲しい歴史からちょっとはなれて、おもいっきり沖縄の美しい⾵景を楽しんだ。この⽇は『タク
シー研修』だ。４、５⼈で⼀グループになってタクシーをかりて、いろいろなプログラムに参加するんだ。僕達のグループはスキューバーダイビングに挑戦。 僕は初めてだか
ら、すごく緊張する。海って⼀体、どんな⿂がいるんだろうって、不安だよ。 インストラクターが僕達に丁寧に説明をしてくれた。僕もよく聞いて、わからないことはすぐに
質問して、⼤体わかってきた。さあ、今度は実践だ︕︕みんなも初めてだから、やっぱりすごく緊張している・・ モーターボートで沖にでた。海のど真ん中だ。もう出発した
岸が全く⾒えないよ。 こんな真っ⻘な海を⾒たのは初めてだ。あんまりきれい過ぎて、めまいがしそうだよ︕︕︕ 海に⼊る。思ったより順調だ。海は冷たくて、呼吸するのも
たいへんで、ボンベの酸素が⼊ってこないような気がする。なるべくこんなことは考えないように。 ちょっと慣れてきたら、頭を海に⼊れてみた。みんな海底を進んでいって
いる。不思議だな、海って透明なんだ。 なんとか⿎膜の痛みを我慢して海底へ。すごい、⿂がきれいだ。⽔槽の⿂じゃないよ、海の中で⽣きている⾃然の⿂だ︕︕なんだか、
⽔族館のドームにもぐっているみたいだ。⾃由観察が始まって、僕はきれいな珊瑚礁を⾒た。それからたくさんの名前も知らない⽣き物、海はどこまでも透き通っていて、ずっ
と泳いでいくと、くねくねした⻑い⿂が泳いできた。なんだろうって近づいていき、よくみたら、ウミヘビだ︕しかも⽩と⿊の︕︕ウミヘビには毒があるって聞いた事がある。
ビックリして息をするのも忘れてしまった。もう逃げても間に合わないし、蛇がどこかへ⾏ってくれないかと願った。僕は無視して獲物を探しに⾏ってくれ・・なのに、ヘビと
バッチリ⽬が合ってしまった。何だか僕に興味があるように、こっちに向かって泳いでくる。もう僕は全く動けなくなった。もうダメだ、と覚悟したとき、後ろからフィンが出
てきてヘビを追い払ってくれた。よかった・・インストラクターがずっと僕達を⾒守っていてくれてたんだ。 守ってくれて本当にありがとう。もしいてくれなかったら、僕は
今頃病院にかつぎこまれていたよ。  へへ、後から知ったけれど、ウミヘビって⼈を襲ったりしないんだって。でも事故は未然に防がなきゃ。これが今回、僕がその⼈から教
わったこと。それから彼とも⼀緒に写真を撮ったよ。 スリルいっぱいのダイビングはこんなかんじ。 すごく疲れたよ︕今度はタクシーでソーキそばの店へ。とてもおいしく
て、5⼈みんなきれいに完⾷︕︕ この⽇の午後はちょうど野球の試合があったので、野球場へ。野球場で試合を⾒るのは初めてだ。⽇本⼈って野球が⼤好きだよね︕お年寄りか
ら⼦どもまで、みんな球場で応援をしている。でも僕は野球のルールってよく知らないんだ。それじゃあだめだよね。 記念に写真を撮ったよ。 それからすぐに沖縄のアメリカ
軍基地を⾒に⾏った。中には⼊れないから、近くの⾼い建物から望遠鏡でながめた。 このとき、あの沖縄の悲痛な歴史のことが思い出された。どうして⽶軍はまだ沖縄にいる
んだろう。⾃分達のしたことをちゃんとわかっているのかな︕︕︕︕ 間もなく、軍事訓練が始まった。戦闘機が４、５機、空を⾶んでいく。⾶び⽴つときは轟⾳が⽿を震わ
す。⼀緒に⾏った同級⽣達は⼤喜びだ。携帯でずっと写真を撮っている。でも僕はあの防空壕の話が頭から離れなかった。おばあさんが⾔った「防空壕の中で聞いた外から聞こ
えてくる戦闘機の怖い⾳」・・・僕の胸になんともいえない思いが広がった。 今は平和な世でよかったな。 20⽇、修学旅⾏最終⽇。 こんなにあっという間に・・中間研修で
みんなとお別れをしたみたいに、またこの美しい沖縄ともサヨナラだ。どっちもつらいなあ。 午前中は⾸⾥城の⾒学へ。美しい古代の宮殿だ。中国⾵の建物もある。さすが、
アジア⽂化のるつぼだね。 沖縄は僕に深い印象を残してくれたよ。今まで⾏った中で⼀番きれいなところだ。そう、⼀番きれいなとろこだったよ︕

范 中宝さんの⽇記



{ 今⽇の種⽬

2010.02.24

学校に戻ってきた後、⽣活は順調に進んでいるけど、ただちょっと寂しい感じをしている でも、ちゃんと部活をやている。 今⽇、⾯⽩いことがあった。 毎⽇道理にアップした
後で⾃分の種⽬に⼊る。 その時、僕は先⽣に今⽇補強したいと⾔った、そうしたら、先⽣はユーモアを込め、僕を⾒る︓「範君、最近は太ったね︕」と⾔った。僕は頭を掻き
ながら、「そーうですね。。」と返事した。 「ジョギングしていいじゃない︖」 僕は恥ずかしく、頭を下げた。（笑） 先⽣の話のおかげで、易しい補強は酷いのジョギングに
なってしまった。（X﹏X） そして、グランドに沿って、１０何周も⾛っていた。 なぜ部活をしっかりやているのに、太って来たか︖︕ やっぱり、⽇本の飯がうまいね︕︕ 若
しかすると僕は筋⾁が付いてるかもね︕︕ あはは︕︕
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ 卒業式の準備

2010.02.25

今週の⼟曜⽇は卒業式です、 そのために、⽣徒のみんなは卒業式で歌われる曲を練習しなければならない、だから毎⽇放課後の間で何回歌う。僕は⼀⽣懸命に覚えておく。 今
⽇は式場の準備をしていた、本当に感動した。 部活を参加している⼈は全部を集まって、⼿伝った、 野球部、バスケット部、テニス部、剣道部、もちろん、僕がいるの陸上部
も。 体育館で、⼀時間に、7、8百のいすをきちんと並んでいた、先⽣が監督して、みんなは先⽣の命令をしっかり聞いた。安寧秩序に完成した。 ⾮常に素晴らしかった、だっ
て、椅⼦の間にセンチまで計算する。 やっぱり、聞いた通りにまったく同じね、⽇本⼈の慎重のやる⽅には⼼から敬服します。
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ 卒業の⽇

2010.03.01

⼀昨⽇、卒業式が⾏った,これは僕⾒たの最⾼の卒業式,.. ⻑い時間の練習、やっと本番登場した。とても⽴派だった︕︕ 卒業⽣と在校⽣のみんなきちんと整った。なおかつ式場
には⼈声がなくて、静かで開場を待っていた。 「起⽴」と⾔ってから、すべての⽣徒が瞬間に⽴ち上がった。おそらく⼀秒も掛らなかった︕︕（これは実際の授業の時と、全
然違うけど。。）僕もびっくりした。６、７百⼈が同時に⽴ち上がり、敬礼した。 ⼜、卒業受賞の時、背景⾳楽が涙ぐませて、卒業⽣に三年間の在校期間のことを思わせると
思う。さらに、みんな合唱した歌は感情を込み、歌詞もすごく感動させ、クライマックスに進んだ。 終わり前、熱烈な拍⼿の中と担任先⽣期待のまなざしに卒業⽣が退場し
た。本当に感動的な⾵景だった。 そして、陸上部は全員グラウンドで集まって、陸上部の先輩たちから話してもらった。 中には、ある先輩の話がすごく真実だった、僕は感動
させられた。 「実は私は以前このジャージが嫌だった、先⽣たちの顔も。 今の皆さんもそう思うだろう。 でも引退後、みんなグランドで練習の姿を⾒て、すごく羨ましい
と思う。またジャージを着たい、また陸上部で練習したい、でも。。」ここまでもう涙が出て、話を続けられなかった。。先⽣の表情も落ち込んでいた。。 みんなはプレゼン
トを交換している時、僕だけそばに⽴ち、少し寂しく感じていた。 最後に、僕たちはグラウンドで先輩を⾒送りした。 だが、⼆⼈の⼥の先輩が国旗の下へ⾏った。何をするん
だろう︖結局、彼⼥たちはその下で、「グラウンド︕ありがとう︕︕」と⼤声で叫んだ。。 その後、続けて陸上の練習をした、でも、卒業式で歌った歌また僕の頭に浮かんで
きた。 「今こそ、分かれめいざさらば。。」
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ 三⽉三⽇、

2010.03.03

最近はあまり⽇記を書いていないね。 さっき掃除のとき、放送が⼊った。みんなしっかり掃除して、なぜなら、明⽇ＮＨＫテレビ局が取材に来るらしい︕︕ たぶん野球部寮⽣
のためにわざわざ来るんだろう。 昨⽇、⾼⼀の寮⽣が全部髪を切って、丸坊主になった。たぶんその取材のために格好を揃っただろう。あはは︕ 僕は丸坊主のみんなを⾒てか
ら、みんなの写真を撮った、 敦賀気⽐の野球部はいったいどんなに強いのをめっちゃくちゃ知りたいんだなあ︕︕︕ 今年の甲⼦園で⼀緒に注⽬しよう︕︕
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ 三⽉五⽇

2010.03.05

今週の⽉曜⽇に、試験前⼀週間となった。 というのは、部活全部⽌められ、期末試験を迎えること。 陸上部の練習も朝練となった、７時半から。今朝、友達とバトミントンを
やった。汗がいっぱい出た。⼀⽇の授業も元気に受け取った。だが、午後ちょっと眠かった。 この頃、⼀番⾯倒くさいのは「縄跳びの補習」だと思う。 僕は縄跳びの等級テス
トに落ちた から、毎⽇の放課後、その補習を参加しなければならないんだ。 縄跳びは僕にとって、本当に難しいことなんで、⼦とも頃はやったことがなく,今はみんなの上⼿な
縄跳びを⾒て、とても羨ましい。 今まで、まだパスしていなく 、多分全校ラストの⼈だろう。。 仕⽅無いなあ︕︕先⽣も無⾔だった。。何度も簡単にやらされたが、結局はま
だまだパスできない。。 こっちの跳びの肝⼼は速さではなく、技術の上⼿さです。⼆重跳びはどうやっても２０回以上ができないなあ︕︕ 明⽇の放課後はまだ補習があるん
だ︕︕勘弁してくれよ︕︕
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ 3⽉8⽇

2010.03.08

今⽇、３⽉８⽇は『国際婦⼈デー』 ⼥性のみなさんにとって、いい⽇になりますように︕ 『国際』って名前はついているけれど、⽇本にはこの婦⼈デーはないみたいだね.. 今
年、この『国際婦⼈デー』は100年⽬を迎えるようだしね! 今⽇は学期末試験、1⽇⽬.. さっき⽉例報告を書き上げたところ.. やばいなあ、あと４⽇でしめきり.. まだ作⽂も書
いていないし..あせっちゃうよ.. でも絶対に書き上げるぞ..ハハハ..

范 中宝さんの⽇記



{ ホームステイ︕︕

2010.03.10

今⽇、⼤喜ぶだ︕ 今は試験中、毎⽇勉強しとった、今⽇もそうでした。突然電話が⼊った、浅⽥先⽣だ。 「範君︖こんにちは、いきなりですけど．．」 ええ︖︕どういうこと
か︖︕いきなり︖︕ 「はい、先⽣こんにちは、どうしたんですか︖︕」 「ホームステイ先のことですが、午后5時にホームステイ先へ挨拶をしに⾏きます。⼤丈夫ですか︖」
聞いた時に喜んでいた 本来は4⽉に⼊れるはずだった、ステイ先の家族は⽤事があるそうです。 まずは⼀週間の体験をして、そして寮に戻って、4⽉にホームステイをするつも
りです。先⽣そう⾔った。 あはは︕良かった︕
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ ⼤げさすぎるよ︕︕

2010.03.12

今⽇は期末試験の最終⽇だった、 最後の1科⽬が終わった後、学内放送が流れて、学⽣全員にグラウンドに出るように指⽰が出された。 実は、昨⽇授業が終わった後帰りのHR
のときに、先⽣がみんなに⼀枚のプリント（写真参照）を配ったんだ。俺はそれを⾒たときに、真っ先に、これは“甲⼦園”の座席表なんじゃないかと思った。だって、これはど
うも複雑過ぎる。こんなんで歩けるのか︖ しかし裏をめくると、先ほどの図⾯が学校のグラウンドの上に印刷されている。これは⼀体どういうことだ︖︖ もしや... みんな答え
は分かったかな︖ 実は学校主催で、学⽣を皆グラウンドに集め、配られたプリントに書かれていた図⾯の通りに並んで、そして―――これが俺的に⼀番衝撃だったんだけど
―――なんとヘリコプターで上から写真を撮るらしいんだ︕︕︕ この発表を聞いて、そりゃあもうびっくりしたのなんのって︕だってヘリコプターだぜ︖︕マジかよ︕︕すげ
え︕ 中国の学校でだったらそもそも絶対にヘリコプターなんか出動しないし︕︕その上、上空から写真撮影なんてもってのほかだよ︕ いやあ、今⽇は本当にびっくりしたよ。
多分野球部のやつらは相当プレッシャーを感じたんじゃないかな︕学校を挙げてここまでやったんだ、試合では良い結果を出して貰わないとな︕ 先⽣の話によると、今までの
⾼校“甲⼦園”⼤会で、気⽐⾼校は4位という素晴らしい成績を残したことがあるそうなんだよ︕︕頑張ってほしいな。 絶対試合観に⾏くぜ︕︕

范 中宝さんの⽇記



{ homestay!ハハハ

2010.03.16

この前の航空写真は撮った次の⽇に新聞に載ったよ。 昨⽇、僕はついに⽇本⼈の家に住むことになったんだ︕ 5⽇間の期限付きで、19⽇にはまた寮に帰らなくちゃいけないん
だけどね。 お⽗さんとお⺟さんの⼆⼈住まいで、やさしくてとても楽しい⽅々だ。昨晩はお⼆⼈とずっとおしゃべりをしていたよ。本当に楽しかったな。こんなに話をしたの
は久しぶりだ..とってもあたたかいご家庭で、今は⼤学に⾏っている息⼦さんの使っていた部屋を僕が使わせてもらっている。部屋には本や漫画、いろいろなものがいっぱい置
いてあるよ..へへ︕ネットは無線ランを使っている。お⽗さんはPCが⼤好きで、きっとみんな信じてくれないだろうけれど、家にはPCが7台もあるんだ︕お⺟さんのつくってく
れる料理は本当においしいんだ。昨⽇の⼣⾷は『すき焼き』だった。お腹いっぱい⾷べて、ご飯の後は⼀緒にテレビを⾒ながら、ずっとおしゃべりをしていたんだ。ずいぶん遅
い時間にやっと眠れたけれど、きっと興奮しすぎていたからかな︕︕ 今朝は寝坊しないように、いくつも⽬覚ましをセットしておいた。 今⽇がhomestay先からの初登校だか
らね。学校まで⾃転⾞で、だいたい25分くらいかかる。でも僕は40分前には出発した。万が⼀にも遅れないようにね︕ 今朝、お⺟さんが早起きしてお弁当を作ってくれたん
だ。初めて学校に弁当を持っていくんだ︕︕すごく新鮮な感じだよ。みんなはもう慣れっこなのかもしれないけどね。 朝⾷を⾷べたら、ぐずぐずしないで学校へ。お⺟さん
に、お⽗さんにヨロシクね、と⾔って早速出発だ。 今⽇はすごくいい天気だ。⾵はつよいけど、今年⼀番の暖かさだ。うん、最⾼︕朝の空気は新鮮だよ。学校までは坂がたく
さんあって、⾃転⾞をこぐのはたいへんだけど、これも朝のトレーニングだと思えばナンノその︕へへ︕学校には17分でついちゃったよ。緊張していたからかな、猛スピード
でこいじゃったな。 昼休み、感動の弁当タイムだ。弁当箱の蓋を開けたら、ハハハ、なんておいそうなんだ︕︕︕︕でっかい弁当箱の中⾝をひとつぶのこさずきれいに完
⾷︕︕やっぱりお⺟さんの作ってくれる弁当はおいしいなあ︕ ⼣⽅、部活が終わって、外を⾒たら⾬が降り出していた。うわっ、どうしよう︕︕お⺟さんが、⾬がふったら電
話しなさいって⾔ってくれたけど、お⽗さんに⾞で迎えにきてもらうのも気が引けて..服を引っかぶって⾃転⾞で帰ろうかな。 でもやっぱりずぶぬれになって帰るわけにもいか
ず..お⺟さんに電話を.. へへ!!

范 中宝さんの⽇記



{ 甲⼦園

2010.03.20

明⽇、甲⼦園応援に⾏く けど集合時間が早すぎる、 まあ、いい 結構⼈気がある甲⼦園に何があるんですか︕ 楽しみ
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ 試合の興奮と感動

2010.03.22

 本当はこの⽇記は昨⽇書き上げるつもりだったけれど、クタクタだったので、昨⽇は寝てしまった。  昨⽇の朝、っていうよりまだ夜明け前..３時過ぎに、全校⽣徒が学校に
集合して『甲⼦園球場』に、野球部の応援のため出発した。僕だって敦賀気⽐⾼の応援メンバーだ。この試合、ずっと楽しみにしていたんだ..だって、⾃分達の学校の全国⼤会
を応援しにいけるんだよ。しかも⽇本で⼀番⼈気の甲⼦園の⾼校野球に︕ でも、ちょっとこの試合、⼼配でもあったんだ..抽選できまった対戦相⼿が強豪校の天理⾼校だったか
ら..ちょうどホームステイしていた先のお⺟さんに天理⾼校がなんだ︕気⽐⾼はすごいぞ︕って⾔ったら、 お⺟さんは笑いながら「気⽐⾼校の野球部員って何⼈ぐらい︖」って
聞いてきたので 「５，６０⼈ぐらいかな」って答えたら 「天理は百から⼆百⼈ぐらいいるのよ」 思わず黙り込んじゃった..お⺟さんの話では、敦賀気⽐⾼校は２年前の甲⼦園
第⼀試合でも天理に５対１で惨敗したんだって..因縁の相⼿とはぶつかるとはよく⾔うけど、また今回も︕フウ..気⽐、がんばれよ︕︕︕ 次の⽇学校でもこの話題で持ちきりだ
ったよ。クラスのみんなに取り囲まれたクラスの野球部員は「今回はヤバイよ︕全国の９割の⼩学⽣が、勝つのは天理だって思っているんだって..」僕も思わず⼿をギュってに
ぎりしめちゃったよ。これまでも、天理は３年連続で甲⼦園に出場して、出場回数は２０回を越えている。僕達気⽐は３年前に３度⽬の出場..⼒の差は歴然.. 試合前に、応援に
⾏く⽣徒の⼈数調査をしたら、僕の後ろの席の⼈は⾏かないって。ソイツに今回の気⽐の成績はどうだろうって聞いたら、きっぱりと「ビリ」。えー、そんなあ︖︖︕ でも他
の⼈も同じように考えてるみたいだ。天理はあまりにも強すぎるから、クラスでも球場まで応援に⾏くのは約３分の⼀。僕はまだ野球の試合を⾒たことがないので、なんとして
も⾏きたかった。⽇本の野球⽂化も理解したいんだけど、ルールがまったくわからないんだ。  朝７時ごろに甲⼦園球場に到着。まだ⼈もまばらで、みんなで開会式が始まる
のを今か今かと待つ.. 続々と⼈も⼊ってきて、こんなにたくさんの観客が⼊る試合って初めてだよ。しかも⾃分の学校の野球の試合なんだから、なんだかすごく感動してきた。
学校からは三、四百⼈ほどが応援に駆けつけた。それから敦賀市⺠の⼈々も。  開幕式はすばらしかったよ︕写真も撮ったんだ。 開幕式後の第⼀試合が天理との試合だ。すご
くはらはらする。ぼくもみんなも信じているぞ。毎⽇同じ寮ですごす野球部の部員が試合前グランドで最後の練習を黙々とこなす姿を⾒ていたら、なんだか感動してきたよ。次
に天理も練習を。すごい迫⼒で、投球のつなぎなんて、気⽐より1枚上⼿のような.. 試合が始まった.. １回⽬に天理に１点⼊れられた..スタンドの観客の反応が全然違うよ。僕
の後ろに座っていた同級⽣が「冗談じゃない︕いくぞ︕」 すぐにまた３点⼊れられて、気⽐がその回でかえせたのは１点だけ..『こんなにちがうの︖』って、なんだか暗くなっ
ちゃったよ..天理の応援団とバンドもぴったり息が合っていて、しかも試合も順調で..この試合は負けだ︕もうこれ以上⾒る気になれないよ.. 試合の前半が終わって.. 気⽐はボ
ロボロ.. 後半戦が始まった。元気のないみんなを奮い起こして応援しようとしたら、突然歓声が上がった----点が⼊った︕︕︕真剣に応援するぞ︕︕︕ すぐに、クリーンヒット
が出て、またまた１点︕︕︕天理のミスだ︕そして気⽐はまた１点︕︕︕ もうこのときは、うれしくってどうしようもなかったよ。みんなも精⼀杯応援し、興奮の絶頂︕︕︕
そして６回の攻撃で、気⽐の⼤反撃︕５点を⼊れた︕︕︕試合はクライマックスに︕︕︕ ６回が終わると、スタンドから⼤歓声が上がった。僕もしっかりビデオを撮ったよ。
天理はやっぱり強豪校だよ。特にピッチャー、この⽇は時速152キロで投げていた。⽇本のプロ野球の選⼿だって、149キロぐらいだっていうのに、天理では159キロで投げる
ピッチャーもいるんだって。はやっ︕︕︕ 前半戦はさておき、後半は誰より興奮して、せいいっぱい応援したよ。このすごい⼤逆転劇、あの強豪の天理を7対4で、打ち負かし
たんだ︕︕︕2年前の敵をとったぞ︕すごいよ︕︕︕︕︕ 試合終了後、応援に来なかったクラスメートたちにさっそく報告。このすごい試合の現場にいられなくてみんな悔しが
っていた..ハハハ 次の試合は⾦曜⽇だ。敦賀気⽐、がんばれ︕︕ゼッタイ応援にいくぞ︕︕︕ 新聞に応援する僕達が載っていた︕僕は左上に写っていたよ︕ハハ︕

范 中宝さんの⽇記



{ 甲⼦園第⼆回戦

2010.03.29

さっき⻑⽂を書き上げたのに..アップしようとしてうっかりと..1時間かけてかいたものが全部パア.. 泣くに泣けないよ... 内容は甲⼦園の2回戦のこと。僕達の気⽐⾼がまた勝っ
たよ。 すごいエキサイトした試合だった。最終回、気⽐⾼は相⼿をとうとうおさえきって試合を制したんだ。 結果は7対5で花開⾼校に勝利した。 次の対戦相⼿はちょっと⼿
ごわいよ。なんたって東京代表の強豪校、⽇⼤三⾼だからね..のぞみサンの学校もこの⽇⼤三⾼に負けちゃったんだ。 31⽇の第三回戦、がんばれ︕ 試合中、緊迫の最終回、気
⽐⾼のために祈るおじいちゃんを写真に撮ったんだ..

范 中宝さんの⽇記



{ 敗けた

2010.03.31

今⽇は⽇⼤三⾼と敦賀気⽐の野球の試合.. 僕は球場には⾏かなかった..体の調⼦が悪かったので。 テレビで中継を⾒ていたら..やっぱり現地は⼤盛り上がりだ.. でもテレビだと
解説も付くし、全体がよくわかる.. 毎⽇いっしょにいる仲間の姿をテレビで⾒られるのってなんだか嬉しいな。 でも今⽇の試合結果は悔しかったな。⽇⼤三⾼に負けてしまっ
た.. ０対１０の惨敗.. テレビで僕たちの学校の部員たちが泣き崩れる姿を⾒た..僕も何とも⾔えない気持ちに..でも、今季の成績は素晴らしいよ︕なんたって天理に勝ったんだ
から。敦賀の⼈たちはこんなにがんばったのは１０年前以来だって⾔ってるよ。これだけのことをやったんだから、くよくよすることなんてないよ︕ 敦賀気⽐、これからもが
んばって、次は夏の甲⼦園だ︕

范 中宝さんの⽇記



{ 最近。

2010.04.16

⻑い間⽇記を書いてなかった.. 最近忙しくて息をつく暇もない。 新学期が始まった。4⽉に⼊ってから8⽇間春休みがあったけど、それはもう⾶ぶように過ぎてしまって。本当
はどこか遊びに⾏くつもりだったのに、結局実現出来なかった。友達もみんな忙しいみたいで、それに毎⽇部活動があった。旅⾏会社でも探して旅⾏に⾏こうかなとも思ったけ
ど、ちょうど⼟⽇でそれも出来なかった。 結果、この春休み中に何もすることが出来なかったという。さいあく そして瞬く間に学校が始まった。 寮にも新しく野球部の新⼊⽣
が20⼈くらい⼊ってきた。先輩が後輩に寮の⾊んな規則を教えているところを⽬にして、改めて⽇本の学校の上下関係みたいなものを理解することが出来た。特に俺が通って
いるような"体育学校"では、先輩は上司と同じである。そして部活の顧問が"⼀番上"なのだ。 うちの陸上部にも10⼈くらい新⼊⽣が⼊ってきた。けどうちはかなり緩くて、野
球部みたいに厳格な上下関係はない。新⼊⽣の多くは未経験者だったから、先輩として、俺も⾊々と教えてあげた。後輩の彼らと⼀緒にいるのはすごく⾯⽩い。陸上部の部員数
も⼀気に増えて、練習のときも以前に増して精⼒的になった気がする。みんな他の⼈には絶対負けないみたいな気持ちが出てる。 学校が始まったときに、全校⽣徒の前で部活
動を紹介する機会があり、俺もそれに参加した。俺も合わせて10⼈くらいが⼀緒に陸上部の説明をしたんだけど、みんなものすごい緊張していた。 学校が始まってもう1週
間。⾼3になり、クラスメイトたちの受験⽣になったという圧⼒をひしひしと感じる。先⽣も毎⽇受験に関する話やお知らせをしてる。それもそうだ。だって卒業まであと1年
もないんだから。 その中で俺も、帰国まであと3ヶ⽉しかないということに気づかされた。 こんなに早く帰りたくない、本当に。やりたいことがまだまだたくさんある。⼀番
はやっぱりどこかに遊びに⾏きたい。ずっと寮にこもってたらそのうちどうにかなってしまいそうだし。ここで、俺が⼀番よく⾔ったのはスーパー。それから電気屋さん。電気
屋さんはやっぱりすごいな、何から何まで最新鋭技術の商品だ。 はぁ、こんなこと⾔うのはやめよう。残りの90⽇を⼤切に過ごさなければ。なんだかんだ⾔って、まだ時間が
あるわけなんだし。 絶対旅⾏に⾏くぞ︕ 先⽇天南おばあちゃんが電話をくれて、先週の⽇曜⽇に趙先⽣と⼀緒に花⾒に⾏かないかと誘って下さったんだが、悲しいことにその
⽇はちょうど部活の試合があって、おばあちゃんと会うことが出来なかった。残念すぎる。 やっぱり花⾒には⾏くべきだと思うんだよね。学校にある何本かの⽊以外に、桜を
⾒たことがなかったから。早く⾏かないと花が全部なくなってしまう。…と⾔ってももうほとんど残ってないけど。 昨⽇、以前5⽇間住んでいたホストファミリーのお⺟さんと
電話をした。 もう⻑い間会ってない。今週の⽇曜⽇にご飯を⾷べに来ないかと誘ってくれた。やった︕

范 中宝さんの⽇記



{ 最⾼の6⽉.

2010.06.08

随分⻑い間、ここに⽇記を書きにこなかったよ。 その間もいろいろなことがあったんだ。 おとといから、ホームステイをはじめたんだ。 ⾕川のお⽗さんとお⺟さんは明るく
て、とてもいい⼈たちだ。前にもホームステイのことを書いたけれど、今度は正真正銘のホームステイだ︕ハハ そのおかげで、また⽇記を書く気にもなったのに、パソコンが
壊れちゃったよ。フウ ホームステイと寮⽣活は全く違うね︕︕このあったかい雰囲気、まるで⾃分の家にいるみたいだ。朝はリビングで朝⾷をとりながらニュースを⾒て、国
内外のいろいろなことを知ったりね。それからお⺟さんお⼿製のお弁当をもって⾃転⾞で学校へ。遠い道のりだって、全てが最⾼だよ。お⽇様と朝の新鮮な空気、橋からは川辺
の鴨やカラスを眺めるんだ。駅前の商店街で花に⽔をやっているおじさんと挨拶したりもね。 ⽥んぼのあぜ道を⾛り抜けていくんだ・・・ 帰宅してからは、お⺟さんとお⽗さ
んが帰ってくるのを待って、みんなで⼀緒に⼣飯を⾷べるんだ。テレビを⾒ながら、おしゃべりをしたり、わからないことはゆっくり説明してくれて、中国のことや⽇本のこ
と、いろいろなことについて話すんだ。僕は上海万博の記念切⼿をお⽗さんにプレゼントしたんだ。 今⽇は僕の誕⽣⽇。午後、交流センターの先⽣からのバースデーカードが
家に届いていた。最近僕が⽇記を書いていないので⼼配しているとのこと、へへ、ゴメンナサイ、僕が悪いんです- -︕ このちっちゃなカードのこめられた、先⽣⽅のお気持ち
が嬉しくて、本当に感謝しています。 家では夜、お⽗さんとお⺟さんが⼩さなバースデーケーキを⽤意して僕の誕⽣⽇を祝ってくれたんだ。すごくうれしかったな。ちょっと
した嬉しいサプライズだったよ。ハハハ 本当は誕⽣⽇なんてそんなに重要なことじゃないんだ。何より嬉しいのはホームステイが出来たこと。普通の⽇本の⾼校⽣達みたいに
毎⽇、⽇本の家庭ですごせること。 中国に帰るまであと1ヶ⽉ちょっとだけれど、それまでにこんな経験が出来るなんて本当に幸運だよ。 この機会を⼤事にしなきゃ。 先⽣
⽅、ありがとうございます。

范 中宝さんの⽇記



{ 恐⻯博物館 .

2010.06.22

最近とても楽しく過ごしている。 先週⾦沢にいた。有名な千⾥浜も⽬に掛かった。すごい浜だった。⾞までも⾛れるんだ︕ ⼀昨⽇、ホームステイのお⽗さんのお客さんが家に
来ました。 ⼤分前⾔ったけれど、あの⽅が中国で仕事をしているが、そして中国⼈を娶った。 今⽇も奥さんを連れて来ました。 ⼤変嬉しかった。⼆⼈ともずいぶん若い、あの
⽅は渡辺さん、奥さんは姜さんという。奥さんは⽇本語あまり喋られない、２３歳ぐらいで、僕のお姉さんみたい、⾷事の時、中国語でいろいろしゃべった。楽しいなあ︕親切
な⼈だね︕ しばらく、渡辺さんと奥さんが明⽇に勝⼭恐⻯博物館に⾏くと知った。渡辺さんが明⽇の⾒学で、専⾨的な⽤語を中国語で妻にうまく説明できないから、僕を誘っ
た。おかげで、昨⽇に勝⼭恐⻯博物館に⾏くことができった。 昨⽇朝ごろ、⾕川さんの家まで迎えに来ました。 ⾞の中で、渡辺さんといっぱい話をしていて、知らず知らずの
うちに博物館に着いた。 すごく⼤きな博物館です、中には化⽯の展覧、恐⻯の息場所（原始森みたい）まださまざまな古い⾍の化⽯とか、説明図とかありました。僕通訳の
「仕事」もちゃんとやっていた。 とってもびっくりしたやつが、僕たち原始森にいたとき、あちら置いた恐⻯に近づくと、動いていた︕︕恐⻯模型の⼤⼩⽐例も⼀緒、まるで
本物のようだ︕︕ そして恐⻯の３D映画も⾒た。⾯⽩かった︕ やはり今の技術がすごくなったなぁ︕以前に⾒た博物館とずいぶん先進的になった︕ 僕たち博物館から出って、
その近くの丘を登った。周りの景⾊を眺めて、⽊が⾼くて並んだし、⼭も空気もきれいだし、気持ちな︕ いっぱい遊んで、夜8時ごろ帰ってきた。
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ この匂い、懐かしいな.

2010.06.30

俺の運が悪いなあ、 ホストファミリーのトイレが壊れたで、使えなくて、また寮に戻った、 まあ、しょうがないけど、 ⼀ヶ⽉ぐらいのホームステイしていた、いろいろな経験
が得た、それは良かったと思う。 あと20何⽇の⽣活、寮でのんびりしましょうか、 今もう暑くなって、寮もエアコンが付いていて、涼しいそう︕ 荷物を運びながら、⾃分の
部屋に移動し、扉を開けて、⼊ったとたんに、すぐ部屋な匂いに気がした。 ちなみに、エアコンが付いているから、若⼲匂いする。 なぜかというと、この匂いを嗅ぐと、去年
来たばかりのことを蘇るような気がする!! 去年来た時、この部屋に住んでいたから、あの時、杉岡君もいた。 ⽬を閉じて、俺が来たばかりの時、⽇本にの新鮮さ、杉岡君部活
で遅く帰って来た様⼦、よるまで寮⽣と喋ったり、笑ったりのことなどを全て浮かんで来た。 懐かしいなあ!!! もう⼀度⽬を開けて⾒ったら、部屋には空っぽだ、何もなかった
のだ、 ⼀年はそのままですぎちゃっただろうか︖︕ 本当に速いですね︕もう三週間しか残ってない、信じられない、 何か泣きそう、残った⽇を⼤事にしなきゃ.. もう帰る
か︖︕マジで信じられない、 何で! (ー ー#)
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ 明⽇の試験.

2010.07.04

明⽇⽇本語検定試験がある 福井県では受ける場所ないから、 京都に⾏かなければならないが、 もう三回⽬だよ、 ⽥舎から出るのが嬉しいな、 あはは、頑張るぞ俺、 都会でた
くさん買い物したいな、 あはは、まあ、試験終わってから、 よし、⾏くぞ、
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ 七⼣.

2010.07.08

今⽇は七⽉7⽇、 ⽇本では中国と同じ「七⼣祭」がある 初めてきいたのは三⽇前、寮⺟さんが舎監室でくじを作った時、 お婆ちゃんが「範君、七⼣って知っとる⁇」 初めて聞
いた私は反応が出来なかった、 「分からんな」っと 「七⼣って、⽇本では、毎年の七⽉7⽇に、⾃分の願いを紙に書いて、⽵の上に掛たら、叶えるという。中国であるの︖」
「あっ‼そう⾔えば分かったよ、ありますよ︕男⼥の愛情なんての願いでしょう?!」 「いいえ、中国でそうかもしれない、⽇本では、何でも叶えるって‼ほら、私は:⼦供たち
は病気せずに、元気でなれますようにっと書いたよ、」彼⼥⾔いながら、紙を私に⾒せた。 その⽇、寮の⽞関で⽵を建てていた。 この三⽇間に寮⽣の皆さんがいろいろな願い
を書いたり、⽵に掛けたり、中には、寮⽣たち書いた⽇本⼀とか、彼⼥を作ろうとか、あはは、本当に何でも書いてある。そして、⼀番多いのは、やはり夏甲⼦園の出場だ。
ただの⽵もうきれいになってしまった。 今⽇晩御飯あと、「俺も何か書こうか」と思って、⽇本語はおもしろくない、そして、中国語にした。 夜、点呼の時、私は野球部の友
たちに呼ばれて、 「範君、範君、何で書いてあるの︖」 「あっ︕これは中国語やで、《⾝強体壯》という、」 「全然分からん!!体を強くなると⾔うことか?!」 「そうよ、そう
いう願いって‼」 「あはは、分かった、でもね、⾔わんでも俺らも強いぞ︕あはは!!」 へへ、おもしろいやつら、 しばらく喋ったけど、残念なことは写真がインターネットに
掛けられないな、 あと⼆週間もう帰る、早っ!!! 残るのは、⼤切な時間だ
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ 最後の陸上⼤会、

2010.07.09

最近『福井県県⺠スポーツ⼤会』がある、 そして明⽇は陸上競技の試合があります これは俺が⽇本に居る間最後の陸上⼤会で、まあ、頑張るしかないけども、 なんか悲しい
な... 明⽇は２つ競技を出る、やり投げと⾼跳びです、 調整練習もなだらかに進んでいるんですが、 今⽇はちょっと踵が痛いんで、 明⽇は今までの⾃⼰記録を破れるかな、 少
し⼼配するけれど、 たぶん⼤丈夫と思う、毎⽇補強しているから、 また⾃信を加えて、 最後の⼤会だから、遺憾を残らないように、 よし︕ 寝るぞ‼
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ やったぞ俺.

2010.07.12

あはは、俺やったぞ!! 県⺠スポーツ祭でまた⾃⼰新を出したぞ!! ⾛り⾼跳びで170cm⾶んだよ︕ しかも、6位まで⼊賞したよ!!チームに3点を加えた!! めちゃ嬉しかった!!私の
監督先⽣もすごくうれしいそうで、私は先⽣に結果を報告する時に、先⽣が私と握⼿して、「良く頑張ったな︕この調⼦で、まだ⼀年間⽇本に居て、180センチいじょう⾶べる
んじゃん︕」 なぜかと⾔うと、最近の２つのたいかいで、私の⾃⼰ベストが5センチずつアップしたから︕ 帰国の⽇に近づいて、部活で練習の機会が何⽇もない.. ...
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ 明⽇の球技⼤会

2010.07.13

明⽇は球技⼤会です 私は⽇本にいる最後のイベントとなります、 帰国を控えて、すべてのものは最後となるようです.. 最後の球技⼤会、がんばります
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ 東京⾏きの新幹線

2010.07.21

今は、東京に向かう新幹線のなか。 ⽇本で電⾞に乗ったことはもちろんあるけれど、新幹線がこんなに速いなんて思わなかった︕ この⼀年間の⽇々が新幹線の窓の外を流れる
⾵景のように浮かんでは流れてゆく・・・ この⼀年、決して短くはなかったはずなのに、思い返すとあっという間だった。 ここ何⽇かいろいろなことがあって、帰国を控えた
1週間、すごく充実して過ごしている。 14⽇は全校球技⼤会だったんだ︕︕ 僕も頑張ったけれど、決勝戦でたったの1点差で負けてしまった。でもみんなで⼒を合わせて戦った
んだから、負けても悔しくないよ。 15⽇の夜は前にホームステイをした南宏⼦おかあさんと⼀緒にご飯を⾷べたんだ。僕がもう帰国するって聞いて、名残惜しがってくれた
よ。本当に⽉⽇が経つにははやいよね︕ホームステイしていたのがつい昨⽇のことのような気がするよ。おかあさんも、⻑春に来てくれるって⾔ってくれた。ハハハ、うれしい
な。知り合えて、本当に良かったな。いつまでも元気でね︕︕ 17⽇は、学校の終業式で、僕が帰国することをみんなに話したんだ。 クラスのみんなともお別れだ。 教室でみ
んなに東⽅神起の「proud」を⽇本語で歌った。 この歌の歌詞はすごくいいんだ・・・ 「この町で、めぐりあった、いまも忘れないよ、あの⽇から..」 みんなじっと、聞いて
くれた・・・なかなか評判も良かったよ。最後に、クラス委員が代表して花束と、みんなの寄せ書きを渡してくれた。 感激で胸がいっぱいで、この1年、クラスで過ごしたいろ
いろなことを思い出しながら、寮に帰ってそれをずっと眺めていた・・・ 放課後、みんなと⼀緒に記念撮影をしたよ。最⾼︕︕︕ この⽇の午後は、最後の部活だった。 最後の
練習もせいいっぱいやったよ︕ 部活が終わったら、先⽣と部員のみんなが送別会を開いてくれた。陸上部のみんなとお別れのときは、涙がこらえきれなかった。だって、この1
年で、⼀番ツラかったのは陸上部のトレーニングだったから。1年前、初めてここに⾒学に来た時のことを思い出した。まだあのころは⽇本語もたどたどしくて、陸上部で中国
語のできる部員がいろいろ助けてくれた。どんなに天気が悪くても、外で思いっきりダッシュを繰り返して、台⾵の中でもみんなで⼀緒にトレーニングをしていた。真冬に、厚
く積もった雪のタイヤの跡を追いかけて⾛ったことも・・・本当に、ものすごくつらかった。でもみんなの「ファイト︕」っていう掛け声を聞くと、また頑張ろうって気になっ
て、トレーニングに戻っていけたんだ。 陸上部で、ずいぶん鍛えられたよ。 部⻑から、みんなで⽤意してくれたプレゼントを渡された。陸上⽤のスポーツシャツと、ジャンプ
競技に関する資料（僕の専⾨は⾼跳びだから）だ。本当にうれしかったよ。最後に部⻑が「中国に帰っても頑張れよ。ゼッタイ有名になって、また、⽇本にもどってこ
い︕︕︕」。 はい、ゼッタイに頑張ります︕︕ それからお⼆⼈のコーチもたくさん話してくれた。帰国してからもすべてのことにまじめに取り組むこと、⾃分に負けないこ
と、トレーニングはずっと続けること、それに陸上部での思い出・・・・・ 1年間がこうして過ぎていくんだ・・・ 昨⽇の夜、たくさんの先⽣⽅が僕の送別会を開いてくれ、
⼀緒に⼣⾷を⾷べた・・ クラス担任や、学年主任の先⽣、僕の⽇本⽣活をサポートしてくれた先⽣、陸上部のお⼆⼈のコーチ、中国の趙先⽣、それから僕が⼀番⼤好きな芝先
⽣も︕全部で7⼈もだよ︕ 先⽣⽅ともくだけた雰囲気でたくさん話ができたんだ。最後の⼀⽇、とても充実して過ごせたよ。芝先⽣が、僕のためにお別れの歌を歌ってくれた。
すごくおもしろくて、趙先⽣はビデオを撮ってくれた。本当に⼤事な、⼤事な思い出になりました︕︕︕ この⾒知らぬ⼟地での1年間、⼀番お世話になったのはなんといっても
趙先⽣だ。⽣活のこととかいろいろお世話になって、感謝してもしきれません︕︕もう少ししたら、趙先⽣と、南宏⼦おばあちゃんが⼀緒に⻑春に旅⾏に来てくれるかもしれな
いんだって。そうしたらまた会えるね︕さっき、趙先⽣が駅まで⾒送ってくださった。去年、敦賀についたときのことを思い出したよ。東京から、ずっと趙先⽣が付き添ってく
ださったんだよね。今⽇は⼀⼈で新幹線に乗って東京に向かうんだ。さようなら、趙先⽣︕この1年間、本当にありがとうございました。ありがとうと⾔うたびに、遠慮するな
と⾔ってくださった先⽣、僕は⼀⽣忘れません︕︕ みんなもきっとそれぞれの素晴らしい思い出ができたよね。最後の1週間、充実して過ごそう・・・ もうすぐ東京駅だ。最
後のみんなで⼀緒に過ごす研修が楽しみだよ︕︕
これは⽇本語で投稿されたものです

范 中宝さんの⽇記



{ 家に着きました

2010.07.30

昨⽇の夜、家についたよ。 ⼀年ぶりの故郷は相変わらずだ。 ちょっとは変わったけれどね。 周りの建物や、街の通り、⼈ごみを⾒渡していると・・ ⼀年なんてあっという間
だったって、思わずにはいられないよ。 ⽇本の先⽣⽅、みんな、僕は家につきました。 １年間、本当にお世話になりました。 あと⼆⽇で中国での⾼校⽣活が始まるんだ。 し
っかりやります。 がんばるぞ!!!!!

范 中宝さんの⽇記



{ 授業⼆⽇⽬..

2010.08.02

1⽇に学校が始まった.. 僕も三年の補習班に。 朝5時半に起きて、6時半に学校で朝⾷.. なんだか去年のままだ.. なぜだか、今はすごく学校が好きなんだ。 授業がよくわからな
くったって、好きだって思える.. 1年間いなかった学校.. 授業中は、どうしても⽇本での授業⾵景を思い出してしまう.. ⽇本語の授業で、クラスのみんなに⽇本の⾼校での授業
を紹介した..おもいろいよね.. 1年なんてあっという間だ..フウ.. やっぱり中国の学校はたいへんだ。みんなも頑張れよ。

范 中宝さんの⽇記



{ 僕たちの最後のシアター

2010.08.29

おととい、サイトで僕たち第４期⽣の最後のシアターを⾒た.. つらい気持ちでいっぱいに.. ⼀緒に過ごした⽇々を思い出して.. それから⽇本についたばかりのころ、なにもかに
もが新鮮だったことを思い出して.. どうして時間が過ぎるのはこんなに速いのかな.. ⽇本に⾏く前、サイトで第３期⽣の帰国報告を⾒たときのことを思い出した.. ⼼の中で、⾃
分たちが帰国するときはどうなんだろう、どんな気持ちなんだろうかと考えてみた.. このシアターを⾒たら、1年間の情景が頭の中をよぎっていった.. 9⽉になったら.. 僕が書
いた⽇記はこの下の欄の、卒業⽣の⽇記として掲載されてしまうんだ.. 1年たって、僕も先輩って⽴場に.. 第5期⽣のみんな、 がんばれよ!!!!! 1年は本当にあっという間だか
ら.. ⽇本についたら、ちゃんと学校の⼈たちと仲良くしなよ。⽇本語で⾃⼰紹介や中国の⽂化なんかも紹介できるように準備しておくのもいいよ!! ⽇本語で三国志の登場⼈物や
ストーリーも紹介できるように準備しておくのもいいかもね。三国志が好きな⽇本⼈はたくさんいるから!! みんながんばれ!!応援しているよ

范 中宝さんの⽇記



{ みんな元気︖

2010.09.22

今⽇は中秋節..みんなは元気かな︖ 去年の中秋節を思い出す..⽇本で過ごしたんだよね.. 本当に懐かしいな..! 趙先⽣が⽇本で良い祝⽇をすごされますように! 新留学⽣達も良い
祝⽇を︕︕ あと10ヶ⽉、本当にあっという間だよ。毎⽇を⼤切にね︕︕

范 中宝さんの⽇記



最近の出来事

2010.10.08

中秋節の時に、⼭崎先⽣が⻑春にやってきた。 僕たち⻑春の第四期留学⽣と、第三期留学⽣の⼀⼈が先⽣と会うことができた。 皆でたくさんのことを話したよ。 夜は⼀緒に東
北餃⼦を⾷べた。美味しかった︕︕ 特に⼭崎先⽣は東北料理の「⼀鍋出」に興味津々だったみたいだ。ふふ︕ アイスティーもお勧めした。 第三期の卒業⽣とは帰国後の感想な
どを話したよ。 最後に記念として写真を撮った。 ..

范 中宝さんの⽇記
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