
神⼾旅⾏

2009.10.17

こんな写真でお恥ずかしい  今⽇、ようやく最初の⽇記を書きました それからみんなの⽇記を読んだんだけど、もう⾊々恥ずかしくて顔から⽕が出そう  みんな中秋節と国
慶節はいかがお過ごしでしたか ほんとはみんなとネット上で秋の夜⻑を⼀緒に過ごしたかったんだけど 残念~·~  ⽉⾒団⼦（なんかしっくりこないな）を⾷べて 貧相で
はあるけれど写真を何枚か撮って 私の中秋節は終わりました ⽇本に来てから毎⽇何かしら何かが起きていて 感傷に浸ることも多いし（この台詞なんかちょっときもいな）
こっそり⼀⼈で楽しむことも増えました  へへ ちょっと話が逸れちゃった  今⽇ 待ちに待った神⼾旅⾏に ⾏ってきました  遠⾜ 中国語に訳すと おそらく「秋游」み
たいなものかな  8時半ちょうどに出発  阪神⾼速で  神⼾に向かって 前進︕︕  移動中は 歌を歌ったりおしゃべりしたり すごい楽しかった  担任と副担任の先⽣が 
⼀番最初に歌ったんだけど  ⼀曲 居酒屋って歌で みんな震撼  次にとてもナイスな輪郭をしている⼭⽥くんが  校歌を熱唱 だけど⽐類ない⾳痴で  みんな崩れ落ちち
ゃいました  もう⼀回⾒てみたんだけど やっぱりすごい衝撃  みんながアンコールと⼤きな声で叫んでる中  突然 クラスメイトの⼀⼈が私の名前を呼んだの  もう 本
当にビックリした  これでほんとに歌ったりして  みんなが固まっちゃったら  私これからどうすればいいの  10時40分 mosaic停⾞場に到着  それから班別に⾃由⾏動  
斜め向こう岸につけてある、怪しいピンク⾊の海賊船を私はずっと眺めていたんだけど  いかんせん班⾏動なので諦めました  まずは駅へ直⾏  ずっと⼈に道を聞きながら進
んでいました  皆さんすごく親切で  暖かい感じがした  私たちが本当に理解するまで話してくれるの  あともう⼀⼈おじいちゃんなんだけど、困っている私たちを⾒て  
⾃分の⽅からお勧めの場所を教えてくれたんだ  嬉しかったなぁ  今回そこには⾏けなかったから、次回に持ち越しだな  途中 南京町のあのものすごいごちゃごちゃしてる
道に差しかかろうとしたとき  何⼈かの（おそらく）志願者かな  その⼈たちがなにやら神⼾市の⼩学⽣の道路安全を守る活動をしているみたいで  願書みたいなものかな  
そこに名前を残してきました へへ  南京町といえば  はは やっぱり⾷は失くせないよね  ちょっと懐かしくも感じてみたり  ⾁まん シュウマイ 焼き餃⼦  ただどれ
も⽇本⾵味になってたなi  ⾁まんとかはケーキみたいな感じだったし  まぁしょっぱいケーキなんてないけどね  あと⻑安⾨前のお腹の⼤きな弥勒菩薩と   曲がり⾓の李
⼩⿓は  ⾒ててテンションが上がりました  あの銅のたらいあたりを擦っているお友達には  未だに⾊々と疑問が残るんですが  ⼯芸品のお店でなんと国内の⼤きい名所で
は⼤体販売してる⽊の蛇を⾒つけました  いやぁビックリした  やはり時間がキツキツだったので  私たちは息をつく間もなくそのまま三宮へ  実質的にはこれでもう帰路
についたってことになります  というのも2:15には集合しなきゃいけないので  （なんでもあの温和で可愛らしいクラス主任は   ⼀度怒るとものすごい怖いらしい  ふふ 
まぁ噂なんだけど  だってとてもじゃないけど信じられないもの）  ホストファミリーのお⺟さんたちまで私たちの帰りを⼼配して待ってるみたいで  なんか⼩学⽣の遠⾜み
たいだな  うん 次回⾏くときは  もっとしっかり⾊んなところを回ろう

梁 ⽂⻘さんの⽇記



⽇記

2009.10.19

今⽇は あ・.・・ もう昨⽇だ ⾃転⾞を買いました ⾃分でもビックリ 買い物時間、最短記録 15分で 買っちゃいました︕︕ 中国での買い⽅は違うの 中国では試乗したいときは
まず店員さんを呼んで ⾃転⾞にペダルをとりつけてもらって それから、がっちり固定されていた⾃転⾞に乗れるんだけれど これって消費者の権利を守る為なのか やっぱり防
犯かな ⾃転⾞も他のスーパーの商品と⼀緒 レシートを受け取って じっくり慣れていきましょう でも帰ったら、またいろいろ⼾惑ったりして それも⾯⽩いよね

梁 ⽂⻘さんの⽇記



12⽉スタート

2009.12.07

12⽉ エイズデーを起点にして 今⽇はちょうど7⽇⽬ ⼆⼗四節気の⼤雪 もっと寒くなりました naho ゆっくりね もう私たちは友達ではいられなくても あなたの歩いた後からし
か、あなたの笑顔を⾒ることができなくても 満⽉の⽇の悲しみには及ばないけれど でも七⽇ 今⽇は『⼤雪』 あなたが来世では寒⾵の中をすすむ苦しみを味わいませんように
幸せに 何事もなく

梁 ⽂⻘さんの⽇記



チンギス涙~~~~~

2009.12.18

泣いてやる あああああああああああああああ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
私が連夜必死で書いてきた⽇記は こうして鳴りをひそめ姿を消してしまった ~~~~~~~~~~~~~~~~T_T~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

梁 ⽂⻘さんの⽇記



霜⽉三⽇

2009.12.19

7時半にようやく起床 やっぱり未任⾥に起こして貰った 寝すぎだな 8時に出発 地⾯が湿っていた 突然、⽩いふわふわとしたものが 私の顔に命中した あれ︖⾬︖（道理で
お⺟さんがなにかカッパ︖とかなんとか⾔ってた） そんなことをぼんやり考えていたら、また避ける暇もなく ああ︕また命中 いじめだ~~~~~ そんな⾺⿅なことを⾔ってる
場合じゃない 早くしないと遅刻しちゃう ⾃転⾞に跨り ふと後ろを⾒遣るとちょうどお⽗さんがゴミを出し終え帰っていくところだった あわてて⼿を振る ・・・・・
︕︕︕︕︕雪だ︕︕ 雪が降ってる︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕ 急に騙されたような罠にはまっちゃったようなそんな感情がわき起こった このバカ ⾚と緑が交錯する静かな⼭
に 確かに⽩い⾊が浮かんでいた 雲は依然として強く美しく アスファルトの路⾯は潤って 綺麗になったような感じ ひゅうひゅうと冷たい⾵ くもりの⽇は好きじゃないのに 私
はすごく気分がよかった これが雪︖ いつも願いを叶えてくれるという︖ もしくは お⽗さんに教え込まされた和歌⼭には雪は降らないという⽋点感情を補っているのかも そう
だ そういえば今朝知らず知らずのうちに⿐歌を歌っていたな 薛之謙の《认真的⾎》 あんま好きじゃないんだけどね というか、あのどろどろした歌詞が好きじゃないって⾔う
か そうやって再度妄想に陥ったところで・・・ ︕警報︕⾞のスピード︕︕︕ 突然⽿が何かを感じ取った 後⽅に 仲間が 出現︕︕ 横に避けようとしたところで その⼈はぴゅ
うとすぐ隣を通り過ぎていった クラスメイト。 通学路では ⻑い間会っていなかった けれどこの間、この間あなたがああいう⾵に良くないことを⼝にしてからは この「おは
よう」の⼀⾔さえも どうにもこうにも⼝に出すことが出来なくなった Because 私はすでに努⼒をした だけど結果残ったのは深い失望 私の気持ちはまるで⽇本の海のように
急転直下した 違う話題にしよう︕ 昨⽇《恋空》を⾒ました 国内にいたときから、友達が話しているのを何回も聞いてたんだけど ずっと⾏く機会がなくて ほほ しかし今度は
BS ただ字幕がないo(╯□╰)o 恥ずかしかった ほんとは泣くつもりなんかなかったんだ だって、そんな新鮮なストーリーでもないし だけどやっぱりなんというか 年をとると
涙腺の意気地がなくなってきたように思う 曲が終わり⼈がいなくなったころには ⽚⽅の袖はもうびしょぬれになってた はあ------- 顔を上げて空を⾒上げる 私は洛陽のことを
思い出した この⼩さい地区で活動していると よく思い出す というのも、どちらにもたくさん似通っている部分があるから だけどもしかしたら私が考えすぎなだけかも たとえ
ば 同様に周りを⼭に囲まれていて 同様に⼀本の河川が東⻄に流れていて そして同様に⼟地から名前がつけられている 同様に世界遺産があり そして同様に仏教が盛ん・・・ だ
けど私は 同様にはっきりとは⾔えない ⾃分の⾜で⽴っているこの⼟地に対して ⾃分が⼀体どんな感情を抱いているのか たとえば今 ここに私が⼤好きな⼩⼭⾁まんや 空と雲が
あったとして そして同時に私が⼤嫌いなミニスカートや 騒⾳と排気ガスも存在していたとしたら ・・・ きっとこのように ⼈⽣は多彩なんだろうな パレットの上 たくさんの
鮮やかな⾊彩 ブラシを⼿に持って思う存分かき混ぜる いつも結果はひとつ 濃さの違う灰⾊

梁 ⽂⻘さんの⽇記



霜⽉四⽇

2009.12.20

⽇曜⽇ ⼤⾵ 海陽晴れ ハハ 眠ってからぱっと⽬覚めるのがいいよね 服かたづけて ハンガーに掛けて 畳んで 布団を⼲して 部屋を掃除して 労働の充⾜感 ふふ ⼣飯の焼⾁ 最⾼
\(^o^)/~ ⽇本有線⼤賞 それなら無線⼤賞もあるのかな︖ いいんじゃない オーケー 今⽇は 仁 ＳＰ ワハハハハ O(∩_∩)Oハ︕ でもさびしいよ ウウウウウウ どういうこと
かな

梁 ⽂⻘さんの⽇記



冬⽉初六

2009.12.22

今⽇から三者懇談が⼊ります 思い出したら ⼼がドキドキなっていくわ 今朝⾬で遅刻した もうめっちゃ急いでのに 最悪〜〜 放課後相⽥先⽣に注意された   恥かしいな 先⽣い
つも親切くれたし···
これは⽇本語で投稿されたものです

梁 ⽂⻘さんの⽇記



餅

2009.12.30

休みになってもうほんとぼけちゃいそうで︕︕ 今⽇はもう30⽇︕ 家族に勧められて 今⽇どうにかお⾦を下ろしてきました ははは ⼀⼈で⾏ったから がんばりました、ええ 昼
ご飯の後あやねちゃんの家に⾏ったら 何⽇も⾸を⻑くして待っていた お餅︕︕ 同じ字だけど 中国で打つのと⽇本語で打つのでは感じが全然違いますね 頭の中でシャオピンと
お餅がぐるぐる回っているみたい

梁 ⽂⻘さんの⽇記



2010年最初の⽇記

2010.01.03

12⽉31⽇のあの⽇は来年なんてまだまだ先のことだと思っていたのに  へへ 今となっては「去年」っていうのもなんだか変な感じ 昨⽇根来寺に初詣に⾏ってきました この
⾔葉は私を裏切ったような感じがします お姉ちゃんと真美姉ちゃん すごく綺麗(*^__^*) ふふ…… 屋台のものも結構美味しくて ⽂化祭のときのことを思い出した まぁ次⾷べ
にくるのは桜の花が咲く頃かな 今⽇真美姉ちゃんとは初めて会ったんだけど お姉ちゃんが⾔うにはなんでもずっと私に会いたかったとかで ちょっと緊張しちゃった すごく真
剣に私が中国語を話すのを聞いてくれて はは 光栄なことです 着物は本当に不便だった ( ⊙+⊙ )これ本当 ⽇本の⽢酒︖ ⽢いお酒も飲みました なんともいえない味だったなぁ
ひらがなだけ⾒て漢字に繋げて 最初はおかゆか何かかと思ったのに 飲んだときは本当、⾔葉を失ったよ yadai houdaiのつもりで⾷べちゃった きっとお姉ちゃんたち唖然とし
ちゃっただろうな 経済的も年越しだね ただ未だに冬が終わらず 春がいつくるか分からないってだけで 今⽇は⼤阪のイオンに⾏きました まだまだ年越し 戦利品 ぜいたく品
ふふ まぁ私にとってってことなんだけどね 実際はどうってことない値段だよ ⼈は本当に多かった 夜ご飯⾷べるのにも並んだし お⾦払うのにも並んだ 午後のスターバックスは
コーヒーってよく分からないんだよね モカ って、多分「摩卡」のことだよね どんな絶望が待ってるんだろう︖ もしかしてでたらめ︖ サツマイモのケーキ ハハ やっぱりサツ
マイモの⽅がいい CD屋さんでは そりゃあもう興奮したよ トムとジェリーのDVDを買いました 誰かさんは笑い死にしちゃうかも ふふ 昨⽇toyを散歩に連れて⾏ったとき 録画
の半分を 帰ってきて忘れちゃって おねえちゃんとおかあさんにめちゃくちゃ笑われた そこでハッとした ⽝のうんち臭い うんち臭いって⾔われて 分かった すごく深刻だった
··· 本当に··

梁 ⽂⻘さんの⽇記



また梅⽥へ

2010.01.05

今⽇は梅⽥に⾏きます︕︕ 前回の分も取り戻すぞ

梁 ⽂⻘さんの⽇記



福袋

2010.01.07

昨⽇、お姉ちゃんが仕事帰りにAEONによって 家のダックスフンドのおもちゃの福袋を買ってきた ちょうど昼寝から起きたら ⾒て、⾒て、とひっぱってこられて スイカの帽⼦
ホント、かわいい DOGDOLL︖ 前回のワンワン運動会のMakerかな︖ ウン。 これいくらだったの︖ お姉ちゃんが⼀つ⼀つ説明しながら オレンジ⾊のベストは3000円 福袋は
服がないのは3000円ぐらい。 帽⼦も同じ3000円ぐらい 服は1枚5000円ぐらいで好きなものを選べるんだ ベストだけで3000円・・・ 森さんの⾔葉 XX ⽇本語しっかり勉強し
てね ``` 5000円 そんなにするの︖ ねえねえみんな、この値段を聞いて、納得できない⼈がいたら 私にそう⾔ってね 別にうらやましいわけじゃないのよ なんかがっかりしち
ゃう 私なんて500円のマフラーを買うのにも散々迷ったのに へへ でも⾒⽅を変えれば これもありかな なんだか⾃分だけ置き去りにされたみたいな気分 私の負け でもここの
物価にもだんだん慣れてきたよ リーバイスを買ったときも ぱっとお⾦を払えたもんね どきどきしたかなんて もうわすれちゃった よく⾔われることだけど 環境が変えられない
なら 慣れるしかないってね 環境を変える・・・ こんなこと⾔ってもしょうがないよね ⽇本円を使っててもつい⼈⺠元の感覚 そんな事じゃダメだよね 景気の回復に微⼒ながら
も協⼒しなきゃ ⽇本円のレートも上がってきてるし それに ワンちゃんだって新年だもんね 私も福袋を開けて 中⾝をひとつひとつ⼿に取るとき やっぱりワクワクするし toyが
袋にいっぱい詰まっていても 全然ＯＫだよ これが格差っていうのかな︖ 昨⽇のニュースで 中国は将来アメリカにとってかわって 世界のTopになるって おもしろいよね・・・
⽇本のマスコミのこの嬉しい予⾔が実現しますように 明⽇は私たちも先進国の仲間⼊り ⽝にポップコーンを買ってあげたりして ハハ

梁 ⽂⻘さんの⽇記



よく晴れた⽇

2010.01.24

お天気超良好❤気分はサイコー。カメラもmasiだし  なんだかいいことありそう。 ナルトのおもちゃが欲しくて ウウン、欲しい、じゃなくて、超欲しい(ˇˍˇ）〜 佐助の⼈
形が落ちてたけど、拾わなかった あーもう、もったいないことしちゃった 今⽇は何が何でも⾏かなくちゃ お⽗さんお⺟さん、お姉さんみんなも⼀緒にマックに来てくれて 
⼤カンゲキ\(≧▽≦)/ 妹は⼼斎橋でテストがあったので お⺟さんがテイクアウト 何が欲しいかメールで聞いたら  ザンネンなお知らせが お気に⼊りのマフラーが駅で⾶ば
されちゃったって ウワー 落ち込む気持ち、よくわかるよ でも ナルトをゲットしたら フッフッフッ 元気百倍 これ以上はダメよ じゃなきゃまたhappy setを⾷べなき
ゃ 午後はお墓参り お⺟さんのお⽗さんと、そのまたお⺟さんと、お⽗さんのお⺟さんとお⽗さんとそのまたお⺟さん クククク まじめにやらなくちゃ 反省ハンセイ でもお
墓参りに来て、いろいろ勉強になったよ ⼀緒につれてきてくれてありがとう ただ、やっぱり雰囲気が この世ならざるというか、キャー、コワイ〜 またくだらないことを 本
当はね お墓参りにつれてきてくれて みんなの家族に⾃分を紹介してもらって みんなの家族の歴史 みんなの過去 本当の家族にしてもらえた気がする ⼼から嬉しかったよ 本当
に 

梁 ⽂⻘さんの⽇記



今⽇は遅刻してないよ ウハハ

2010.01.26

朝のSHR 今⽇は特に⻑かった あさっては現地研修だから 担任としては 出発前に怠りなく準備を進めなきゃねO(∩_∩)のO~結果はどうだったかな なんだか同じところぐ
るぐるまわってるみたい 研修がおわったらすぐにマラソン⼤会 これも連絡事項がたくさん 担任の先⽣ってタイヘン%>_<% と、突然、窓にeisuke omedetouが、 yuhi 
バスケ部のキャプテン  今⽇はeichanの誕⽣⽇︖︕︕︕︕ そしてtomokunの登場 ちょっと⾳が外れてたけど ハハ ハッピーバースデーを歌って ⼿にはグレーのビニール
袋  クラスみんなで合唱 男⼦たちはみんなでぐるっとかこんで みんな良い笑顔 曇り空で薄暗かった教室がぱあっと明るくなったみたい でも授業の合間の楽しいひと時
は いつもあっという間 ここにきて随分たつのに 今⽇がはじめてのて理総の授業 今⽇は 気持ちも落ち着いている 教科担当はクラス副担任の曽和先⽣ 私に挨拶をしにき
てくれたとき 私はバカみたいな表情になっていたんじゃないかな ハハ みんなが振り返って⾒てる︕⼀⼈残らず振り向いてたんじゃないかな みんなが⾒てる中 頭の後ろ
を触ってみたら アレ︖もうやんなっちゃう ポーカーフェース︖何を考えてるの︖ お昼ごはんの後 ⽇本語の授業 今週から授業は2時限 ⾃分でも何を考えてるのかわから
ないけど 来週はMadeleineをしなくちゃ たしか⾦三順がこのあいだ⾔い出したんだよね ある⼥性作家の⼩説 題名は確か河と関係があって おかげで頭の中は悲劇逆巻く
川の流れでいっぱい フウ・・・・ でも うれしいな ハハハ やってくる明⽇を迎えましょ

梁 ⽂⻘さんの⽇記



2.6 ⼩年

2010.02.07

沖縄から帰ってもう⼀週間 信じられない 早すぎるよね 今⽇はもう「⼩年」（旧正⽉７⽇前）だよ 友達に⾔われて気付いた %>_<% 塩沢先⽣、渚⽥先⽣との⽊曜⽇のミーテ
ィングがまだありありと⽬に浮かぶ 感激だな この半年を振り返ると 楽しい時間の⽅がずっと多かった ⾃信ついたよ︕︕ 皆と京都で再会できるの楽しみにしてるよ O(∩_∩)O
ただ、荷物をどうやって持っていくかだけが今も気がかり やっぱり⾶⾏機って便利だよね ゆっくりお⾵呂につかって 今⽇のマラソンの疲れもどうにか半減したよ へへ 午後か
ら夜ご飯までずっと寝てた そりゃ太るよね T_T 今⽇のマラソンは 本当に恐ろしかったよ ⻑ズボン穿き忘れて 凍え死ぬかと思った ⾵も強くて 最後の六分は 川に落ちるんじゃ
ないかって めちゃくちゃ怖かった はは 気持ちよかった︕ ⽣き残った幸福感がね 爽快だったよ ふふふ 完⾛後暖かかったのは⼀瞬で すぐに⿐⽔ダラダラになったよ 寒くて
NAMIがお⺟さんを呼んでくれて あったかいワゴンが来たよ みっちゃんと、NAMIの暖かい部屋で⼀緒に⾦太郎⾒た お⽗さんが帰ってくるまでね ↖(^ω^)↗ 外もだんだん暖
かくなってきたのに どうしてお昼に⾛らないのかな 寒すぎ タイツも穿いちゃいけないなんて T_T なんでかな 中国だったら厚着しないと先⽣に怒られるのに どんな理屈︖
+_+ でも 六千メートル ⾃分で⾃分を褒めたいね ホホ〜 ん…また夜更かししてしまった 寝よ 明⽇はKANKUで変態になるよ

梁 ⽂⻘さんの⽇記



京都後記

2010.02.20

パソコンを何⽇も開いてなくて、さっき開いてみたら爆発しそうな⾳がしたよ。 パソコンが怒ってるんだね。 もともとは「疾⾛、京都」っていう題名にしようと思ってたん
だ。 この五⽇間は本当に忙しくて、 三⽇しかたっていないのに、「中間研修」の四⽂字がもうぼんやり霞んで⾒えるの。 もしかして記憶喪失︖ でもどうやら、答えはNOみた
い。 だって、あの数時間の出来事が、今も頭にくっきり焼き付いているんだから。 １７⽇の朝、皆は記念写真を撮り合っていた。 カメラを⾒てみると、丹丹と最後の時間に撮
った⼆枚の写真だけが残っている。 諸⽥先⽣に感謝しないと。 あの時の私たちは、輝く太陽の下で、とびっきり輝いた笑顔を⾒せていた。 でも最後の画⾯には、涙を流しなが
ら⾞内の私たちに⼿を振る丹丹が映っている。 まだしっかりと覚えてる。 京都駅でのこと。 含露のスーツケースの取っ⼿が引き出せなくなった時、私は何も助けてあげること
ができなかった。 あの時の⾟い気持ちをよく覚えてる。でも、今⽇はもっといろいろなことが頭をよぎるんだ。 どうして私はアトムやドラえもんのように、困った⼈を助ける
ことができないのだろう。 だんだん⼈が減っていく。 最後に 丸⼭先⽣の「解散します」の声が聞こえた時、 私は泣きそうになってしまった。 きっと⼼の中では泣いていたの
だと思う。 思妤はその時本当に涙を流していた。 その後、私と坤⼉だけが残った。 切っても切れない仲だ。 私はずっと黙っていた。坤⼉も何も話さなかった。 ⼤阪駅、 私は
⾃分に、振り向くなと⾔い聞かせていた。 でも、できなかった。 私が振り向くと、 坤⼉はもう乗客の⼈波の中に消えていて、 私の周りでは⼈々がせわしなく⾏き交ってい
た。 私はスーツケースを引いてその場に⽴ち尽くした。 映画のようなこの情景。 まるで⼤きな渦の中に少しずつ⼊っていくように、 孤⽴感が私を飲み込んでいった。 私の眼
に映る範囲すべてにたくさんの⼈がごった返しているのに、その中に私の知っている⼈はただの⼀⼈もいなかった。 ⼤阪から紀伊へ向かう電⾞の中では、あまりの眠気に、 迎
いにとびきり綺麗なお姉さんが座っていることにも気付かなかった。 こんなの私らしくない。 でも幸い駅を寝過ごしはしなかった。 眠たい⽬をこすってエレベーターを降りる
と、 そこには⾦⾊に輝く太陽の下で、 忙しそうに動き回っている⼤好きなお⺟さんがいた。 まるで⻑い夢をみていたかのよう。 今⽇このすがすがしい午後に突然⽬が覚め
た。 今の私は知りたくて仕⽅がない。 私の⼤好きな友達や家族の皆、 皆、元気かな︖

梁 ⽂⻘さんの⽇記



俺の親知らず⻭

2010.02.23

 私の親知らず⻭が昨⽇出てきました。すごく痛かったです。 それに、きのうの⼣飯は⿇婆⾖腐で、⼼まで痛いですよ︕  しかし、⾮常に喜んでいます。なぜなら、⼀つだけ
出したけど、みんなよりもはやかったです。⽇本に始めてきた頃、未だ粟ぐらいな⼤きさでありますが、今もう⽶より⼤きいほどになりました。  また、⻭科衛⽣⼠であるお
姉ちゃんがおりますから、とても安⼼しています。いつでも助けてもらうことができますので、安全感が強いです。昨⽇も⾊々教えてもらいました。でも、なんかその親不知⻭
に適当な保護をしなかったら、抜かさなければならない可能性もだいぶあります。％＞＿＜％怖いですね。そんないや︕  だから、今⽇もう⼆⼗回ぐらいうがいしました。驚
いたことに、意外にすっぱな痛みがなくなりました。  ホホホホ、ラッキーやなぁ︕＾＿＾
これは⽇本語で投稿されたものです

梁 ⽂⻘さんの⽇記



=_=

2010.02.24

もうだるくて たおれこんじゃった 起き上がったらもう2時 リプレイももう38回⽬ ここだけ明かりがついている 明⽇のために復習だ この夜更かしやさん いけないコだな 慣れ
っこだよ

梁 ⽂⻘さんの⽇記



深夜

2010.03.09

薄树⼈が深夜に筆をはしらせるのは⼈々を救うため。 私が字をつづるのはただ⾃分を救うため。 お腹がすいて世界をいっぱいに満たさなきゃ ⼼の隙间を激しい⾳で埋めていっ
て 眠りに着くんだ Good night to you I always do think of you even when I am far away Were you wonderful today? Because surely there will be good tomorrows,
sweet dreams So beautiful I've never known this joy When the trip is over I want to share with you こんな⽇々過ごして来たよ 離れても感じてる ⼀⼈になったら君を
想い話しかける もう寝たかな︖ Good night to you I always do think of you Even when I am far away

梁 ⽂⻘さんの⽇記



初お弁当

2010.03.09

初めて⾃分でお弁当を作ったよ ハハハ ⾷べられるケド︕ マズッ︕ ハハハハ

梁 ⽂⻘さんの⽇記



スーパー翻訳︖

2010.03.10

フシギに思うんだけど 私たちの先⽣っていったいどんな翻訳ソフトを使っているのかな。 なんかすごく性能が良さそう ちょっと試してみたいな 誰かこのギモンに答えて〜〜
⼀体、どんなものなのか教えてくれないかな〜〜

梁 ⽂⻘さんの⽇記



久しぶりの中国語

2010.05.22

もう何年も⽇記を書いていなかった もしかしたらタイトルは 久しぶりの⽇記 でも良かったかもしれない  今⽇はきっと私にとって⼀⽣で⼀番充実した⼀⽇だった 夜1時に
寝て 朝6時に起床 バタバタと学校に⾏き 1時間⽬の授業を受けた そこで待ちに待った物理の成績が返ってきた 先⽣はすごく満⾜そうだった でも私はまだこれで満⾜してはい
けない 2時間⽬からは授業はお休み 吉林省の学⽣が ついにやってきたんだ 先⽣たちはみんな感⼼していた 本当にエリートばかりだ それもそうだ ぱりっとしたスーツ ピカピ
カの⾰靴 その上⽣き⽣きとした表情 ⾃分がなんだか⾒劣りしてる感じ··--# 同郷が同郷に会うと 涙が溢れて⽌まらないと⾔うけれど 私は泣かなかった ただ興奮してそもそも
のことを忘れてしまった なんと中国語が話せなくなってしまったのだ--︕ でも 校⻑先⽣の歓迎の⾔葉の通訳は まぁそれなりに完璧だったかな 私も頑張ったんだよ 校舎⾒学
では ⽇本語から中国語の説明 中国語の授業では私もギリギリだった お昼は急いでとった 藤⽥先⽣はもうしっかり着物を着てゆったりとやって来た 茶道部に⾏くのだ ⼀時間
の授業はまだかなりの時間を要する それでも依然準備が終わらない 確か和歌⼭ナントカ社︖の記者だと思うんだけど 結構本格的なカメラを持った⼈がやってきた まだ私たち
がアタフタしてるときに 先⽣がインタビューのことを知らせてきた 私と部⻑はしぶしぶそちらに向かう そこにいたのは こないだの健康の森でのお茶会のときに 千尋を新聞
に載せたあの⽅だった しかし今回千歳盆をやるのは 私 30⼈ほどの同胞の前で 私は⾒事成功した その上今⽇ 私は3回この技をやった ⾃分でも⾃分を尊敬する（なんちゃっ
て） 続いては柔道 ⼿伝いで作法室の掃除をしたあと 私とルカは急いで格技場に向かった 良かった なんとか間に合った 最後はまた元の場所 会議室に戻った ホストファミリ
ーが⼀⼈ひとり前に来て引き取って⾏った ここでもまた通訳をした 今⽇で通訳はもう⼗分に堪能した感じだ これくらいかな この⽇はまだ終わらなかったけど あとバドミン
トン部もある

梁 ⽂⻘さんの⽇記



5.23

2010.05.23

どうしてお別れの時が近づくほど 毎⽇が楽しくなってくるのかな ⼀⽉前は 帰国するときのことを考えても 平気だったけれど 今はとても耐えられそうにない ⽇本語にも不
⾃由しなくなってきたからかな それとも 今回の選択が正しかったから 学年で唯⼀の理系クラスの⼊って みんなに⼼を開いて ⾃分の感情を隠すことは⽌めたから 毎朝笑顔で
みんなと挨拶をするとき 調理実習で作ったクッキーをみんなで⾷べるとき テストの結果を報告しあうとき 中国結びを⼿作りするとき 中⽇英三ヶ国語で冗談を⾔い合うとき ワ
イワイと盛り上がるとき 舞台にあがる前、みんなからganbareって⾔ってもらって ⼀⼈⼀⼈とギュッと抱き合い応援してもらうとき ・・・・・・ ひとつひとつが もしかした
らこれが最後かもって思ってしまう つかのまの楽しさと その後の喪失感が いつも落ち着かない気分にさせられる 笑ってお別れなんてできそうにない 私がまだ⼦どもだからか
な···

梁 ⽂⻘さんの⽇記



Bad day

2010.06.09

前にこれだけの涙を流したのはいつのことなのか もうきっと何年も前のこと こんな挫折感を味わったのは初めて ハッと気が付いた あのときテレビで聞いた⾔葉 努⼒したこと
全てが 報われるわけではない あの時はなんてネガティブなんだと 反感をもったけれど ⽪⾁にも今やっとわかった あれは真実 つまらない三⽇間の合宿のおかげで ⽇本語の試
験は失敗 しかも7⽉に、また試験が やらなくてはいけないことばかりで がんばっても 全然ダメで 全ての計画はおじゃんになって ジタバタとあがくだけ あのゴタゴタのせいで
いいえ 留学⽣だから 初⼼者だから あなたははっきりと、こうおっしゃるかな ゲームからおりなさい そして最後のビックゲームもあきらめなさい あのときの先輩との約束 い
いや 私の約束なんて⼀⽂の値打ちもないし さんざん泣いて、やっと頭がすっきりしてきた 同じ場所でつまずき続けるのは恥ずかしいこと 泣いたり後悔したからって⼈⽣の歩
みは⽌められない 前進あるのみ

梁 ⽂⻘さんの⽇記



シロちゃんの誕⽣⽇の⽇

2013.01.08

久しぶりに⽇記書きます。 ちょっとドキッとします

みんなどんな元旦を過ごしたのかな。(´・ω・｀)

１１⽉の同窓会以来だなぁ

私は元⽇のよる徹夜で⼤阪の⼯場で刺⾝を作りました。

多分これからはスーパーのパック刺⾝を買う気が永遠に亡くなります。

バイトを始める前休憩室でちらっと紅⽩を⾒ました。

ある変⾝萌娘の次 嵐が⾯⽩い顔で「ふるさと」だったけ

２０１２から⽣き残りました。

２０１３の⼀⾷⽬は朝五時松屋の豚汁とチゲでした。

２つのセット券なので店員の⼤爺が御飯いらないのかと怪訝な顔でした(ΦωΦ)ﾌﾌﾌ…

洛陽⼈の⽔席を⼊れる胃袋が充分働きました。

ここで記念にメモしておきます。

 

今⽇は午後三時に起きて、払込はぎりぎりのところ間に合わなかったが、

住⺠票を取って帰り道はまだ⽇が暮れていませんでした

信号待つ時後ろから会った覚えがないおばはんが声をかけてくれました。

「寒いね」「⼤学⽣︖」から始まった会話。お家が私の寮のすぐ近くみたいです。

国籍が聞かれて中国はすごく発展してますねって

志望校が同志社だと質問に答えて、なんで⽴命館受けないの と

娘さんが⽴命館の社会学部で、中国語の授業を受けてるそうです。

中国語を教えてくれるかと 私は思わず同意しました

それでご飯まで誘われて電話番号を交換しました

次の信号でお⽶買いに⾏くって別れました。

私は出願書類のコピーで、すごく杏仁⾖腐⾷べたい気分でLOWSONに⾏きました。

コピー機に慣れなくてすごく時間かかって憂鬱でした。

前はこの店もしバイト募集したら絶対⾏くと決めて、⼀ヶ⽉間店のドアを睨んでましたが、

今⽇は募集のポスターが勝⼿に⽬の中に映って、何となく引く気になりました。

ところでLOWSONのEVAのゼリーが売り切れたみたいです。

そして今⽇は初めて店員さんがスポーンとレシートをくれるのを忘れました。

インタネット注⽂の領収書も忘れかけでした。

下校や退社の忙しい時間帯なのに、店員が１⼈だけ⼤変ですね。(´・ω・)

梁 ⽂⻘さんの⽇記



時給760理解出来ないです。

三⼈の友達が同じ今⽇誕⽣⽇です。

いろいろな意味で今⽇は普通でない気分です。

これは⽇本語で投稿されたものです
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