
⽇記にタイトルは必要︖

2010.09.02

皆さん、こんにちは。何を書いたらいいかな。ハハ。ハハ。ハハ。 みんなよろしくお願いします。

曾 毅春さんの⽇記



⽇記タイトルは⽇記じゃダメかな

2010.09.24

ここに来てもう三週間、だんだんここの⽣活にも慣れてきたよ。王卓先輩には本当に感謝している。北京でいろいろ教えてもらわなかったら、3ヵ⽉も、もたなかったかも。 ハ
ハ。 みんなの⽇記や、いろんな素晴らしい画像をみてると、うらやましくて、嫉妬⼼がァァァァァァァァァァ（翻訳難しいかな） 校舎から寮までたった15メートルでラッキー
だよ。洗濯にも150がいるけどね。 部活はボランティア部とバスケ部に⼊ったんだ（活動時間がちょうどよかったからね）。 9⽉11⽇は村の平和コンサートのボランティアに
⾏ってきた。 その前は⾃然保護区で障碍者と⾼齢者との交流会にも参加したよ（これもボランティアだよね）。 昨⽇は僕たちの村では、ここを⽇本⼀安全な村にする、治安に
関してのシンポジウムがあったんだ。僕たちは会場の⼊り⼝で中国⾵のシャオビンと⽩⽟団⼦を売ったんだ。売れ残っちゃうかと思っていたら、6万円も売り上げがあったん
だ。もちろん、これはみんな寄付したけれどね。 ⼆⼈の先⽣と倉敷に⾏って、⾃然博物館や吉野を⾒てきたよ。。。。。。。。 中秋節は先⽣のお宅に3泊したんだ。でもみん
なその⽇が⼤事な祝⽇なんだって全然知らなかったけれどね。しかもその⽇は⾬で、⽉も⾒えなかった。ちょっと残念だったな。みんなからのメールやQQが届いたからよかっ
たよ。 でも⾃分がこの村を好きになってきたって気づいたんだ（⾏政区画ではここは「市」だけどね）。 寮のルームメートは⽇本⼈、来⽉から、3割も中国⼈がいないクラス
に⼊る予定だ。だんだん⽇本にいるって気分になってきたよ。ハハハ。 寮でも、⽥舎でも、学校の⽣徒の半分が中国⼈で、これからもっと多くなっても、⾃分をコントロール
して、しっかりやっていかなきゃ。 たくさん⽇本の本を読んで、⽇本⼈ともいっぱい話すようにして、もっといろいろな活動にも参加するんだ。。。。。。 ハハ

曾 毅春さんの⽇記



⽇記タイトルは⽇記

2010.09.24

ハッハッ

曾 毅春さんの⽇記



三⽇間のホームステイ

2010.09.27

中秋のあとは校⻑先⽣のいえでホームステイした。 いや、この場合校⻑先⽣はお⽗さんだ。 ほんとに素晴らしい三⽇間だ。 ⺟さんは中国語勉強している。⺟さんはわたしに⽇
本語を教えてくれ、私はかさんに中国語を教えてあげ。 ⾯⽩いいいいいいいい︕︕ 兄ちゃんはわたしといろんな共通点がある。⼀緒に村上春樹がすき、⼀緒に沖縄で⽣活した
い、若者の時⼀緒に⼤都会で奮闘したい。いろんな話しました。 そしてお寿司と刺⾝もチャレンジしました。まだ⽣のものがおかしいと思うけど。やっはり本場の⽇本料理は
ちゅうごくのよりおいしいなあ。 いずれにしても、これはすごく儀意的な体験です。 家族みんなに邪魔してどうもすみません。 楽しい事に、家族は次の冬休みもあっちでホー
ムステイできるといいました。 楽しみにしていますねいいいいいいいい︕︕︕︕︕︕︕︕︕１１
これは⽇本語で投稿されたものです

曾 毅春さんの⽇記



⽣活

2010.11.07

時間が経つのは本当に早い。もう2カ⽉だ。（早く過ぎてほしいと思う時の⽅が多いけど） 僕の住む所もだんだんと寒くなってきた。気候のせいだと思うけど、最近参加するイ
ベントも少なくなってきた。 この前体育の授業の時にお⾦を教室に置き忘れたんだ。そうしたら3000円も盗まれてしまった。その泥棒はお優しいことに30円は残してくれてい
た。。。教訓、教訓。ここが世界⼀安全な国の⼀番安全な村だからって、ちゃんと気をつけなきゃいけない。 ⽇本⼈が多いクラスに移ってからなんだか変な感じだ。休み時間
に皆の話題の中に⼊っていけない。早くどうにかしないと。 昨⽇は暇だったからLと卓球部に遊びに⾏った。午後は⾃転⾞でひたすら⾛って、疲れたところでやっと⽌まった。
これから毎週⼟曜⽇はこうやって⽬的なく⾃転⾞でうろうろしようと思う。体⼒もつくし。 matsが京都へ⾏った。だから先週の話題はほとんど京都に関するもの。先⽣は僕を
慰めるために、お正⽉の中間研修の時に京都とか⾯⽩い場所へいけるって⾔ってくれたけど、やっぱり⾟い。 でも楽しみにしていよう︕︕︕ 先⽣は皆いい⼈ばかり。授業はし
っかりしているし、よく僕を励ましてくれたり、もう慣れたかと聞いたりしてくれる。 王先輩が⽇本にいた時に書いたブログを⾒ると、すごく共感できる。今はやっと先輩の
すごさが分かった。先輩はどんな時でもポジティブ思考だ。 最近中国の美味しいものが夢にまで出てくる（笑）。学校の⾷堂、お⺟さんの⼿料理、どれも懐かしい。今まで何
度もまずいまずいって悪態をついてきたけど、本当にあの当時の僕は贅沢だった。お正⽉にはお⺟さんに何か⾷べ物を送ってもらおう・・・ 以下は僕の誓い。 明⽇から英単語
をしっかり覚える。怠けることなく。 『⽩夜⾏』と『芥川賞はなぜ村上春樹に与えられなかったか』を読み終える。 放課後に部活が中⽌になってもパソコンで遊ばない。 試験
勉強をする。 毎⽇パソコンに向かう時間を制限する。 毎⽇の飲み物代を節約して、どこか遊びに⾏く時の為に貯める。 QQやdoubanにログインする回数を減らす。 どんな⽣
活を送ろうと、記憶に残るのは楽しい出来事だけだ。 だから、毎⽇楽しく過ごさなきゃ損だ。真⾯⽬に⽣活して、親にも⾃分にも⼼配をかけず、今を⼤切にしよう。 結局それ
が全部⾃分に帰ってくるんだから。

曾 毅春さんの⽇記



１２⽉

2010.12.02

今⽇は１２⽉２⽇、⽇本へきて、もう３が⽉だったん。今から考えれば、時間はずいぶん早いものだ。 これ、いったいどんな3ヶ⽉だろう︖別の国へきて、新しい⼈間と交際し
て、以前と違う⾵景を⾒て、あなたな⽣活をスタートして、新しい悩みと楽しみを体験する。 この前ごい先⽣はこっちへきて僕のことを会って、ほんとにありがとうございま
した。もともとはあれは絶対雰囲気のいい話し合いだろうだと思ったが、結局はなしあったのは⼤したことないつまらない、寂しいも相変わらず時々感じてるだけれど。ばかり
だ。ごい先⽣、ごめんね。 最近気持ちは著しくよくなた。できるだけ明らかにしとる。 ⼀昨⽇授業をサボってマッツのクラスと⼀緒に⼾外の⾒学に⾏きました。帰るバスでみ
んなと楽しくしゃべったりゲームしたりしました。その時、僕は急に「僕はどれだけ幸せな⼈間だ」のがわかった。家族はいつも僕を⽀持しとること、帰国したらたくさんの友
達は僕に美味しい料理をご馳⾛してくれること、僕は要るだと聞いて、すぐに僕にビデオを作ってくれること、ノルウエーでも友達いること，そんなに綺麗な村に住んでいるこ
と。いろいろ。。。 この前のような⽣活への⽂句はなくなかったん まだ２０⽇は休みです、休みだったら、ホームステイもできるし、先⽣に連れて遊びにっくこともできる。
まだ５０⽇は中間研修で、あの時、またみんなにあえます。 いいなア。。。 マッツは２⽉に帰る予定です。友達になったばかりのに、ungeliveble!!!!!!!彼が帰ったらどうしょ
うかなあ。 ハハ。 もっと頑張りましょう。もっと明らかな⼈間になって，もっと⽴派な⼈間になって。ほんとの友達もっと探しましょう。そうすれば、毎⽇ハッピーで、寂し
さはないなあ。 できるだけ早めに＜ノルウエーの森＞読み切れましよう。それから他の本を読むこと。 たいせつに四川についてのプレゼンをやること。 バスケ部活サボらない
で、スポーツが要ること。 単語テストサボらないで、社会⼈にとって英語は必要なこと。 よく勉強しましよう、勉強が良かった、先⽣に遊びに連れていけること。 ⽣活はやっ
ぱ⾟いものだネエ。 頑張りましょう︕ 頑張りましょう︕ 頑張りましょう︕ ｐｓ︓ロボットより、やっぱ⾃分で訳した⽅がいいね。サイトエンジニアさん、お願い
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 今天是12⽉2号，来⽇本已经３个⽉了。现在想来，时间过得真快。 这到底是怎样的3个⽉呢︖来到另⼀个国家，结交新
的朋友，看到不⼀样的风景，开始另⼀种⽣活，体验新的烦恼与快乐。 那天后井⽼师来村⾥看我，真的很感谢。本以为会像别⼈说的那样把这次会⾯当做⼀场宣泄，尽情的讲话。
结果却很羞涩很⽣疏的说了两⼩时⽆关紧要的话。真对不起后井⽼师。 最近⼼态要明显的⽐以前要好很多了。尽可能的变得开朗，欢乐。 虽然还是有很多⽆聊、难过的时候。 那天
翘课去蹭⻨辞他们班的户外见学，返途的车上，⼤家有说有笑，我才突然发觉我是多么幸运的⼀个⼈。我的家⼈⽆论我做什么都默默⽀持我、回国后有⼀帮⼦的朋友请我吃好吃的、
听说我需要，国内朋友就⽴刻帮我做视屏、我有挪威的兄弟、我⽣活在这么安静漂亮的村⼦⾥、、、、、、 那些不平衡，那些不必要的抱怨突然都变得好远好远。 还有20天就是放
假，放假可以住家，可以被我哥带去游乐园，还有50天就是⼴岛研修，可以见到⼤家。。。 真好 ⻨辞2⽉初就回国了，才混熟就离开，真不给⼒。我⽆法想象要是他⾛了的话我该
怎么应付那些更加⽆聊的时间。 哈哈。 更加努⼒吧，趁⻨辞还没⾛时把⾃⼰变成更加开朗、优秀的⼈。找到更多的真正的朋友，每天开开⼼⼼，不⽤感到寂寞。 尽量快点把《挪威
森林》看完，然后去研究其他感兴趣的袖珍书。 尽快把关于四川的演说做好。 不要再翘篮球了，我真的需要运动。 不要再翘单词试验了，对于社会⼈来说没有英语可不⾏。 好好
表现吧，表现好了就有⽼师带我出去玩了。 ⽣活是个艰难的事情。 我得加油︕ 我得加油︕ 我得加油︕
これは⽇本語で投稿されたものです

曾 毅春さんの⽇記
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⾃分へ

2011.02.09

⾃分へ 最近ずいぶん⽇記書いていないですよね。はは、有賀先⽣、ごめんね。。。。 ちょうど半分の留学⽣活が流れてきたね。やっぱ時間は早いもんだ。 広島から帰った直
前、マッツが僕の⽣活から離れてきた。かなしくてさびしいですが、もう平気になった。もともと⽇本留学なんて、ノルウェイの友達をつくるのも想像以外なことだ。この前の
半年友達になってくれ、寂しい時あそんでくれ、ありがとう。ほんとうに。 ハハ。 広島の５⽇はずいぶん楽しかった。めちゃめちゃ。このいつか⼀番たのしくてべんきょうに
なったのは、平和公園の⾒学でわなく、このみやきの作ることではなく、みんなとの話だ。冗談ばかりであるが、毎⽇⾃分のチェンジを実感できるぐらい勉強になった。家族み
たいなみんな、純粋でしっかりつながっている友情、深夜おそくまでのゲーム、たくさんのたのしみと悲しみ。。。。。。。。。忘れられない。ぜったい、ぜったい。 みんな
に「ありがとう」いいたい︕︕︕ ありがとう︕ すいません。 広島からかえった⽇、マッツといっしょにフェイスブークした時、半年以来のいろんなこといきなりにおもいだし
て、泣いちゃった。この前ごいせんせいと個⼈⾯談した時、「順調すぎ」と⾔われたんのに。別に何か悩みとかないですが、本当に⼤丈夫か、僕⾃分も分からん。特に広島での
感懐もひとしおだった。再びに⾃分に「⼤丈夫か、また⾃信もってるか︖」聞くこと。 この前先⽣に「ざいきんなにかほんよんでいないの︖」きかれて、返事は「ない」だっ
た。はずかしかった。読書のきもないし、英語を勉強するきもないし、映画をみるさえきもなかった。いったいどうだったんの︖ ヤバー。。。。。。。。。 マアマア。 マッツ
のあと、学校ではカンボジアのおんなのこきた。⽇本語全くできんので、英語しか交流できない。それは僕にとってはいいことなあああ。友達になって欲しい。 クラスにもも
う⼀⼈の中国⼈留学せいきた、彼⼥⽇本語も苦痛で僕も遂に通訳になった。楽しい。 先週から週⼀回ジェー⼆―先⽣の家で英勉強することになった。⾯⽩い先⽣でアメリカ料
理を⼿伝うこともできるし、楽しい。またジャンさんと⼀緒にするから、お互いに競争できる。 バスケも頑張っている、この前、先⽣に「だいぶ上⼿になった」って⾔われ
て、⾔葉で表せないぐらい楽しい。 この前新⾒の作⽂コンテストに参加した、受賞されていないが、⾃分の最善尽くした。 ハハ。 怠け者ではないなあ。 あとわずか5ヶ⽉だね
え。頑張りましょう︕︕︕︕︕︕︕︕ 残念なこと残さないで。 英語勉強すること。 性格直すこと。 ⽇本語能⼒進むこと。 友達もっと作ること。 バスケ頑張ること。 毎⽇た
のしくすごすこと。 毎⽇⼤切にすること。 友達守ること。 ネット時間削減すること。 ありがとうとすみません忘れないですること。 。。。 なにをしなくても明⽇がくる、が
んばって、意義的に。 最後に、⼀⾔いいたい。真⾯⽬ではない話だが、僕にとってほんとうに⼼から⾔いたいことだ。 古い曾毅春︓さよなら。 新しい曾毅春︓ようこそ︕

曾 毅春さんの⽇記



成都についた

2011.07.24

北京空港で６時間以上待ったんけど。⼀応順調に成都についた。

センターの先⽣ありがとうございました。これからも連絡しましょう︕︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

曾 毅春さんの⽇記



不思議なことに

2012.03.25

不思議なことに今週末、うちもホストファミリとして⽇本⼈の⾼校⽣を受け⼊れたのだ︕とても短いスケジュールなんだけど、ものすごく意味深い、⾯⽩い経験になったん。も
のすごく感動された。

今回本当の⽇本⼈に触れ合うことによって、僕の家族は⽇本、⽇本へのイメージも変わった︕このまえ家族の皆も⽇本⼈はマナー正しいって聞いてたが、本当に触れ合うと、ま
た⽇本⼈の優しさ、礼儀に感動された。

健⼈君、四川料理の⾟さにびっくりしたのでしょう︕また中国へ来てね︕皆も⼤歓迎するから︕︕︕

また、今回の経験によって、⼼连⼼このプロジェクトの素晴らしさにもものすごく感⼼した︕︕︕⽇中交流センターの先⽣の皆さん、お疲れ様でした︕︕︕ありがとうございま
した︕︕︕︕

ps︓ごい先⽣と諸⽥先⽣が⼀緒に成都へきたらもっといいのに。。。。残念。。。残念。。。残念。。。残念。。。

これは⽇本語で投稿されたものです

曾 毅春さんの⽇記
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