
⽇本につきました

2011.08.31

みなさん、おはようー

昨⽇は⽇本につきました、北京にいるときは眠いけど、⽇本へ⾏ったら、どきどきになりました。（笑）

⽇本は本当にきれいですね。

これからもよろしくお願いしますー

頑張りますよ （笑）

これは⽇本語で投稿されたものです

李 雪媛さんの⽇記



広島に着いたよ〜

2011.09.04

昨⽇村⽊先⽣と新幹線に乗って広島へやってきた

道中は⾬が降っていたりしたけど、広島についたら綺麗な⼣⽇が⾒えたよ〜。ラッキーでしょ〜。お別れの時はないちゃったけど、先⽣がずっと隣で励ましてくれたんだ。君は
これからもっとたくさんの経験をするんだって。

だから頑張る︕

ホームステイ先について、お姉ちゃんに会ったら、お姉ちゃんも銀魂が好きなんだって。だから⼀緒に銀魂を⾒たよ。嬉しい〜〜︕︕

でも今⼀番驚いてるのは家の周りの坂︕今⽇⽂房具屋さんと図書館に⾏ったら、帰りは登⼭状態・・・。でも景⾊はとっても綺麗だった。

明⽇の午後は学校に⾏くんだ。

とにかくいろいろ頑張ろう。みんなもしっかりね︕
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朝の散歩

2011.09.05

今朝は早くから、隣の奥さんの声が聞こえてきて、6時過ぎには⽬を覚ましちゃった。 ww

お姉さんは今⽇、学校へ。ホームステイ先のお⺟さんと⼀緒に、急な坂を下ってお姉さんをお⾒送り。府中町の⼈たちはとても⼈懐こくて、いろんな⼈が声をかけてくれまし
た。たくさんの⼩学⽣たちが、重そうな荷物を持って、あの急な坂を上っていきます。（……）すごーい~

今⽇の広島はいいお天気〜台⾵も遠くに⾏っちゃいました = =

お⺟さんが、この家にいる三か⽉、きっと体を鍛えられるわよって。= =毎⽇⾃転⾞を引っ張って、この急な坂を上らなきゃいけないなんて、きっといいダイエットになるよね
~

府中には、イタチなんかもまだいるんだって~楽しみだな~

明⽇からは学校。正確に⾔えば、今⽇もこれから学校へ⾏って、先⽣⽅との顔合わせ。緊張するけど、楽しみ〜みんなアニメが好きだっていうから、友達たくさん作るんだ〜

Ps︓昨⽇⾏った回転寿司、 おいしかった~满⾜~
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1⽇⽬

2011.09.06

今⽇は、学校での⼀⽇⽬。同じクラスのオーストラリア⼈の転校⽣が、まだ道がよくわからないって⾔うので= =お姉さんと⼀緒に⾃転⾞で学校へ。途中、たくさんの⼈に「い
ってらっしゃい」って⾔ってもらったの。なんだかいいカンジ~

今⽇、フランス⼈から⽇本語上⼿だねって⾔われたよ。= =ま、確かにその⼈の⽇本語って、全部フランス語なまりの⽇本語だし（……）

クラスのみんなもとても親切。なんだか私のまわりって、みんな成績優秀みたい。みんなとも仲良くなれたよ~

数学の先⽣も、授業をしながら、そばまできて、わかるかなって、何度も聞いてくれて。やさしいな。今⽇の授業は、⼤体わかりました。。。。でも明⽇は、どうだろう= =

でも今⽇⼀番ビックリしたのは、安芸府体操のこと。みんなを⾒て、⼀緒にやるだけだったけど、みんな突然、地⾯を転がり始めたの。もう、その場でボーゼンとしちゃった。
= =先⽣はあっさりと、“君もやるんだよ”って。そして砂に覆われたグランドを指さして、体育祭では、みんなでここを転がるんだよって・・ウワアア~かんべんして~

みんなにこの体操はヘンだよって⾔ったら、みんなにハイタッチされちゃった。= =

帰りもオーストラリア⼈の留学⽣と⼀緒。でも彼も道がまだよくわからないから、温泉⼝までホームステイ先の家族に迎えに来てもらうことに。みんなすごく⾯⽩い⼈たちだ
よ。それからお姉さんとJUMPを買いに⾏って、お腹がすいたので、スーパーの試⾷をつまみ⾷い。でもおいしかったあ^ ^

明⽇もこの坂に負けてられない。とにかく、いろんなこと、がんばるぞ
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週末だ~

2011.09.09

これで学校に⾏くのも4⽇⽬

ここ何⽇かはずっとオーストラリアのTOMくんと⼀緒に家に帰ってるの。相変わらず坂道は⾟いけど、でもおかげでちょっと痩せたんだ~~~ダイエット成功するかも

たくさん友達も出来たんだよお~部活でめちゃくちゃ絵が上⼿い先輩と友達になったの。わたしの名前の発⾳がかっこいいんだって。あと1年⽣の⼦には武道をご馳⾛になっち
ゃった。私が葡萄の⽪をむかずに⾷べてたら、いつもは⽪を⾷べない彼⼥たちも⼀緒に⽪ごと⾷べてたよ==

今⽇の午後は海外留学の英語の授業に参加しました。Erinが何を⾔ってたのかは全然聞き取れなかったけど、銀魂が好きだって⾔う先輩と友達になれたんだ~あとヘタリアが好
きな先輩も~嬉しすぎる

わたしが広島焼き⾷べたことないって⾔ったら、RUKAが週末にお姉さんの旦那さんの家に⾷べに⾏こうって誘ってくれたんだ。すごい感動しちゃったTAT クラスの⼭本さん
も毎⽇中国語でメモをくれるし、みんなほんとにいい⼈ばかりだなぁ~~

こないだ国語Bの授業に参加したんだけど、もうなんていうか、⽂語⽂よりも難しく感じたよ= =⽂字の読み⽅と書き⽅がほとんど違っててさ。それでも先⽣はスラスラ読めて
て、ほんとにすごいなぁって思った= =

最近は少しだけ広島の⽅⾔もしゃべれるようになってきたの。英語とかはもっと頑張らなきゃだけどね~

PS︓皆さんどうやらうちの体操に興味があるみたいだね==ほんとに⼀回転したあと、地⾯に寝転がってやるんだよ。来週の⽉曜⽇にはまたTOM君と⼀緒に習いにいくんだ==
いつも回転すると頭が痛くなる

来週も引き続き頑張るぞ~
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あれやこれやの

2011.09.13

学校が始まってちょうど１週間

毎⽇たくさんの⼈がメモをくれるの（学校のみんなってメモのやり取りが好きみたい……）携帯の番号も教えあえっこしてるんだ。週末は村⽊先⽣とお姉さんとTOMと⼀緒に
漫画図書館に⾏くんだ。超たのしみ~~

最近、英語もなんとかダイジョウブかなって思えてきたよ。実は思っていたほど難しくなかったし、電⼦辞書も復活したからね。まあ、ダイジョウブでしょう。。

ある⽇QQで友達と話した時のこと、私が︓“私のこと、おもいだしてくれてる”

って聞くと︓“もちろん、毎⽇思い出してるよ。”

この⾔葉を読んだら泣いちゃった。今⽇数学の授業中、新幹線を⾒かけたよ。もう乗って会いに⾏きたくなっちゃった。

ここでの⽣活もだんだん慣れてきたよ。坂を上ったりするのはやっぱりタイヘンだけど= =でも学校外の雑誌にも⽂章を投稿しようかなって思っている。

今⽇も体操の練習。まだ全部覚えてないけれど、とにかくみんなとやりきったんだ。転がったりするのも慣れたよ。（……）

朝起きたらなんだか、気分が落ち込んでて、⻭を磨いていたら涙が出てきた。数学の授業中もずっと下を向いていた。なんだかへんだよね。= =

でもお昼を過ぎたら復活。HIMEKOと⼀緒にお弁当を⾷べたんだよ。⼀緒に体操もして、明⽇はまた朝礼で⾃⼰紹介をしなくちゃ。午後はHIMEKOと絵を描いたんだ~

とにかくがんばるぞ
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伝説の漫画図書館~

2011.09.17

⼀週間楽しみにしていて、今⽇ついに漫画図書館へ⾏ってきたよ〜

朝、村⽊先⽣が遠くから⾞で迎えに来てくれたんだ。本当にありがたい。次も⼀緒に平和公園に⾏くんだよ︕

中に⼊るなり私は圧倒されてしまった。漫画がた〜〜くさん。私の想像よりずっとずっと多い。私の知っている漫画は全部あったし、８０年代の漫画や最新の同⼈漫画、アトム
の秘蔵版まで。⼀列⼀列、全ての棚が漫画。もちろん最も愛する銀魂も〜

４，５歳の⼦供から７，８０歳のお年寄りまで、皆漫画を読んでる。普通は⼀冊ずつの貸出し。ここ⼤好きだな〜。

でも、館内では写真撮影禁⽌みたいで、写真は撮れなかった= =でも、次も来たいな。もっとたくさんの漫画がみたい。

今⽇広島は⾬だったけど、とってもいい気分。帰りは猫も⾒て、TOMが⽇本語で「⼤好き〜⼤好き〜」って歌ってた。かわいい猫だったよ^ ^

⾞の中から野球場も⾒た。今⽇は野球の試合があったみたい。私が広島に来た時、ちょうど試合が終わって、広島が負けてた（……）

今週は三連休。来週から体育祭だ。安芸府体操もやっとできるようになったから、頑張ろう〜。

漫画図書館にはまた⾏きたい︕

漫画図書館のマーク
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ラッキーの広島

2011.09.21

今⽇はニュースをみた、台⾵は⼤変だけど、⼣⽅の広島は晴れになった、⼣⽇は超きれい︕︕学校は⼭の上だから、キラキラにしている海をみた、昨⽇を学校で広島の夜景をみ
た、すごくきれいだと思った。

昼間は寒いし、⾵も強いし。時々スカートは危ないね＝＝

⾃転⾞に乗るとき〜

先週の国語の漢字テストがあったけど、いろいろな発⾳がわからないので、低い点数取った、でも、週末はちゃんと復習したから、いい点数取ったよ、嬉しい〜〜〜

じゃけい、これからも⾼い点数をとるように、頑張ります〜

明⽇は体育祭の練習で、しかも、私の誕⽣⽇。。。。

週末は⾃分で⾃転⾞にのって、どこかへ遊びに⾏きたい。

今⽇の⼣⽇

これは⽇本語で投稿されたものです
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♥AKF 誕⽣⽇

2011.09.24

⽇記を載せるが遅くなっちゃった。。。吉迫先⽣が写真を送ってくれるのを待ってたんだ〜

9⽉22⽇は私の誕⽣⽇。⼾籍とは違うから皆知らないと思ってたよ。。

あの⽇の朝廊下を歩いていると、美術部の先輩が⾛ってきて、ハグと、とっても綺麗な飴をくれたの。私が⼀番好きな⻘⾊。ずっと「ありがとう、ありがとう」って⾔い続けた
よ。

その後クラスの⼀⼈の⼥の⼦が私を外に連れ出して、少し話そうって。ちょっと話すと、ＡＳＵが来て私に挨拶。それから教室に⼊ると、皆が私を囲んでハッピーバースデーを
歌ってくれた。⿊板いっぱいに絵が描かれていて、⼤きく「雪媛お誕⽣⽇おめでとう」と、クラス全員の名前が書かれていたんだ。

ものすごく感動してしまって、もう少しで泣くところだった= =

朝のホームルームでも、吉迫先⽣と皆でまたハッピーバースデーを歌ってくれて、森君が中国語で︓“祝你⽣⽇快乐（誕⽣⽇おめでとう）。”

と⾔ってくれた。
夜も皆からメールをもらった。

これが安芸府で過ごす、初めての、そして最後の誕⽣⽇。でも、本当に本当にうれしかった。安芸府の皆に出会えて本当によかった。私たちは永遠に友達だよ。
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帰り道

2011.09.26

その⽇のお出かけは、TOMと⼆⼈の外国⼈と⼀緒にバスで出かけたけど、道に迷っちゃったけど

ゆっくり家に帰ってきた。とてもいい天気だったから。気分が良くてみんなに挨拶。秋の⾵は爽やかで、⾊も明るくなってきた 。

狭い路地を横切って、空は相変わらず真っ⻘。⽿元には霜⽉遥の静かな歌声

⾃転⾞をそっと家の⾨の前に⽌めて、下には花が植えてある。たとえその建物は国のものでも、みんなたくさんの花を植えている。静かで素晴らしい毎⽇おくるために。

この時おばあさんが出てきて、私に微笑みかけてくれた。
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ずっと⾏くと、⼩学校が。毎朝ココを通るとき、管理⼈さんはいつも優しく声をかけてくれる。

それから、ある家の前を通ると、窓には七⼈の⼩⼈が並んでる。お⺟さんが⼀番好きだって⾔っていたのは“おこりんぼう”

この⻑い階段をあがっていけば、もうすぐ家。この⻑い⻑い階段を登りきると、広島が⾒渡せる。

今度は道に迷わないぞ



 

そして絵のように素敵な⾵景

中学の時、みんなが使っていたノートを思い出した

花はみんなの宝物、⽣活を愛する⼈たち~

それから私が好きなものをみつけたよ。すごく可愛いでしょ

私の住んでいるところは、みんな親切で、朝はみんなで挨拶を、夜は⼀緒にお散歩を

でも 坂が多いんだよね ハハ



こうして家に帰って たくさん寄り道をしてたくさんの好きなものを⾒つけて

みんなの⼼の中に花が咲いている。⼤きいの、⼩さいの。私の⼼の中の花は何⾊かな 



だんだん楽しくなってきた、、

2011.09.30

原本先⽣がわたしとTOMは全ての試験に参加しなくちゃいけないって⾔っててさぁ。聞いたときはもう⼼が折れそうだったけど、でも理科Bの先⽣がすごく親⾝にわたしたちの
ことを考えてくれて、わたしたちが問題を理解できないといけないからって、先⽣に理科Bのテストは受けなくてもいいって話をしてくれたの。でも実際問題が読めても、どう
答えたらいいか分からないっていう。。

それで最終的に数学と国語A、英語には絶対に参加することになったの。とりあえず頑張ろう。。。。

国語Bはもし全部漢⽂だったら受けてもいいかなって思ったけど、問題は⽇本の古典もあるってことなんだよね。全っ然分からないからさぁ= =読めればいい⽅だよ。。

最近体育で剣道をやり始めたんだ。先⽣が時間を⾒つけては駆け寄ってきて、⾃分の名前は中国語ではどう読むのかとか、前の学校では体育はなにをやってたのかとか⾊々聞い
てくるの。あと太極拳を教えて欲しいとも⾔われた。ぶっちゃけわたしも出来ないんだけどね= =

でも剣道はほんとに⾯⽩いよ。好きだなぁ。これからも楽しみ~/p>

お昼は友達と⼀緒にお弁当を⾷べてるよ。冗談⾔って笑いあったり、友達同⼠でお⼿紙を交換したり。中国の⼦とは中国語でお⼿紙書いたりもするんだよ。へへ。

来週にはお引越し。あと試験の準備もしなきゃ。忙しいなぁ。。

最後に丸⼭先⽣、わざわざ広島まで来てくださってありがとうございました。お⼿数おかけしてしまってすみませんでした。。
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週末のお出かけ~

2011.10.03

今週、やっと魏萱さんにあえたよ~~~~

朝、うんと早く起きて、朝⾷のパンにマヨネーズで顔をかいちゃった。

まず⾃転⾞でデパートも前まで⾏き、そこからバスで紙屋町⻄へ。地下街を何度もぐるぐるまわちゃったけど、なんとか地上に出ることができた。。広島の路⾯電⾞って⼤好
き︕

のぼってきたところがすぐに駅。そこで魏萱さんとご対⾯。。その瞬間は感動~

それからanimateへ。お店のものはすごく⾼かったけど= =

銀魂の下敷きと、定春の携帯ストラップを購⼊~

その後はPARCOへ。何気なく⼊ったお店がすごく可愛いものばかりで、結局そこでも⻭ブラシを買っちゃった= =でもどれも可愛かったな~

それと限定フィギアショップへも。もう私も魏萱さんも⼀気に萌まくり
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へへ、これはみんなもよくしっている

⼆⼈ともEVAが⼤好き へへ·

無印良品へも。ペンをお買い上げ。へへ

最後に、⾏こうねって約束していたBOOK OFF。でもどこにあるかよく覚えてなくて。。。そこでSOGOへ予定変更。すごく広いね= =1階は全部⾷料品売り場。前に⽣徒会⻑
と⼀緒に作ったのとおんなじ。⾊とか、みためが可愛いすぎ。

上のフロアで⾒つけた超カワイイカップ。今は、私のお気に⼊りなの。~



 

帰りのバスでもお⾦を間違えて⼊れちゃって、おつりがじゃらじゃら出てきちゃった。でもちゃんとわかったよ。= =今度は500円を⼊れればいいんだよね。。次はこんなバカ
なことはしないから。 ==

今⽇は楽しかった~また次のお出かけの約束もしちゃった~

中国語でたくさん話せて、気分もスッキリ 笑



深夜の⽇記。。

2011.10.07

深夜，両⽬にクマを作りながら、英語の本に囲まれて、休憩のときにこの⽇記を書いています。みんなも試験期間だよね。私は⼀⽇⽬が終わったところ。交流センターから、試
験たいへんですねってメールをもらった時には、まだ試験始まってなかったんだ。。。。。。。。。

⽕曜に引っ越しをしました。職員室で丸⼭先⽣に会えたときは、なんだか本当の家族が来てくれたようにホッとしました。あの⽇はたくさんお話をしましたね。先⽣はまるで本
当のお姉さんのようです。お別れの時はちょっと、名残惜しかったな。。。

ホームステイ先はとてもきれいな家です。家族みんなとても親切で、弟と妹がいます。⼆⼈ともかわいいですよ~~~~

学校に⾏く電⾞のっていて、接新幹線の駅まで⾏っちゃったなんて、初めてだったけど、駅員さんに聞いて、なんとか無事に帰ってこられました= =学校についてからも、国際
科準備室から、たくさんの先⽣から︓“今朝は⼤丈夫だった︖電⾞間違えちゃったんでしょ。遅刻しなかった︖”って聞かれて、もうヤッチャッタな、って= =でもこれも経
験。。

でも電⾞がすごく好きな⾃分も発⾒。なんだか⼆次元に戻ったみたい~

 

最近ずっとマリオ漬け。。午後は弟とずっとゲームで対戦。私の負けっぱなしだけど= =でも弟クンが喜んでくれると、私もうれしいな~おかげで夜の夢にまでマリオが出てき
たよ= =

⻑崎のKASUTERAのことが書いてあったdengさんの、⻑崎からのハガキを受け取った⽇に、ホストファザー、お⽗さんが出張先の⻑崎からKASUTERAを買ってきてくれたの。
本当においしかった︕おいしすぎ~でも値段にはビックリ。。

 

⽇本って、⼿紙も葉書も早く着くんだね。これからはみんな、たくさん⼿紙を出そうよ~

 

今⽇の⼀⾔「 どうしたん」お⺟さんがこれは広島の⽅⾔だって。そういわれてみれば、前に習った時とアクセントも違う。周りはみんなこういってるけど。。。いまは「 わ
からない 」って⾔うときは「わからん」っていっちゃう。 ほかにも「知らん」「 おらん」なんて動詞も使っちゃう

 

これからも上⼿になるよね。

 

以前は、⽇本に⾏ったら中国より勉強は少しは楽になるって思っていたのに。。。国際科って英語が多くて= =
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よし。さあ、また単語を覚えなきゃ



集まり

2011.10.10

昨⽇の午後昼寝しようと思ったらいつの間にか2時間も寝ちゃってて超びっくりした。でもおかげでここ何⽇かの⽬のクマは全部消えたよ

4時過ぎに隣の古川家に⾏ったの。⽊造の家で、すごくすごく綺麗なんだ。⽞関に⼊るや否やまるまる太ったワンちゃんが⾶び出してきた。そこで成都の家で飼ってたこれ以上
太れないんじゃないかってくらいまんまるに太ったインコのことを思い出しちゃったよ

これは最近の写真

弟も妹も⽝が怖いみたいだったけど、わたしはまるで仲間を⾒つけたみたいに、“Baby"と叫びながら⾛っていってワンコと遊んでた。危うく⾃分のファーストキスまで捧げち
ゃうところだったよ= =

それからみんなでUNOで遊んだ。今までやったことなかったけど今では結構好きになったよ

⼀緒にご飯。ワンコも来たよ

わたしがなりふり構わずこのお⾁に噛み付いていたら、ワンコも危うくわたしの上に乗っかってくるところだった= =

それからみんなでWiiで遊んだよ。⽇本に来て1年したらわたしのゲームの腕前もかなり上がるんじゃないかな。マリオに限らずね

休憩のときに古川姉妹とそれから弟クンと妹チャンで⽝の散歩に⾏った。夜は⽝の散歩に出かける⼈が多いみたい。あと⽇本では、ワンちゃんがウンチをするとすぐにビニール
袋で拾って、オシッコをしたら⽔で綺麗に洗い流すっていう習慣があるらしい。でも成都でも今はビニール袋で拾ってるよね。。

家に帰り、ワンコもお疲れの様⼦
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うちらも疲れたよ

また遊びに⾏きたいな~~ご飯もすごく美味しかったし、お隣さんもみんなすごく優しかった。それにワンちゃんもすごく可愛かった~

今⽇は古川姉の⼤学の⽂化祭に⾏くんだ。超超楽しみだ~



⼤学⽂教祭

2011.10.10

今⽇はおとなりのお姉さんと、おねえさんの⼤学の⽂化祭へ⾏ってきました。広島のこっちのハジからあっちのハジまで移動するので、電⾞で１時間ぐらいかかったけど、お姉
さんはすごく⾯⽩い⼈なので、電⾞の中でもずっとずっと、しゃべってました。

から揚げとたこ焼︖みたいなのを買って。おいしいし、すごいボリューム TVT しかもね、売り⼦のお姉さんはみんな、すごくカワイかったよ~

⽯段に座って休んでいるときに、お姉さんが先⽣に電話を。先⽣も来てくださって、⾷べ物買ってもらちゃったった~その先⽣は、私の前の物理の先⽣に似ていたよ= =

おいしくて、⽢い~

それとアイスクリームも。ホント可愛い~~しかもおいしい~
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それからダンスのステージを観に。帰る準備をしていると、お姉さんのお友達の瑞基さんと会いました。すごく⾯⽩い⽅でしたよ。それからKIMUKIMUさん、美⼈だった~

駅に向かう途中で。⼤学の外の⼟⼿がきれい

なんだか今⽇は⾷べてばっかりだったけど、２９⽇に瑞基さんの⼤学祭に⾏く約束もしました。しかもそこってホストマザーの⺟校なの~

帰ってきてから、またお隣の⽝と遊ばせてもらって。⽂賀お姉さんに漫画も借りました。

うん、楽しい⼀⽇でした。



そういうことか。。。

2011.10.13

この学校に通い始めて１か⽉、ついに「ちがう」ところをみつけた= =

先輩に挨拶をするとき、私はいつも⼿を振りながら YAHO~って、⾔ってたの。だけどある⽇、友達とパンを買いに⾏った時、美術部の先輩に会ったので、⼿をふって挨拶をし
たら、友達はパッとお辞儀をして、先輩、コンニチハって⾔ったんだよね。

周りに⼈がたくさんいたのでジロジロ⾒られちゃった= =

その時、⼼の中でこうつぶやいていたの︓“そうか、そういうことだったんだ。。。。。。”

なんでみんな、私が留学⽣だってすぐにわかるのかようやくわかったよ。。

パンを買ったら、今度は３年⽣の先輩に会ったの。また私は⼿をあげて振ったら、友達は横で深々とお辞儀を。。。

ちゃんとわかったのは良かったけど。。ムリ、直せないよQAQ
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バーベキュー（野炊）

2011.10.16

タイトルは⾃分で翻訳してみたの。。。。中国語だとこういう意味かなww

今⽇は朝イチでお隣の家のお姉さんに、漫画を返しに⾏ったの。その時に成都からもってきたパンダのしおりを渡して。後ろには英語で説明が書いてあったんだけど、お姉さん
はそれを⾒て“読めんよ︕︕”さすが。。。

また⼭ほど漫画を貸してもらって。。これで今週もさびしくないぞTVT

１０時半に家を出発して、⽬的地の広島森林公園へ。すごくきれいなところだったよ。

まず荷物をまとめて、バーベーキュー場へＧＯ~

途中にちょっと⾯⽩い橋があったよ。前に⾒たのよりも、ずっとずっと、⻑かったけど。

バーベキュー場に到着したら、さっそくホストファザーの会社の男の⼈たちがバーベーキューの準備を開始。⼥⼦は遊びに~~~TVT

⼦どもがいっぱい。私が最年⻑だけど、あれ、そうじゃなくて、もう私は⼦供じゃなくて、⼤⼈との中間かな。とりあえず写真担当。。= =
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⼦どもたちは、のぼっては滑ってくる。ズボン破けちゃいそう= =へへ

準備ができたらさっそくスタート。この時私は、もちろん男⼦チームに。。男の⼈たちにまじってさっそくお⾁をパクリ。なぜか男⼦の中に⼊っても違和感の全然ナイ私って=
=

銀魂の話が出たら、あるおじさんが、⾃分も好きだよって。それから成都の紹介をしたり、みんなに写真を⾒てもらったり。みんな、いい⼈たちばかりだったなww

私のタレは⾟⼝。⾟いはずなのに、⼝に⼊れたらどうしてこんなに⽢いの︖︕ここの⾟いって、四川のとは基準が全然違う。⾟いものが全然⾟くないよ。。= =

みんながある⿂を取り出して、それを⾒た瞬間、凍っちゃった

みたこともないvv

⾷べて飲んで、⼗分満⾜したら⼭の上野公園へ。もちろんここで私は⼤⼈グループのメンバーへ。⼆⼈のお⺟さんたちと⼀緒に座っていたんだけど、そのうちのひとりが広島訛
りがキツくて、⾔っていることが全然わからない。その⽅、つっこみはがすばらしかった。すごくい⾯⽩い⼈だったな。またお会いしたい~

まとめ~今⽇はお腹がいっぱいで（……）



たくさんのおもしろくていい⼈たちに出会えて、みんなに私がどんなふうに過ごしているのか、聞いてもらったよ。それと成都ってどんな街なのかも話して、私の話を聞いて、
成都に⾏ってみたいなって⾔ってくれた⼈もいたんだVVへへ

⽇本に来てから、年⻑者と知り合う機会も多くて、⾃分もなんだか⼤⼈になった気分。落ち着いて物事を考えるようになったりね。私の周りも学校の先⽣をはじめ、いい⼈たち
ばかり。ココでの⽣活にもだんだん慣れてきたよ。きっと中国に帰ったら、ここでのことは⼤切な⾃分の財産になるんだろうな~

以上、今⽇のまとめでした~また⾏きたいな~ またみんなとお話がしたいよ~



友達

2011.10.19

今⽇、鄧さんからのハガキを受け取った。最後に、彼も深い孤独を感じることがあると書いてあった。

夜、パソコンのなかの、⽇本に来た時の研修の写真を⾒ていると、こわいぐらいに周りがシンと静まり返っている。そして以前にいた学校や、みんなと笑いあった⽇々のことを
思い返す。

最近、易さんの元気がない。みんなネットで彼⼥を励まして、もちろん私も。きっと全てが良くなる、きっとみんなが楽しい、有意義な留学⽣活をおくれるから⼤丈夫だって。

その⽇の夜、夢に劉さんがでてきた。夢の中で彼⼥は新幹線に乗って静岡から広島に来てくれた。私たちは⼀緒にANIMATEへ⾏って、ご飯を⾷べて、いろんなことをした。

そして⽬が覚めて。

なによりも、いつもの易さんに早く戻ってほしい。元気を出して、私たちが応援しているから。

鄧さんにも、楽しい毎⽇を送ってほしい。

 

私たち32⼈はずっと友達だよ。みんなで⼀緒に頑張ろうね。
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遊び⾏ったよ~

2011.10.22

今週はまた⼤好きな魏萱と遊びに出かけたよ~~~会えて本当に嬉しかった~

うちのそばのソレイユに⾏ったよ。ショッピングセンター。彼⼥はどんどん⽇本⼈に似てきてる。上はセーター、下はひざ上のホットパンツ。⾃分がすごく遅れてるような感覚
になっちゃった= =

⼀⽬ぼれのビスケット

名前は⿊猫。⼆⼈とも⼀瞬でトキメイタ。最後の⼀枚は魏萱に真っ⼆つに割られて⾷べられました= =ひどいよおお

そのあとはお店の中をぶらぶら。値段は⾒ないふり= =⽇本にきてから、私たち価値観が変わったと思う= =

その後お腹がすいたので、ご飯へ。。ご飯の後、魏萱が買い物に⾏ったけど、時計を⾒るともう5時過ぎ。。。

3時間もここにいたんだ = =

そして得られた結論︓私たち、本当にどんどん⼥の⼦らしくなってきてる。⾚とかピンクとか、平気になったもん。。前の私は確かに男っぽすぎた。それは⾃分でも認めるよ=
=

外に出ると、⾬の後の⼣⽇が⾒れたよ〜

世界は美しいって思った。。

それに秋の訪れも感じたよ〜
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魏萱~

魏萱は今とっても元気だよ。中間テストでも化学でものすごい⾼得点だったらしい- -次も遊ぶ約束したよ~

 

帰りの電⾞で⻄野カナの曲を聞いた。

「じゃあねっていってからまた、

五分もたってないのに

すぐに会いたくてもう⼀度、

もしもふたりで帰る同じだったら。。。。」

これを聞いて魏萱を想った。帰る⽅向は違うけど、友情はどんどん深まってる。広島に私と⼀緒にがんばる⼈がいるって思うだけで、どんどん⼒が湧いてくる。

他の皆も頑張ってね。

次は劉⼦嫣も来れたらいいのに。。笑

私も頑張らなきゃ。

最後に張家前の夜景

 



島根

2011.10.24

（さっき、書いた⽇記をうっかり消しちゃった。ショックゥゥゥゥゥ= =）

 

⽇曜⽇、ホストファミリーと島根県に「いもほり」（中国語でなんて⾔ったらいいのかな）に⾏ってきました。

⾬交じりのお天気でしたが、みんなカッパを着て畑へ。

働いている写真~

⼤根よりも⼤きいサツマイモもあったんだ。こんなの⽣まれて初めて⾒たよ。。⾊だってこんなのみたこともない。でもおいしかった~

それから温泉へ。島根の⾵景って、本当にきれい~しかも⾬上がりだったので、⼭の上には雲がたなびいて、うっすらと、虹まででていたよ~

パチリ

温泉は、⽊でできた建物で、露天⾵呂からは⼭を眺めることもできました。⽇差しも差し込んで、中国でみんな使っていた韓国のノートの表紙を思い出しちゃった。本当にキレ
イ~

でも写真を撮るのはチョット。。。

それからいいカンジのお店へ。カレーとピザを⾷べて、ＢＧＭにジャズが静かに流れて、雰囲気満喫。
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良い⾷べっぷりでしょ~

お腹がいっぱいになったら、ハンドメイドのお店へ

これはみんなお店の⼿作り~すごい。。

ろうそく作りの材料は、⼩物も⼊れて２５０円。たっかいロウソクだ= =

妹と⼀緒に作ってみました~私はユラユラお星さま、妹はカントリー⾵のプレートを。



材料の準備

作っているところ。⾒よ、私の緑の⿊髪。（カンケイナイ== ）

私も織姫のようなデキル⼥の⼦~（何⾔ってんだか。。。）いいなあ~中国に持って帰って⼤事にとっておかなくちゃ︕

 



お店の前の花壇。なんだがヨーロッパのガーデンみたい~

それからアイスクリーム~⾃分のところで飼っている⽜の⽜乳でつくったんですって。すごくおいしかった~

帰り道は、ほとんど眠っていたけど。。。

今回の旅⾏で、以前の旅⾏のことを思い出しました。⻑いお休みに⼊ると、お⽗さんが⾞で旅⾏に連れて⾏ってくれたことを。私は⾞の中でぬくぬくと眠ったり、⾳楽を聴いた
り、写真を撮りまくったり、好きなことさせてもらっていたな。。

なんだか暖かい気持ちになります。⾃分の家に帰って来たみたいです。まるで以前、両親と⼀緒に家族旅⾏に⾏ったときと同じ気持ちになりました。

とても楽しかったです。今⽇⾒た景⾊は、⼀⽣忘れません。

最後に１枚。⼀花⼀世界





⽇常⾮⽇常

2011.10.31

今⽇、通学の満員のバスの中で、ばったり美術部の友達と⼀緒になったの。もっとびっくりしたのは、その⼈と帰りの電⾞ルートもほぼ⼀緒だったこと。。

なので⼀緒に駅に向かうと、私たちの後ろからやってきたノルウェーの留学⽣が、私たちを追い抜きざまにちょっと挨拶をして、そのまま駅のほうへ⾛って⾏ったんだ。私たち
はまたゆっくりと歩き続けて。

その時電⾞が駅に⼊ってくるのがみえた。。。。。

私︓『あああ、電⾞来た━(ﾟ∀ﾟ)━!。。。』

栞︓『そうね。』

私︓『だから先のノルウェーの⼦⼀⽣懸命⾛ったよね。。。。（それでも私たちはまだノンビリ。。）』

栞︓『まあ、⾛ろうか。』

私︓『⾛ろう。』

⼆⼈とも猛ダッシュ︕髪がぐしゃぐしゃになってもかまっていられない。このダッシュだったら、体育祭でも紅組で１位がとれただろうな。。。。

 

栞︓『俺は絶対間に合わないああああ︕︕︕︕』

伝説の少⼥が叫ぶ。。。

警笛が聞こえてきて、でも何とか駅にはすべりこんだ。この時、私は右側のゲートから⼊って、彼⼥は左側から。もうバッチリ衝突。。。ゲートが閉まった時、彼⼥はまだ外
に。。。。。

すると彼⼥がポツリと⼀⾔『俺は帰るのはこの電⾞じゃなかった。』

私はその場でしばらくボーゼン。。。

かわいそうな栞。私と⼀緒にあんなに必死で⾛ってくれたのに= =

 

ある⽇の家庭科の授業中のこと。先⽣はわりとアツくなりやすいタイプ。授業中、突然⾵が吹き込んできて、私の教科書のページがパタパタとめくれたの。それを⾒た隣の席の
葵がふき出しちゃったんだけど、先⽣はキッと、表情を引き締めて、今笑ったのは誰ってきいたんだ。

この時私が顔をあげたら、彼⼥は私のほうを⾒て、⽬を細めて、⻭を⾒せてニッと笑いかけたの。= =

もう、もっと笑っちゃって= =

 

最近友達が増えたんだ。私の携帯の前のユーザーの友達が、突然、今何してるのってメールを送ってきたんだ。。。沖縄の向陽⾼校の⼈みたい。何度もメールをやりとりしてい
るうちに友達になっちゃった。~~嬉しいな~

今週もたくさん友だちをつくるぞ
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誕⽣⽇おめでとう

2011.11.05

昨⽇はお⽗さんの誕⽣⽇。本当のお⽗さんね。。。= =

お⽗さんおめでとう〜〜。村⽊先⽣にお⽗さんの写真を⾒せたら、⾹港スターみたいで

かっこいいって︕︕

 

明⽇はお⽗さんの誕⽣⽇〜。ホストファミリーのお⽗さん〜

お⽗さんはとっても家事が上⼿なんだよ︕お⺟さんが腰を痛めたから、ここ数⽇、お⽗さんがご飯を作ったり、洗い物したり、弟君の⻭を磨いたり。。男のお⼿本だよ︕

本当のお⽗さんは、夏休み毎朝「今⽇の朝ごはんは麺にするか︖」ってそればっかり。。。

ホストファミリーのお⽗さんは優しくて家事もできてさ︕幸せ〜

あの⽇の朝、妹達に「今⽇はお⽗さんの誕⽣⽇なんだ」って⾔った。そしたら全員に同じ質問をされた。「本当のお⽗さん︖」

何にしてもね、⼆⼈とも私のお⽗さんだよ~

 

お誕⽣⽇おめでと~~~

オヤスミ~
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問題が。。，

2011.11.13

どうして⼼連⼼で⽇記の写真がアップできないの︖︕

昨⽇、⾺⿍馨も同じことで悩んでた。。

先⽣、助けてください。。
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超ハードな⼀週間。。

2011.11.21

さっき、カーペットをひいた床の上に寝転がって宿題をしていたら（冷える。。。）グラグラと揺れ始めた。安全と⾔われていた広島での地震だ。盛りだくさんのこの1週間
に、さらに記すべきことが起こった。。

今⽇は1年⽣の前で⾃⼰紹介をした。先⽣がUSBを挿すころには冷え冷えと。。まずは中国語で⾃⼰紹介をして、しかも平⾆⾳がでないまま吹き出しちゃって。。でもなんとか
冷静でいられた。。

成都外国語学院が映し出されると、会場から感嘆の声があがった。なんだか誇らしかったな。やっぱり私たちの学校は本当にきれいだね~~~

もう⼀枚~

明⽇は茶道部のお茶席。

あさってはボランティア活動会議

しあさっては、国際科の3年⽣の前でまた⾃⼰紹介を

四⽇後は国際科の意⾒発表会。私は留学⽣代表に選ばれたんだよ= =

五⽇後は。。。。（もういいか= =）

とにかく、この1週間は超忙しいの。でも超楽しみにもしているんだ

これからもがんばるぞ~
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⾟いけど楽しい茶道。。。

2011.11.26

⽕曜⽇に茶道部に誘われて茶道の体験をしてきました。前に劉丹荔からすごく痛いって聞かされてたんだけど、今⽇になってようやくその⾔葉の意味を⾝をもって知ることが出
来たよ= =

中に⼊るときからもう既に正座。中に⼊ると着物を着た先⽣が⼀番後ろに座っていて、こちらを⾒つめながら微笑んで、⽇本⼥性特有の穏やかな⼝調で⻑々となにかを話してた
（⼊れ⻭だったから、何⾏ってるか全然わかんなかった= =）

この隙にTOMとこっそりパチリ。。

 

まず⽣徒会の会⻑がお⼿本を⾒せてくれた。会⻑は茶道部じゃないんだけど、でも茶道を習ったことがあるらしい
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⼀回失敗したけど、その後無事成功。先⽣の解説を聞いてたんだけど茶道ってほんと難しいんだね。座る場所から、道具を置く場所に⾄るまで全部決まりがあるんだもん

隙を⾒つけて、お菓⼦をパクリ。うぅんでも⽢すぎ= =

まずTOMがお茶を飲んだ。飲むときは正座して、正しい姿勢で飲まなきゃいけないらしい。そのため⾜が痛いと訴えるTOM。。。。

 

わたしも飲んだよ。ちょっとほろ苦いけど、すごく美味しかった。あまりに熱くて涙が出そうになったよ。。



茶碗~~（この⽅向であってるのかしら。。）

 

2杯⽬のときもTOMがまた⾜痛いって

 

その後は実際に⾃分で体験

先⽣がすごく簡単に教えてくれたんだけど、でもやっぱりものすごい難しかったQAQ 置く場所、道具を持つ姿勢、茶碗の⽅向などなどなど。それにお茶をたてるとき中々泡が
たたなくてさ。会⻑がやってたときあれはもはや⼿じゃないって思ったね︕あれは機械だ︕︕あまりにスピードが速くて思わずポカンとしちゃったよ。。。。

その後⾜があまりに痛くて⽴ち上がってもカニ歩きになっちゃうという。。



終わるときに、会⻑が退出するときの礼儀を教えてくれた。やっぱり正座したままだったんだけど、襖を閉めるときに思い切りぶつけちゃって、思わずそのまま倒れ込んじゃっ
たよね

いたー︕︕︕∑(＞д＜) !! ⼤声をあげて地⾯に倒れこむわたし。。

でもやっぱり茶道をやってるときって⼼が静まってる感じがするんだよねww

伝統的な⽇本⼥⼦になるのも難しいけど、茶道が出来る伝統的な⽇本⼥⼦になるのはもっと難しい︕︕︕

最後に学校から⾒える夜景をペタリ~



1枚の写真からの連鎖反応

2011.12.01

facebookで有賀先⽣をお友達に登録した後。。ひそかにある画像を保存した。。それには後井先⽣、諸⽥先⽣、有賀先⽣が写っている。温泉で撮ったもの（本当に間違えちゃ
ったんです）

それからその⽇幼稚園に⾏ったら、私の隣に座っていたパパが、すごくかっこよかった。イケメン~~そしてこんなことを考えて︓

このパパと有賀先⽣、どっちのほうがカッコイイかな~

先⽣の⽅がチョットかっこいいかな 笑

やっぱり幼稚園のコはすごく可愛いね。。

 

写真を⾒たその晩、⼼連⼼のパソコン室にいる夢を⾒た。有賀先⽣はあの⻘いシャツを着て、ポインテッドトゥの⾰靴を履いていて

李、何かわからないところある︖

⽬を覚ませば、⻑く続く夜= =

 

後井先⽣、ベトナムはいかがでしたか︖きれいな⼥の⼈がたくさんいましたか~~

 

中間研修が楽しみだな。みんなに会いたい︕︕︕
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Love AKF

2011.12.02

今⽇もいつも通り安芸府前の坂を上ってるところで、⾵季に出くわした

“雪~おはよう~Mua~”

“⾵季おはよう~Mua~"

⾵季にこの単語を教えてから、彼⼥はわたしに会うといつも投げキッスのポーズをしてくるの

“学校楽しい︖”

“うん︕すごく楽しいよ”

“よかったぁ。”

⾵季はいつもの冷静な声で⾔う。わたし⾵季の声が⼀番好きなんだよね。毎回ツッコミを⼊れられる度にすごくすごく嬉しくなる

今⽇⾵季は中国語を始めた。クラスにいるもう⼀⼈の中国⼈の⼥の⼦Muiについて聞いてくる

“Mui,しねばいいのにってどうやって⾔うの。”

“漂亮（美しい）だよ”

そうしたら⾵季ったら本当に下⼿な中国語でMuiに“漂亮︕”って⾔ったの。その後わたしたちが聞いたのは

“ずうずうしいなぁ。。”思わず噴出しちゃったよね

でも最終的にちょっとは中国語覚えたんだよ= =

⾵季と⼀緒の帰り道、駅で電⾞を待っているときに

“そういえばいつ中国帰るんだっけ︖”

“来年の7⽉。”

“あぁ。。”⾵季はちょっと視線を外してから

“ゆき、もう帰らんでいいよ。（原⽂ママ）”

相変わらず落ち着いた声。遠くから踏み切りの⾳が聞こえてくる

“ありがとう ⾵季（原⽂ママ）”

“忘れないね。（原⽂ママ）”

わたしは頷いた

毎⽇変わらない⽣活の繰り返し。例えその中でどんなにたくさんの困難にみまわれたとしても

わたしには⾵季という友達がいる

ほんとうだよ 安芸府に来れたことはわたしの⼈⽣で⼀番の幸せ
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キラキラ輝く冬のプレゼント

2011.12.07

昨⽇、お⺟さんからのプレゼントが届いたんだ。中には弟と妹へのパンダのぬいぐるみのあいだに、ブルーの⼩さい袋が挟まっていて。。

それをみたホストマザーが︓“あら、スワロフスキーじゃないの”って。

本当だ︕待っていたプレゼントだ~~~~５⽉の前に、お⺟さんが、私がもし⽇本に⾏けたら、くれるって約束していたんだ。（ずいぶん待ったなあ--）

みて︕⼀⽣懸命英語の勉強をしているよォォ︕︕︕

今⽇の午後、太陽の光線のカンジがよかったので写真を撮ったの~~

私のキラキラ輝く冬のプレゼント~~もう気分は最⾼にハイ。たとえ試験期間中でもね= =

それから、成都のビーフジャーキーも送ってくれたよ。
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みんな、私が中間研修までガマンできたら、みんなにも⾷べさせてあげるからね。~ムリっぽそう。。

それから⾟い⾖腐⼲、⾷べると体がポカポカあったまるんだよね~

もちろん中国の教科書も⼊っていた。= =がんばって勉強しますよ。。

あったかくて、キラキラ光る冬のプレゼント。

お⺟さん愛してるよ~~



程程ちゃんが迷い込んだ夢の国に、私も

2011.12.12

⼟曜⽇の夜に、ホストファミリーたちと、マレーシアからの留学⽣と⼀緒に「イルミネーション」を⾒に⾏ってきました。

程程ちゃんが⾔ってた通り、本当に夢の世界に来たみたい

なんてステキ︕︕イルミと⼀緒に写真を撮ったけど、私がよく⾒えない。。。

みんなへ、愛をこめて~

シンデレラの⾺⾞も
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これもすごくきれい。。

このお城にはみんなヤラレた︕ってカンジ。カメラをつかんで写真撮りまくり。もうきれいすぎ︕︕

ファイト︕オ~

仙台にもこんなのがあるんですって~



これがお気に⼊り。のっぽの樹のてっぺんに、お星さま。マレーシアの留学⽣が、中国語で私にこれいいねって⾔ったんだ。·

船~これもいいよね~

そばで⼀枚~きれいじゃない~



紅葉だ~まだ紅葉が残っていたんだね~

紅葉って⾔えば⽇曜⽇に、ホストファザーが宮島からもみじまんじゅうを40個近くも買ってきたの。でもこれって⼤好き︕おいしい~~

私もお⺟さんも⾔葉では表現しきれないので写真をいっぱい載せるね。でも今回の写真が⼀番のお気に⼊り~

こんなきれいな夜景をみに連れてきてくれて、ホストファミリーの皆さん、本当にありがとうございました。本当に夢の世界にどっぷりつかっちゃった~



四川⼈として

2011.12.18

四川⼈だったら、成都外国語学校の⾷堂で、激⾟の⿇婆⾖腐を⾷べてこその四川⼈。

ここで⾃分は、最強の⾟党だ。。

餃⼦を⾷べるときは唐⾟⼦にもラー油をたらして

鍋料理にもトウバンジャンをひとつまみ

親⼦どんぶりにもトウガラシをふりかけて

あー、幸せ。。。

今⽇のお鍋の時、ホームステイ先のお⽗さんも私と⼀緒にトウバンジャンを投⼊。

トウバンジャンを⼊れて︓“おいしいっ︕︕︕︕”

お⽗さんはパクリと⾷べた途端、汗が噴き出してきた

お⺟さん︓“みてみて、お⽗さんったら、汗が⽌まらないわよ。”

お⽗さん︓“ちがうよ。鍋が熱いから、汗が出ちゃうんだよ。”

。。。。。

夏休みに、おばあちゃんが料理を教えてくれた時のこと。キャベツ炒めを作っていたら、おばあちゃんが⾟い⻘海椒をドバっと⼊れたの。

もうその時は⽬がちかちかして涙が出てきそうだった。

ホストファミリーがトウバンジャンを私のために買ってくれて、感謝です。お⺟さんも、⾟いのが苦⼿なのに、⾟い⿇婆⾖腐を作ってくれて。

四川⼈なので、やっぱり、⾟い物がないとダメ。。
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また明⽇

2011.12.23

夜エアコンの温度を24度に設定し、番組表を開く 最後の⼀曲はJUJUの《また明⽇》

いつだってわたしに⾊んなことを思い出させる。家族、友達、成都

⼀

その⽇の空はすっきりとした冬晴れで、初冬の⽇差しが机の上を照らしていた。お弁当も⾷べ終わり、ちょっとした睡魔に襲われる。

こうしてゆっくりと職員室に⼊っていく。

“久しぶりだね。”

“はい、久しぶりです。”

“座って。”

ちょっと世間話をしてから。

“丸⼭⽼师は⽴ち上がった。”

“あれ︖”

先⽣は落ち着いてこの⽇本語の意味を教えてくれた。

“嘘でしょ?!” これがわたしの最初のリアクション

“ほんとだよ。”

……

“失礼しました。”

ドアは閉まったけれど、⽬の前がすごく眩しく感じる。三年⽣の先輩がわいわい騒ぎながら社会科室に⼊っていくのが⾒えた。

⼆

3⽉、まだ中学3年⽣だったときに、わたしは初めて先⽣の名前を⽬にした。

“わぁ。かっこいい名前。”隣にいた友達がすぐに⾒つけた

“なんていうんだろう。すごく不思議な⼒を感じる。”わたしは思わず笑ってしまった

まさか5⽉に北京でまた彼⼥に出くわすなんて思いもしなかった。でもまだ先⽣が楽しそうに笑いながら話をしてくれたことを覚えている

“わたしは横浜出⾝です。”今でも当時の先⽣の表情を覚えている

 

“⾯接すごい楽だったね。”終わった後わたしたちはお互いにそう⾔い合った。

 

三

初めて彼⼥にメールを送り、次の⽇の朝に返事が返ってきた。嬉しくてしばらくはしゃいでた。⾃分の⽇本語が間違っていたことにすら気付かなかった

そして2回⽬のメール。

3回⽬。。。4回⽬。。

時々夜に彼⼥からのメールをもう⼀回読み直したりもしてる。何度も何度も、彼⼥はいつも真剣にわたしを励ましてくれる。それを読む度に、よし次の⽇も⼀⽣懸命頑張ろうっ
て思える。あらゆる困難を乗越えていこうって思える。そうすれば次回そのことを彼⼥に伝えられるから
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そしてわたしはやり遂げた

そう、今では ⾊んなことが出来るようになった

たくさんのことを乗り越えることが出来た

そうしてやっぱり⼀番最初に思い出したのが、いつも励ましてくれていた彼⼥のこと。

四

気持ちのいい晴れの⽇、わたしはゆっくりと階段を登っていた。⼿には美術の教材が抱えられている

わたしはこれから抽象的な作品を作る。

まずは顔をつくり、それから右⽬はお花、⽿は葉っぱ

わたしはこの絵の彼⼥をストレートヘアにしようと思う

そうこうしているうちに視界がぼんやりしてきてしまった

慌ててふき取る。やっぱりショートヘアにした

“素敵ですね”美術の先⽣からの評価は 合格

 

五

曲が終わった

部屋の中の温度もちょうどいい感じになってきた

アウンサンスーチーに関する英語の課題も 終わらせた

冬⾄ももう過ぎた。なんでも明⽇は雪が降るらしい

“わたしはずっとあなたを励まし続けるよ。あなたが頑張れるように。”この⾔葉を思い出すたびにいつも泣きそうになってしまう。

⾃分のため、彼⼥のため、そして⾊んな⼈のために わたしはこれからもしっかりと⾃分の選んだ道を歩いていこうと思う。

わたしはもう隠れて泣くような⼈じゃない。⼈⽣に別れはつきもの。たとえわたしがそれに耐えられなくて、ずっと泣き続けることになっても

わたしはそれでも笑って彼⼥を祝福したい

ありがとう、丸⼭先⽣



お正⽉の⾷べ物

2012.01.02

みんな明けましておめでとう︕⽇本で迎えた初めてのお正⽉はどうだったかな~

残念ながら私はお刺⾝が⾷べられないんだけれど、⽇本のお正⽉って、他にもたくさんの特別な⾷べ物や、おいしいものがいっぱい。

今朝起きたら、ゆうべ雪が降っていたんだ~

それからホストマザーと⼀緒に午後のおにぎりづくり（私が握ったのは全部まるいのだけど。それは⾃分で⾷べたし。。）

それからスーパーに買い出しへ

以前、よく成都の伊势丹でお寿司を買って、朝⾷で⾷べていたのを思い出すなあ

ずらっと並んだお刺⾝、値段が5980円、衝撃。。
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とてもきれいにできているんだけど、値段⾼すぎ。。

おいしそうなカニ~

前にこんなことを話したことがあるんだけど、ホストマザーが、初めてこれを⾒て、最初に⾷べた⼈ってホント、偉⼤だよねって⾔っていたの。でもこの写真を撮るために私も
勇気を奮い起こしたんだから。まだ動き出しそうだよね。イヤー。でもおいしいんだよね︖

このあたりじゅう、いいにおい~



ウサギ年は終わっちゃったね

みんな、良い⾠年を~

 



学校が始まって１週間。気持ちはフクザツ

2012.01.15

学校が始まって１週間。

始業式の朝、⾵季とおもいっきりギュッと抱き合って（前の晩に、約束してたんだ。。）。

今学期はいろいろなことがある。オーストラリアのTOMが、来週帰国。だから⼟曜⽇に送別会を開いたの。カラオケに⾏こうって⾔ったんだけど、TOMってすごく歌がうまく
て。。みんな携帯で録⾳したんだ。ホント、コンサートだってできちゃうよ。。

帰りの電⾞のなかで、⾵季が録⾳したものをちっちゃな⾳で聴いていたんだ。そうしたら、まわりも超シーンとなっちゃって、みんなに注⽬されちゃった。

ホント、TOMって歌がうますぎ。

だいだい男⼦が歌っていたんだけれど、みんな⼒いっぱい歌っていたから、ちょっとウルサかった気も。。１曲⽬は中国⼈の男の⼦が歌ったの。曲名は「⻩⾦魂」。タイトル通
り、歌も迫⼒。。声量も⼤迫⼒。。

いつもはおとなしめの男⼦が、その⽇は⿊いコートを着て、⽩いマフラーを巻いてきたんだけど、なんだか映画の登場⼈物みたいだったな。。そしてその⼈はロックを歌いまく
っていた。。

すみの⽅でずっとFACETIMEをいじっていた私と⾵季はもうビックリ。。

 

それから⼥⼦たちはご飯を⾷べに。私と⾵季以外はみんな、ヒールの靴を履いて、ミニスカ、お化粧もしていたんだ。冬休みに魏萱さんと遊びに⾏ったとき、スカートとタイツ
を履いていこうねって⾔っていたんだけれど、当⽇は朝から⼤雪が降って、仕⽅なく地下道で彼⼥を待っていたら、結局は、ふたりとも厚⼿のズボンを穿いてきた。。

私たちはおしゃれよりあたたかさ優先=V=

それから靴をお店にみにいって。みるのはやっぱりヒールばかり。あるコなんて、ヒールをはくと私と同じぐらいの背になるの。。。

古着屋さんでおもわず⼀⾔︓“カワイイ~~なんてカワイイの~~”たくさん服を買っちゃった。。

このとき⾵季といっしょにTOMへのプレゼントもさがしていたんだけど。。。

 

 

男の⼦たちは昼の１２時から夜の７時までぶっ続けでカラオケだったんですって。みんなカラオケが好きなんだね~

私はそこまでカラオケが好きじゃないな。やっぱりウルサかったし。今度クラスの⼥⼦でカラオケに⾏くときは、こんなにうるさくないよね。=V=

 

来週、TOMは帰国。。この何か⽉間のことを思い出して、たくさん彼に助けてもらったな。。海外留学の授業中、何度も︓“わかった︖”ってきいてくれたな（ほとんどわかって
なかったんだけれどね。。）。それからものすごくていねいに、外国⼈の先⽣が⾔っていることを私に説明してくれた。本当に彼のおかげで、英語がわかるようになったし。。

TOMが私に︓“李さんは僕のBESTフレンドだよ。”って、いってくれた時は感激したな。QAQ

別れはつらいけれど、オーストラリアに帰ったら、中国語を勉強するよって⾔ってくれたんだ。

私も⼀⽣懸命英語を勉強するぞ︕

いつかまたどこかで会えますように。

前学期の英語の期末試験はヒサンだった。国際科主任の、別のクラスの振り分けられちゃったよ。もっとできていたかなって思ってたのに。新学期が始まって、このクラスの⼥
の⼦が私に、このクラスって“おバカクラス”なんだよって教えてくれた。私もそうなのって。

だから、これから彼⼥に、私はおバカさんじゃないって証明しなくちゃ。来学期は、きっと元のクラスの戻るんだ。。

有⾔実⾏、今から英単語の暗記をするんだ。。
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4⼈でカラオケ------さようならTOM

2012.01.18

今⽇は学校が半⽇で終わり。⾵季、夢緯それとTOMと私の四⼈でカラオケに⾏ってきました。

広島駅~で、この１秒後、電線にとまっていたハトのフンがTOMの⾸に。私と⾵季はあわててティッシュを探していたら、そばにいたおばさんが笑いながらティッシュを渡して
くれたんだ。⼀緒に並んでいた⼈たちも⾯⽩そうに私たちのバタバタした様⼦を眺めていたよ。。。

３時間歌い通し。でもTOMが歌い始めると、３⼈の⼥⼦はもうウットリ。ウマすぎて最⾼=V=~

夢緯が⾃分の歌声にひたりきって、⾵季も夢緯の歌に合わせてなり切って指揮を。私たち⼆⼈はもう笑い転げちゃった。
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TOMは真剣に歌いながら、私のシーンもちゃんと⾒てたよ。かわいい~~~~

TOMが今⽇は楽しかったって。早く帰国したいなって思っていたのに、今では、つらくて帰りたくなくなっちゃったんだって。

明⽇はTOMの最後の⼀⽇。みんな泣いちゃうかも。でも、きっとこの想い出は⼤事にするんだ。

みんなと⽇本で出会えて、本当によかった。

TOM、バイバイI'll miss uuuuuu︕︕

 



幸福とは。。。

2012.01.27

幸せとは、⼤晦⽇の⽇にホストファミリーの⼈たちが何⼈か中国⼈を家に呼んでみんなで⼀緒に餃⼦を作ること。

幸せとは。。。その前に、仲の良い友⼈たちで部屋の中に籠って変なことをすること

ポテチを⾷べてるだけなんだけどねWW

そしてみんなで⼀緒に餃⼦作り。⽪から作ったんだよ。中国⼈の⼀⼈に北⽅出⾝の⼈がいて、やっぱり餃⼦作りは得意みたいで、彼⼥の華麗な⼿さばきには思わずあっけにとら
れちゃったよねO-O

わたしと2⼈の⽇本⼈の友達、それからホストファミリーの妹さんと妹のお友達で⼀緒に⽪作り。そこでふと以前の春節のときにわたしがあまりに餃⼦作りが下⼿だったから、
おばあちゃんに最終的に「あなたは⽪をこねてなさい」って⾔われたことを思い出しちゃったQAQ

みんなで餃⼦作ってます~

しかも最後にTOMともスカイプしたし、充実した1⽇だった~
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みんなでわいわいにぎやかに⼤晦⽇を越えられた。友達もみんな楽しそうだったよ

幸福とはつまりこういうことww︕

まぁ次の⽇に範囲50ページの単語テストがあったけどね

 

でもすごく満喫したよ︕︕︕



⼀つ⼀つの別れの中で成⻑を

2012.02.01

今⽇はノルウェーの留学⽣、アンナが学校に来る最後の⽇。

私たちは５か⽉間、⼀緒に過ごした。⼀緒に⽇本語を勉強して、おしゃべりをして、AFSのパーティにも⾏った。

３週間続けて、３⼈の留学⽣がつぎつぎと帰国した。

今⽇の朝、アンナが全校⽣徒の前であいさつをした。話し始めてすぐに、こらえきれず泣き出してしまい、学校のみんなも静まり返ってしまった。シトシトと降り注ぐ⾬の⾳が
体育館の外から聞こえてくるだけ。

後ろの⽅にいるある⼀年⽣も、ひっそりと泣き出してしまった。他の⼀年⽣たちはこんな気持ちはわからなかったのに。

中間研修に⾏くために、放課後、情報課の先⽣に発表の課題を仕上げるように⾔われた。仕上げてすぐに2年⽣の国際クラスに。みんなアンナとお別れをして、教壇の上には、
アンナがノルウェーから持ってきたハート形の⽊彫りがのっていた。ノルウェーでは、お別れの時に、⾚いハート形の⽊彫りを残していくのだとか。私の気持ちは、ずっとここ
にいますよ、という意味だそうだ。

聞いたときはなんてロマンチックって思ったよww

それから２年⽣の先輩に連れられて写真を撮りに。なんだか私の送別会みたい。

最後にアンナからノルウェーのチョコをもらった。⾚いラッピングで、ハートの形の。

 

帰りのバスの中で、暖かい歌を聞いた。⼣⽇が⾞内を照らしていた。

たくさんのお別れを経験したけれど、私たちは少しずつ成⻑していくところ。

分かれの時を恐れなくなった時、それは、成⻑した証。

アンナ、さようなら︕きっとまた会おうね。

頑張ってね、って⾔ってくれた笑顔、永遠に忘れないよ。

私もこれからも、頑張るよ
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私達はみんな家族

2012.02.09

中間研修が終わった。笑って、泣いて、楽しくて、悲しくて。こんなふうに中間研修は過ぎていった。

会うと嬉しくて、話が⽌まらない。

みんなと農業体験をして、疲れたけれど、楽しかった。

丁夢ちゃんとも⼀緒に寝たし、夜はずっと⼀緒にいられた。
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発表もしたよね。あやうく間に合わないところだった

⼀緒に海に⾏って

⼀緒に海⾵に吹かれて髪の⽑がぐしゃぐしゃになっちゃって

⼀緒に駆けて、⼀緒にイタズラをして



みんなが空港で⾒送ってくれた時の表情、永遠に忘れないよ。

バスから四川の⾔葉でおもいっきり劉さんの名前を叫んだ。叫んだら、涙が出てきた。空港で電話をうけとった。易帆が、元気でねって。

ウン。ぜったいに元気でいるよ。元気で頑張るよ。あと半年、みんなも頑張って。

私たちはみんな家族みたいだ。

みんな体には気を付けて。みんな、元気でいてね。

 

 



やっとマラソン⼤会がおわった

2012.02.12

２か⽉近くもマラソンを⾛りこんで、やっとマラソン⼤会当⽇を迎えた。

中国にいたときは800メートル⾛っただけでもゼイゼイいっていたのに、今では２キロを⾛り切れるようになった。12⽉、短パン半そでで雪の中を⾛り回り、寒さの中、⼭を上
って⾛って。そんなさまざまな苦労を経て、無事にマラソン⼤会を⾛り終えることができた。

今朝はホストマザーのおいしいご飯をたっぷり⾷べて、その時に、準備運動がわりに今⽇は⾃転⾞通学はやめる︖ってきかれた。

それはやめとくって⾔った。学校の坂はタイヘンだからね。

と、思っていたら週末はバスがない。結局、駆けのぼっていくハメに。

おかげでウォーミングアップはバッチリ。。時間ぎりぎりになってしまってあわてて集合場所へ。。

ついにスタート。四分の⼀を⾛ったところで私の順位は209⼈中、155位。坂の頂上の折り返し地点に来たところで⽊村先⽣が⼤声で叫んでいた︓“雪媛がんばれ︕”

おかげで最終結果は155⼈中、76位。。

ゴールについたら、みんながすごくよく頑張ったねって⾔ってくれた。⾃分⾃⾝でもこの成績には⼤満⾜。

これに⽐べたら800メートルなんて︕︕

マラソンの後はうどんを⾷べた。もう腰も⾜も、痛くって、痛くって。。

でもやっとマラソン⼤会が終わったんだ。もう、⾛らなくていいんだ~~~~~

今⽇は⾜をお⾵呂にゆっくりつけようっとww
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初めての⼄⼥チックバレンタインデーww

2012.02.14

 

⽇本で迎える初めてのバレンタインデー、そしてチョコを⼿作りしなくてはいけないことに。はじめは、買ったものをあげればいいや、と思っていたのに、クラスの⼥⼦はみん
な⼿作りするとのこと、なので昨⽇⾵季をよんで、⼀緒にチョコを作ったんだ。

作り始める前の私たちのチョコの⽬標は、⼤量⽣産できるもの。チョコの名前は忘れちゃったけれど、くるみがはいったやつで、すごくおいしいよ。

 

全く初⼼者の⼥⼦⼆⼈のチョコづくり開始

卵と⼩⻨粉をドバっと投⼊~

でも初めてチョコを溶かす時失敗しちゃった。２回⽬もあまりうまくいかなかったので、ホストマザーと隣のおばさんにヘルプをお願い。ウン、さすがはお菓⼦作りの名⼈、パ
パッとチョコを溶かしてくれたよ。

もうおばさま⽅は私たちのカミサマww

なんとかチョコができた。妹と⼀緒にチョコペンを使って、模様をつけて。時間のかかったチョコづくりがやっとおわった。もう、すごくすごくうれしいな。
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なんたってこれが⾃分にとって初めての⼥の⼦らしいバレンタインデー︕︕

ちょっと⾒た⽬はアレだけど。。

ラッピングOK~ww

今⽇はたくさんチョコをもらったよ。もうあと１カ⽉はチョコなんて⾷べたくない。。。3⽉14⽇はお返しをしなくちゃね~

 

幸せでアマーイ、バレンタインww





重い気持ちの平和公園

2012.02.19

⼟曜⽇、朝起きたら早速⾏動開始。広島に来て半年、今⽇は村⽊先⽣と歴史探訪部のみんなと⼀緒に、初めて平和記念公園へ。。

広島は、原爆が投下された都市だって、みんな知っているよね。

まずは爆⼼地、グランドゼロへ。原爆はこの建物の上空、数百メートルのところで炸裂したんですって。

それから原爆ドームへ。爆⼼地からすごく近いところにあるのに、この建物が倒れず残っていることに驚き。

そして平和記念公園へ︕
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まずはこの建物から

この場所に⼀⼈の⽣存者がいたんですって。当時、地下に何かを取りに⾏っているときに、ちょうど爆発がおこり、その後は⾃分でもどうやってそこから出てきたのかわからな
いんだとか。でも、その時、真っ⿊に焼けた死体が階段からころげ落ちてきたって。。

ヘルメットをかぶって地下へ



その後、千⽻鶴のかけられた場所へ。先⽣⽅もよくご存知かな~

たくさんの⼈々が平和の祈りをささげている

平和公園の前にあるベンチに、なんと⾵季の名前があった。。当時、祈りをささげた⼈たちがここに名前を刻んだんですって

資料館の前の核実験時計



8時15分、軍の中⼼でもあり、⼤都市だった広島は、なにもない廃墟になった

原爆が落ちた後の⼈々の惨状、ボロボロの服、⽔も⾷べ物もなく、⼀瞬にして多くの⼈々の命が奪われた。

さらに資料館の奥へ

『⽔をください 』

たくさんこの⾔葉が⾔われ、当時、多くの⼈々が放射能を含んだ⿊い⾬を飲んだ。そしてその⽇から続々と⼈々が死んでいった。

ここで気持ちも重く。

これは禎⼦の千⽻鶴

14万⼈が原爆で死亡したそうだ。

本当に平和がなにより

 

広島は相変わらず美しい

 

PS︓気持ちが沈んでいる私たちに、村⽊先⽣がふたつずつドーナッツをおごってくれた。ので、またまた元気になったよ~~~





イチバンの友達

2012.02.19

私とdengは、お互い本当のイチバンの友達

中三で同じクラスの時に、⽇本に来る前にdengに私は広島へ⾏くんだっていったら、すごく落ち込んだ様⼦で︓“⾃分は⻑崎だ。。”って

“⼼の友︕”っていったら、私たちはソク、お互いの名前をあげる

⽇本に来てからも、はがきのやり取りを

毎回、⼩さなはがきにびっしりと字を書きこんで

すごく素敵なハガキだよ︕
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これはおととい届いたもの

はがきには、⼀緒に歩いたこの場所、⼀⽣忘れないって書いてあった

読んだときは感動しちゃった。きっと、この時も、⼼の友は私のはがきを待っているんだろうなって思ったよ。

この半年、お互い励まし合ってここまできた。中三のときだってすごく、すごく良い友達だった。

⼼の友deng、キミはいつまでも、ちっちゃくてかわいい、⼀番の親友だよ︕deng、はがき、ありがとうね

明⽇、はがきだすからね-------︕

トモダチ最⾼



3年--誕⽣⽇おめでとう

2012.02.22

よく晴れた午後5時、空には⼀筋の⾶⾏機雲。

“⻑いなあ。”

放課後、廊下には吹奏楽部の練習の⾳が響いている。教室からは、遠くの瀬⼾内海が⾒渡せる。

“遠いなあ。”

ああ、本当に遠くて広いなあ。ずっと眺めていて。

 

今⽇の広島は⾬。

⼀⼈で⾳楽を聴きながら駅から出てきた。貨物列⾞が⾦網の向こうを通り過ぎてゆく。

30秒くらい、歌詩が聞きとれなかった。列⾞が通り過ぎていくと、まただんだんと聞こえるように。

" 『私の地に降り出す時⾬ ばらばらとどうか降りやんで

季節は流れ流れ春 ⼼はいつもいつも冬ね』"

お気に⼊りのパン屋さんに、今⽇も⼤好きなクリームパンがあった。

季節限定商品は、どれだけたべても全然飽きない。

 

こんなかんじ

⼿紙受け取ったよ。また海辺のカフェで書いたんだね。

“このカメ、ミニじゃない︖”

ずっとしっぽをさがしちゃったよ

はがきを買うたびに、MADE IN JAPANって書いてあるか、確認してしまう。

“最近、ますます⽇本⼈っぽくなってきている⾃分に気が付いた。”こんなことを書いたことも。

“なにかあったら、QQかFBを使えばいいのに、それでも⼿紙がいいのかな。”でも君はやっぱり⼿紙をくれた。
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無印良品の便箋と封筒、80円の切⼿、それとなかにはちっちゃなカメ。

三⽇かかって届く。

 

川上さん、⼭崎さん。村⽊先⽣。森先⽣。

私たちのお世話をしてくださる⽅々は連絡を取り合っている。

“川上さんは私の成績を⼼配してくれる。”

“昨⽇、森先⽣からまたおいしいものをいただいた。”

三年のなかで、初めて真⾯⽬に君とやりとりをしているね。

キミにはがきを出すことが、毎週イチバンの重⼤任務になってるよ。（笑）

“hellokittyの切⼿がほしいな。”

学校に⾏く途中の駅の⼊り⼝で、はがきが出せるんだ。

“君もロマンチックな場所をみつけて、⼿紙を書いてよ。私にも広島のロマンを味あわせてね。”

私は部屋で返事を書いて。

 

私のお部屋はこの世で⼀番ロマンチックで暖かい場所なんだから。

明⽇は君の誕⽣⽇だね。お誕⽣⽇おめでとう。

真っ⻘な空を、君に送るよ。

 

                                            リ

                                   in Hiroshima

                              2.22︓ネコの⽇





時間は流れて、あなたは私の歌に中に

2012.02.28

またいつもと同じ⽕曜⽇。ちょっとお天気もおかしいような。

“おはよう。”いつものように校⾨のところで同級⽣たちとあいさつ。

“ねえYUKI、さっき森先⽣がさがしていたよ。”⼆⼈の同級⽣が教えてくれた。

 

先⽣はずっと早くから来ている。

森先⽣はホストマザーの恩師、前はしょっちゅう、お菓⼦をくれていた。こちらからお返しをすることも。

記憶の中ではいろんな⾊のジャケットを着て、デッキを持ってゆっくり廊下を歩いてくる英語の先⽣。

 

⾃分の席について、古⽂と格闘。

書き写して、直して、それからまた静かに資料を整理。

 

窓際の席は集中しやすい。

 

 

それからいいかげんだけれどまた現代社会の時間に国語を勉強（先⽣はもう⼆⽇も何も⾔わない）

 

“YUKI︕”⼊⼝のところの⼥⼦がよんでいる。

森先⽣は淡い⾊のジャケットを着て、ニコニコしながらドアを開けた。

 

“Do you know DOLLY  DAY in Japan?”先⽣はいつも英語で話しかけてくれる。

“DOLLY  DAY︖”⾔っていることがわからない。

“桃の節句だよ。”先⽣は今度は⽇本語で。

“Yes,I knew︕”

そして服から取り出したピンクのアメの包みを、渡してくれた。

“Happy DOLLY  DAY!”⾔い終わると引き返されて。

“ありがとうございます”を⾔うのも間に合わない。

森先⽣の後ろ姿が、⼀瞬、私のおじいちゃんのとかさなった。

 

⼤きくはないけれど、がっしりしていて。

⼀⼈去っていった後、また似た⼈に会って。それは深く⼼に刻まれた⼈で。

ある⼈がこんなことを⾔っていた。
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いっぱいのHELLO KITTYのアメをもっているよ。

窓を開けると寒い。

でも⼼の中はなによりも暖かい。。

 

帰り道、また飽きもせず宇多⽥ヒカルの《Stay Gold》を聞いて

以前に夜、バスの中でこの歌を聞いたときのことを思い出した。成都のメインストリートを抜け、⼈通りの絶えない交差点をわたり、家に向かって⾏ったことを。

あの⼈のこと、あのときのこと。

ある週末の朝、静かに過ぎてゆく夜の⾃習時間。

咲くつつじの花、落ちてゆく銀杏の葉。

友達と⼀緒に歌った歌

サプライズなプレゼント

全部全部が 歌にこめられている

“私が帰国するって聞いたら、先⽣は悲しんでくれて。”アンナが森先⽣がくれたビッグサイズのポッキーをみせてくれたのを思い出した。

“これ、好きじゃないんだけれど、”彼⼥は笑って“家族と⼀緒に⾷べるんだ。これはノルウェーに持ってかえるの。”

 

ここでの記憶は多すぎるみたい。思い出すときは、きっと全てがキラキラとかがやいている。出会いと別れの暖かさ。私もいつかは帰るから、トランクをまとめて帰るとき、広
い⼤地を歩いていく時、まるで同世代、次の世代の渡り⿃のように。

でも⾵景は存在する。私と⼀緒に、歳⽉は⽔のごとく、夢のごとく。

 

星降る夜に、布団をかぶってしっかり⽬を閉じる

                                       ̶̶七堇年



“有⽥先⽣って好きだな。キビシイけれどね。”

“前⽥先⽣が好き。おおらかで、きっぷがよくて。”

“私も私も︕”

“YUKIあなたは︖”

 

“もちろん、森先⽣だよ。”

学校に⾏く途中、こんな話題になったことが。

 

明⽇は４年に⼀度だけの29⽇。そして森先⽣の誕⽣⽇。

 

時は流れて、私の歌に書き込まれる。⽔の流れのように、花がまた咲くように、⼀年⼀年、ふたたびくりかえす。



試験期間中に梅の花を観にww

2012.03.07

学校の⽇程表ではこの⼆⽇はもう、⾼校⼊試のお休みじゃなくて、ふらふら遊びに⾏かないことって、釘は刺されていたんだけれど。

もともとじっとしていられない性格だし、しかも仲良しの魏萱もいるもんね。こんな街に⼈も⾞も少ない絶好の⽇におとなしくなんてしていられない︕

午前中はまだおとなしく、中央図書館で半⽇お勉強WW

お昼ご飯を⾷べたら、さっそく縮景園に出発︕原爆で以前の縮景園は破壊されちゃったけれど、修復された現代のもやっぱりきれいなんだ~

でも本当に“縮んでる”

この部屋からの眺めは最⾼。残念だったけれど、今⽇は茶会がなかった。(

後ろの湖~

李 雪媛さんの⽇記



この湖の鯉は、もうすぐ妖怪になっちゃう、っていうぐらい⼤きいの。⼀番⼤きいのはヒゲまであって、そばにいた⼩っちゃい⼦は、ビックリしてお⺟さんにしがみついてい
た。

橋も⼩さいね。。さすが縮景園、この橋の名前は“跨虹橋。”⼤した名前だよね。でもあんまり⼩さいから渡っていくのがこわいよ。

ぐるっと歩いて、やっと梅林へ。たくさんの画家さんたちがここで絵をかいていた。

ちょうど梅の花がきれいに咲いていたので、通りすがりのカッコいいオジサマに写真を撮ってもらったよww

⾼級カメラを持ったおじさまにも三枚連写でフラッシュつきで撮られたんだ。ぜったい、服が紅くなっちゃってる。。



梅の花の良い⾹り、⼼⾝に沁みる。

梅の花ももうすぐ枯れちゃうね。そして春が来るんだ。

周りに⼈がいない時を⾒計らって、いそいで魏萱にリラックスした写真を撮ってもらったよ~

さっきまでここには華麗な着物を着た花嫁さんがいたんだね。。笑



またワクワクしちゃってJUMP~

1時間ちょっとかけて縮景園をみて回ったよ。広くはないけれど、⾒ごたえはたっぷり~

今度は春になったら、お弁当を持って桜を⾒に来ようっと~

 

試験。。がんばろ



⽉⾹、頑張って

2012.03.12

⽉⾹へ︓

元気かな︖

この前、⽉⾹のショートメール、うけとったよ。京⼤の⼊試、ダメだったので、もう⼀年がんばって、また来年受けるんだってね。

“春休み、広島には⾏けなくなっちゃった。”これがメールの最後の⾔葉だった。

“私も京都に⾏けるよう、がんばってみるね。”メールの返信をして携帯を閉じて、静まり返った夜、眠りについた。

去年、⼼連⼼の短期留学⽣として成都外国語学院にきて、ホームステイ先を決める抽選で、私が⽉⾹の名前を引き当てた。

“京都。”あの時、私が⼀番⾏きたい場所の名前をみて、⼼の中でそっと喜んでいたんだ。

⾷堂での初めての顔合わせのとき、⽉⾹は笑顔で私に︓“あなたが雪媛さんだよね。私は⽉⾹です。”って⾔ってくれた。友達はみん
なあなたのこと、品があって賢そうな⼈だねって⾔ってたんだよ。

たった半⽇の間に、私たちはいろいろなところへ⾏ったね。成都の有名なグルメもたくさん⾷べて、ずっとおしゃべりをしていた
ら、夜の12時になっちゃって。

⽉⾹が京都の画集をみせてくれた時、静かな夜の中、あの平安京と呼ばれた場所にスリップしたようだった。

お別れの朝、ずっと泣いちゃったよね。それからは⼀通の⼿紙にお互い感激し合ったり。

私が⽇本に⾏くよ、会いに⾏くよって伝えて。

⽉⾹のメールはずっと携帯にとっておいてあるよ。

でもなかなか会うのは難しいよね。

去年の⽉⾹のことを思い出すだけ。桜の下で微笑む写真、そう、想いだすだけ、私にくれた桜味の⽣⼋つ橋のこと。

想い出がいっぱいありすぎて、すべては⾃分の記憶の中に。

 

ある作家がいった⾔葉人生は、一度でも素晴らしい景色に巡り合えたのなら、ホトトギスが嘴に血が滲むまで鳴き止むことがないよ
うな文章が一つでも書けたのなら、心許せる人と一瞬でもいられたのなら、それで十分だ。

京都に行って、あなたに会いたい。まるで去年の3月のあの初春のころにもどったよう。

がんばって。会えなくても、あなたからのいい知らせを待ってるね。

別れがなければ、人の成長はなしえない

李 雪媛さんの⽇記



新しい部活 新たな気持ちで~

2012.03.20

体育の授業でテニスをしてから、テンションが上がり始めて。

“テニス部に⼊るぞ︕︕”

こんな思いを胸に、終業式の⽇、川⼝先⽣のところへ。

“えっと。。先⽣、軟式テニス部に⼊りたいんですが。。”

“ええ、どうぞ。”先⽣はきれいな⽬をじっと向けて、その場がシーンと。。。

“春休みは。。参加できますか。”

この時やっと先⽣も気が付いたように、テニス部部⻑の三⼝先輩をよびだしてくれた。

 

今⽇が部活初⽇。朝、校⾨のところで先輩にあったので、⾃⼰紹介をした。やっぱり運動部と美術部は違う。礼儀なんかもしっかりしている。美術部はあまり厳しくなかったけ
れど。。。先輩ともワイワイやっているかんじだったし。

でもみんなと⼀緒に声を出したり、⾛ったりすることは楽しい。

私がテニス初⼼者なので、4⼈の先輩⽅が、⼆組ずつになってかわるがわる教えてくれた。今⽇が初⽇だったけれど、基本的な動作は覚えられたよ。

やっぱり軟式テニスは難しい。ラケットの向きがちょっと違うだけで、球はとんでもないところに⾶んで⾏ってしまう。でも先輩はすごく熱⼼に教えてくださって、もう超感動

 

春休みが終わったら私にも後輩ができるんだ。だからしっかり練習しなくちゃ~~~~

 

テニス部⼤好き︕春休みがんばるぞ 笑

 

PS︓まさか魏萱も同じように軟式テニス部に⼊ったなんて、すごい偶然だね︕︕⼀緒に頑張ろうね~

李 雪媛さんの⽇記



先輩⽅のようになりたいな

2012.03.22

softtennisを始めたばかりの⾃分に、先輩⽅は普通に⼊ってきた他の後輩たちのように球ひろいからは始めさせることもなく、先輩⽅が組んで交代で、⼀⼈が打ってくれて、も
う⼀⼈が私の後ろについて教えてくれている。

もちろんMIKI先輩は厳しいけれど、いつも的確なアドバイスをくれるので、この⼆⽇間の私の進歩はスゴイよ↖(^ω^)↗

部⻑もいつも笑いながら私を励ましてくれる。KIMU先輩は⾒た⽬はとてもおしとやかなのに、昨⽇の練習のサーブはとてもすごいの。KIMU先輩は試合になったら、きっとす
ごく強いんだろうな。。

先輩⽅みんなが熱⼼に教えてくれるので、⾃分も頑張らなくちゃと思うよ。まあ、今は特訓のおかげでペンも持てない状態だけれどね。後輩が⼊ってきたらきっといいお⼿本に
なれるようにならなくちゃ。先輩⽅のようにしっかり後輩の⾯倒をみるんだ。

今⽇の部活も頑張るぞ︕

李 雪媛さんの⽇記



MR.Tありがとうございます。そしてさようなら

2012.03.28

初めてAKFに来た⽇のことを、おそらく私は⼀⽣忘れない。

晴天で、学校はまだ授業中。このとき、殿重先⽣がいらっしゃるのをまっていた。

何分もの英語の後、彼を尊敬してしまうと同時に、⼿に汗を握ってしまった。だって何を⾔ってるのかさっぱりわからない。。。

“あの、先⽣、私は⽇本語わかります。……”あの時私は弱弱しくこうつたえ、先⽣の眼はひかった。

このときから、先⽣のことをしっかり覚えている。英語のことだけじゃなくて、そのかっこいい名字とか、毎回毎回、私の⼿助けをしてくれることとか。

 

スピーチコンテストのときも、何度も何度も原稿の書き換えを⼿伝ってくれた。⼀番いいのはとれなかったけれど、最後はやっぱり励ましてくれた。

あまり笑顔の印象はないけれど、とても優しい⽅だと思っている。

 

⾼レベルの海外留学研究を聞きにつれていってもらったとき、帰ってからお⺟さんにさっぱりわからなかった、と⾔ったら。

“きっと先⽣はあなたにもっと成⻑してほしかったのよ。”お⺟さんはこう⾔った。

Tomとは後ろの列に隠れ、英語新聞にらくがきしたり、そんなふうに⾦曜の午後をすごし、ときには国語の授業ににげこむことも。

でも今おもいおこせば、もっとまじめに先⽣の授業を受けておけばよかったとつくづく思う。

試験のときは、国際課準備室で⾃習をし、トーフルの模擬テストの本を⾒ながらTomはそれを丸暗記して、そのとき彼は忍び笑いをしながら私にこう⾔った︓

“こんな本、すてちゃいたいよ。MR.Tもすてちゃえ。”と⾔って窓の外を指さした。

これは⼆⼈だけの秘密。

殿重先⽣は私たちがこんなことを⾔ってたなんて、ここを離れてしまったらしるよしもないだろう。

そう、今⽇先⽣が学校を離れると知ったとき、さまざまな情景が頭をよぎった。体育館のステージの上で座って、他の10名以上の先⽣⽅とこの学校を離任される。

いまだに⾃分はずっと国際科をささえつづけた殿重先⽣が離任されるなんて信じられない。

 

もし⾃分にもう少し時間が許されるのなら、先⽣の授業をもう⼀度聞きたい。先⽣が⾳楽のリズムにあわせて単語を覚えさせてくれたのをまた聞きたい。

英語で先⽣にお別れのあいさつを伝えたい。

発表の時の先⽣からの励ましや、賞賛の⾔葉を⼜聞きたい。

 

新学期が間もなく始まる。MR.T︓七ヶ⽉間、お世話になりました。MR.Tのいない国際課には、⾃分はなじめないかもしれませんが、あと4カ⽉、ぜったいにがんばりますか
ら。

 

ありがとうございます。そしてさようなら。:)

李 雪媛さんの⽇記





To Nagasaki! (No.1)

2012.03.31

春休みのお楽しみがついにやってきた。ホストファミリーと⼀緒に⻑崎へ⾏ってきたよ〜。

ホストファミリーのお⽗さんが毎⽉⻑崎に⾏く必要があって、皆もDENG君にとても会いたがっていたので、⼀泊⼆⽇のマイカー旅⾏を計画したんだ。

朝5時、⽇がまだ昇らない内から出発した。まずは福岡のspace world という⼤きな遊園地へ。

園内に⼊るなり、真っ直ぐ登って⼀気に落ちるというなんとも刺激的なジェットコースターが⽬に⾶び込んできた。私と妹とお⽗さんでそれに乗ったよ。私は最初から最後まで
⽬を閉じっぱなしだったけど、落ちる感覚はものすごく刺激的だった︕︕

上のジェットコースター、途中に３つのキーワードが隠されていると聞いて、私と妹とお⽗さんで⼆回連続乗ってみたのだけど、⼆つしか⾒つけられなかった。下のジェットコ
ースターはものすごく速いのだけど、最⾼だったよ︕

すごく楽しくて、興奮した⼀⽇だった〜

李 雪媛さんの⽇記



最後に皆で観覧⾞に乗ったよ。⼀番⾼い位置で願い事をすると願いが叶うんだって。迷信だとは分かっていても、やっぱりこっそりお願いごとしちゃったよね。笑

遊園地を出て⼀路⻑崎へ。途中眠ってしまったのだけど、起きたら⽬の前に⼤海原が広がっていた。お⽗さんに「⻑崎に着いたよ」と告げられた瞬間、⼀気にハイテンション
に。顔に受けた温かい⾵の感覚は、⼆⽉に⾏った宮崎のものとよく似ていたよ。

温泉旅館は島原に。美味しい⽇本料理をたくさん⾷べて、妹とお⺟さんと温泉に⼊ったら、旅の疲れも吹き⾶んだよ。

⼆⽇⽬はDENG君とご対⾯~

つづく



To Nagasaki︕（No.2)

2012.04.04

今⽇、やっと時間ができたので、旅⾏⼆⽇⽬のことが書けるよ。部活がすごく忙しいんだ~でも充実しているよ:)

朝起きたら、お天気は最⾼。ゆっくりご飯を⾷べて、みんなで⻑崎市にむけて出発。

DENGクンをピックアップして、ペンギン⽔族館へ~

ちょっとクサイけど。。でもペンギンは本当にカワイイな~

DENGクンと⼀緒に⼀枚~あいかわらずプチだね~

李 雪媛さんの⽇記



世界各地のペンギンたちがずらっと︕

 

 

 

それから中華街へ。せまいけれど、中国ムードたっぷり。DENGクンとタンタン麺を⾷べたよ。でも私たちは⼆⼈とも四川⼈。。タンタン麺の本場の⼈間にとっては。。。ちっ
とも⾟くなかったけれど、すごくおいしかったよ︕

（でもさ、⻑崎って、本当に坂が多いよね 笑）

それからみんなでグラバー園に。 洋⾵のきれいな邸宅。何⼈もの有名な外国⼈や⽇本⼈がここに住んでいたんですって。



ほんとうに華麗な邸宅だったよ。ここから⻑崎の街も⼀望できるんだ。しかも桜も真っ盛り。

建物の中もとても⼿が込んでいたよ。

これが有名なハート形のブロック︕⼆つあるんだとか~

⾒つけられるとラッキーなことがあるんだって~

⼀⽇中遊んだら、もう広島に帰らなくちゃ。またDENGクンにあえて、すごく嬉しくてよかったな。中国に帰っても、私たちはずっと、ずーーっと、友達だよ︕



宮崎の⻘島神社でも、三⼈でこんな絵⾺を書いたよね。

残り4カ⽉、みんながんばろうね~

これが最後の⻑いお休み。すごく充実していたな。新しい部活を始めて、忙しくなったけれど、今回の旅⾏もとってもスペシャルだったよ。

楽しいときはあっという間。だから残された⽇本での時間を⼤切に過ごしたい。いろいろなことにチャレンジするぞ~

 



新学期は新⽣活のスタート

2012.04.10

今⽇から新たに⾼校2年⽣の⽣活がスタートです。

わけがわからないまま試験が終わって（でも試験の結果はよかったんだ）、今朝登校して、クラス発表をみてボーゼン。

震えてきて、どきどきしてきました。だって学年で⼀番いい先⽣のクラスに︕︕前学期の努⼒は無駄じゃなかったんだww

午後の掃除の時、国语の先⽣が私のところにいらっしゃいました。

“李さん、もしかして君はテストでボールペンを使ったのかな。君だけが鉛筆じゃなかったからね。鉛筆を当⽇忘れてしまったのかなって思ってね。答えを間違えたらどうする
んだい。”

“えっと。。。。。⾃信をもって書けるようにと思ったんですが。。”なんとかこんな理由をひねりだして、たどたどしく答えて。

（だって鉛筆を使いすぎると眼によくないから~）

放課後は部活でした。もう暑くて、⾃分の打ったバックハンドが“NICE”フォアハンドの2倍だったときは、もう泣き笑い。。。

“雪……あなたのバックハンドはずごくよかったわよ。”MIKI先輩は笑いながら“フォアハンド。。もっと練習しなくちゃね。。昨⽇私が⾔ったこと、忘れちゃったでしょ。。”

“腰のひねり︕︕軟式テニスで⼤事なのは腰のひねりだよ︕︕”先輩が私の後ろからアドバイスを。

腰のひねり、腰のひねり、腰のひねり、今私の⽣活にはまた新たな悩みが= =

それから部⻑と優⾥先輩が練習をみてくれて、球を打つ時のラケットを直してくれました。優⾥先輩はたくさんの掛け声をかけてくれたんですよ。

“1.2̶̶3︕”

“李雪̶̶媛︕”

“シャオロン̶̶パオ︕”

“ペキンダッ̶̶ク”

“ビートル̶̶ズ”

最後には三⼈で笑い転げちゃって。その頃に激しい⾬が降り出してきました。

⾃転⾞でがんばって帰宅。⻘春、だけど、ツラすぎる。。

とにかく、新学期初⽇は新しいことがいろいろありました。⽇本での最後の⼀学期、部活も⼀⽣懸命ガンバるぞ~↖(^ω^)↗

李 雪媛さんの⽇記



fate/zero

2012.04.13

（どうやら後井先⽣はこないだの劉チャンの⽇記がさっぱり分からなかったようですね 笑）

Fate/zeroはわたしと劉チャンが最近ハマってるアニメで、7⼈の魔術師が聖杯を⼿に⼊れるため各時代の英雄の英霊を召還して戦うっていうお話。

毎朝学校に到着するやいなや

友達が真っ先に聞いてくるのはこんなこと。“YUKI︕FATE/ZEROどこまで観た︖”

“昨⽇の夜は13話まで観たよ。”

“あぁ、あの最後にヒロインが……”

最近ではsaber archer lancer riderなどなど普通では使わないような英単語をたくさん覚えた。それにこのアニメを通してそれぞれの英雄が持つ強い意志やココロを深く理解す
ることが出来たような気がする。例え互いに命をかけた戦いであっても、⾃分の誇りだけは捨てない。

中に出てくるキャラクターについて友達と朝から⼤盛り上がり。そんで放課後部活が終わってから、宿題をやって、予習を終えて、FATEを1話観る。

4⽉。充実してるわぁww

Ps:帰国まであと残り99⽇になったね。残りの時間もみんな頑張っていこうね 笑ww
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 先輩になった⼀⽇⽬

2012.04.23

皆さんお久しぶりですWW

今⽇から部活に新⼊⽣が⼊ってきたんだ。放課後、いつも通り更⾐室に⾏って、あいかわらずみんなとワイワイ騒いでいたら、後ろに⼆⼈の⼀年⽣がたっていて、深々とお辞儀
をしてきたの。

そうか、もう⾃分は先輩だったんだ笑WW

部活の伝統で、１年⽣は２年⽣がメインで指導をすることに。私たちもペアで。

他の⼆組のチョキが私のパーを打ちのめしたから。（ジャンケン負けちゃった= =）

なので、後輩を連れて学校を１周。後輩たちが３周したら、こんどは腹筋に腕⽴て伏せ等々。

⼀⽣懸命がんばってるね。私は友達と⼀緒にそばに座って、ずっとおしゃべり。まるっきりお茶飲み話状態。気が付いたら３０分もたっていた。。。。

それから後輩はちょっと素振りをして、すぐに部⻑に球ひろいをするように⾔われていた。

家に帰ってから、お⺟さんが教えてくれんだ。新⼊部員は、だいたいまず球ひろいから初めて、２学期ぐらいからやっと実際に練習ができるようになるんだって。

その話を聞いて、⾃分はなんてラッキーだったんだろうって思ったよ。。⼊部したての頃もランニングや球ひろいなんてさせられなかったし、しかも先輩⽅がかわるがわる教え
てくれた。そしてもう⼆⽇⽬からプレイをさせてもらったし。

まだまだ先輩として頑張らなきゃいけないね↖(^ω^)↗後輩を教えながら、⾃分も成⻑しなくっちゃ︕
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尾道------猫を探して

2012.05.07

ゴールデンウィーク最終⽇、広島市の中⼼に⼈がたくさん集まってくる時に、魏萱さんと⼩旅⾏で尾道に⾏ってきました。

早朝、JRに乗り込んで、陽の光がふりそそぐなか、魏萱さんとおしゃべりをしながら窓の外の⾵景を眺めて。⼭陽本線は⼭あいを進んでいく。本当に素晴らしい景⾊。

 

途中⼀度乗り換えて、1時間半後、尾道に到着。電⾞を降りたときはちょっと泣き出しそうなお天気。

ホストファザーおすすめのレストラン“朱華園”。尾道はラーメンが有名だけれど、この中華料理店のまえにもたくさんのお客さんの⾏列が。

電⾞から降りてまずお買い物通りをぶらぶらと。あちこちに尾道の景観が。

お店のつくりがなんだか昭和っぽい。にぎやかな広島市の中⼼とはまったく感じが違うね。
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たっぷりご飯を⾷べたら、⼭の上に向かって出発。

まずは神社に。ここは尾道で⼀番古い神社なんですって。この樹

は樹齢900年~

神社のわきを通り過ぎて、すごく来てみたかった「猫の細道」へ

狭い道で、猫の通り道みたいだね。



さらに進むと、千光寺に到着。ここから尾道の全景が⾒渡せるんだ。

たくさんの島々。やっぱりきれいだねww

アイスを⾷べて、ケーブルカーで下⼭。

まだ時間が早かったので、古いお寺の散策ルートを歩くことに。道の案内板をみて、狭い坂道を通って、さがすぞ︕猫︕を︕

尾道は⿂がたくさん捕れるので猫がたくさんいるんだとか。きっとこんな⼩路にもたくさん猫がいるんじゃないかと。

どこも坂だらけ。



7匹の猫を⾒つけたよ（それと屋根の上にも⼀匹。。写真撮れなかった。。）きっとこの現場にあなたがいたなら、ひっそりとした路地で、カメラを⽚⼿にキャーキャー⾔いな
がら猫を追いかけまわしている⼆⼈を⾒かけちゃったはず。。。

でもこの⽇は猫が少なかったな

今度は 猫⽯さがし



頭を三回なでると、良いことがあるんだって︕

 

尾道の路地を歩いていると、あちこちに猫の看板が。尾道の⼈たちって本当に猫が好きなんだね。



やっと本物の猫だ。しかもこんなにたくさん。“ニセ猫”

最後に招き猫ミュージアムへ。あるおばあさんの家なんだけれど、⾃分のコレクションを公開しているんだって。⼈も少なかったよ。

窓のところに置かれたノートに感想を書いて。

もし⾬が降るときにきたら、またちがった感慨があるんだろうな。

5時近くに、呉線で帰ることに。遠回りにはなるんだけれどね。

⼣⽇を眺めながら、尾道の路地を回想。

ゆうゆうと歩く猫、もしくは⾬の中、しとしとと⾬に打たれる年代物の猫⽯のこと、⽯たちが海辺で⼈に拾われてきたときのことに思いをはせて。

なんだかタイムスリップしちゃったみたいな、尾道はそんな気分にさせられるところでした。



⽇記を書いて今回の感激を記しておきたい

2012.05.26

タイトル⻑くなった。。

来週は広島の有名なお祭り「とうかさん」があるんだ。友達は皆浴⾐を着て⾏くんだって。

ホストファミリーのお⺟さんに、お⺟さんの浴⾐を貸してほしいと⾔ったら、お⺟さんが今⽇浴⾐を⾒に連れて⾏ってくれた。

⾃分で桜の模様の浴⾐を選んだよ。少し短いけど（背が⾼すぎるんだから仕⽅ない・・・）、本当にすっっっごく嬉しいーーー︕︕︕︕︕︕

来週の⾦曜⽇にこれを来てお祭りに⾏くんだ。楽しみだなあ·~~~~

 

お⺟さんありがとう〜〜、⼤好き︕この浴⾐、⼀⽣⼤事にするからね︕
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とうかさん------広島の夏のはじまり

2012.06.03

ホストマザー⽈く、「とうかさん」なしには広島の夏は始まらないんですって。

これはすごく盛⼤なお祭りなんです。みんなで浴⾐を着て⾏ってきました。もう5⽉から、6⽉1⽇（初⽇）のお祭りにはいこうねって、みんなと約束していたんです。ホストマ
ザーが可愛い浴⾐を私のために準備してくれました。

浴⾐に着替える為に準備された場所で、みんなで着替えて。カナダからの留学⽣エリザベスはもうこの時から興奮しっぱなし。。。。。

繫華街に出ると、たくさんの⼥の⼦たちが⾊とりどりの浴⾐を着てくりだしていました。私たちもあちこち⾒て回ったり、買い⾷いをしたり。アイスパインが、すっごくおいし
い~笑

定番の⾦⿂すくい
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通りには屋台もでていて、ここで⼣⾷もすませちゃおうww

 

あたりがだんだん暗くなってきて、近くの稲荷神社にも提灯の明かりがともりはじめます。みんなで神社の境内へ。



吉を引きました。ホストファザーが、本当は吉は⼤吉よりいいんだよ、ですってww

このころから街中で踊りのパレードが始まって、⼈が多すぎて前に進めない。。。

いつもの靴に履き替えたとき、靴ってなんてやわらかいんだろうって気づきました。。。草履は可愛いけれど、すごく固くって。。道を歩く時もおしとやかにシズシズと歩いち
ゃう 笑

とうかさんはすごく盛況でした。そして⽇本に来てから、⼀番楽しかったお祭りでしたよ。夏はもう始まって、私たちの帰国の⽇ももうすぐ。残された⼀⽇⼀⽇を⼤切に過ごさ
なくちゃ。

6⽉は忙しくて楽しいなww



中国地⽅⼤集合 ＩＮ 倉敷

2012.06.09

中国地⽅に留学している皆で、5⽉に⼩旅⾏を計画したよ。⽬的地は岡⼭県の倉敷。

福⼭に留学している⼦以外の、私達4⼈（島根、広島、岡⼭）で朝に倉敷へ出発。

電⾞で2時間。私と魏萱が先に駅に到着。

ちょうど10時で、駅前の仕掛け時計を⾒ることができたよ。

全員そろってから、有名な観光地へ。と⾔っても、古い町並みだけどね。

バスは広島のとちょっと違う 笑

猫屋敷の前で⼀枚WW
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鄒が⽩⿃に餌をやりたいって (鯉を⾷べるというのに= =）。4⼈は瞬く間にカモの群れに囲まれ、ひっきりなしに餌を湖に投げるはめに。。

親切なおじいさんに出会って、⾊んなパターンの写真を撮ってもらった。撮りながら何やら独り⾔を⾔っているみたいだったけど、全く聞き取れなかった。。。

綺麗な場所www



皆でアイスを⾷べながら、留学⽣活のことをたくさんたくさん話した。何を話したって⾯⽩い。どんな悲しいことだって、笑って済ませられるような気がした。

空も晴れた。隣のキャンドル屋さん可愛い。

こんなエピソードが。

バスで近くのイオンへ⾏こうと思って、「イオン」と書いてあるバスに乗ったの。

⻑いことバスに乗って。

鄒︓“なんかおかしいよね。。。どんどん離れていっているような。。”

私︓“でも、イオンに⾏くバスだよね。”

鄒︓“そう書いてあるのは確かだけどね。”

私︓“もしかして、⼤回りして戻るのかな。”

魏︓“⼭登ってる︕”
 馮︓“トンネルまであるよ”

鄒︓“やばいよ。トンネルぬけたらどこに着くんだ︕︕祈ろう。。”

この時、もしあなたがこのバスに乗っていたら、⼀番後ろの席で⼿を合わせ、⽬を閉じて「⼭の向こう側がイオンであるように」と真剣にお祈りをしている四⼈組の姿が⾒られ
たはず。。。。。

正に私達が祈りを捧げている最中に、道端にイオンの看板を発⾒。

魏︓“⾒てよ。看板が指してる⽅向、反対側だよ。”

。。。。。。。。。

四⼈︓“乗り間違えたーーー︕︕︕︕︕︕”

すぐにバスを降りて、⼀⽬散に向かい側のバス停へ。ついに正しいバスに乗ることができ。。。イオンに到着。。

時間は少なかったけど、とっても楽しかったよ。⾯⽩いバス旅⾏も体験できたし。。。

たくさんのことを話して、お別れの時がやってきた。



“東京でね”あの時、私はたしかこう⾔ったと思う。

うん。東京で再会するまで、皆絶対に頑張ろうね。最後の⼀か⽉になったんだもの。もっともっと頑張らなくちゃ︕

⼣焼け。また明⽇から新しい⼀⽇が始まる。



お別れのバーべキュー

2012.07.09

先週の⽇曜⽇に、ホストファミリーがお別れのバーべキューをしてくれた。

っていうことで、私はクラスの半分以上のひとを家に呼んできた、⼀組みんな仲良しだからね。ww

家の庭にみんなはいとったww先⽣とお⽗さんが焼⾁をしてくれたので、いっぱい⾷べたよ

地学の先⽣ いわジーww
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⼦供がおるので、みんなで⻤ごっこしたり、かくれんぼしたり、ケイドロもやったりした、すごく疲れたけど、とっても楽しかった。

みんな⼤好き、仲良しすぎて離れたくないわﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ

みんなもすごく楽しんでいるようだった。

親友と〜



扇⾵機を付けて、⻄⽠⾷べながらいろんな話をした、笑って、時間も早いものだね。

森先⽣にケーキ買ってもらった、先⽣が泣きながら、「雪媛、元気にしてね」って⾔ってから、⾃分も泣き始めて、先⽣が⾃分を抱きしめた。

本当に本当に、森先⽣も、AKFの先⽣⽅にあえて良かった。

みんなでビンゴゲームして、すごく楽しかった。

ホストファミリーに感謝感謝︕このお別れ会は⼀⽣でも忘れられない、私はこんな素晴らしい⼈たちと⼀緒に過ごしてきたよ。

みんな優しくて、私はとても幸せだ。

先⽣たちにもらったプレゼント、あのティッシュ⼊れは森先⽣の奥さんが作ってくれたんだよ︕すっごく感動した、先⽣とまた中国で会う約束した。

ぜったいまた会えるよ、AKFのみんなも、ホストファミリーも 広島も︕

これは⽇本語で投稿されたものです





わーい 家に着いたよ(・∀・)

2012.07.24

７⽉２１⽇、北京は⼤⾬のため、私たち成都の四⼈は次の⽇のあさ２時についたよ。ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ

⼤変だったけど、やっぱり家に帰ってうれしかった。(*^ω^*)

⼀年間、いろいろお世話になりました︕たくさん迷惑もかけたけど、それは

成⻑だもんね (((o(*ﾟ▽ﾟ*)o)))

ホストファミリーにいろいろ世話になって、

⽇中交流センターの先⽣⽅にもいろいろお世話になって、ありがとうございました(=^0^=)

たくさん思い出があると思いますし、また寂しいこともあると思います。

でも、この⼀年間は忘れられない、この⼀年間に学んだことを忘れずにこれからも頑張ります︕＼(*⌒0⌒)♪

 

また会いましょう︕(o・・o)/~

これは⽇本語で投稿されたものです
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