
今⽇の朝ごはんおいしい︕
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これは⽇本語で投稿されたものです
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【外出】埼⽟県~伝説のお好み焼き︕ステキな⼀⽇❤☀

2011.09.01

     今⽇は研修の三⽇⽬（そうだよね︖もう何⽇もたったみたいに感じちゃう。。アタマ混乱）~さっきケイタイだしたばかりなので気持ちもすっきり。返事も来たよ。

      午前中は希望者が岸野先⽣と⼀緒にセンターから外出（北浦和へ）。浦和のあたりをブラブラしました。初めて⽇本の交通機関を利⽤しました。いくらなのか聞いてもよく
わからなくって、運転⼿さんのところでぐずぐずしちゃいました。ゴメンなさい。。。まず市役所に⾏きました。建物すべてに点字ブロックが配置されていて、いきとどいてま
すね。中に⼊るとき、⼊⼝のところでずっと、ここは市役所ですってアナウンスが流れていました。……これにもちゃんと意味があって、このことは後でまた説明しますね。

     市役所の隣は消防署で、中国と同じく⾚⾊。119は⽇本では消防だけでなく救急⾞にもつながっています。覚えておかなくちゃ。１０分ほど歩いたら、古めかしいお庭が⾒
えてきました。⽟蔵院（⽇本で院がつくのはお寺のこと）というそうです。⼤⼩さまざまな盆栽がならべられ、埼⽟でも盆栽で有名なのだとか。その深趣を悟るまでは無理だけ
ど、優雅さは感じられました。

     町には地元の公園もあって、通りがかったある公園には鳩がたくさんいました。⽇本の鳩って全然⼈を怖がりません。しかもフン公害もあるんだとか。 鳩があちこちでフン
をするので、エサをあげないのだそうです。岸野先⽣がカメラを準備して、とおっしゃって、これからシャッターチャンスが来るから、⼀瞬だから⾒逃さないように、と念を押
しながら、鳩の群れの中へ。ビックリした鳩たちが先⽣の周りから⼀⻫に⾶び⽴ちました。“いっせいに⾶び⽴つ⿃たち”その光景がくっきりと残っています。⽼⼈と鳩、なんだ
か⽬の前の年配の⽅が活⼒にあふれてきたように⾒えました。

      先⽣と⼀緒に歩いて、商店街につきました。私が⼀番、来たかったところ︕ちょっと覗いて、１００円ショップで5つ購⼊。中国で買うよりお買い得なものもありました。
⽇本に来てヘンだなって思うのは、輸⼊品より国産のほうが⾼いこと。１００円ショップもほとんどがmade in chian だから安く買えるのかな。店内は⼈でいっぱいでした。

     【さあ、メインイベント̶̶】地下道を通って伊勢丹へ。お向かいのビルの５階には、お好み焼きが︕

      今まで何度も⽇本のドラマの中で⾒ていたお好み焼き屋さんが、ついにすぐそこに︕お店に⼊ると特製ソースのにおいが店中にあふれていて、いいにおい︕さっそくお好み
焼き４枚と焼きそば⼆⼈前を注⽂。割り勘でひとり750円なり。⾷堂で⾷べるよりずっとおいしかったな。お好み焼きは溶いた⼩⻨粉にお好みで野菜や、シーフードや、お⾁な
んかを⼊れます。それを鉄板で焼いて完成。鉄板に広げたら、ふたをして４分、お店には砂時計までちゃんと⽤意してあります。時間が来たらひっくり返して、これがなかなか
難しいんです。まずお店の⼈のお⼿本を⾒て挑戦。友達は失敗しちゃいました。何とか教わって私も挑戦。なんと成功です。カンペキだ~ハハハ。反対側も焼くこと４分。それ
からソースをぬって、温泉卵をのっけて、⽩いソースをふりかけて、やっと完成です。いっぱい⾷べました。体も⼼も超⼤満⾜~︕

     それから電⾞に乗ってもと来た道を戻りました。時間はだいぶオーバーしちゃったけど、外出の報告はすごく盛り上がりました。

      今⽇の感想はたくさんあります。ます⽇本の街はとても清潔だということ、ごみは⼀つもみませんでした。⼈と動物もうまく共存し、カラスもにわとりみたいに丸々と太っ
ています。⾞も歩⾏者を優先してくれます。⼈々もみんな親切でした。先に書いた、市役所⼊⼝のアナウンスは、視覚障碍者に、⾃動ドアにぶつからないように、少し待ってく
ださいねと伝えるためのもの。駐⾞場の⼊り⼝にはサイレンがあって、⾞が出るときには、歩⾏者に注意を促します。……すごくたくさんのことをこれらから学べますね。これ
からまだまだ学んでいきます。そして、地域ボランティアの岸野先⽣に、熱⼼で、ユーモアにあふれたガイドで、素晴らしい半⽇を過ごせたこと、感謝しています。本当にあり
がとうございました︕

     最後に外出報告のときの写真です。

以上︕
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ちょっとセンチメンタルになっちゃった。。。。

2011.09.02

     昨⽇は寝るのが遅かったのと 朝冷えたご飯を⾷べたせいで バスの中で気持ち悪くなって吐いちゃったの みんなにすごい迷惑かけたと思う 特に丸⼭先⽣と後井先⽣。
丸⼭先⽣なんて私のためにわざわざ酔い⽌めを買ってきてくださって わたしほんとは⾞酔いじゃないのに。。。でも薬を飲んだらほんとに効いてさ、丸⼭先⽣の優しさにすご
い感動しちゃったよ。

      夜は私たちの送別会。今まで⼤して絡んだことのない団員の⼦たちとも今夜は思い切り騒ぎまくっちゃった。みんな素敵な写真をたくさん撮ったんだよ。楽しさが過ぎると
逆に寂しくなるって、誰の⾔葉だったっけ。バスの中で⼀⼈で座ってると、不意に⾊んなことを考え始めちゃう。明⽇には私たちはそれぞれ違う場所で暮らし始める。ここでは
みんないつも中国語で話してて、冗談⾔い合ったりおしゃべりしたりしてたから。そんなに家から離れたっていう感じはしなかったんだよね。でも今⽇不意に明⽇からはみんな
と離れ離れになっちゃうって思って。そうしたら寂しくなってきちゃって思わず泣きそうになっちゃったよ。。私たちはみんなそれぞれ違う場所からここに集まってきたけれ
ど、みんなが向かってる⽬標は⼀つ。どうかみんなの⽇本語⼒が上がりますように。そしてたくさん友達が出来ますように。これからは本当に⼀⼈だけの⽣活が始まる。我慢
だ︕︕︕︕
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私のホストファミリー

2011.09.08

 

 

世古⼝さんの家に来る前に、荷物を送るときにホームステイ先の住所をみてしまいました。そこにはʻʼ村とかかれていて、なんだか不安な気持ちになっちゃって。もしかして、
農作業をしなくちゃいけないのかな、ドキドキして、不安な気持ちになっちゃいました。

わたしを迎えに来てくれたのは教務主任の⾺楊さん。⾺楊さんは厳しくて、とてもいい⽅です。歓迎会のときは、周りはすごい⼈たちばかりで、何を話したらいいのかわからな
くて、ずっと下を向いてご飯を⾷べていました。すると⾺さんが私に向かって、それは失礼よ、⾷事をしながらでも、ちゃんと相⼿を⾒て会話をしなくちゃね。そのほうが雰囲
気も良くなるし、⾷事だっておいしいよ、と⾔ってくださいました。今⽇は初登校⽇、午後は、そのまま外国⼈居住証の⼿続きへ⾏ってしまい、挨拶もできませんでした。部活
帰りのホームステイ先の妹と、⾺さんがばったり会ったようで、私宛のチョコを渡してくれました。周りの⼈たちからいつもちょっとした感動をもらっています︕

 三重県に着いたときはもう夜の６，７時。私たちは三重⾼校で会う約束をしました。校⾨に⼊りすすんでいくと、ホストファミリーの皆さんが、私を⾒てびっくりしたそうで
す。後で聞いたら、写真ではメガネをかけてなかったし、しかもその時は前髪をあげていたので、⽇本⼈みたいに⾒えたとか。そんな誤解は⽇本に来てからあまりなかったの
で。次の⽇に家の近くのレストランで歓迎会を開いてもらいました。家族みんなでお店に⼊ると、歓迎会を開いてくれた先⽣が待っていて、私の⼿を握り、世古⼝さんですね、
と⾔い、妹のほうを指さして、えーと、このコが楊さんですか、と⾔ってきました。なんだかもう⾃分はこの家になじんじゃってるみたいです。それとも私があんまり中国⼈ぽ
くないのかな。ハハ。学校での対⾯後、⼀緒に家に帰りました。お⽗さんが急に⾃分の⿐を指さし、これからは、⾃分のことはお⽗さん、それとお⺟さんってよんで、といって
くれました。第⼀声は⽇本語だったのに、あまり違和感がありませんでした。

ホームステイ先の初めての⼣⾷はごちそうで、焼⾁でした。ここは松坂に近いので、松坂⽜が有名です。焼⾁をいっぱい⾷べたあと、お⺟さんが、⽇本⼈の習慣では、お客さん
はご飯を２杯⾷べなくちゃいけないのよ、１杯だけでは縁がないって⾔うの、というので、⼀⽣懸命、もう１ッパイ⾷べました。初めての⼣⾷だったから、ごちそうだったのか
な、と思っていたら、その後の⾷事も同じレベルなんです。これじゃあ、来年中国に帰るときには、デブになって、みんなが私ってわからないかも。笑。ご飯のとき、お⽗さん
が話してくれた話にすごく感動しました。友達と別れるときは悲しくてしくしく泣いていまったけれど、お⽗さんの話を聞いてまた危うく泣きそうに。“君は中国⼈だけど、⽇
本に来て、お姉さんと妹ができて、君たちは三⼈とも、お⽗さんの娘だよ。だから褒められる時も、叱られるときも三⼈⼀緒だ。”

 お⽗さんは某銀⾏の副⽀店⻑なので、単⾝赴任で、いつもは早く家を出ます。でも今⽇起きたら、お⽗さんからメールが来ていました。“今⽇は初登校だけど、お⽗さんは先に
仕事に⾏くよ。がんばって︕”お⽗さんも他の家族みんなも、中国語に興味があって、私が何かを聞くと、じっくり説明をしてくれます。お⺟さんは、想像していたのとは全く
違いました。おしゃれで、若くって、芸能⼈のことや⼈気のドラマにことも⼀緒に話せます。こんなイキイキしたお⺟さんがいるなんて想像できませんでした。⽤意したプレゼ
ントもちょっと合わないかな。でもお⺟さんにはちゃんとそれも伝えようっと。お⺟さんは⽇本では珍しく、結婚後も仕事を続けています。毎⽇仕事に、私たちの送り迎えに、
⽇本料理も超おいしいんです。中国の⺟は、私が⾷べ物が合わなかったらどうしようって⼼配して、おやつや、つけものをたくさんもたせてくれましたが、毎⽇お腹がパンパン
になるまでたべちゃうので、全くおやつなんて⼊る余地がなくて。お姉さんは⼤学⽣です。尊敬しちゃうのは⾃分のスポーツカーを、低いシートでさっそうと運転していくこ
と。すごくカッコイイ。お姉さんは萌といいます。すごく可愛いお姉さんです。~バレー部の後輩にも人気があります。妹は私と同じ学校です,野菜とチーズが大好き。なんだか
変な食べ合わせって思っちゃいます。うどんにはたっぷりねぎを入れて、それを全部食べちゃうの。でもここのねぎってすごくおいしいんですよ。家ではおじいちゃんに全く敬

語をつかわないのに、学校ではすごく礼儀正しいの。このあたりの学校は、先輩後輩の関係が厳しくて、先輩の命令は絶対。毎回先輩に、ありがとうございます、失礼しますな

んて、飽きるほど言わなくちゃ。今日も先輩と別れるとき、ありがとうございます、すいません、お先に失礼します、よろしくおねがいしますなんていってし..........（.お姉さん
みたいにバレー部は髪を切らなくちゃいけないの。もったいない）私もバレー部に入るので、この髪もあとちょっと。一緒にガンばるぞ~！

きっとついたばかりのときはさびしいだろうなって思っていたのに、毎⽇がすごく充実しています。ホストファミリーのお⽗さんに、⼼連⼼の登録カードを渡しました。みんな
の⽇記を⾒てもらわなくちゃ。この前書いた⽇記に、みんなと離れて、孤独に耐えなくちゃ、なんて書いていたのをお⽗さんが読んで、びっくりした顔で、何⾔ってるんだい、
ここが君の家じゃないか、家族には、⽢えなさいって⾔ってくれました。

本当にありがとう。私に第２の家をくれて。
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充実した毎⽇

2011.09.08

学校は毎⽇６時限あって、授業ごとに先⽣がチョークを持ってきます。それから教室には⾃動⿊板クリーナーもあるの。なんかふしぎ。今⽇の５時限⽬は、お昼ご飯の後の体
育。みんなも知ってるよね、⽇本では⼥⼦はスカートをはいているので、体育の前に着替えます。しかも校内はみんなうわばきなの。今⽇は妹と学⾷でラーメンを⾷べました。
着替えようと教室に戻ったら、もうだれもいなくて、ドアには鍵がかかっていました。仕⽅がないので、スカートのまま、１時間テニスを。みんなは私がジャンプしたとき、ス
カートがかっこよかったって。。。ウンウン、どういう意味だったのかな︖

     テニスって本当に⾯⽩いよね。でもあまりうまくないけれど。これからがんばらなくちゃ。先⽣はどの部活にいつからでも参加してもいいよって⾔ってくれました。学校が
始まって四⽇⽬、初⽇は家にまっすぐ帰って、⼆⽇⽬は⼸道部へ。⼸道部の後、バレー部の⾒学に⾏って。昨⽇と今⽇はまたバレー部へ。でももうみんなは⼀緒に練習を始めて
５カ⽉がたってるし、私は今はまだみんなと⼀緒に練習はできないけど、お⼿伝いならできるかな。⽇本は上下関係が厳しくて、１年⽣は、先輩の⾔うことを聞かなくちゃいけ
ないの。ちょっとこれはいやだな。中国⼈の平等感覚のほうがいいな。個⼈的意⾒だけどね。やっぱりバレー部が良いかな。体も鍛えられるし、室内競技だから、⽇焼けしない
し。でも次はテニスと剣道をやってみるんだ。芸術の授業は三つのコースから選択できるの。美術と、書道と、⾳楽。１時間半も、こんな授業があるなんて、中国じゃ考えられ
ないよね。ま、こんなかんじ。みんなもがんばって~︕︕
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観劇+ジャズダンスレッスン~︕⽇記予告

2011.09.16

今⽇は松阪⽂化センターで、東京演劇集団{⾵}のヘレン・ケラーを観てきました。

うちのホストマザーはずっとダンスのクラブに通ってて、ダンスが好きな者同⼠で⾃主的に練習をしてるらしいんだ。その成果を発表するため毎年発表会があるんだけど、今年
は10⽉中旬にあるのね。で、ホストファザーが毎年そのカメラマンをしているんだけど、⽇本で⾊々なことを経験してほしいっていうことでわたしにも少しだけ勉強させてく
れるそうなの。なんと最後のカーテンコールのときに⾶び⼊り参加させてくれるらしい~どんな感じなんだろう︖わくわく

つい最近⻑〜い⽇記を書き終えたばかり。学校のことや、⽂化祭、最近の⽣活についてなどなど。今度時間があったらまたアップするね
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⻄野カナが学校に︕︕【学園祭】&school life

2011.09.17

⽇本の学校に来てもう⼆週間になる。今⽇（9.15）は学校の50周年の学園祭。私が初めて参加する日本の学校の大型イベントでもある。だから、一日中興奮状態。ホストファミ

リーの妹も、良い時に日本に来たねって。だって、50周年、だから、色んなイベントが盛りだくさんなんだ。明日は文化センターに劇を見にいくし、来週は京都に遠足。でも、

どの学校も色んな部活動があるみたいだね！

吹奏楽、live、演劇、華道、茶道。今回の学園際では中国の学生が決して味わうことのない熱い青春を味わうことができた。高３のemiko先輩も体育館でliveを開催していた。ラ

イブで、感動の涙を流したのは初めてのことだった。もし歌手デビューしたら、絶対先輩のCD~を買うんだ。一年生は教室の装飾を、二年生はイベントを担当して、三年生だけ

が自分の模擬店を開くことができるんだよ。クラスメートは皆特製のTシャツを着て、炎天下の中大声で客引き。やきそばに、かき氷に、焼き鳥に、ラーメン。学生と言って

も、味は本当においしかった！カメラも一日で8GのSDカードが埋まっちゃった！学園祭は３日間開催されて、明日は皆で劇を見にいって、明後日は私が一番楽しみにしている

一日。日本の人気歌手の西野カナが学校に来るんだよ。私が大ファンの日本のスターがまさか同じ学校の卒業生だったなんて思わなかった。私の先輩なんだよ～！学校の記念日

のおかげで、本人に会えるなんて。興奮する～！！！午後まるまる、50人たらずで体育館に椅子を並べた。——2500脚だよ！！！！死ぬほど疲れた。。。。。

 

~School life~

三重⾼は午前8:50に授業が始まるんだけど、7:30からどんどん生徒達が登校してくる。午後3:30ごろ授業が終わるけど、ほとんどの人は部活動に参加していて、夜の7、8時まで

練習する部もあるんだ。（PS，バレー部はいつも6：50時まで練習。練習が終わったら掃除もあって、先輩達は何もしない。かわいそうな１年生だけが掃除を。。。家についた

らふらふらですぐに寝ちゃうんだ- -）学校はお昼休みがなくて、午前の授業の直後に昼食で、お昼休みなしで午後の授業。授業はあんまり厳しくなて、授業中の居眠りも風物詩

になってるんだよ。

カリキュラムは中国とだいたい同じで、違うのは保健、家庭科、芸術、論理の授業があること。芸術の授業では、書道と絵画と声楽の中から好きなものを選べて、１回の授業が
２時間。⽇本の学校は本当に勉強以外の教育を重視しているよね。今⼀番悩まされているのは、⽂系の授業。現代国語の先⽣は中国語ができるし、⽇本語の発⾳もとても綺麗だ
から、まだ70%は聞き取ることができるけど、古文は全く聞き取れない。日本人は中国の古文を読むために、語順を主語述語に入れ替えるだけでなく、更にたくさんの符号やら

仮名を加えて読み易くしているんだって。中国人としては、普通に中国語を読むことができないのは、なかなか辛い。。。それからちょっと困るのが英語。日本に来る前はここ

の学校は英語のレベルが高いって聞いていたから、わざわざ補習までしていたんだけど、先生も生徒も発音があまりにも……どうやら、日本人の英語は読み書き専門で喋れない

っていうのは本当らしい。論理、世界史は説明不要。全然聞き取れないんだもん 。でも理科は私の自信を取り戻させてくれるよ。だってほとんどの知識は中国で何回も繰り返

し解いて覚えきったものだから。日本では化学元素の原子量も何も覚える必要ないんだって。私が元素周期を丸暗記した時には、皆の熱い視線を感じたよ。……それに日本は計

算量もすごく少ないんだ。それにしたって、日本の学生の運算能力は中国人に比べて劣りすぎ。例をあげると、彼らはどうして3×10の三乗が6×10の三乗の½になるか分からな
いんだ。⼆次⽅程式も全部図で解説されているし。

もしかしたら、⼩さいころからの豊富な課外活動で学習能⼒が犠牲になっているのかもね。

でも、⽇本の学⽣は本当に幸せ。授業時間も短いし、教室の紀律も私の想像をずっと超えて緩いもので、時にはクラス全体でおしゃべりを始めて、先⽣までそれに加わること
も。それに、私がやってきてから今まで、⼀度も宿題が出されていない。だから知識を得るという意味ではあまり成果はないと思う。それから部活動。私の学校には３、４０の
部活があって、基本的には毎⽇活動がある。私は⾊々な部活に参加していいとの許可をもらっているので、今はバレー部の助⼿をしているけど、今後は華道や茶道、剣道も体験
してみたい……部内の⽣徒は皆親切で、運動は友情を結ぶっていう⾔葉は本当みたい。皆毎⽇⼀緒に練習をして、掃除して、本当に素晴らしい。

いつの間にかこんなに⻑く書いてた。読み疲れたでしょう︖ごめんね。ありがとう︕
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⻄野カナライブ実況9.17 感動で涙。

2011.09.18

⻄野カナlive実況9.17

 

⻄野カナが誰かなんて質問は受け付けません。⾃分で調べて。

お昼12:30クラスで集合。学校に着くと、周りは厳重警備。体育館に向かう全ての道は先生が監視。でもトイレに行く時はリハーサルの音が聞こえてきた。前から好きな歌手だ
った。16歳でデビューして、日本でスターに。

担任の先⽣には、携帯もカメラも持っていってはいけないと⾔われた。録⾳ペンの持ち込みを防⽌するために、ボールペンまで回収された。⾦属検査もあって、発⾒されれば⼀
⼈のためにliveが中止になるって。でも実際はただの脅し、、、金属検査なんてなかった。12:45入場開始。

1:30。前列の高３から手拍子とカナ、カナのコール。拍手の中先生が登場。会場はブーイング。その後校長の話。「皆さんの知る通り、今日この学校に、松坂市民で三重高校
の卒業生である——西野カナさんが来てくれました。」その後西野カナを呼び込み、会場は大声援に包まれた。体育館が真っ暗になり、次に明るくなった時にはカナが数名のダ

ンサーとともに登場。光とドライアイスとレーザーと。いつもの静かな体育館から本当のlive会場に変わっていた。一曲目はclap！Clap！私たちが昨日死ぬ思いで並べた椅子。数
分も座っていないのに、カナの皆立って！！の声に会場中が興奮の渦。泣きそうになった…。皆タオルを振り回して、手拍子して、叫んで。皆曲のリズムに乗って飛び跳ねてい

た。臨時の大型スピーカーは音が大きすぎて、すぐに失神者がでた。。。

⼆曲⽬は、会いたくて 会いたくて。同じく⼤興奮。叫び通し

会いたくて 会いたくてを歌い終えると、ダンサーがステージから降りる。カナが話しはじめた。「三重⾼校のみなさん、こんにちは。⻄野カナです。以前は三重中の⽣徒でし
た。今⽇は中学の友達も来てるのかな︖（最終列が挙⼿）あ、⼀番後ろか、そうなんだ、そうなんだ……今⽇ここに戻ってきてみて、なんだかすごく変わった気がします。今皆
はそう思わないと思うけど、私がいたころは校舎もボロボロで、すぐに壊れそうだったんですよ。今は新しい校舎が建って、⾊んな機能教室もあって、皆幸せだね。当時お世話
になったのは⽥中先⽣（⽥中先⽣のクラスは⼤絶叫）と垂発先⽣、つまり今の校⻑先⽣ね。当時垂発先⽣はまだ⽣徒会の指導教師で、毎⽇お世話になっていました。例えば登校
時には、後ろの⽅で、前の0000番の自転車止まれ！と叫ばれたり、制服とか、髪形とか。。。今もそうなのかな？（みんな挙手）そういうことで、今日は帰ってこれて本当に
嬉しいです。三重高校の校則は厳しいみたいで、一曲歌うと皆きちんと座るんですね。でも今日はliveなので、校則は置いといて、ネクタイも緩めて、皆highになって立ち上が
ってくれるかな~！（皆立ち上がって、拍手）best friend

聞いて下さい」３曲⽬が終わると、またMC。「今⽇は⺟校に帰ってきたので、皆と⼀緒に歌いたいなって。私も三重⾼校の⽣徒なので、共通なのはやっぱり（会場から̶̶校
歌︕の声）。中学の⼦はまだ覚えてないかもしれないけど、少なくとも１フレーズは皆で歌えるよね。皆の頭の上にあるこの３⽂字（その時 真剣味 という校訓が掛けられてい
た）いい︖いくよ~」そして皆彼女と一緒に校歌を歌った。私が歌ったのはその３文字だけだけど。。。歌い終わると、カナの「今日は皆に素敵な思い出を作ってもらおうと思
って、mixバージョンの校歌を作ってきました。」との声の後に、また皆で一緒に歌った。私は生まれて初めてあんなrockな校歌を聴いたよ！

校歌を歌い終わると、カナは有名な 君 を歌ってくれた。

本⼈が歌うとCDよりも素敵に聞こえる！！！！好きな人が目の前で歌ってくれるってこんな感じなんだ。感動で泣きそうになる。カナと一緒に歌っていると、涙があふれてき
たよ。

もとは45分と決められていたステージは、この時すでに１時間近くになっていた。時間が経つの本当早い。カナが「次が最後の曲です」と言うと、会場からは「え～」の声。す
るとカナは「私のライブでは一つ決まりがあるんです。皆は知らないと思うんだけど、こういうとき、え～、とは言わないの。こういう時は。。（皆からyeah！の声）あ、皆知
ってたんだ！すごい。」この時誰かが掲げたタオルを見て、カナは驚いた様子で「あ、それこの前のコンサートのタオルだね。」その後一つまた一つとタオルが上がっていく。

カナは笑いながら「なんだ、それあんまりよくないでしょ！最後の曲は皆のために選びました。一番皆に歌いたい曲。皆に夢のために頑張ってほしい。私が音楽の道で努力して

いるように。でも道に迷うことがしょっちゅうだよね。私もそう。だから次の曲を皆に贈ります。」All right 

歌い終わると、カナは拍⼿の中ステージを降りた。会場からは「アンコール︕アンコール︕」の声。すると舞台に⼀つの⼈影が。皆懸命に拍⼿をしたのだけど、出てきたのはな
んと先⽣。今⽇はアンコールはないけれど、後でいくつか質問はできるとのこと。⽣徒会⻑が花を渡して（羨ましい︕︕）挨拶。最初の質問は、「三重⾼校での⼀番の思い
出」。カナ「⾼３の頃に応援団として甲⼦園へ応援に⾏ったこと。それが⼀⽣の思い出」。⼆つ⽬の質問は、「次の夢は何ですか」。カナ「⼀⼈ひとり、夢に対する理解が違う
よね。明⽇ケーキを作りたいっていう夢は簡単に⼝にできるけど、私は私の夢は⼀⽣かけて実現するものだと思ってる。だから申し訳ないけど秘密です。他に質問あります
か︖」すると⼤声で「彼⽒はいますか︖」の声。会場は⼤盛り上がり。でもその質問は無視。

本当にステージを去る時が来て、半分まで⾏ったカナが突然戻ってきて⾔った。「ごめんなさい、⼀つ忘れてました。私はライブで⼀つ習慣にしてることがあるんです。皆で写
真を撮りたいんだけど、いいですか︖」その問いかけには「いいよ〜︕」の叫び声。カナが１．２．３と叫び、私達はそれに続いて真剣味︕と叫んで写真を撮った。この写真は
すぐに⾊々なところで⾒れるようになるから、皆⾒に来てね、とカナ。~その後花束を抱えて帰っていった。

今⽇の設備は本当に素晴らしかった。カナの歌声は本当に素敵だった。彼⼥のファンであることは本当に誇らしい、嬉しいことだと感じた。最後の写真は明⽇出来るみたい。期
待しててね。
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激⾟に挑戦︕来来亭でご飯\(0^◇^0)/

2011.09.22

放課後1時間のバレーボールの練習が終わった後。お姉ちゃん&彼氏さん，それから妹と一緒にご飯を食べに行った。道中車の中でなにを食べようか4人で話し合い。わたしは焼
肉が食べたかったんだけど、妹は肉が嫌い。お姉ちゃんはパスタが食べたいみたいだけど、妹はサラダがいいらしい。最終的に話し合いの結果洋食屋さんに行くことにしたんだ

けど、車でぐるぐる探してみても見つからず、元の道を戻ろうとしたとき、道路脇に一件の来来亭を発見した。そこでお姉ちゃんと彼氏さんがそこでラーメンと餃子を食べよう

って提案をしてくれたんだけど。。。まぁいいか。わたしは夜ご飯にラーメンを食べることになるとは全然思ってなくて、しかもあまり目立たない小さなお店だし。でも正座し

て食べる和室系のお店だったから、新鮮な感じだったよ。メニューを見てたときに、数量限定で激辛ラーメンがあることを発見。日本に来てから辛いものなんて食べれてなかっ

たから、そこで急にテンションが上がった！これに決めた！！最高がレベル5なんだけど、お姉ちゃんが言うには日本人は辛いのがあまり得意じゃないから、レベル5でもきっと
大丈夫だよって。それから餃子を3皿と、お漬物、から揚げ、あとみんなそれぞれラーメンを1つずつ頼んでた。妹はネギラーメンを頼んでて、ネギが山のようにてんこ盛りにな

ってた。話は変わるけど日本のネギとか、ゴーヤ、大根とかが結構美味しいんだよね。以前中国にいたときはあまり野菜が好きじゃなかったんだけどここに来たら大丈夫になっ

ちゃった。日本の野菜はお肉よりも高いんだよ。農家が自分たちで植えてるから、もちろんああいう大きな機械を使った大量生産は出来ないし、自分たちで肥料を与え、害虫を

取り除かなきゃいけないから、だからすごく美味しいんだよね。多くの野菜はまるで果物みたいに美味しいんだよ。

 

 

注⽂した後すぐに料理が運ばれてきた。底も⾒えないような真っ⾚なスープ、今にもよだれが出てきそう︕ほんとにすごく⾟かったよ。⽇本に来てからこんな⾟いもの初めて⾷
べた。

餃⼦もすごく美味しかった。中国の鍋貼（焼き餃⼦）にちょっと似てるかな。⼤きなお店ではなかったけれど、それでもすごく⼈気はあるみたいだった。⾷べ終わるときに、店
員の⼈に写真を撮りたいって⾔ったの。そしたらすごく親切に、じゃあスタッフ全員集めますねって。ほんとすごい優しかったし、ご飯も美味しかった。⾷べ終わった後、店を
出て、⾞に乗り込もうとしたときにも、⼀⼈の店員さんが追いかけてきてくれて、もし良かったら、お⼟産をどうぞって。⾞に乗ってから開けてみてみたらチーズフライだっ
た。すごく美味しそうだったんだけど、ちょっとわたしは⾷べ慣れなくて、だから全部妹が⾷べ切っちゃった。チーズフライが死ぬほど美味しかったって道中ずっと⾔ってた。
今度絶対また⾏こう︕

 

明⽇は丸々⼀⽇のお休み。というのも明⽇は秋分の⽇だから。いつの間にか秋になって、天気も寒くなってきた。真冬にミニスカートで⼤丈夫なのか今から⼼配。寒くて⾜が凍
っちゃうんじゃないのかな︖︕ここ何⽇かは勉強も⽐較的頑張ってる。もうすぐテストだからね。今回も点数がよくなかったらあまりに申し訳ないからね。頑張ろう︕︕

秋ですねぇ。お庭の柿ももうすぐ⾷べごろなんじゃないかな︕
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制服

2011.09.22
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ついに試験終了

2011.10.01

 

国語現代⽂。

テーマは基本的に教科書から出されて、漢字と読み仮名がふってある。次は⻑⽂読解。そして単語。今回出た⽂章は『羅⽣⾨』と『理解と誤解』。今回は⾚点だろうな。そうそ
う、⽇本の⾚点は30点なんだって。中国は60点。

国語古⽂。

現代⽇本語との共通点ゼロ。全部読んだって意味が分からない。でも⽇本⼈も、⼩学校から勉強してるのに分からないって。況や⾨外漢の私をや。。。今回の試験は、漢⽂の語
順問題を少しやっただけで、ほとんど⽩紙の状態で提出。ショックだわ。。。。

数学。

数学は、数学aと数学1に分かれていて、数学aはロジック系の問題。数学1は代数の問題。中国にいたころは確率は重要な部分じゃなかったから、あんまり勉強しなかったんだよ
ね。だから昨日の夜は、試験のために夜中の3時まで勉強したよ。日本は確率を深く勉強していて、見たことない公式や符号がたくさんあったよ。今回の試験は7割は教科書のま
ま出題された。ほとんどは昨日の夜に見たやつだったから、数学の成績は割といけそう。

⽣物。

⽣物は私が⼀番好きな科⽬。減点があるとすれば、やっぱり語学の問題だろうな。問題は読めるけど、答えが書けない。専⾨⽤語も中国と違うんだもん。でも、復習の時に、新
しい単語をいっぱい勉強したんだ。ものすごい達成感~

理科総合。

物理、化学、⽣物の集合。問題点は⽣物と⼀緒。⾔葉の壁。どうやら40点はとれたみたい。うん。今回は、日本の試験方式に触れるってことで、次また頑張ろう！

保健、世界史、論理。

どれも教科書が分厚くて、字がいっぱい。でも落ち着いて読んだら、なんと全部分かったよ。今回の試験では無理やり教科書を読み終えたって感じ。内容を完全に理解するに
は、もう少し時間が掛かりそう。

英語。

ほとんど教科書から。⽇本語で英語の時制を説明するのが⾯⽩い。だって⽇本語には⼆つの時制しかないのに、英語には16個もあるんだもん。だから理解が難しい場合もある
んだろうね。

先⽣が、来週から⾃分の好きな科⽬を選んで受けていいって。もちろん⾃分的には理科が有利なんだけど、これまでの既に持ってる知識で楽な⽣活を得ても、挑戦の意味がなく
なっちゃう。だから理科に加えて国語の現代⽂と、論理、保健も受けようと思うんだ。

   最近は試験勉強で睡眠不⾜だったんだ。全⼒は尽くしたし、成績が悪くてもいいんだ。新しいものに慣れるには必ず過程があるものだし。これから試験を受ける⼈が、理想の
成績がとれることを祈ってるよ。ふふ。じゃあ、おやすみ~~
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最近の写真

2011.10.01

新しいカメラに変えてから、撮ってばっかり。ここにあんまりアップしないのは、このサイトだと写真が圧縮されて出てくるから、満⾜してる写真もあんまり綺麗に⾒れないか
らなんだ。今後上達したら、完璧な写真をアップしたいな︕︕

学園祭のお⾯

学校50周年で、⾊んな活動に参加できた。ただただ、ラッキー︕︕︕

バンド演奏。私も⼊りたいんだ。いつかカラオケ⾏ったら、歌声聞かせてあげるね〜笑~!~!

銀魂のエリザベスだよ

⾔ったでしょ、これじゃ誰が誰だか分からないって。。。

楊 程程さんの⽇記



勉強中〜（うう。。。）

私は台⾵15号と⼀緒に三重県やってきたんだよ。⾬の後の虹。

⽇本はいいね。いつでも綺麗な⻘空が⾒れて。

前村。綺麗な⼣⽇

蘭の花と



トンボ

⽇本でだけ⾒れる踏切。雰囲気あるね~︕︕

太陽がまぶしい~︕

これは⾃信作。カメラマンになりたくなっちゃった。⾃分がモデルでね。笑



 

中国では珍しけど、⽇本ではどこでも彼岸花が⾒られるよ。きれいだなあ。摘んで帰ると家が⽕事になるって迷信もあるよ。

⽇本にいる間に、肺の中まで綺麗になった気分。どこでも綺麗な⻘空が⾒れて、町もとても綺麗。交通は不便だけど、本当にどこに⾏っても素晴らしい景⾊だよ。



茶道・華道・書道体験 ハハ &テニス

2011.10.06

ハハ テニスの王⼦様の影響で、いま、テニスにはまっています。でも全然へたっぴで、いつも球がどこかにとんでいっちゃうの。

 

程程の⽣け花 コメントまってるよ~

 

茶道の写真は少ないの。茶道をやっているところはビデオで撮ったから、ここには載せられないね。2時間も正座していたから⾜がしびれちゃった。でも茶道がマスターできた
らかっこいいのにな。

 

書道の時間にささっと書いたもの。でもこの前提出した、宿題のよりはよくかけたよ。
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通学路で撮影。

毎⽇いろいろな部活でスケジュールぎっしり。家に帰って、ご飯を⾷べてお⾵呂に⼊ったら、もう寝る時間。だから勉強をする時間がなくって。。

今度は⽇本のお琴を体験してみたいな。



みそ汁とお⾵呂こそ⼀⽇の元気の源

2011.10.06

⽇本に来てから、お⺟さんのお料理のおかげで、みそ汁が好きになりました。

中国でも⼀度、⽇本のお味噌汁を飲んだことがあったけど、そのときは、⽇本⼈ってどうしてこんなに苦くて渋いものが好きなんだろうって思いました。これがおいしいなんて
全く理解できなくて。でもお⺟さんのお味噌汁を飲んだら、その考えは⼀変しました。ホッとする味ですね。まるで⽇本の⼈たちみたいに。

ホストマザーは、昔ながらの⽇本⼈⼥性です。お茶にお花、⼿芸全般なんでもこなせて、しかも半⽇正座していても、全く平気なんです。私も茶道を体験したとき、正座にチャ
レンジしてみましたが、すぐ、⾜がしびれちゃいました。あんなに⻑い間正座をしていられるなんて、お⺟さんってホントすごい︕しかもお⺟さんの料理はすごくおいしいんで
す。毎⽇家に帰ると、テーブルにはたくさんのおいしいお料理が並べられています。もう、本当に幸せです。

朝、駅に⾏く途中でお⺟さんとこんな話をしました“⽇本に来てから私、太っちゃったよ。ほら、⼆重アゴだし。”す るとお⺟さんは笑いながら，“よかった。もうちょっとふっ
くらしても、⼤丈夫よ。もしあなたが痩せちゃったら、そのほうがショックだわ”って。

最近は、テーブルに着くとすぐにいただきます、と⾷べ始めて、料理の写真を撮ることを忘れていました。お⺟さんは“さあ、魔法のお料理をどうぞ”，⾷べるとみんな笑顔にな
っちゃうわよって︕

⽴秋をすぎてから、急に冷え込んできました。

⽇本に来たときはまだ暑かったので、湯船には⼊っていませんでした。でも最近、お⾵呂につかるようになりました。浴室から出てくると、ゆでたサツマイモみたいに真っ⾚に
なっています。⼀⽇の疲れが、良い⾹りの湯船のなかに溶け出していくようです。

以前に、⽇本⼈の元気の源は、みそ汁とお⾵呂だって何かで読んだ事があります。今、この元気の源は、私のすぐ⾝近にもあります。お⺟さんのおいしいご飯のためにも、明⽇
も元気満々で⾏ってきます︕︕︕︕
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プリクラ~︕

2011.10.07

⽇本に来て2⽇⽬にお姉ちゃんや妹さんと⼀緒にaeonに⾏ってプリクラを撮ったんだ。

やっぱりハイテクの⼒はすごいね。出来上がった写真は全く違う⼈みたいになってたよ。しかも後からいろいろ可愛くデコれるんだ。唯⼀不満だったのが、プリクラがすごく⼈
気で、どれも時間制限があったこと。

その後サンドイッチのレストランで店⻑の娘さんと知り合う機会があって、しかもお友達になれたんだ。みんなで⼀緒にカメラを買いに⾏ったの。これは秘密だけど、実はこの
⼥の⼦⽇本のある芸能⼈の娘なんだって。みんなで超驚いてた。。。。

⼀番可愛い⼦がアイドルの娘さん~︕︕睫⽑が⻑くてすごく可愛い。

これは上に書いてあるねjapan&china
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ハハ9⽉4⽇

この1枚が⼀番好き。⻑⼥、次⼥、末っ⼦。ほんとの姉妹みたいになんでも話せる仲になれたらいいなぁ。

 



 

最後の1枚は5⽉に⾯接で北京に⾏った時に撮ったもの。皆さんおやすみなさい~︕



後井先⽣楽しみに待っててくださいね~︕

2011.10.07

今⽉の15⽇に、お⺟さん、お姉ちゃん、それから妹さんが所属するダンスクラブの発表会があります。

お⺟さんの次⼥として、最初はお⽗さんと⼀緒に応援に⾏ってたの。

でもある⽇突然お⽗さんがわたしも発表会に⾶び⼊り参加してもいいよって⾔ってくれて。もちろん短い間だけなんだけど、それでもこんなチャンスをくれたお⽗さんに感謝。
練習のときにもお⽗さんはわたしにたくさん友達を作るようアドバイスしてくれてね。おかげで今ではいろんな⼈と話をするようになったよ。

（写真は練習待ちをしている可愛い⽩雪姫の役者さん）

今⽇はリハーサルを⾒に⾏ったんだけど、当⽇貼り出す予定のポスターが出来上がってるのを⾒つけて、ちょっと⾒てみたら、なんとフィナーレの欄に 友情出演 楊程程
from Chinaの⽂字が

お⽗さんが後井先⽣にもこのポスターを⼀部送るって⾔ってたんだけど、こないだの銀⾏の⼝座番号はお⽗さんと⼀緒に送りに⾏ったから、今度は⼀⼈で⾏きたいなぁと思って
るんだ。ふふ後井先⽣、楽しみ待っててくださいね~︕
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ダンスの練習の時に撮った写真

2011.10.08

私の出番は本当に少しだけなんだけど、それでも皆と同じ時間に来ているから、基本的にはいつも写真を撮っているか、写真を⾒ているか、演技を⾒ている。何枚か可愛いと思
った写真を載せるね。

 

皆の頑張っている様⼦。

 

下の数枚は割と気に⼊っているもの。現場には⼩さなダンサーさんも。つきちゃん〜。数⽇前に満４歳になったばかり。お⺟さんは正式なダンサーさんだから、練習の時は私が
臨時の保⺟さんになるの。そして偶然にも同じズボンを履いてた。本当の親⼦みたいじゃない︖︖
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今度の公演のために、皆本当に全⼒を尽くしている。⼩さな動作であっても、⼀⼈でもできなければ、頭からやり直し。それでも、誰⼀⼈⽂句を⾔わない。今⽇はお昼ご飯を⾷
べてから、気づけば９時間も練習場にいた。私はお気楽に写真を撮ったり、演技を⾒たりしているだけだけど、皆はずっと練習しっぱなし。中には⼀年⽣の⼦供や年齢の少し⾼
めの⽅もいるんだよ。正式な演技は４５分のものだけど、その百倍の時間をつかって何度も何度も繰り返し練習。私の⼤好きな中国語の⽂字があるんだけど、ちょうどその⽂字
で形容できそう。

                       炼



もうすぐ校外学習。京都の丁夢さん、会いにいくよ〜

2011.10.08

今⽉の２０⽇に、校外学習で京都に⾏く。

しかも、⾏き帰りの道のり以外は全部⾃由⾏動。規則は、最低でも⼆つの名所を⾒ること。帰ったら感想⽂だって。。。

京都といって思い浮かぶのは⾦閣寺。私⾃⾝お寺が⼤好きというわけじゃないけど、⾦閣寺は⾒てみたいな。そうすれば私の⽇本の旅が完璧に⼀歩近づく︕

京都にいる丁夢さん。⾃由⾏動だから、あなたに会うこともできるんだ。でも２０⽇は授業だから、厳しいかな︖⼀か⽉会ってないけど、何か変わったことはあった︖︖

京都の⽇、早く来ないかな〜︕

p>
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昨⽇は海で海鮮を~︕︕

2011.10.10

今は連休の中休み、家で休んでいます。

昨⽇はお⽗さんに⽇本の⻑島に連れて⾏ってもらいました。お⽗さんはそこで単⾝赴任をしていたことがあるんです。

⼭東にも⻑島があります。夏休みに⼩学校の同級⽣と⼀緒に⾏ったことがあります。

お⽗さんに漁港に連れて⾏ってもらいました。漁港は以前にみたことがあるイメージの中の、砂浜が広がる海とは全然違いますね。漁船がたくさん⾏きかって、⿂を売る⼈、買
う⼈、それを運ぶ⼈、みんな忙しそううに働いています。

 

そして……おいしい晩ゴハン︕︕︕︕私の握りこぶしよりおおきいサザエ。 すごくおいしい、でもちょっとだけにがかったかな。妹がサザエを⾷べてる時気づいたけど、ちょ
っとサザエの顔っぽい︕︕

みんなはどうなのかな。私は以前タニシを⾷べたときは、先っぽの部分だけを⾷べてたの。後ろの⽅は砂がじゃりじゃりして、捨てていたんだ。

でも家族みんな、サザエを全部⾷べるので、おそるおそる⾷べてみたら、本当にびっくり。お⽗さんは砂はないよって⾔ってたし、ためしに全部⾷べてみたら、なんとこれがす
ごくおいしい。こんな不思議なものを⾷べたのは初めて。これも特別な経験です。

昨⽇の夜の⽩いご飯も、絶対に忘れません︕︕

⽇本に来てからの悩みは、なまものがたべられないこと。埼⽟での歓迎パーティーでも、チャレンジしてみようとマグロのお寿司を⾷べたら、危うく吐きそうに。チャレンジは
失敗。。。その時、丸⼭先⽣に⼀番ヘンな⽇本料理ってなに︖ってきかれて、たまごかけごはんですって答えたんです。 中国の卵の⽣臭いイメージがあったのかな。だからこ
んな⾷べ⽅があるって初めて聞いたときは、びっくりしちゃいました。

昨⽇海から帰る途中に、たまごの⾃動販売機がありました。そこで買って、家に帰ったら、お⺟さんが⼤喜びして“これで卵かけご飯が⾷べられるわ~︕”って。

お⺟さんが⾷べる横で、ヘンな顔をしてそれを眺めていたんだけど。。妹が“⼀⼝だけ⾷べてみたら。ぜったいおいしいから”って。本当かな︖ってちょっと好奇⼼でお⺟さんか
ら⼀⼝もらうと。

お醤油のおかげか、全然⽣卵、って味がしなかったの。それどころかご飯の味がさらにまろやかになって。それとも⽇本の卵がおいしいからかな。。。

わるくない、これが初⽣卵の感想。でも、⼀番の難関がクリアできたんだから、これからはもう⼤丈夫。もしかしたら中国に帰るまでにはお刺⾝も平気になってるかもしれない
ね。（笑）
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⾃転⾞は体⼒が

2011.10.16

今⽇は⾃分で⾃転⾞に乗ってスーパーへ

⽇本の90％は⼭地だって⾔うのは、ウソじゃない︕

いつもはお⺟さんに⾞で連れて⾏ってもらっているから、今⽇はすごく遠く感じたよ

こんなにこいでもこいでも、なんであんなに⼤きな看板が⾒えてこないんだろう、まさか、道を間違えた︖って考えちゃった。

なので、⾃転⾞をこいだり停まってみたり。栗も２個拾ったよ。

それと猫と鶴を２⽻、⾒かけちゃった~︕

そしてやっと、スーパーについた。以下1000字省略。

今⽇のお出かけで、よくわかったことが、ふたつ︕

ひとつ、⽇本で⾃転⾞に乗るのは体⼒がいる

ふたつ、やっぱり⾞があるっていいな。⽣産⼒のためには、まず科学技術︕︕︕
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中国語能⼒が低下してる

2011.10.16

はじめのうちは、翻訳の先⽣の⼿間を省くために、主語も述語もキチンと書く基本的な⽂章を書いていたの。そうしたら今、みんなネットに⽇記をのせているけれど、⾃分の⾔
語能⼒が低下しているのに気が付いた。書くのって、こんなにムズカしかったっけ︖。。。このままじゃヤバイ。

忻さんも、私と同じビョーキみたい。彼⼥の⽇記も、もうよくわからない。。。
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防災オニギリ~︕

2011.10.16

少し前の中間休みの時に、村委員会で、防災⽤のおにぎりをつくってきました。防災や地震に対するテキストも、もらいました。まず１ページ⽬は消⽕に関して。それをよんで
いたら、みんなと⼀緒に池袋の防災館に⾏った、あの楽しかった⽇のことを思い出しちゃった。とくに解説員のお姉さんの“⽕事だ︕︕”の⼀⾔がね。

研修センターにいる間、朝ごはんを⾷べているときに、夜、地震があったよねっていう⼈が必ずいたけれど、私は全然わからなかった。お⽗さんも、この家は耐震構造がしっか
りしているから、⼩さい地震じゃ気づかないよって⾔うし。本当はね、スゴク⼩さな地震とかって、体験してみたいの（罰アタリ︖）。冗談だよ。みんながこの１年、無事で楽
しく、過ごせますように~︕︕
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イマドキの⽇本のコ

2011.10.16

⽇本に来て、私って全然イケてないんだって気が付いた。

毎⽇学校に⾏く途中、⾒かける萌え、な⼥のコ達。髪型はみんなakbっぽい

お化粧やパーマは禁⽌だけど、⼥のコ達はみんな、がんばっておしゃれしている。

電⾞の中で、いつもお化粧をしている⼥の⼈を⽬にする。あんなに揺れる電⾞の中で、平然とアイラインをひけるなんて、スゴイよね。

学校はスカートの捲し上げを防⽌するため、腰のところにボタンをつける特殊な加⼯をしているの。捲し上げるとお腹のところがボテッとしちゃうの。でもね、みんな、⾒られ
ないように中にショートパンツをはいてるの。ショートパンツをたかくあげると、スカートも短くなったみたいに⾒えるんだ。

今はトイレでお化粧をしたりコロンを付けている⼥の⼦たち⾒ても、もう全然驚かない。正直⾔えば、こんな⽇本の⼥の⼦たちのパワーが⼤好き。でもわざわざ⼤⼈っぽい恰好
をしたがるのはよく理解できないけど。これってイマドキgalなんだって。

それに私たちの学校の男⼦の中にもすごいオシャレ男⼦がいる。とくに中に穿くパンツね。ズボンをすごく低く下げて、やっと腰に引っ掛かる感じで穿いてるの。それでカッコ
イイって思っているパンツをチラ⾒させてるんだ。同じクラスのコに、ハズカシクナイノって聞いたら、フンって感じで、これがイケてるんだよって。

︖︖︖︖︖︖︕︕︕︕

中国の学校では、男⼦はみんな前髪をたらして、もみあげを残して、おでこを出している⼈なんていなかったのに。だから⼥の⼦たちの間では“全部そりあげちゃっている⼈が
本当のイケてる⼈”なんて⾔い⽅も。⽇本に来てみたら、坊主頭のひとって、街のあちこちで⾒かけるし。

これって部活にみんな参加しているからかな。三重⾼校では、野球部と剣道部員はみんな坊主頭なの。だから私たちの部活の⾒分け⽅って、“⾊⿊で坊主は野球部、⽩い坊主は
剣道部。”ハハ。

でも本当に、⽇本⼈の美へのこだわりはすごいよね。１０歳の⼦からおばあちゃんまでおしゃれを忘れない。本屋で⼀番売れている雑誌はいつもファッション誌。最近は中国の
コもakbにかぶれちゃってるし。喜ぶべきか悲しむべきか。

今私が好きなのは、児⽟益美、吉⾼由⾥⼦、⽐流川游。みんなナチュラル系の美⼥︕
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お⺟さんお誕⽣⽇おめでとう~︕遅くなってごめんね

2011.10.20

17⽇はお⺟さんの誕⽣⽇

本当は⼿作りのプレゼントをあげたかったんだけど

誕⽣⽇を知ったときはもう16⽇、間に合わなくて、今⽇の京都への遠⾜の時に⾃分のお⼩遣いでお⺟さんへのプレゼントを買ってきました。

前にお⺟さんと⼀緒に買い物に⾏っったとき、ファーのスヌードを⾒たんだ。その時お⺟さんが、冬にこれをつけたらかわいいわねって。だから今⽇、似たようなものを探した
の。⼈⼯のファーだけど（⾼くて⼿が出ないヨ︕︕）お⺟さんが気に⼊ってくれるといいなあ~︕

 

お姉さんの彼⽒さんもお⺟さんに⾜のマッサージ機をあげたんですって。本当に親孝⾏な⼦供だよね~

お⽗さんは⾃分のことはロマンチックじゃないなんて⾔うけれど、前にカフェで開いてくれた歓迎会では、かわいいフルーツケーキをちゃんと準備してくれていたんだよ~

今晩は、お⺟さんと妹が美容院に⾏ったので、私がお留守番をしていたの。呼び鈴が鳴った時、ちょうどお⾵呂に⼊っていたのでびっくりしちゃった。ドアを開けると、もう誰
もいなくて、ドアのところにプレゼントがかけられていた。⽇本⼈ってやっぱりサプライズ好きだよね。

 

でも家にはカメラ付インターフォンがあるから、すぐにダンスクラブの先⽣だってわかったよ。きっとお⺟さんへのプレゼントだよね。じゃなければ、ハロウィンのプレゼント
かな。⽇本⼈のこうしたちょっとした⼼遣いが嬉しくて温かい気持ちにさせてくれるね。
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球技⼤会（1）

2011.10.20

先週は⾬のため、球技⼤会が今週の⽉曜⽇に延期。

球技⼤会では、部活に⼊っている競技には参加できないんだ。でも、私は留学⽣っていうことで、特別にバレーに出られることに。⾃分はバレー部なんだから、きっとバリバリ
活躍できるって思っていたのに、思っていたのとはまるで違う結果に。。。

バレーの試合に参加した⼦たちは、部活ではやっていないけれど、みんな多かれ少なかれ⼩学校や中学校の体育の授業でやったことがあるみたい。試合になるとみんなすごく
て。

試合の相⼿は２年⽣。コートに上がる前にもう汗が。私は頑張ってボールを受けたんだけど、チームのみんなは全然動けなかったの。結果は1:15。体育館の外に出たとき、ク
ラスのみんなが私にごめんねって⾔ってきたよ。あんなに頑張ってボールを受けてくれたのに申し訳ないって。。  本当はね、はじめはちょっと怒ってもいたんだ。せっかくの
球技⼤会なのに、何も反撃できなくて、相⼿に打たれっぱなしで終わっちゃった、なんてね。そのあと２年⽣の担任の先⽣が私たちのところに来て、気にしないで、彼⼥たちは
みんな中学の時にバレーをやっていたんだ。だから負けても仕⽅がないよって⾔ってくれたの。確かにものすごく強かった。しかもみんなもずっと練習していなかったから、試
合が始まってあわてちゃって、実⼒が発揮できなかったんだよね。もしくは相⼿の迫⼒にholdされちゃったか。。。

今⽇の⼤会では私たちは、みんなカワイソウな仔⽺ちゃん。。。
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球技⼤会（2）

2011.10.20

今funky monkey babysの、それでも信じるを聞いてるの。アツいリズムを聞いていると球技⼤会のことがあれこれ思い出されちゃう。やっぱり若さって汗と熱⾎︕︕︕

若者はやっぱり、若者らしくだよねって。みんなの泥んこになった満⾯の笑顔︕︕

 

これはクラスメート。ドッジボールの試合中。あと２回勝てば優勝だったけど、２年⽣の先輩に負けちゃった。中国にはドッジボールってないんだ。アツくなっちゃうスポーツ
だね。当⽇の雰囲気にすっかり飲み込まれちゃった。
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最⾼︕︕︕



来年修学旅⾏の予習̶̶京都遠⾜~~❤

2011.10.20

列⾞を降りるとすぐに、どーんと、京都駅の⼤きな⽂字が。興奮しちゃって写真を。

 

いろんなお店では財布をしっかりにぎりしめて︕︕︕

 

楊 程程さんの⽇記



京都タワー~︕

 

ここのお⼟産って⾼いよね。⼈⺠元に換算すると⼼臓がギュッと縮みあがっちゃう。何を買ったかは⾒えなかったけど、１０数分後にはパッと何千円もは払ってる⼈も。⽇本⼈
は⾼いって思わないのかな︖︖︖

 

⾦閣寺が遠いので、清⽔寺に⾏くつもりだったんだけどみんなの意⾒がバラバラなので、⾃分の意⾒を押し通すこともできなくて。本能寺っていうところに⾏ってきたんだ。で
も誰も説明してくれなくて、ただ、ここで⽇本の有名な⼈が切腹をしたってことしか知らないの。

京都の建物はどれも歴史を感じる。でもどこを歩いても似たような⾵景ばかり。⾦閣寺にも、清⽔寺にもいかなかったけど、みんなとワイワイ歩き回っているのが楽しかったか
ら、別にがっかりはしていないよ。

和菓⼦の試⾷



 

 

京都図書館。すごくりっぱ。上の漢字はなんて書いてあるのって聞かれたのでみんなに答えると、オォって驚かれちゃった。⽇本字って漢字がわからないのかな︖︖

最後の１枚は平安神宮で。学校の⾰靴で３時間も歩き回ったのでもうクタクタ。チャクラが尽きた。。。字もたくさん打てない 画像を⾒て。。。疲れた

今回の遠⾜は時間が少なかったな。京都みたいな歴史のある町は何⽇もかけないと回りきれないよね。よし、きっとまた⾏くぞ︕︕





あなたにとって中国とはどのような国ですか︖

2011.10.21

今⽇先輩たちに囲まれて、中国のことに関してたくさん質問された。

その中で⼀⼈以前上海にサッカーを⾒に⾏ったことがあるという先輩がいたんだけど、その⼈が周りの⼈に、中国の⽔道⽔は飲んじゃいけないから、すごく汚いんだとしきりに
⼒説してて。

それで何も知らない他の先輩が、じゃああなたたちはどうやってご飯を⾷べているの︖⼿を洗っても汚いままなの︖って聞いてきたの。

⼀瞬どう答えたらいいか分からなくなった。

 

先進国ではオゾンを使って⽔を浄化してるみたいだけど、中国はまだ発展途上で国でこのような待遇を受けられる⼈はまだあまりに少ない。全国の⽔道⽔はまだ依然として塩素
を⽤いて殺菌消毒されており、このような⽅法で処理された⽔はすべてそのまま飲むことは出来ないとされている。これは変えられない事実です。

それから中国のお店で売ってるものは全部賞味期限が切れてるとも⾔われた。わたしがどれだけ説明しても彼は⾃分の⽬で⾒た事実を突き通した。最終的に彼が平成の⽇本を基
準に⾒ているのだということを知って、全く⾔葉を失ったよ

“中国って。。。だよね”的なことをたくさん⾔われた

中国⼈のわたしでさえも、中国って。。。だよねなんて⾔えないのに。たった⼀回旅⾏に⾏っただけでこんな決め付けちゃうなんて  ，あまりに⼀⽅的だよ。

実のところわたしはもうずっと前からこの⽇記を書きたかったんだ。ニュースで取り上げられる中国は、ほとんどが良くない話題ばかりで。家の⼈と⼀緒にテレビを⾒ていて
も、気まずくなるときがよくある。⼀体どうやって説明したらいいんだろう。毎⽇起きていることだったらきっとニュースにもならないでしょう。ただこういうニュースのせい
で、彼らは絶えず中国のことを誤解しているのだ。いまだに、たくさんの⽇本⼈が、中国では⼥性がまだ纏⾜をしており、街の⼤通りは⾃転⾞だらけで、中国はコピー商品の国
だと⼀⽅的に思い込んでいるのだ。

 

中国⼈として、わたしは、確かにそういう過去があったということを否定することは出来ない。しかし中国は今変わりつつあるのだ。その単語を聞いただけでも胸が痛くなるよ
うな⽇中戦争。こういう嫌な歴史があったとしても、私は⽇本は。。。な国だと⼀⽅的に決め付けることはしないと決めている。わたしは⾃分⾃⾝の経験から絶えず⽇本に対す
る認識を改め続けている。わたしも、周りの⼈の中国に対する⾒⽅を変えられるよう頑張るよ。

 

どうかこの⽇記を読んだ⼈たちが、⼀切の種族間の⽭盾を取り去ってわたしの気持ちを分かってくれたなら嬉しい。⼼連⼼、相互理解、これはわたしたちの最初の⽬標でもあり
最終的な⽬的でもあるんだ︕
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⽉例報告についての質問

2011.10.22

⽉例報告、皆書いた︖

24⽇までだよね︖どうして私のとこにはそのボタンがないのかな。どこから報告の画⾯に⼊るの︖︖

楊 程程さんの⽇記



明⽇は飯⽥⾵越⾼校で合宿~

2011.10.28

帰ってきたらまた感想書くね~︕

楊 程程さんの⽇記



合宿が終わっちゃった。。

2011.10.30

この⼆⽇間は、飯⽥に合宿に⾏ってきました。坂が多くてリンゴで有名なところです。三重のここのあたりは、どの家の庭にも、柿の⽊が植えてありますが、飯⽥ではリンゴの
⽊。。

朝７時に出発して、１０時にやっと到着。北に移動してきたので、⾵がずっと冷たく感じられます。バスケ部のショートパンツをはいているので、ピューピュー吹く⾵の中に⽴
っていると、なんだか凍え死にそうなマッチ売りの少⼥になったキブン。。。

合宿場所を提供してくれたのは飯⽥⾵越⾼校。でもgpsでもそこにたどりつけなくて、結局は学校の先⽣に道を誘導してもらいました。細い道を⼊って、坂をどんどん上ってい
くと、ようやく到着︕︕

午後４時ぐらいまで練習。そのあとは合宿所に荷物を置いて、みんなウキウキ気分。だって先⽣が温泉に連れていってくれるから~︕︕

 

先輩と⼊⼝のところで⼀緒に写真を~初めての温泉で感激。でも先輩と⼀緒の温泉。。。ノビノビはできないかな

中で写真を撮ったら、捕まっちゃう~︕︕

 

外と内⾵呂があって、露天⾵呂はすごく寒かったです。でも温泉から出たら肌も髪もSURASURAで、全⾝ポカポカ~︕︕

温泉のあとはご飯。ここの学校のmane-jyaさんがカレーを作ってくれました。ご飯の準備は⾃分の分だけではありません。１年⽣は全部員の⾷事の準備をして、部⻑のいただ
きますの合図で、やっと⾷べられるんです。みんながテキパキ準備してくれたおかげで、私のよだれがおちるまえに準備ができてよかった。ハハ。。。

楊 程程さんの⽇記



 

ご飯マチ。。。。楽しい~︕

 

 



今⽇、遅い時間に帰ってきました。まだまだ写真たくさんあるんだけど、アップするのに時間がかかるので、残りはまた今度~

おやすみなさい~︕

 



三重⾼が⽬指すのは☞甲⼦園︕︕︕

2011.10.30

合宿中に、先輩が携帯のネットをみて、私たちの学校の野球部が県⼤会で勝ったよって、教えてくれたの。甲⼦園にいけるかも︕︕︕

すごく感動しちゃった。野球部ってものすごく頑張っているから、本当に⼼から全国⼤会に進めるよう、祈ってる。

ホストファミリーのお姉さんは、２回、⼤きな試合を⾒たことがあるんだって。私は野球の簡単なルールすらよくわからないんだけれど、⼀度⽣で試合を⾒てみたいな︕︕︕

楊 程程さんの⽇記



合宿の写真だよ~︕︕

2011.11.01

晩御飯の後は、⾷器も⾃分で洗ったの。

中国では飲み物のパックは、そのままゴミと⼀緒に捨てればよかったけれど、ここでは資源ごみとか、いろいろあって。まず分別して、意外なものが資源ごみだったりもするん
だ。同級⽣のコが、ここはよその学校だから、ここでごみを置いていくのも迷惑がかかるから、みんなのごみはまとめて⾃分たちの学校まで持って帰るんだよって教えてくれ
た。。。。

ちょっと前まで、バレー部で⾃分の居場所が無いように感じていて、試合近くになって、みんなますます練習に熱が⼊ってくると、よけいに、⾃分だけおいていかれちゃったよ
うな疎外感を感じていたんだ。でも今回の合宿のおかげで、みんなとも仲良くなれたよ。【この世には、はじめから楽しい、なんてものはナイのだ】なんとなくこの⾔葉の意味
が分かった気がする。私は⼤丈夫、この笑顔を⾒てもらえれば、わかるよね︕yeah︕︕
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合宿が終わったら、また勉強も頑張らなくちゃ~はりきって持ってきた宿題、全然やってないの。先輩とずっとおしゃべりしてて。

 

 

 

 



またまた写真です

2011.11.01

 

貞⼦。。。。

highテンション~

 

かわいい先輩 ⼤好きなの すごくやさしくしてもらって。

楊 程程さんの⽇記





気持ちの⼤掃除。悩みは全部捨て去ろう。

2011.11.05

今⽇みたいに思いっきり笑ったのはいつぶりだろう︖

頑なな考えが⾃分を苦しめているんだと分かった。使命感に駆られて、やりたくないことも無理してやったし、⾔いたくないことも、⾔わなきゃいけなかった。

周りの⼈が皆私を好きだなんてことはありえないし、他⼈に調⼦を合わせてもそれが報われるとは限らない。

嫌いな⼈だったら、その⼈が何をしようと嫌だと思うだろうし、好きな⼈だったら、その⼈の⼀挙⼿⼀投⾜が魅⼒的に⾒えるだろう。主導権は私にない。客観的に⾒て最⾼のや
り⽅だったとしても、主観的に⾒ればやっぱり合格じゃない。

だからたまには我儘になろうと思う。「本当の私」がどんな私か、しっかり考えるの。

距離は美を⽣むというから、あまり積極的になるのはやめて、少し離れてみよう。

後井先⽣が私を訪ねに来てくれた。⻑い間抑え込んでいた感情を、⺟国語で話すことでようやく外に吐き出すことができた。⼀⼈ぽっちで戦っている時、本当は誰かに⼿を差し
伸べてほしいんだ。

たくさん話をした。先⽣でもあるし、友達でもある。だからその⾔葉には特別な⼒がある。

“もし本当にダメだったら、その時は諦めればいいよ。”

それは情けない降参のように⾒えるけれど、私が⻑い間探し求めた出⼝でもあるんだ。何が必要で、何が不要なのか、しっかりと⾒極めていこう。

これまでのような、無⽤な努⼒も、やる度に失敗したチャレンジも、傷つくことも、もうやめよう。

⼿に持った砂は、強く握るほどに、速く流れていってしまうのだから。
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バレーボールワールドカップの勝者は︖

2011.11.06

バレーボール部の部員としては、当然バレーボールワールドカップは⼤注⽬。しかも今⽇は中国、我らが中国戦~︕︕︕

学校の友達は、みんな私に、どっちを応援するのって聞いてくるけど、故郷を愛しているから、まずは中国を応援。。

その次に⽇本。⽇本と他の国が戦うときは応援を。。。

2:2のゲームタイで、あと１ゲームで勝敗が決まるっていうとき、妹がみたいドラマの時間に。しょうがないよね。でも結果が知りたい︕︕︕︕

楊 程程さんの⽇記



祭り

2011.11.14

松阪市の⼀年に⼀度のお祭り。

半⽉近くたっちゃったけれど、やっと⽇記に書こうかと。

午前中は、バレー部の練習、午後からは試合があったけれど、私は出ないので、男⼦バレー部にも協⼒してもらって、午後の練習はお祭りへ⾏くことに（中国語ではなんていっ
たらいいのかな。。。）

たくさんの屋台、⼀番多いのは、⾷べ物屋さんとくじ引き。

フライドチキンに、クレープ、ポテトサラダ、焼きおにぎり、それから中国語ではなんていったらいいかよくわからない⾷べ物とか、半⽇で⾷べ物に2000円近く使っちゃっ
た。。

学校の友達にもたくさんあったよ。みんな週末はメイクが濃いね。⽇本ではメイクをしていない⼥⼦⾼⽣を⾒つけようとするのは難しいかも。⽇本の流⾏はまず⼦供たちから。
半⽇で「萌え」まくりの⼦供たちをたくさん⾒かけたよ。気分も超サイコー。ハハ。

未来のイケメンはいるかな︕︕︕

1時間ほど⾒て歩いて、パレードがやってきた。よくみると、同じ学校のフィンランドの留学⽣も、おしろいを塗って、⾚い唇でパレードに参加している。先輩が、私も早く来
ていたら、参加できたのにって。⽇本に来たら、いつかは京都の舞妓さんの格好がしたいな。アンティークfashionで。でもこんなパレードは、ちょっとかんべん。。。

いいところを⾒つけた。バザー会場。いろいろな⼩物や洋服がどれも10円。ちょっとのお⾦で⼤収穫。それに古着屋もあったよ。今度絶対に来てみよう。たくさんの独特な洋
服があったよ。

最後に先輩とプリクラ。おかげで電⾞に乗り遅れちゃった。なんとか家に帰宅。⽇本に来てしばらくたつのにいまだに時刻表も読めない、ってことに気が付いた。なので、夜は
お⽗さんの講義を受けて、やっとわかったよ。これからは少しずつ、⾃⼒ででかけてみよう︕学習しなくちゃね︕

もうおそいね。写真アップしていたら明⽇になっちゃう。また今度ね。

楊 程程さんの⽇記



お祭りの写真

2011.11.15

学校から電⾞で⼀駅で松阪駅に。

kittyのパジャマを着て街を歩いていた⼥の⼦を⾒かけたよ。でも⽇本っぽい感じの着こなしだったけど。

アララ、ズボンが。もう、ソク、写真を撮らせてもらっちゃった。それからちょっとお話もして。

サンザシ飴みたいなもの。リンゴとか、ミカンのがあったよ。写真はイチゴ。おいしそう。

楊 程程さんの⽇記



ヨーヨー釣りの屋台。それと伝説の⾦⿂すくいの屋台もあったよ。でも⼦供のころから⾦⿂とは縁がなかったんだ。飼った⾦⿂はみんな死んじゃって。だから特にやってみた
い、とも思わなくって。。

まずプレートに⽣地を広げて、それからコーンとか具を⼊れて、これをお箸にくるくるって巻きつけて⾷べるの。

コンペイトウ

これって⼯芸体験かな。。。



⾁巻きおにぎり。⾒ているとおいしそうなんだけど、味のほうは特に。。。バラ⾁の油がしつこくて。にぎりこぶしよりちっちゃいのに、350円もする。。。泣

学⽣さん。昔⾵の⾐装でパレード。お姫様もお侍もいたよ。でも動画でとっていたので、写真はほんのちょっとだけ。。

まだまだたくさんあるからね。楽しみにしていて。。さあ、お⾵呂に⼊らなくちゃ



NHKニュースで三重⾼校の今⽇の活動が放送されました

2011.11.18

今⽇は交通教育

⾃転⾞通学してる⼈が多いため、学校がわざわざja⽇本の協⼒を得て授業を開いてくれたの

これまでのただただ眠たくなるような安全教育とは違って、今回のはわたしが今まで受けてきた中で⼀番⾯⽩い内容だった。

みんな秘密の花園っていう韓国ドラマ⾒たことあるかなぁ。ドラマのヒロインがスタントマンの役で、まぁつまり⾞にぶつかったり、ビルから⾶び降りたりするシーンで⾝代わ
りになる⼈なんだけど。今⽇まさにそういうスタントマンが学校に来てくださって、実際の事故現場を再現してくれたの。おかげでみんなきゃーきゃー悲鳴あげまくり。

最後のシーンで、スタントマンが弾き⾶ばされちゃってさ。役者⾃体はなんともないはずなのに地⾯に倒れたままピクリとも動かなくなっちゃって。それで医療チームが急いで
駆けつけて、その⼈を⾞の中に運び込んでいったの。もしかして本当に怪我しちゃったの︖

最終的に役者さんが全員ステージの真ん中に来て、おしまいです、と⾔った。

みんな本当に事故が起きちゃったのかと、本気でびっくりしてた。

でも実際は、私たちが劇のストーリーにばかり気をとられ、本当に必要な安全に対する知識を学べていないんじゃないかと思い、みんなに本当の意味で安全の⼤切さを知っても
らうために、役者の⽅たちがわざと緊迫した雰囲気を作ってくれたんだって。
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料理実習

2011.11.18

わたしは今⾼1なんだけど、このままだと来年の帰国まで、⾼3にならないと参加できない家庭科の授業に出られなくなっちゃうの。それで先⽣とおしゃべりしてたときに、わ
たしの考えを伝えたら、何⼈もの先⽣の確認を経て、ついに⾼3の料理実習の授業に⼀緒に参加させてもらえることになったんだ。

好きな先輩。もうバレー部は引退したらしい

実はこのときにはもう完成してたんだけど、この写真を撮るためにわざとこうやってかき混ぜてる振りをしたんだハハ

みんなすごいわたしのことを気にかけてくれてたよ。このクラスには⼥⼦が9⼈しかいなくて後は全員男⼦。まるで動物園みたい。わたしが⾏くと、みんなわたしを引き連れ
て、⼀緒におかしな⽇本語のスローガンを唱えてた。

道具はなんでもそろってるんだよ
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展⽰タイム~︕︕︕

どう︖美味しそうでしょ。⿇婆⾖腐を作ったんだけど、きゅうりが⼊ってるという（汗）



琴体験

2011.11.18

⽉曜⽇に琴部に参加させてもらった。三重⾼はどうやら三重で唯⼀琴部がある学校みたい。松阪⽂化センターから専⾨の講師を招いたんだけど、⼈があまりに少なくて、結局あ
の⽇はマンツーマンでわたしだけに教えてくれることになった。すごい贅沢だよね

まず最初に琴のお店に⾏ってピックを作ってもらった。店⻑のおじいちゃんがすごい可愛かった。

1時間のレッスンの後、⽇本でいっちばん有名なさくらを弾けるようになったんだ~︕︕︕

動画しかないから、アップできないのが残念だわ。

楊 程程さんの⽇記



ハア。。。無線ＬＡＮを使いたいな。。。。

2011.11.23

どうしてみんなのところにはＬＡＮがあるのかな。⾃分でセッティングしたの︖

家の中のパソコンの位置ってビミョーなの。

お⽗さんに⾔ったら、ちょっと考えておくって。

ウ~ン、今度電気屋さんに⾏ったら、相談してみよう。。
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家族で名張の法事へ

2011.11.23

今⽇の家族の出来事って⽇記に書いていいのかな。プライバシーにかかわるかしら。。

今⽇はおじいちゃんの1周忌。みんなで、おじいちゃんの家での法事に⾏ってきました。

おじいちゃんとおばあちゃんには兄弟がたくさんいて、家は⼈であふれかえっていました。やさしい⼈たちばかりで、特にお昼ご飯のとき、おじいちゃまがたは、お酒が⼊ると
途端ににぎやかになって、私までおじいちゃまグループの仲間⼊り。。。

今⽇の法事はまずお寺のお坊さんに来てもらいました。みんなでお仏壇にむかって頭を下げて。それからお坊さんがよくわからない⾔葉をたくさん⾔っていたけれど、ナムアミ
ダブツ、みたいなお経だったのかな。驚いたのは、みんなが仏教徒だったこと。途中、みんなちゃんと、⼀緒にお経を唱えていたんです。お⽗さんに聞いたら、⽇本は中国と同
じように宗教は⾃由だけれど、ほとんどの⼈は信仰を持っているよって。仏教徒が⼀番多くて、次にイスラム教。でも私の受けた感じでは、中国の⽅が無宗教の⼈が多い感じが
します。

お坊さんがお経を唱えているあいだ、⻑男からお焼⾹がまわってきました。⼀度合掌し、お⾹を三度つまみ⼊れます。最後にもう⼀度合掌を。私もみんなのマネをしながら、や
りました。お⽗さんが、本当はみんな前に出てお焼⾹をするんだけれど、今⽇は⼈が多いので、お焼⾹をみんなに回しているんだよって教えてくれました。

家での法事が終わると、今度は⼭の上のお寺に向かいます。寒かったですが、みんな上着を脱いでいます。出てきたときは、もう感覚がなくなりそうでした。お寺はキラキラと
輝いて、とてもきれいでした。それから墓地へ。みんな⼿に持った枝の葉に⽔を湿らせ、その⽔滴を墓⽯にかけました。

ひとおおり法事も終わり、お⺟さんがお坊さんに家で⼀緒に⾷事をどうですか、と誘っていました。でもお坊さんは、奥さんからもう⾷事を⽤意しているのでとの電話があった
ので、と辞退していました。

後でお⽗さんに聞いたら、⽇本ではお坊さんは結婚して⼦供がいてもいいとのこと。。。。仏教では殺⽣、飲酒はご法度ですが、⽇本のお坊さんは、だんだん、普通の⼈と同じ
ような⽣活になってきているんだとか。お⾁も、たばこも、お酒もいいんですって。とは⾔っても、⼈前ではだめなのだとか。今⽇のお坊さんも坊主頭ではなく短髪でしたし。

中国のお坊さんは、まだ厳しい戒律が残っているみたいですね。頭の⽑も剃って、⾁を⾷べず、ほぼ出家ですし。。

それと今⽇のお昼のお弁当はすごく豪華でした︕︕妹の推測では、3000円はしているとか。蟹、刺⾝など⾼そうなもがたくさん⼊っていました。

やるべきことが終わると、みんなホットカーペットのところにあつまって、勉強をする⼈は勉強を、おしゃべりをする⼈たちはおしゃべりをしていました。なんだかすごく⽇本
っぽいかんじが。ホームステイ先の家には和室がないので、まだコタツを⾒たことがないんです。でもきっと、すごく暖かいんでしょうね。

みんなが帰るとき、おばあちゃんが⼀⼈⼀⼈にお⼩遣いをくれました。私ももらいましたよ。私もおばあちゃんの孫の⼀⼈ってみてもらえて、超感動~︕︕

今⽇の法事も、勉強の⼀つでしたが、やっぱりちょっと堅苦しかったかな。今度は結婚式がいいな~︕︕
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⽇記久しぶり。どう、おいしそうでショ~︕

2011.12.06

おとといの午前中、家に⼩包が届いたの。開けてみたら、中には２匹のこのコたちが。

これって間違いなく伊勢海⽼だ︕︕いいコね、⼿で持ってみると、こんなに⼤きいの︕︕お⺟さんが、今回送ってもらったのはすごく⽣きがいいわですって。まずおが屑をきれ
いに洗い落して、お⺟さんと妹と私の三⼈で⼒を合わせて、キャーキャーいいながら、台所中ひっくりかえして、なんとかイセエビを鍋に⼊れられた。。。

キャー、たまらない。そしてやっとイセエビにありつけたよ。

お⽗さんが、これは超⾼いんだって⾔ってた。お⽗さん、お⺟さんこんなにおいしいものを⾷べさせてくれて、ありがとう。おいしいものを⾷べると⾔葉がなくなっちゃうよ
ね。。。
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⼸道の⾒学って楽しいな

2011.12.06

初めて⼸道に⾏った時と⽐べると、今回はあらかじめ部⻑さんによろしくとつたえていたので、みんな道着を着て迎えてくれた。なんだかすごく好い感じ。へへ。試験前の⾃由
参加練習なので、みんなもリラックスした雰囲気だったよ。何本か射って、すぐに撮影会。。。。そうそう、オーストラリアとフィンランドの留学⽣もいたんだ。ウン、今回っ
て、⼸道部史上、最も国際的な練習だったんじゃないかな。。。

カワイイ写真、載せるね。なぜか⼸道部ではcosplayみたいな動物の⽿が 汗。

 

幸せを願う千⽻鶴
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⼸道のお稽古をする⼥⼦って本当にかっこいい︕︕道着⼀式と、道具で３万円するんだ。いつかこの服を借りて、写真を撮りたいな。⼀⼈でこっそり⾒るの。

ハハ、これは⼸道部公認のイケメンさん。⽢いマスクだよね。先輩の⼩正太さんの１枚。

 

 



このコってなんて顔がちっちゃいの。仕⽅なく⼀緒に並んで撮っちゃったけど、メマイ



夢の中へ

2011.12.06

この前、「なばなの⾥」に⾏ってきました。寒さも⾝にしみる師⾛に「イルミネーション」をみに、先輩のお⺟さんに頼んで連れて⾏ってもらったんです。いろいろご⾯倒をか
けして、こんなにきれいなところに連れてきてもらって、本当にありがとうございました。

春になったら、ここは花畑になるんですって。チューリップも有名で、でも今は冬でお花がみんな枯れてしまっているので、イルミネーションをしているんです。
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今、ノートＰＣの壁紙もこれです。



なあんだ、ドラマだったのね。。。

2011.12.15

さっきお⾵呂に⼊っていたら、突然、リビングから叫び声が。やめてよ~~あの声はお⺟さんとお姉さんと妹のだ。

さっきまでのんびりテレビを⾒ていたはずなのに。⼀体どうしちゃったの︖

お⾵呂にのんびりつかっていたのに、いったい何が起きたんだろう。⽇本はこんなに治安がよくて、泥棒にだってあったことがないのに。じっとしていられなくてパパッと体を
拭いて浴室を出た。

リビングのドアを開くと、みんな何事もなかったかのようにソファーに座っている。お⺟さんにさっき何があったのって聞くと、あっさりとテレビのドラマを観ていたのよっ
て。

ハア。。。⼈が⼼配して駆けつけたのに。。。無駄⾻だったよ。みんなテレビを⾒て⼤騒ぎしていたんだね。盛り上がるシーンで、感情移⼊しすぎちゃって。。。

 

⽇本のドラマってこれだけ⼈を引き付ける何かがあると思うんだ。

⽇本に来る前は、私は⽇本のドラマオタクだった。クラスメートはみんなアニメに夢中だったけれど、あんなウソっぽい世界、私は全然興味がなかった。ちょっと時間がある
と、パソコンを開いて新しいドラマがアップされていないかさがしていたんだ。私のお⺟さんは40すぎだけど、私に影響されてアイドルのドラマにはまっちゃったの。ハハ

よくお⺟さんに⾔われたんだけど、あなたはしょっちゅう、⽇本のドラマをみて⽇本語を聞いているけれど、どれくらい内容がわかっているのって。実は、その当時はなんちゃ
って程度だったんだ。ドラマの動きを観て、字幕もついているし、それでセリフを聞こうなんてがんばらないよね。⽇本に来てからは、中国語の字幕なんてないし、⽇本語のテ
ロップすらついてないんだもの。でもちょっとしたら聞き取れるようになったんだ。うーん、これって、もしかするとこれまでの“努⼒”がいつの間にか⾝についていたのかな︖
ハハ

⽇本のドラマをみると涙が⽌まらない。韓国ドラマはもっとそう。でもこのふたつのドラマの泣きのポイントって全然違うんだ。韓国のはヒロインがはらはらと涙をおとし
て“あなたなしでは、私は⽣きていけない”って、迫られているかんじ。でも⽇本のは、眼に涙をためて⾃分にこう⾔い聞かせるの“がんばれ”って。私が⾼校1年⽣のテストで初
めて1000⼈中100位以内に⼊れたのは、ドラゴン桜の影響⼤。

今好きなドラマは吉⾼由⾥⼦の私が恋愛できない理由。彼⼥の東京dogsとラブシャッフルはおすすめ。私の⽇本ドラマ熱は誰にもとめられないわよ~
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ウン、きっと縁があるんだね

2011.12.15

和歌⼭からのメールを受け取った。もちろんこれは、私の前にこの携帯を使っていたユーザーあてのだけど。

“お久しぶり。私は**だよ。あなたの中国の住所教えてね。写真を送るから”

 

まずその⼈に私が今、この携帯を使っているいきさつを説明して、それと交流センターがどんなミステリアスな組織かも伝えた。何度かメールをやり取りして、お互いうちとけ
てきて、⾃分たちの名前を教えあったの。メールの主はかわいい⼥の⼦みたい。

冬休みの合宿では和歌⼭にもいくんだ。私たち留学⽣に会えるかな︖本当にすごい縁だなって思うよ

こんなことがきっかけで友達になるなんて、ふしぎなかんじだね
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⼤阪ユニバーサルスタジオに⾏ってきたよ~~~世界⼀のクリスマスツリー

2011.12.19

昨⽇は、スペシャルなクリスマスプレゼントをもらったんだ。ホストファミリーみんながくれたんだよ。

ホストマザーと妹が⼤阪のユニバーサルスタジオに連れて⾏ってくれたの。お⽗さんは残念ながら仕事の都合で⾏けなかったけど。

 

ユニバーサルスタジオは映画のテーマパーク。特にミッキーとかに興味がないんだったら、ディズニーランドじゃなくて、ここに来るべき︕︕

 

以前、家族のみんなでここに来たときは、バラバラで⾏動したのよってお⺟さんが⾔ってたよ。ゆっくりとコーヒーを飲んだり、パレードを⾒に⾏ってもいいしね。でも今回は
私がいるので、パーク内を⼀通りみんなで回って、ジェットコースターや、宇宙船とかのアトラクションも、みんなで⼀緒に乗ってきたんだ。

 

でも何より素晴らしかったのは、今は冬のイベントの真っ最中で、世界最⼤のツリーがあったこと。ツリーの灯りが⼀⻫に輝く瞬間、北⾵が冷たくったって、３０分でも⽴って
いられる︕︕︕

 

みんな私のために、ネットでチケットを予約して、ルートを調べておいてくれたんだ。すごく楽しい⼀⽇だった。何より肝⼼なことは、ホストファミリーの、家族と⼀緒にいら
れたこと。ハハハハハハ。お⽗さんありがとう、お⺟さんありがとう、それに妹の彩、ありがとうね。そうそう、今回のお出かけは、妹が提案してくれたんだって。みんなで私
にナイショにして。ちょっとまえ、妹は私のことをあまりよくおもっていないのかな、急に家に⼀⼈増えちゃって、あまり歓迎されてないのかな、なんてクヨクヨ考えちゃって
たの。でも今回のお出かけは、⼼臓がとまっちゃうほどうれしかったよ︕︕︕︕

 

たくさんの感動、みんなおやすみなさい。
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送別ティーパーティ。わたしのじゃないけどO(∩_∩)O~

2011.12.22

お⽗さんと友達みんなのコメントでまた⼀気に⾃信がついてきた。

 

茶道部で知り合ったオーストラリアのlisaが、来⽉頭に帰国することになっちゃったの。で、今⽇で学校が最後だから、茶道部みんなで彼⼥のために送別会を開いたんだ

 

中国も⽇本も少なくとも東洋の国だから、例え単語は違っていても漢字さえ使えば、なんとなく意味は通じたりするじゃない︖でもlisaはそうはいかない。⽇本語と英語じゃ全
く違う⾔語になっちゃうからね。彼⼥とおしゃべりをしているときも、困ってるのがよく伝わってくるし。漢字が出てくると、必ず眉をひそめるしね。それから、プリクラ機の
⽇本語も全くわかんないから、全部⼀通り試しながら覚えたんだって。その⼿には⼤量の写真が。⼥の⼦が⼀⼈で⽇本に来て、留学⽣活8ヶ⽉。ほんとlisaはわたしよりも全然
すごいと思うよ。

 

⼀緒にいたのはほんの3、4ヶ⽉くらいだけど、lisaの明るさや、勇敢さには本当に感動させられました。lisaのことはきっと忘れないよ。それとこの⼀年で関わった全ての⼈の
ことも。
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帰る前に、lisaからプレゼントをもらったの。それから、萌袜⼦は⾒た⽬はちっちゃいけど⼼はおっきいね、なんてジョークも。ハハ。オーストラリアに帰ったら⼤学⽣だ。頑
張ってね︕︕

 

 



ちょっと話したいことが

2011.12.23

（今回の⽇記も超⻑くなっちゃった。翻訳の先⽣申し訳ないです）

    まず最初に理解あるホストファミリーの皆さんに感謝します。そのおかげでこの⽇記を書く勇気が沸きました。わたしはとても重⼤な決断をしました̶̶来年バレーボール
部を辞めます

この決断を⼝にすることが勇気の要ることだと⾔ったのは、もしわたしがこのことを⼝にすればきっとみんなからわたしは中途半端な臆病者だと思われてしまい、たくさんの⼈
を失望させてしまうと分かっていたからなのです。だからこそ⼀つずつ原因を説明していかなくてはなりません。そしてこの原因というのが、到底わたしの⽇本語のレベルでは
説明出来ないものなのです。

⽇本⼈の部活動に対する真⾯⽬な姿勢というのは、わたしの予想をはるかに超えたものでした。わたしの友達で、コンサートのチケットを当てたのにも関わらず、ちょうど合宿
の⽇程と被ってしまったがためにコンサートを諦めてしまった⼦がいました。また部活動に参加するために、恋愛もダメ、クリスマスも遊びに⾏けない。いつも⻑距離バスに乗
って他の街に試合や練習をしに⾏くから、他の⼈と⼀緒にテストも受けられない。彼らは部活動のために本当に多くのものを犠牲にしています。辞めようと思ってもそう簡単に
辞められるようなものではないのです。

本当のことを⾔うと、中国における部活動と⾔うのは純粋に娯楽のために⾏われるものであり、みんな時間があるときに、集まってサッカーをしたり、レポートを書いたりし
て、ただそれだけでよかったのです。⽇本に来る前のわたしは、ジムよりもカラオケが好きで，体育のテストだって足ばっかり速くて、他の種目は合格点ギリギリって感じだっ
た。だから体育系の部活に入るつもりなんて全くなかったんです。バレー部に入ろうと思ったのは多分ホストファミリーの妹さんとお姉ちゃんがバレー部で、ほんとは監督の馬

場先生にちょっと挨拶にいくはずが、馬場先生にものすごい感動されてしまったからって言うのと、もしバレー部に入ったら妹さんと一緒に練習が出来るしそうすれば共通の話

題も持てるんじゃないかって思ったからなんです。

でも実際はわたしが考えていたようには上⼿くはいきませんでした。⼀⽇中ずっと⼀緒にいるせいで、⽋点ばかりどんどん⽬に付くようになりました。先⽇妹さんとちょっと
⾊々あったときも、おそらく⾃分⾃⾝モヤモヤしてたってこともあって、妹さんと⼀緒に2⼈してわあわあ泣きまくってしまいました。お⺟さんが⾔うには妹さんはわたしのせ
いでプレッシャーに押しつぶされそうになっていたらしいです。最後まで聞いて分かったんだけど、妹さんは部活動の中での⽴場をすごく気にしてしまう⼈らしく、先輩の前で
の⾔葉使いにもすごく気を遣っていたんだって。彼⼥⾃⾝常にびくびくしながら練習に参加していたのに、わたしのミスのフォローまでしなくちゃいけなくなっちゃったので
す。例えばわたしが遅刻したりすると、先輩たちは直接わたしを叱れない代わりに、妹さんにその⽭先を向ける。わたしが週末練習に参加せずお祭りに⾏ったりしたときも、わ
たしの⾔葉遣いが良くないときも、彼⼥はわたしのホストファミリーってだけで責任を問われていたそうなのです。気付かないうちに、わたしは彼⼥にたくさん嫌な思いをさせ
てしまったのです。

でもお⺟さんは、これはしょうがないことだとも⾔っていました。敬語の使い⽅なんて、そんなすぐにマスター出来るものではないんだからと。わたしは他のバレー部の⼦とは
違い、1年という限られた時間しかないのです。わたしがお祭りに⾏ったり、茶道や、華道、⼸道に参加したりするのは、それらが全て⽇本でしか体験出来ないことで、全てコ
ミュニケーションには⽇本語を使わなくてはならないから。他の⼈からしたらつまらない経験でも、わたしにとっては得難いもので、この機会を逃したら、中国に帰るまでもう
⼆度と体験出来ないかもしれないのです。お祭りは確かに毎年あります。彼らは⾏きたいと思えばいつだって⾏ける。わたしみたいに、⾼価な⾶⾏機のチケットを買う必要はな
いのです。わたしが⽇本に来るために、学費から、⾶⾏機代、部活動の費⽤、合宿の費⽤、その他諸々、本当にたくさんの準備が必要でした。それにホストファミリーの⽅がわ
たしのために⽤意してくださったお部屋、新しく取り付けてくれたエアコン、⾃転⾞、オーダーメイドの制服など、本当に数え切れないほどたくさんの⼈とモノのおかげでわた
しはここに来れたのです。だからこそ多分わたしはあまりにも多くの期待を抱えすぎてしまい、⾃分⾃⾝ちょっと焦っていた部分があるのかもしれません。いっそ⼀⽇36時間あ
ったらいいのに、とか、孫悟空みたいにたくさん分身して色んなところに行ければいいのに、とか、もうそんなことを考えてしまうくらいでした。

話は戻るけれど、彼らは部活動のために本当にたくさんのものを犠牲にしています。毎年“来年は絶対スキーに⾏こうね”，って⾔ってるにも関わらず毎年部活動のせいでまた来
年に繰り越されてしまう。わたしは単独⾏動をする度に、なんともいえない⽭盾した気持ちに駆られる。みんなに対して申し訳ないって気持ちと⾃分の中の焦りの気持ち。わた
しが“今⽇練習に⾏けないんだ……”って⾔った後の、みんなの表情を⾒るのがすごく怖いんです。みんな休みたいのはわたしだって分かってる。みんなもたまには他の活動をし
たいはずなんだ。でも出来ない。みんな顔は笑っているけれど、わたしはその⽬を直視することが出来ません。みんなわたしのこと理解してくれてるって⾔ってはいるけれど、
それでもみんな同じ16、7歳くらい年頃、きっと⼼の中にはたくさんの不満を抱えていることだろう。わたしだけみんなと違うことをして、しかもそれをみんなに隠しているこ
とが出来ない。

この点において、お⽗さんと⾺場先⽣の⾒解は両極端です。お⽗さんはわたしに本当の⽇本⼈と同じように、他の⼈がなにかやっていたら、わたしはその倍やるべきであると思
っている。お⽗さんの⾔葉から、もしバレーボールをやるんだったら、出来ればそれだけに集中して、⾊んなことをちょっとずつつまみ⾷いするのは良くないと⾔っているよう
に聞こえました。お⽗さんの⾔いたいことも分かるんです。いつかわたしが⼤きくなって、⽇本で仕事することになったときに、今からそうしていれば他の⼈よりも早く⽇本社
会に溶け込めるだろうから。反対に⾺場先⽣はわたしを溺愛している感じ。わたしが興味ありそうなサークルを⾒つけると、すぐに⾒学に⾏くよう勧めてくれるし、わたしが何
⽇も続けてバレー部に顔を出していると、彼⼥は逆に不機嫌そうな顔をするのです。彼⼥が⾔うには、わたしがこんなはるばる⽇本に来たのはバレーボールを練習するためでは
なく、⽇本の⾊々な⽂化を勉強するためで、わたしに中国に帰ってから後悔をして欲しくないんだそうです。帰国してから誰かに“⽇本で⼀年間なにを⾒てきたの”って聞かれた
ときに、なにも⾔えないような、そんな留学⽣活にはして欲しくないと。わたしが何時間もコートの外でぼうっと突っ⽴っていると、先⽣は、やることがあるときだけ出てき
て、それ以外のときは先⽣たちがいるエアコンの効いた教室の中で勉強していてもいいと⾔ってくれました。でもそんなことわたしにはとても出来ません。⼀⼈に対する優遇は
度を過ぎるとその他の⼈を怒らせてしまうから。でも⾺場先⽣はずっと、みんなも分かってくれてるからと慰めてくれました。この両極端の愛情の中で、もし⽚⽅に偏れば、も
う⽚⽅に申し訳なくなってしまいます。

⽇本⼈は⼼で考えていることを、あまり⼝にしたがりません。表情を⾒て、思っていることを当てるしかない。不満があれば⼝に出してくれれば少しは気持ちも楽になるのに、
気にしてないような素振りをされればされるほど、わたしは更に⾃分を責めることになる。毎⽇⼼の探りあいばっかりで、今にも⼼が折れそうです。もともとおおらかな性格
で、何事もはきはきとしていたあの少⼥が今ではぐるぐると悩み込んでしまい、優柔不断で、なにをするにも⾊々と考えちゃうようなそんな⼦になってしまった。お⽗さんにも
⽇本に来たばかりのときの勢いがなくなったって⾔われました。

わたしは本当に⾺場先⽣が⼤好きで、バレー部のみんな⼀⼈ひとりが⼤好きです。だからこそ、わたしはバレー部を辞めるのです。みんなにはもう散々迷惑をかけてきました。
バレー部のあの緊迫した空気はもしかしたらわたしがいなくなればもっと和らぐんじゃないかな︖2011年は本当に色んな人に気をかけて頂きました。29日は全校大掃除の日。こ
の前の練習でわたしは全ての問題にふんぎりをつけたいと思っています。2011の終わりに、バレー部での楽しい思い出にピリオドを打ちます。

楊 程程さんの⽇記



 



パソコン壊した、泣く

2011.12.31

合宿から帰ったら、この間撮った写真をパソコンにコピーしようと思った。ノートパソコンの電源を付くと、ディスプレイが割れたことに気づいた。

ちゃんと合宿前のことを思い出したら、⾃分の不注意なんだ。お⽗さんが電気屋さんに聞いてくれたけど、少なくとも６、７万円もかかるらしいで、中国で新しいのも買えるぐ
らいので、直してもつまらないだね。

 

で、いまはホームステイ先のパソコンを使っている。全部⽇本語なので、勉強にもなるでしょう。

今回の事件を通して、⾃分のものは⾃分でしっかり管理しなきゃいけないことわかった

 

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 程程さんの⽇記



⽇本の新年

2012.01.06

明けましておめでとうございます︕︕︕

皆さん。初めて⽇本でのお正⽉、どうだった。

私はいっぱい楽しんだよ。お正⽉家族といしょうにのんびりすごすことをとうして、よく感じたのは⽇本の⼈情味。本当にエネルギー与えられた。

３１⽇は⼤晦⽇で、百⾦で掃除の道具を買って、⾃分の部屋を⽚つけた。⼣御飯はお年越しそば、⻑いそばを⾷べることで、⼦孫⻑⽣きを祈る。それから、あこがれた紅⽩みた
よ、⻄野かなも出た、超うれしかった︕︕︕

１⽉⼀⽇、朝からおいしいご飯いっぱい⾷べた。朝ごはんはおせち料理、お雑煮、数の⼦など⾷べた

 

みんたもこれたべたでしょう、お正⽉限定の伊達巻

お雑煮

楊 程程さんの⽇記



おせち料理おいしそうでしょう、おかずはどちでも特別の意味持っているよ。たとえば、昆布はよろこんぶ（喜ぶ）

蓮根は⽳が開いている、向こう⾒えるから、未来を。。。

数の⼦、⼦孫繁栄をあらわす。これは⽣だけど⾷べられるようになった︕

 

それから、初詣に⼀番近い佐奈神社⾏った。

おかあさんがお⼿洗い⽅教えてくれた。



おみくじ、中吉、これからうまくいくかな︖



おさけが⼤好きのおじいさん

初詣から直接お⺟さんの実家名張⾏った。銭湯も⾏ったよ。おばあちゃんのところのひとみんな親切してくれたから、分かれたときつい泣き出しちゃた。でもそれは感動で、う
れしいなみだよ︕

これは⽇本語で投稿されたものです



伊勢神宮（１）

2012.01.15

 

1⽉９⽇は家族と⼀緒に伊勢神宮へ参りにいた。三重県標識的なところ。「⽇本⼈の⼼のふるさと」と⾔われている。

9⽇のわけだから、参りに⾏く⼈はそんなに多くなくても当然なのに、駐⾞場すごく込んでいた、⼈⼤勢だった。もし初詣だったら、もっと⼈が多くて、進めないぐらいらし
い。

 

 

 

まずは宇治橋が⾒えた︕︕書いてある字⾒た︖橋の真ん中は神様が通るところだから、右側通⾏。この⼤きい⾨みたいのは⿃居という、神社の参道⼊り⼝などに⽴てる⾨だよ。
神社によって、違う。

この写真に写したのは有名な五⼗鈴川。

宇治橋近くの清流は御⼿洗の⽔となる、すごくきれいだよね。

楊 程程さんの⽇記



御裳濯川とも⾔う

 

 

こんなにでかい⽊︕︕ここからも伊勢神宮の⻑い歴史わかるやろ。

なぜ「⼼のふるさと」と呼ばれるといえば、緑の豊かな森、澄み切った五⼗鈴川、空気までも落ち着く、⼼がほっとし、まるで⽣まれ故郷に帰った感じになった。

正宮は撮影禁⽌だから、とられなかった。おおきいよ、⼈が多くて、賽銭を⼊れようとしても、⼈ごみで動けない。びっくりした︕︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです



伊勢神宮（２）おかげ横丁

2012.01.15

おかげ横丁は伊勢神宮のすぐ隣の商店街。 古い店と名物揃うにぎやかなところ。前の祭りとも全然違う。

そこでいっぱい⾷べた、はは。

 

焼きサザエと⼤アサリ

有名な⾚福の本店はおかげ横丁にある。三重県の名物、とても⼈気だよ、この短い商店街で⽀店が何軒もあるよ

楊 程程さんの⽇記



おいしそう、⽢いものに苦⼿だけと、⾚福ならばどんだけもいけるよ

⾚福のぜんざい。

喜多福、お菓⼦屋さん、古いね

⼀押し商品は⽣姜糖（しょうがとう）＝（笑が⼗）

おもしろい︕

これも

 



 

 

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです



伊勢神宮（３）おかげ横丁

2012.01.15

 

隣は和⾵な⼩物を売っている 全部⼿作りらしいよ、かわいいね。

⻯︕

お酒

楊 程程さんの⽇記



ある⼲物のみせは試⾷⾏っていた、並んで⾷べた。うまい︕︕

⼈間の顔がしているいか、こわいよ

本当においしかった

途中に獅⼦舞が通った、伝説によると、獅⼦舞の獅⼦に噛まれたら、今年⼀年元気でいける



 

 

ういろってかいてある、⾷べたことない、⽺羹みたいな感じ、おいしそう。

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです



伊勢神宮（４）

2012.01.15

データ重たいから、アップするのがものすごく遅い、⽬が。。

ちょっと疲れた。。

 

このみせで焼き牡蠣と⼤アサリ⾷べた、すげぃーーうまいよ。ホンマに︕︕やっぱり新鮮なものはおいしい

 

楊 程程さんの⽇記



 

私の⼿と同じぐらいおおきさのアワビよ すごくない︖

それから、おじいさんの好物登場、お酒

いろんな⽇本酒売っている、でもまずそう。私はこのみせでアルコールゼロの⽢酒を飲んだ。実は⽢くない、中国のお⺟さんの実家も⽢酒作れる、それはおいしい

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです





伊勢神宮（５）

2012.01.15

玩具屋

 

招き猫屋、

楊 程程さんの⽇記



 

これは⽇本語で投稿されたものです



伊勢神宮 最終編︕︕

2012.01.15

なかなか終われないな。。

 

招き猫の⼩さい神社

その招き猫の店の中並んであるのは全部⼿作りの猫ちゃん、初めてそんな多い招き猫⾒た、うれしかったよ。またいくわ︕

 

 

楊 程程さんの⽇記



 

 

その両⼿も上がったのかわいい︕︕

 



 

 

飴りんご⾷べたよ、おいしい

伊勢神宮へいける、よかった。また⼀⼈でも⾏ってみたい︕

これは⽇本語で投稿されたものです



ががあえた︕︕︕

2012.01.15

 

久しぶり︕〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 程程さんの⽇記



ペッコちゃんの怖い話

2012.01.24

皆さんきっと不⼆家のミルキーという飴⾷べたことあるでしょう。

最近携帯の待ちうけをペッコちゃんに変った。バレー部の友達にみせた、それをきっかけで、ペッコちゃんの怖い話を教えてもらった。

ミルキーを逆さに⾔ってみ、キルミになるでしょう。kill me.私を殺す。。。。

 

戦争のとき、⾷べ物がなくて、ペッコちゃんはお⺟さんを⾷べた、⼝に⾎が付いちゃったので、隠そうとする、⾆を伸ばした。

 

それから飴のCM歌詞も〜ミルキーママの味〜

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 程程さんの⽇記



オンバト＋の公開録画参加した

2012.01.24

21⽇は松阪市⺠⽂化館⾏った

 

この前はネットで応募した、なんか当てたとは思わなかった。

初めてテレビの録画現場を⾒た、うれしかった。ライトとセットきれいだった。司会と芸⼈は全部知らなかった。でも⼤体番組の意味わかったよ。お笑い芸⼈の番組、おなかが
痛いぐらい笑った。

本当のいい経験だった︕

 

ちなみに、琴は三曲⽬を練習し始めたよ。荒城の⽉、完璧に弾けるようにかんばるぞう。

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 程程さんの⽇記



甲⼦園へいけるになった、ラッキー

2012.01.27

  学校の野球部は去年の東海地域⼤会で2位のすばらしい成績をとった、それはつまり今年の春は甲⼦園の全国⼤会に出られるということになった。

 

今⽇は学校の正⾨で新聞発表会を開いた。おめでとうございます︕︕新聞と雑誌の⼈が⼤勢来た。テンション上がった︕︕

 

試合のとき、皆応援に⾏く、もし機会があれば、ぜひ⾏きたい︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 程程さんの⽇記



お好み焼き

2012.01.28

今⽇の⼣ご飯はお好み焼きやよ、

何回も⾷べたけど、いつも⾷べるに夢中、

やっと今⽇写真撮った

 

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 程程さんの⽇記



三年⽣との最後の調理実習

2012.01.28

時間って本当に早いものですね

もうすぐ三年⽣は卒業する、うちらも⼆年⽣になって⾏く。

皆さんと⼀緒に楽しい時間すごしたね。そのクラスでは⼥の⼦は⼋⼈しかいない。最初⾏くとき、男⼦に囲まれた、なんとなく動物園の雰囲気だと思った。。。

でも、皆さんは思った以上親切してくれた。

全部四回調理実習した。⾁じゃが、⿇婆⾖腐、ピザーを作った、今度はロールケーキよ。

 

スポンジはうまくできた、ここまではすべて順調だった

でも巻くとき、ボロボロ。。なんだやろう︖

 

 

楊 程程さんの⽇記



 

おいしそうに⾷べてくれた、ありがとうございました︕

⾒た⽬はよくないけど、あじは変らなくうまいよ

 

 

 



写された。。。

⽣きていると、⾊々あるわ︕〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです



調理部

2012.01.28

主に写真。。

ジャンジャンジャンジャン︕︕シュークリームの⽪

 

可愛い先輩

⽪もクリームも⾃分で作った。うちの組は⽪が失敗した、クリームしかできてない 泣

楊 程程さんの⽇記



 

お姉ちゃん買ってくれたたい焼き、もっちりの⽪とたっぷりの中のあんこ相性がいい、とてもおいしかった、頭から⾷べてね〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです



巻き寿司

2012.01.28

椎茸を醤油と砂糖で煮込む

卵を焼いて、細く切る

ちょっとでも⻑く切ること

すし飯は初めて

楊 程程さんの⽇記



切るのは⼀番難しい

ばれー部皆と⼀緒に⾷べたいから、できるだけうす〜く切った、１センチぐらい、器⽤とほめられた（笑）

 

 



これは⽇本語で投稿されたものです



涙、涙の中間研修1

2012.02.08

時が過ぎるのはあっという間。いつの間にか留学⽣活も半分が過ぎた。

そして、みんなお待ちかねの中間研修も始まった。

まず、船で最寄りの中央空港へ。

空港についたら、もう私は⼀⼈じゃない︕

宮崎での初めてのご飯の時、つい、東京での初ご飯のことを思い出しちゃって、胸にこみ上げるものが。。。

 

楊 程程さんの⽇記



 

翌⽇、⼆期⽣の先輩が、⾃分の留学体験を語ってくれた。

⾃分だけじゃなくて、誰でも留学が始まったばかりのときは、つらいこと、たいへんなことがあったんだね。

先輩が語ってくれたのは、知り合えた⼈々を⼤切にしなさい、ということ。世界中には30億⼈もの⼈がいるのに、その中で知り合える確率なんてごくわずか。これこそご縁だ
って。それが⾃分たちに好意をもってくれている⼈だけじゃなく、反感を持っている⼈たちだって、みんな⼈⽣で⽋かすことにできない役割を担ってくれているんだよって。

⼀緒に泣いて、⼀緒に笑って、そして⽣まれた固い絆、⽇を追うごとに深まってゆく。

先輩の話を聞きながら、⾃分でもよく納得できた。でもこの感覚は⾃分の⼼の中でのみわかるもの。

それから賞品の授与。予想通り、鄧志雄クンがトップ。鄧クンの⽇記は⾯⽩いもんね。⼤⼈になり切れない⼦供みたいで。

 



 

今回は⽇記のポイント、３位まで。これからは私も頑張るぞ

夜はみんなと遅くまでずっとおしゃべりを。みんなもがんばっているんだな。

私たちが⽇記に載せる写真や、書く内容はどれも笑顔のものばかり。だって、それは⾃分たちを⼼配してくれている⼈たちが⾒ているって知っているから。中国のお⽗さん、お
⺟さんも⾒てくれている。だから楽しいことだけ書いてつらいことは書かない。久しぶりに会った仲間たちとワイワイ話し始めると、話題は尽きない。本当はそんなに素晴らし
いことばかりじゃなくて、思い通りにならないことだっていっぱいあっても。くじけそうになってもみんなガマンしているんだ。

私のクラスメートは学校の寮に住んでいる。彼⼥の写真を⾒るといつもニコニコ笑顔で、ルームメートともすごく仲がよさそうだ。うまくやっていそうでよかったね、って私が
⾔うと、彼⼥は、実は無視をされたことも、意地悪をされたこともある、でもここで過ごしていかなくちゃいけないんだから、がんばり続けたんだって、⽬を真っ⾚にして話し
てくれた。私たちはみんなここで１年間、過ごすと決めたんだ。それはつらいこともたのしいこともみんな受け⽌めるということ。⾃分たちが歩んできた道をふりかえれば、そ
こには成⻑の賞賛がきっとあるはず。

 



中間研修2

2012.02.09

研修から戻ってきてから、もうグズグズ状態

はじめのグループが安全検査に⼊った時から、もう涙がボロボロ⽌まらなくて

お別れの前の晩は、ほとんど眠らなかった。みんなでたくさん、たくさんのことを話して。もともとは他⼈の３２⼈が、同じような経験を経て、本当の友達になった。

今⽇は帰ってきてから初めての学校。学校のみんなは中間研修のことを聞いてきた。みんなにはどこどこに⾏ってきたよ、と報告を。みんなは、なんだか元気ないねって聞いて
きた。その⾔葉を聞いた途端、また涙がこぼれてきた。もう話も続けられなくて。

午後のメールで、彼も戻ってきても、なんだか本当に終わった気がしないって。彼に、こんな中途半端にみんなと会って、すぐに別れるのなら、初めからいかなければよかった
って伝えた。みんなの笑顔を思い出すと、すぐに涙がこぼれ落ちそうになってしまう。

でも今回の研修のおかげで、⽇本に来た体験がさらに深まった。バレー部の試合の合宿でも、いろいろなところへ⾏った。もともとはテキパキ動く⾃分が、中間研修ではそれを
⼗分まんきつできた。次に⾃分がどう動けばいいか、はっきりとわかるから。ホームステイ先でも、料理部のおかげで、料理の⼿順が⾝についた。ご飯を⾷べ終わったら、みん
なで⾷器を⽚づけて、朝起きてみんなが⻭を磨いている間に、お布団をたたんで、もちろん、みんなも気づくと⼿伝ってくれる。このおかげで、今回が今までで⼀番忘れられな
い研修になった。

みんなでリストバンドのおひろめ。今回はつけている⼈、少ないみたい。。。

 

今⽇は私が進⾏役。次は張馳ちゃんのインタビュー

ちょっと緊張

楊 程程さんの⽇記



萌後井

どうしてこの写真が⼈⼈網で後井先⽣と有賀先⽣の結婚写真でアップされているの︖︖︖はいはい、⼀番前に⽴つのが好きだって認めますよ。でもね、私が前に⽴っても、ちっ
ともふたりをさえぎれないよ。。。

 

写真で、あなたのカメラはビューポートがないってこと。プロのつけたらハハ 男⼦の髪がみんな⻑い ︕︕

初顔合わせ

私たちが住むのはささやかな場所、魂の故郷、深い⼭の中、電波も届かないし、景⾊もきれい。桃源郷を彷彿とさせるような。



私達のテーマはきのこ植え。。。

電気ドリルで原⽊を掘る。⼤きな⾳にビックリ

 

みんなで⼀緒に作った晩御飯

 

朝にはこことお別れ。名残惜しいな。農家の皆さんとお別れのとき、泣いちゃったのは名残惜しいからだけではなく、もう⼀つの理由は、佐藤さんが私のお⽗さんにそっくりだ
ったから。



 

 

 

 

済外四⼈组。⾃分でうったお蕎⻨と、⾃分で作ったお箸。

でもホントは超マズかった。。。まだまだだね。。。

 





中間研修3

2012.02.09

今⽇お昼ご飯を⾷べているとき、気分が重かった。それから体育でバスケをしたけれど、ちっとも気分がのらなかった。でも気分がのらないからと⾔って、いつまでもウジウジ
していたら、この落ち込みからは抜け出せない。悲しみをパワーにかえて、いつもはバスケはそんなに好きじゃないのに、今⽇は試合が始まったら、次々と球をつないで、しか
も何本もシュートきめちゃった。笑

同級⽣からは、すごいねって⾔われたよ。程程、今⽇はカッコイイねって。ハハ

でも今⽇の部活には出ないで帰宅。バレー部に出たら、きっとみんな研修のことを聞いてくると思うしね。聞かれたら、きっと泣いてしまう。泣いたらみんなに⼼配かけちゃう
し。。あさってには三重県の⼤きな試合がある。いまみんなやる気にあふれている状態なのに、⾃分の落ち込んだ気持ちを伝染させられない。お⺟さん、お⽗さん、先⽣にお休
みをお願いしたときも、みんな私の気持ちをわかってくれたし。あーあ、お別れって本当にいやだ。帰国の時が来ちゃったら、本当にどうしよう//

 

この⼆⼈も⼼連⼼。。。

ホストファミリーたちとしばしのお別れの後、⼯場⾒学へ。冷凍野菜の⼯場。⽇本のインスタント野菜や料理って、すごく不思議。⾃分の⽬で⾒たら、すごくカッコイイ︕︕︕
科学こそ⽣産⼒だね 笑

⼯場内は撮影禁⽌。銀⾊の光を放つ⼤きな機械がたくさんあったよ。

野菜を切って洗ったら、直接零下５０度で急速冷凍。

ここの浄⽔設備

発展を⽬指しても基本は忘れずに。環境は破壊されたら元に戻らない。この点は素晴らしい︕︕
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期間中、何度も⾷事をしたここ⼀草⼀⽊の料理

ここのロゴマークって、私たちのテーマとぴったり。４⼈で⼀緒に撮影

 

時間があれば温泉へ

張馳さんは、寮住まい。これが彼⼥の初めての温泉旅⾏なんですって。。気持ちいい。私はお⾵呂が超スキ。最近ますます⽇本の⽣活になじんでいるね。先⽣たちも、どんど
ん、⽇本の⼥の⼦みたいになってくねだって//

 



中間研修

2012.02.09

⻘島に⾏ってきたよ。この⻘島はあの⻘島とは違うんだ。もう感激しっぱなしだったよ

。

 

⻤の洗濯板。波で岩が削られたんですって。

海⽼味のアイス。⾞から降りたら真っ先に買っちゃった。本当に海⽼の味が。。。

この⼆⼈も⼼連⼼。。。

なにげなく、こっそりこの研修で⼀番「ドヤ」な写真が撮れちゃった。

超もえ︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕
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カメラマンのおじさんが撮ってくれたの。すごくカッコイイでしょ︕

海を⾒ると嬉しくて。張馳さんは沖縄に住んでいるからそうでもなさそう。でも私は海を⾒ちゃったら、もうガマンできない

 

お願い事緊張。。。神様は、私の願い事、ききとどけてくれるかな。パンパンと⼿をはたいて。

 



 

宮崎の県の樹

来る前に、お⽗さんとお⺟さんに、宮崎の特産ってナニ︖って聞いたんだ。そうしたら、⾃分が感動したものだって。お⽗さんもお⺟さんも何もいらないから、程程の笑顔を持
って帰ってちょうだいねって。

みんなと⽐べたら、私は今のホストファミリーで本当に幸せだ。お⽗さんいつもきびしいけれど、それはお⽗さんが私を本当の娘だと思って、厳しくしてくれているってわかっ
ている。お⺟さんは私がいつもつらいときや、迷っているとき、的確なアドバイスをくれる。今回の宮崎でみんなと話しているとき、何⼈もの⼈に⼼連⼼サイトの[程程パパ]っ
て、私の中国の本当のお⽗さん︖って聞かれた。だから私の中国の本当のお⽗さんは、⽇本語ができるんだって思っていたって。。。みんなに説明しながら、胸は感動でいっぱ
いだった。

 



 

 

 

 

おやすみなさい。宮崎さようなら



新⼈⼤会三位おめでとう︕

2012.02.16

２⽉１１．１２⽇はいよいよバレーの新⼈⼤会

１００⽇も前から、みんなもう既に練習計画を⽴てた、⽇々を重ねるにしたがって、皆のプレーははるかにうまくなりました︕先⽣はもう三⽉の予定表に東海⼤会の予定を⼊れ
ました。それは、今回皆はベスト４を⽬指す、本気でやって来て、みんな信じているわけだ︕︕︕︕︕

⼤会の前⽇、皆わくわく、とても緊張した。私はコートに⼊らないのに、ほんとに緊張した。試合のとき、⽔分補給してあげたっり、トレーナを畳んだり、少しでも役に⽴つよ
うに、楽しんでいるよ。この前更⾐室で、選⼿のナツと喋っていた、ナツは「テイッ（皆にコートネームと呼ばれているよ）、新⼈⼤会⾒に来てくれる︖」 「応援に⾏くよ」   
そしてナツは微笑んで、そういった「テイッいくのは当たり前ジャン︕だってバレー部の⼀員だもん、こないとだめ︕」強かった⾔い⽅けど、すごく感動した。。友達に認めれ
れるほどうれしいことはない︕〜

 

試合当⽇は第⼀試合から第三試合まで、勝ち進んだ、⾒たことある試合の中で⼀番かっこよかった︕応援しに来てくれたママたちは、あまりにうれしくて、涙も出ました。私も
中間研修が終わったときの悲しさを声に変えて、全⼒で叫んだ、特に最後のセットは⼀時連続失点、コートの外での私たちはのどが痛くまで掛け声してあげて、やっと最後皆き
り変えてくれた〜順調と最後まで残った。

⼆⽇⽬は試合が進むにつれて、対戦の相⼿もだんだんつよいチームとであった。中では前回全国⼤会も出って来た津商もいました。

津商に⼀回負けたから、三位をとりました。実はベスト４は⼗年ぶり、ベスト３は３３年ぶりですよ、皆歴史変えたね、すばらしかった︕︕これからも熱い情熱で、強気で東海
⼤会に進もう︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです
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⽇本のバレンタインデー

2012.02.17

⽇本で初めて迎えたバレンタインデー。初めて⾃分でチョコレートを作ったよ。

中国のバレンタインデーは告⽩イベントというよりも、むしろ恋⼈たちの⽇っていう感じで、普通は男性が⼥性にチョコレートを送るんだ

けれど⽇本ではそれがちょうど正反対で、⼥性が男性に送るの。

でも実際うちの学校では、他の学校も同じかもしれないんだけど、男⼦だけでなく、友達や、先⽣、⾃分がなにかしらお世話になった⼈にもチョコレートをプレゼントすること
が出来るの。だから恋⼈たちのイベントってだけじゃなくて、周りの⼈に感謝の気持ちを伝える⽇でもあるのかなって感じた。

バレンタインデー当⽇、わたしは40個持ってって、バレーボール部の友達や、仲のいい⼦たちに配ったんだ。他のクラスの分は、そもそも準備していなかったんだけど、みん
なわたしを⾒かけると、⾃分の⼿作りチョコをそっとプレゼントしてくれてさ。今回のバレンタインデーは⼥⼦運に恵まれたなぁ︕︕

 

わたしが初めて⼿作りしたチョコ。チョコの中に溶かしたマシュマロを混ぜて、最後にコーンフレークを加えてみたの。みんなからは不思議な⾷感だって⾔われたよ。はは

⼀緒にパシャリ
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ダンス教室の先⽣からいただきました。⿊糖チョコレート

 

今は頂いたチョコレートを毎⽇少しずつ消化してる。あーまたダイエットしなきゃ。。。泣

 

 



雪の中の駅伝⼤会

2012.02.18

駅伝⼤会って何か、

 

マラソンみたいけど、マラソンは⼀⼈で⾛る、駅伝はクラス何⼈かでリーダする。電⾞みたいに、⽌まるところがあるから駅伝と呼ばれるかなと思った。

 

三度の低温しかも⼤雪、４時間も応援⾒に⾏った、寒すぎ。

でも選⼿たち皆半袖で⾛った、⽇本⼈どんだけ寒さに強いの︕︕︕

 

後ろに先⽣たち皆ジャンパ。。。

 

寒そう

ほんとに寒かった︕︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです
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お姉さんのディズニーのおみやげ︕︕

2012.02.23

 

お姉さんがディズニーランドに⾏ってきました。

これは私がもらったおみやげです。可愛いでショ。

私もディズニーランドへ⾏ってみたいけれど、もうお⺟さんと妹に⼤阪のユニバーサルスタジオにつれていってもらったから、満⾜、満⾜。

 

春休みが⽇本での最後の⻑いお休みになるんだよね。そして夏休みにはもう中国へ帰国。だから春休みはいろいろなところへ⾏きたいな。そうそう。⽇本の歴史も学んでみた
い。。。。
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スキーだいすき〜

2012.02.26

昨⽇の夜、お⺟さんは急に「テイテイ、明⽇すきーに⾏くよ、早く準備しといて」と⾔った。

「スキー︖︕」私は興奮かつ驚き、⼤きな声を出さずにいられなかった。

スキーは⽇本の冬の代表的なスポーツだと思うから、家族と⼀緒に⾏けるって、ただ考えるだけで、うれしかったわよ。
お⺟さんとお姉さんはそれぞれの⽤事があるから、⾏けなかった。私とお⽗さん、妹、後はお⽗さんの友達の家族と共に⾏った。
スキーパークは岐⾩県⾼⼭にある、遠いし、⻑く滑りたければ、早く出発しなければいけないのだ。
早朝三時半ぐらいにもう家から出た。着くのは六時半ぐらいだ。海抜９００メートルのところにある

私とお⽗さんはすきー、妹はスノーボードにした。中国で友達とスキーパーク⾏ったことあるけど、全然滑れなかった。。。

ここでボードを借りた

お⽗さんによると、皆毎年すきーに通ってる、凄いなあ、と思った。

まずはリフトに乗って、

⼀番短いビギナーコースから滑り始めた。そのうちに、私は基本の停⽌と曲がり⽅を習った。勾配はまだ１０ぐらいしかない、ゆるかった。

何度もこけてから、やっと恐怖感を消した。
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それから、皆と⼀緒にゴンドラに乗って、⼭のトップまで上がった。今度は中級のコース。下を覗いてみると、呆れた、勾配は４０、５０もありそうだ。さすがに皆うまいな、
すらすら滑れた。

 

お⽗さんが「何でも挑戦」、と⾔ってくれた。私もみんなの姿を⾒ると、勇気を出した。予想通りにすぐこけた。なぜかというと、勾配が⼤きいので、スピードも出やしい、で
こぼこがあったら、すぐバランスを失う。
私はこけにこけた、無理⽮理に、つい坂から降りた。
この時、⼤久保おじさんが助けて来てくれた。「急な勾配ではまっすぐ滑るのは難しい、Sの形のように滑ったほうが簡単だよ」、と⾔ってくれた。

 やってみると、ほんとに滑りやすくなった。
でもすぐ新しい問題が起こった。私はSの形に沿って滑ろうとしても、右利きなので、いつも右⾜の⼒は左⾜より強いから、右に曲がると、こける。

 そしてお⽗さんにコツを教えてもらった。それは曲がる時右⾜を少し上げて、すると、全部の⼒は左⾜に通っていく。助かった。ようやく滑れるようになった。
その後は、やっとスキーの⾯⽩さを楽しめた。スキーを好きになった︕︕︕滑れるようになったけど、まだまだね︕楽しい⼀⽇過ごした、消して忘れない⼀⽇。

ウェアとブーツを脱いだ時さら、凄く筋⾁痛を感じた。お尻もいっぱいこけたからいたいし。皆がうまいのは、こんだけ努⼒したわけだ︕︕︕私は、まだ⾏きたい、そして中国
に帰っても、毎年スキーに⾏きたい。

 



おまけに、⼣ご飯⾷べた居酒屋の写真、センスある︕︕

 

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです





初ケイタイ⽇記

2012.03.05

やっと携帯からの投稿⽅がわかった。 便利だそうで、いつでもどこでも更新できる。 もっと⾃分の充実な⽣活をみんなに⾒せたい、楽しんでくださいね。 今⽇は⼀応写真⼆枚
つき、調理部で作った名古屋⾵おにまんじゅう、バレーの監督⾺場先⽣の⼤好物らしいで、作って差し上げた、すごく喜んでくれました︕︕ 

これは⽇本語で投稿されたものです
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花粉きついね︕

2012.03.08

今⽇の朝学校に来ると、何⼈かの友達が元気なさそうに⾒えた、⽬もウサギのように⾚いし、くしゃみも⽌まらなかった。まさかインフルに関わらないだろうと思った︕ 友達
に聞いてから、やっとわかった、花粉症のせいか、なるほど︕ 春の花粉症は主にズキの花粉によって、起こされた。粘膜が刺激を受け、結膜炎・⿐炎・喘息などの症状が⾒ら
れている。くしゃみが次々とでるから、勉強には全然集中できないらしい、つらそうね︕回りの⼦は花粉症に関わった⼈⼤勢いるだから、気のせいかもしれないけど、私も⽬が
痒くなってきた。。。 そういえば、私の地元中国の⼭東省済南市はあまり花粉症がない感じがする、花粉症より⻩砂のほうがきつい︕ ここから私たちも何か分かれるだろう。
⽇本では緑がおおくてほとんどの家の庭には⽊がある、環境がいいからこそ、今さら花粉症が盛んでいる。これって、悩みかつ嬉しいことじゃない。 逆に緑が⾜りないので、
空気が乾燥になったり、⻩砂がしったりのは、何もいいこといえない︕私は⻩砂が嫌い。 なんか経済を発展すると共に環境の保護も緩まないで欲しいな︕
これは⽇本語で投稿されたものです
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去年の今⽇のこと、覚えていますか

2012.03.11

今⽇は3⽉11⽇。いつも通りに朝早く起きて。

顔を洗って、⻭を磨いて、朝ごはんを⾷べて。

でもここ、⽇本では、⼀⼈⼀⼈の⼼のなかに特別な思いが。

去年の今⽇、午後2時46分、M8.8クラスの巨⼤地震が起こった。今⽇、バレー部は愛知県で交流試合。時計の針が46分をさした瞬間、激しいラリーはホイッスルの⾳で中断さ
れ、会場中すべての⼈々が動きを⽌め、国旗に向かい黙とうをささげた。

その瞬間、私の⼼は深い感動に包まれた。過去のつらいことは忘れても、永遠に失われた⽣命のことは忘れない。。

3.11、安らからんことを.....
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三送会

2012.03.12

おとといは学校のレストランでバレー部の三送会を⾏った。

 

保護者会のお⺟さんたちがつくってくれた料理、おいしかった
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⼤好きなてんさん卒業した、さびしい

 



卒業おめでとう、涙のわかれ。。。

これは⽇本語で投稿されたものです



キャンパスの⾵景

2012.03.13

 

毎⽇過ごす教室

 

わざとひっくり返したの

楊 程程さんの⽇記



 

 

 

 

春が来たね





春の球技⼤会

2012.03.13

 

 

 

 

 

楊 程程さんの⽇記



 

 

 

私たちのクラスの卓球は全学年で⼀位

 

 



 

今⽇はバレーの試合の審判をしました。みんなはりきってスポーツをしていましたよ︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです



東海地区⼤会から帰ってきました。お疲れ様です

2012.03.18

3⽉17、18⽇は全国⾼校⽣⼥⼦バレー新⼈戦の東海地区⼤会でした。私たちの学校は県第三位の推薦資格を持っていたので、この東海地区⼤会に参加することができました。三
重、岐⾩、爱知、静岡の4県からチームが参加します。

試合前は、みんな⾃信、満々でしたが、初⽇で全敗してしまいました。今年は10年ぶりに得た出場権だったので、メンバーがちょっと浮き⾜⽴ってしまっていたのかもしれま
せん。それと、今年は野球部も全国⼤会に出場するので、バレー部が記者会⾒の会場設置などをまかされ、体育館を使われてしまったのもあるかも。試験もあったり、いろいろ
な理由で、以前ほどビッシリ練習ができなかったのです。優秀な選⼿だって練習を続けていかなければ、技術がなまってきてしまいますし。

⼀⽇⽬の試合は、全くいいところがなかったといってもいいと思います。続けて相⼿にポイントをとられ、焦ってみんな⼿に汗を握ってしまいました。ゲームに負けるたび、み
んなの⼠気も落ちていきます。後⽚付けをして旅館に戻るときは、みんな重い雰囲気になっていました。何か⾔わなくちゃ、とは思うのですが、何を⾔ってもこの場には合いそ
うにない、そんな雰囲気です。⾺場先⽣も怒ってはいらっしゃいましたが、本当はそれよりも、監督として、チームのベストな⼒を引き出せなかったことに、悩んでいらっしゃ
ったと思います。

10時が過ぎたころ、みんな翌⽇の試合に向けて休み始めたとき、⾺場先⽣が私たちの部屋にやってきて、臨時のミーティングを始めました。今⽇の試合でわかったことは、東
海地区の壁は厚いこと、私たちの潜在能⼒はまだまだあること、今⽇はベストであたれなかったけれど、明⽇から、きっと周りが⽬を⾒張るようなプレイをすること。こんなこ
とを話し合って、みんなの⼼の中にまたファイトと希望がよみがえってきました。

残念でしたが、やっぱりここに書いておきます。最後の⼀戦も負けてしまいました。しかもこの⼀戦は、メンバーが全⼒で当たり、あと1点及ばず、負けてしまったのです。試
合に出た選⼿だけではなく、応援していた⼈たちもみんな⼀体になってゲームに燃えていました。こんなふうに負けてしまったので、初⽇よりも落ち込みが深くなってしまった
かも。でも今回の⼤会から学んだことも少なくありません。まだまだこれからもあります、がんばって続けていかなくては。

部活に参加したおかげで、中国では⼀⽣、経験できなかったかもしれなかった、感動を味わえました。毎回、のどがかれるまで仲間のために応援をしました。コートの中では選
⼿が球をひろうために、まるで泳いでいるような姿勢で固い床に転がりレシーブを。チームの保護者の⽅々もとても親切です。試合の度に、応援に来てくれて、たくさんのおい
しいものも持ってきてくださいます。みんなそれぞれのところで、⼀⽣懸命がんばっているのです。

この前、料理部の三年⽣を送る会にも出てきましたが、感動はありませんでした。週に⼀度の活動と、毎⽇練習を⾏う部活の差がどこにあるのかやっとわかりました。⼀緒に泣
いて笑って、そして絆が強くなっていくのですね。⽇本⼈はこの⾔葉がとても好きですが、その理由はきっとこれでしょうね︕

楊 程程さんの⽇記



三重（三重）ＶＳ⿃取城北（⿃取） 勝利︕︕︕

2012.03.21

第８４回センバツの第１⽇第１試合は１回戦が⾏われ、三重（三重）と⿃取城北（⿃取）が対戦する。

昨年は被災から簡素化されたが、今年は２年ぶりに⼊場⾏進を実施。アイドルグループ、ＡＫＢ４８の「Ｅｖｅｒｙｄａｙ、カチューシャ」を編曲した⾏進曲に合わせ、昨年優
勝の東海⼤相模、準優勝の九州国際⼤付に続いて、北海道の⼥満別から北から順に出場３２校が⼊場した。

 

そして選⼿の宣誓を聞きました、去年の被災地から来た宮城県⽯巻⼯業⾼等学校 野球部主将 阿部翔⼈がしてくれました。

私はその⾔葉に凄く感動しました、毎⽇新聞の公式サイトからコピーしました、以下は全⽂です

東⽇本⼤震災から１年、⽇本は復興の真っ最中です。被災をされた⽅々の中には、苦しくて、⼼の整理がつかず、今も当時のことや、亡くなられた⽅を忘れられず、悲しみにく
れている⽅がたくさんいます。

 ⼈は誰でも、答えのない悲しみを受け⼊れることは苦しくてつらいことです。

 しかし、⽇本がひとつになり、その苦難を乗り越えることができれば、その先に必ず⼤きな幸せが待っていると信じています。だからこそ、⽇本中に届けます。感動、勇気、
そして笑顔を。⾒せましょう、⽇本の底⼒、絆を。

 我々、⾼校球児ができること、それは、全⼒で戦いぬき、最後まであきらめないことです。今、野球ができることに感謝し、全⾝全霊で、正々堂々とプレーすることを誓いま
す。

 

その後は球場を響くほどな拍⼿が起こりました。

私たち２年ぶり出場の三重（三重）が、初出場の⿃取城北（⿃取）を降して２回戦に進むことになりました︕︕︕︕︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 程程さんの⽇記



松阪城めぐり

2012.03.27

3⽉25⽇

 

今⽇は学校の吹奏楽部の公演を⾒に⾏こうと思うから、朝松阪まで⾏った、早く⾏くのは、公演前の時間を利⽤して松阪城⾒に⾏きたい。

松阪城は蒲⽣⽒郷が建てた、当時は平⼭城と呼ばれていた。⾼い⽯垣はとても気魄があった。むかしは城下町として商業はとてもは発達した。三井、⼩津、⻑⾕川などすごく経
済⼒を持って、松阪の発展をもたらした商⼈がいたので、松阪は商⼈の町とも⾔われている。

とても有名なのは「伊勢しろい」と松阪⽊綿だ。

 

 

ここの松阪市⽴歴史⺠俗資料館を参観した

楊 程程さんの⽇記



 

昔の発電機⽔⾞だ

レトロなポスト



看板と⼊れ物

⾦箔地に⿊の漆でかかれたもので、こんなような看板を⾦看板と呼んでいる。万能千⾥膏と書いてあるだが、どんな商品かわかるかな︖

実は薬種商の桜井によって、旅⼈のために作られた⾜の膏薬だ︕

松阪⽊綿の機械

⽷は全部植物に染められた、栗、ヤマモモ、ハンノキなどいろんな原材料の種類がある

そして、染める回数にしたがって、⽰す⾊もとりどり、本当にきれいだ︕



今⽇は遅くなったので、またね。

これは⽇本語で投稿されたものです



ちっとも眠くならない⾳楽会

2012.03.28

3⽉25⽇

⾳楽会といえば、⾃分の頭の中ではずっとお上品なイメージが。

上品すぎて、⾃分のような何も分からない⼈間が聞きにいっても、もったいないだけ、というか

優雅な⾳楽につきものなのは。。。。。睡眠

 

でも今⽇の、学校主催の⾳楽会は、まったく違いました。

今回で第34回⽬。⻑い歴史がありますね。ハハ

第⼀幕の演⽬はオペラの楽曲から。世界⼤戦のときの物語なので、ステージで演奏する⽣徒たちも昔の兵⼠⾵の⾐装で。踊りもついて、とてもすばらしかったです。シャッター
チャンスをのがしてしまって、写真はナシ。

 

第⼆幕は紅⽩に分かれて⼆組によるコンテストのような進⾏の演出で。

まずは⻄野加奈の歌の演奏から始まって、この演出もとてもすばらしかったです。歌うひとは割と⾃由に選んでいたので、最後には会場みんなで合唱に 汗。。。

 

これはいま⽇本で⼤流⾏してるk-popのkara⾵に

楊 程程さんの⽇記



爱菜ちゃんと福君のまるまるもりもり〜アンパンマンが助っ⼈に登場

ドラえもんとクマのぷーさん、低燃費少⼥

ドラちゃん、やせすぎ︕︕︕

 

最後は演歌で。太⿎がかっこよすぎ。演奏はもっと素晴らしくてもう全⾯降伏︕︕︕

この動画を⾒たい⼈はれんらくを。かっこよすぎ︕︕︕



⼆幕まではさまざまな演出⾊が濃いものだとしたら、第三幕は直球の演奏によるもの。

演奏は⽿で聞くだけではなく、⼼でもじっくり味わって。

深く印象に残ったのは、会の終了後、ステージの⼤道具から照明に⾄るまですべて⽣徒たちによって⽚づけられたこと。

こんなに感動的な素晴らしい⾳楽会が、なんとすべて⽣徒によって創り上げられたのです。⼗分に努⼒のあとがうかがえます。そして⽇本の学⽣の素晴らしいところがまさに発
揮されていました。



甲⼦園の⼟が、ここに来たことの証に

2012.03.28

甲⼦園はまさに⾼校野球の代名詞。数えきれない⼈たちがその夢に向かって挑戦してきた。

選⼿宣誓により、春の甲⼦園が始まった。

流された汗と涙。

それらすべては⾃⾝の宝物に

初⽇は、夜の10時半到着。

バスの中で⼀晩過ごして。

必勝弁当を⾷べて、歌を聞き、周りの同級⽣と⼭東ねぎと松坂⽜の名前の由来を話し合ったり。

初回の願いはみのって。

2回⽬の甲⼦園⾏きは、のどの調⼦が悪くて微熱も出て

寄宿先のお⽗さんとお⺟さんは、体がつらいようなら休むように⾔ってくれた。

おふたりに、⼤丈夫です、と答えて。

その時の⾃分の⼼の中に、もしかしたらこれが最後になるかもしれないという思いが多かれ少なかれあって。

⾃分の応援が、学校の栄誉のためにスタンドで頑張っている選⼿たちの⼒になれるかもしれないとも考えた。⾃分なんてたくさんの応援の中のひとりにしかすぎなくても。

でもその不安が的中してしまった。0対2で埼⽟県代表校に敗北。

2回戦もいけて、本当によかった。

 

三重⾼が全国ベスト16にはいれたのは20年ぶり。東海地区の試合を⾒てきた⾃分には、こんな試合にでてくるチームはどこも強豪だってわかっている。

三重⾼がここまでこられたのを⾒られて、本当に感激して、感動した。

野球部が頑張ってくれなかったら、⾃分だって甲⼦園には来られなかった。

選⼿たちの⾛りすべりこんでくる姿や、全⼒で盗塁をする姿、選⼿たちの素晴らしい姿を⾒ることはできなかった。

こんなに野球が好きになることもなかった。

甲⼦園には独特の⾵景がみられる。負けたチームの選⼿たちが泣きながら甲⼦園の⼟をもっていく様⼦が。それを⾃分たちの学校に持ち帰り、あの場所で、⾃分たちが確かに奮
闘したのだとの証とするのだ。

試合に負けて、⾃分たちの学校の選⼿たちが泣くのを⾒たとき、

私まで涙が流れてしまった。でもここにこられただけで⼗分だ。

楊 程程さんの⽇記



こんな、特別な春をくれて、みんな本当にありがとう。

 



⼆回⽬の伊勢神宮

2012.03.29

今年の初詣は伊勢神宮へ⾏きました、さすがに初詣のラッシュに合って、⼈ごみは凄かったです。内宮とおかげ横丁の周りを歩きましたが、急いだけど、⾯⽩かったです。しか
し、伊勢神宮の内的の美はわずかの⼀⽇では味わいっこないです、いつかまた⾏きたい、もっと知りたいと思いました。

 

そんな思いを抱いて、今⽇は再びに伊勢神宮参りに⾏きました。

五⽉⼈形

 

楊 程程さんの⽇記



私は外宮へ⾏く前に、参宮道の店の⼈に⾃⼰紹介させてもらったら、皆⾊々教えてくれました。

 

「伊勢菊⼀」という刃物の店の若い⼥の⼈の店⻑と、なんとなく相性がよかったです、楽しく喋りました。あそこで神話占いをやりました

 



神話の中に道理が隠されている、引いたひらがなずつに対応に解釈があります

私が引いた神話は「伊邪那美命を相⾒むと欲ひて、⻩泉国に追ひ往きき。」隠された意味は「物事の変化を受け⼊れ、乗り越えていけるといい」。なんとなくちょっと合ってい
る感じがします。⾯⽩かったです。

 

 

前回は時間⾜りないので、直接内宮へ参りに⾏きましたが、外宮（げくう）から参拝するのが古くからの慣わしです。御正宮、それから別宮の多賀宮、⼟宮、⾵宮という順番で
参りました。そして勾⽟池も⾒えました、とても広かったです

 

⽇本⼈はほんとに神様を敬虔に信じていますね、神社だけでなく、川にも、⽊にも、⽶粒までにも神様がいると考えていると思います。私が⼤きな⽊を⾒つめているところ、あ
るおばあさんが声をかけてくれました「ここには何の神様︖」私はだたその⼤きさに驚いたから、ずっと⾒ていましたが、そのおばあさんに私が祈っているかと思われたかな。



伊勢神宮は特に神聖な場所です、飲⾷したり、ペットを連れて⾏ったりは絶対してはいけません。

そして、外宮と内宮の違いも、今度参ることを通して、わかりました。 つづく。

これは⽇本語で投稿されたものです



内宮と外宮の違い

2012.03.29

まずは内宮は右側通⾏、外宮は左側通⾏でず

なぜだというと、⼿⽔舎の⽅位によるらしいです。

外宮ではは左側にあります。

それから、御正殿の屋根にある鰹⽊の数が、内宮は１０本、外宮は9本。

千⽊も違っていますよ、うえの絵のように、内宮は⽔平切、外宮は垂直切です

これは今⽇撮った写真、垂直のでしょう。

楊 程程さんの⽇記



 

そして、他の勉強になったことも皆さんと分かち合いたいです

外宮の中にある勾⽟池は、三種の神器、鏡・剣・勾⽟の勾⽟をモチーフに、作られたのです

左上に注⽬

凄いですね。

ほかの神社ではあり、伊勢神宮にはないものは何でしょう︖

狛⽝、鈴、おみくじです。

おみくじがないのは、伊勢神宮を参りすること⾃体は⼤吉です、狛⽝、鈴はなぜかというと、まだわかりません。

伊勢神宮は本当に何回⾏っても、勉強になれるところだと思いますから、皆さんぜひ、春休みに⾒てきてください︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです



⽂化部合同発表会

2012.04.01

3⽉31⽇

いよいよ今⽇は本番の⽇だ。

朝８時50分松阪市⺠⽂化会館で現地集合なので、学校の⽇いつも乗っている時点の電⾞に乗った、制服を着て、なんか春休みもう終わった感じがした。

松阪駅に着くと、バス停で同じ制服着ている⼈が多く⾒えた、皆早いね、と思った。

⼀緒にバスに乗って、⽂化会館へ⾏った。おとといは凄い暖かくて、晴れの⽇だったが、昨⽇から、⾬が途切れ途切れと降っている、ブレザー濡れるのがいやだから、急いで⾛
った。

応援部の⼈はもう既に⾬の中で練習し始めた、さすが。感⼼した。

ちょっと経ったら、先輩たちが来た、それから楽屋を開けてくれました。私たちも練習し始めた。琴部は私を含めて、全部三⼈しかいない。ずいぶん古くて、珍しいクラブだ
が、なかなか⼊部来てくれる⼈いない、来年になったら、私は帰国しないと、そして先輩たちも受験で引退すだろう、⼀⼈もいなくなったら、待っているのは廃部しかないでし
ょう。 ⼼配するね

今度の発表会のために、⼤学から新しいことも借りたし、何度も⾳を調節したし、⽖もテープでしっかり巻いた。これで⼤丈夫だ︕︕ 琴の出番は午後の２時から。ずいぶん
待っていた。

始まる前、幕の裏でスタンバイするときはまだ全然緊張でもしてなかった、幕が上がり始まった⼀瞬、凄く緊張になった。「どれぐらいお客さんが来てくれたか」、「間違った
らどうするの」と⾊々雑念があった。あまりに緊張しすぎて、客席も⾒てなかった。 でもお⺟さんとあやが来てくれた、めちゃうれしい︕︕︕⾃分がどこを弾いているかわ
からなくて、幸いことに、前の何度も練習したので、指はもう動きが覚えた、⾃分も不思議と思った︕︕︕

帰ってきたら、お⺟さんは「よく頑張った」と褒めてくれた。ご褒美として、ドーナツ買ってくれた。最⾼だね︕︕︕

退職した⾺場先⽣も会えた。楽しい⼀⽇だ︕〜〜

 

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 程程さんの⽇記



京都 ⼆条城

2012.04.05

4⽉2⽇

京都は前遠⾜で⾏ったことがある。今度の春休みを利⽤して、もう⼀回⾏った。

春休みは学⽣だけの休みだから、⼀⼈で⾏かないとダメ、私はお⽗さんに電⾞での⾏き⽅を教えてもらいたいけど、お⽗さんに「⾏きたいなら、すべて⾃分の⼒でいけ。⾃分の
ものになるから」と断られた。

⾃分に頼るしかない図書館から地図本を借りて、⾃宅のパソコンで乗り換えのコースを調べたり、プリントにしたり、それからネットでお得そうな近鉄のチケットセットを⾒つ
かった、⼀⼈で駅で購⼊した

⼤変難しかった、最初はどこから⼿をつけるべきかわからんかった。

でもいっぱい調べたおかげで、電⾞を乗り換えの間の時間が短くても、順調に京都に着いた、凄く達成感が感じた。いい勉強だった。

元々京都は⼀⼈で⾏きたっかたけど、中国のお⺟さんはやはりひとりのが⼼配だから、京都の友達に付き合ってもらうことをさせた。安さんを誘った、彼⼥もあんまり京都観光
したことないから、喜んでくれた。そして、彼⼥も⼆⼈誘ってくれた、⼀⼈の旅が四⼈の楽しいミーティングになってしまった。にぎやかだった︕︕

⻯⻯ 私 安 焦

先ずは⼆条城へ⾒学した

⼆条城は1603年に徳川家康将軍が守護と将軍上洛のときの宿泊所のため建てられた。そして1624年に三代⽬将軍家光が拡張と装備時、狩野探幽（かのうたんゆ）絵師と彼のチ
ームが3000⾯ぐらいの障壁画を書いてあった、ユネスコの世界遺産にも登録された。

楊 程程さんの⽇記



⼆の丸御殿

唐⾨を⼊ると、豪華に装飾された⾞寄が⽬に⼊った、インパクトが強かった

建物の中にも⼊ったが、撮影禁⽌なので、写真は⼀枚もない。

中はとても⼤きかった。

 

 



私の後ろにあるミイラみたいなものは何でしょう。

なんと蘇鉄︕︕ 実は蘇鉄は南⽅系の植物で寒さによわいから、冬になると、幹の全体にコモやワラなどを巻いて防寒を⾏っている。⾯⽩いやろう。

 

 



 

⼆の丸庭園は江⼾時代に作られた、春ね

桜まだ咲いてない、桃の花、と梅まだ咲いているきれい

 

⽯垣

昔城の元も基本的防御の施設

１、⾃然⽯のまま積むの古い様式は野⾯積みという

２、⽯⾯や⽯の⾓を加⼯して、⽯垣の断⾯を整え、⽯と⽯の間に⽯を詰めたのは  打込ハギという

３、切⽯を間なく積み上げたのは 切込ハギという

⼆条城の時代から⾒ると、２番⽬だとおもう



 

 

 

 

とても歴史感のある城ね  つづく

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです





京都の旅  ⾦閣寺

2012.04.08

4⽉2⽇

いよいよ憧れた⾦閣寺へ⾏ってきた。

最初に⽬に⼊った光景は、⼤勢の中国⼈や、韓国⼈や、アメリカ⼈など、⼤勢な外国⼈ばかりだった。驚くほど、中国語聞こえた。逆に⽇本⼈のほうがすくないかなと思った。

さすがに世界中で有名なところだね︕︕

⾦閣寺とは、正式の名前は⿅苑寺（ろくおんじ）、臨済宗相国寺派の寺。舎利殿「⾦閣」が特に有名なため、⾦閣寺と呼ばれている。

かっての古都税騒動のことで今でも⾦閣寺は拝観料⾦は徴収していない事になっています。
古都税騒動というのは、京都市が「古都保存協⼒税」の名で、市内の社寺の拝観料⾦に課税しようとして、社寺の反対を買った、かなりの騒ぎになった事なんだ。
拝観を停⽌する寺院もあるが、やはり拝観料⾦は⼤きな収⼊源なので、⾦閣寺などでは「拝観料⾦ではない、授与した御札に対する志納⾦だ」という姑息な⾔い⽅で納税をやめ
ているんだ。

調べてみたら、凄いことわかった。それは⾦閣寺は意外に国宝ではないことだ︕︕︕びっくりした。

かつては国宝だったけど、昭和２５に放⽕により焼けられてしまった。30年に再建した、どんなにそっくりでも、歴史の価値がすでにない。でも再建するときは元の設計図を
忠実に復元されたため、世界遺産としては、その美の価値は世界に認められているでしょう︕

 

楊 程程さんの⽇記



美しい

⾦閣は⼆階から全部⾦箔で張っている、きらきらしているね、再建はいっぱいお⾦かかたやね︕

この池は鏡湖池とよばれている、⾏った時は⾵もないすごく晴れた⽇だ、鏡湖池の湖⾯が鏡のように、⾦閣をきれいに映した、素晴らしかった。

こんなところで住みたいな〜〜〜

 



 

 

⾦閣寺といえば⾦箔⼊れたお⼟産もとても有名だよ、お茶、団⼦、カステラとか⾊々ある。

 

⾦閣寺は以上です、⾒てくれてありがとうございます。

次は清⽔寺︕  つづく

 

これは⽇本語で投稿されたものです





17歳の特別な誕⽣⽇

2012.04.10

 

今⽇は私の17歳の誕⽣⽇です、今⽇は皆帰るの時間が合わないから、前もって、8⽇に、家族みんなと誕⽣⽇ケーキ⾷べました。

ご飯⾷べたところに

お⺟さんが「カメラ持っといて」と⾔いました。

8⽇だから、誕⽣⽇の関係とは全然思わなかった。ただなにか⾯⽩いものみせてくれるかなとおもって、部屋に上がって、取りに⾏った。

のちに戻ったら、お⽗さんとお⺟さんがケーキ準備してくれました。めっちゃびっくりして、感動しました。

本当に⽇本こられてよかった、と。

 

中国のお⺟さんにも、⽣まれてくれてありがとう、

お⺟さんがいるだからこそ、私は⽇本へ来られて、皆と出会えた。

 

今まで初めて外国での誕⽣⽇。ちょうど今⽇は新学期の⼀⽇⽬、新しいクラスメートはだれも私の誕⽣⽇知らないはず、誕⽣⽇は何もないままに終わっちゃうかなと思った、ち
ょっとがっかりした。でも元7組のたみちゃんとまなみちゃんがわざわざきてくれました。そして今⼀緒のクラスのあやのちゃん、バレー部のふみかちゃん、ほのかちゃんか
ら、プレゼントもらいました︕︕︕めっちゃ嬉しい。

 

そして家帰って来たら、また妹から和⾵のプレゼント、お⺟さんからネックレスをもらいました。妹のはとてもめずらしい、和紙の鉛筆、ちりめんのストラップ、と和紙。⽇本
ぽくて、めっちゃ気に⼊ります。お⺟さんがくれたのはクローバのネックレス。

「幸せになってほしい、お⺟さんもちゃんと考えたよ」と⾔ってくれました。

本当に特別な誕⽣⽇ですね

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 程程さんの⽇記





奈良

2012.04.16

「しかといえば奈良、奈良といえばしか。

4⽉4⽇はまた電⾞に乗って奈良まで⾏った。

⽩かえちゃんと⼀緒に⾏った」

 

 

この⽔が出てくるところ前の砂利の下には⼤きな空洞が。

なかにたくさんのビンがうめられていて、地上に湧き出てくる⽔が、琴のような⾳⾊を響かせるの。

楊 程程さんの⽇記



 

 

 

かわいい感じがするよね

ほんとはすごくコワイの



 

奈良でいちばん有名な神社

⼿⽔舎まで⿅をかたどったもの

 

 



本当は⽿をつまんでいないんだよ。おせんべいでつって、写真を撮ったの。⾯⽩い写真になったね。。

彼らこそ奈良の主。道⾏くさまも堂々と。

東⼤寺

 



 

仁王様

⽩さんいわく、敷居は神様の肩だから、踏んじゃいけないんですって。

 

 



 

 

 

 



 

ふだんはお上品な⿅だけど、おせんべいを持っている⼈を⾒かけたら突進してくるんだ。

それにね、礼儀正しいコは、おせんべいをもらうとちゃんとペコリとお辞儀をするんだとか。

でも私たちが遭遇したのはすごく凶暴なコたち。おせんべいがもらえないと、ずっと追いかけてきて頭突きをしてきたり、服を噛んだり。

はじめは2，3頭だったのに、あっという間にアリの這い出る隙間もないほどぎっしり囲まれちゃった。持っているおせんべいを全部あげてやっと退散。。。

このコったら、⽩⽬までむいちゃって。。私のガイドブックが。。泣

 

 



 

背中はよだれでべとべと

 

 



 

 

野⽣児だよね。樹を倒して花を⾷べて

 

お昼ごはん



 

 

 



ヒヒ、後井先⽣の実家＿⼤阪へ

2012.05.17

私は最近図書館で⼀冊とても⾯⽩い本を読み切りました。⼤阪が⽇本のほかの都市との違い、独特のな⽣活様⼦を紹介する、ユーモアな⼤阪弁⾔葉つかい、そんな⼤阪に引き付
けられて、今度の⼤阪への旅の芽⽣えに。

朝６︓１９分、眠い⽬をこすりながら、始発の電⾞に乗り込み、松阪へ。松坂駅で近鉄に乗り換え。1時間30分ほどで、鶴橋駅に無事到着。

⼤阪では急いで上りたい⼈のために、左のペースを開けるの、東京とは逆。改札⼝で友達と合流して、いざ⼤阪のたびを始めた。

まずは地下鉄で⼤阪のシンボルとして有名な豊⾂秀吉が建てた⼤阪城へ。ちなみに地下鉄で他⼈の会話を聞くと、「あ、これが本物の⼤阪弁やね」と妙に感動した

今度利⽤したチケットはこちら

⼤阪城公園はとても広い感じがする

楊 程程さんの⽇記



やっと⾒えてきた

修学旅⾏とか⼈気なスポットだから、学⽣服の⼈がたくさん⾒えた、未だに慣れないあの腰パンの穿き⽅。。。

８階は展望台、１〜７階は歴史資料館。

 



 

 

 

シャチホコという名前の神話の動物、⿂の体に⻁の頭、おかしい キラキラしている

 



 

 

次は⼼斎橋へ

昔「⼼ブラ」と呼ばれていた街、いろんな店がズラリーと並び、若者に⼈気みたい

値段も安い、うれしい

 

 



ちょうどその⽇は⺟の⽇

お⺟さん、今までありがとう

 

 



 

 

 

いい発⾒



 

いつか⾃分が稼いだお⾦で買おう

ｋｉｔｔｙ パラダイス。ｈｅｌｌｏ ｋｉｔｔｙの商品いっぱい、⼥の⼦なら、絶対来てほしい︕︕︕

レジすらこんなに可愛い。



 

 

 

 



 

 

つづき

これは⽇本語で投稿されたものです



⼤阪 その２

2012.05.17

しばらく歩くと、グリゴのでかいネオン看板が視野に⼊った。ここは⼤阪を代表する景⾊、観光名所としてあまりにも有名な道頓堀周辺。

前もって調べたけど、予想以上のにぎやかさにびっくりした。

戎橋は撮影の絶好なスポットだから、私みたいな観光客は⼤勢⾒えた。ピース︕夜のほうが絶対きれいと思うよ

 

楊 程程さんの⽇記



幅８メートルのかには⼤きいうえに、⾜と⽬までニョキニョキと動いている。⼦どもが⾒たら泣いちゃいそうに、すごい迫⼒だった︕

⼤阪名物おかし カール 

⽴体な電動いか

 



「くいだおれ」という飲⾷店ビルのまえにくいだおれ太郎⼈形がトントンと太⿎をたたいている。眉⽑は上下と動く、とても⾯⽩かった

 

 



不思議な顔をしているの占い機

「づぼらや」の店の軒につられている河豚のオブジェ



 

 

この店でイカ焼きを買って⾷べた、卵の⽣地にいかがころころと⼊っている。おいしかった

これは⽇本語で投稿されたものです





⼤阪その３

2012.05.21

前回はイカ焼きまで書いたね、⼀枚３００円した、観光スポットだから、ちょっと⾼かった。もっちりな⽣地に卵とイカがまぜてある、上下を鉄板で押しつぶすようにやきあが
ったシンプルな⼀品。おいしかった（ＰＳ イカが⼤好き︕︕︕）

 

道頓堀と新世界周辺はたくさんの串カツやさんが並んでいる、その中有名なだるまへ。 私たちが⾏ったときお客さんですごい⾏列ができていた

 

楊 程程さんの⽇記



⼤阪でのルールはソース⼆度づけ禁⽌、なぜだと⾔うと、ソースはお客さん全員の共有物だから、ソースが⾜りない場合は、店が⽤意してくれた無料のキャベツで掬うんで⽫で
つけるだって。

串カツ＝⽜⾁のフライ

⼀⼝かじると、サクサクと、気持ちよくて、おいしい⾳がするよ、最⾼だ

ご飯⾷べてから、キタの梅⽥へ

ものすごくインパクトのビル、巨⼤で真っ⾚な観覧⾞が真ん中に突き刺さっているように⾒えた。ｈｅｐ ｆｉｖｅというファッションショップやレストランがたくさん集まっ
ているビルの七階は観覧⾞の乗り場

 



 

そしてもっと⽬⽴ったのはこれ、ロビーには真っ⾚で巨⼤な２匹の鯨がつってある︕︕⼤阪らしい発想だねと思った。

 

 



 

 

 

 

地上から１０６メートルで⼤阪を眺めた



梅⽥スカイビルにも登った

空中庭園は４０階にある

 

まずはシースルーエレベーターで３５階へ、とても早くて、みみが痛くなるほどだった。さらにシースルーエスカレータで４０階へ、斜めに空中を突っ切る形の⻑〜いエスカレ
ータ、怖かった

 



 

 

 

 



 

視野良好︕〜

 

 

１７３メートルの⾼さから⼤阪の街をぐるりと３６０度を⾒渡せた、気持ちよかった

最後は帰りの駅に向かうがてら、アメリカ村という派⼿でカジュアルな若者たちの街へ⾏った、古着や雑貨などの店がいっぱいあった

 

 



 

 

⼤好きな⼩栗旬発⾒︕︕︕︕︕︕︕︕

これで充実な⼀⽇が終わった、写真を⾒返すと、⾼いところばかり⾏ってきた。そして、三⼈での楽しい出来事で頭のなかがいっぱいになった、道頓堀のネオン街、濃厚なソー
スの⾹り、そして⼤阪の熱い⼈情味、私は忘れられないだろう︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです



⼆年⽣の修学旅⾏ ⼀⽇⽬

2012.06.19

６⽉１２⽇から１５⽇まで修学旅⾏しに⾏ってきたよ︕

三泊四⽇間とても充実楽しかった

⼀⽇⽬は京都駅まで移動して、そして全員が新幹線に乗り込んで、福岡市の博多に着いた。移動時間はクラスメートとゲームしたり、お菓⼦交換したり、おしゃべりしたり、全
然⻑く感じてなかった

 

楊 程程さんの⽇記



 

三重県に来るときは新幹線を乗ったが、その時は完全に爆睡した、だから、気分的は、初めてのようにどきどきした。本当にすらすら、⾛るのが早かった︕ 九州地域に⼊った
ら、トンネルがめっちゃ多かった、⽿は変だった、だから九州の新幹線は地下鉄みたいと、多くの⼈に⾔われている。

 

 



アヒルの⼝みたいな形がした列⾞。

 

 

 

 



先ずは⼤宰府天満宮へ⾏った

バスの席をこんなふうにした

菅原道真を葬ったところの跡である、学問の神様といわれている

⼼字池に三つの橋がある、太⿎橋・平橋・太⿎橋の三橋です。それぞれを過去・現在・未来をあらわしている。

 

 



過去を振り返らず、現在はためらわず、未来は⼾惑わず。

道真公は⽜と縁があるといわれて、境内に多くの⽜の像が奉納されている。御神⽜の頭を撫でると、知恵が与えられるという信仰があります

御本殿で願いを祈って、おみくじも引いた。六⽉になってから、「おみくじ」の⾊が樟若葉の⾊から花菖蒲の紫⾊に変わったこともわかった

 

ちなみに道真公は梅が⼤好き

なので、梅⼲、梅のジャムはもちろん、梅ヶ枝餅は最も有名なお⼟産です

 



参拝終わって、まだ移動になる、そして⻑崎市内へ

夜は「1000万ドルの夜景」で名⾼い⻑崎港を⼀望できる稲佐⼭観光ホテルに泊まった。⻑崎の卓袱料理も⾷べられて、お⾵呂上りに夜景を眺めて、とても気持ち良かった

 

 

 

 



 

 

これで⼀⽇⽬は終わりました

 

これは⽇本語で投稿されたものです



修学旅⾏⼆⽇⽬

2012.06.20

⼆⽇⽬は期待した⾃主研修だった、

先ずはクラス全体平和公園で⾒学した

最初に⽬に⾒えたのは平和祈念像だ

⾼さは9.7メートル、重さ30トン、⻘銅製と

ても⼤きい像だ。上に指した右⼿は、原爆の脅威を、左⼿は平和を、軽く閉じた瞼は原爆犠牲者の冥福を祈っている、膝を⽴てた⾜は⾏動を、曲げている⾜は平和について静か
に考える、といわれている

そして平和の鐘の下で原爆で⽣存できたおじいさんに当時の話を話していただき、皆とても真剣に聞きました。おじいさんは肩を震わせて、当時のことを思い出させるのはつら
そうだった。もっとたくさんの⼈に聞いてもらう、戦争ならないように全⼈類の努⼒が要ることがわかった。本当に感動しました。

平和公園の⼀⾓、平和祈念像の前⽅に平和の泉があります。原爆のために、焼けただれた被爆者たちは、熱くてたまらない、「⽔を、⽔を」叫びながら死んでいきました。正⾯
の⽯に少⼥の⼿記「のどが乾いてたまりませんでした ⽔にはあぶらのようなものが⼀⾯に浮いていました どうしても⽔が欲しくて とうとうあぶらの浮いたまま飲みまし
た」が刻まれています。
その被爆者たちに⽔を捧げて、冥福を祈り、世界恒久平和と核兵器を廃絶するを願って、この円形の泉を作りだしました

ガイドさんの話を聞きながら、原爆資料館も⾒学しました。私の⼼はとても重くなりました。太平洋戦争で、そんなに⼤勢な無関係の⼈が命を失いました。戦争は⼀体何のため
に起こされたか、私はどうしてもわかりません（泣）

資料館から解散になります、各班で好きなところを⾃由にまわせる5時間を過ごしました。

私たちは中華街、眼鏡橋、⻑崎港を⾒学しました。

中華街は皆が私のために⼊れてくれたのです。店には中国結び、パンダのぬいぐるみ、懐かしい品物がドヤーとおいてあります。でも値段を⾒たら、何も買えなかった、なんと
⾒慣れたものは⽇本で5倍以上の値段になっています。

中華街で地元の⼈も親指を⽴つ⼀番⼈気な「江⼭楼」でちゃんぽんを⾷べました

楊 程程さんの⽇記



 

ちょっと⾼いけど、ボリュームと味は満点で、全部飲み⼲しました︕

重要国家⽂化財に指定されている⽇本最古のアーチ型⽯橋「眼鏡橋」も⾏きました。

眼鏡橋が有名なのは、橋⾃体だけでなく、⾒つかったら、恋が叶うといわれている❤形の⽯を、探すのも⼈気です

幸せになりたい⼈、探しに来てね︕



とてもうれしかったのは「チンチン電⾞」 ⻑崎の路⾯で⾛る電⾞に乗れたことです。意外と本数が多くて、値段も安いし、とても便利だと思います。⼀⽇でお⼟産もたくさん
買えました。楽しかったです︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです



体育祭

2012.07.03

修学旅⾏帰ってきてもう三週ぐらい経ったね、テストの復習と荷物の準備で忙しい、⽇記もずっと置きっぱなし。。。。書く気⼒ないわ、皆最後の時間を⼤切にしてくださ
い︕︕︕

皆と仲良くすぎて、別れたくない
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これは⽇本語で投稿されたものです



わが家のバーベキューと花⽕⼤会

2012.07.08

今⽇の⼣⽅から、家族とお姉ちゃんのクラブの仲間と⼀緒にバーベキューをしました

すごいにぎやかだった

⼣⽅から、真っ暗までバーベキューして、やっぱり⾃分で焼いたり⾷べたりするのが楽しい。お腹がいっぱいになった。そして初めて焼きおにぎりを作った︕

⾷べてから、なんとお⺟さんとお⽗さんが花⽕持ってきてくれた。

そしてはじめにあやが考えた、❤を作った

 

ほら、だんだんうまくなってきた︕きれい

楊 程程さんの⽇記



 

mie⾼校︕︕三重⾼

皆三重⾼やよ︕

三重⾼ あいしてる

ｌｏｖｅ

そのうえ、皆バレー部

バレー部の⼼と絆を



この感動をこころに刻む

 

おなかがいっぱい、張り裂けそう、明⽇また郵便局へ荷物送りに⾏く。

今⽇からラスト⼗⽇間カウントダウンスダートだね、帰りたくない 泣。。。

 

でも毎⽇毎⽇充実しているからこそ、楽しい時間がいつも過ごすのが早いかな〜

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです



終業式

2012.07.09

今⽇は私とフィンランドからのもう⼀⼈も留学⽣の終業式

終了証書と三重⾼グッズをもらった

 

先ずは学⽣会⻑から⾔葉をいただいて、なんと私よりも緊張しているようだ。。

証書授受

 

楊 程程さんの⽇記



かっこいいわ  ありがとうございます

そして⼤好きな⾺場先⽣に紹介詞を読んでいただいて、クラブ引退するまではほとんど毎⽇⾒えますので、すごい尊敬で愛している先⽣からそんな⾼い評価をいただいて、聞き
ながら、この⼀年間のことを思い出して、涙腺が緩んだ・・

そして最後は私たちのスピーチで、⾃分が書いた⽂章を読ませてもらいました。私はクラブで泣き⾍と呼ばれているんが、今⽇は頑張ったないてなかったのに、下におる友達皆
なけて、感⼼した 泣

 

 

 

忘れられない⼀⽇ 

これは⽇本語で投稿されたものです





今⽇はブタの眼球を解剖した

2012.07.12

今⽇の⽣物の授業でブタの眼球を解剖した、えぐかった。

同じ班の皆は匂いと粘液つくのがいやだから、私に切らせてもらった

初めてメス握った、緊張した。

先ずは着いている⾁をきれいに切り除いて、そしてメスで⽳を刺し込んで、⽳からハサミで切り分ける。

いつもホラー映画で⾒た眼球が爆裂のシーン、今⽇⽣で⾒た。。。。

でも本当に今にしかできない体験だったね。。。

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 程程さんの⽇記



遠く⽇本にいる親愛なるファミリーの皆さん、友達のみんなへ

2012.09.14

皆さんお元気ですか

⽇本の家で過ごす最後の⼀週間、⼩栗旬主演のリッチマン、プアウーマンの第⼀話を観たのを今でも覚えてる。あれからあっという間にもう最終話だなんて、そういえばもうこ
っちに帰ってきてから2か⽉経つんだなぁ。本当に信じられないほどあっという間だな

こっちに帰ってきてからはずっと新学期のテストに向けて必死に勉強してた。補習授業にも積極的に参加して、毎⽇毎⽇学校̶̶家の道のりをただただ往復してた。おかげで、
テストは無事終了。結果はどうなるかわからないけど、やれるだけのことはやったからね。

登校初⽇、これからまた新しいクラスメイトとの新しい⽣活が始まるのかと思ったら、不思議と、去年の9⽉5⽇に初めて三重⾼に⾏った時のことが思い出された。この⼀年、
⻑いと⾔われれば⻑かったし、短いと⾔えば短かった。こうして元いた環境にまた戻ってきて、クラスメイトたちもすごく優しくしてくれてる。わたしは、家族のために、そし
てこの⼀年間よりよい⼈になるにはどうすればいいのかわたしに教えてくれた⽇本のお⽗さん、お⺟さん、⾺場先⽣のために。。。。。わたしは今までのだらだらした悪いクセ
を改め、⾃分のこれからの計画を⽴てていこうと思っています

早⼤に⾏きたいとは⾔っていたけれど、家の事情により、よっぽどのことがなければおそらく⼤学は中国で通うことになると思う。で、院は⽇本のに⾏きたいなぁって。ぜひま
た⽇本に⾏きたいんだ︕︕

体育の授業は選択制だったから、迷うことなくバレーを選んだよ。だってバレーがあったからわたしは三重⾼⼥⼦バレー部のみんなや先⽣と知り合えたんだし。遠い異国の地で
ひとりぼっちだったわたしに仲間の温かさを教えてくれたのもバレーだし。

こう、ひか、なつ、ゆな、きい、るい、りん、みみ、あこ、えみ、はな、しゅう。みんな⼤好きやね︕︕︕︕♥（原⽂ママ）

きっとみんなわたしのことを待ってくれてる。

わたし⾃⾝も待ってるの。⾃分が成功するその⽇を

 

今⽇本と中国の間には⾊々と複雑な問題が発⽣してる。特に7期⽣の後輩のみんなは、きっと当初わたしたちが抱えていたよりももっと⼤きな⽭盾を背負って、難しい境遇に⽴
たされていると思う。どうか7期⽣のみんなの留学⽣活が順調なものでありますように。ニュースとかの⾊んな報道を⾒ていると、なんとも⾔えない気持ちになる。わたしにと
っては、どっちも⼤切な場所だから。でもね、わたしは信じてるの。⽇本と中国という国家レベルのことになると、どうしても国家の利益とかが重視されて、真の友好関係とい
うのはやっぱり難しくなっちゃうと思う。けど⼀⼈の⽇本⼈と⼀⼈の中国⼈という個⼈のレベルになれば、わたしたちはきっと相⼿の⽴場に⽴って考え、お互いに相⼿の良さを
認めることが出来るはず。⼼連⼼という⾔葉の意味はもしかしたらこういうことなのかもしれないね。

 

楊 程程さんの⽇記
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