
さっき書いたのに︕どうして⾒えないのか︕

2010.09.02

さっき書いたばっかの⽇記をどこに︖
これは⽇本語で投稿されたものです

胡 瀟⽉さんの⽇記



私の住んでいるところは⽥舎だけれど、実は東京にも近いし、なにより⽥舎は最⾼︕︕︕

2010.09.13

昨⽇お⺟さんと⼀緒に横浜の中華街に⾏ったんだ 私の誕⽣祝ということで ありがとう、お⺟さん︕ それから⼤きなJRの駅にいったら、たくさんの不良⾼校⽣達がいたの 私達
の学校の制服は可愛くて、漫画なんかに出てきそうなタイプ でもみんな純粋なコ達で ⿊い髪の⼈がみつけられない、なんてこともないよ 全校⽣徒みんな⿊い髪︕︕ 不良がい
なくてよかった︕ みんなとも仲良くなれたし クラスは34⼈。男⼦は14⼈で⼥⼦は20⼈ 男⼦とはまだ照れてしまうので、何⼈かとしか話したことがないけれど ⼥⼦とはほとん
どみんなと仲良しに いつも助けてくれて でもユーウツなのは私の制服がほかの⼈と違うからって どうしてまわりからジロジロみられなくちゃいけないのかな ⽇本語のスピー
キングは、うまくなってきたみたい でも中国語を忘れちゃって 今⽇、中国語で電話をかけたら 話しながら⾆がもつれちゃったの︕ アクセントも東北と福建の⽅⾔が混ざった
みたいになっちゃって よく考えたら、9⽉の4⽇から今⽇までずっと中国語を話していなかったんだ︕ - 嬉しかったこと 昨⽇漫画を10冊も買っちゃった。。。。 5000円も使っ
ちゃって お⾦はかかったけれど、うれしかったな ここにきてから、⽔を買う以外は １円も使ったことがなかったしね︕ 使う機会もなかったけれど 外にもあまり出なかったし
学⽤品や制服なんかはみんな学校が準備してくれて ご飯はおうちで⾷べて 特にお⾦を使う必要もなかったんだよね ⽇本に来て漫画を買うのが私の夢だったから ⽇本のお⺟さ
んも「部屋の本棚を漫画でいっぱいにしたら」って⾔ってくれたし 漫画を買うことはムダ遣いとは思わないな 中国の両親も賛成してくれてるの これ以上何か⾔う必要あるかな
漫画を読むって、リラックスできるし、⽇本語も覚えられるし、絵の練習にもなるもんね（ホントだよ︕︕︕） 学校ではirasuto部――漫画部に⼊るつもりなんだ 。。 とりあ
えずこのへんで 明⽇も⼩テストがあるし バイバイ

胡 瀟⽉さんの⽇記



⽂化祭、超超疲れた。でもすっごく楽しかった

2010.09.19

この⼆週間はずっと⽂化祭の準備に追われていて 毎⽇夜遅くにならないと家に帰れなかったんだ うちのクラスのテーマは 縁⽇ 駄菓⼦を売ったり 射的やヨーヨー釣りをやっ
たりするつもり 駄菓⼦売りすっごい⼤変だったんだよ 10時半から午後3時までが営業時間で 10時半から12時が前半 12時から3時までが後半って分かれてたのね で、うちら装
飾係は後半担当だったんだけど そりゃあもう忙しいったらなかったよ ほとんど売り切れたみたいだったし ローソンの⼈たちがどれだけ⼤変か良くわかった... 3時に終わって帰
ってるときとかはもう⽴っていられなくてそのままその場に倒れこんで寝てしまいたかったくらい ちなみに午前中には他のクラスに遊びに⾏ったんだ 特に印象深かったのが3
年2組のお化け屋敷 ⼀緒に⼊った友達はそういうの全然⼤丈夫みたいだったからあれだけど 今までこういうところに⼊ろうともしなかった私も今⽇は思い切ってチャレンジし
てみた 結果出て来たときには怖くてずっとブルブル震えていたという そのあと⾏った漫画部のguestイラストのところで絵描いてるときもずっと⼿が震えて⽌まらなかった 本
当に本当に怖かったなぁ ああいうお化けに扮した⼈たちが⾶び出してきて驚かしてきたりするんだろうなぁってことは頭では分かってるんだけど それでも怖いものはやっぱり
怖い あの場には私たち2⼈しかいなかったわけだし ああだめだ 今思い出しても怖い.. 実際書き出してみるとこれくらいのことしかしてないんだよね でもなんでかものすごい
疲れたんだよなぁ みんな疲れてフラフラしてたし - でもまぁ⽂化祭もようやく終わったから これでいつも通り部活動が出来るね 漫画部待っててね!!

胡 瀟⽉さんの⽇記



3週間⽬、ついに友達と遊びに出かけたよ。すごい楽しかった。YEAH

2010.09.24

私は基本的に家の中で テレビを観たりパソコンしたり漫画を読んだりしてるのが好きなんだ- - たまには外に遊びに⾏ったり旅⾏したりしたくなるときもあるけど でもいざ出
かけようとすると服を着替えたり 荷造りしなくちゃいけないし 電⾞に乗って あちこちまわらなきゃいけないかと思うと なんだか疲れてきちゃうんだよね TAT でもこない
だ3連休で学校がお休みだったときに ついに覚悟を決めて、友達と約束して⽊曜⽇に千葉の本⼋幡に遊びに⾏ったよ やっぱり外の世界は楽しいね TAT そういえば夏休み、中
国にいたときに アトリエで絵を描いていたら先⽣とクラスメイトがものすごい勢いで⾃分たちが旅⾏で⾏った先で遭遇した⾯⽩いエピソードについて語ってたなぁ あとある⼥
⼦がたった⼀⼈で雲南に1ヶ⽉遊びに⾏ってたんだけど 帰ってきたときには何故か全⾝あちこちに怪我してて... うちらは「あんたが⾏ったのは神農架じゃなくて雲南なのに 
もしかして野⼈にでも遭遇したの︖」と彼⼥をからかったりしたけど まぁどちらにしろ 私みたいなオタクの⽣活っていうのは本当につまらないものなんだなぁと思ったよ ...
ちょっと脱線しちゃった ⽊曜⽇は午前中はカラオケに⾏きました 結構中国語の歌もあってビックリ MVはさすがに本⼈じゃなかったけど、それでも⼗分嬉しかった 午後は友達
と⼀緒にプリクラを撮ったよ ⽇本のプリクラ機ってすごいハイテクなんだねぇ 感動しちゃった 仲の良い⼥の⼦たちは必ず⼀緒にプリクラを撮りに⾏くんだって 友達が中学校
から⾼校までに撮ったプリクラも⾒せてくれたの 積み重ねたらものすごい量になってた .... それから街へ繰り出し ちょっとお買い物しちゃいました またお⾦使っちゃったよ 
TAT やっぱり⽇本の洋服は可愛いねぇ 中学校のときに旅⾏で来たときにも同じ印象を受けた 中3のときの⽇本語の先⽣も、当時⽇本の⼤学へ留学しようと決めた理由は⽇本の
ファッションだって⾔ってたし~ まぁあまりお⾦を持ってなかったらラッキーだったけど TAT それから帰る時に津⽥沼駅でバスに乗った 危うく乗り間違えるところだったよ
2回続けて列に並んでようやく⾃分が乗るところを⾒つけたという.. 今回は間違えそうになったけど きっと次回は⼤丈夫なはず - 明⽇は⼟曜⽇だけど 午前中だけ授業がある そ
れが終わったら今度は⼀⼈で津⽥沼に遊びに⾏くぞ >< がんばるがんばるがんばる ⽅向⾳痴だけど、迷⼦にならないようにしないと︕ ----------------------- まぁ全体的にい
うと 結構いい感じに進んでるんじゃないかな ⽂化祭のあとの連休も素敵だったし 今週は2⽇半しか授業がなくて あとは全部休みだったんだ あと今⽇奇跡的にみんなと同じ夏
服のスカートを貰ったの ⾐替えまであと⼀週間しかないけど でもこの⼀週間だけでもすごい嬉しい - - ずっとみんなと違う制服だったから違和感で - - でもこれでようやく雪
辱できるよ(ちょっと使い⽅間違ってるんじゃないの - -) 明⽇にはうちのパソコンもネットに繋がるはず そしたら写真をアップしてみんなに⾒せるね まぁここに、じゃないけ
ど それから最近ずっとweb QQでQQに繋げようとしてるんだけど、 何故か繋がらないんだよね なんか問題でもあるのかな もしみんなや、お⽗さんお⺟さんが私と連絡をとり
たいと思ってたら 焦らないでね、私は⼤丈夫だよ、元気にしてます...

胡 瀟⽉さんの⽇記



平和な1週間

2010.09.29

来たばかりのころ ⼀⽇が⻑く感じた 学ぶことがたくさんあって充実していたからだと思う 1か⽉が1年みたいに感じられた でも⽂化祭が終わったこの1週間は急に早くなった
みたい ここでの⽣活に慣れてきたからかな 学校でも趣味の合う友達ができたし みんなもよくめんどうをみてくれるし 噂のイジメなんて全然ないし 休⽇もみんなと⼀緒に遊び
に⾏くし 全く問題ナシ これまで知らなかったことをたくさん学べたし ⽇本語もうまくなってきたみたい 来たころはお弁当の時間、みんなが話していることがさっぱりわから
なかったのに 今では⼀緒に冗談を⾔い合っている 千葉は⽅⾔がないのもよかったけれど。。 じゃなかったら、もうちょっとたいへんだったかな 昨⽇、寄宿先のお⺟さんが、
画材店に連れて⾏ってくれた 中国でも絵を勉強していたので ⼤学も美術系にすすむつもり でも⽇本に来るときは荷物が多かったので 画材道具は持ってこられなかったの 持っ
てきたのは鉛筆とかだけ 紙すら持ってこなかった ましてやイーゼルやパレットや筆なんて持ってこれっこないよね 店の⼈に尋ねたら ⽔粉（ガッシュ）がない、と⾔われてビ
ックリ ⽇本⼈って⽔粉を使って絵を描かないのかな。それとも別の名前でよんでいるのかな。 ⽇本の画材ってすごく⾼い。 中国で中国元20元のイーゼルが4000円だって でも
品質はさすがにいいけれど（MADE IN CHINAだけどね） でも買ったら10年は使わないと元は取れない値段だよ 8Kのデッサン紙が1枚18円 1枚でだよ︕︕︕︕︕ 中国だった
ら18円で⼀束買えちゃうのに︕しかも良いのが︕ 私たちのアトリエでの紙の消費量を考えたら この持ってきたお⾦じゃ何枚かしか買えないよ 4Kのもっと⼤判の紙なんて 1枚
340円 紙に絵を描いてるんじゃなくて、紙幣の上に描いてるようなもんだよね︕ 武漢市漢正街でもなかなかお⽬にかかれない⼤きなキャンパスもあって 値段もあまり⾼くなか
ったので 衝動買いしたくなったけれど こんなに⼤きいのをどうやって持って帰るかって考えちゃった 筆も⾼い どれも0がふたつ、みっつ、つく値段。 私が持っている68元で
6本セットのゴッホ絵筆も、中国の学⽣にとっては結構ぜいたく品なのに こんなに⾼い筆なんてどれだけ良いものなのかな ----- ⻑々と画材店のこと書いちゃったけれど ホン
トは⽇本に来てからまだ1枚も絵をかいてないの 環境も道具もそろってないし このままじゃ腕が鈍っちゃう︕ 三⽇も絵をかいていないと⼿が震えてくるのに 道具を買いそろえ
てイザ、絵をかく時がなんとなくコワイ。。。

胡 瀟⽉さんの⽇記



また半⽉が。時間がたつのは早いね

2010.10.18

前回⽇記を書いたのは９⽉末 また⽇記を書こうと思ったら今はもう10⽉の中旬だ なんだか毎⽇があっという間 もっと勉強頑張らないと中国に帰ってからがYABAI。。。 みん
なも中間テストかな こっちも今週の⾦曜から始まるよ でもみんな⼀緒だよね ⽩紙じゃなく満点ってカンジで（まあ数学は、満点なんてムリだけど。。。） - 先々週、お⺟さん
が中国から画材を送ってくれたんだ。 それからこっちのお店で、中国ではなかなか⼿に⼊らない⼤きなキャンバスを900円で買って^^ さあ描くぞ 絵を描いていると、夏休み
に美術室でずっと絵を描き続けていた⽇々を思い出しちゃった 絵をかきながら先⽣と議論をかわして ⼿は鉛筆や筆を握ってずっと動かしながら、こっそり友達とおしゃべりを
していたあの時のことを。 （でも話しながらでも、だまったままでも絵ってかけるんだよね。。。） この集中特訓の1か⽉間、今年⼤学を受験する⼀つ学年が上の先輩たち
と、毎⽇ほとんどの時間を⼀緒に過ごしたんだ。 先輩たちのことを想うとなんだか緊張してくる。 12⽉の試験に、みんなが合格しますように 来年のセンター試験でも、⾼得
点がとれますように。 来年は美術室に、おみやげを持っていくからね︕︕ - 私も中国でのカリキュラムもしっかり勉強して、絵だって頑張るぞ︕

胡 瀟⽉さんの⽇記



久しぶりの⽇記 平凡な毎⽇ 寒くなってきたね

2010.11.17

基本的には1か⽉前といっしょ ほぼ変わりなし 学校の友達とも仲良くしているし ホストファミリーとも楽しくやっています 2度ほど遊びにも⾏ったしね（とはいってもだいぶ
前なので詳しいことはよく覚えていない） だいぶ寒くなってきました スカートを穿いて学校に⾏くのもつらくなってきて カイロやマフラーの意外に、特に防寒の⽅法もないし
でもなるべくみんなと同じようにしていなくちゃ 冬でもみんな絶対にスカートだから、⾃分だけズボンなんて恥ずかしい だから意志の⼒で寒さを乗り切るぞ（でもみんなもそ
うしてるんだよね） 体育の時間も短パンをはいて 遊びに⾏く時もショートパンツ（⽇本では冬でも短パン、ミニスカが売っていて、⻑ズボンなんて売ってないのね。。。）
こっちの冬はそんなに寒くないのかな もう中国では冬にどんな格好をしていたかなんて思い出せなくなってきた 来年中国に帰ってからも、冬にミニスカ、ショートパンツをは
いていたりして（お⽗さんとお⺟さんにおこられちゃうよ） - みんな元気そうだよね 私も千葉でたのしくすごしているよ ここが⼤好きなんだ はじめは、沖縄とか関⻄とか、な
まりが強いところになっちゃったらどうしようかと思っていたけど（でも関⻄弁がしゃべれるようになるのもあこがれるけど）どこで留学⽣活を送ることになっても、それも体
験って覚悟はあっても、やっぱり共通語を覚えたいし 千葉はほぼ共通語だから 少なくとも⾸都圏はなまりなんてないよね じゃなければ⾔葉だけでも慣れるのに時間がかかりそ
う 留学⽣仲間と連絡を取った時、相⼿から関⻄なまりが出るとなんだか衝撃 まあ、千葉って地名は中国ではあまりメジャーじゃないけれど 私はここが⼤好き 普段は静かなと
ころで⽣活して、いつでも好きな時に街に出ていける（ウン） おかげで東京の誘惑から、今ではひとりでどこにでもいける 昔は家を出て、⼀⼈で学校に⾏くのも不安だったの
に 今では武漢から北京に⾏くのもちょっとそこまで遊びに⾏く感覚。。。 ずっと以前は、家を出て最寄駅にいくのにもビクビクしていたのにね 初めて⼀⼈で隣の市以外への遠
出は、東京の友達学校に⽂化祭を⾒に⾏ったこと。 モチロン事前に⾏き⽅は教わっていたけれど 初めての遠出がうまくいったっていうのは、⾃信になったよ それからは⾃分で
どこへでもネットで調べて、でかけちゃうしね ⾏ったことのないところでも、ちゃんと⾏先を調べてどこでもすいすいといけちゃう なんだか、前よりしっかりしてきたみたい
中国に戻ったら、⼀⼈でいろいろなところに⾏ってみるんだ ------ とりあえず今⽇はここまで もう晩御飯の時間だからね

胡 瀟⽉さんの⽇記



多くは語らずに

2010.12.10

⽇本に来て、もう3か⽉ちょっと まわりからみれば楽しいことばかりの様だろうけど ⼼の中では悩みもいっぱい 頑張っただけのものが得られるとは限らないけれど、それなり
の成果はあるはずだよね とにかく、⽬標に向かって頑張らなきゃ （お⽗さん、お⺟さん、これをよんでも⼼配しないでね）

胡 瀟⽉さんの⽇記



いろいろがあって、中国に帰りました。

2011.05.20

去年の９⽉から、⽇本に来て、半年間ぐらいの⽣活を送っていた。正直に⾔うと、楽しいこともつらいこともあったが、やっぱり⾃分にとっては⾮常に⼤切な体験だった。ホー
ムステー先や学校の友達、⼼連⼼の３８⼈のみんな、いろんな⼈との付き合いに、私はいろんなことを学んだ。もちろん、もっとも貴重なのは、⻑い間にみんなといしょっに作
り上げた繋がりだ。

東⽇本⼤震災のせいで、帰国しなければならないのは、とても惜しくて⾟かった。何で私たちがこんな⽬に遭うのだろうと思ったけれども、それをきっかけに、⾃分の夢を叶う
ために張り切って頑張っていくと決めた。⼈間は挫けないこそ強くなれるものでしょう。だから、あえて運命とか宿命とかに逆らう。

⼈の⼀⽣涯とは、たくさんの選択肢によって作られたものなのだ。いま、私はここでこんな選択肢を選んだのは、未来を変えられるのだろうか、それとも、⾃分の未来はもうと
っくに決まっているのだろうか、私はそんなことをあまり信⽤していないんだ。ここで⽇本に帰らないと、決めたんだけど、「まだ⽇本に来る機会がいっぱいあるでしょう︖」
と、ホームステー先のお⺟さんがそう⾔っていた。今から受験のためにがんばって⾏けば、かならず⽇本に留学とかにいけるようになるだろう。

そう思って、私は今⽇も明⽇頑張ります。

この半年間は、みんなのおかげで、幸せの限りだった。みんな、ありがとう︕また⽇本で会おうね︕

これは⽇本語で投稿されたものです

胡 瀟⽉さんの⽇記



帰国して半年、第6期みんなへよせて

2011.09.08

⾼三になって、勉強は忙しくなったけど、時間をみつけて⼼連⼼もみにくるね。９⽉になって、第６期の後輩たちも⽇本についてもう１週間なんだね。みんなの⽇記を読んでい
ると、しみじみいろんなことを考えちゃう。当時の私たちと同じように、埼⽟で１週間の研修を受けて、それからそれぞれの場所で学校とホームステイや、寮にわかれて“本
番”がはじまるんだね。

ホームシックになっちゃって、⽇本にいるのがつらいなって思う⼦もいるだろうし、たいへんなこともたくさんあるだろうけど、中国に帰ってから、きっとそこでの⽣活をすご
く懐かしく思うようになるよ。１年なんて⻑いと⾔えば⻑いし、短いといえば短いよ。そこで過ごす⽇々を⼤事にして、すべてが良い思い出になるようにね。時間があったらな
るべく嬉しかったことを⽇記で書くといいよ。きっと今の気持ちや出来事が、忘れられない想い出になっていくけど、中国に帰ってもとの⽣活にもどると、いろんなことの記憶
が薄れていっちゃうから。私も今少し後悔してるんだ。もっと⽇記を書いて、写真もだしておけばよかったなって。今となっては⼤事な思い出も、たくさんは残ってないしね。

とにかく、困難もあるけれど、楽しいことだってたくさんあるよ。６期の後輩諸君がんばってね︕↖(^ω^)↗

胡 瀟⽉さんの⽇記



東⽇本⼤震災からまる⼀年経ったね

2012.03.12

昨⽇書いたのです。 東⽇本⼤震災からまる⼀年経ったね。この⽇に、いろいろ⾔いたいことがある。 去年のこの頃は、期末テストの最終⽇だった。ホームルームの後、学年全
員で⼀緒に卒業写真を撮った。撮影が終わったら、私は友達のはるかちゃんを遊びに誘ってみたけど、「今⽇お⾦持ってきてないから、まだほかの⽇にする︖明⽇から春休みだ
し」と⾔われてやめた。いま振り返って考えてみたら、あの時やめたのは正解だったね。そうじゃなければ、どんな怖い思い出を作るのだろう。 地震が起こった⼀週間後、私
たちは帰国した。その時はまだ、⾃分はもう⽇本に帰ってこられないと思わなかった。帰国してから⼀週間ほどすぎて、両親がまた⽇本に戻りたい私を必死に⽌めた。「やっぱ
り帰らせないんだ」と考えながら、号泣した。でも両親の気持ちは受け取っているから、努⼒して勉強していこうと決意をした。 いままでの⼀年間に、私は何度もホストファ
ミリー先のお⺟さんたちと⻑い国際電話をしていた。最近、お⺟さんが⼀ヶ⽉ぐらい被災地に⾏って、被災者のためにご飯を作ったりしていたと聞いた。相変わらず優しい⼈だ
ね。こんな優しい⼈たちに何もできず、⼀⼈で帰ったのは悔しくて仕⽅が無かった。だから、今年卒業したら、⽇本にいくつもりだ。またみんなに会いたいね。 これからの勉
強もますます緊張していくし、試験も迫ってきた。夢の⼤学に⾏けるように頑張ります。 ⽇本の被災者に祈っている。頑張りましょう。 そう⾔えば、⼀昨年の１２⽉に、私が
住んでいた千葉県船橋市で餅つきのイベントが⾏われ、時財務⼤⾂んの野⽥佳彦さんも来てくれた。まさかいまは⾸相になったとは。私も⽇本の⾸相に会ったことがあるね。
これは⽇本語で投稿されたものです

胡 瀟⽉さんの⽇記
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