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初めての⽇記・京都1ヶ⽉

2009.10.04

待ちに待った、インフルエンザだったコンピュータの先⽣が帰ってきた。私のパソコンもやっとネットに繋げるんだ。1ヶ⽉の話が積もりに積もってるよ。でもいざとなると、
何から話していいものか。 京都は歴史の街。お寺が数え切れないほどある。たった⼀ヶ⽉の間に、もう3箇所もお寺をまわった―――⾦閣寺、平等院、三室⼾寺。京都市内には
住んでいないけど、⾞で20分で着いちゃうからとっても便利。だんだんとこの宇治という場所を好きになってきた。静かで、縁起が良さげで、とても住み⼼地がいい。前に先
輩から聞いたのだけど、京都っていうのはとても眠くなり易い街だって。私はこういう温かくて静かな感じがとても好き。寮の窓から外を⾒ると、⻘々とした⼭と真っ⻘な空が
お互いを際⽴たせていて、それを⾒ていると、今の全てに満⾜した気分になる。 ⽇本の⾼校では、部活動が⽋かすことのできない⽣活の⼀部になっていることは話に聞いてい
た。何か⽇本の⾵情あふれる部活に⼊りたいなと思って、華道部に⼊部した。⽣け花のね。⾃分が⽣けた作品を⾒るととても嬉しくなる。でも華道部では活動が週に1回だけ。
京都に来たばかりの2週間は、毎⽇暇で暇で、でもずっとこんな⽇々が続くんだろうなあぐらいにしか思っていなかった。それがまさか、連休があんなにも暇になるとは思って
もみなかった。ということで、後には引けまいとバドミントン部に加⼊した。今は毎⽇部活がある。バドミントンの練習はとても⾟い。練習が終わったあと、鉛筆ももてないよ
うな⽇もあった。でも毎⽇が充実していて、とても楽しい。これこそが私が必要としていた⽣活なんだな。 来たばかりの頃、⾼1のクラスにされて、その後⾼2に上がる機会が
できた。もともとは、何の迷いもなく進級するんだろうと思っていたけど、⼀週間の付き合いで、このクラスがとても好きになってしまっていた。特に担任の先⽣が⼀⼈ひとり
の⾃⼰紹介分に写真を貼ってくれたことに、とても感動したから・・このクラスに残ることにした。きっと、この⽇本での⼀年間、⼀番⼤切なことは、勉強で何かを学ぶことよ
りも、先⽣やクラスメートとの⼼と⼼の繋がりから何かを感じとることなんだと思う。 10⽉には興⾵祭があるから、皆積極的に準備に励んでいる。毎朝クラスの皆と⼀緒に合
唱の練習。楽しい、楽しい。 ⼀ヶ⽉、とても短い期間だけど、楽しいことや感動することがたくさんあった。この⼀ヶ⽉で先⽣やクラスメートの優しさにたくさん触れること
ができた。これからの10ヶ⽉、たくさんの⾃信と期待で溢れている。

劉 希さんの⽇記



興⾵祭の合唱練習

2009.10.15

バドミントン部と華道部に⼊部したおかげで、毎⽇が充実したものになりました。もちろん忙しいですが、毎⽇ワクワクもしています。あさってはみんなお待ちかねの興⾵祭で
す。京都に来てこの学校に⼊ってから、ずっとみんなと興⾵祭に向けて合唱の練習をしてきました。⼆⽇前、初めて知ったのですが、1年⽣全10クラスが練習をしていますが、
本番に出られるのは⼆クラスだけ。今⽇がその予選の⽇です。  午後5時、1年⽣は全員⼤ホールに集まりました。私たちのクラスは興⾵祭のためにつくったおそろいのTシャ
ツをみんなで着ています---団結の緑です。みんな励ましあって盛り上がってきました。……私たちのクラスの順番は7番⽬で、歌い終わってもすぐには結果は発表されません。
すごく待たされたような気がしましたが、実際はほんの短い時間だったと思います。司会者が選ばれた⼆クラスの名前が書かれた紙を取り上げました。「3組」。私たちの前に
座っていた3組から歓声があがります。司会者がまずそれを静め、次に会場に「8組」の声が響いたとたん、私の周りからものすごい歓声が沸き起こりました。歓声はずっと続
き、モチロン私もみんなと⼀緒に跳び上がって喜びました。泣き出すクラスメートも何⼈もいました。⽇本に来てはじめての1年8組、みんなで勝ち取った勝利なので本当に嬉
しいです。  選ばれた1年⽣の代表クラスは興⾵祭で歌えるので、残された1⽇、⼀⽣懸命練習しなくちゃ。うまくいきますように。
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興⾵祭の準備

2009.10.15

明⽇は興⾵祭。今⽇は授業はなしで、⼀⽇かけて準備です。朝から合唱の練習をし、9時過ぎには2009年度興⾵祭の紹介ビデオを⾒ました。あさっては校内で模擬店もたくさん
でるようで、楽しみだな。それから全6学年がグランドで、Rの⽂字に集合。 それから⼀番肝⼼なクラス展⽰の準備を。テーマは『BACK TO 绳⽂时代』。みんなで古代の草ぶ
きの住居を作りました。仲の良い⼦たちと⼀緒に、近くの公園で⼟や⽯を集めてきたり、みんなで稲藁をかかえて運びこんだり...... 華道部でも興⾵祭⽤の作品をつくるため、
まだ準備が終わっていなかったけれど3時にクラスを抜けました。夜7時ごろ、またクラスの戻ると、きれいに展⽰が。本当に古代にタイムスリップしたみたい。みんなの成果
に驚きながら、最後まで⼀緒に準備できなかったのが、ちょっと残念。 明⽇の舞台が楽しみです。それとあさっての学校活動も楽しみだな。
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寮⻑さんに中国語を教えました

2009.10.23

2009.10.23  ⻑らく⽇記を書いていなかったみたいで。興⾵祭の後、毎⽇はまた元通りに。毎⽇しっかりと⼀こま⼀こま授業を聞き、⼀題⼀題まじめに取り組んでいます。  
平坦な⽇々も、楽しいことはいっぱいあって、ハロウィーン前⽇、中国からの訪問団が寮を参観しに来るので、寮⻑が⽇中英の三ヶ国語で歓迎の⾔葉を述べることに。そこで彼
に中国語を読むのを教える役⽬が私に回ってきたのです。普段は上品で、凛とした雰囲気の寮⻑も中国語を勉強しているときは、それはかわいらしい⼀⾯を披露してくれて、本
当に⾯⽩いし、たのしいです。  それから第⼆外国語が中国語のお姉さんがいて、中国語のスピーチコンテストに参加するので、『静夜思』を読むのを教えてあげて、スピー
チ内容を翻訳するのを⼿伝いました。  次の週がハローウィーンのイブニングパーティー。その⽇の寮⻑の中国語での挨拶とゲームが楽しみです。
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インフルエンザワクチン接種

2009.10.27

昨夜、寮のみんなと、インフルエンザのワクチン接種を受けてきました。規定では体温が37.5以下でなければ受けられないのですが、接種前の検温で、私はちょうど37.5度だ
ったので、お医者さんから許可をもらえませんでした。でも、寮の先⽣から発熱の症状が出た場合は、6階の部屋に隔離すると聞いて驚いたので、みんなの接種が終わったら、
もう⼀度検温してもらえるようにお願いしました。待っている間、診察室を出⼊りしていたら、出てくる度に私が注射を受けてきたばかりだと思った⼈たちから、『痛くなかっ
た︖』と何度も声をかけてもらい、嬉しかったです。なんとか、36.9度まで下がったので、受けることができました。6階で隔離なんてホント、ビックリ。みんなは注射が痛か
ったって⾔っていたけれど、私はそうでもなかったと⾔ったら、先⽣から勇敢ねってほめてもらっちゃった。へへ。 だんだん寒くなってきたけれど、相変わらず毎⽇スカート
です。冬になるのがちょっと怖いな。
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京都南部で地震︖

2009.10.27

⽇曜⽇の朝、学校の先⽣と⼀緒に外出した際、今朝、地震があったけれど知ってる︖と聞かれ、全く気付いていなかったので驚きました。震源地は京都南部で、宇治はまさに京
都南部、地震の規模はマグニチュード４だったとか。⽇本では地震は⽇常茶飯事だって聞いていたけれど、寝ていたので全く気付かなかったなんて、ちょっと怖いな。もし、も
っと⼤きな地震だったら...?
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試験前

2009.11.21

⻑い間⽇記を書いてなかった。というのも、ここ最近ずっと中間テストに向けて勉強していまして。こっちの学⽣は⽇頃はそんなに勉強勉強って感じじゃないんだけど、テスト
前になると、昼夜問わずずっと勉強していて、本当にすごいなぁと思う。⽕曜⽇にはもうテスト。国語と世界史がほんとに不安。でも理科くらいは良い点数が取れることを祈っ
て、その点で⽂系の点数を補おう。希、ファイト︕
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中間テスト、やっと終わった

2009.12.06

 この間、ずっと中間テストのため、⼀⽣懸命勉強しました。先週の⽊曜⽇まで、やっと終わりました。この三ヶ⽉間の勉強で、国語と世界史と現代社会はとても難しいと思い
ます。授業中には、先⽣の⾔った⾔葉もあまりわからなかったし、授業の内容も理系の私に対して、わかりにくいでした。テスト前に、毎⽇遅くまで勉強して、現代社会はびっ
くりした５３点を取ったから、とてもうれしかったです。  中国で毎⽇すごく英語を勉強したから、今度のテストで、２回の英語とも、９０以上の点数を取りました。  今度
は初めのテストで、これからもいい成績のために努⼒したいです。
これは⽇本語で投稿されたものです
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朝⽇新聞へ⾒学しに⾏った

2009.12.14

 先週の⼟曜⽇に⽇本語先⽣とほかの留学⽣５⼈と⼀緒に朝⽇新聞社の京都⼯場へ⾏きました。⽇本の新聞はどうやって作るのを⾒ました。とてもすごいと思います。その前に
アジアお茶まつりに参加したから、朝⽇新聞に載ってたことがあります。今度新聞を作るところへ⾏って、そんなことを思い出しました。うれしいです。  離れるとき、朝⽇
新聞⾒学記念新聞をもらいました。私の写真もあります。ほんとに楽しかった⼀⽇です。
これは⽇本語で投稿されたものです
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初めて和服を着た

2010.01.09

2010.01.09  ⽣まれて初めて和服を着た。着る前からずっと楽しみにしていた。わくわくしながら学校にやってきて、先⽣に着物の着付けを教えてもらった。  朝起きて、
顔を洗い、ご飯を⾷べた。そのあと頑張って着物に似合う髪形を作った。寮の友達の意⾒を総合して、四苦⼋苦した後、どうにか無難な髪形にすることができた。  和服を着
るのはとても⾯倒くさい。先⽣が助けてくれるとはいっても。でも着てみたらやっぱりとても嬉しくなった。私の選んだ着物の⾊もとてもいいみたい。先⽣もとても私に似合う
⾊だと⾔ってくれた。皆で楽しく写真を撮ったよ。今後もこういう機会があるといいな。
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着物

2010.01.10

着物の写真
これは⽇本語で投稿されたものです
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学校、頑張ります

2010.01.12

 冬休みが終わって、学校が始まります。今、いつもお正⽉の楽しかったことを思い出せます。ほんとにいい冬休みでした。  でも、もう学校が始まったので、⼀⽣懸命勉強
しなければなりません。⼀⽉と⼆⽉、学校は⼊試で、休みがたくさんあります。うれしながら、⾃分で⽇本語の⾔葉を覚えるのにいい時間になります。  ⼆⽉の中期研修、⼼
から期待しています。
これは⽇本語で投稿されたものです
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2010.01.11

2010.01.12

昨⽇書いた分、今⽇アップするね。 朝、⽬が覚めて、ご飯を⾷べて、顔を洗って、部屋の整理。下におりて、ずっと楽しみにしていたテレビ番組を⾒た。おもしろかったな、
来週の⽉曜が楽しみ。メールをチェックしたら、美咲からの返事が届いていた。先週末、ずっとhomestayさせてもらって、しかもママは寮まで迎えに来てくれたんだ。嬉しか
ったな。お昼を⾷べて、ずっと作ってみたかった服も縫い上げて、それから本を読んで、横になって5時半までお休み。起きてから中国の友達に新年の挨拶を書いた。ちょっと
おそいけれど、気持ちはかわらないからね。 明⽇は学校だ。がんばるぞ︕
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よかったあ

2010.01.13

この間のバトミントンの練習は校外だったので、ラケットは寮に持ち帰りました。今晩も練習があるので、今⽇はラケットを持って登校。でも友達とのおしゃべりに夢中になっ
て、うっかりラケットをバスの中に忘れてきてしまいました。 寮に戻ると、housemasterがバス会社に連絡を取ってくれていて、私のラケットを預かってくれている事を確認
してくれていました。 この冷え込みの厳しい中、けっこう遠くまで受け取りに⾏って来ました。ラケットが戻って来て本当によかったけれど、やっぱり反省。⼀⽇中、ドキド
キしちゃったし、夜の練習にも参加できなかったからね。これからは気をつけよう。。
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ついに⽇本⼈の学⽣と同室に

2010.01.15

⽇本に来てもう4ヶ⽉が経ち、4ヶ⽉間の努⼒を乗越え、明⽇ついに⽇本⼈の学⽣と同室になります。来たばっかりのころは、1年⽣の⼥⼦寮がいっぱいだったせいで、仕⽅なく
わたしは⼀⼈部屋に⼊るしかなかったんだけど、冬休みに、⼀⼈がニュージーランドに⾏ってしまったので、ひとつ空きが出来たのです。先⽣に話してみたら、先⽣も私の⽇本
語上達のために⽇本⼈の学⽣と⼀緒に住むことに賛成してくださったので、私の願いが叶ったということなのです。 明⽇は早く起きて、引越しです。
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またhomestayに⾏ったよ

2010.01.24

先週は中学の⼊試で三連休だった。冬休みの時に、ホームステイ先の妹が遊びにきなよとメールをくれていたんだ。 ⼟曜⽇、⾞で遠くへ出かけた。どこへ⾏くのだろうと思っ
ていたけど、着いたのは神⼾の有名な南京町。もうすぐ春節ということで、飾りがとても綺麗。⼈もたくさんいて、とても賑やかだった。そこで中華料理を⾷べたんだ。懐かし
い味。 来⽉は⾼校⼊試で五連休だから、その時にまたホームステイしに⾏くんだ。嬉しいな。
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やっと週末

2010.01.29

やっと週末だぁ、今週は⾊々⼤変だったな、毎⽇部活で、8時くらいにならないと寮に帰れなくて。でも、確かにすごい疲れたけど、やっぱり充実してて楽しかったな。来週も
引き続き頑張るぞ︕
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中期研修でのお別れ

2010.02.18

⽇本に来てもう半年、本当はこれからの⽇記は⽇本語で書こうと思っていたんだけど、この⽇記は、気持ちを書き綴りたいので、⽇本語では表現しきれないと困るので中国語で
書きました。  昨⽇、京都駅でお別れをしてから今まで、お別れのときのみんなのつらそうな顔が何度も頭の中に浮かんできます。いつもは２０分あれば京都駅をまわれるん
だけど、けいちゃんと⼀緒にそそくさと帰ってきました。本当はお別れのときみんなと顔をあわせるのがつらくて、私も我慢できなさそうだったので。本当はそのまま⽴ち去ろ
うと思っていたのに、先⽣の真っ⾚になった⽬から涙がこぼれるのを⾒た途端、別れのシーンでもめったに泣いたことのない私も涙がぽろぽろこぼれてしまいました。ホント、
なんでだろう、これからの半年だってきっと楽しいことがたくさんあるはずなのに、なんでみんなとちょっとの間お別れするだけで、こんなに哀しいのかな︖⽇本に来る前は、
絶対⽇本語が上⼿になるんだってかたく決⼼をしていました。もちろん⽇本語を勉強することがこの⼀年の最⼤の⽬標だったけれれど、半年が過ぎた今、もちろん⽇本語は上達
したけれど、最⼤の収穫はちょっとずつ当初のものから軌道修正されてきました。お世話になった⽅々に⼼から感謝したり、⼤事な友達が出来たりしたことが、留学前の「⽇本
語がうまくなる」っていう決⼼より、私にとって⼤事なことになってきました。しかもこの五⽇間の研修で、そのことがもっとはっきりわかってきました。私たち３５⼈の留学
⽣、そして私たちをずっと⽀えてくださっている先⽣⽅、こんなに⻑い間⼀緒にいて、お互いの気持ちの結びつきもますます強くなって、決して忘れられない感情が育ってきて
いる、⽇本にいるあと半年で、この気持ちを本当に⼤事にしていきたいな。  研修の時の写真を⼀枚⼀枚眺めていると、みんなとすごした⼀つ⼀つのことが思い出されます。
７⽉になるまでは、きっとみんなとはもう会えないと思うから、⼼の中で、みんながこれからの半年を、楽しく、すばらしい時間が過ごせるように祈っているね。きっと、同じ
考えの⼈はたくさんいると思うけど。７⽉にまたみんなと会えるんだね。「別れはもっとすばらしい出会いのために」って⾔葉もあるしね。今度会えるときはみんなもっとすば
らしい経験をたくさんして、ずっと⼤⼈になってるね。
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中期研修で得たもの

2010.02.18

今回の中間研修で得たもの、もっと⾔えばこの半年で得たもの。今回の機会を借りて、これまでをふりかえってみるね。夢中で⾛り続けてきたけれど、ちょっと⽴ち⽌まってふ
りかえってみたら、⾃分がどれだけのものをもっているのかに、やっと気付いたような気分だよ。 先⽣ともお話したとおり、この半年、とても楽しく過ごしてきました。寮に
いても、みんな良い仲間ばっかりだし、イベントもいろいろあって楽しいよ。homestayにも⾏ったけれどそこでもとてもやさしい⽅々に迎えてもらいました。学校でもいつも
先⽣⽅からは⼤変お世話になって。全てのことに、⾃分の幸せを噛み締めると同時に、いつでも感謝の気持ちを持って、周りに接しなきゃって⾃分に⾔い聞かせているんだ。⽇
本に来る前は、⽇本語を２年しか勉強していないので、他の留学⽣よりおくれていたらどうしようって不安だったの。去年、７⽉になんとか２級の試験に受かったときも、ヒア
リングは壊滅状態だったから。⽇本に来て２ヶ⽉たったとき、２級試験の聴⼒問題を探し出して、もう⼀度聞いたら、なんとこんどは全部わかったの。あのときは、本当に興奮
しちゃったな。これが結果が嬉しかったことだったら、世界史は勉強の過程が楽しかったっていうのかな。授業を聞いても全くわからなくて、電⼦辞書⽚⼿に授業のプリントを
めくって、⽬は先⽣と⼿元を⾏ったり来たり。授業が終わるとグッタリしちゃって、でもなんだかそれが爽快なんだよね。・・・ ⼀つ⼀つのことに関して語ったら、⼀晩中か
かっても終わらないな。たくさんのものを得て、毎⽇私は成⻑している。まあ、上を⽬指すには、まだまだ⻑い道のりだってわかっているけれど、だからこそもっとがんばらな
きゃ。１６歳の私のこの⻘春に、後悔の⼆⽂字はないぞ。

劉 希さんの⽇記



英語暗誦⼤会優勝

2010.02.19

冬休みから、ずっと英語暗誦⼤会を準備していました。クラスの代表として、３０⼈から９⼈を選ぶ準優勝コンテストに合格しました。今⽇は、最後の決戦になりました。 午
後になって、ずっと緊張していました。去年国際交流基⾦に通じて、私の学校へ来た留学⽣は私と中国で同じ学校の先輩でした。彼⼥は去年の暗誦⼤会で優勝しました。ですか
ら、私はちょっとプレッシャーがあります。 全部の９⼈で、私は８番⽬に出ました。ステージに⽴ち前にも、すごく緊張していました。でも、発表がうまく⾏きました。⼀番
⽬を取りました︕優勝しました︕ でも、今の私にとって、結果もうそんなに重要じゃなくなりました。暗誦⼤会のために、準備した経験で、私はいろいろな嬉しさを取りまし
た。 中国にいる時、クラスメートの英語が素晴らしいと思うので、今回ようなコンテストに参加したこともなかったんです。⽇本に来て、みんなの前に話しをする能⼒がほん
とに⾼まりました。チャンスをくれた先⽣に、「ありがとうございます」を⾔いたいんです。
これは⽇本語で投稿されたものです

劉 希さんの⽇記



映画村⾒学

2010.02.20

予定どおり、今⽇はほかの留学⽣と先⽣と５⼈で映画村へ⾏きました。朝の１０時に京都駅に集合しました。⼀週間前と同じように京都駅へ⾏くことですが、ぜんぜん違う気分
を持っています。さらに、「⻄⼝から出たら、⼀週間前ように友達が私を待っているかな」と思いました。 中央⼝で、ほかの留学⽣と先⽣に会って、出発しました。映画村っ
て、⽇本の映画を作るところです。今⽇も映画を撮影している⼈を⾒ました。残念ながら、映画を撮影しているところは⼊れませんでした。映画の秘密も映画村での演出に通じ
て、少しわかりました。みんないっぱい写真を撮って、素晴らしい時間を過ごしました。楽しかったので、⾒学した時間を短いと思いました。もしチャンスがあれば、もう⼀回
⾏きたいと思います。
これは⽇本語で投稿されたものです

劉 希さんの⽇記



親切な友情を感じた

2010.02.21

昨⽇、お⾵呂に⼊ってから、１０時ぐらいになりました。⾃分の部屋に帰って、もとは⽇本語の⽂法を勉強するつもりでした。でも、⽇本語の難しい⽂法で、ルームメイトのみ
おちゃんとしゃべり始めました。⼆⼈はしゃべることが⼤好きなので、⼗⼆時半ぐらいになりました。⾼校⽣活でも、将来の夢でも、いっぱいわかりました。話を聞いて、みお
ちゃんが偉いと思いました。今の⾼校の皆さんは将来ほとんど⽴命館⼤学に⼊ります。⽴命館⼤学は私⽴で、学費がすごく⾼いです。でも、偉いみおちゃんは⼤学のときアルバ
イトをしたり、将来就職した後、⼤学の学費を全部両親に返します。みおちゃんのおうちはとてもお⾦持ちです。こんな考えがあって、私は⼼から感⼼します。みおちゃんと同
じ部屋に住んでいることも、私は嬉しいです。やさしいし、はっきり将来の夢を持ているし、ほんとにいい友達です。残った半年間、私はぜひみおちゃんに勉強してもらいま
す。 みおちゃんは４⽉から、中国語を勉強し始めます。私は７⽉に⼤事な試験があります。⼆⼈⼀緒に頑張りましょう。
これは⽇本語で投稿されたものです

劉 希さんの⽇記



毎⽇⽇記を書くのはいいことですか︖

2010.02.22

中間研修で、範くんの話を聞いて、残った半年間に、なるべく多く⽇記を書きたいと思います。でも、学校の⽇ならば、毎⽇⼤体同じことがあります。毎⽇ちょっとつまらない
⽇記を書くことと、週に２回か３回素晴らしい体験を書くことと、どれがいいでしょうか。今は、ちょっと困っています。 もとは、今⽇の⽇記はここまで終わるつもりですけ
れど、そうすれば、もう⼀回つまらない⽇記になると思います。ですから、ほかのことも書きましょうか。 ⽇本にいる半年間に、⼀番尊敬する⼈は今の担任のたくま先⽣で
す。たくま先⽣は私の夢の⼤学の京都⼤学を卒業した先⽣です。ほかの先⽣の話によると、たくま先⽣は関⻄の勉強してばかりの⾼校で、有名な⼤学に⼊ったんです。でも、た
くま先⽣は勉強だけじゃなくて、スポーツも上⼿です。⾼校時代は、バレー部の部⻑でした。すごいですね。 私は最初１年８組に⼊ったとき、たくま先⽣が全部のクラスメイ
トの素晴らしい⾃⼰紹介冊をしてくれました。そのとき、私はすごく感動しました。たくま先⽣は数学の先⽣です。たくま先⽣のおかげで、私はずっと⼀⽣懸命数学を勉強しま
した。数学は英語以外、⼀番得意な科⽬になりました。もっといいことは、数学に興味を持ってきました。先⽣、ありがとうございました。 もうすぐ４⽉になります。みんな
は新しいクラスに⼊ります。担任の先⽣を変える可能性もあります。もし、今の先⽣とクラスメイトと分かれて、とても寂しいんです。でも、ぜひ頑張り続きます。
これは⽇本語で投稿されたものです

劉 希さんの⽇記



春が来た

2010.02.24

昨⽇学校から寮に帰ったとき、部屋に⼊って、先週華道部でした⽣け花の桜が咲いていることを⾒ました。この⼆⽇間、暖かくなりました。数学の授業のとき、先⽣は「春みた
い」といいました。もう春ですか。 春は私が⼀番好きな季節なんです。春になって、天気はますます暖かくなります。花が咲いて、樹⽊も芽を出します。世界中のものは、す
べて茂り活気にあふれるようになります。⼈⽣も新しい希望があるようになるのを感じられます。のぞみの２０１０年の春は、こんな感じです。友情もうまく⾏っているし、将
来の夢のために努⼒したい意志も決めたし…⽇本で留学するため、両親と分かれています。ちょっと寂しいですけど、ホストファミリーから、春ような暖かさをもらいました。
昨⽇、美咲ちゃんと⾥菜ちゃんが書いた⼿紙とバレンタインデーの前に、チョコレートを⼀緒に作ったときの写真が寮に届きました。まえホームステイへ⾏ったとき買った柴⽝
の名前も決めました。「koro」です。春休みのホームステイを楽しみにしています。 春になって、いいことずくめです。お花⾒もできるし、⾼校⼆年⽣もなれるんです。で
も、⾼校⼆年になるというと、じゃっかん悲しいことを思い出します。今の1年8組のクラスメイトと分かれることです。今⽇も⽔曜⽇で、1年8組の皆さんと⼀緒に授業をやる
時間は、明⽇とあさって⼆⽇間だけ残りました。その後、新しいクラスに⼊ります。最近、いつも９⽉からいままで、１年８組の皆さんと⼀緒にしたことを思い出します。⼀番
印象に残ったことは、興⾵祭でみんなの前に歌うために、毎朝早く学校について、練習しました。やっと１組から１０組まで⼆つだけのクラスとして選ばれました。毎⽇７時間
⼀緒にいて、いろいろなうれしさをもらいました。⾼校⼆年になって、今のクラスメイトと同じクラスに⼊る可能性があるにもかかわらず、もとと全く⼀緒なクラスは、今週
で、最後なんです。今⽇の三分間発表で、優菜ちゃんは歌いました。悲しいメロディーなので、すぐ分かれることを思い出した⼈は、私以外にもいます。歌を聴きながら、涙を
流さんばかりです。 中国で、第⼀学期は９⽉からはじめますが、⽇本で、４⽉なんです。中国の⾼校⽣にとって、春は仲良くの友達と⼀⽣懸命頑張る時間です。なのに、⽇本
で、先輩が卒業して、仲良くの友達と違うクラスに⼊ります。どうにもさびしいです。幸いにも、学校でいつも会えます。 春になって、どうせうれしいです。⽇本に来る前の
ひとつに夢は、お花⾒をします。もうすぐできるらしいです。中国で桜はとても珍しいです。でも、私の中国の⾼校で、桜があります。上の写真は私の学校です。きれいでしょ
う︖今年⽇本できっともっときれいな桜を⾒えます。 来週はテストなので、テスト頑張りましょう。もう春なので、⼈⽣頑張りましょう。 （この⽇記を書いたとき、災厄が起
きました。⼀時間前もうできましたけど、投稿のボタンを押して、⽇記がなくなってしまいました。そのとき、泣きたかったですよね。これは私が書いた⼀番⻑い⽇記なんだも
の。はじめからもう⼀度書かなければなりません。やっと、終わりました︕）
これは⽇本語で投稿されたものです

劉 希さんの⽇記



ジャルジャルが学校に来た

2010.02.26

今⽇の３時ぐらい、⼤ホールで学年集合がありました。学年主任はテストまえの勉強について、話しをしました。とても厳しい雰囲気を作りました。なのに、話を終わってか
ら、今⽇ジャルジャルが学校に来たことをみんなに⾔いました。 こんな話を⾔ったとたん、みんながほとんど席からとばさんばかりです。 ⽇本の有名⼈をあまり知らない私
は、「みんななぜこんなに興奮なの︖」と困っていました。「⽇本の有名⼈かな」と思いました。隣の友達に聞いて、⽇本でめっちゃ⼈気な「ジャルジャル」というグループな
んです。 ジャルジャルは私の学校の⽣徒３⼈とお笑いを演出しました。準備の時間は１０分しかありませんけど、素晴らしかったです。すごく⾯⽩かったです。 今⽇の演出
は、すぐKBSで放送されます。ぜひ、寮の友達と⼀緒に⾒ます。
これは⽇本語で投稿されたものです

劉 希さんの⽇記



家庭科が⼤好きだ︕

2010.02.28

この学年の授業は、⾦曜⽇で終わりです。⾦曜⽇の午後、私のクラスは家庭科の授業だけあります。でも、私は⼆年の物理をとっているので、週に２時間⽬の家庭科は半分しか
受けていません。中国で、家庭科ような授業がありません。最初選んだとき、私はすごく困りました。家庭科の名前だけ聞いて、好きです。クラスメイトと同じ分を受けたいん
です。幸いに、家庭科の先⽣はとても優しいです。いつも補修してくれました。 調理実習は⼀番おもしろかった経験です。私たちは２時間くらいかかって、すごくおいしかっ
た昼ごはんをできました。⾃分で作った⾷べ物を⾷べて、うれしかったです。 去年の１２⽉から、家庭科でクッションを作り始めました。布の選ぶから、最後のミシンで縫う
まで、２ヶ⽉間をかかりました。この⾦曜⽇でやっとできました。上の写真は私の作ったクッションです。可愛いでしょう︖デザインが簡単だけど、⾃分で作ったものですか
ら、やはりうれしいです。 来⽉２年⽣になるので、家庭科がなくなります。じゃっかんさびしいです。この半年の家庭科のこと絶対忘れられません。
これは⽇本語で投稿されたものです

劉 希さんの⽇記



ドッジボール

2010.03.19

学年末テストが終わってから、全校で球技⼤会を⾏いました。球技⼤会でよくできるように、私のクラスは体育授業に練習をしました。⼀年⽣の球技⼤会の内容はドッジボール
でした。 ドッジボールとは、２組に分かれてボールを投げあい、相⼿の投球に当たらないようにしながら、より多くボールを相⼿側に当てた⽅を勝ちとする球戯です。 全部で
34⼈の⼥の⼦はクラスによって⼆つグループに分かれました。私たちのグループは強いゆーこちゃんがいるので、勝ってばかりでした。私は最初のとき、ルールがわからなか
ったし、あまりできませんでした。でも、毎⽇どんどん練習をしていて、ちょっとできるようになりました。 球技⼤会の⽇、みんなはクラスティーシャツを着て元気に体育館
へ⾏きました。4時間の試合をやって、私のクラスは最後に優勝しませんでしたけど、みんなは試合を通して、楽しかったです。
これは⽇本語で投稿されたものです

劉 希さんの⽇記



野球部頑張ってね︕

2010.03.21

学校の寮に住んで、寮の隣は野球部のグランドです。野球部の皆さんが毎⽇朝は早いし、晩は遅くまで練習しています。やっと、京都⼀位として、今年の春甲⼦園に出ます。
明⽇は初戦なんで、全校で甲⼦園に⾏きます。応援をします。兵庫県にある甲⼦園は、京都と同じ関⻄ですけど、やはり遠いと思います。ほんとにいいチャンスです。 応援の
ため、最近チアリーダ部と吹奏楽部の⼈は毎⽇練習をしています。私は応援歌を練習しました。 空はさながら⻘春の 胸の雄図の姿なり 溢るる⼒⽰すべく えんじの旗をなびか
せて 堂々勝ちを争わん グレーター⽴命 グレーター⽴命 明⽇の甲⼦園を楽しみしています。
これは⽇本語で投稿されたものです

劉 希さんの⽇記



負けても勝っても、がんばったから

2010.03.23

2010.03.22 ⽣まれて初めて球場で⾒る野球の試合が、⽇本の、しかも甲⼦園でなんて、思ってもみませんでした。この半年で、野球部に対する⾒⽅が⼤きく変わりました。初
めはあんなに部活に固執する気持ちが全くわかりませんでした。でも、だんだんと、彼らは⾃分の夢の為、そして学校のみんなの夢の為にがんばっているんだって、わかってき
ました。そして今⽇、彼らの試合に本当に感動させられました。とくに、よく知っている仲間がグランドでがんばっている姿に⼼から感動し、声援を送りました。これまで全く
野球を知らなかったのですが、甲⼦園で試合を⾒るために、がんばってルールを覚えました。実際に試合を⾒ていくと、だんだん内容がわかってきて、しかもこのパワーと知恵
が結実したスポーツが好きになってきたみたいです。 午前10時に出発し、11時半甲⼦園球場に到着しました。みんなで⾚いシャツを着て、⾸に学校のロゴが⼊ったタオルを巻
いて、⼿には応援棒を持って会場にはいりました。遠くから⾒たら壮観だったでしょうね。相⼿は強豪校です。甲⼦園出場回数２２回、春の⼤会だけでも3回優勝しています。
対するこちらは今回で甲⼦園は2回⽬、強すぎる対戦相⼿です。相⼿の先攻で試合が始まり、1点⼊れられると、私たちの学校にも緊張が⾛ります。でもすぐにこちらの攻撃に
移り、1点をかえすと、みんなで会場がわれんばかりの⼤歓声です。この勢いに乗って、１回で３点を取りました。でもあいてもじわじわと⼒を発揮し、５回には７対５で相⼿
にリードされてしまいました。私たちもハラハラしましたが、６回から８回まで点は取れませんでした。最終回、２点差で迎え、野球で２点を取るのはたいへんだとわかってい
ますが、私たちも希望は捨てていません。みんな⼀⽣懸命応援し、我が校は１点をかえしました。希望の光が⾒えましたが、願いは届かず、結局６対７で負けてしまいました。
試合に負け、対戦校が校歌を歌うのを聞きながら泣き出す⼥の⼦たちもいました。⾒ている私もつらくなってきます。試合後、野球部員たちが私たちのほうに駆け寄って来て、
帽⼦をとり深々とお辞儀をしてくれました。涙に潤んだまま、点を⼊れたときよりも⼤きな声援を彼らに送りました。彼らの頑張りには本当に感動させてもらったので。 駐⾞
場まで戻る間に、学校の⽣徒や保護者や、⼀般の観客たちが「⽴宇治めちゃ頑張ったね」って⾔う⾔葉を何度も聴きました。ありきたりな⾔葉だけれど、やっぱり『負けたけれ
どもすばらしかった』って⾔いたいです。みんなで、夏の甲⼦園が楽しみだねって⾔いながら歩きました。そのときには私はもう⽇本にはいないけれど、絶対に試合結果から⽬
を離さずに、春同様、精⼀杯応援させてもらいます。私たちがバスに乗っていると、ちょうど対戦相⼿の選⼿が乗ったバスが横を通り過ぎました。ゆっくり⾛って窓も開いてい
たので、こちらの⼥の⼦たちが彼らに⼿を振ると、向こうも振りかえしてくれました。みんなはじけるように笑っています。私たちの学校のチアガールたちが「頑張ってね、絶
対勝ってね︕」と叫ぶと「頑張るわ」と叫び返してくれました。この１０秒⾜らずの短いシーンが何度も頭の中でリフレインしています。１０分前まではグランドで敵同⼠だっ
たのに、グランドを離れれば、もう友だちです。いいえ、私たちにとっては彼らは友だちであるだけではなく、私たちの甲⼦園夢を引き継いでさらに⽻ばたいてもらわなくては
いけません。彼らが次の試合でもきっと勝てますように︕ 寮に戻って、私たちの学校が甲⼦園出場を決めたニュースを読み返して、みんなの決意にあふれた顔を⾒ていたら、
突然涙があふれてきました。今⽇の試合に負けたからではなく、みんなのこれまで頑張ってきた姿が思い出されていろいろな思いが⽌められなかったからです。グランドで頑張
った、野球部員の選⼿、⼀⽣懸命応援したチアリーダー、甲⼦園の空に私たちの応援歌を鳴り響かせた吹奏楽部、それから応援に駆けつけた全校⽣徒と先⽣たち。春の⾼校野球
を⾒たのは初めてだけれど、みんながひとつになって事に当たるのはこんなに簡単で楽しいことなんだってわかりました。 何年後か、また⽇本に来ることがあったら、３⽉に
甲⼦園に来て、チケットを買って、⾼校野球を⾒てみます。もしかしたらそのときにまた、私たちの後輩が⼀⽣懸命応援する姿や、グランドを駆け抜ける後輩たちを⾒ることが
出来るかもしれませんね。

劉 希さんの⽇記



⼦ども時代の思い出に

2010.03.30

⼦どもの頃、ブランコがこげなかった。⼤きくなっても、ずっと⾃分はブランコがこげないままだって思っていた。この春休みに、ホームステイ先のおチビちゃんと公園に⾏っ
て、ブランコの傍を通りかかり、思わずストンと座ってしまったら... 何年ものっていなかったのに、ブランコがこげるようになっている。ちっちゃいブランコが、すばらしい
午後を私にくれた。 可愛いなっちゃん、ありがとうね。私にまた⼦ども時代を味わわせてくれて。

劉 希さんの⽇記



イオンモール

2010.04.02

ホームステイの⼤和郡⼭で新しいイオンモールができました。⻄⽇本で⼀番⼤きなイオンモールになりました。ずっと楽しみにしていますが、今⽇やっと⾏きました。 ほんと
に広かったですよね。半分ぐらいしか⾒ませんでした。疲れましたけど、とても楽しかったです。 昼ごはんはバイキングを⾷べました。今までおなかがまだいっぱいです。お
いしかったです。しあわせ︕
これは⽇本語で投稿されたものです

劉 希さんの⽇記



新⽣⼊寮

2010.04.06

昨⽇ホームステイから寮に帰って、新しい⼀年の寮⽣の皆さんがもう寮に⼊りました。新しくて、若い顔をたくさん⾒て、とても嬉しいです。 ⽇本で⼆年⽣になりました。11
ヶ⽉間の留学⽣活は4ヶ⽉間だけ残りましたが... 明⽇からは新学期になります。頑張りたいと思います。
これは⽇本語で投稿されたものです

劉 希さんの⽇記



新しい⽣活 楽しいね︕

2010.04.18

⼆年⽣になりました。 新しいクラスに⼊って、もっと多くの友達ができました。 新しいクラス、新しいクラスメイト、⼤好きですよね。 英語は上級のクラスに⼊ってしまいま
した。みんなが帰国⽣なんで、レベルが⾼いです。授業の内容も難しくなって、もとの⽂法の勉強から英語の⼩説になりました。もとの⽇本⼈の先⽣のクラスから、⼆⼈ともア
メリカ⼈の先⽣のクラスになりました。 でも、チャレンジしたいと思います。頑張ります。 来週の⾦曜⽇は校外学習になります。私のクラスはＢＢＱをやります。すごく楽し
みにしています。
これは⽇本語で投稿されたものです

劉 希さんの⽇記



剣道

2010.04.19

⼆年⽣になって、体育授業の内容が変わりました。⼀年⽣のときずっと陸上をやって、しんどくて、あまり興味がありませんでした。でも、⼆年⽣になってから剣道を勉強し始
めました。難しいと思いますけど、⽇本の伝統⽂化なんで、まじめに勉強したいと思います。 始めの授業で新聞を切る練習をやりました。⼆⼈のグループで、⼀⼈が新聞を持
って、もう⼀⼈が切ります。持っているとき、すごく怖かったです。最初は全然できませんでしたが、先⽣に指導してもらって、きれいに切れました。嬉しいですね。 クラス
で剣道部の⼈がいます。いつも体育授業が終わってから、「剣道はどうだった︖楽しかった︖」と聞かされました。剣道についても紹介してくれました。いいなと思っていま
す。 もしかして剣道ができたら、かっこいいですね。では、頑張ります。
これは⽇本語で投稿されたものです

劉 希さんの⽇記



校外学習

2010.04.29

みんながずっと楽しみにしていた校外学習が予定通り実施されました。今回の活動に向けて、みんな既に⼗分準備を終えていました。いつも毎⽇のように制服を着ていたから、
校外学習で私服を着るのはすごく新鮮でした。前の晩からみんな宿舎の中で、次の⽇着ていく服を考えていました。わたしのルームメイトは“ファッションリーダー”なので、⾊
んな⼈が部屋に来てはどんな服を着たらいいかアドバイスを貰ったりしていて、すごくにぎやかだったな。 当初は⾬が降るって聞いていたんだけど、ラッキーなことにその予
報は外れて、ただちょっと肌寒いだけでした。でもみんなすごくテンションが⾼くて、道中ワイワイ騒いでいたから全然寒さを感じませんでした。まずはある体育館に⾏き、そ
こで軽く運動。主に球技をやったんだけど、うちのチームに2⼈バレー部がいたから、バレーボールの試合は難なく勝つことが出来ました。お昼になって、わたしたちは⽵やぶ
の中でバーベキューの準備をしました。⽕をつけるのがすごく⼤変だったんだけど、うちの班の男⼦たちの頑張りにより、無事⽕をつけることに成功しました。⼥⼦は野菜を洗
ったり切ったりして、みんなものすごい忙しかったです。うちの班は男⼦が⽐較的多かったから、事前にたくさん⾁を⽤意していました。担任の先⽣もすごく優しくて、わたし
たちが半分まで⾷べたところで、近くのスーパーまで⾏き、そこでまたたくさん美味しいものを買って来てくださいました。 ご飯のあと、あたりも少し暗くなってきたころ、
先⽣がわたしに前に出て今⽇の感想を話すよう⾔いました。たったの1⽇だけだったけど、たくさん友達も出来たし、本当にすごくすごく楽しくて。⾔いたいことはたくさんあ
ったはずなのに、伝えられたのはありがとうの⼀⾔だけでした。 残された時間は本当にもうあと少ししかありません。けれど来る別れを今から悲しんでいるよりも、ひとつひ
とつの思い出を⼤切にして、これからも⼀⽇⼀⽇をしっかり過ごしていきたいと思います。

劉 希さんの⽇記



お菓⼦を作りましょう︕

2010.05.01

友達のけいちゃんがお菓⼦を作ることが上⼿なんで、教えてくれました。 はじめは校外学習のため、中国のお菓⼦を作りました。中⾝はあんことバナナの⼆種類がありまし
た。みんなが「うまい︕」と⾔ってくれったので、すごく嬉しかったです。 ゴールデンウィークに⼊って、⼆⼈ともつまらなくなりました。「⼀緒にケーキを作ろう」と思っ
て、意外にめっちゃおいしかったカップケーキをできました。でも、バターを⼊れすぎたので、太ってきました。%>_<% 学校も楽しいし、ホームステイも楽しいし、寮⽣活
も楽しいです。 明⽇からホムスステイに⾏きます。遊園地に⾏く予定があるんで、すごく楽しみにしています。
これは⽇本語で投稿されたものです

劉 希さんの⽇記



プール 久しぶり

2010.05.05

今回のゴールデンウィークはものすごく忙しかったですから、インターネットをする時間がなりましたが、今から⽇記を発表します。 2010.05.02 ゴールデンウイークに⼊っ
て、ホームステイに来ました。 今⽇プールに⾏きました。これは⽇本に来てから初めてのプールです。久しぶりに♪ プールにお⾵呂もありました。 みんなは⽔泳が上⼿でした
が、私はちょっと下⼿でした。中国に帰って、まだ練習したいです。でも、楽しかったです。
これは⽇本語で投稿されたものです

劉 希さんの⽇記



農作業

2010.05.05

2010.05.03 今⽇はゴールデンウィークhomestayの⼆⽇⽬。 ステイ先のお⽗さんの会社で稲を育てるので、今⽇はみんなで準備を。初めて⼩型種まき機を⾒ましたが、これで
稲の籾を⼀粒ずつ育苗箱に播いて⾏きます。みんなも協⼒して、種まき機を操作する⼈、育苗箱を種まき機にセットする⼈、籾播きができた育苗箱を取り出す⼈、そして残り⼀
⼈が⽔撒きです。みんなで協⼒したのであっという間に終わりました。でも途中、育苗箱が機械から落っこちてしまったちょっとしたトラブルも。とはいっても、みんなすごく
楽しかったようです。 午後は基⾦から送ってもらったひまわりの種を庭に植えました。花が咲くのが楽しみだな。 明⽇は遊園地に⾏くので、今晩は早く寝ます。早く明⽇にな
らないかな。

劉 希さんの⽇記



ひらかたパーク

2010.05.05

今⽇はホストファミリと⼀緒に⼤阪の遊園地のひらかたパークに⾏きました。朝早く起きて、ママがお弁当を作って、出発しました。 今⽇はとても熱かったです。28度もあり
ました。でも、みんなが楽しみにしていました。ひらかたパークに着いて、全部の駐⾞場が満⾞しました。しかたがなかったので、パパが駐⾞場を探して、ほかのみんなが先に
遊園地に⼊りました。 ⼈がすごかったですね︕めちゃ待ちました。 怖かったですけど、ほんとに楽しかったです。みんなが「明⽇もここで遊びたいね」といいました。 帰った
とき、電⾞で駐⾞場に⾏きました。⾞で私たちの⼦供の三⼈が寝てしまいました。 晩御飯は回転寿司だったけど、疲れすぎたので、5⽫しか⾷べませんでした。 ほんとに楽し
かったです。
これは⽇本語で投稿されたものです

劉 希さんの⽇記



能楽にチャレンジ

2010.05.16

今学期の⼟曜講座で能楽を選択しました。⽇本に来る留学⽣は茶道や華道のような⽇本⽂化を学ぶ⼈が多いかもしれませんね。でも能楽を学ぶのも貴重な体験になると思いま
す。  クラスは7⼈、能楽の専⾨家として有名な⽅が先⽣として教えてくださいます。とても優しい⽅ですが、能楽はとても難しいですね。謡や体の動きも学びます。でも⼀番
つらいのは、先⽣のお話を聞いているときは必ず正座をしていなければならないこと。普段も3分が限界で、⾜がジンジンしてしまって、もうちょっとガンバレって⾃分に⾔い
聞かせても、2分もすると⾜が痺れて感覚がなくなってきます。  でも能楽の勉強は楽しいこともいっぱいです。まだ授業は2回ですが、曲⽬の半分まで学べました。次の動作
を忘れてしまうこともありますが、後2ヶ⽉、しっかりがんばります。7⽉3⽇の発表会が楽しみです。

劉 希さんの⽇記



17歳の鐘が聞こえて

2010.05.16

 明⽇は5⽉17⽇。明⽇は私の17歳の誕⽣⽇です。まずここで⾃分におめでとうを。それと、35⼈の仲間のうちでもう⼀⼈、同じ⽇に⽣まれた⼈も同じ⽇を迎え、17歳になり
ます。⻩哲君、お誕⽣⽇おめでとう。  本当は16歳のままでいたいです。16歳は、私の⼈⽣の転換点。同じような16年間をすごし、私の⼈⽣は去年16歳になったときから⼤
きくかわってきました。夢にまで⾒た⽇本にやってきて、ここでまさに夢のような8ヶ⽉を過ごしてきました。  中国では18歳の誕⽣⽇が、そしてアメリカでは16歳の誕⽣⽇
がとても⼤事ですね。でも中国の⼥の⼦は17歳の誕⽣⽇がとりわけ⼤事なのではないかと思います。17歳になることは、成⼈前の最後の1年を迎えるということです。最後の⼦
どものようにのびのびとすごせる1年です。ですので私はワクワクしながら、ちょっと緊張もして、不安と期待の⼊り混じった気持ちで17歳の誕⽣⽇を迎えます。  明⽇は⽉
曜⽇なので、たくさんの⼈にお祝いをしてもらえそうです。もう、⼦どものように幸せなバースデー気分に浸っています。  17歳は、ある意味⼤⼈で、でもいつまでも⼦ども
の⼼を忘れずに、⼈⽣に微笑みながら向かっていきたいです。波乱の16歳を経て、17歳はもっと素敵な年になるよう、素晴しい1年にしていきたいです。

劉 希さんの⽇記



バーベキュー⼤会

2010.05.22

⽊曜⽇の夜、寮にバーベキュー⼤会がありました。それは私が⽇本にいる間に花⽕⼤会の前の最後のイベントです。4⽉に校外学習があったので、バーベキューのやり⽅がちょ
っとわかりました。寮の⼈数が多いですから、もっと楽しいかなと思いました。ほんとに楽しかったです。おいしい⾁を⾷べて、⻄⽠も⾷べました。久しぶりですよね︕めちゃ
おいしかったです。 2年⽣の⼥⼦は変顔の写真もとりました。 もう夏になって、私の⽇本の11ヶ⽉間の留学⽣活もそろそろ終わりになります。寂しいと思いますけど、残り時
間はもっと楽しく過ごしたいです。
これは⽇本語で投稿されたものです

劉 希さんの⽇記



そのときもういないな

2010.05.28

今⽇は⾦曜⽇なんで、６時間⽬はホームルームです。私のクラスは興⾵祭の演劇について、みんなで考えました。世界中地震が起こる内容を決めました。クラスメイトは「希ち
ゃんが中国語がしゃべれるし、かおちゃんがフランス語がしゃべれるし、めちゃいい感じやんな︕」って。ともくんは「希ちゃんもうおらんやん」って。ほんまやんな、興⾵祭
は１０⽉なんで、私もう帰ってしまいますね。みんなが「そのとき、帰ってこよ」といわれました。冗談なのに、ほんとに寂しさを感じました。 そのとき、もういないな。 ⼀
年間何でこんなに早いの︖ 私の⽇本にいる１７歳のこと、絶対に⼀⽣忘れられませんね︕
これは⽇本語で投稿されたものです

劉 希さんの⽇記



留学⽣のカラオケparty

2010.06.01

6⽉になって、今学校にいる留学⽣はどんどん帰国します。みんなが寂しいと感じましたから、帰国する前に⼀緒に遊ぼうと思いました。 ⽇曜⽇に予定どおりに、⼭科に⾏きま
した。カラオケのフリータイムにして、めちゃ歌いました。今までものどがちょっと痛いですね。その⽇プリもとりました。楽しかったです。
これは⽇本語で投稿されたものです

劉 希さんの⽇記



頑張ったら、絶対いける︕

2010.06.07

今⽇は前期中間テストの返却⽇なんで、ドキドキしました。三つの科⽬の成績しかもらいませんでしたが、めちゃよかったです。 テスト前すごく難しいと思った物理は90点を
取りました。クラスの最⾼点かもしれません。去年いつも⾚点を取った⽣物もほとんどクラスの平均点になりました。新しい上級の英語のクラスに⼊って、⼀番の90以上をと
りました。ほんとにうれしいです。 明⽇はやばいと思いますが、国語と⽇本史を返却します。でも、⽇本にいる⼀年間最後のテストなので、テストのためにほんとに頑張りま
した。 最近、能楽も頑張ってるし、体育の剣道とバスケも頑張っています。今⽇試合をやりました。下⼿なのに、楽しかったです。 ⽣活の中、難しいと思うことがたくさんあ
るかもしれませんが、頑張ったら、⾃分は後悔しなかったら、絶対いいと思います。
これは⽇本語で投稿されたものです

劉 希さんの⽇記



忙しいですね

2010.06.16

ここのところバタバタしています。学校にアメリカやメキシコの短期留学⽣達がたくさん来て、明⽇は⽂化交流会を開きます。私も中国のことについて話します。今回のテーマ
はそれぞれの国の伝説や迷信について。あまり詳しくないので、誰もが知っている「⻄遊記を」紹介することにしました。簡単そうに思えたのに、三蔵が取経にでるまでを全部
⽇本語に翻訳しなければいけないので、けっこうたいへんです。おかげでこの⼆⽇間はずっとその準備におわれていました。 でも嬉しいことに、ずっとhomestayでお世話にな
っているご家庭に、今回、メキシコの留学⽣が来ることになり、ホストマザーと妹も明⽇の交流会に参加してくれます。今週末はまたhomestayに⾏けて、しかも新しい仲間ま
でできるので、とても楽しみです。また餃⼦を⼀緒に作ろうと計画しています。前回が⼤好評だったので、今回もおいしく出来るといいな。 今晩は準備でたいへんだけれど、
明⽇がすごく楽しみです。 がんばるぞ︕

劉 希さんの⽇記



演劇を頑張ります

2010.06.27

最近学校の⼆年⽣と三年⽣がみんな10⽉の興⾵祭に演劇を準備をしています。来週の⽕曜⽇はオーディションなんで、もうほとんど時間がありません。去年の興⾵祭に私のク
ラスが選ばれて、全校⽣徒と保護者の前に歌いました、すごく楽しかった体験でした。10⽉もういませんけど、私のクラスが来週のオーディションで選ばれることをすごく楽
しみにしています。私は中国⼈を演出します。もっと感情を持てるように頑張ります。
これは⽇本語で投稿されたものです

劉 希さんの⽇記



失敗したけど、もう悔いはないわ

2010.07.01

おととい10⽉の興⾵祭の演劇のオーディションがあって、私のクラスが必死に頑張りました。最後の発表は練習し始めて以来、最⾼でした。 でも、残念ながら、きのう結果の
発表に私のクラスが選ばれませんでした。みんな悲しく涙が出ました。先⽣に聞きたいんですけど、何でだめでしたか︖⾏けると思ったのに… まあ、練習の過程に⾊々なこと
があって、みんなで頑張るのはいい結果より、もっと⼤事だと思います。2組が⼤好きです。あと1ヶ⽉間もないんですが、2組の皆さんと⼀緒にあったこと絶対に⼀⽣忘れられ
ません。夏休みあけって、私もういません。9⽉の期末テストと10⽉の興⾵祭頑張ってください。中国にいても関⼼しますよ。
これは⽇本語で投稿されたものです

劉 希さんの⽇記



花⽕⼤会

2010.07.03

昨⽇の夜に寮で花⽕⼤会が⾏いました。寮からプレゼントとしてもらった浴⾐を着ました。寮の近くに住んでいる⼦供たちが着てくれて、楽しく花⽕をやりました。花⽕の楽し
さより、浴⾐を着て写真を撮るのはもっと楽しかったです。
これは⽇本語で投稿されたものです

劉 希さんの⽇記



新学期

2010.08.14

帰国してからもう3週間ぐらいになりました。いつも⽇本であったことを思い出しています。ホストファミリからのメイルを読んで、最近⽇本はすごく暑そうですね。⽇本のク
ラスメイトはまだ夏休みを過ごしていると思います。いいですね。 私は明⽇から学校です。授業の内容はとても難しそうですから、⾼校⼆年⽣になります。⼤変な学校⽣活が
怖くて嫌いですが、新しいクラスに⼊って、新しい友達ができるのを楽しみにしています。 ちなみに学校のルールなので髪の⽑をとても短く切りました。恥ずかしいから写真
はあとで髪の⽑がちょっと⻑くなってから皆さんに⾒せます。 中国の学校に戻っても⽇本でお世話になった皆さんを感謝する気持ちを持って毎⽇頑張ります。
これは⽇本語で投稿されたものです

劉 希さんの⽇記



第四期⽣の皆さん 元気ですか

2010.10.02

毎⽇忙しい学校⽣活をしていて、週末しかうちに帰られません。「中国の⾼校⽣活は⼤変だよね」と思っています。第四期⽣の皆さんもほとんどそんな感じがあるでしょう。⽇
記を書く⼈がほとんどいなくて、寂しいですね。 昨⽇から1週間の休みに⼊りました。うれしいですね。HAPPYちゃんはN1満点を取って、おめでとう。うらやましわ。 先週髪
の⽑を切った写真を載せようと思ったけど、失敗しました。 今の瀋陽はスカートをはけないように寒くなりました。去年のこの頃、⽂化祭の準備をしていましたね。懐かしい
ですね。
これは⽇本語で投稿されたものです

劉 希さんの⽇記



2011.07

2011.07.30

夏休みの前に学校にあるものを⽚付けると、机の奥から私の⽇記を出しました。何気なくそれを開いて、7⽉18⽇の⽇記内容に引き付けられました。

「授業中教室の中で頭をあげて⿊板を⾒ると、もう7⽉18⽇だ。

去年の今頃、私は何をしていたの︖部屋の中がごたごたしていて帰国の荷物を整理していた。半年ぶりに会えなかった友達と⼀年間離れていた両親と会うことに期待もあったけ
ど、⽇本の友達とホストファミリとの別れがほんとにいやで、そんな気持ちだった。

⽇中交流センターからのアルバムと報告書が届いた。⾒ると、⼀年前の⾃分の世界に落ちた。それはどんな気持ちだといえば第四期⽣の皆さんがきっとわかるだろう。そのと
き、35⼈真剣な顔を⾒て、「みんな⽇本でそんなに頑張ったなあ」ということを思い出した。そうだよね。その⼀年間だけでなく。今もそうだろう。私たちの育才外国語学校
なら4⼈とも⾼校⼆年⽣として、⼤変な勉強⽣活をしている。ちなみに、育才学校の5⼈も⽇本に⾏くため、私たちの学校に来た。懐かしい友達の顔を⾒て、うれしかったわ。

…… 」

昨⽇の午後、⽇本から帰ってきた第五期⽣の後輩と会いました。⽇本の同じ⾼校に⾏って、何より⾒慣れていた⽴宇治の制服を着て、「じゃ、またね」と⾔いながら無効の教員
室に⾏った彼⼥の後ろ姿を⾒て、⼼に深く感じました。午後のクーラーのない熱い教室の中で座っていた私はぼうっとなって、また⼀年前の思い出に落ちてしまいました。

こんなに⻑い間ここで⽇記を書けなくて、なんとなく「ごめん」と⾔う気持ちがありますが、これ以上はもっと時間がなくなるでしょう。この秋より⾼校三年⽣となります。夏
休みは⼀週間しかないんで、教科書はすべて⽇本の⾼校が使うのに取り替えられました。期末テストが終わったばかりなのに、もうすっかり新学期のような緊張な雰囲気に⼊り
ました。新しい時間割を⾒ると、全然⾯⽩い科⽬がないようになって来ました。こんなに⼤変な⽣活は⼀年間も続くことをちょっと考えても、怖い感じがします。でも、その⼀
年が終わってから、もう⽇本へいけるでしょう。そう考え付いたら、我慢して⾃分の⻘春に悔いを残さないように頑張り続きなくなります。皆さんもきっと応援してくれるでし
ょう。

 

これは⽇本語で投稿されたものです

劉 希さんの⽇記
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