
東京到着︕

2011.08.31

  初めての⽇本での研修旅⾏です。これから⼀年よろしくお願いします︕

  交流センターの⾷堂はサイコーです︕ 本当はもっと⾷べたいな。学校でもおいしいものが⾷べられるといいな。（ちょっと⾷い気に⾛りすぎ︖）

鄒 森笛さんの⽇記



⼤⾷い⼥⼦と少⾷男⼦

2011.09.01

    台⾵が⽇本に上陸したので、昨⽇の夜、センターの先⽣⽅と傘を買いに初めてコンビニへ。話にきいていたとおり、何でもそろっている。でもみるだけで買えないなんて、
ちょっともどかしい。でもビニール傘は安かったな。⼀晩中興奮してしまった。

    なので。。新しく買ったビニール傘を背負ったまま、⽇本での3⽇⽬が開始。

    今⽇はついに街に出るんだ︕朝⾷後、３階の教室でお⼆⼈のボランティアガイドの⽅と顔合わせ。⽇本のおばあさんって、こんなにもやさしくて親切なんだ~とても聞き取り
やすい⽇本語で話してくれた。。北浦和から電⾞に乗って、浦和駅へ。たくさんの⾼校⽣たちも⾒かけた。いろんな制服があって、初めて⾒るものばかり。“⽇本の⼥の⼦の制
服ってどんなのかな︖ミニスカだ︕戻って⾒る︖”撮影のスタッフがニコニコ笑いながら話してくれた。それから……社会活動センター、図書館、そしてケーキの⽢いにおいが
する映画館を⾒学。

   まずは⾷べることが何より。お昼はデパ地下で弁当を購⼊。⼈⽣で⼀番つらいことって、⽬の前に、おいしそうなお弁当が並んでいるのに、……胃袋は⼀つだけってこ
と。。。⼥⼦は、弁当に、チキンに、ケーキに、すべて⾷べられるのに、徐さんは、弁当⼀つ、なんとか⾷べたらもうほかに⾷べられる余裕なんてない……今の時代“⼤⾷い”っ
て⾔葉は、⼥⼦をあらわすものなのかな︖

    午後は……センターに戻って、報告会。全く芸術的センスのない僕たちの班が、なかなかのレポートを作り上げたんだ。⾃分たちで拍⼿しちゃうね︕︕︕（パチパチパチ
̶̶̶）

   この⽇の⼣⾷がセンターでの最後の晩餐だ（なんでこんなに名残惜しいのかな）。プリペイドカードの６００円を使い切って、もう少しお⾦も出した。最後の晩餐なんだ︕た
くさん⾷べるぞ︕

    夜、携帯電話をもらった︕すごくうれしかったけれど、以前に使っていた⼈はあまり⼤事に使わなかったみたいで、あちこちに傷がある。これからお⾦をためて、⾃分だけ
の携帯を買うぞ︕

    今は夜の１１時半、下の階のジムでは、外⼈さんたちが夜通しパーティーをしているようだ。今⽇は楽しかった︕明⽇も頑張るぞ︕
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どうしていつも失くしてからその⼤切さに気付くんだろう︖

2011.09.02

    ネットが繋がってるうちにもう1個更新しとこう。もしかしたら寮にはネットがないかもしれないし……   

    ⽇本に来て今⽇で5⽇⽬。明⽇には僕たち32⼈はみなそれぞれ⾃分の学校に⾏くことになる。北は北海道、南は沖縄まで、⽇本各地に分散する。。

    夜は基⾦本部が主催してくれた歓送会だった。静まりかえった図書館を通って2階の会議室まで来たんだけど、そのせいでなんとなくみんな緊張感が増してしまった。歓送会
ではMATSUSHITA先⽣にお会いした。若い男性の先⽣で、髪が⻑かった。初めて⾒たときは⾼校のときの同級⽣かと思った。MATSUSHITA先⽣の話では明⽇には学校の留学⽣
と他の先⽣⽅も僕を迎えに来てくれるそうで、嬉しいことこの上ないよね︕でも台⾵が近付いてるから、明⽇予定通り出発できるかどうか分からないんだよな。

    どうしていつも失くしてからその⼤切さに気付くんだろう︖北京で壮⾏会をしていたときに戻りたくて仕⽅ないよ。。はぁ……あっという間に⼀週間が経ち、みな離れ離れ
になるときがやってきた。歓送会の最後にみんなで⼀緒に写真を撮った。きっと今までで⼀番の笑顔だったと思う（もしかしたら変な顔をしていたかもしれないけど、それでも
すごく楽しかった）︕その後はみんな⼩さな会議室の中にばらけたんだけど。⾄る所で⼀緒に写真を撮っている⽣徒の姿が⾒られた。，“3,2,1チーズ︕”最後の⼀⽇になってし
まったけれど、それでも僕は⾔いたい︓“みんな︕⼤好きだよ︕”

    QQのグループを作ったから、みんなこれからも頻繁に連絡ちょうだいね︕⼼連⼼とは、中国⼈と⽇本⼈の⼼と⼼を繋ぐっていうこと以外に、このプログラムに参加している
全ての⼈の⼼と⼼を繋ぐって意味もあると思うから。どんなときでも、きっとこういうものは忘れられない記憶になると思う︕

    じゃ~~みんなまた半年後に会おう︕
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⾵の中の別れ 岡⼭に到着︕

2011.09.03

    来⽇5⽇⽬、今⽇は皆と別れてそれぞれの学校へ⾏く⽇だ。

    台⾵の影響で、出発の時間が早められた。4時間新幹線に乗り下⾞すると、全ての電⾞が停⽌していた。理事⻑が⾞で迎えに来てくれていたことには感動した。⼭の中を2時
間ほど⾛り、ついに新⾒に到着した。⾞が⾨に着くと、そこにはたくさんの⼈が⽴っていた。しばらくして、ようやくそれが僕を出迎えてくれている⼈々だと気がついた。⾃分
から僕の⽅に歩み寄ってきてくれた学⽣もいた。⾊々な挨拶をして、皆で⼀緒に写真を撮った。これまでに出会った先⽣⽅も⽣徒達も皆僕を歓迎してくれているが、それでもま
だ⼼の中は少し不安だ。そして寮の環境がなかなか苛酷︕4⼈⼀部屋。同部屋の⽣徒は中国⼈なので親近感はあるものの、やっぱり不安。早いうちに慣れるといいんだけど。⼼
配だ︕ここの環境は少し⾟いものがある。

   そういえば、今⽇のお昼、新幹線組と⾶⾏機組の⽣徒が別れる時、初めは楽しげに話していたのに、先⽣が出発を告げた途端に、皆⼀⻫に泣き始めたっけ。皆と離れるのはと
ても⾟かった︕

    明⽇は担任の先⽣が⽣活⽤品の買い出しに付き添ってくれるらしい。ここの先⽣はとても親切だよ︕ということで、どんなに⾟かろうが、この⼀年をしっかり過ごそうと思
う︕頑張ろう︕
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新たな1⽇⽬︕

2011.09.04

    正確に⾔えば⼆⽇⽬。でも昨⽇の夜はすごく遅い時間に着いたから、朝になって初めて、この美しい村の様⼦を⾒ることができたんだ。先輩の曽さんは、僕たちの村ってこ
こをよんでいた。だから僕もこれからそう呼ぶことにしよう。

    朝イチから、教務主任の先⽣が⾞でこの村を案内してくれた。まずは100円ショップで⽣活必需品を買って、それからラーメンをおごってもらった。ずいぶん前に、⽇本の
ドラマで、店主がカウンター越しに調理をし、客はその前に座っている、っていうシーンを⾒たけれど、今⽇ついに、それを体験できた。 ︕

    夜に、担任の柴源先⽣にお会いした。数学と、バスケ部の顧問だそうだ。すごく⾯⽩い先⽣で、みんなとも仲がよさそうだった。まずは部活のことを相談した。ずっと、ボ
ランティアサークルと（曽先輩も⼊っていたし）剣道部に⼊りたいって考えていたんだ。でも剣道ってタイヘンだって聞くし、ちゃんとやっていけるかな︕

    明⽇には学校へ⾏くんだ。なんだか緊張してきたよ。みんなと仲良くできるといいな︕これから⼀年、どうかよろしくお願いします︕

PS︓今晩は、蚊が多くて、いくつも⾚いポツポツができちゃった。
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レポート︕共⽣⾼校

2011.09.05

    （学校の勉強もそんなにタイヘンじゃないし、寮ではネットも使えるからね。おかげで⽇記をたくさん書き込めるよ。ネットが使えないところにいる仲間も多いみたいだけ
ど）

   これまでの⽇記は“留学”，のジャンルに投稿してたけど、今⽇やっと待ちに待った“学校⽣活”に投稿したよ。初めてのちゃんとした学校の報告だ。感動と、緊張が⼊り混じっ
た気分。ここで1年間勉強して、⽇本を深く理解して、そして、きっと⼀⽣忘れられない場所になっていくんだ。

   全校朝礼で、⼆⼈の⽇本⼈転校⽣たちと⼀緒に、⾃⼰紹介をした。 朝礼台にあがるまえは緊張したけれど、ステージから体育館の半分だけを占める⽣徒たちを⾒ていたら、
おちついてきた。中国だったら、サッカー場いっぱいになっているからね。簡単な⾃⼰紹介をして、これが⾃分の留学⽣活の始まりだ。それから担任の柴源先⽣と教室へ。すご
く緊張する。新しいクラスメートたちとのご対⾯だ。⾔葉の壁だってあるしね。でもみんなはあたたかく迎えてくれた。同じONE PIECEファンの平野君や、やさしい坂⽥君、
それに男気のある難波君。そして柴源先⽣が僕にくれた宿題は、10⼈の名前を覚えること。それは難しいよ︕

    ⽇本の数学と物理って楽勝︕物理の授業ではみんなに教えてくれって囲まれちゃって“鄒先⽣”なんて呼ばれてしまった。う~ん…先⽣なんかじゃないってば でも現代社会
とかはやっぱり難しい。教科書は、外来語が満載で、頭イタイ。。

    夜にセンターの先⽣からのメールを受け取った。⼀⻫配信のだけど、やっぱりホッとしたな。たくさんの⼈が⾃分達のことを⼼配してくれてるって思うと。。

    放課後毎⽇、⼼連⼼にくることは、もう必修科⽬だ。先⽣達からの⽇記へのコメントを読むたびに、すごくホッとするんだ。よし、これからも、みんなとはずっと連絡を取
り続けるぞ。もう31⼈もの中国⼈の友達ができたしね。⽇本の友達も、がんばってつくるぞ︕
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チャレンジ︕陶芸︕

2011.09.06

    朝起きると、ベッドの端に縮こまって寝ていた。朝はもう冷える︕⽇本は四季のある国だって聞いてたけど、こんなにはっきりしているだなんて。ちょっと前までは半そで
でも暑かったのに、あっという間に涼しくなってしまった。̶̶もう秋だよ︕

    朝は他の⽣徒たちと同じように教室へ。1時限⽬の数学は授業はしないで、柴源先⽣がクラスの席替えをした。席は⾃分で好きなところを選んでいいとのこと。もし、希望の
席が他の⼈と重なったら、ジャンケンだ︕ラッキーだったのか、みんなが僕に譲ってくれたのか、2列⽬の2番⽬の席に座れた。

    午後、授業はなく部活動だ。ボランティア部の先⽣が陶芸教室に参加させてくれた。たどたどしい⼿つきではじめたけれど、教えてもらっているうちにすぐに没頭してしま
った。なかなかの出来の茶碗をふたつ、つくったよ。先⽣が毎週あるよ、とのこと。たのしみだ︕

    夜は寮の部屋替えを。⼆⼈の⽇本⼈のルームメートと⼀緒になった。仲良くやってくぞ。

   ここでは、曾毅春先輩の話をよく聞くので、実際に会ったような気分になってきたよ︕先輩の写真を留学⽣たちが壁にかけて、お⾹もたいている。…………

    勉強のほうはそんなに⼤変じゃないけれど、毎⽇楽しいことがいろいろあるんだ︕ここが、だんだん好きになってきたよ︕
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インターアクト部、よろしくね︕

2011.09.07

 初めて⽇本語で⽇記を書いてみる。今⽇は⼀⽇中つまらない科⽬だった。保健のような科⽬は僕にとって、ぜんぜんだめなんだ。来週試験があって、どうしよう︖︕︖︕

 午後は初めてインターアクト部に⼊った。６⼈で、男の⼦は僕⼀⼈だけだ。部⻑はちょっと太ってる⼥の⼦で、誕⽣⽇は僕と同じなんだ︕驚いた。。今⽇は⽇曜⽇の敬⽼⽇に
料理を作ることを決めた。演習として、明⽇も料理を作る。僕が作った料理はどうなっていくかな︖

 気温がだんだん寒くなって、秋になった。

これは⽇本語で投稿されたものです
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部活動~初体験

2011.09.08

    共⽣⾼校に通い始めたこの数⽇、ほぼ毎⽇、新鮮なことがおこっている。おかげで⽇記で報告することがたくさんあるよ。親切な同級⽣のことから、⾯⽩い部活のこと、寮
⽣活や、このこじんまりとした静かな村のことまで、すべてが初めて体験することばかりだ。あまりにもたくさんのことがあったので、ここにきてまだ１週間⾜らずなのに、ま
るでもう何カ⽉もたってしまった気がするほどだ。⽇本⼈の同級⽣たちと単語を並べて会話をしたり、1メガのネットで海賊をみたり、他の中国⼈留学⽣たちの部屋にも⾏って
みたりね。とにかく、だんだんここでの⽣活にもなじんできたよ。でもだらだらとはすごしたくないな。

    最近はおかしな気候で、朝は10度しかないのに、昼ごろには28度にまであがるんだ。約20度も気温差があるなんて⾵邪をひきそうだよ︕料理に関して、ここの⾷事はおいし
いよ。朝はパンで、お昼は豪華な弁当、夜は⾷堂で作ってもらった⾷事だ。量はたっぷりだね。お昼になると、みんな机を動かして、⼀緒に⾷べるんだ。僕は坂⽥君ともう⼀⼈
の男⼦と、三⼈の⼥⼦の６⼈で⼀緒に⾷べている。みんなの会話を聞いていると、良いヒアリングの練習になるよ。時々僕も会話に参加してるよ。

   お昼には、他の中国⼈留学⽣がいるクラスに⾏くこともあるよ。わずか３０分の時間で、午前中のお互いの報告なんかをするんだ。ずっとまだあまりよくわからない⽇本語を
聞いているから、ちょっと中国語で話せるとやっぱりホッとするよ。

    今⽇、保健の授業で、ダンスルームで⾯⽩い集団ダンスを教えてもらった。⼀緒にダンスをしていると、⽇本⼈の同級⽣たちと⾃然に仲良くなれるよね。

    今⽇の午後からが、正式な部活動の活動はじめ。inter act部のみんなで⽇曜⽇の敬⽼の⽇のための、料理を作ってみた。１時間近くかけて、テーブルいっぱいの料理を作っ
たよ。全部少しずつ⾷べて、⼀通り⾷べたら、お腹がいっぱいだ。ウン、⾃分たちでつくった料理はなかなかおいしかったよ︕先⽣も韓国⾵海苔巻を作った。少し残った海苔巻
ときゅうり炒めは、僕が寮にお持ち帰りをした。

   夜、コンピュータの前でそのお寿司をかじりながら⽇記を書いている。⽇本での１年の⽣活もだいぶ落ち着いてきたかな。周りが静かだと、いつも中国で頑張って勉強をして
いる同級⽣たちのこと、⼀緒に⽇本に来た３１⼈の仲間たち、そしてお⽗さんお⺟さんのことが思い浮かぶ。みんなもがんばれよ︕

（PS︓ごい先⽣、鄒先⽣なんてよばないでください~メッセージありがとうございました。僕も曾毅春先輩のように、いやもっと、がんばります。）

鄒 森笛さんの⽇記



ラー油⼀瓶 故郷の味

2011.09.09

    ⽇本で学校に通い始めてから最初の1週間がついに終わりました。すごく⻑かったなぁ︕それにすごい疲れた。。

    今⽇は⽇本に来てから⼀番普通の⼀⽇だったと⾔える。特別⾯⽩いことはなにもなかったし今⽇の朝なにがあったかすら思い出せないくらいだ。唯⼀思いつくのは、今⽇の
朝は前の⽇と⽐べてそんなに寒くなくて、お昼は暑くて死ぬかと思ったこと。⼀緒に暮らした第1週⽬は、すごく充実していた。友達も出来たんだよ̶̶穏やかな坂⽥、それに
僕がコウモクって呼んじゃったことをずっと根に持ってる⾼⽊。

    今週ここにいる中国の⼦と話してる中で⼀番多く話題に上がったのはおそらく曾毅春くんじゃないかな。毎回留学⽣たちが笑いながら曾毅春くんがここにいたときのことを
聞く度に、僕も彼を⾒習っていかなくちゃと密かに⼼の中で誓いを⽴ててる。⼀度も会ったことがない⼈のことを、周りの⼈がずっと話しているのは、結構不思議な感覚だよ。
（PS︓今⽇のお昼に曾毅春くんが⾃分で撮ったらしいひどい動画を⾒させてもらったよ。）

    夜みんなと⼀緒にご飯を⾷べてるときに誰かがラー油を持ってきたんだ。⽇本語のラベルだったけど、中国のブランドだった。そこでふと⾔葉に出来ないような雰囲気が、
テーブルの上に広がった……異郷に地にいながら、故郷の⼈と同じものを故郷の⼈と⼀緒に⾷べる……

    明⽇は⼟曜⽇。僕が今週唯⼀休める⽇。⽇曜⽇は朝7時には起きてご飯を作らなきゃいけない。つらいなぁ︕でも……⽣活は充実してる⽅がいいからね。

（今⽇はちょっと考えがまとまらなくて、⽀離滅裂かも。申し訳ない）
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⼩さな場所

2011.09.10

    今⽇の出来事を簡単に。

    今⽇は、“待ちに待った”休⽇。朝の点呼が終わるとすぐに部屋に戻って眠りの続き。北京から東京、東京から岡⼭、岡⼭から新⾒。そして⼀週間の授業。やっと疲れを取る
ことができる。午後は留学⽣達と少し遠くにある⼤きなスーパーへ。⼀番⾼い⽜乳を買った。とても美味しいらしい。今⽇は4000円使った。

   輪の中で、⾃分の住む家がどんなにすごいか、どんなに⾦持ちか、どんなに⾯⽩い玩具がたくさんあるかという皆の⾃慢話を聞いていると、羨ましいような妬ましいような⾊
んな感情がわきあがってくる。僕は2⼈の⽇本⼈と⼀緒に住んでいるが、彼らの服は洗わずに放置されているので、部屋の中がとても臭い。だからそういう話を聞くと羨ましく
てたまらない︕ホストファミリーのお⽗さんやお⺟さんがいたらどんなにいいか。毎⽇ホストファミリーの兄弟と⼀緒に登校して、⾃分⼀⼈の部屋があって、 暇な時にはCMだ
っていいから⽇本のテレビ番組を⾒たり、家事を⼿伝ったり。……そういうことがしたい……そういうことがしたいんだ…

   明⽇の朝はチャリティーバザーへ⾏って、あさってからは試験が始まる…

    それと、寮の冷蔵庫が壊れてるんだけど、⽜乳はどこに置いておけばいいかな︖さっき⼀⼝飲んだけど、濃くてすごく美味しかった︕

鄒 森笛さんの⽇記



911記念⽇ 充実して疲れた⼀⽇

2011.09.11

    今⽇は９⽉１１⽇、911の記念⽇、そして僕の誕⽣⽇だ。今⽇は911の記念⼤会があった。僕たちの学校のinteract部とダンス部も参加してきた。

    朝、６時には起きて学校の料理教室に集合。買い物をして、先⽣に⾞を出してもらい、⾞２台で会場へ。イベントは⼤盛況だった。いろいろなプログラムが⾏われ、⾯⽩か
ったことも、もりだくさん。でも、すっごく疲れたよ。もう⼀歩も動けない。イベントの打ち上げで、今⽇の⼤収穫を祝って（料理は完売︕）みんなで噴⽔に⾶び込んだんだ。
もちろん全⾝グッショリ。

   今⽇の売店で、みんなで撮った写真をのせるよ。今⽇は本当に疲れたよ。普通で、特別な誕⽣⽇になったよ。

鄒 森笛さんの⽇記



テストテスト︕

2011.09.12

    まずは、昨⽇、すごくうれしいことがあったのでここで発表させてくれ。夜の点呼の後、突然寮内放送が流れた。そこでなんと⾃分の名前が呼ばれて、⾔われたとおり１階
に向かった。“なにかあったのかな︖”考えながら下りて⾏った。するとそこには含み笑いをうかべた担任の柴源先⽣がまっていた。でも先⽣はよく⽣徒と⼀緒にいるので、特に
そこにいても変だとは思わなかった。柴源先⽣は、すぐに僕を、寮の普段は誰も使っていない⾃習室に引っ張っていった。でも、その時は⾃習室の明かりがついていた。先⽣は
僕を部屋の前に⽴たせると、ドアを少しだけあけてみせた。“あ、先⽣、もうこれってアレでしょう︕”でも中でいったい何が︖⼼の準備をしながらも好奇⼼が抑えられなくっ
て。“よし︕⼊るぞ”柴源先⽣が僕の背中を押してくれて⾃習室に⼊って⾏った。“お誕⽣⽇おめでとう︕”２組の男⼦寮⽣が全員そろって、テーブルを囲んでいた。ワァ︕いくら
⼼の準備をしていたからといっても、やっぱり驚いた。5分前には⼀緒にトイレ掃除をしていたはずの横⼭君までいる。“おいおい、横⼭君、いつの間に移動して来たんだい。つ
いさっき、なんでそんな電話ばっかりしてるのって聞いたばかりじゃないか”“suu君誕⽣⽇おめでとう︕”みんなが⼀緒にバースデーソングを歌ってくれた。平野君は両⼿を胸の
前でくんで、アンドロイドみたいに微動だにせず歌っていた。テーブルの上にはポテトチップスや、フライドチキン、フライドポテト、いろいろな飲み物なんかが並べられてい
た。ここには、マックもケンタもないのに、こんなにたくさん、どこから買ってきたんだろう。⼀番近いスーパーでも⾃転⾞で１０分はかかるのに。その時ふと思い出したこと
が。今⽇、このあたりで⼀番⼤きいスーパーsanbaku（寮から⾞で15分かかる）で911記念⼤会の準備の買い物をしているとき、⾃転⾞で来ていた同級⽣たちを⾒かけたこと
を。⼤感激だよ、だってまだ知り合ってたった１週間なのにさ。みんな次々とプレゼントを渡してくれた。どれもONE PIECE関連のグッズ。感動だ、すごくうれしいよ。

    以上が、昨⽇の夜の出来事。

    今⽇から５⽇間の試験だ。毎⽇三時限ずつ、それで学校はおしまい。今⽇は２教科だけだった。実⽤国語と漢字、それと仮名、朝の神頼みのお蔭で、何とかできた。出来は
悪くないはず。⼆教科⽬は情報とコンピュータ。⽂章を打ってレイアウトだ。僕は⼀番にできたんだ。へへへ、えっへん︕

    もうこれからは淡々とした⽇常⽣活をおくっていくことになるんだろうな。だんだん慣れてくると、⽇本に来た当初のような、わくわくした気持ちもなくなってくるはず
だ。でも⾃分にこの１年、⼤事に過ごすようによく⾔い聞かせるんだ。この１年、これまでにも、そしてこれからも体験できないようなことをここでたくさんたくさん、経験し
ていくんだ︕

鄒 森笛さんの⽇記



やった︕学年⼀位︕

2011.09.13

    総合テストの⼆⽇⽬、１４もの科⽬が僕たちを待ち構えている。

   １教科⽬の英語は、ちょっととまどってしまった。だって⽇本語で書かなくちゃいけないので、ほとんど翻訳しきれないよ。。外国語から別の外国語に翻訳するなんて、難し
すぎる︕

    ２教科⽬は物理。計算問題は楽勝。でも⽂章題でひっかかってしまった“そこには”，⼤量の外来語が︕

    ３教科⽬は数学。初めから終わりまで順調。その⽇の夜に、柴源先⽣が、僕が学年⼀位の99点だったとおしえてくれた。最後の１問、⽇本語の漢字の書き間違いで減点にな
ってしまったとか。ひらがなで書いてもいいって知ってたらな。テストで１問だけ⽇本語で書かなくちゃいけなかったなんて。

    午後は尾⼭先⽣が陶芸教室に連れて⾏ってくれた。これからは毎週⽕曜⽇に⾏くんだ。今⽇は茶托を作った。次は茶わんだ。これで茶道具セットができるぞ~⾃分の作品作り
が楽しみだな︕陶芸教室のおばあちゃんもなかなか上⼿ねってほめてくれたよ。

    明⽇からのテストは能⼒テストみたいなもの、地理だ。。まだ授業だってうけてないのにさ。
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曾毅春先輩の写真

2011.09.13

    今⽇は突然、後井先⽣から電話があった。最近の様⼦を聞いてくれたよ。先⽣、お電話ありがとうございました。電話をもらって、すごくうれしかったです︕

    これが曾毅春先輩の共⽣寮の“写真”，⼈気者だよね。

（肖像権のこともチラッと考えたけど、まあ、先輩は気にされないよね︕）
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ごきぶりダッシュダッシュダッシュ︕

2011.09.14

    試験はまだ続いている。とりあえず書けるところは必死でうめているよ。試験なんてものは、ちゃんと授業を受けてなきゃできるわけがない。まあ、でもまだ授業は受けて
ないけれど、そんなにひどくはないはずだ。

    ２時限⽬の試験は、現代⽂と古⽂。僕は留学⽣なので、これは先⽣が“免除”してくれた。その代りその時間は、書道の授業。中国にいたときもやったことがないけれど、書
き始めるとなかなかおもしろい。でも先⽣のお⼿本と⽐べてしまうと、全然だめだったけどね。

    夜、部屋でパソコンを使っていたら、壁の隅に⿊い影が⾶んできた。よーく⾒ると、でっかいゴキブリ。ビックリしたよ。ほっとこうと思ったんだけど、夜、寝ているとこ
ろに⾶んできたらって想像してしまって。。。。。なので、ほうきを⽚⼿にゴキブリとの死闘が始まった。最後にはゴキブリをほうきで取り押さえたので、もう⽚⽅の⼿でごみ
袋を持ち、ゴキブリにかぶせようとほうきを持ち上げたら、ヤツがいない。……その後も、どこにもみあたらなくなってしまった。くやしい、⻭がゆいよ︕

    なんでもつい最近、⾷堂にゴキブリが出たんだとか。はじめは⽇本⼈のテーブルの周りを悠々とはいまわり、みんなに悲鳴を上げさせたんだって。それからソイツは不幸に
も中国⼈留学⽣たちのテーブルの下に来てしまって、すると…………“PAPAPAPAPA”ブチッという踏みつぶされた⾳が。。中国⼈留学⽣って、コワイモンナシ︕︕

鄒 森笛さんの⽇記



全国⼀位の先⽣

2011.09.15

    今⽇は⽇記をサボりたかった。特に書くような⽬新しいこともなかったしね。

    今⽇も午前中はテストを受けて、午後には寮へ。夜の点呼時、今⽇の当直の先⽣がやってきた。体育の先⽣だ。どう⾒ても５０歳にはなっているかな、でも腕は僕の脚ぐら
いがっしりしている。なんでもソフトボールで全国⼀位になったことのある先⽣だとか。。。すごい︕おかげで、今⽇の点呼はみんなシンとしていた。普段⼤騒ぎしている連中
まで、先⽣の前では⼤⼈しくしていたよ。この圧倒的な迫⼒、すごい強烈だったな。。

    明⽇は試験最終⽇、がんばろう︕

鄒 森笛さんの⽇記



休みだ︕︕

2011.09.16

    5⽇間におよぶテストがようやく終わった︕全部あわせて14科⽬だったけど、毎⽇学校が午前中だけだったからか、すごく楽だったよ。テストの結果はまだ2科⽬しか返って
来てないんだけど、なんとその2つとも成績が1番で、我ながら誇らしく思ったよ︕

    今⽇は池⽥先⽣が新⾒の保健会所に連れて⾏ってくれたんだけど、そこに⼤きな温⽔プールがあったから、明⽇留学⽣のみんなと泳ぎに⾏こうと思うんだ︕⽇本のプール⽤
品はめちゃくちゃ⾼いって聞くけど~~~財布の中⾝がまた寂しくなっちゃうな。。。。

    つい最近宇宙戦艦ヤマトを⾒終えたばかり。⽊村拓哉が演じてるやつなんだけど、すごい感動したよ。⾒てる途中で指導主任が⼊ってきたんだけど、なんでもこの映画は⽇
本ですごく有名なんだって︕

    そうだ、テストのときに先⽣が僕にだけ特別に別の問題⽤紙をくれて、共⽣についての感想を書くように⾔われたのね。最初は、まだ良い作⽂が書けるほどの⽇本語⼒もな
いし、ただ適当にごまかすことだけ考えてたんだけど、書いていくうちに、なんかだんだん感覚が掴めて来て、知らず知らずのうちに1枚書き上げちゃったんだ。この⼩さな村
についてや、この中国の学校の10分の1の⼈数しかいない学校について、たくさんたくさん書きたいことがあるよ︕友達が出来ないかもしれないなんて⼼配はいらない。だって
廊下の端から端まで数⼗秒で⾏けるし、⾼1⾼2⾼3のクラスがみんな同じ階にいるんだから。僕の1年2組の教室は階段のすぐ近くにあって、留学⽣の教室が⼀番奥。だから毎回
留学⽣の教室まで⾏くのに全クラスの前を通り過ぎることになるんだ。“おはよう︕”“suu君、こんにちは”まるで全校⽣徒みんな僕のことを知ってるみたいな感覚になるし、僕
もだんだん全校⽣徒の顔を覚えてきてるんだ。。

    実際……共⽣については本当にたくさん⾔いたいことがあるんだけど、でも時間が限られてるから。。。。もうすぐ寮のネット回線が切られちゃうんだ…………どうか明⽇
迷わずプールまでいけますように︕
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屋内プール~~

2011.09.17

    やっと休みがやってきた。でもまた台⾵がやって来るらしい。今⽇はプールに⾏く予定だったけど、朝から⼤⾬が降り始めた。お昼に⾬が⽌んだので、僕は友達と⾃転⾞で
プールに向かった。そのプールは元気広場という場所にある。昨⽇先⽣に⾒に⾏かせてもらったんだけど、もう道が分からなくなってしまった。なので、２⼈で僕の印象の中の
⽅向に向かって進んだ。道を⼀つ⾛るたび、緊張が増していった。それと同時に帰りの道を忘れないよう必死だった。努⼒は報われるもので、僕達は奇跡のように⼭の上の元気
広場にたどり着いた。⽇本の健康施設は、本当に⾄れり尽くせり。。新⾒というこんな⼩さな場所にもこんなに⼤きなジムがあるんだもんな。プールの⽔はとても綺麗で、しか
も温⽔だった。価格も安くて、たった３２０円。だいたい２８元だよ。これからは出来るだけ毎週⾏こうと思う。泳ぐの⼤好きなんだ。
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⼤変⼤変︕僕の⽇記が消えちゃった︕

2011.09.18

    今⽇は寮管先⽣がオススメしてくれたラーメン屋さんに⾃転⾞に乗って⾏ってきました。新⾒のお店はどこも規模が⼩さくて、中国のデパートの中にあるものとはもはや⽐
べものにならないくらい。でもカウンター席に座って、店主がラーメンを作っているところを⾒てるのはなかなか⾯⽩かったよ︕メニューも少なくて、ラーメンとチャーハン
と、焼き餃⼦しかなかった。なんでもここのラーメンは⼿作りらしくて、⾷べてみたらほんとに美味しかった。最後はスープまで残さず⾷べきっちゃったよ……他の交流⽣がみ
んな⾃分の都市にはこんなに⾯⽩いところがあるとか、こんなに⼤きなデパートがあるとか⾔ってるのを聞いてると、すごく羨ましく感じてくる。でもよくよく考えてみれば、
新⾒にも新⾝のよさがあるし、他の都市とは絶対に⽐べられないような、⾃⾝で感じなきゃ分からないものだってある。ラーメン店の中にいると更にそう思えてくる︕もしかし
たら都会にはもっと美味しいお店があるかもしれない。けれどこういう⾵にお店の中に2⼈しか従業員がいなくてお客さんも少なくて、何⼈かの友達と⼀緒にカウンター席に座
ってゴクゴクとお冷を飲みながら、冗談⾔い合って笑って、時々店⻑さんも話に⼊ってくれたりして。これもすごく素敵なことだと思うんだ︕

    あとは、やっぱりこの⽇記がアップされることを祈ってるよ︕せっかく書いたのになくなっちゃうなんて悲しすぎるからね︕
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清潔な新⾒~~

2011.09.19

    ⽇本に来てから、まだちゃんとした週末って過ごしていないよ。１週⽬は新⾒来たばかりでバタバタしていたし、次の週は６時に起きて911記念イベントに参加、三週⽬は
また７時に起きてボランティア活動でごみ拾いに。。まあ、でも忙しいってのはいいことだよね~

    朝早くから職員室に⾏くと、もう同級⽣⼆⼈が先に来ていた。背中に“新⾒”って書かれたボランティアの制服を着て、先⽣について城⼭公園の隣の体育館に⾏くと、こんな
にはやくからたくさんの⼈が集まっていた。お年寄り、学⽣、……全体が４グループに分かれてそれぞれのコースでごみひろいだ。。僕はもう⼀⼈の⼥⼦と⼀緒に２グループに
⼊って、リーダーのおじいちゃんを先頭にイザ出発。朝の陽ざしにてらされ、⾵も涼しくて気持ちがいい。新⾒ってなんて清潔な町なんだろう。午前中いっぱいかけてさがして
も、たばこの吸い殻がいくつかしか落ちていなかったんだ。側溝のU字溝にも、きれいな⽔が流れていて、飲めるんじゃないかと思ってしまう。どこもかしこも清潔だ……おか
げでごみひろいじゃなく、同じグループの⼥⼦にずっと中国語を教えてあげていた。中国語の発⾳って難しいんだって、あらためてわかったよ。

   こんな、新⾒のような⼩さな町でも、いろいろなイベントがあって、⼤忙しだ。毎⽇が充実していいことだよね。明⽇からまた学校だ。休み前は１週間、テストだったんだ。
これからうける授業が楽しみだよ︕
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秋だ~~

2011.09.20

    朝はだいぶ冷え込んできた。朝の点呼時はもう上着を着なくては。夜、寮ではもうクーラーをつけていない。全てが、すべてがこう⾔っている。もう秋が来たんだ、と。

    今⽇は体育の授業があった。朝、運動着をもらっていたので、よかったよ。これで上履き以外、学校の制服類はみんなそろったよ。

    センターの先⽣からメールは受け取っていたけれど、⼼連⼼のページを開いてびっくりした。。。これって6期⽣だよね……ページを開いた途端、聂さんのアップが︕︕
（~~なぐらないで）別れてたった2週間だけれど、写真を⾒ると懐かしくてたまらないよ。全く⾒知らぬ⼈たちばかりの⼟地に来て、やっと少しずつ慣れてきた。今、僕たち
は成⻑しているんだ。それぞれの学校に派遣される前に、みんなで撮った写真をみていたら、11か⽉後にはみんなどんなふうになってるのかな、またみんな⼀緒に写真が撮れ
るのかなって、どうしても考えちゃうよ。

    みんな、懐かしいよ〜みんな元気でやってるかい︕もう秋だよ。体には気を付けて。
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学園祭準備

2011.09.21

    ⽇に⽇に寒くなってくる。朝、起きるのもつらくなってきた。

    今週は授業は三⽇だけ。しかももうすぐ学園祭なので、授業はもっぱら先週のテストの⾒直しだ。それから学園祭の準備開始。僕たちのクラスは⾃分たちで模擬店を出すヤ
ツ以外はONE PIECEのCOSPLAYをすることに。なので数学科クラス担任の柴源先⽣が箱いっぱいのカツラをもってきて、僕たちに選ばせた。……いつもは⿊い普通の髪型のク
ラスメートたちが突然、カラフルでいろいろなヘアスタイルになるんだ……笑いすぎてお腹がイタイ。それからヘンな動物のマスクも……

学園祭はもうすぐだ。学園祭のポスターはもうこの⼩さい町のあちこちに貼られている。駅、本屋、ラーメン屋、どこもかしこも……ここは狭い町だからね、学園祭には新⾒
に、たくさんの⼈が来るかもしれない︕楽しみだ︕

それと駅の写真もアップしておくよ。漫画の中に出てきそうだろ~
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このまま⾏こう︕interact︕

2011.09.23

    ネットの問題で昨⽇アップできなかった⽇記をもっかい上げるね。

    しかしやっぱりちょっと納得出来ないのが、なんで毎朝起きると前の⽇よりも寒くなってるのかということ。このまま⾏ったら冬には-20度になっちゃうよ~

    明⽇からまたお休みで、今⽇の授業もほぼテスト返しだけだった。今返されてるテストの中では国語と受験しなかった社会、古⽂を除いては嬉しいことに全部1位を取れてい
る。特に⾃分でも感動したのが地理でも1位が取れたこと。地理なんて今まで⼀回も触れたことがなかった新しい内容だったのに。あとちんぷんかんぷんな外国語も。僕にとっ
てはある種の挑戦だった。

    午後は授業が終わった後そのままinteractの部活に⾏く予定だったんだけど、今⽇は学校に茶道の先⽣がいらっしゃってるらしく、クラス担任が僕と何⼈かの留学⽣に茶道の
体験をさせてくれた。今まで⼀度もこんな⾵にしっかりと茶道をやったことなんてなかったから、床に1時間ちょっと正座したあと⽴ち上がったときに両脚の感覚が完全になく
なってた。。⾜めっちゃしびれたよ︕でもこの時まだ時間的にinteractも終わってないし、間に合うと思ったから、慌てて部室に⾛っていった。⾜がまだ痺れてたから、⾛った
って⾔うよりは“はい転がりながら"って感じかな。すごくみじめだったと思うよ。不意に、interactに関しては、僕はもうこのクラブに完全に⼊っていることに気付いた。今ま
での僕は⼀度たりとも真⾯⽬に⼀つの活動を続けることなんてなかったし、参加したとしてもここまで真剣にはやってなかった。多分中国にいたから、学業が重くて、活動に参
加しているときでも終わってない宿題のことや、次の週のテストのことを考えなきゃいえなかったからもしれない。でもここでは、そんな⼼配はない。全⾝全霊で部活に参加が
出来る。これってどんなに素敵なことなんだろう。interactの部活に僕は毎回参加している、それもすごく真剣に。僕はここで中国にいたときとは全く違う1年にしたいと思っ
ている。このまま⾏こう︕interact︕

鄒 森笛さんの⽇記



友達~

2011.09.23

    ⽇本での⽣活は僕が想像していたのよりもずっと順調。その中のひとつが思っていたよりも早く友達が出来たこと。最近よく先⽣から友達がいるかどうか聞かれるんだけ
ど、その度に胸を張って“います”って答えてる。

    明⽇は学校の野球部の試合があるらしくて、先⽣が僕らも連れて⾏ってくれるらしい。だから明⽇は岡⼭に⾏けるんだ。嬉しいなぁ。都会に⾏けるよ……

    何枚か新⾒の写真を貼っておくね。天気がちょっと曇ってるけど、それでもすごく綺麗な町だよ︕

鄒 森笛さんの⽇記



初めてのホームステイ

2011.09.23

 台⾵の影響はだいたい終わった、今⽇は⼀⽇中晴れだった。今⽇バスケ部を体験した、友達と⼀緒に運動することは本当に楽しかった。これで、⼆つのクラブを決めた。

 明⽇は学校の野球チームの試合があって、⻄村先⽣は僕を連れて⾏くって⾔ったから、今晩は先⽣の家に泊まった。普通寮に住んでいて、初めてのホームステイだから、ちょ
っと緊張したんだ。でも、みんな熱⼼で、今はもう⼤丈夫だ。明⽇の試合を楽しんでいる。

 写真は寮に帰って張ろう

これは⽇本語で投稿されたものです

鄒 森笛さんの⽇記



共⽣︕頑張れ︕

2011.09.24

   昨⽇は先⽣の家に泊まった。新⾒よりも⽥舎だ。周りはほとんど⽥畑で、家の前には⼩川が流れていて、遠くからでも⽔の⾳が聞こえる。家はとても⼤きな純和⾵の建物。交
流センターで習った和式の家ととてもよく似ている。布団を運んできて畳の上に敷けばすぐに寝ることができる。 先⽣の家のあたりはとても冷える。朝起きた時には寒くて震
えていたほどだ。でも今⽇は雲⼀つない晴天。⽇差しも強くて、お昼には暑くなり始めた。そこで……計画通り、早くに起きて先⽣の⾞で⼀緒に津⼭へ⾏き、共⽣と創志学院の

野球の試合を⾒た。 （⼣⽇の下の⼭）

    新⾒から、⾼速道路に乗り、⼀時間ほどで津⼭についた。着いた時には、⼀回⽬の相⼿側の攻撃が終わっていて、相⼿が1対０でリードしていた。野球といえば、⽣の試合を
⾒るのはこれが初めてなのだけど、野球のルールは結構知っているんだ。前に野球のゲームをやったことがあったからね。観客席には両校の応援団が。向かいを⾒ると、⻘い制
服を⾝にまとった応援団が威勢よく応援をしていた。その後ろに⽬をやると、ほとんどが野球部員の家族や先⽣たちで、ゲームが盛り上がるたびに、⼀⻫に⼤きな声援が沸き起

こる。⼀⽅、共⽣の応援席からは、拍⼿の⾳しか聞こえてこない。パッとしないなあ〜

    僕が席につくと、共⽣の第⼀打者はすでに準備を終えていた。“bang”の⾳とともに、ホームランが⾶び出した。僕がこんなに運がいいとは思わなかったよ︕でもそれも⻑く
は続かず、⼀つ⽬のホームランの後、共⽣は点をとれなくなった。逆に相⼿側は4点をとって5対1でリード。5回⽬までその状態で試合は動かなかった。試合が半分まできて、
⾃分の学校が負けているとなると、本当に焦る︕

    ここで転機が訪れた。共⽣の野球部員たちは5回⽬を守り抜いた。そしてこちらの攻撃で、⼀気に4点を奪取、同点に。3塁ともに打者が出ている状況でもう⼀つホームラン
が出そうだったくらいだ。惜しい惜しい……その後も必⾄の攻防を続け、8回のときに共⽣が⼆つ⽬のホームランを放ち、逆転。最終回も相⼿の攻撃を防ぎ切り、勝利した。勝
利が決まった瞬間、部員たちは⼀⻫にベンチから⾶び出していった。野球の試合で⽣まれて初めて⾃分の応援するチームが勝ったけど、本当に爽快な気分だ︕

⻘い空、その下には広い球場。綺麗だ︕
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これは帰りの道。狭いけど、景⾊は最⾼だよ〜



懐がキビシイ

2011.09.25

    ⽇本の物価は⾼いって聞いていたけど、今、まさにそれを実感している。買い物に⾏くったって、たった三か所のスーパーぐらいで、買うものも⾷べ物や⽇⽤品ばっかりな
のに、1万円も使っちゃったよ~まだここでの⽣活を始めたばかりだからさ、何かと物⼊りで、これだけお⾦を使っちゃったんだって信じたい︕

   明⽇から学校も⾐替えだ。秋になったら半そでシャツからブレザーになるんだ。ちょっと楽しみにしているんだ︕
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知り合い増えた︕

2011.09.26

    また暑くなってきたね。本当は今⽇こそ、上着を変えようと思っていたのに、急に暑くなってしまった。明⽇からはゼッタイにネクタイをつけて学校に⾏くぞ~

    英語の授業で、先⽣が⼀抱えもある⾊紙を持ってきた。僕たちに模造紙の上にいろんな⾊紙を貼らせたんだよ~学園祭で使うんだって。何に使うのかよくわからないけど、夢

中でやりとげた。みんなの作品を並べると、すごくアートな感じがするね。

    午後は2回⽬のバスケ部の練習へ。今⽇は先⽣がいないのでみんなすきなように練習していた。⼀緒にスポーツをしていると、もっと親しくなれるよね。⼀緒に話せる⽇本⼈
も増えたよ~ここは⼩さい学校だからね、練習が終わって、学校の中を歩いていると、1年から2年のクラスまで、どのクラスにも顔⾒知りがいるので挨拶をしたり、雑談したり
したよ~それと最近、2年の台湾⼈と仲がいいんだ。僕が彼の弟に良く似てるってみんなに⾔われるんだ~

    最近、僕たちのクラスに転⼊⽣が来た。⼀番後ろの席にだれとも話さずぽつんと座って、さびしそう~急に、⾃分がここに来たばかりのとき、みんながやさしく迎えてくれた
のを思い出して、胸にこみあげるものが。もちろん僕も彼に話しかけてるよ……先⽣が、10⽉になったら、また⽇本⼈と中国⼈の転⼊⽣が⼀⼈ずつ来るんだとか。⾼1の転校⽣
は、結局僕だけじゃないんだな。……

    今、仲よくしてくれている⼆⼈には感謝している。僕に付き合ってここのところふたりもinteract部に参加してくれている。男⼦は僕⼀⼈だったクラブも、⼈が増えてきた
よ……

    とにかく今はすべてが順調だ。これからもそうだといいな︕
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制服、⾐替え~

2011.09.27

    今週は制服の⾐替えだ。来週までにはみんな秋服になっているんだ。今⽇はまだ暑かったから、上着は着ていかなかった。でもクラスの男⼦はみんなネクタイを付けてい
る。もちろんぼくも。なんだかみんなキリッとひきしまってみえるよ。それからセーターを買うか、似たような⾊のを⽤意しなくちゃいけないみたい。

    今週末は⼟⽇ともinteract部の活動だ。きっとつかれるだろうな。⾦曜の昼にはクラス替えがある。別々のクラスになっちゃうクラスメートもいるんだろうな。来週からは学
園祭の準備が始まる。授業をやらずに準備することも結構あるんじゃないかな。そうだといいな~

    ま、秋になって、またいろいろ⾝のまわりの変化もあるね。
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なんしょん︖

2011.09.28

 ⽇本に来てそろそろ⼀ヶ⽉になる。⼀ヶ⽉の学校⽣活にわたって、⽇本語もだんだん上⼿になってきた。「君はなんしょん︖」って、「君は何をしてるの︖」の意味だ。⽇本
で教科書で絶対に習えない⾔葉を習った。ネクタイを締めて、制服を着て、友達ときれいな床に座って、⾃動販売機で買ったおいしい抹茶を飲みながら⾯⽩い話をするのは、な
んかマンガのような感じだ。学校が終わったら、部活に参加する。部活が終わったら、校⾨の前でバスケをする。毎⽇なかなか楽しい⽣活だ。

 今⽇はラッキースターを作った。クラスメートに⾒せて、みんなびっくりした。ほら︕︕すごく可愛いだろう︕︕友達の名前も書いてある。これは友情の印だ︕

 

    

これは⽇本語で投稿されたものです
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つらいよ~

2011.09.29

    今⽇は落ち込んでるよ~もう何も⾔いたくない……明⽇はクラス替えなんだ。みんなと知り合ったばかりなのに、なんでまた新しいクラスにしなくちゃいけないんだよ~2組
のみんなが⼤好きだ。こんなに短い間にまた⼀からやり直しなんて無理だよ~2組のみんなができるだけいてくれるクラスになりますように~
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完璧な結末︕

2011.09.30

    今⽇はお昼のクラス分けがどうなるか午前中ずっとみんなそわそわしてた。僕は留学⽣だからもう2組って決まってたんだけど、それでも周りの⼈はみんなすごい⼼配してた
んだ~お昼になってクラス分けの結果が出ると、ドキドキしてた⼼臓もようやく落ち着いた……素晴らしいことになんとみんな⼀緒だったんだ。2組22⼈ただ3⼈増えただけ
で、誰もいなくならなかった。はは、良かったぁ︕

    クラス替えのために、午後は授業がなかった。早く帰れることになったから友達と⼀緒にスーパーでショッピングして、それからまた学校の近くにある城⼭公園を散歩した
んだ。⽇本の友達と初めてお出かけしたんだけどすごい楽しかった︕︕少し⿊い雲がかかった空、冷たい⾵が吹いていて、薄⼿のシャツを着た僕はこの⾊々なことから解放され
た午後の時間を思い切り満喫したよ~なんだかドラマのような感じがしてきたな~もっとここが好きになってきた︕
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充実の⼆⽇間。。1

2011.10.01

    貴重な休⽇。でも今⽇は7時におきて……interact⽼⼈ホームでのボランティア活動に参加した。線路沿いに⾞を⾛らせ30分でホームに到着した。まだ朝も早いのに、もう皆
準備を始めていた。僕はたこ焼きのお⼿伝い。たこ焼きは⼈気があるようで、ほとんど⼿を⽌めることはなかった。作ったばかりのものがすぐに売れる。忙しい午前を過ごした
けれど、どんどん減っていく材料を⾒ていると、とても嬉しい気分になったよ。

活動中の写真を何枚か。なかなかいいでしょ。⽇本にきてたった⼀か⽉しか経っていないのに、中国でこれまでに参加した全ての活動よりも、こんなに⼩さな新⾒で参加した活
動の⽅が多いんだ。

    活動が終わると、せっかく皆で出てきたから、この機会にとデパートでプリクラをたくさん撮った。値段は⾼いけど、すごく楽しかった︕プリクラには“共⽣”“interact”とか
の⽂字を書いたよ〜。皆で撮ったプリクラ、僕の⼀⽣の宝物だよ︕

   その後は先⽣の息⼦さんの運動会を⾒に⾏った。数⼈の⾼校⽣が、運動場に向かって歩きながら、先⽣のことを “お⺟さん、お⺟さん”と呼ぶ。なんだか、⼀⼈のお⺟さんが
⼦供3⼈を連れているみたいだったな……

（1，2,3，ジャンプ︕）

新⾒の美しい空︕
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また疲れた⼀⽇を

2011.10.02

    夜７時、疲れた体を引きずって、新⾒駅を出た。この時間、もう駅には⾃分の他は誰もいない。冷たい夜⾵が顔に吹き付けてくる。もう着ている制服は冬服になっているの
に、それでもひしひしと寒さを感じる。

    今⽇、interact部で倉敷の倉敷⼭陽⾼校で⾏われた中国地区interact⼤会に参加してきた。⾞１台もの⼤⼈数で乗り付けてくる学校もあったけど、僕たちは先⽣を⼊れてもた
ったの５⼈。でもこのみんなと⼀緒にいられれば楽しいよ。午前中は講演を聞いた。もちろん、まだ⽇本語は完璧じゃないけれど、なかなか感動的な話だった。講演者は東⽇本

⼤震災での⾃らの経験を語り、⾳楽も会場の雰囲気を盛り上げて、涙を流す⼈たちも。

講演後は、準備してもらったお弁当を⾷べて、講演者と記念撮影。

    午後は、みんな体操服に着替えて、⼭陽⾼校との合同活動。６グループに分かれて、みんな⾃分のグループの番号しか知らない。このゲームは話してはいけなくて、握⼿だ
けで⾃分と同じグループに⼈を探し出すんだ。沈黙し続けられるかのテストだね︕他にもいろいろなゲームがあったよ。僕は留学⽣だけど、⽇本⼈と⼀緒にゲームを楽しめた
よ。

   夜、電⾞に乗ってまず倉敷市内の乗換駅に着いた。次の新⾒⾏の電⾞まで待ち合わせが１時間もある。そこで、みんなで駅のそばのショッピングセンターに⾏くことにした。
僕みたいな“⽥舎”に住んでいる留学⽣にとって、こんな機会はめったにないから、すごくワクワクしたよ。なんと最上階には、こんないい店があったんだ。そこには僕の好きな

onepieceが︕

（あれ、シャツ、ちゃんと着てないね）

⼀⽇遊んで、クタクタだ。明⽇からはまた学校。今週は、全然休めるときがなかった︕遅い時間の電⾞に乗って、新⾒へ帰るぞ~
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これぞ⻘春︕

2011.10.03

    ここのところよく⽇本の⾳楽を聴くようになってきた。以前は好きな曲だけをきくようなかんじだったんだ~だってさ、Ｊ－ＰＯＰって流⾏りまくってるからね。でも⽇本に
来て1カ⽉、⾼校でたくさんのものを⾒聞きして、たくさんのことを体験しているうちに、だんだん⽇本の⾳楽が好きになってきたんだ。……⾼校こそ、⻘春のステージ、だっ
てね。

   ⾐替え期間の1週間が過ぎて、 今⽇はみんな、ブレザーを着て、ネクタイを締めている。シャキっとしてみえるね。今週はお昼からは授業がなくて、学園祭の準備をするん
だ。学園祭で上映する映像を撮るために、よる6時までみんなで頑張ったり、ワイワイ盛り上がりながら、マスクをつくったりしてるよ。最⾼︕

（海賊王ロジャー︕︕）

⻘春だぜ︕ルフィー︕︕︕
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ひと⽉だ

2011.10.04

（⼣焼の学校の廊下。これがこの学校の１年から３年までの全教室だ）

    新⾒に来てからいつの間にかもうひと⽉がたっていた。ここでの⽣活にも慣れてきて、だんだん寒くなっていく気候にも慣れてきたよ。朝の最低気温は̶̶8度だ。

    今⽇の授業は２時間だけで、後はずっと学園祭の準備だった。先週末は、ゆっくり休める⽇がなかったので疲れが出たのか、眠くてしょうがない︕

    ⽇中交流センターからの郵便物受け取りました。嬉しかったです。……みんなで撮った出発前の記念写真、本当に懐かしいな。その写真は壁に貼ってあります。寮で、サイ
トの動画もみました。⽇本についたばかりで、まだよく周りのこともわからずキョロキョロしている⾃分が映っていましたね。

ウソップ~学園祭、がんばるぞ︕
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懐かしい味

2011.10.05

 今⽇は中国の⾷べ物を⾷べた。中国へ出張に⾏った先⽣が帰ってきた。だから、中国で買った⾷べ物もたくさん持ってきた。中国の留学⽣たちがみんな教室に揃って、ふるさ
との味って、懐かしいな〜

 外国で中国の物が⾷べられて、めっちゃおいしい︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです
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学園祭準備

2011.10.06

    今⽇は⼀⽇中学園祭の準備だった。朝、教室に⼊ると、もう机は全部後ろのほうに⽚づけられていた。朝は体育館でセレモニーのリハーサルを。

   1年⽣のふたつの舞台はone pieceと⼈間動物園。この⼆つの舞台が全校で⼀番⼤規模なんだ~別の学年が作業をしているときは、もちろん僕たちも作業をしているし、他の学
年の⼈たちが帰った後も、僕たちはまだ作業を続けている。とくに⼤道具の海賊船。これは学校の机とダンボールで作ったんだ。嬉しかったのは僕も⽇本の⾼校⽣と同じように
いっしょに作業に参加が出来たこと。僕の担当は海賊船の⾊塗り。結構重要な仕事だよ~

明⽇は学園祭の校内祭。僕と⽇本⼈の⽣徒、3⼈でチームを組んで“⾼校⽣クイズ”にでるんだ。クイズに答えるだけでなく、早⼝⾔葉や、チームプレイもあったりするんだ。~
すごく楽しみだ~あさっては、⼀般公開⽇。模擬店をやるんだ。僕が参加するのはカレー屋。たくさん売れるといいな︕
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学園祭︕校内の⽇~

2011.10.07

    今⽇は学園祭っていうよりも、午前中に1個発表会を⾒ただけって感じ。多分学校が⼩さすぎるからだと思うんだけどあんまりプログラムも多くなくて、実際ステージでやっ
てたものも想像してたほど良くなかった。でもやっぱり中国では⾒たことないようなプログラムがたくさんあったな。男⼦⽣徒が先⽣と⼀緒に歌を歌ったやつとダンス部の発表

が個⼈的に⼀番素晴らしかった。 ⽇本の制服を着て、イキイキとダンスを踊る。これはおそらく僕にとって⼈⽣で初めて
の学園祭だ︕（すごく⽇本っぽいよ）

    今⽇はメインが発表会だったから特に⾔うことはないなぁ。というのも僕が⼀番印象に残っているのは午後の模擬店の準備なのだ。明⽇は⼀般開放の⽇で、学園祭がもっと
も盛り上がる⽇でもある。誰でも学校に来て、学⽣たちの模擬店に⾜をお運び頂ける。こういう⽂化祭こそ僕が⽇本の学校⽣活に期待していたことの⼀つなのだ……僕が参加し
たのはカレー屋さん。ナンを作ってカレーにつけて⾷べるんだ。お昼を⾷べ終わってから午後の間ずっと家庭科室で奮闘。5時になってようやく明⽇必要な分のナンを作り終え
た。カレーは熱々で⾷べてもらわないといけないため明⽇は朝7時半には学校に⾏って準備しなくてはならない。その後またinteract部の教室に⾏ってinteractの宣伝ポスターと
内装の準備をした。寮管理の先⽣に⼀⾔声をかけた後僕は⼭のように積み上げられたポスターと商品の中に頭から突っ伏した……

    goi先⽣が昨⽇僕の⽇記に残して下さったコメントにもあったように、学園祭で友達と⼀緒に準備をするというのも学園祭の楽しみの⼀つだ。みんなと⼀緒に⼀⽇バタバタし
て7時にやっと終わり、学校を出る頃には外はもう真っ暗。靴を穿きかえていると時たま通りすがりの⽣徒が僕に声をかけてくれて、互いに挨拶を交わしたりすることも。⽇本
に来てまだ1ヶ⽉しか経っていないけど、学園祭に向けて、そして⾃分の好きな部活に対して⼒を貸すことが出来たっていうのはすごく嬉しいことだね︕

（午後の時間だけで、空っぽの教室に⾊んなものが並べられたよ︕）
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⼀度きりの学園祭

2011.10.08

    “もう１か⽉が過ぎた。あと１０か⽉。時間が経つのは本当に早い。これは僕の⼈⽣でたった⼀度の学園祭だ︕”お昼は⾃分で作ったカレーを友達と⾷べた。

（カレー屋）
    今⽇は学園祭の学外開放⽇。いつもより⼀時間早く来て今⽇のカレーの準備をする。エプロンに三⾓⽄で午前中は働きづくめ。午後はinteractの教室に⼿伝いにも⾏った。本

当に疲れた⼀⽇だった。昨⽇の学園祭でのパフォーマンスには少しがっかりしたけれど、今⽇の模擬店は楽しかった。
（⾼２の⽣徒とも仲良くなった）
    ⽣徒たちは忙しなくキッチンと教室を⾏き来し、１０時の開店時間には、⼀気にたくさんの⼈がなだれ込んできた。カレーの売れ⾏きは上々。僕もデザート、うどん、たこ
焼き等たくさん美味しいものを⾷べた。interactの教室はとても可愛い。多くのものが１０円という超安値。でも今⽇⼀番の収穫は、たくさんの⼈と仲良くなれたことだ。台湾
の友達が２年にいるので、しょっちゅう彼のクラスに遊びに⾏く。だから、僕は⼀年だけど、⾼２の先輩たちとも仲良くなれたんだ。これからの⽣活が楽しみだな︕もっと⻑く

ここにいたくなってしまった。…… （教室内の舞台）
    「来たばかりだ」「あと⼀年もある」といつも⾃分を慰めているけど、あっという間に⼀か⽉が過ぎ去ってしまった。速過ぎる……今はまだ、あと１０か⽉ある、あと９か
⽉あると⾃分を慰められるけど、その後は︖……別れの⽇は遅かれ早かれやってくる。今をもっと⼤事にしなくちゃ︕

    これは⼈⽣で⼀度きりの学園祭。今⽇は本当に楽しかった︕
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久しぶりのお休み

2011.10.09

    ⼆週間連続で働き通して、ようやくお休みだ。⽂化祭で⼟曜⽇を使っちゃったから、明⽇の⽉曜⽇も休みなんだ。もし中国だったら休みが潰れてそれで終わりだっただろう
に。先週の⼟⽇は両⽅ともinteractの活動だったんだ。しかも2⽇間とも⼀⽇中で休憩がなかったから、疲れた疲れた……昨⽇⽂化祭が終わった後も教室を元通りに戻すのに掃
除の⼿伝いをしたりしてたから、夜寮に帰るころにはもう⼀歩も歩けなくなるくらいだった。多分疲れからだと思うんだけど夜にちょっと熱が出ちゃって。でも薬を飲んで12
時までぐっすり眠ったらもう治ったみたいだから良かった。

    午後は2⼈の留学⽣と⼀緒にプールに⾏ったんだ。しかし⽇本のプールっていうのはなにからなにまで揃ってるんだね。泳ぎ終わったらシャワーを浴びるところがあるし、更
⾐室には⽔着を完全に乾かしてしまう不思議な機械まで置いてあった︕帰りにラーメン屋に寄ったんだ。⼩さくて、ちょっと古い感じの。スタッフは2⼈しかいなくて、多分夫
婦だと思うんだけど、なんかすごく雰囲気のあるお店だった。これこそが新⾒。⼩さいけれど、暖かい。⽇に⽇にここでの時間が⼤切に思えてきた。帰りたくないよ~
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体育の⽇~って、休みなの︖︖︖

2011.10.10

   ⼟曜は学園祭だったので、連休が⽇⽉にずれこんだ。やっと来たお休み、ぐっすり眠ったよ。午後からは友達と髪を切りに。でも床屋に着くとしまっていた。別に店に⾏って
も３軒とも今⽇は休みだった。……よく考えたら、今⽇は体育の⽇なので、みんなお休みなのかな︖そんなこと知らなかったよ……

    15⽇に新⾒で“武器⾏列”っていうイベントがあるんだって。昔の⼤名⾏列を再現するんだとか。楽しみだ︕
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初理容店

2011.10.11

   まずは昨⽇の夜のことから。僕たちの寮ではゴキブリがよく出る。ので、昨⽇「ゴキブリホイホイ」を買ってきたら、もう⼀⼈の寮の仲間も偶然同じものを買ってきた。……
そいつをしかけたとたん、壁にモゾモゾとゴキブリが這い出てきた。ゆうゆうとしやがって︕さっそく殺⾍剤だ~コイツがここでやっつけた⼀匹⽬、やったぞ︕これまでは全部
逃げられちゃってたからね。でもゴキはやっつけてもきりがないけどさ……

    今⽇の放課後、学校の友達と⼀緒に床屋にいってきた。ちいさいけれど、なかなか雰囲気のあるお店。理容師さんは⼀⼈だけ、オネエサンだ。化粧が濃い。はさみだけで全
部切ってくれた。値段は⾼いけど、出来は満⾜︕これからはここにこよう~

    そうそう、新⾒の「武器⾏列」って、有名みたいだね。こんなカンジ。
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マジック︕

2011.10.12

    まずはゴキブリ⼤作戦の戦果から。今朝起きたときにゴキブリホイホイをのぞいたら、５匹かかっていた。⼤きいのが３匹に、⼩さいのが２匹。朝っぱらから、こんなもの
を⾒ちゃって……きもい︕︕︕︕︕

    今⽇、午後の総合理科の授業の時、先⽣が厳かにこう⾔った。⾃分は実は悪魔の実を⾷べたんだ。だから特殊な能⼒がある、と⾔って、変化のマジックをみせてくれた。で
も10分後…………みんなもできるようになっていた。……なので先⽣はまた別のものを変えた。でも１回やっただけで、またまたみんなに⾒破られちゃったよ。失敗だね。ハ
ハハ︕

    最近よくgogosummer、この歌が流れてるよね。気が付くとつい⿐歌で~~gogosummer ohoh︕︕
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ヒマだけど忙しい

2011.10.13

    毎⽇、⽇記を書いてるなんて、果たして僕はヒマってことなのか︖毎⽇３時半に下校、部活動が５時まで、そのあとは友達と話したりして、５時半に寮に帰ってきて、それ
から⾵呂。６時に⼣⾷、１１時までの間、⽇本語か数学の勉強、ネットを⾒たり、友達としゃべったり、歌詞を⾒ながら⼀緒に歌ったり、夜はだいたいこんなかんじ。。本当に
何もやることがないって時もあるけれど、落ち着かなくて、携帯のメールチェックを始めるよ。いつも何かあるほうが落ち着くんだ。……

   でもヒマな時があるのは寮の中でだけ。学校ではやることが⼭ほどある。 まず、授業授業で、お昼休みも40分だけ。そのうち２０分はご飯を⾷べてる時間だ。週末の連休だ
って、ほぼスケジュールが埋まってる。先週、やっと何もない初めての週末を過ごしたばかりだ。……今⽇先⽣が、来⽉の予定を話してくれたけど、もうぎっしりだ。茶道、防
災訓練、武器⾏列、それに来週の⽕曜にはごい先⽣が来てくださるらしい。⽔曜は遠⾜だ。……ま、でもスケジュールが詰まっているほうが性に合ってるんだけどね。……(も
ちろん勉強だってしっかりやらなきゃ）
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茶道︕~

2011.10.14

    まず今週は私服登校週間だったんだけど、それでもほぼ全員の⽣徒が制服を着て来てたんだ。これが⽇本の制服の魅⼒なんだよなぁ~もし我が中国の学校でも同じような私服
登校週間があったらと考えると…………

    今⽇の午後に先⽣が僕⼀⼈だけのために茶道の授業をしてくれたんだ。最初から最後まで茶道の⼿順に沿って⼀通りやって⾒せてくれてさ。茶道のお菓⼦すごいおいしいん
だよ︕それに僕が⼤好きな抹茶もあるし~茶道の授業は毎週あるから、⼀年後には僕はもしかしたら茶道の“専⾨家”になってるかもしれないね。そう思わない︖

    明⽇は武器⾏列の⽇だ。僕も⾐装を着て⼀緒に参加するんだ。写真が取れるといいんだけどね︕というのも、⾏列に参加する⼈はもしかしたらカメラを持ってちゃいけない
かもしれないから……
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武器⾏列

2011.10.15

    以前はずっと⽇本のテレビでしか、祭りの⾐装を着た⼈たちが⾏進したりして祝⽇を祝ってるところを⾒たことがなかったんだけど、今⽇になってようやく⾃らそれを体験
することが出来た。

    新⾒では毎年10⽉15⽇に【⼟下座まつり】というお祭りが⾏われる。お昼に学校に集合し、先⽣に連れられ神社に向かった。共⽣からは剣道部、interact部、ダンス部とそ
れから何⼈かの留学⽣が参加した。僕も留学⽣ではあるけれど、今⽇はinteract部の部員としてダンス部と⼀緒のグループに振り分けられた。⼤通りを抜け路地の中でいくつか
の曲がり⾓を曲がったら神社に到着。学校から結構近かったんだけど僕は今までそこに神社があるなんて知らなかった。神社は⼩さな丘の上に建てられていて、中に⼊るには⻑

ーい階段を登らないといけないんだ。

階段を登りきったところで下を⾒下ろしてみる。すごい⾼い︕

    僕たちが着いたときには神社の中はもう既にたくさんの⼈で溢れ返っていた。少なくともこの⼩さな街にしてみればかなりの⼈がそこに集まっていた……新⾒にはこんなに

もたくさんの⼈がいたんだなぁ︕ みんな⾊んな⾐装に⾝を包んでおり、襟もとにはそれぞれ⾃分の所属が書いてある。例

えば僕が着ている⾐装には共⽣⾼校と書いてある。遠くに⾒えるあの⼈たちはきっと武⼠だろう︕

    お祭りが始まった。敷地内に集まっていた⼈たちは⼀⻫に両側に散らばり歩き始める。武⼠たちは外に向かって歩いていき、⼿の中の⽵竿でまだ座り込んでいない⼈たちの
頭をたたいていく。武⼠たちが⾏ったら次はいよいよ僕たちの出番だ。上に⼩型の寺院を乗せた御輿を担いだよ。こんな感じ~

この御輿は全部で8⼈で担がなきゃいけないんだ。⾒た感じ⼩さくてそんなに⼈がいなくてもいいように思えるかもしれ
ないけど、これが実はすごく重くてさ。しかも担いでる⼈がみんな⾝⻑が違うから⾝⻑の⾼い⼈がすごい損をするという。御輿を担ぎながら新⾒の半分近くを歩いて周った。何
歩か進むたびに掛け声をして御輿を⾼く持ち上げなきゃいけないんだ。初めは結構楽だなと思ってたんだけど、1時間経ったあたりからはもう今にも倒れそうで……僕たちがぞ
ろぞろと歩いている道路の両側では、家々がみなドアを開け、地⾯に敷物をして座り込み、⼿元には砂が⼀⼭置いてあり、その砂の⼭のてっぺんには塩のようなものがかけられ
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ていた。時には⼿の中に飴が握られていることもあった。ここで⾏列の中の⼦供たちは⽵かごを持って⾏き両側にいる⼈たちに飴をもらいにいくのだ。。なんて気勢のある⾏進
だろう︕

最後に、共⽣の参加者みんなで集合写真︕



⽉例報告書に関して

2011.10.16

    質問が。⽉例報告書にウェブの３つの質問に答えればいいんでしょうか︖みんなもよくわからないみたいで。

    昨⽇は、おみこしを担いだので、今⽇は朝から⼿がだるい。なので、半⽇休ませてもらって、午後からバスケ部の練習に参加。３時間、みんなと⼀緒にバスケ、楽しかった
よ︕

   さあ、また１週間が始まる ︕今週は楽しみなことが待っているんだ。後井先⽣が⽕曜⽇にいらっしゃって、⽔曜⽇は遠⾜だ。最⾼だよ︕

鄒 森笛さんの⽇記



⽆题

2011.10.17

 特にない⼀⽇だった。学校の⼀時間⽬はＨＲだ。でも、みんなは今⽇、⼀階の教室に集まった。⿊板に「学園祭打ち上げ」と書いてある。各模擬店の担当の⽣徒が発⾔して、
先⽣がいろいろな⾷べ物を持ってきた。先⽣が作ったカレーもあった〜めっちゃ楽しい⼀時間を過ごした。

  新⾒の物価が⼤都市より⾼いそうだ。今までもう何万円使ったが、買ったものはほとんど⾷べ物だ。インスタントラーメンも⼀杯１８０円だ。⼀緒に⽇本にきた友達は⾃分
が好きな服などたくさん買ったそうだが、新⾒にはデパートがないから、⾷べ物しか買えないんだ〜うらやましい︕︕︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです
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とても懐かしい気持ちで

2011.10.19

 昨⽇は寮のネットがトラブルで使えなかったので、⽇記を投稿できなかったんだ。

 今⽇は後井先⽣がいらっしゃった。 ２時限⽬の授業を⾒に来る、ということだったので先⽣が１時限⽬と２時限⽬の授業を⼊れ替えてくれた。２時限⽬の授業は担任の先⽣の
数学に。授業が始まって５分くらいしたとき、教務主任の先⽣が教室の後ろのドアから「失礼します」と、懐かしいお⼆⼈を連れて⼊ってきた。教室にオォ、と声が上がっ
た。…………こうして、いつもとは全然違った雰囲気の中で数学の授業は終了~（ビックリするほど、みんなマジメに聞いてた）

  ３時限⽬はお⼆⼈の先⽣と⼀緒に校⻑室へ。⽣徒会⻑も来てくれた。中国⼈なので、お互い知り合いなんだ。もっといてくれるとおもってたのに、彼⼥はすぐに出て⾏ってし
まったので、ガッカリ。……なので１時限分の時間をたっぷり使って、新⾒のことや最近のことなんかを先⽣にお話しした。話しはじめはタイヘンだなって思ったけど、話して
いるうちにだんだん調⼦が出てきて、最後の⽅には時間まで⾜りなくなってしまい、僕たちのクラスで撮ったone pieceの写真を後井先⽣におみせすることができなかった。今
度、中期交流の時に持っていきますね︕

 こんなカンジで、あっという間だったけど、とてもたのしかった２時限がすぎていった。交流センターの先⽣⽅もお帰りになった。先⽣⽅を乗せた⾞が遠くなっていくのを、
寂しく思いながら⾒送ったよ。ここでは交流センターの先⽣⽅は家族と同じだから。

 明⽇は遠⾜で⽔族館に⾏くんだ。楽しみだな︕
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海⾵に翻るネクタイ

2011.10.19

    今⽇は待ちに待った遠⾜だ。朝、まず学校に集合して、全校⽣徒で駐⾞場に向かった。駐⾞場って⾔っても、実は⼤きな交差点をこえて歩いて⾏かなくちゃいけない。学校
の周りの道は狭いからね、⼤型バスは停められないんだ。300⼈あまりが“ぞろぞろと”歩いていく。なんだか中国にいたときの春や秋の旅⾏を思い出してしまった。どこもすご
い⼈だったんだ︕

   ⽬的地は島根県の島根海洋館。⾞で２時間半、途中ドライブインで１回休憩があった。ドライブインって⾔えば、⽇本のドライブインは中国のよりずっといいね。サービスも

万全だし。 （全校⽣徒でバス６台）

（ドライブインってまるでお⼟産屋さんみたいだ︕）

    海洋館に着くと、⻘い空、さわやかなそよ⾵。……この海洋感はそんなに⼤きくはないんだ。でも海辺に建っているから、僕たちにとっても⼀番のポイントになったのはこ
の⻘い海だ~みんなで海洋感を⾒て回ったあと、海岸に出た。。

（これが唯⼀はっきり写っている⿂の写真~~~）

超カワイイペンギン︕）

海洋館からのロケーションは最⾼だよ︕︕︕遠くに広がる海原）
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海洋館のデッキから海岸に出られるんだ。トンネルの向こう側に⾒えるのは、これ以上はないってぐらいの真っ⻘な海︕

海を⾒ちゃったら、興奮を抑えきれない。

3,2,1ジャンプ︕

クラスのみんながこっちに向かってやってきた。おお、迫⼒︕

    たしかに⾏き帰りのバスが５時間で、海洋館にいられたのは、たったの２時間だけど、すごく楽しい⼀⽇だった。唯⼀の⼼残りは、お⼟産屋さんで買い物ができなかったこ
とだね。……



調理実習

2011.10.20

    またまた忙しい午後。放課後僕を待っていたのは茶道体験と、interact部の調理実習と、バスケ部の練習だ。茶道部の先⽣を外部からよんでいるので、まずは当然茶道部へ。
狭い茶道教室で正座を１時間。⽴ちあがろうとしたら、⾜の感覚がなくなっていた。でも茶道のおかしは⽢くて美味しいね︕お抹茶も良いよ︕

    それから料理教室へ。今⽇作るのは⾁まん。僕がついたときにはもう中⾝の具と、⽣地の準備ははできていた。僕が教室に⼊っていくとみんなワッと迎えてくれたよ。僕の
担当は野菜まんの具を包むこと。それから鍋で加熱するんだ。すぐに鍋⼆つ分の⾁まんが出来た。みんなで⼀緒に⼿作りのものをたべるのっていいよね︕~もちろんおいしかっ
たよ。夜、持って帰った２個の中華まんを留学⽣にあげたんだ。ほめられたよ~
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休みだ休みだ︕

2011.10.21

    やっと⾦曜⽇だ~今週も充実した⼀週間だった。⽕曜⽇に後井先⽣が様⼦を⾒に来てくださって、⽔曜⽇は遠⾜。今週はすごく⻑く感じたな。

    午後の最後の授業はまた茶道だった。最近は正座にもかなり慣れてきたよ。相変わらず⾜は痺れるけどそれでも前と⽐べたらだいぶ良くなった。茶道のお菓⼦には⾊んな種
類のものがあるみたいで、毎回違うものを⾷べてるよ。

    放課後はいつも通りバスケ部に参加。まずレイアップの練習をしてから3対3、その後5対5でミニゲームをやった。何年もバスケをやっていなかったけれどこの1ヶ⽉でまた
感覚が戻ってきたしまただんだんと“上⼿く”なってきた。

    明⽇はようやくお休みだから、友達と⼀緒に剣道にやりに⾏く予定。それから午後にラーメンを⾷べてそれからカラオケなんだ~先⽣にも都会の⽅へ遊びに⾏かないか誘われ
たんだけど、残念。すごく⾏きたいんだけどね︕でもやっぱり約束が先だから、また今度かな。
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新⾒の旅

2011.10.22

    久々の丸⼀⽇オフ。そこで友達⼆⼈とこの⼩さな新⾒をまわってみることにしたよ~

    朝の点呼の後、元々は剣道場の鍵を借りて、剣道でもやってみようかと思っていたんだけど、先⽣に拒否された。そこで3⼈でカラオケに⾏こうということになったのだけ
ど、思いがけず道端で先⽣に遭遇し、先⽣がカラオケをおごってくれることに。なので4⼈でカラオケへ⾏ったよ。このカラオケ屋は⼤きくなくて、⼀階はコンビニと、お弁当
を作る⼤きな厨房があるんだ。……時間は短かったけど、とても楽しかった。

    終わったらラーメン屋にも⾔って、とてもおいしいラーメンを⾷べた。チャーハンもセットで。でも恥ずかしいことに、お⾦を払うのを忘れて、そのまま堂々と店を出てい
ってしまったんだ。。。店員さんが追いかけてきてくれてよかったけど、気まずかった〜

    ちなみに、午後は、新⾒の⼀番⻄側にあるカラオケ屋から、新⾒の⼀番東にある⼤きいスーパーへ⾃転⾞で⾏ったんだ。端から端まで、⾃転⾞でたったの30分。……

    スーパーのたこ焼き屋で、バイト中の同級⽣に会った。（僕もバイトしたい~~）普段は制服の学⽣が、仕事着を着て真⾯⽬に仕事をしている姿に、何だか感動してしまっ
た。いつか必ずバイトするぞ︕⾼校は無理かもしれないけど、せめて⼤学で︕

    寮に帰る時にはもうすぐ晩御飯の時間だった。⼀⽇中⾃転⾞に乗って、新⾒全体を回ったよ~
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たった１⽇の間のこと~

2011.10.23

    受ける、プロフ写真に替えてみたよ~~

    昨⽇の夜は、学校の友達と3⼈で、部屋でホラー映画を観たんだ~観終わるともう深夜、廊下はもちろん真っ暗。ビクビクしながら⾃分の部屋に戻って、すぐに布団にもぐり
こんで寝たよ。

    なので……今⽇は起きたらもう昼ごはんの時間。⻭を磨いて顔を洗って、弁当を⾷べにいって、ちょっと部屋を⽚付けていたらもう部活に⾏く時間だ。今⽇は２時から⼣飯
の時間まであるんだ~４時間びっしりバスケ、寮に帰ったらもうグッタリ~⾵呂に⼊って、夜はぐっすり眠れるな……でも、いいかんじだよ。中国ではほとんどスポーツをする
機会ってなかったから、ここでしっかり鍛えられぞ~

   明⽇はクラスに留学⽣が来るんだ。これで１年⽣の留学⽣は僕だけじゃなくなるよ~
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⼩さな公園

2011.10.24

   ⽇本のテレビドラマのなかに、街の中の⼩さな公園ってよくでてくるよね ~街⾓にあったり、鉄のフェンスに囲まれていたりしてさ。そこには砂場や、ベンチ、滑り台、ブラ
ンコなんかもあって。……⼦どもにとっては放課後の最⾼の遊び場だし、もちろん恋⼈たちにとっても⾃分たちの世界に⼊れる場所だ。今⽇の放課後、学校の友達と、こんな公
園に⾏ってきた。⼀緒に⾏ったのは⼥の⼦じゃなかったけど、３⼈でブランコをこいで１⽇の疲れをふっとばしてきた。100均で凧も買ったけど、のりがなかったので作れなか
ったんだ。新⾒がくれたささやかな幸せ。 こんな、なんでもないことが、⼤きな感動になったり、忘れられない思い出になったりするんだ。……ここでの思い出は、都会にい
るような、華やかでにぎやかな街並みや、たくさんの⼈なんかじゃなく、もしかすると、……友達と交わした短い会話や、……もしかするとちょっとした集まり、……もしかす
ると⼩さな公園、放課後のほんの短い間の、けっしてちいさくない、幸せなのかもしれない。

鄒 森笛さんの⽇記



防災訓練

2011.10.25

    今⽇の午前中３時限⽬は防災訓練だったんだ。僕たちクラスは体育だったので、警報が鳴ったときは体育館にいた。みんなこれは訓練だってわかっているので、のんびりと
下に降りていったよ。……まあ、300⼈程度の⽣徒や先⽣⽅が本当に急いで避難しても⼤丈夫だろうとは思うけどね。それから消防隊員による消⽕の説明を受けた。正直、東京
で受けた訓練の⽅が、ちょっとよかったかな。……

   午後の陶芸教室で、前に作った僕の茶碗ができあがってきていた。⼀度窯焼きされたので、だいぶ⼩さくなっている。先⽣が、また窯焼きを繰り返すと、もっと⼩さくなって
いくんだって。今でも⼗分⼩さくなっちゃったのに。ハア。。。周りのおばさんたちが笑いながら︓“アラ。かわいいわね。彼⼥にあげるのかしら~~~~~”って。

   陶芸教室の後はバスケ部の練習へ。嬉しいことにちゃんとチームに⼊れてもらえた。これで新⽶グループからは卒業だ。
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壮⾏会

2011.10.26

    今⽇の午後の最後の授業は早めに終わらせて、全校⽣徒が体育館に集合したんだ。野球部の壮⾏会のためにね。野球部が４年ぶりに中国地区⼤会にすすめることになったん
だよ。ここで勝てば甲⼦園に⾏けるんだ。……今の調⼦で勝ち進んでほしいな~

    午後、interact部はお寺で座禅をする予定だったんだけど、時間の都合で中⽌になってしまった。今⽇の活動は校内清掃に変更。廊下も階段も全部きれいにしてきたよ~

    夜、留学⽣たちでホットプレートを使って鴨⾁を焼いたんだ。おお、懐かしい味だ。……

鄒 森笛さんの⽇記



interact

2011.10.27

   今⽇の午前中最後の授業は、職員室で書道を習った。⽇本と中国の書道って、ほぼ同じだけど、でも使う道具がそろっているね。中国で書道ってやったことがないから、筆で
字を書くって慣れなくて。今⽇は横と縦の書き⽅を練習した。しばらく練習してやっとコツがつかめたよ。難しいな~これからうまくなればいいけれど。

    今⽇のinteract部の活動場所はお寺。学校から右⼿の⼭を登って10分ほどで到着。お寺って⾔っても、建物は古い個⼈の⽇本家屋みたいな感じだ。広いお庭があって、建物
の中は畳敷きだ。座禅をしに⾏くんだと思っていたんだけど、実はお⼿伝いに来たらしい。お寺がたくさんの⽇本の書籍をアラブ諸国に送るので、翻訳したものを⽇本語の原語
の上に貼っていく作業だ。仕事は簡単そうなんだけど、なんたって量がハンパじゃない。みんなで⼤きなテーブルを囲んで１時間以上かけて作業し、何とか終わった。最後にア
ラビア語で⾃分の名前を書いてみた。お寺を出る前に、ご主⼈からお菓⼦とお茶を頂いたよ。労働の後、みんなで⼀緒に頂くお茶とお菓⼦は最⾼︕これも有意義な部活だった
な︕
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野球惜敗

2011.10.29

    今⽇は共⽣⾼校の中国⼤会初⽇。お昼に⾼3の⼈がたくさん応援に⾏かされてた。僕もすごく⾏きたかったんだけど⾼1の学⽣は⾏けないみたいでさ。今⽇勝ったら⽇曜⽇に
試合を⾒に⾏こうって約束もしてたんだけど、⽇曜⽇の午前中に防災訓練があるから時間がなさそうなんだよね。だからうちの⾼校にはぜひもう⼀勝してもらいたいなって思っ
たんだ。そうすれば来週の⽇曜⽇に応援に⾏けるし。。

    けれど……残念なことに……今⽇負けちゃったんだ……今週の⽇曜⽇も、来週の⽇曜⽇も応援に⾏けなくなっちゃった……

    でも負けても⼤丈夫。これからまだたくさん試合があるからね~野球部頑張れ︕
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両⽇曇り

2011.10.30

    休みの間、特に書いておくようなこともなかったので、⼆⽇分まとめて書くことにする。

   ⼟曜⽇は昼近くまで寝ていた。昼ご飯を⾷べたら、同級⽣と⾃転⾞でちょっと寮からはなれたお店までフリスビーを買いに。空地を探して３⼈でフリスビーをやったんだ。真
っ⻘な空、緑の敷地、こんなにリラックスして爽快な午後は久しぶりだ。。

    今⽇の午前中は早く起きて、新⾒の防災訓練に参加してきた。⼩⾬交じりの空模様。今⽇までずっと参加しなかったこと、本当は後悔してるんだ。会場に着くと空地に主催
の⼈々が待っていた。テントが張ってあり、なかには何台かのテレビが置いてある。これは現場の様⼦をモニターで⾒られるようになっていたんだ。寒⾵が吹く中、モニターを
⾒ながら２時間待ち、ようやく僕らの出番だ。僕たちは災害ボランティアだ。先⽣が僕たちに道具を⾞に運ばせた。それから⾞の中で僕たちにこういった︓“もし災害が発⽣し
たら、ボランティアはこうやって⾞で現地にかけつけるんだ。”……訓練は終わったので、また道具を⽚付けたら、再びモニターを⾒て。。。でも保証期間が５年っていう、保
存⾷のパンも試⾷したんだ。正直、⾷堂の朝のパンよりおいしかったよ。

    午後１時に寮に帰ってきた。すぐにバスケ部の練習の準備。。週末はこんなカンジ。来週の⽔曜⽇から休みが始まる。今週、学校は⼆⽇だけだ。
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今週学校は３⽇だけ~~

2011.10.31

    今週は、学校は３⽇だけで、あとは休みになるんだ。おかげで気分は最⾼だよ。しかも実質、１⽇半でいいんだから。。

   どうしてかって︖それは、今⽇の午後は授業がなくて、全校⽣徒で学校のグランドに⾏ったんだ。グランドっていっても、７⼈制サッカーコートぐらいの広さのが、ひとつし
かないんだけどね。学校を出て⼭に向かって15分ぐらい歩くんだ。ここで体育祭のリハーサルをおこなった。今⽇は⼊退場の練習。まだ慣れていないから、時間がかかったの
に、練習ができたのは２回だけ。……明⽇の午前中２時限もグランドに⾏くんだ。しかも次の３，４時限⽬は体育で、午後は陶芸教室、だから明⽇は授業がないのと同じだ。

    ⾦曜⽇は留学⽣たちが岡⼭に⾏くので、僕も⼀緒に⾏ってくる。やっと都会で買い物ができるぞ︕
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絶好調~

2011.11.01

    なんだか最近、学校でインフルエンザがはやり始めたみたいで、みんなマスクをつけている。僕もちょっと前に⾵邪をひいていたので、予防のためにマスクを。でもなぜ
か、午後、バスケの練習の時、マスクを取った途端、体中に元気があふれてきた感じがした。練習中も絶好調だったし、いつもより調⼦が良かったよ~いつもこんな調⼦だとい
いな。

    実は最近、授業中に眠気に襲われるようになってしまったんだ。寒くなってきたし、授業の内容も簡単な気がして。。特に数学と英語がね。午後、陶芸教室に⾏く道すが
ら、先⽣に、２年⽣の授業に出られればいいのにって⾔ってみたんだ。でもよく考えてみたら、ある授業は１年⽣と、ある授業は２年⽣となんて、授業の時間があわないよね。
まさか僕だけのために授業時間の調整なんてできっこないし、だからこれは無理なことだ。でも１年⽣の授業では眠くなっちゃうことも。。。どうしよう︖
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星の⾒える家

2011.11.04

    今度のお休みは寮全体の帰省⽇。そのため寮にいる⽇本⼈はみんな⾃分の故郷に帰っていった。今⽇と明⽇は先⽣の家に泊まりに⾏くから、多分ネットが出来ないかも。
     学校から帰り寮でちょっと荷物をまとめてから出発。なんでも先⽣の家は星が⾒えるお家らしいんだけど、実際に⾏ってみてやっとどういう家か分かったよ。⼭の中へ⾞を

⾛らせること15分、たどり着いたところには⼆棟の家が建っていた。⽚⽅は⽐較的新しく、⾼地に建っていた。すごいのが家全体がまるまる⽊で作られているということ。こ
れが僕の泊まるところだ。なんでも家族全員普段はもう⽚⽅の家に住んでいるらしく、たまーにこの⽊造の家で寝ることがあるんだとか。⼀歩中に⼊ると⽊の良い⾹りがふわっ
と広がり、⼆階の天井には窓がたくさん設けられていた。どうやら夜になるとこの窓から星が⾒えるらしい。さすがは星の⾒える家と⾔うだけあるよね︕僕が泊まったのは和室
の部屋。家のおばあちゃんがすごく親切に家の中を紹介してくれたり布団を敷いてくれたりした。夜ご飯はバーベキュー。こんなアツアツのお⾁はほんと久しぶり。学校のお弁
当も⼤体冷めちゃってるものだし。だから今夜はたくさん⾷べちゃった︕その後家に戻りあったかいお⾵呂に浸かって超気持ちよかった︕明⽇の計画はまた明⽇話し合おう~

鄒 森笛さんの⽇記



動物園︕

2011.11.04

    今朝は早起きして簡単に準備をした後もう⼀⽅の家に⾏き朝ごはんを⾷べた。朝ごはんを⾷べた後はおばあちゃんと⼀緒に家の前にある柿の⽊の収穫を⼿伝ったよ。初めて
専⾨的な⼯具を使って⾼いところにある柿をとったんだけどすごい達成感があるね︕今⽇は先⽣の家族と⼀緒に福⼭の動物園に⾏くことにした。福⼭は広島にあるんだけど、多
分学校の遠⾜を除いたら今回が初めての遠出になるかも。先⽣の家には⼦供が3⼈いて、お兄ちゃんが1⼈、妹さんが2⼈、そこに僕を⼊れて⼀家計6⼈で福⼭に向かい⾞を⾛ら
せた。しかし兄弟姉妹がいるのっていいね。すごく幸せそう︕お昼はうどんを⾷べたよ。すごく美味しいところだったからお店の中もすごい混んでた。午後も引き続き⾞を⾛ら
せようやく動物園に到着。動物園⾃体はそんなに⼤きくなかったんだけど、それでもお兄ちゃんと妹さんたちと⼀緒に回ってすごく楽しかったよ︕~⾞での移動時間も⻑かった
けど、ずっとONE PIECEが流れてたから全然退屈じゃなかったし。夜ご飯のときもお兄ちゃんたちとずっと騒いでた~ほんとにすごく楽しい⼀⽇だったよ。

鄒 森笛さんの⽇記



岡⼭︕倉敷︕

2011.11.05

 昨⽇やっと都市へ⾏った。朝8時に出発して、2時間かかって岡⼭の後楽園へ遊びにいった。本当に景⾊がいいところで、写真もたくさん取った。

⼦供たち

も遠⾜に来た〜わぁ可愛い︕︕︕︕ ⽴派な岡⼭城

 その後、倉敷のイオンというデパートへ⾏った、せっかくの買い物のチャンスなので、たくさん買った〜

これは⽇本語で投稿されたものです

鄒 森笛さんの⽇記



窯⼊れ

2011.11.05

 今晩はいつも陶芸に⾏ったところで⼀年⼀回の窯⼊れが起こった。初めて⾃分で作った陶器を焼くから、とても楽しかった。たくさん⼿伝って、とても有意義の夜だと思う。

窯⼊れは⼀⽇も続くそうだ、⾃分の作品を期待している︕ 陶芸の先⽣と取った写真だ

鄒 森笛さんの⽇記



安⼼安全の町づくり、⽇本⼀に⽬指せ

2011.11.06

 いつの間にか、⽇本に来てもう⼆ヶ⽉になった。  

 今⽇も忙しい⼀⽇だった。新⾒のまなび広場で新⾒第⼆回市⺠⼤会が起こって、インターアクトクラブもボランティア活動をした。午後はスピーチを聞いた。2時間もかかっ
て、分からない⾔葉もたくさんあるから、途中寝ちゃった。4時半まで終わって、もうバスケーの部活に間に合わなかった、忙しいこといっぱいだね〜〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです

鄒 森笛さんの⽇記



もうすぐまたテストが

2011.11.07

  今⽇の朝礼で、テストについての連絡事項があった。たしかここにきて2週間⽬でもうこのテストに参加したんだっけ。来週の⽉曜からまたテストだ。でもこのテストって、
実はそんなに⼤変じゃない。、むしろ、午前中だけ学校に⾏けばいいんだから、そっちのほうがありがたい。なにはともあれ、今週は勉強をしなくっちゃ。英語の先⽣にも英単
語のコピーを頼んでおいたんだ。今の1年⽣の内容よりずっと難しいやつ。⾃分でも英語の勉強を始めなきゃ。⽇本に来て2か⽉、勉強のほうはそんなに⼤変じゃないけれど、
⾃分で、⽇本語以外の勉強にも取り組み始めていかなくちゃね︕

鄒 森笛さんの⽇記



体育祭

2011.11.08

 今⽇は特別な体育祭があった。どうしてそう⾔うか、それはこの体育祭は⼭の中の運動場で開いたからだ。中国ではいつも⼤きい体育館で開くが、ここが⼈数が少ないから学
校の運動場で開いた。学校から15分くらい⼭に登ると着くよ〜〜〜〜

 体育祭には⾯⽩いイベントがたくさんある。たとえば、三⼈四⾜とか、障害物リレーとかある。僕は部活リレーと200メートルを参加した。部活リレーは各クラブに5⼈ずつ
選んでリレーをすることだ。とても⾯⽩かった〜

 残念だが、カメラ忘れたから写真も取らなかった〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです

鄒 森笛さんの⽇記



撮影︕︕

2011.11.10

昨⽇はネットがつながらなくなってしまったので、⼆⽇分、まとめて⽇記を書くね。
昨⽇の午後は、全校⽣徒が体育館で⼈権をテーマにした映画を観たんだ。映画は聾唖者の⼥⼦サッカーチームの物語。チームメンバひとりひとりの経歴からパラリンピックに出
場するまでのことがえがかれている。映画の途中で、ときどき⾳を消して、⽿が聞こえないつらさを、観ている⼈にもちょっと体験できるようになっていた。居眠りしちゃって
いる⼈も多かったけど、僕はサッカーが好きなので、最後までちゃんと観ていたよ。字幕はなかったけれど、⼤体はわかったしね。
今⽇の昼から、センターの先⽣とカメラマンによる⼆⽇間の取材がはじまった。僕の新⾒での⽣活を撮るんだよ~午後ふたコマ⽬の授業中、担任の先⽣が、いつものようにニヤ
ニヤ笑いながら、僕に校⻑室に⾏くようにって⾔ってきたんだ。校⻑室に⼊るとそこには交流センターの林先⽣とカメラマンが。ちょっと挨拶をしてすぐに“取材”スタート。こ
の時の授業は家庭科。お客さんがいるので、みんななんだかソワソワして、雰囲気も盛り上がっていたよ。でも真⾯⽬に⿊板を⾒るフリをするのって、ヘンなかんじだったな。
放課後はinteract部での部活動の撮影だ。今⽇は、今度⽼⼈ホームを慰問するときの準備をしたんだ。みんなで準備するものをいろいろ作って、交流センターの先⽣も⼀緒に⼿
伝ってくれた。楽しかったな︕それから新⾒の⼩さな公園へ。先⽣⽅は、新⾒はきれいなところだねって、⾔ってくれたよ。最後に寮での撮影だ。もう⼣⾷の時間だったので、
バタバタしちゃったけど。。明⽇、もう⼀⽇撮影があるんだ。僕も頑張るぞ︕ゼッタイにみんなに新⾒での⽣活を⾒てもらわなくちゃいけないからね~だってここは、⽇本で⼀
番安全で、そして美しい町で、暖かい⼈たちがいる、そして１年後には、僕の思い出がいっぱい詰まっているところになる場所なんだから︕

鄒 森笛さんの⽇記



すごくすごく楽しくて、忘れられない⼀⽇

2011.11.11

    今⽇は11⽉11⽇。中国のシングルデーです。“シングルデーというのは彼⽒や彼⼥がいない独り⾝の⽇のことを指すんだよ︕”僕は⽇本の友達にこうやって説明してあげた。
ちなみに今⽇はクラスメイトの⼭根くんの誕⽣⽇でもある。こうして~僕たちは中国のシングルデーと、⼭根くんの誕⽣⽇の⽇に、硬筆書写検定を受けることになったのだ
̶̶̶̶（パチパチパチ）

    では本題に⼊ろう。この中国のシングルデーに、そして⼭根くんの誕⽣⽇に、僕は楽しく充実した⼀⽇を過ごした 。

    今⽇はカメラマンと林先⽣が来て2⽇⽬。計画では撮影は丸⼀⽇かかる予定だった。午前中の⼆時間⽬、全校の先⽣と⽣徒が全員校⾨のところに集まった。中国河南省からの
訪問団が新⾒に来たからだ。その後留学⽣たちで残って簡単な歓迎会をやった。3時間⽬と4時間⽬は硬筆書写検定だったんだけど、歓迎会で僕はちょっと遅刻してしまった。
まぁでも⼗分時間はあったからちゃんと終わったんだけどね。お昼は林先⽣とカメラマンとあと⼀⼈学校の先⽣と⼀緒に、僕がおすすめのラーメン屋さんにご飯を⾷べに⾏っ
た。前にもここで紹介した雰囲気の良いあのラーメン屋さんね。ラーメンにチャーハンを⾷べて、おなかいっぱい~5時間⽬は担任の柴原先⽣の数学だったんだけど、先⽣が授
業出なくてもいいよって⾔ってくれたから、学校の近くで良さそうな道を⾒つけてそこでたくさん写真を撮った。6時間⽬はマンツーマンの茶道の授業。カメラマンがいたから
先⽣がわざわざ浴⾐を探してきて着せてくれたんだ。初めて浴⾐でお茶を点てたんだけど、やっぱりすごく雰囲気が出るよね。その後僕が⾃分で点てたお茶をカメラマンにも飲
んでもらったんだ。放課後は学校の隣の⼩⼭をぐるりと回ってそれから体育館でバスケ部の準備をした。みんなカメラマンがいるのを知ってたから僕にばっかパスを回してくれ
てさ。全く…………（もちろん僕もみんなの期待に応えてたくさんシュートしたんだよ）

    夜は柴原先⽣と友達、それからカメラマンと⼀緒にお好み焼き店に⾏って⼣飯を⾷べて、そこでもたくさんお話をした。帰りにカメラマンのお姉さんをホテルまで送って帰
ろうということになったので、4⼈で散歩がてらホテルまで歩いてたんだけど、その途中で偶然クラスメイトに出くわしてまたいっぱいおしゃべりしたんだ。その後気分の良い
ままお別れしたんだけど、そこで柴原先⽣が突然コンビニに⾏こうと⾔い出した。なんでもカメラマンのお姉さんにサプライズをしてあげようとのこと。僕たちは先⽣と⼀緒に
コンビニに⼊りコーヒーとお菓⼦を買い、カメラマンに“ちょっと忘れ物があるんだけど下りてきてもらってもいいですか︖”とメールを送った。すごく完璧な計画だったはず
が、残念なことに彼⼥はずっとそのメールに気付いてくれなくて。しょうがなく僕たちはしばらく先⽣と外で適当にぶらぶらしているしかなかったんだけど、そこで僕たちは偶
然にもナナ（カメラマン）さんにばったり会えたんだ。。すごくラッキーに、偶然に、僕たちはこのサプライズを終えることが出来た……新⾒での2⽇間がナナさんにとって素
敵な思い出になったらいいな︕

鄒 森笛さんの⽇記



茶道⼤会~

2011.11.12

  ほとんど毎⽇⽇記を書いているのに、点数が⽇記の数の半分だけだなんて。写真を撮れる場所が少ないし、撮れる時に限っていつもカメラを忘れるんだ。
   今⽇は先⽣に連れられて、もう⼀⼈の留学⽣と⾼陵市の茶道⼤会に参加した。会場は体育館で、館内には椅⼦がぎっしり。400⼈以上集まったらしいよ〜。普段茶道部で練習

しているから、従業員としてお客さんにお茶を出した。お昼は焼きそばを⾷べたけど、店⻑がとても優しくて、僕たちにお寿司をサービスしてくれたんだ。
  午後は新⾒に戻ってすぐにバスケ部の活動に。運動した後はとても気持ちがいい︕

   明⽇もinteractの部活動があるし、⼆連休なのに休みがないや。引き続き頑張ろう︕

鄒 森笛さんの⽇記



⽜になったよ

2011.11.13

    今⽇はinteract部で「まなび広場」でのエコイベントに参加したんだ。午前中は撮影を⼿伝って、午後は、なんだかオメデタイかんじの⽜の着ぐるみを着て、⼦供たちの前
へ。⾒たことはあるけれど着たのは初めてなので、こんなに中が暑くて、疲れるものだとは思わなかったよ。着ぐるみをかぶっていると、外もよく⾒えないので、他の⼈に⼿を
引いてもらった。でも楽しかったよ︕ボランティア精神だ。イベント終了後、学校の体育館でバスケの練習をした。

    あしたからテストだ。しっかり勉強しなくちゃ

 

鄒 森笛さんの⽇記



テストだ︕

2011.11.14

  共⽣に来てから、⼆度⽬の定期テスト︕楽勝だよ。50分のテスト時間、はじめの15分でほぼ書き終わって、あとは寝ている。。お昼には学校が終わるけれど、午後からは出か
けられない。……まあとにかく、これでしばらくはゆっくり休めるぞ︕

鄒 森笛さんの⽇記



テスト⼆⽇⽬。調理実習

2011.11.15

  試験⼆⽇⽬、⼀つ⽬の試験科⽬の理科は、爽快、爽快~全部答えを埋められたからね。昨⽇の⼀夜漬けがバッチリだったよ……傑作なのは、三教科⽬で中国語のテストを受け
たんだ。もちろん超楽勝。クラスメートたちが頭を抱えながら問題を問いている中、こっちは余裕ってかんじだったよ。

  今⽇、留学⽣クラスは昼に調理実習をしたんだ。お⽫いっぱいの中華料理を作ったよ。味も濃い⽬で、脂っこかったけど、懐かしい味だった︕

鄒 森笛さんの⽇記



そろそろちょっと⼀息⼊れてもいいかな︖

2011.11.19

  ⼀週間続いた試験がようやく終わった。⼀⽇3科⽬、計15科⽬もの試験。もし中国で同じことをやったらきっと耐えられないだろうな。ここでは試験の難度も量もそれほどで
はなかったし、それに定期試験を受けるのはこれで2回⽬だったから1回⽬と⽐べたらだいぶ余裕があった。試験が終わると勉強した内容も全部頭から抜けちゃってるような気
がしなくもないけど、復習することで⽇本語の単語を覚えたり、読解の練習になると思えばいいかなって。そう思って、僕は⽂系の全ての科⽬を⼀通りしっかりと⾒返してみ
た。僕は外国⼈だけれど、それでも⽂系では⽇本の学⽣には負けていないと思うんだ。だからここ何⽇かは午前中試験で午後は学校が終わると寮に帰り、⾨限が早いためどこに
も⾏けず、寮の中でしっかり復習し、しっかり睡眠をとった……

  ⾦曜⽇に最後の試験が終わると、⼀気に⾝体から⼒が抜けてった。中国で⾼校⼊試が終わったときの開放感を思い出すよ︕午後はバスケ部の練習に参加したんだ。⼀週間運動
してなかったから、午後丸々バスケが出来てすごい気分が良かった︕

  ⾦曜の夜はちょっと夜更かししたかったんだけど、当直の先⽣がちょうど⼀番厳しい⼈に当たってて、もし消灯した後にパソコンを使ってるのが彼にバレたら没収になっちゃ
うから、おとなしく寝ることにしたんだ~⼟曜⽇はほんとは早朝からサッカーをしに⾏くつもりだったんだけど、お天道さまが意地悪して⾬が降り出しちゃったから今⽇は断念
した。また……僕のサッカー計画がだめになっちゃったよ︕︕︕せっかくなんの予定もない休⽇だったのに、なんで⾬が降るんだ︕︕︕︕はぁ、どうか⼟曜⽇が⼀⽇中寮に引き
こもって終わりませんように︕

鄒 森笛さんの⽇記



夢でよかった

2011.11.22

  ここのところ、寮のネットがつながりにくくて、ほぼ⼀晩中使えないことも。もしかして天気が冷え込んできたせい︖天気って⾔えば、週末は⼆⽇ともバケツをひっくり返し
たような⼤⾬だったのに、⽉曜になった途端、カラリと晴れちゃった（僕の連休はこれでおじゃんに）。気温も、まだ12⽉にもなっていないのに、新⾒はもう4,5度にまで下が
っているんだ。上着にコートにマフラーを巻いて、教室はしっかり暖かいからいいけどね。どうやって冬をこそう。。

 昨⽇夢を⾒た。12⽉にもう僕は中国に帰国して、しばらく会っていなかった中国の同級⽣たちと会う夢だ。でもどうしてこんなに早く帰らなくちゃいけないんだ︖あわてて交
流センターに電話をかけたけど、誰もでてくれない。受話器から聞こえる話し中の⾳。そして⽬が覚めた。僕は寮のベッドにいた。……夢の話だけど、やっぱりここでの⼀⽇⼀
⽇を、⼤切に過ごさなくちゃね~

鄒 森笛さんの⽇記



interact ⽼⼈ホーム

2011.11.24

  今⽇の放課後は、interact部の活動で、学校の上の⽅にある⽼⼈ホームに⾏ってきた。そのホームは住宅街にあって、わりと⼤きな建物だった。とても住み⼼地のよさそうな
ところだったよ。部屋の中は空調がきいていて、床暖房まであったんだ。このまえの部活の時にみんなで新聞紙で切り紙を⽤意して、今⽇はご⽼⼈たちと⼀緒にゲームをしたん
だ。最後には折り紙でクリスマスの飾りも⼀緒に作ったよ。

  新⾒の秋も深まってきた。左右にそびえる⼭は、すっかり⻩⾊の⾐をまとっているよ。新⾒にいると、いたるところで秋の⾵景を⾒かけることができる。でもこの美しい⾵景
を⾒ているときは、毎回カメラを持っていないんだ。お休みのときは⾬ばかりだし。……というわけで、この儚く短い美しさは、僕だけでじっくり味わうことにしよう

鄒 森笛さんの⽇記



最近の出来事。。

2011.11.26

  天気が⽇に⽇に寒くなってきて、制服の上着の中に更にセーターを着込んじゃった。幸い寮ではもうエアコンがついてるから、夜も朝も部屋はぬくぬくあったまってる。凍え
るような早朝に⽬が覚めたら全然寒くなかった、なんて、気分良すぎるでしょ︕

  それから最近2回地震があった。1回⽬はパソコンを使ってたときに急に窓がガタガタいいはじめて、その後10秒くらい揺れが続いてた。地震なんて初めてだったからほんとめ
ちゃくちゃびっくりしたよ。2回⽬は噂によると深夜だったらしいんだけど、僕はぐっすり眠ってたという。。

  毎⽇open schoolで ，中学校の先⽣⽅が視察に来るんだけど、先⽣が僕に留学⽣代表的なことをやらせようとしてる。来週には⾼2のクラスメイトたちが台湾に修学旅⾏で⾏
くらしいから、きっと⾼2のクラスは完全にからっぽになるんじゃないかな~~

鄒 森笛さんの⽇記



写真だよ

2011.11.29

  もう秋もそろそろ終わりだ。やっとカメラを持って友達と出かけてきた。やっぱり⼤⼭の秋を、カメラでしっかり撮っておくべきだと思ってね。

カメラを⽯の上において、セルフタイマーをセットし、⼤きな⽊の下へダッシュしてpose。この写真、光線の写り⽅がすごく好い感じだ︕⼈物は⼩さくなっちゃったけど。
（真ん中が僕）

広場でクラスメートとバッタリ︕⼀緒にパチリ

スーパのケースの中には、もうクリスマスケーキとシャンパンがびっしり並べられている。あーあ、でも今年のクリスマスは⼀⼈で過ごさなきゃいけないんだ。

秋の空。これは寮のベランダから眺めた景⾊。

鄒 森笛さんの⽇記



今週は、２年⽣が研修旅⾏で海外に⾏くんだ。だからもともと少ない⽣徒がもっと少なくなる。でも勉強やらいろいろなことが⼭積みなんだ。忙しくなるぞ~



海外研修より帰還~~

2011.12.02

  ⻑い⼀週間がようやく終わった。⾼2の⽣徒たちがみんな修学旅⾏でグアムか台湾に⾏っちゃったから、今週はまるまる⼀週間⾼2⽣がいなかったんだよ~今⽇のお昼に残され
た何⼈かの⾼2⽣で家庭科室でお昼ご飯を作ったんだけど、ラッキーなことに僕はそこで饅頭とスープにありつけたんだ。冷たいお弁当ばっかり⾷べてたから、アツアツのもの
が⾷べられて、すごい美味しかった︕

  お昼にグアムに⾏ってた⽣徒たちが帰ってきた。で、クラスみんなで熱烈にお出迎えしたんだけど、すぐにその真意がバレちゃった̶̶お⼟産だよ~~~（だれか僕にお⼟産く
れる⼈はいないのかな~~~ないか）

  留学⽣はもうすぐ⽇本能⼒試験だ。⾦曜⽇はお弁当が出ないから、⾃分で外でお昼と⼣飯をどうにかしなきゃいけないんだ。。

鄒 森笛さんの⽇記



久しぶりの⽇記

2011.12.08

  最近ものすごく忙しいうえに、寮のネットがうまくつながらないので、１週間近く⽇記を書いていなかった。でも⽇本にきてだいぶたつからね、ここでの⽣活にもほぼ慣れた
よ。

 今⽇は２回⽬の裁縫の授業。まず先⽣にミシンの使い⽅や布の裁断をささっとおしえてもらって、エプロンづくりのスタート。もらった布をみておどろいたよ。だってデカデ
カとONE PIECEがプリントされていたんだよ~エプロンの出来上がりが楽しみだ︕

 午後は部活でお寺で座禅の予定だったけど、お寺についたら誰もいなくて、そのまま戻ってくるしかなかった。秋の⾵景があまりにもきれいだったので、touchで写真を。

すごく可

愛いワンちゃん︕︕︕ 新⾒を⾒渡して~~~

鄒 森笛さんの⽇記



イルミネーション

2011.12.12

⼟曜の夜に、僕たち留学⽣を、先⽣が⾞で広島のイルミネーションに連れて⾏ってくれたんだ。毎年、この時期になると⽇本のあちこちでイルミネーションって⾏われているん
だってね。そして夏には花⽕⼤会だ。会場に着いたのは夜の六時。気温も低かったし、⾬もシトシト降り始めていたんだけれど、誰も傘を持ってきていなかったんだ。でも美し
いイルミネーションとかがり⽕のおかげで、みんな全然寒さを感じなかったよ。

いっぱいにひろがる灯り、凍てつく夜もちっとも寒さを感じない。

まだちょっと早いけれど、ここはもうクリスマスムード満点︕

きれいなお⽉様。ちょうどこの⽇は⽉⾷だったんだ。寮のベランダから⾒ることができたよ。

鄒 森笛さんの⽇記



ながいながい、光の回廊︕

もう夜の８時になっていたけれど、さらに輝きを増していたよ

クリスマスツリー。ここでの⼀番のお気に⼊りの⼀つ~~



ワア︕留⽇情景が公開されたよ︕

2011.12.13

  今⽇やっと、先⽣からのメッセージを読んだんだ。留⽇情景が公開されたんだってね。⾒てびっくり、⾃分の顔がすごいアップででてきた︕でも良い写真だね︕カメラマンさ
ん、ありがとうございます。先⽣⽅、ありがとうございました︕ずっと、みんなにこの⼩さい町新⾒の、⾔葉では⾔い表せない美しさを⾒てもらいたかったんだ。これでやっ
と、みんなに⾒てもらえたよ。

  今⽇の午後は今年最後の陶芸の授業に出てきた。最後の授業では、お⽫とストラップを作ってきたんだ。ストラップのデザインは中国で⼀番流⾏っている漢字“囧”みたいなカ
ンジで。帰るときにみんなで“よいお年お︕”って⾔ったんだ。年内最後に会う⼈にはこう⾔うんだよ。

鄒 森笛さんの⽇記



球技⼤会︕・・

2011.12.16

  今⽇は丸⼀⽇使って球技⼤会が⾏われた。球技⼤会というのはクラス単位で⾏われる球技だけの試合のこと。当初は男⼦がサッカーで⼥⼦がバレーボールの予定だったんだけ
ど、悲しいことに朝起きたら外が⼤雪になっちゃっててさ。ずっと雪が降るのを楽しみにしていたし、これが今年の初雪でもあったんだけど、タイミングが悪かったよね。おか
げで男⼦も室内でバレーボールをやることになってしまった。僕もクラスを代表して試合に出たんだけど、残念ながら初戦で3年⽣のクラスに負けちゃったんだ。でも2試合⽬
では同じ1年⽣の3組と試合して快勝出来たよ。そういえば今⽇降った雪の話になるんだけど、もう空いっぱいに雪の花が舞っててさ。時たま太陽も顔を覗かせてたんだけど、
それでも空が真っ⽩になってた。ただ気温が⾼かったから、雪が積もることはなかったんだけどね。

  今夜から次々とここの留学⽣が帰国したり⽇本にいる親戚の家に⾏ったりし始めてる。冬休みまでに男⼦寮に残るのは僕⼀⼈になるだろうな。冬休みまであと6⽇。早く休み
になあれ︕

鄒 森笛さんの⽇記



午後中、⾷べたおして。。

2011.12.18

    今⽇は先⽣が僕と⽇本⼈の同級⽣三⼈を倉敷に連れて⾏ってくれた。

    朝起きたらもう１１時、朝ごはんはナシ。しかも寮管が留学⽣にお昼よってよんでくれなかったので、出発するときはまだ昼ご飯も⾷べていなかった。午前中はずっとすき
っ腹を抱えていたのに、午後になったら真逆。倉敷に向かう途中、みんなで先⽣のおすすめの中華ラーメンのお店“劉備”で⾷事をした。中華ラーメンは、普通のラーメンよりも
麺が細いんだって。それ以外は他の⽇本のラーメンと変わらなかったよ。僕はラーメンと餃⼦のセットを頼んだ。おいしかったから、ペロリと⾷べたよ︕そこからまた⾞に乗っ
て、途中で海⽔浴場にもよったんだ。冬なので、⾞を降りたとたん、海⾵が吹き付けてきた。ここのお店で、５⼈で２⼈前の焼きそばを買って、みんなで⾷べたんだ。またそこ
から倉敷に向かって出発。倉敷駅前のきれいな通りを歩いて、またまたそこで⾏列のできていたお店で、１⼈前１００円のたこ焼きをひとりずつ買った。そこから倉敷ieonに向
かった。Ieonでもマックのセットを⾷べて、まだ遊びたかったけれど、帰ることに。⼀⽇でこんなに⾷べたんだ。ずらずら⾷べたもの書き連ねちゃったけど、みんなゆるして
~~

美しい倉敷の通りにて

ieonのミニイルミネーション

鄒 森笛さんの⽇記





交通安全キャンペーン・餅つき

2011.12.20

  昨⽇、interact部で新⾒の交通安全キャンペーンに参加してきた。この前の部活で、⾃分たちで交通安全をよびかけるストラップもつくったんだ。今⽇は交通警察の⽅々と
新⾒の⾼校⽣たちと⼀緒に、それをドライバーに渡したんだ。みんなで通りに並んで、警察が⾞を誘導してくれて、そのドライバーさんたちに、交通安全のチラシとストラップ
を渡した。先⽣が、ボランティアとは⾒返りを求めない奉仕の精神だというので、僕たちは“カワイイ”キャラクターの服を着て、冷たい⾵が吹く中に⽴ち、輝いていたよ~~な

んてこった、僕が着ていたのはミニーの服。。

  今⽇の３時間⽬、学校で餅つきをしたんだ~初体験なので、やっぱりワクワクしたよ。同級⽣たちも、ヤッテミナヨって、僕に餅をつかせてくれたんだ（つき餅）~みんなで

⼀⽣懸命ついて、もちろん⾃分たちの労働の成果は遠慮なくいただいたよ……

光りす
ぎ。無視︕

鄒 森笛さんの⽇記



そうそう、今⽇も⼤雪が降ったんだ。朝起きたらすごく寒かった!



⼤掃除

2011.12.21

   今⽇は全校で⼤掃除︕個⼈のロッカーの荷物を全部空にして、イスと机も全部教室の外に出して、教室内を徹底的に掃除したんだ。最後に床にワックスをかけたよ~もともと
校舎内はうわばきだから、教室もきれいだったので、あまりかわったかんじはないけれどね。

    ところが~午後の寮での⼤掃除は違うよ。もっといろいろ掃除したし、なんたって⾃分たちが寝る場所だからね、みんな⼀⽣懸命きれいにしたよ。午後いっぱいかけた努⼒の
成果で、寮はピカピカにうまれかわった。寮の仲間たちも、なんてきれいなんだ︕って繰り返して⾔ってたよ。

   もうすぐひとつの学期が終わる。そして ⽇本で新しい年を迎えるんだ。すみずみまできれいにして、新しい年を迎えよう︕

鄒 森笛さんの⽇記



久世の半⽇観光とhostfamily

2011.12.24

 今⽇の朝、起きてカーテンを開いてビックリ仰天︕⽩い屋根に⽩い⼭、雪が積もってる︕でもお昼には雪は全て溶けてなくなってしまった。。。今年最後のバスケ部の練習。
なんと、開始は朝の9時。せっかく朝寝坊できると思ったのになあ。練習に⾏かないと。午後は柴源先⽣とバスケ部員2⼈と⼀緒に⾞で久世へ。前回倉敷に⾏った時と同じよう
に、たくさんのものを⾷べたよ。めちゃくちゃ美味しいから揚げと、マックにたこ焼き︕⼀番興奮したのは、⽣まれて初めて野球のバットを振ったこと。⽇本のドラマでよく⾒
るバッティングセンター。機械からボールが⾶んできて、それをバットで打つんだけど、最初は全然あたらなかった。でも、慣れたらたくさんヒットが打てたよ︕

  帰りは⼤雪。ものすごい⼤降りで、あっという間に雪が積もっていった。先⽣が僕らを⼭へ連れていってくれて、雪景⾊を撮ることができたのだけど、パソコンに繋ぐケーブ
ルを持ってくるのを忘れてしまったから、次に寮に戻った時にアップするね。

  今⽇で男⼦寮には⼈がいなくなった。僕もホームステイ⽣活が始まる。今⽇のホストファミリーは⼀組の夫妻。とても親切で、家もすごく⼤きいんだ︕気持ちよく過ごせそ
う︕

鄒 森笛さんの⽇記



⼀晩中なり続けた携帯

2012.01.01

   冬休みが始まってから、僕のホームステイ⽣活も始まった。⼀つの家に3⽇ずつしか住まないけれど、以前よりずっといいものを⾷べているという実感はある。。。でもネッ
トができないので、ずっと⽇記を書くことができなかった。

   冬休みに⼊って⼀週間。この⼀週間でたくさんの経験をした。クリスマスパーティ、新⾒の⼤雪、友達と倉敷へ⾏った思い出、それからホストファミリーのおばあさんと初め
ての餅つき。どれも初めての経験だったので、とても興奮した。写真とかは、冬休みが終わったらまたアップするね︕

   ⽇本で過ごす初めて新年。夜はテレビの⼆画⾯機能を使って、⽚⽅で紅⽩歌合戦、もう⽚⽅でお笑い番組を⾒た。やっぱり、AKB48が⼀番⼈気があるんだね︕

   昨⽇は12時に寝たのだけど、寝付いた後、ひっきりなしに携帯に起こされた。⽇本の友達や交流センターの皆から送られてくる挨拶メールが次々と。。起こされはしたけ
ど、やっぱりうれしいものだね︕

 

あけましておめてとうございます。今年もよろしくお願いします。

鄒 森笛さんの⽇記



⽶⼦――映画を観たよ︕

2012.01.02

   今⽇はホームステイ先のお⽗さんと、そして先⽣も⼀緒に⽶⼦のieonに⾏ってきたんだ。

   朝起きたら、外はもう雪がすっかり積もっていた。朝ごはんを⾷べたら早速⾏動開始。道路の両脇には雪がたくさん積もっていたけれど、まんなかは除雪⾞が通った後だった
から、交通は問題なし。でも油断すると滑りそうになるからね、先⽣も慎重に運転していたよ。北の⽅に向かって⾛っていったので、雪はますます積もっていく。ある場所なん
て20CMも積もっていたんだ。でも⾵景はきれいだったよ。⾼い坂をこえていったり、遠くの町と⼤きな⼭がいっぺんに⽬に⼊ってくるんだ。感動︕⾞の上にスキー板をのせ
た、スキー場に向かう⾞もたくさん⾛っていたよ。約１時間半で⽶⼦ieonに到着。トムクルーズの「ミッションインポッシブル４」のチケットを買った。映画は英語原版、⽇本
語字幕のを観たけれど、そんなに難しくなかったので、内容はほぼわかったよ。観終わったらもう３時半。帰りの⾞の中ではすぐに眠ってしまい、⽬が覚めたらもう家について
いた。先⽣は⼀⽇中、運転をしてくれて、しかも映画のチケットまでおごってくれたんだ。本当に申し訳ない、先⽣ありがとうございました~

鄒 森笛さんの⽇記



とても暖かい家

2012.01.04

 教頭先⽣の家でのホームステイを終えて、昨⽇は寮にひと晩戻った。先⽣の家ではおいしいものも⾷べられるし、⼈も多くてにぎやかだったけれど、やっぱり寮に戻ってくる
とちょっとほっとしてしまう。何も考えず、気を使うこともなく、⼀⼈でゆっくりと⼀晩を過ごした。ぐっすり眠ったよ~よく眠たって⾔えば、今朝は８時に起きたんだ。 今度
は理事⻑の家にホームステイに⾏く準備をするためにね。そしてこれが最後のホームステイ。理事⻑先⽣は、９⽇までなら、いつまでもいていいよって⾔ってくださった。理事
⻑の家は学校の敷地の中なんだ。暖かそうな家だよ。家具もたくさん置いてあって、オウムと観賞⿂も飼っている。⽣活感にあふれているよね。今⽇また⼤雪が降った。⾵も強
くて雪もたくさん積もったけれど、あまり寒くはないんだ。明⽇はまた早く起きなくちゃ。理事⻑は岡⼭県会議員でもあるので、僕を岡⼭県会議員の仕事場に連れて⾏ってくれ
るんだって。なんだか厳かそうな雰囲気っぽいよね~~~~

鄒 森笛さんの⽇記



新年⼀発⽬︕

2012.01.08

  今⽇は2012年に⼊って初めてのバスケ部練習。午後1時から5時までやったよ。天気は相変わらず寒いけど、みんな元気いっぱいだった。4時間練習したんだけど、終わったと
きに⼀気に疲れがドーンと来てさ……だから家に帰ってあったかいお⾵呂に⼊れるっていうのが、すごく嬉しくて︕やっぱり寮に住んでるより良いね。明後⽇には新学期が始ま
るから、冬休み最終⽇はゆっくり休もっと︕

  明⽇には今住んでるこの家を離れなきゃいけないんだ。ここすごく好きなんだよね。学校から近いから、楽だし。お⽗さんが学校の理事⻑なんだけど、すごく⾯⽩い⼈なんだ
よ。いっつも僕に中国語について質問してくるから、僕もたくさん⾯⽩い中国語を教えてあげたんだ。いつかまた帰ってこれたらいいな︕

鄒 森笛さんの⽇記



新学期⼆⽇⽬

2012.01.12

学校が始まって⼆⽇⽬だ。２０⽇ぶりに会うみんなとの第⼀声は“あけまして、おめてとうございます。”そして挨拶以外で、みんな⼀番多くやっていたことは、̶̶終わってい
ない冬休みの宿題の仕上げだ。この冬休みの宿題の交流会は⼤盛況だったよ。まあ、中国で⾮常識なほどの宿題を出されていた僕にとって、これっぽちのものなんてなんでもな
いけれどね。⼀年の計は元旦にあり、計画を⽴てるのは早い⽅がいいってこと。だからinteract部の今⽇の部活で、これからの３か⽉のスケジュールをたてたんだ。

     それにもう⼀カ⽉⾜らずで中間研修がある。みんなと会えるって、ずっと楽しみにしているんだ。そしてこれは、⽇本での留学⽣活も折り返しに⼊ったってこと。……来た
ばかりの頃の⾃分と⽐べても、なぜか成⻑したって気がしないんだよね。……

鄒 森笛さんの⽇記



こんなふうに１週間がすぎて

2012.01.16

  学校が始まって最初に１週間がおわった。冬休みの課題を提出した以外、特にかわったこともナシ。寮の留学⽣たちはまだほとんど戻ってきていない。最近はバスケ部の活動
もちょっとつまらない。おかげでなんだかヒマだよ。でも来週は冬休みの課題のテストがあるんだ。それに英語検定も。⼀緒に参加する同級⽣はいるのかな︖
  ⾦曜⽇の夜、教頭先⽣と⼀緒に岡⼭空港に今年の４⽉から留学をする中国⼈留学⽣を迎えに⾏った。今回彼は、学校と新⾒の下⾒にやって来たんだ。でも学校はちゃんと⾞を
⽤意して彼を迎えに⾏ったんだ。⽇本のサービスのすばらしさをあらためて痛感させられたよ。留学⽣の僕も参加させてもらえたし。⾃分は特に何もやることはないと思ってい
たんだけれど、⾞のなかでその彼に新⾒のことや、留学に対するこころがまえなんかをいろいろ話すことになったんだ。新⾒にいい印象を持ってもらえたらいいな︕

 今⽇は⽇曜⽇。めったにない、何もない⼀⽇だ。クリーニングに出していたセーターを受け取って、広島⾵お好み焼きを⾷べて、それ以外は何もしなかった。来週はもっと充
実して過ごせるといいな︕それと休みの間にだした年賀状も、みんなうけとってくれたとか。よかった︕

 

鄒 森笛さんの⽇記



英検

2012.01.21

    ⼀週間で試験を2回受けた。⽕曜⽇は数学。なんと⼀年⽣も⼆年⽣も同じ問題⽤紙だったよ。満点は⼆⼈だけで、僕は光栄にもその内の⼀⼈。⾦曜⽇は英検。交流センターの
⽣徒たちも皆受けたのかな︖⻑いこと英語を勉強していなかったから、準2級を受けた。点数はギリギリかもなあ。もうすぐ中間研修だね。楽しみだ︕

鄒 森笛さんの⽇記



写真を

2012.01.30

   先⽣からたくさんの写真をもらったんだ。いろいろな活動に参加したとき、撮ってもらったのだ。すごくうれしかったよ︕なんと2.8Gサイズもあったよ。いつも写真を撮ろ
うと思っても、ハッと気づくとカメラを持っていなくてね。だからこの写真は、将来、絶対にいい思い出になるよ。

これはずっと前に、goi先⽣が学校に来てくださった時に⼀緒に撮った写真。あのころは⽇本の学校に通い始めたばかりだったから、交流センターの先⽣に会えるって、ワクワ
クしたよ。（もちろん今でも︕）

1⽉23⽇は中国の春節、旧正⽉だ。帰省できない留学⽣たちが集まって、正⽉パーティーをしたんだ。⼀緒に⾃分たちで作った餃⼦を⾷べて、どっぷり郷愁に浸ったよ~

interact部の活動で、発展途上国の⼦供たちにイラストブックを送ったんだ。みんなでその本に翻訳⽂を貼り付けている。
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interactの調理実習。みんなで⾁まんを作った。その⽇の⾁まんは、たしか僕の⼣飯になったんだっけ。おいしかった︕

先⽣のお⼦さんたちと⼀緒に⾞で２時間かけて、広島福⼭の動物園に⾏ってきたよ︕

    もうすぐ２⽉だ。先⽣が、２⽉は新⾒が⼀番寒い時なんだって⾔ってたよ。最近ずいぶん雪が降るようになってきた。写真も撮ったけれど、ケーブルがないんだ。また今度
アップするよ。



雪

2012.02.01

  四⽇間の休みが終わって、学校が始まる⽇の朝、窓を開けると雪が降っていた。道路の雪もまだ⽚づけられていない。真っ⽩な道路、真っ⽩な屋根、そして真っ⽩な⼭。

  雪と⾔えば、⽇本に来てから⼤雪は三回、ちょっとふっただけなら数えきれないほどだ。やっぱり中国にいたときと⽐べちゃうと、圧倒的に多いよね。

  

冬になって初めての雪。そんなには降らなかったけれど。でも雪景⾊ってやっぱりきれいだ。

初めての⼤雪。先⽣と⼀緒に遊びに出かけて、その帰り道、突然降り始めたんだ。
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冬休みに降った⼤雪。20cm積もったんだとか。

 実は、校⾨のところから寮までの坂を、⽊の板を使って滑ってみたいなってずっと思っているんだ。本当にやったことはないけれどね。絶対オモシロイよ︕

 



涙にくれた⼀⽇

2012.02.08

    懐かしい思いでいっぱいの気持ちで、この⽇記を書いている。⻑々と書きたくはないし、いっそ何も書きたくないぐらいだ。だってつらい気持ちをまた思い出したくないか
ら。

   五⽇前は、同じように電⾞にのって、同じように⼀⼈で、同じように重いトランクを引っ張って、ワクワクした気持ちでこれから始まる中間研修に期待で胸を膨らませてい
た。 五⽇後、全く同じ場⾯なのに、窓に頭をもたれながら、涙を流し続けていた。前の晩は全然寝ていないので、ちょっと疲れていた。電⾞の中で泣きながら眠り、ふと⽬が
覚めた瞬間、またつらい思いが沸き起こってくる。

    ⽇本に来て半年、この半年を思い起こしてみると、とても楽しく過ごせていた。なのに、中間研修が終わって、みんなと別れた途端、残りの半年を耐えていく⾃信がなくな
っている。みんなのことが懐かしくて、はなれたくないよ︕

    今⽇、寮に帰ってきたら、わけのわからない寂しさがこみあげてきた。なにをしたらいいのかわからないし、何もしたくない。ベッドに座って……⼼連⼼の３２⼈の仲間た
ちのことばかり考えていた。知り合ってまだ半年、しかも実際に⼀緒にいたのはたったの１週間ちょっとだ。最後の研修だって２週間ぐらいだろう。それからはもう会えないか
もしれないのに。⼈⽣で⼀番つらいことは、別れが突然訪れることだってよく⾔われる。でも僕は、⼈⽣で⼀番つらいことは、別れの時がわかっていて、それが避けられないこ
となんじゃないかと思う。⼀緒にいられる⼀分⼀秒を⼤切にして、そして最後には、さらに⼤きな悲しみがやってくる。。

空港で、⼤きなガラスで隔てられたしまった僕たち。でもみんなの気持ちは隔てることはできない。

涙ぐむ⼈や、がんばって笑うみんなと⼀緒に最後の写真撮影を。

最後の夜は寝る⼈はいなかった。みんな時間がもっともっと、遅く過ぎていくようにと思っていたのかもしれないね︕
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戻ってから平穏な⼀⽇

2012.02.09

 昨⽇、あのにぎやかな中から戻ってきてから、全然出発前の元の状態に戻れない。お別れの時のみんなの涙交じりの笑顔が頭から離れない。思い出すと、⿐の奥がツンと痛く
なる。先⽣と研修の時のことを話しているだけでもだめで、急に話題を変えて、慌ててその場をはなれても耐えられそうにない。こんな情けない状態が⼆⽇も続いてしまって、
本当につらいよ。

  昼に、交流センターの仲間たちにメールをした。みんなも同じような状態だそうだ。たくさん話して、気持ちも軽くなった。みんなの話のおかげで、僕もホームステイができ
たらな、と思ったよ。⽇本のお⽗さんやお⺟さんにこのつらい気持ちを聞いてもらいたい。でも寮の中には聞いてくれる⼈はいない。

  今⽇の部活は調理実習。本当なら⼤好きな活動だけれど。でも今⽇はどうしても気分が乗らない。淡々と、お好み焼きとオムライスを作った。おいしかった。でも⾷べている
と、みんなと⼀緒に⾷べた毎回の⾷事のことがどうしても頭に浮かんできてしまう。⾷べながらゲームをしたり、⾷べながら、ずっと話をしたりしたことを。︓“後井先⽣はす
ごく萌えだ”

  暗いことばかりを⾔っちゃった。こんなことばかり⾔うのはよくないってわかっているけれど、気分が落ちこんでしょうがないんだ。⼈⽣には多くの挫折がつきものだって⾔
うけれど、⾃分も⾃⼒で克服することを覚えなくては。今回はそのいい機会だ︕きっとこのつらさをのりこえられたとき、もっと成⻑できるんだ。道乗りは⻑い。これからもっ
とたくさんの挫折があるんだろうから︕

また写真をアップするよ。想い出のためにもね︕農家のお宅で⾷べた⾷事。たしかこれも「お好み焼き」だった。

農家のやさしいおじいちゃん、おばあちゃんとのお別れ。ありがとうございました︕本当に、いろいろお世話になりました。

どの写真の笑顔もキラキラとまぶしい。知り合ってたった半年だけれども、⼀⽣の友達だから︕
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⼀⽇ってこんなに⻑かったんだ

2012.02.10

  ⽇本に来てから今まで僕は特に困ったなぁと思うようなことに直⾯することがなかった。だがしかし今になって、急に⾊んなことが僕の前に⽴ちはだかるようになってしまっ
た。

  そもそもの元凶は僕が何度も何度も恨み続け、それでもなお何度も思い返している中間研修である。“もし中間研修がなかったらどんなに良かったか。半年もこうしてやってき
たんだから、もう半年こうして過ごしていってもなにも問題なかったのに。”こんな恨み⾔が幾度と無く頭の中で回っている。

  新⾒に帰ってからはもうなにも僕の興味を引きつけるものはなくなってしまった。これまで書いてきた⽇記には⼈を楽しませることばかりで、特に嫌なことを愚痴ったりはし
ていなかった。例えば毎⽇冷たいお弁当を温めることも出来ずいつもそのまま⾷べてたりとか、初めてお⾵呂に⾏った時に、こっちの学⽣が湯船に⼊る前に誰も⾝体を洗ってい
なかったりとか、学校でも教室はいつだってざわざわしててそのせいで僕はこの半年⽇本語以外になにも学べなかったような気がするとか。もちろん完璧な学校があるわけない
ことくらい僕だって分かってるし、僕もここが嫌になったわけじゃない。ただ気持ちがちょっと落ちちゃってて愚痴りたいだけなんだ。

  やっぱり切実にホームステイがしたいよ~語りたいことが⼭ほどある。。

  ちょっと明るいことも書こう︕今⽇準2級の試験結果が発表されたんだけど、なんと光栄なことに僕はかなり良い点数で合格出来たんだ。来週の⽇曜⽇には⼆次試験がある。
どうか試験をパスして準2級の合格証書をゲット出来ますように︕︕︕︕
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カラオケ⾏った

2012.02.11

    ここ最近の悲しみと寂しさを埋めるために、今⽇、親友たちとカラオケに⾏った。恥ずかしながら店員さんに、歌⼿本⼈の歌声を出す機能はどこかと聞いたら、店員さん
は“カラオケにはそのような機能はありません”。……と僕らに教えてくれた。きっと店員さんは、可哀そうな中国の⼦供達はカラオケにも来たことがないのだと思ったに違いな
い。。。でも中国のカラオケにはそういう機能がついてるんだよ〜︕

  恥をかいたことは置いといて、カラオケで２時間⼤熱唱したら、ずいぶん気分がよくなった。バラードもたくさん歌ったし、⼤好きな⻄野カナの歌も歌った。歌いながら、胸
の中のモヤモヤを全部出し切った感じ。これで本調⼦に戻るのが少し早まるかな︕
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悲しみの中から踏み出す⼀歩

2012.02.12

    なにはともあれ、中間研修でのみんなのとのお別れから、もうずいぶん⽇にちがたった。泣きたいだけ泣いたし、おもいっきり落ち込み気分も味わった。朝起きたときの気
分は何⽇か前と⽐べるとずいぶんスッキリとしている。天気は上々、真っ⻘な空にはひとかけらの雲さえない。まるで温度の無いような太陽の光は草地を照らし、なのにとても
温かい感じがする。コートをはおって、友達と⾃転⾞で⾃然を満喫しに出かけた。

   ずっと落ち込んでいた⾷欲もだんだん戻ってきた。夜10時になるとまたお腹がすくようになってきた。なのでガマンできなくて⾃動販売機でカップめんを買って、それに飲
み物、それだけで何とも⾔えない幸福感に満たされる。やっぱり幸せって、⾃分の周りの状況に左右されるんだな。。。

    ⽇記によくコメントを残してくれる「 程程ババ」さんの書き込みには、ハッとさせられることが多い。しかもここのところ、僕⾃⾝が落ち込み気分だったので、パパさんの
コメントは、⾃分あてのも、他の⼈のでも、僕にたくさんのパワーをくれた。ありがとうございました~もちろん他の⼈たちのコメントも、⼼連⼼の仲間や、先⽣⽅、その他の
知っている⼈も知らない⼈のからも、みんな、僕の⽇記を読んでくれてありがとう。僕がつらい時にたくさん助けてくれて、本当にありがとう︕
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バレンタインデー

2012.02.14

 今⽇はバレンタインデー。⽇本のバレンタインデーは、⼥性が好きな相⼿、もしくは尊敬する男性にチョコをあげるんだ。もちろん、仲の良いだけの⼈や、親族にあげてもい
い。こんなチョコは“ぎりチョコ”っていうんだ。嬉しいことに僕もふたつ、チョコをもらえたよ。もちろん、絶対に、間違いなく、間違えようがなく『ぎりチョコ』だけどね。
でも初めてもらえたチョコレートは、やっぱり嬉しい︕

  みんなもチョコ、いくつもらえたかな︖

 センターからのメールに、僕たちの中間研修の写真が新聞に載ったって書いてあった。その写真を⾒たら、僕も写っている。ワァ︕新聞に載っちゃったよ︕

鄒 森笛さんの⽇記



『⽬指せ︕剣道⼤会』

2012.02.15

  ⽇本語でタイトルをつけてみたんだ。中国語ではなんて⾔ったらいいのかわからなかったからね。⾔葉ってそうだよね。なんともつかみどころがなくてさ。

  みんなの⽇記を読んだよ。それぞれ楽しくバレンタインをすごしたんだね。もともと⼈が少ないからか、それともほかの理由でか、僕たちの学校はイマイチ盛り上がりに⽋け
ていた。ましてや⼿作りチョコなんてさ。

  話を本筋に戻すね。3⽉に、１年⽣の剣道⼤会があるんだ。⽂字通り剣道の試合なんだけれど、これは全員参加なんだ。今⽇の剣道の授業で、先⽣が初めて僕たちに試合をさ
せてくれた。これまで半年以上、剣道はやってきたけれど、ずっと型ばかりで、本物の打ち合いは初めてだった。だからすごくワクワクしちゃったよ。授業の最後で、全クラス
メートたちの前で、僕ともうひとりのクラスメートとで、なんと模範試合をするように先⽣に指名されたんだ。先にポイントを取った⽅の勝ち。お互い礼をして、張り詰めた雰
囲気に。負けたくなかったので、先に思いっきり攻撃を仕掛けていった。お互いに何度も相⼿に打ち込みを⼊れたけれど、なかなか有効は取れず。むしろこっちの⽅がたくさん
打たれていたかな。でも最後、チャンスをつかんで、僕の⼀撃が有効をとれた。運が良かったんだろうけれど、試合に勝ったんだ。初めての試合で勝てたのは嬉しいよ︕３⽉の
剣道⼤会に向けて頑張るぞ︕
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⽂句ばかりを⾔って、⼼の中では愛していた物たち

2012.02.19

  どうしてこんなタイトルにしたのか、⾃分でもよく分からないけど、なんだか⽂芸的だし、すごく偉⼤な⽂章を書くように⾒えるでしょ︖もし皆がそう思ったのなら、きっと
がっかりするよ。

 まずは、今⽇の楽しい出来事から。 ……松江の冯⼼鹤と⽶⼦に遊びに⾏ったんだ︕朝早くに起きると、外は⼤雪。8時の特快に乗って⽶⼦への旅が始まったのだけど、不幸な
ことに⼤雪で電⾞が20分も遅れたんだ。⼤阪や京都には敵わないけど、僕たちのような“⼭”に住む⼦供達にとっては、⽶⼦の２階建のイオンだって、半⽇遊びまわるのには⼗分
な施設。⼀⽇降り続けた雪で、１００メートル歩くのも⼤変だったけれど、それを差し引いても⼗分楽しい⼀⽇だった︕

 夜はネットである動画を⾒た。僕の故郷の動画だ。僕の家の近くの１６年物の⾼架橋が取り壊されるらしく、⼆度と⾒られなくなるこの⾵景を記録に残すためにこの動画が作
られたという。

  動画は初めから終わりまでずっと⾼架橋の映像。それに感動的な⾳楽と⽂章がつけられていて、とても涙を誘うものだった。南京を離れて半年。放課後に僕を乗せたお⽗さん
の⾞が必ず通る⾼架橋。橋の上はいつも３０分の渋滞。あの頃は勉強が⼤変で、渋滞中に何度も⾞の中で眠りこけた。渋滞の時に⾞の窓を開けて、涼しい夜⾵にあたるのがとて
も好きだったな。この道の渋滞に何度不平をもらしたことか。そして、その渋滞の思い出がこんなにも素晴らしいものだったなんて、これまで考えたこともなかった。でも今⼀
⼈で外国に来てこの動画に出会ったら、その時の思い出が⼀幕⼀幕頭に浮かび上がってきた。何度も何度も罵った⾼架橋だけれど、⼼の中で深く深く愛している物の⼀つだった
んだ。

 今回無くなってしまうのは⾼架橋に過ぎないけれど、僕たちには、愛しているのにそれに気がつかないものがたくさんあるんだ。今、⽇本で、⾃分の街に⾯⽩いお店がないだ
とか、学校が⼩さいだとか、⼀々⽂句をつけているけれど、７⽉にここを離れる時、きっと⼀年過ごしたこの場所を離れることをとても悲しく思うんだろう。今を⼤切にしよ
う。特に普段つい⽂句を⾔ってしまうような⾝近なものたちを。
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3年⽣はもうすぐ卒業

2012.02.23

  今⽇はバスケ部の三年の先輩⽅の、最後の部活だった。短い⼀時間ちょっとの時間が、いつもより早く過ぎてしまった感じがしたよ。雰囲気も⼤盛り上がりでさ。あと1週間
たらずで卒業式だ。お世話になった先輩⽅がいなくなっちゃうって考えたら、気分もふさいでくる。。

  三年⽣が卒業したら、僕たちは来週から今学年最後の定期テストだ。その後は通常外授業があって、そして剣道⼤会だ。全て終わったら春休みで、春休み明けには僕は2年⽣
だ︕2年間も1年⽣をやったからね、ちょっと楽しみにしているんだ。……

  最近、授業がちょっと“たいへん”だ。ちっとも⾯⽩いと思えないことも。⽇本語1級の復習⽤テキストをながめて、ボウッとしながら“にぎやか”な50分をすごす。。はやく時
間がたたないかな。いや、ゆっくりすぎていってほしい。。ムジュン……
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⽶⼦の⼤雪、陶芸展

2012.02.26

 先週⾏ってきた⽶⼦は、雪がすごかった。

朝、駅に向かい、朝の陽ざしはやさしくて、雪を照らす様は、なんともやわらかい。

線路わきの⼩みち

遠くの雲がぽっかりと。まったく違った⾵景じゃないかな︖

新⾒駅。あいかわらずさびしいよ。

寮には⾨限があるので、往きも帰りも特快を利⽤。

 

 

    先週の⽕曜⽇、先⽣が⾼粱美術館に連れて⾏ってくれた。僕が陶芸館で作った作品もここに展⽰されているんだ。初めて⾃分の作品が展⽰されるなんて、嬉しくて誇らしい
気分だ~
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これが僕の作品。タイトルは《初めての陶芸》

たくさんの先⽣⽅の作品も。やっぱり傑作中の傑作ぞろいだ。

こんな美術館でした。。



バスケットボール――送別会

2012.02.28

    この⼆⽇間、学校はおひるまで。午前中に、3年⽣の卒業式のリハーサルがあった。まだ聞いたことのなかった校歌を初めて聞いたよ。なかなかいい歌だったけれど、みんな
歌っているとき、ちょっと感情が⼊りすぎってかんじ。今⽇の午後、バスケ部の部活の前に、教室で3年⽣の送別会をやったんだ。先⽣はフンパツしてたくさんの⾷べ物やらプ
レゼントを⽤意してくれた。送別会は楽しかったけれど、会が進むにつれて寂しさもわきおこってきた。⼀緒にずっとバスケをやってきた先輩⽅がいなくなってしまうんだ。そ
のなかには留学⽣もたくさんいる。⼀緒に写真を撮って、最後の思い出を残した。

   最後に、送別会が終わってから、みんなで3年⽣が参加する最後のバスケ部の部活を⾏った。本当に楽しくて、終わった後も、その場をみんな、なかなか離れたがらなかっ
た。

    明⽇は卒業式本番だ。ほとんどの先輩⽅とは、これでもう会えなくなるのかもしれない。でも⼈⽣にわかれはつきものだ。わらってそれをむかえよう。

    なぜだか今⽇は写真をアップしようとしても失敗続きだ。今度アップするよ。

鄒 森笛さんの⽇記



海闊憑⿂躍，天⾼任⿃⾶

2012.02.29

 今⽇は学校で三年⽣の卒業式があった。午前9時から11時まで、盛⼤だったよ。リハーサルは何度もしてきたけれど、先⽣や来賓のあいさつを聞いたのは初めてだ。⼀番印象
に残ったのは、担任の先⽣⽅が、⾃分のクラスの⽣徒たちの名前を読み上げ、そしてよばれた⽣徒は“はい”とこたえて起⽴する。もともと⽣徒数が多くない学校だから時間は5
分程度、名前を呼ばれた先輩⽅⼀⼈⼀⼈が最後の点呼にこたえて⽴ち上がる、バックには雰囲気を盛り上げる⾳楽も。みんながこの場⾯に感動していた。最後に校歌⻫唱。三年
の先輩⽅を送るために。
  実はここに来てから今まで、すごく悲しいことに、あったことがなかったんだ。まあ、ここにきてまだ半年ちょっとの⼀年⽣だからかもしれないけれど。でも、体育館を出
て、教室に向かう途中、三年⽣と先⽣が教室で最後の“ホームルーム”をしているのをみかけた。帰る時間にくいこんで、うんざりさせられたたこともたびたびあるはずのこの定
例の会、でも今⽇はみんなじっと聞いていた。留学⽣クラスの担任の先⽣にいたっては、顔を⼿で覆って、涙を流していた。それからなんとか涙をこらえながら、みんなに話し
かけていた。⾃分は泣かない、って思っていたのに、教室に⼊って、ある先輩に、“今⽇でお別れですね︖”って⾔ったら、もうダメだった。こんなにたくさんの⽇々を⼀緒にす
ごして、別れなんて⾟すぎる。
  海闊憑⿂躍，天⾼任⿃⾶、先輩が、この⾔葉は去年の卒業式である留学⽣が⾔った⾔葉だって教えてくれた。今年の三年⽣たちも、⾼校三年間で培った知識を抱いて、広い⼤
空に⾶び出していってほしい︕

 

（これは昨⽇アップし損ねた写真。。バスケ部の送別会）

鄒 森笛さんの⽇記



やっと終わった、試験。

2012.03.07

先週⽊曜⽇からの定期試験はやっと終わった。五⽇間に⼗四科⽬の試験が⾏って、⼤変だった。⾃信満々の数学とわけもわかんない家庭科、科⽬の差別がすごく出てきた。午前
中、担任先⽣が数学が百点取ったって、教えてくれた。やったねぇ〜〜〜〜（笑）

定期試験のほかに、この前英検の⾯接を受けた。幸い合格だったから、今回は正式的に準⼆級の合格書をもらった。これから⼆級の筆記試験に⽬指して頑張る︕︕

さあ、これから⼀番楽しんでることを発表する。それは明⽇の剣道⼤会だ〜必ず写真をいっぱい取ってほしい︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

鄒 森笛さんの⽇記



特別授業

2012.03.13

  最近すごく忘れっぽい。⽇曜⽇になってやっとアンケートと⽉例報告書を書いていなかったことをおもいだしたり。まあ、なんとか提出できたけれどね。

  今さらってカンジだけれど、みんなも話題に取り上げていた、この⽇曜⽇は311⼤地震の1周年だった。学校では平⽇、ピカピカの旗たてに⽇本の国旗が掲げられているのをあ
まりみたことがないのに、しかもよく⾒ると旗はてっぺんまではのぼりきっていない。きっとこれが哀悼の意を⽰しているんだろうね︕3⽉11⽇、新⾒ではこの⽇を記念して、
ゴルフイベントが⾏われたんだ。interact部の部員として、僕も参加してきた。当⽇は朝から⼤雪が降って、⼀気に冷え込んだ。でもみんなの情熱を少しも損なうことはない。
ゴルフのコース初挑戦の⾃分は、第⼀ホールで６打でやっとまわれた。でもどんどん調⼦は上がって、もうちょっとでホールインワンがでそうだったほどだ。もしかしたら⾃分
は60歳ぐらいですごいゴルフお爺になっているかも︕（笑）

  今週が今学年最後の週だ。試験の後は、学校では特別授業を⾏っている。午前中は3時限だけ、1時限60分の授業だ。午後の1時限も同じく60分。授業時間⾃体は短くなったけ
れど、60分の授業はつらいよ~

 今⽇、僕たちのクラスは調理実習だったんだ。⿇婆⾖腐とコーンスープとケーキを作った。いつも通り超絶なおいしさだったよ。特に⿇婆⾖腐、何とも⾔えない懐かしさだっ
たよ。

鄒 森笛さんの⽇記



休みだ~

2012.03.20

 試験が終わった後もまだ1週間の授業があって、やっと休みだ︕最近なんでもやらなくちゃいけないことを先延ばしにしてしまう。昨晩やっと三時間かけて交流センターに出す
作⽂を書き終えた。でも中間研修から1カ⽉以上もたっているので、なんだかあいまいになってきちゃったよ。

 今⽇はバスケ部の練習が終わってから、同級⽣の家に3泊、泊りに⾏った。あさっては先⽣が留学⽣を倉敷に連れて⾏ってくれる。だからこれに駆けつけるために、その⽇は朝
早い電⾞にのって、新⾒に⾏かなくちゃ。しばらくは睡眠不⾜確定だね︕

 みんなもたくさん写真をのせているから、⾃分だって、これからのこと、たくさん写真に撮っておかなくちゃ︕

鄒 森笛さんの⽇記



いわゆる春休み1

2012.03.26

  ⽇記書くのは久しぶりだ。書きたくなかったのではなくて、書けなかったんだ。春休みが始まった。そしてこれは僕が寄宿先をあちこちかけめぐりはじめることを意味してい
る。かけめぐる、なんていっても本当に⾃分の⾜を使うわけじゃない。でも、やっぱり疲れを感じるのは否めない。いつもの⽣活習慣を変えたり、⽣物時計が違ってくるのは疲
れることだよね。先週のとある⽇、この春休み最初の寄宿先を訪ねた。バスケ部の先輩のご家庭だ。これが⼆度⽬のホームステイ。お宅は哲⻄で、ちょっと辺鄙な場所だ。新⾒
から電⾞で40分かかり、途中、僕が乗っている電⾞は何度も快速列⾞の通過待ちで駅で停⾞した（まあ鈍⾏はしょうがないよね。なんたってたった1両だけの電⾞だし）。もし
新⾒が⼤都市だって⾔えるなら、哲⻄はまさに農村そのもの。でも新⾒は本当はほんの地⽅都市なんだから、哲⻄は……ハハ……

  下らないことばかり書いちゃったけれど、窓を開けると外には⼀⾯の⽥畑が広がっている。どこまでも続く農村⾵景の中に浸っていると、宮崎での農業体験の⼆⽇間のことを
思い出す。辺鄙な場所、といっても、同級⽣たちと⼀緒に過ごすのはやっぱりとても楽しかった。先輩おすすめの漫画をたくさん読んだり、なんでバスケ部の先⽣は結婚しない
のかなんて⼼配してあげたり（笑）。もちろん⾃分の将来のことを話したり、先輩はずっとここを離れたくないって⾔っていたよ。毎週バスケをしてそれから家の屋根の上で眠
れればいいんだって。初⽇の夜は、僕以外にも⼆⼈の同級⽣が遊びに来ていた。なので4⼈で2枚の布団で寝たので、すごく寒かったよ。……翌⽇は⾃分たち⼆⼈だけだったの
で、もちろんぐっすり眠れたよ。先輩の家のご飯はおいしいんだ。先輩のお⺟さんは、これからも先輩に僕のおかずを持たせてくれるって⾔ってくれたんだ。⼤感激︕︕︕

 三⽇⽬の朝、早く起きて荷物を整理して、早朝の電⾞で新⾒に帰ってきた。今⽇は先⽣が留学⽣たちを倉敷に連れて⾏ってくれるんだ︕~（くわしくは次のを読んでね）

鄒 森笛さんの⽇記



いわゆる春休み2 倉敷……

2012.03.26

  ⽇本に来る前は、⾃分は⽇本の⼤都市で暮らして、休みになると有名な場所に出かけて⾏って、いろいろ⾒てまわって、なんて想像していたんだ。でも現実って残酷だ。……
僕みたいなまだ⼤⼈になりきれていない⼦どもにとっては、岡⼭市の上に位置する倉敷は、何か⽉ごとかの購買欲を満⾜させてくれるもってこいの場所だ。倉敷は⼩京都って呼
ばれている。もう何度も来ているけれど、毎回⾏くのは決まって⼆か所だ。̶̶観光だったら、美観地区へ。︔買い物だったらieon。もちろん今回も例外じゃない。

  先輩の家から新⾒に戻ってきたら、まっすぐに寮の部屋に帰って荷物を置いて、すぐに学校のバスへ。。バスで2時間、⽬的地に到着だ。

美観地区のお店は、つい⽬移りしてしまう。ついいろいろなものを買いたくなっちゃうよね。

ひな⼈形

さっきのお店の裏⼝

⼩っちゃい⼦って本当にかわいいよね

美観地区を歩いた後は、お約束のieon……ieonでお昼を⾷べて、中をぶらぶららみて回って。

 

あっという間の⼀⽇、新家は⾬。ここのところずっと強い⾵が吹いている。この⾬もすごい⾵と⼀緒だ。

 

鄒 森笛さんの⽇記



肝⼼なのは僕の傘。覚えてるかな︖あの東京で買った傘だ。中国に帰るまで⼤事にするんだ。……



いわゆる春休み3

2012.03.26

off-screen voice︓僕は新⾒の電⾞が⼤好きだ。近代的だからじゃなくて、その逆、ちょっとレトロな感じが落ち着いた雰囲気なんだ。“トントン”って⾔う信号の⾳が聞こえて
くると、電⾞がゴーっと通り過ぎていく。1輌だけなので、あっという間だ。そしてすぐにまたもとの静寂がもどってくる。…………

 

話は戻るけれど、倉敷から戻った翌⽇、こんどは2件⽬のホームステイ先へ。今度は先⽣のお宅だ。広い家ではなくて、ちっとも広くないので、僕は毎⽇リビングで寝た。ネッ
トなんかもないし、テレビで時間をつぶすしかなかった。三⽇間、ずっと甲⼦園を⾒ていたよ。⾃分の学校も出てないし、だから特に応援している学校もなかったのにね。交流
センターの仲間の学校が、確か2校、今回甲⼦園に⾏っているんだよね︕敦賀気⽐⾼校は残念ながら1回戦敗退、三重⾼校はいいところまでいってるね（三重の2回戦は確か明⽇
かな）。とにかくこの三⽇間の甲⼦園の試合は⾒ごたえがあったよ︕それとこの寄宿先のお⽗さんはとても⾯⽩い⽅なんだ。たくさんお話をしたよ。野球のことから、⽇本⼈の
名字、話は尽きないね。このお⽗さんにも喜んでもらえたよ。こんなにたくさん話したのは久しぶりだって。僕も楽しかったよ、こんなにやさしいお⽗さんとここで出会えて。
ここにいる間、先⽣が苺フェスティバルに連れて⾏ってくれた。⾃分でピザを作ったんだ。

なんてかわいいイチゴ

まだ焼い
ていないピザ

窯に⼊れて

鄒 森笛さんの⽇記



できた︕︕すごくおいしそう︕



めっちゃがんばった︕

2012.03.28

寮⽣にとっては⼀番⼤切なものなにかと⾔えば、たぶん家族の雰囲気だろう。おととい学校で、留学⽣のために調理⾃習を⾏った。みんな⾃分の⼤好きな料理を作って、⼀緒に
⾷事をした。僕はオームライスを作った。家にいるときはいつも⽗が作ってくれておいしかったので、⾃分でちゃんと作ってみたい気持ちを持ってチャレンジした。思ったより
いい結果を取ったから本当にうれしかった。ちょっと⾃慢ね〜〜（笑）

全部僕の作品ではないが、写真だけ撮って、なんかえらそうな感じだね︕

 

そして、今⽇のバスケの部活は試合だった。僕はめっちゃ調⼦いいと思うので、活躍した。シュートが何個も⼊って、みんなに褒められた。たいしたことではないが、僕みたい
な「ちび」にとってはもうめっちゃがんばったよ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

鄒 森笛さんの⽇記



⼤阪、三⼈の旅

2012.04.01

「⾏きたいところを⾏け、やりたいことをやれ︕」友達にそう⾔われたことがある。だからいつも⼤きな町へ⾏けないと困ってる僕は春休みのはじめごろから⼤阪への旅⾏を準
備してきた。いろんなところへ⾏きたい、友達に会いたい︕そんな気持ちを持って、僕は今度の旅のために、しっかり頑張って計画した。⼤阪に泊まりたかったけど、結局泊ま
れなかった。なんとなく悔しいけど仕⽅がないね〜そして、今⽇の朝、僕は⼤阪⾏きのバスに乗った。僕の⽇帰り旅⾏はこういうふうに始まった。

朝六時出発のバスで、昼⼗⼀時に着いた。計画どうりに⼤阪の丁君に会った。旅⾏のガイドとしての丁君は元気いっぱいそうだ、今⽇はよろしくね︕（笑）

朝六時の新⾒、なんと⾔う⽥舎だ︕

昼⼗⼆時の⼤阪、差別ひどくない︖

ガイドの丁君のかげで、100円で九つのおもちゃをもらった︕やった︕︕︕︕︕

最初は⼼斎橋⾏った〜⽇曜⽇なんで、すごい⼈出だった︕

鄒 森笛さんの⽇記



次は⼤阪城へ⾏った。びっくりしたのは桜が咲いた︕⼆⽇間前にまだ咲いてないそうだけど、今⽇は半分ぐらい咲いた〜
新⾒もそろそろ咲くかな〜〜〜〜〜

夢の桜、なんかすごい︕︕︕︕︕

丁君は恥ずかしいから、写真に出でない。

元気いっぱいの若者ね︕〜〜ええなあ︕



でかい⼤阪城とちっちゃい僕たち、丁君はまた恥ずかしいので。。。。。。。まあ〜

 

⼤阪のたこ焼きが有名だそうだ︕でも、やっぱりから揚げがすきなんだ。超でかい唐揚げ︕︕︕うまい︕︕︕︕

最後は梅⽥の観覧⾞に乗った。⾼いから最初はちょっと怖いと思った。でもやっぱり楽しかった︕今度の丁君もう、はず
かしくなさそうだよね︕

まあ、短い時間だけど、泊まりはできないけど、ほかに残念なこともあるけど、今⽇の⼤阪の「体験」はこれで終わり
だ。帰るしかないわ〜

これは⽇本語で投稿されたものです



⼀週間ぶりの⽇記

2012.04.08

いつの間にか、四⽉に⼊った。桜がさく時期になったけど、新⾒の桜はなかなか咲かないね。コブクロの「桜」が好きだ。桜の⽊の下に咲くLOVEがないけど（笑）、歌ったよ
うに美しい桜が⾒たい︕気温が少しずつ⾼くなってる、桜が咲く⽇ももうすぐ来るだろう︕

さて、春休みが終わって、明⽇から学校が始まるんだ。新⼊⽣が楽しみな〜新しい友達ができるかな︖

これは⽇本語で投稿されたものです

鄒 森笛さんの⽇記



SAKURA,I LOVE YOU︖

2012.04.15

⼤好きな⻄野カナさんの歌だ︕

四⽉に⼊って、桜の季節になった。新⾒の桜はほかのところよりずいぶん遅く咲いたけど、ちょうどこの⼟曜⽇に満開になった︕ちっちゃい町だが、どこでもすごくすごくピン
ク⾊の桜が咲いて、何とか表せない美しさだっだ︕

学校前の狭い道だ︕なんかアニメの感じじゃない︖もし制服を着てる恋⼈の⼆⼈が歩いてきたら、きっといい感じだろ
う︕

⼩学校前の桜だ︕

ちょっと寂しそうだけど、⼀本だけだすごくきれいだ︕

桜⽊の下でちょっとだけ寝よう︕

鄒 森笛さんの⽇記



遠くの野球場、共⽣の野球の試合を⾏っているよ︕

ちょうど電⾞が通るところだ︕

近くの公園〜

春の⽇本、ピンクと⽩の柔らかい世界だ︕

 

続く〜〜〜〜

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです



SAKURA，I LOVE YOU!

2012.04.15

（やっぱり中国語で⽇記を書こう。）

桜、愛してるよ︕⽇曜⽇の夜、担任の先⽣が⾞で津⼭の津⼭城に連れて⾏ってくれた。ここは⽇本の桜の名所100選にも選ばれているんだ。岡⼭県内ではここ⼀か所だけだよ。
午後はバスケ部の練習に出て、5時に新⾒を出発し、⾞で約⼀時間、⽬的地に到着だ。まだ陽は落ちてなく、陽光が桜の樹々にふりそそいでいる。眺めている⼈々の⼼までなご
ませてくれる。

しだれ桜は、パッと開いた花⽕みたいだね。

公園の外から⾒ていると、公園内の桜の花が城内からいっぱいに、あふれてきているようにみえた。ピンクの洪⽔だね。

さすが桜の名所、⾒事な桜の花︕︕

桜と遥かな落⽇を眺めるなんて、なんともいえないよね︖桜のピ

ンクもいっそうあざやかに。

鄒 森笛さんの⽇記



⽇本⾵情あると思わない︖︖すごくロマンチックだ

⽇本語でいうところの“夜桜”ってまさにこれなんだろうな︕花の
もと、灯りのもと、まさに恋⼈たちにとっては最⾼の場所だね。

花⾒の後は、先⽣と⼀緒に回転寿司に⾏ったんだ。店内はお客さんでいっぱいで、順番待ちの⼈が⼤勢いた。すごく⼈気があるお店なんだね。ここのお店のお寿司はどれも⼀⽫
たったの105円。僕が⼀番夢中になったのは、寿司を回転させるコンベアだ。コンベアは2レーンになっていて、下のは普通のお寿司屋さんみたいにお客さんが好きなものを取
れるようになっている。上のレーンはテーブルごとにパネルがあって、それで注⽂をすると、この上のレーンで注⽂した寿司がテーブルまで届けられるんだ。お寿司の⽫を取っ
たら、パネルのOKにタッチする。寿司のお⽫は“電⾞”にのってきて、この電⾞はそのまま厨房にもどっていく。これは、お客さんが注⽂して、それが届けられてくるレーンな
んだね~

今⽇は初めて知ったことがたくさんあったよ。4⽉の⽇本は、うっとりするほど美しい︕



すごく、すごーく、久しぶりの⽇記

2012.05.07

 ⼀カ⽉近く⽇記を書いてなかったよ。今までで⼀番のオサボリだったな~~（笑）反省。今⽉はなんだか淡々とすぎていった。2年⽣になったら毎⽇⼤変だよ。しょっちゅう英
語の集中砲⽕、国語の集中砲⽕をくらって、しかも50分授業なんて、もうクタクタだよ。たしかに新学期が始まって⼀か⽉ですぐにGWだったけれど、この7⽇間どこにいった
わけでもない。⼤阪に⾏こうかとも思ったけれど、泊りがけはダメなので計画はボツ。やっと連休最終⽇に友達と姫路城に⾏ってきた。すごく楽しい⼀⽇だったよ。でも電⾞で
7時間もかかったんだ。姫路城のことはまた明⽇詳しく書くよ︕というわけで、こうご期待︕

鄒 森笛さんの⽇記



もっとポジティブシンキングで

2012.05.14

⾔わせてくれ。やっと書き上げた⽇記がナゼか消えてしまった。。もう⼀度書いたよ

今⽇のHRで、担任の先⽣がもっと⾃分を伸ばしていくために、⾃分の短所をいかにして⻑所にしていくか、という話をしてくれた。たとえばひとつのことに集中できないの
は、いろいろなことに興味を持てるってことだし、引っ込み思案は、何事にも冷静に落ち着いて対処できるって⾔えるし、とかね。HRの終わりの⽅で、先⽣がみんなにプリン
トを配ったんだ。それにはクラスみんなの名前が書いてあって、その名前の後にその⼈を褒める⾔葉を書き込もうということ。はじめは何を書いたらいいか⼾惑っちゃったよ。
何か⽉も⼀緒に過ごしてきた仲間たち、もちろん普段は⼀緒に騒いで仲もいい。でも⻑所より⽋点の⽅が書きやすいような気もする。でももっとよく考えると、この仲間と偶然
あつまって3年間の⾼校⽣活を⼀緒に過ごすことになって、ふだんは相⼿を傷つけたり、キツイことばかり⾔ってしまっているかもしれない。でも落ち着いて相⼿のことをよく
⾒たら、きっといいところがたくさん⾒つかるはず︕

僕はあと何か⽉かでみんなとはお別れだけれど、このプリントに⾃分の名前もあるのをみると、なんだかうれしいよ。みんなは僕のこと、なんて書いてくれたのかな︖

鄒 森笛さんの⽇記



宮島と厳島神社

2012.05.26

 ⾦曜⽇は元々学校の定期試験だったのだけど、先⽣が留学⽣クラスの留学⽣達を広島に遊びに⾏かせてくれるということで、僕も彼らのおかげでテストから逃れ、⼀緒に広島
に⾏けることになった。

  残念なことに⾦曜⽇は⾬が降っていた。しかもかなり強い。でも、どんなに⾬脚が強かろうが、皆の楽しい気分を押さえこむことなんてできない。⾞で⼆時間かけて宮島へと
やってきた。ここから船で厳島へ向かうのだけど、道すがら厳島神社を⾒ることができる。

宮島－広島間の直通電⾞の⾞体はとても個性的。⼤きな写真が撮れなくて残念。

船で島へ。空は灰⾊だ。

島にはたくさんの⿅がいるんだけど、彼らにエサを与えては絶対にいけない。僕の経験上、⼀旦エサをやったが最後、奴
らはどこまででも追いかけてくるんだ。⿅の⼒はすごく強い。ひどい場合は、⾷べ物を奪うためにその⾜を⼈の肩に乗せてくるぞ。

姫路へ⾏った時、姫路城は⼯事中だった。そして……悲劇は繰り返される。

神社。お昼の12時ごろはまだ満潮。数時間後には潮が引いて神社の下の砂浜が出現する。

鄒 森笛さんの⽇記



空も地上
も、どこもかしこも⽔だらけ〜

おみくじでうっかり凶を引いてしまった︕しっかり括りつけておかなくちゃ︕どうか僕をお守りください……

お昼に⾷べた有名な広島焼き。

その後、僕達は広島の平和記念資料館へ⾏き、皆で佐々⽊さんのために折った千⽻鶴を送った。

原爆資料館を離れた後も、僕の⼼は⼀向に落ち着かなかった。頭の中は全て、資料館で⾒た原⼦爆弾が爆発した後の写真、⽪膚が融けるほどに⽕傷した⼈々が川の中に⾶び込ん
で⾏く絵や、たくさんの物証で埋まっていた。そして、それらは全て僕達に戦争の恐ろしさを伝えてきた。戦争をこの世界から遠ざける。僕はそれが出来るのはきっと⽇本⼈で
あり、中国⼈であると信じている。戦争のない世界。それは全世界の⼈々が⽬指す⽬標だ。

 

 



お別れ、など

2012.05.30

 交流センターからの⼿紙はいつも嬉しい。たとえそれがやっかいな宿題だったとしてもね。でも最近は、⼿紙を受け取るのが気が重い。⼿に取ったままなかなか封を開けられ
ないぐらいだ。でも現実は現実、7⽉には僕たちはたくさんのお別れと向き合わなきゃいけない。1年間⼀緒に過ごした仲間たち、そして交流センターの仲間や先⽣⽅ともお別
れだ。東京での最後の研修はたったの3⽇間。3か⽉だったらよかったのにな。北京空港についた後どうなるのかなんて、考えたくもない。

 中国に帰るまでの⽇々は、すくった⼿の隙間からこぼれ落ちる⽔のようだ。指の間から流れ落ちてしまう。⼀⽇⼀⽇を、もっともっと、⼤切に過ごそう。⼼残りの無いよう
に。
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1年、6年

2012.07.03

⽇本語N１試験もおわって、やっと時間がとれるようになった。もちろん、こんなことはずっと⽇記を書いてなかった理由になんてならないけれど……最近、ここに⽇記を書き
に来る仲間も減ったね。みんな、⽇記のコメントも減っちゃって、誰も⽇記を読んでくれてないのかなって⾔ってるよ。

もう今では学校に⽂法書は持っていかなくなって、代わりに漫画がカバンに⼊っている。ユルいなあ。漫画って⾔えば、僕が買う漫画って、クラスをあっという間に席巻してし
まうようで、授業中にまで読んでいたクラスメートが先⽣にみつかっちゃって、罰として“特別活動”をおおせつかることも。。（僕たちの学校では、授業中の校規違反が⾒つか
ると、放課後、罰掃除をすることになっているんだ。そしてこれを“特別活動”って呼んでいる）

帰国まであと２週間。ほぼ毎⽇、誰かにあとどれぐらいで帰っちゃうの、とか”このまま残ろうよ、⼀緒に３年⽣になろうよ“とかって⾔われている。そんなふうに声をかけても
らうたびに、⾃分でももどかしい気分になってしまう。今⽇、寮管のおじいさんと話をしていたら、⼼連⼼から新⾒に来た先輩たちの話題になった。⼆⼈ともその年⽉に感嘆
し、⾃分でもこの⼀年、本当にあっという間だったなってしみじみ感じたよ。おじいさんなんて１期から僕たち６期まで、６年間という時間にね。時間ってやつは、遅いと⾔え
ば遅いし、早いと⾔えばホント、早いものだよね︕
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最後の最後

2012.07.17

 たしか三か⽉前は、いつ帰国するのってきかれるたびに“あと三か⽉だよ”って答えていた。そして今⽇は、同じようにきかれこう答えた“明⽇だよ”って。三か⽉どころか、１年
間という時間だって“あ” って⾔うまに過ぎ去っちゃった︕

今週はたくさんの送別会を開いてもらった。そこでたくさんの⾔葉も述べたよ。でも⼀番最後に⾔いたかったこと、学校のみんなに⼀番伝えたかったことは、⾔葉にできなかっ
た。この⼀年、⾃分にとって⼀番⼤切だったのは、2年2組のみんなだったってことを。

今晩、みんなからたくさんのプレゼントをもらった。みんなの気持ちのアツさは、⾃分のキャパの限界を超えているよ。ある剣道部の仲間は、部活が終わってからこの３０度の
猛暑の中、⾃転⾞にのってわざわざ遠くの店まで⾏って、前に話題に出てきたトンカツを買ってきてくれた。ワンピースファンの奴は、ずっとコツコツ集めてきたフィギアを全
部僕にくれたんだ。それを丹念にぬぐいながら、ゼッタイに⼤事にしてくれよなって、何度も念を押してきた。ある同級⽣はプレゼントを渡してくれた後、また駆け戻ってき
て、袋に詰まったプレゼントを持ってきてくれた。みんなのアツイ気持ちに、僕はただ“ありがとう”と⾔うか、ギュッと抱きしめることでしかこたえられない。こんなんじゃ全
然みんなの気持ちにこたえられないよ。全然、こたえられていない。

みんなのことは永遠に忘れない。贈られたクラスのアルバムを⾒るたびに、いつでもみんなとの思い出がよみがえるだろう。みんなの笑顔、いつまでも僕のものだよ︕さよなら
は永遠のお別れじゃなくて、また会えるってことなんだ~

鄒 森笛さんの⽇記


	8852
	8872
	8875
	8876
	8878
	8882
	8889
	8895
	8902
	8912
	8920
	8922
	8939
	8949
	8950
	8954
	8966
	8974
	8979
	8994
	9013
	9032
	9045
	9058
	9059
	9062
	9078
	9092
	9105
	9113
	9121
	9135
	9141
	9166
	9186
	9197
	9209
	9210
	9215
	9225
	9241
	9251
	9259
	9268
	9278
	9282
	9286
	9294
	9304
	9320
	9332
	9334
	9346
	9355
	9365
	9371
	9378
	9385
	9390
	9397
	9404
	9416
	9423
	9427
	9442
	9443
	9457
	9458
	9467
	9474
	9482
	9492
	9496
	9507
	9517
	9533
	9540
	9563
	9601
	9627
	9641
	9661
	9695
	9748
	9782
	9795
	9824
	9842
	9847
	9851
	9876
	9914
	9925
	9939
	9961
	9968
	9989
	10006
	10051
	10057
	10077
	10083
	10084
	10088
	10097
	10101
	10104
	10111
	10133
	10143
	10149
	10153
	10175
	10191
	10208
	10232
	10233
	10234
	10254
	10271
	10293
	10315
	10316
	10345
	10354
	10374
	10379
	10408
	10425



