
とりとめもなく

2011.08.31

まず書いてみますね︕時間もあまりないし。昨⽇⽇本につきました︕みんな疲れてはいるけれど  嬉しい気持ちでいっぱいです︕ ⾃分の部屋に⼊ったら、なんだか暖かさを感じ
ました  朝起きたら⼦供たちの声も聞こえてきて︕あたたかい気持ちになります︕

程 忻さんの⽇記



⾼校⽣活︕

2011.09.07

ハハハ︕今⽇でもう、三⽇⽬︕家に帰ってきたら、お⽗さんとお⺟さんがさっそく、友達はできたのって聞いてきたよ︕ハハ学校も家も、みんないい⼈たちばかり︕もちろん友
達だって︕しかもクラスみーんな︕でも中国でのような親友   はもうちょっと時間がかかるけどね︕でもきっとだいじょうぶ︕学校のみんなもたくさんのことを教えてくれる
し︕初めての授業の前、きっと中国みたいにピリピリした雰囲気なんだろうなって思っていたら、まったく逆︕みんなすごく⾃由なの︕本当にびっくり︕みんなともっと仲良く
なれるよう、がんばってます  みんなと友達になりたいな︕良い⼈たちばかりだから、きっと⼤丈夫︕実は授業もとっても楽しいの︕この三⽇間︕あんまり勉強したって感じが
なくて︕だってこの学校はイベントが多いから︕今は体育祭の準備の真っ最中︕︕

本⾳を⾔うとね︕こんなスポーツで有名な学校で、なんで私は英語を勉強してるのかな︕︕︕英語の授業ばっかりだけど︕がんばるぞ︕でもまだまだだけどね ︕︕︕

ハハハ   実はまだ制服を着てないの︕だから校内を歩いてると、みんなにじろじろ⾒られちゃう︕ハハ でもすぐ慣れてくれるよね︕前にみんなの前で話したお⼆⼈の先輩のよ
うにね︕はじめは珍しがられるけど、きっとみんなともすぐうちとけられるって︕︕

程 忻さんの⽇記



運動会︕

2011.09.10

わーい︕  今⽇、私とお家のお姉ちゃんとで︕ある学校の運動会に⾏ったよ︕ものすご〜〜〜く暑かったけど︕すっごく楽しかった︕  ⾊んな部活の試合を⾒たけど、どれも⾯
⽩くて︕特にボクシング部の⾛り⽅︕3⼈で⾛りながらボクシングするの︕⼼にビビビっと来たよ︕  顔はそんなカッコいいわけじゃないんだけどさ︕動作がものすごくカッコ
いいの︕ボクシング部に⼊りたくなっちゃった︕笑︕皆暑がってたけど、  ⼀⽣懸命、楽しそうだった。はあ、  でも、あの学校へ⾏って⼀番最初に思ったこと︕それは︕学校
が家から遠すぎる︕

程 忻さんの⽇記



おでかけ

2011.09.15

へへ  私はマメじゃないので︕先週のこと、今やっと書きます︕ あまりつっこまないでね︕  先週末、家族みんなで出かけました︕︕︕私は今、⿅児島に住んでいるんですが、
まずは外国⼈登録証の⼿続きへ︕ハハハこれがめんどうで︕︕︕ハハハ  でも家族⼀緒なので︕︕楽しかったな。それから桜島へ︕⽕⼭です︕︕︕ウーン，，，私が⾏った後か
ら、この⽕⼭、なんだか異常に興奮しちゃって︕︕︕⿅児島はきれいなところです︕確かにはじめは希望していた場所じゃなかったけれど、ここの⾵景を⼀⽬⾒たら︕すぐにに
ワクワクしてきちゃって︕ここの海はすごくきれい︕あー、泳いでみたいな~

⽕⼭の噴⽕⼝をこんなに間近で⾒たのは初めてです︕もう壮観︕︕︕お昼になんとこの⼭は︕上の⽅が全部真っ⿊に︕へへ 洗ったばかりの⾞が、まだ到着前、近づいただけ
で︕すでに真っ⿊に︕でも毎朝、学校に⾏く途中でこの⼭を眺めるときは︕富⼠⼭みたいって思っていたの︕上のほうは⽩くてきれいでなんだかすごく神秘的︕︕︕朝起きると
イルカの声が聞こえることも︕そんなときは、どう感じるかって想像できる︖

⽕⼭のふもとには、無料の⾜湯があるの︕⽔は清潔であったかいよ  冬にここにきて、⾜をつかりたいな︕⾵景を眺めながらいろいろな⼈とおしゃべりをしたり︕名物を⾷べた
りしてね︕ハハハ︕もう天国︕

海からの帰り、途中でイルカの群れを⾒かけられたの︕家族の話では、普段だったら、１頭か２頭だけでもすごくラッキーなんだって︕へへ なんと今回は群れだもんね︕すご
く運がいい︕おどろいたよ︕このイルカの群れって⼈が怖くないのかな︕だってこんなに近くまで︕しかもこんなにたくさん︕へへ お⽗さんもお⺟さんも私はすごく運がいい
って。︕ハハハ︕

すごく楽しい⼀⽇だったよ︕へへ だからくたくたになっちゃって︕すぐに⽇記を書けなかったの︕

程 忻さんの⽇記



元気なクラス︕︕︕

2011.09.15

ハハハ︕︕︕思いもよらなかったよ︕私たちのクラスよりもっとはじけているクラスがあったなんて︕  こんなクラスで本当に嬉しいよ︕もう⾃分たちのクラスだけでも充分っ
て思っていたのに︕へへ ここのクラスって、私の中国にいたときのクラスより、もっともっと、⾃由なの︕授業中の席は⾃由︕へへ 今はみんな、体育祭の準備で忙しいん
だ。だから先⽣⽅も授業を短く切り上げてくれるの︕授業中もみんな⾃由だよ︕授業中は⼿を上げずに発⾔するんだ︕へへ 後ろの⽅に座っていたある⼥⼦は、授業中みんな静
かにしているときに⾯⽩いことをぼそっと⾔ったので、みんな爆笑︕へへ 先⽣は怪談も話してくれるし︕まあ、そんなに怖くないけれどね︕でも効果はバツグン︕へへ その
とき︕あるクラスメートが 先⽣、もうちょっとまじめにやってくださいって。そんなんじゃこっちもだめですよって︕へへ︕あるときは先⽣が後ろの席で眠っている⼥⼦にね
ちゃだめだよ︕そんなにこっちをみたくないのかいって︕へへ するとその⼥⼦は冷静に⼀⾔︕忻も寝てるし だからいいの︕私たちはみんな⼀体なんだから︕もう⼤爆笑︕へへ
昨⽇のパソコンの授業では︕クラス委員⻑が睡眠不⾜で床に転がっちゃったの︕ワ︕びっくりした︕でも今⽇のクラス委員⻑はタイヘン︕きのう、先⽣が委員⻑のお⺟さんに電
話をしたら、なんとそのお⺟さんは、⼤笑いして︕そして、先⽣に、気にしないでくださいって  あの⼦はいっつも睡眠不⾜ですから︕クラスみんな⼤爆笑︕だって先⽣の表情
ったら︕私の後ろの⼈なんて笑いすぎて床に何度も落ちていたし︕⽇本ではみんな⼤笑いするときは、拍⼿をするんだね︕私は社会の授業が好き︕先⽣が⾯⽩くて︕この学校の
先⽣はみんな冗談が好きで︕この先⽣はあの⼥性をお⼿本にしなさいとか、先⽣の失敗談も︕でもみんな先⽣こそヘンだよって思っているよね︕本当にこのクラスは楽しい︕こ
のクラスの⼥⼦にはみんな彼⽒がいるってことを除けば︕うーん，，，ただただ、うらやましい︕ウーン，，，今⽇の授業で先⽣が  休みには  デートに⾏ってもいいし、旅⾏
に⾏ってもいいぞって︕これを聞いてつい⼤声で笑っちゃった︕デート︕︕︕︕︕もう、どうして︕︕︕  みんな⼤笑い このとき優しいクラスの⼥⼦が 忻ちゃん、ダイジョウ
ブよって︕クラスのみんなには、いるんだから︕これって私を慰めてくれてるのか、けなされているのか︕それからもう⼀⾔付け加えて、でもザンネンだけど、内⽥先⽣には彼
⽒がいないから ダイジョウブよって︕あなたの仲間がいるじゃない︕がっかりすることないわよ︕ウウウ 笑ってしまった みんなの笑い声の中で、先⽣は困った様⼦で デート
がどうしたの︖

へへ こんなクラスが⼤好き︕だから英語を勉強するんだ︕︕︕

程 忻さんの⽇記



運動会︕

2011.09.23

ふふ、今⽇はもともとはお休みの⽇︕けれど運動会があったから まぁよしとするかな︕午前中はみんなすごく忙しかった︕あと野球部のパフォーマンスがすごいかっこよかっ
た︕今⽇はもうあとちょっとで死ぬかと思ったよ︕すごく重要な場⾯でね︕なんとなんとなんとカメラの電池がなくなっちゃったの︕野球部の⼥⼦もみんながみんな素敵でさ︕
ふふ。はぁ，，，，，，，この学校ではもう⼥⼦しか⽬に⼊らないよ︕なにかに⽬覚めたらどうしてくれるんだ︕ははは︕てか⽇本の野球部を⾒てから知ったんだけど⽇本の先
輩ってほんとに怖いんだね︕今⾚い服を着た⼈に会ったら︕もう無視は出来ないよ︕頭を下げて挨拶しなきゃ︕わたしはあまり頭を下げないんだけど。午後はもっと⾯⽩かった
よ︕うちらが⼤声で応援している中︕みんな必死に⾛ってた︕うちの学校は競争よりもパフォーマンスのほうが多かったから︕でもどれもすごく特⾊があったよ︕特に記憶に残
っているのが︕野球部と、太⿎部︕チアリーダー︕⼩学⽣たち︕それから可愛らしい幼稚園の⼦供たち︕みんなにこにこしててさ︕すごくすごく可愛かったんだよ︕わたしは組
体操に参加したんだ︕みんなの出場種⽬はわたしが来る前にはもう決定してたみたいだったけど︕ふふ それでも綱引きに参加させてもらったんだ︕はははは うちらは正々堂々
と負けちゃったよ

それから全校⽣徒全員で誰も踊れないダンスを踊り始めた︕ははは︕わたしが⼀番びっくりしたのが最後の先⽣同⼠の試合︕  どういう意味かはよく分からなかったけど  それ
でもうちのクラス担任が学年の代表だったの︕全部で4⼈︕競技は徒競⾛︕⼀⼈は携帯で写真を撮っててもう⼀⼈は電話中 それから⼀⼈が2⼈の年寄りの男性の先⽣に担がれて
最後の⼀⼈が地べたに座っておにぎりとお茶を飲んでた︕ははは 最後のピストルの⾳を合図に︕先⽣たちは⼿の中にあったものを投げ捨て本当に本気で⾛り始めた︕そして最
後に︕校⻑からの表彰式︕これもすごく⾯⽩かったの︕うちの学校は どの学年にもチアリーダーみたいな応援団がいてね︕それで最後はみんなの代表が上に上がって変顔をし
たの︕それからスローガンもあったんだよ︕

程 忻さんの⽇記



はぁ，，，，

2011.09.23

最近はバスに乗るのが⼀番いや︕毎朝5時には起きなきゃいけないし︕まぁ時間通り起きたことがないんだけど︕そして6時に家を出発︕そこからわたしの2時間にも及ぶ道のり
が始まるのだ︕それに未だにずっと⼀緒に⾏動を共に出来るような友達が作れてないんだよね!なんでかわからないんだけど  ただ話すことがないんだよね︕パソコンと他のクラ
スのことくらいならさ︕まだおしゃべりできる気がするんだけど︕はぁ。。。。わたしの憧れの剣道部は︕毎週2時間しか⾏けてない︕けどそれでも⼗分だなって思ってる︕だ
って毎⽇授業が終わるとバスに乗るため速攻帰ってるからね︕ここに来てもうすぐ1ヶ⽉︕お買い物にも⾏ったんだよ︕100均のお店以外でね︕これも1⽇⽬のことなんだけど︕
家があまりに遠かったからさ︕それでも友達と⼀緒に遊びに⾏きたくて︕交通費が最低でも2000円はかかっちゃったよ︕最近はバスの中で寝れるようになったんだよ︕毎回起
きたときには学校もしくは家に着いてる︕でも寝⽅が悪いのかそれともバスの揺れが良くないのか頭がすごい痛いんだよね，，，両⼿で⽀えてるしかないな︕ははは︕わたしの
短期旅⾏は︕もう諦めるしかないみたい  ⾼2の⼦と⼀緒にちんぷんかんぷんな英語を勉強するしかないわ︕

はははは︕でもやっぱりここの家が好きなんだよねぇ︕なにかいい⽅法はないのかしら︕

程 忻さんの⽇記



京都

2011.10.02

今週は家族みんなで京都に⾏ってきました︕短い時間だったけど、他の⼆⼈のやさしいおばさんたちからも、とても親切にしてもらいました︕初⽇はおばさんのご主⼈の１周忌
の法事に参加︕夜、お会いしたときはちょっと悲しげな笑顔だったけど、そんなことだったとは思わなかった︕でも写真のおじさんは、本当にいい⽅だったんだろうなって思え
たよ︕このお会いしたことのない叔⽗さんは、警察官だったんですって︕法事の後は︕⾦阁寺へ︕ワァァァ、本当に壮観︕確かに⾦箔が貼ってあるのは表⾯だけだけど、なにか
ぐっと迫ってくるようなこのパワー︕ハハ 俗に⾔う、皇室オーラ︕ハハハ︕なんて、私の感覚だけど。でも壮観っていうのは本当だよ︕ここに住んでみたいっ︕

夜は、叔⺟さんの家の近くの⼩さなお祭りへ︕ハハハ︕いっぱい⾷べたよ︕それとマンガで⾒たことのあるイベントも︕たんさん︕⼤興奮︕でも⾃分であちこちににはいけなか
ったんだけど!家の⼈が私が迷⼦にならないように⼼配してくれてたから︕

次の⽇は北野天满宫へ︕ここではお願い事をしなくっちゃ︕英語の成績が良くなりますように，，，，ハハ でもいちばん楽しかったは清⽔寺︕すごい⼈︕お守りもたくさん買
ったよ︕でも全部、おみやげだけどね︕清⽔寺にはいろんな国からの観光客が︕たくさんのお⼟産屋さんも︕

⾔葉ではうまく⾔い表せない︕したい、とも思わないケド  ハハ ⾒ればワカル︕だから思ったことだけを書くよ︕ハハ それは楽しかったなってこと︕

程 忻さんの⽇記



野球

2011.10.15

もう︕やだ︕あんなに時間をかけて書いた⽇記がなくなっちゃった︕仕⽅ないから簡単に⾔うよ︕私の学校で、少し前に︕試合があったの︕１６対２で圧倒的勝利︕⽣まれて初
めて野球の試合を⾒たの︕⼤感動︕ルールなんて知らないけど、点数を⾒てるだけで⼤興奮︕あ〜〜〜私の⻑い⽇記がああ︕︕︕︕
，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，

がっかり︕  ふふ。私の学校は⿅児島の決勝戦に参加するんだよ︕⿅児島城⻄と対決︕私は今⽇、本当に⼀⽣懸命応援した︕それからサッカー部も頑張った︕私の喉はあの⽇
で，，，，，それにものすごい筋⾁痛︕私たちの応援は声だけじゃないの︕盛り上がったら⾶んだり跳ねたり︕ふふ︕ほんとに嬉しい︕それにとっても感動した。相⼿の学校も
すごく強いの︕だから点をとった時はすごく嬉しかった︕相⼿が得点した時はものすごく⼒が⼊った︕笑。でもやっぱりさっき書いた⽇記が残念だ︕あんなに真剣に書いたの
に。

程 忻さんの⽇記



平⽇

2011.10.15

私この家族が⼤好き︕ただ毎⽇出発時間が早すぎるし、帰りの時間も遅すぎる︕なんで私は電⾞じゃないの〜〜。はあ，，，，，，，ふふ。お⺟さんはとっても⾯⽩いの︕家で
のミスはだいたいお⺟さんの仕業なんだよ〜。それで、⾃分で⾃分をばかって⾔うの。ある時お⽗さんとお⺟さんが⼀緒にご飯を作っている時に、お⺟さんの⼿が滑って、結構
な量のお湯がお⽗さんにかかっちゃったの︕お⽗さんが「何してんだ︕」って⾔うから、私びっくりしちゃった︕そしたら、お⺟さんが悪びれもなく⾔うの。 「 え、熱かっ
た︖ごめんね。ははは︕︕」 お⽗さんは笑いながら私を⾒て、「さっきお⺟さんは僕を殺そうとしたんだよ︕」だって。  お⺟さんは笑って、「そんなぽっちのお湯じゃ死にや
しないわよ︕⼤丈夫⼤丈夫︕」。そして、晩御飯の時にお⽗さんがお茶をこぼしたら、お⺟さん、「⾒て、これはお⽗さんの復讐だよ」だって︕

私が間違いを犯したら、普通のお⺟さんだったらからかったりしないでしょ︖私の家のお⺟さんは、とっても⾯⽩そうに笑うの︕私とお⺟さんの会話は我が家の笑い話なんだ
よ︕ある朝、お⺟さんがうっかり汚い⾔葉を⾔ったの︕私それを覚えて︕夜帰った時にお⺟さんに⾔ったんだ︕あの時のお⺟さんの顔ったら︕︕それで、すごく⾯⽩くこう⾔う
の︕「忻、何てことを︕そんな⾔葉を⼝にするなんて︕」私が、「お⺟さんが⾔ったんだよ︕」って⾔ったら、「え〜、私がそんなこと⾔うわけないじゃない︕」だって。

それとね、私が中国から持ってきた⼈形に、お⺟さんが勝⼿に名前をつけたの︕なのに毎回名前を間違えるんだよ︕だからそういう時は、**じゃなくて、**だよ︕って私が訂
正するんだ。まるで銀魂の桂みたい︕

 

程 忻さんの⽇記



・・・・

2011.11.07

アハハ~どれくらい⽇記を書いてなかったのかな~~最近も⾯⽩いことがたくさんあったんだよ~~でも私の才能じゃ表現しきれないよ。先に謝っておく。ゴメンね

⾵さわやかでうららかな⽇ざしのなか、学校へ。 家の⼈が起きる前に学校に⾏ったんだ~~お⺟さんがやさしく私にこういったの~だいじょうぶよ 励ましの中国語でこんなに
奮起できるなんて~︕~フウ，，，，元気になることより、朝寝坊したいだけ︕私が⾏った後、その⼦たちに⾔ったの  私たちの学校はこうこう、こうで~宣伝だね~留学⽣たち
のために紹介~それからもたくさん発⾔︕もちろんその場で考えて︕でも⼤成功︕先⽣も後で、もっと時間をあげればよかったねって︕こんなにおもしろいなんて  ハハハ ︕う
ぬぼれ⼊ってるかな~最後に先⽣が冗談交じりに⼀⾔ 最後にみんなでこの留学⽣と写真をって~どうぞ︕それからあわてて⾞に乗って︕先⽣に私は何号⾞ですかって聞いて
~106だよ︕106︕   ⾒つけて乗り込んだ︕ちょっと変な感じはしたんだ ⾼速道路でずっととまっているし~最後に仕⽅がなくお⺟さんに電話を︕ア~お⺟さん、⾞まちがえち
ゃった~どうしよう~困っちゃった ずっとこうして座ってようかな~︕お⺟さんは爆笑~それから学校の⼈は⼀緒にいるのって聞かれて~いるよ︕それからその今まであったこ
ともない⼈になんとか、こうお願いをして  お願い、この電話を聞いてもらえませんかって~でも彼⼥は私の名前を知っていたので~~それからまたまたその⼦にお願いをして
1000円を借りて~その⽇は⾃由時間ってないと思っていたから~お財布を持ってこなかったの︕︕︕それからその⼦に教えてもらった通りにバスを乗り継いで帰ってきたよ~~
もうその⽇はバスに乗りっぱなし︕

家に着いた︕お⺟さんは私に~~無事でよかったね~これってドライブかな~~いろいろなところに⾏って~~なので私の調⼦を合わせて~そうそう、帰りにかっこいいこまでみ
つけちゃったよって~~フウ，，，，，，，，，ホント、わたしとお⺟さんっていいコンビ︕お⺟さんは私の師匠だもの︕

程 忻さんの⽇記



思いどおり~

2011.11.30

へへ~~また⽇記書くのは久しぶり~ハハ 今⽇、⼼連⼼からのメール受け取ったよ~どんな意味か分からなかったけれど~サイトに⽇記を書いちゃおう〜ハハハ︕今はみんな試
験かな~こっちもだよ~よけいなことだね〜今⽇は⼀番つらい⼀⽇だった︕数学はほとんどみていない~だって語学系に全部かけていたから~もうダメ︕︕︕だって前の晩全然
寝ていないし~夜お茶を飲んだ後、お⺟さんがこれ飲んじゃうと⽬がさえちゃうかもって~全然眠れない︕つらいよォォ~しょうがないから勉強しちゃったの︕︕︕朝起きてき
たお⺟さんが驚いちゃってたよ~私が全然寝ていないって⾔ったら~~これは本当にお⺟さん~くらくらしながら笑って、嬉しかったんだ。やったぞって~しっかり勉強したぞ~
ここのお⺟さんに、私は勉強しない⼦だって思われていたからね~~~     ハハ でも全部復習したんだよ~そしてテストには、復習したところが出たの︕︕ハハハハ︕

        もう泣いちゃう︕︕︕︕興奮して緊張して!わすれそう~それから翻訳を⾒て それがたいへんなの︕︕今⽇中間研修のを⾒たよ~~ユーウツ︕ここのお⺟さんは楽しいこと
は私のつらいことの上にあるからね~笑っていれはたのしいよ~

最近楽しいことがあったんだ~~知りたい︖へへ でも忘れちゃった~~ゴメン︕︕責任取ります︕今度おもしろいことがあったら~~すぐに書くから︕︕ハハハ（⾃分でも信じて
ない）

最近、お気に⼊りの⼈と電⾞で⼀緒になるのがうれしくて~毎⽇楽しいよ︕冗談を⾔って笑ったり~へへ時には他の⼈にとってはめんどくさいことかもしれないけれど~~ある
ことを３度も彼⼥に繰りし話して、最後にしみじみと彼⼥を眺めて~~彼⼥は笑いながらわかったよって~私のことばかにしてるでしょって。~~おばかでもしょうがないよね!
あなたも同じよ︕じゃなきゃこんなにもりあがらないでしょ︕ハハあの⼥の⼦は本当に⾯⽩い~他の⼈から⾒れば私が彼⼥をいじめてるみたいだろうけれど ~でもみんな私を理
解しなくっちゃ。みんなもその⼦に会えば、わたしがぬれぎぬだってわかるよ~この前はあのお姉さんも私たちのところに来てゴメンっていってくれたし~わたしたち忻はこん
なかんじで~ずっと⼀緒にいたいな  ⾔ってみなさいよ︕しっかり⽬を⾒開いて聞いてあげるから︕そのお姉さんも普通にこう聞いてきた  だっていつもあなたが話しているでし
ょ︕って。めまいが。何をしたって私は正々堂々としているもんね︕悪いことも正々堂々と︕︕ハハ他の⼈には⼆⼈の話なんてなんてことないって思えるのかもね︕︕

 ハハハハ  でもその⼦はかわいいの   （すごくかわいいの）

前に私の姪の写真をみんなに⾒せたとき、⾃分から、かわいいでしょって⾔っちゃった︕歌⼿の○○なんかよりよっぽどかわいいでしょって〜（今すごく⼈気の⼈。私は彼⼥、
あんまり好きじゃないけど~名前忘れちゃった。へへ）ウンウンって、みんな認めてくれたよ~~嬉しくてまたこう⾔っちゃった  さすがは私の姪、私と⼀緒ねって~ハハハハハ
 ⽬の前の⼆⼈とも黙りこんじゃった~（きっと考えていたんだろうけど~~）ハハこのとき彼⼥の情け容赦ない⼀発が私の頭に⾶んできた~~ハハハ ナルシスト~~ハハハ  でも
事実だからしょうがないじゃん︕

今は条件が良くないんだ︕だったら条件を良くすればいい︕だって私はこの家が好きだから︕学校も友達も︕︕条件とかは問題じゃない~

ずっと夢がかないますようにって願っているんだ︕それから家の⼈に私の夢を知ってもらってから︕ずっと今までちょっとだめだったり︕特に弟がね︕

程 忻さんの⽇記



海~︕

2011.12.02

へへ~ほんとは昨⽇のことを話したかったんだけど~まずはついさっきの出来事について書いていこうと思います︕へへ  ついさっき⽩チャンの動画を⾒たんだけどさ~⾒終わっ
た後想像して~思わず笑っちゃった︕だってうちでは こんなに平和じゃないんだもん~はは~それをお⺟さんに⾔ったら お⺟さんわたしをじっと⾒つめて  そりゃそうでし
ょ︕わたしが落ち着いてたとしてもあなたはそうとは限らないでしょ︕だって︕ははは︕︕お⺟さんに⾔い終わった後~わたしはぎゅうっとお⺟さんの⼿を握ってこう⾔ったの
~お⺟さん世界で⼀番⼤好きだよ︕わたしにはお⺟さんしかいないよって~~ははは  そうしたらお⺟さん嫌そうな表情を満⾯に浮かべて ふふ、そんなことを⾔っても  なにも
あげないわよ~だって︕ひどいよね︕ははは︕︕   そこからいきなり話題が変わってさ ~忻ちゃんちょっと肩たたきしてくれない︖って︕わたしはパタリッ︕死んだ振りをした
の︕床に倒れてね︕︕早く、次の番だよって⾔ってる弟に、忻ちゃん死んじゃったって呟いてるお⺟さん~思わず笑っちゃったよね さてそろそろ出発︕お⺟さんはそれを聞い
て ブツブツ⾔い始めた  あああ  ひどすぎるわ 肩たたきすらしてくれないなんて~お⺟さんは この⼀週間頑張ってあなたたちにご飯を作ってきたのにあああ お⺟さん疲れ
ちゃったわ~~あああ 忻ちゃんひどすぎるわ  お⺟さん わたしまで泣きそうだよ︕仕⽅なく  わかったわかった︕︕わかったよ お⺟さん もういいよ  わかったから︕  今
から⾏くから︕今度は魯邦の⽅を⾒て~姉弟2⼈に向かって ちょっとあんた、こないだ肩たたきしてくれなかったでしょって~~あああ  耐えられないよ  ︕︕それからお⺟さ
んの前に座って肩たたきを始めたんだけど︕︕お⺟さん、わたしの⽅をチラリ⾒てから  横⽬で弟の⽅を⾒始めたの︕︕もうお⺟さんさぁ  ⾔いたいことがあるなら⾔えばいい
じゃない︕︕そんな⽬線だけじゃ全然伝わらないよ︕︕へへ お⺟さんが⼝を開く ちょっとそこの弟クン ︕もしもし~~そうやってお⺟さんの膝の上に乗ってるつもりなの
~痛いわよ︕下りてちょうだい︕︕ あぁ そんなことなら  最初から⾔えば良かったじゃん︕︕へへ お⽗さんは今⽇も帰りが遅くなりそうだ~~

あ、そうそう  昨⽇テストが終わった後友達と海辺に⾏ったの~~~︕いやぁ︕わたしってやっぱり⽔の精だね︕︕はははは︕︕冗談だよ︕ししし  ほんとはそこに⾏って海を⾒
るだけのつもりだったの~~でも海を⾒たら テンションが上がっちゃってさ︕その場で靴と靴下を脱いで︕そのまま海に⼊っちゃった︕︕︕（もちろん服は着てるよ︕）  そ
のあと海の中で激しい戦いも繰り広げたんだよ︕︕︕はははは  すごいでしょ︕超頑張ったんだから︕︕︕海での戦い  ~~その結果  わたしは光栄にも 全⾝ずぶ濡れになっ
ちゃった︕︕へへ でもすごい楽しかった︕海に向かって ⾃分の想いを⼤声で叫んだりもしたんだよ︕︕すごいスッキリしたぁ︕⾃分が即興で作った歌を海辺でずっと⼝ずさ
んでたんだけど まるで海とおしゃべりしてるみたいでさ︕︕ははは 海もほんとに顔を⽴ててくれるよね︕もうほんと早く連れ去ってって思ったよ︕︕へへ いやでもほんと
何回かほんとに連れ去られそうになったんだよ︕波がどんどん⼤きくなってきたから︕︕それでもずっと海と戦い続けたんだよ~·へへ なんだかヒーローみたいじゃない︖ し
しし︕︕︕帰ってからお⺟さんに⾔ったら  お⺟さん、何故かわたしのことを⼼配してくれて。⼤丈夫︖って聞かれたから、⼤丈夫だよ  ︕って答えたら お⺟さん ⼤丈夫な
わけないでしょう だってほら  忻ちゃん~ちょっと臭うわよ~しかも、忻ちゃん︕すごい汚れてるじゃないの  早くお⾵呂⼊ってきなさい︕︕︕って うわあん ⼼が痛いよ
う︕︕お⺟さんに⾔われちゃうなんて︕︕⼀応⾔っておくけどわたし汚くないからね︕︕

程 忻さんの⽇記



なんて⾔ったらいいんだろう︕

2011.12.24

ああもう︕︕︕︕今⽇の事についてなんて⾔ったらいいのやら︕︕夜11時前まではすごく楽しかったのに︕今はもう︕︕︕すごい気分が悪い︕思い切り⼼折られたから
ね︕︕︕

     今⽇お⽗さんが早めに帰ってきたからみんなで⼀緒に夜景を⾒に⾏ったの︕街中が全部イルミネーションでさ︕ふふすごく綺麗だったんだよ ︕⾞の中で︕︕みんなすごい
はしゃいでたんだ︕︕そこでふと⽬の前を電⾞が通り過ぎて⾏ったんだけど~急にお⺟さんが興奮した様⼦で、忻忻 ⾒て⾒て︕って︕   なになに︖って聞き返したら   早く⾒
て⾒て︕電⾞よ︕︕だって。え***思わず固まっちゃったよね︕   わたしはちょっとがっかりしながら、お⺟さん~これからは本当に珍しいものがあったときに呼んでよね~あ
とリアクションが⼤きすぎるよ~って⾔ったら   お⺟さんもなんかすごいしょんぼりしながら~~~忻忻 なんで興奮しないの~~電⾞よ︕って    そこでまた笑っちゃった︕な
んで電⾞で興奮しなきゃいけないのよ~~

    それからちょっとして~また⼤きな声で  早く⾒て~忻~~と。ちょうどそこらへんはなにもなかったからわたしもちょっと期待して、どこどこなになに︕って⾷いついたん
だ。そしたら、ふふ 忻早く⾒て信号よ︕って。もう完全に気分がダウンしちゃったよ︕わたしは⼤きな声で⾔った  もうお⺟さん︕もしかしてわたしをからかってるの わた
しで遊んでるんでしょ︕︕はははは ⾞の中にわたしたちの笑い声が響いた︕続いて弟クンもお⺟さんのマネをして 空港に着いた途端わたしに向かって、早く⾒て~~~~~空
港だよ︕とか⾔い出しちゃった︕

⽬的地についた後、すごく寒かったけどすごく綺麗だったから写真を撮ったんだよ︕

帰る前に100均に寄って~それから家に帰った

はははは そして悲劇が幕を開けた︕

お⽗さんがわたしに、これ⾷べたことあるか~って聞いてきたから思わず笑っちゃったの ⽇本と中国は近いし対して変わらないんだから もちろん⾷べたことあるよ~って答
えたんだ~で、さっそく1個⼿にとって⾷べ始めたんだけど︕へへ︕︕︕~これは多分柚⼦でしょ︕半分まで⾷べ進んだところで︕わたしはある問題に気付いた︕

 

~~~~~~これ無農薬のだ︕︕ははははそうだ 無農薬のだ︕つまり︕中に⾍がいるのを⾒つけちゃったああああああああ︕︕しかも半分⾷べちゃってる︕ああもう~~~~~だ
からさっきまでの天国のような気分が今では  はははは もう⾔わなくても分かるよね もちろん地獄だよ︕︕︕

そこでわたしは気落ちしながらもさっき撮った写真を⾒返そうとカメラを⼿に取ったの︕︕︕︕ははははははははははははは~さっきが⼼ポキリだったら︕今は⼼ボッキボキだ
よ︕かじかむ⼿で取った写真が︕なんと全部ブレちゃってたの︕︕︕︕︕⼀枚もマシなのがないよ︕︕︕なんてこと︕︕︕今⽇はいい⽇なのか悪い⽇なのか わたしにもわかん
ないや︕うう がっくり

程 忻さんの⽇記



クリスマス~

2011.12.25

今⽇はクリスマス~~昨⽇はケーキを作ったんだよ。チョコレートのね~~今⽇はちょっとダルかったので、少しずつね ハハハ、ノーコメントでね~はじめは私もお姉さんもぼ
おっと⽴ったまま、何をしたらいいのかわからなくて~だってお⺟さんがお⽫を２枚出してきたから。そのお⽫に何を盛るのか全然わからなくて~~へへ お⺟さんがこう⾔って
きたの  まだはじめてないよ  さあ、始めましょう~私たち⼀緒にこう⾔って。  どうしたらいいのかわからないので  お⺟さんが誰がこんなにたくさんのお⽫を出しなさいって
⾔ったのって~~

    へへ でも良い感じだよね~~へへ  それから夜ごはんを⾷べに⾏って、帰ってきてからケーキを⾷べて、すごく幸せ~~ハハハハ︕

   今⽇はクリーム 昨⽇のよりもっときれいだね しかもおいしいし

程 忻さんの⽇記



元旦︕

2012.01.03

ハハ、みんな元気かな。みんなのメッセージ嬉しいよ。でも返事はしないけれどね~ハハハ︕   したいけど︕

   ここ何⽇かすごくいいよ  ハハハ お年⽟をもらったからかな へへ︕  京都のおばさんが来る前に、お⺟さんが家をあっという間にきれいにしちゃったんだ~ある⽇のこと︕私
もいつも通りいっぱいお⺟さんのお⼿伝い︕でも問題発⾒~やっぱりこの⼤好きなお⺟さん⼿ある意味天才。 お掃除しているときに、お姉さんと私は同じことを⾔ったん
だ。 このお⺟さんと⼀緒にはお掃除したくないよね。だってかえってめんどうなんだもんって。~ハハハハ︕

    学習したよ。みんなも間違えないようにね~太陽に負けないような笑顔で にっこり笑えばＯＫ︕だってほかの⼈は**私はいつもお⺟さんのこの笑顔でごまかされちゃうんだ
から~へへ~

    お⺟さんは別の部屋で新しいお布団の準備~フカフカで気持ちいい~上に乗っかってゴロゴロしちゃった~~お⺟さんは笑いながら  なにをしているのって。  私は、だって気
持ちいいんだもん︕って答えて。お⺟さんは  あら、そうなの  って⾔ったと思ったら、お⺟さんまでお布団の上に乗っかってきたの︕私のほうがちょっとのあいだボーゼンと
しちゃったよ︕ワオ、これが私のお⺟さんなんだよね だいぶ慣れてきたけれど︕私は笑いながら、お⺟さん何やってるのって⾔ったら もっとあっちにいって︕︕て。ウウウ 
まさかこっちのほうまでくるなんて︕︕もうわたしの完敗  この家ではいつもこんなかんじ~ハハ これが私のお⺟さん。 はじめにこういわれちゃった。 忻、あきらめなさいっ
て⾔うの。 ハハハハ  もうこの家に来た時から、あきらめなくちゃいけないのよって ハハハ︕︕フフ、私はこんなかんじ  このお⺟さんって私よりもおばかっぽい~ハハハ。守
ってくれるんじゃなくていじめてくるんだよ

  ２階で弟は授業を受けていて、下ではお⺟さんが掃除機をかけている~すごい⾳  きっと弟は授業が終わったらこう⾔ってくるんだろうな  だから先にお⺟さんにこう⾔ってお
いたの 後で掃除をしたら。今掃除機をかけたら、きっと弟があとで、授業を受けているのにうるさかったよっていってくるよって~私とお姉さんはこう思っていたんだ~へへ
本当はお⺟さんがそう思わなくちゃね︕お⺟さんはそうね︕って⾔った後で、またしょんぼりした様⼦でこう⾔ってきたの~  あーあ、私ってかわいそう。こんなに⼀⽣懸命お
掃除をしているのに忻にこんなこと⾔われちゃって  エエエエ  かわいそうにだって︕  またくらくらしちゃう︕もう何も⾔わずドアのところまで歩いて⾏って、そこで反撃︕︕
ハハ、泣き出しそうな声を作って（ハハ⾃分ではそう思っていたんだけど）もう、お⺟さんのことなんて知らない。お⺟さんのためを思ってこう⾔ってあげたのに、そんなこと
を⾔うなんて。 忻は傷ついてよ︕もう私なんて消えちゃえばいいんだ︕そう⾔い終えるとゆっくりドアを閉めて。ハハお⺟さんはボーゼンと⽴ち尽くしているかな︕ウウウウ
ウウウ  私の反撃はお⺟さんに効果あったかな 落ち込んじゃう︕

     ⽚づけものをしていたら、お姉さんの中学の制服が出てきたの~お姉さんが、なつかしいわって 私はすごく素敵って⾔ったんだ~~お⺟さんは  私が着られるかしらって~ハ
ハ そして 私とおねーさんはポカンとしちゃった~このほっそりしたスタイルのお⺟さんがお姉さんの制服を着る︕ウウウ  うらやましくてこんなことを⾔っちゃった。おかあさ
ん、もう年はいくつなのって。  先に５キロぐらい太ってから⾔ってちょうだい︕ それからまた⼤きな声で~お姉さん、この⼈は誰。私こんな⼈知らないって。  頭ちょっとお
かしいよ~お⺟さん、この⼈みて問題あるよ。 早く⾒て~  ~⾔い終わったらふりかえりもせずさっさと⽴ち去って、ドアをバタンとしめた︕お⺟さんはまだ何かを⾔ってい
て、じゃあやめるわよ、どういう意味よって

  ハハ 今⽇はみんなでケーキを⾷べたんだ~ハハ⾷べ終わってすぐに洗ったら、なんと⼆個⽬も出てきたの~またふいて~でもこれって⼿でもつまめたの︕なんで早くいってく
れなかったのって聞いたら  お⺟さんは笑いながら、あら、⾔ったわよ。ちゃんと聞いていなかっただけでしょって。~よーしわかった︕⾷べ終わったら、お⽗さんがこれ、飲
むのかなって聞いてくれた。飲みますって⾔うとコップをテーブルにのせておいてくれた~めんどうがいやだったのでテーブルにいくと~  おかあさんはよくわかってくれて~ジ
ャンケンよ︕よし、やってやろう、とジャンケンをしたら~負けちゃった。毎回チョキで負けるに、今⽇はお⺟さんの勝ち ~なんと三回連続でお⺟さんに負けちゃった︕少なく
ても⼀回は勝たなくちゃ。仕⽅がないのでとって、⾃分で⾏かなくちゃってわかっていたけれどね。飲んだ後、これって紅茶の味って⾔ったの︕みんな⼤爆笑 忻、これは紅茶
よ。はっきり書いてあるでしょう~みんなずっと私のことを笑っていたよ︕

   この⽇記歌いながら書いていたら~なんだか興奮しちゃってパソコンを抱えてみんなのところに⾏って歌っちゃった。~でもみんなは私を無視するの︕ウウウ   ⼤声で抗議し
て なんで無視するの、何とか⾔ってよ︕︕私はね、決⼼をしてこんなバカなことをしてるのにって~ハハ（そんなことないのにね。ちょっと興奮しただけ）⾒て、顔だって真っ
⾚でしょ︕お⺟さんは、突然そんなこと始められてもどんな反応をしたらいいかわからないわ。ごめんなさいねって。ハハハハ。もう本当はその時、みんなずっと笑っていたん
だけれど。私はムッとして元の場所で座って︕

   今年の我が家のルール、私はめんどうって⾔っちゃダメ︕  お⺟さんは、ばかねっていっちゃだめ。  お⽗さんは それってばかじゃないっていっちゃだめ︕⾔った⼈は罰⾦10
円︕ウウ  だからここ何⽇かずっとがんばっているんだ︕毎回⾔いたくなるとこう⾔うの  お⺟さんは私のＮＧワードわかっているよね︕ハハ。お⺟さんは⼤きな貯⾦箱、買っ
ておかなくちゃって~
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野球部

2012.01.27

今⽇うちの学校が新聞に載ったんだ   ふふふふ   野球部のニュースなんだけどね︕︕すごいんだよぉ︕  テレビにも出たんだ  短い時間だったけど~でもおかげでようやくうち
の学校の校⻑が誰なのか分かったよ︕~~  へへ  いよいよ全国⼤会だよ   へへ  よし 報告完了  へへ

程 忻さんの⽇記



京都~

2012.04.02

ハハハ 今回は本当に久しぶり~︕ウチらの学校、この間の甲⼦園に出たんだよ~嬉しかったなあ  もう必死で夢中になっちゃった（応援の時ね~）⼀回戦~勝利  ︕もうノドもか
れちゃった︕でも少しずつ試合のルールもわかってきたんだ︕ハハハ  これって嬉しいよね︕それから家族のみんなとまた京都へ⾏ってきたんだ︕ワーイ~~~あそびまくって~
夜遅くに帰ってきたの︕たくさんのお寺をまわったよ~~⼀番よかったのは清⽔寺。それともうひとつ、名前を覚えていない。  ハハハ だって名前を覚えるのって苦⼿なんだも
ん~なかに⼤きな仏像があったよ︕それから外には髭のある⿅がいたんだ~エサもあげたの︕でもビックリさせられちゃった~エサの袋を開ける前からまわりにわらわらと、⿅
が集まってきちゃったの~服もかまれちゃったし~でもおもしろかった︕︕今回の京都ではおもいきっていろいろ買っちゃった。でもどれも、こまこまとしたものばっかりだけ
れどね~~このおばさんすごく良い⼈だった~天気だけがあまりよくなかった ︕︕⾬が降ったり雪が降ったり~寒くて死にそうだったよ~なにはともあれ︕今回はすごく楽しか
った︕楽しくて@最後にウチらの学校が負けちゃったこと以外はネ︕︕でも頑張って応援したんだから︕保護者グループにいたんだけれど やっぱりずうずうしいかな 私の応
援、⽬⽴ちまくるほどすごかったんだよ︕︕︕ハハハハ

程 忻さんの⽇記



“寂しい”ひとりぼっち~

2012.04.10

ハハ~実は1カ⽉ちょっと前から~クラスメートたちはみんな~１カ⽉の外国交流へ⾏っちゃったんだ~私ともう⼀⼈のクラスメートだけが残ってるの~光栄にも2年⽣と⼀緒に
授業を受けているんだよ~授業の⽅は そうまさにあの`~~~ハハハ  ⾔うまでもないよね~へへ  毎⽇ボーっとしながら学校に⾏って~クラスで先⽣からの連絡事項を聞いて  そ
れから2年⽣の留学⽣たちと⼀緒に⽇本語の授業~今ではすっかりなじんじゃって~だから先⽣にも  私の頭をひっぱって、先⽣、このコに何か⾔っちゃだめだよってやられちゃ
う~メマイ~すぐに先⽣に抗議して~先⽣、そんなコトないでしょって。   ハハハ 私ってこんなに賢い  そうだよね  そうじゃない︖先⽣  ~でも先⽣はほとんどセンパイ⽅の
⽅につくけどね~

   ⽇本語のクラスに⾏くときは  必ず⼤事なものを持っていくの~ハハハ   でしょ︕ちょっと時間があれば眺めて︕授業も楽しくなっちゃう︕でもちゃんと授業も聞いてるよ ~
ハハハ  しょうがないよね~⼩さい時から ⼆つのことを同時にできる修練を積んでいるからね~へへ~⽇本語の授業でも~なんでもできちゃう~だからそばにはいつも“良い”先輩
がいるんだ︕じゃなきゃ“ねえ”おかげで快適だよ~ハハ  ⼤好きな先⽣とお話もきらくにできるから、いつも時にはおおくはなしすぎちゃう“理解してくれる”ような先輩が思い
っきり私の頭を押さえつけて、先⽣、このコに意⾒しちゃダメですよって⾔ってくれるの~私はただ 先⽣は笑う以外は何か⾔ってくるかな~でもこんなカンジ  もう慣れちゃっ
た  だからいいの~ゆるしちゃう~ハハハ  でも時にはその2年⽣と⼿を結んで ⼀緒に彼をいじめちゃう~その2年⽣の先輩とみんなが知ってる中国語を話すんだ  ハハハ みんな
知ってるよね~へへ  その先輩とのお約束~彼を怒らしちゃえ︕ハハ︕先⽣は私を⾒るとすぐこういうよ~~よし、今からテストだ  忻さん、すぐやるよ~ハハ 絶対これってわ
ざとだよね~でもうけてたつよ~正々堂々と、本をみて~先⽣忻さんは~なにやってるの~満⾯の笑顔で、コピーしてるんですって⾔うの~これなら絶対間違えませんよね︕ハ
ハ︕先⽣も何も⾔えなくて~だから、先⽣の負担を少しでも減らすために、⾃分に気持ちを曲げてコピーをしているんですよ~先⽣は笑いながら~気を付けて~︕でもいつもそ
うだなんて思わないでね。やるべきことはちゃんとやっているんだから。これは先⽣とのちょっとしたジョーダン︕へへ  ⾃分が嫌いなこと以外なら、先⽣のためにはなんでも
やるぞ︕あるときクラスのベトナム⼈が先⽣に、他の⼆⼈のベトナム⼈の⼥⼦のレベルがだめってことをきにしてないっていってた~だから全然ついていけない︕私にはあの優
しい先輩もいるし~こたえるのもはやいの︕ハハこの⾔葉を⾔ったのは~その先輩︕顔⾊のこと⾔わないで 私たちの⽇本語クラスってけっこうにぎやか︕へへ︕ユーウツ~この
⼤事な授業で先⽣にこんな 先⽣もずっと話してなかなかしつこい︕先⽣も⼆⼈の⼦と考えてあげなきゃ︕それとこの優しい先輩もあっという間に答えちゃうから他の⼈が考え
る時間がない︕本当はこんなどうしようもないこと取り上げるつもりはなかったんだけど~どうでもいいや︕本物の⽇本語クラスじゃないのことを考えても︕⾔い合ってもよく
ないし︕でももうちょっと様⼦を︕こういった︓いいよ︕彼⼥たちが答えないんなら他の⼈だって答えられないし~彼は先⽣がいないところだってみてやっと答えるんだから~
今では彼は⾔い間違えてるし  何も⾔わなくて先⽣も神じゃないし︕わたしこそ神 でも私は先⽣じゃない だからふたりのこともこれ以上は何も⾔えない~先⽣は授業はまじめだ
けど誰も答えないんじゃね。誰も答えがわからない。しかも問題簡単すぎ︕しかもあんな幼稚な問題授業が終わってからにすればいいのに︕⾃分にとっては貴重な⽇本語を勉強
する時間なのにな︕時間の無駄になるんなら先に⾔ってよね~ありがとうって⾔っちゃうよ だって本が読めるし︕しかも正々堂々とね~授業がどうのって⾔うのはどうでもいい
問題になっちゃう~お願いね~ありがとう（これはまじめに⾔ってるの︕だって彼は24才~先輩も⾔ってるしだから本当にお願いします。）だからみんなも笑ったよ︕

    へへ 私は⽇本語の先⽣が好きだよ  それと⼀番好きなのはでぶっちょの体育の先⽣~あるとき2年⽣と⼀緒の⽇本語の授業のとき~⼀⼈もいなかったことがあったの~すぐに
職員室に⾏って~そしてそこには︕⼤好きなでぶっちょの先⽣が︕もうウキウキとかけよっちゃった~元気よくせんせいおはようございます︕先⽣は︕忻さんか~おいで~⾃分
が授業をするから~⼊ります 先⽣は中で話そうって   ハハハ  先⽣失礼します︕   先⽣と会えるのは嬉しいな~コーヒーを飲みながらお菓⼦を⾷べて︕⽬はお菓⼦にくぎ付け︕
先⽣は笑いながらこのお菓⼦かって~~~~。。。。。みちゃだめ  あげないよ︕ダメ︕つい⼤きな声でケチっていっちゃった~いらないよーだ~先⽣⽅はみんな笑って~先輩が
すぐに謝りに来てくれた~先⽣はちょっと⼤げさはそぶりで、忻さん、彼⼥の君よりずっと礼儀正しいよって︕⾒習いなさい︕私も堂々と~私が礼儀正しくなっちゃったら、
 それは私じゃありませんって~できるけどしないだけ~だってそんなの苦⼿だし~でも先⽣がそう望まれるのなら、がんばってみます~でもごほうびもなくちゃ~︕先⽣に、私
に会えてうれしいでしょ~嬉しいのが⾒え⾒えですよって~︕先⽣はあきれたように、キミは⼀⽇中何を考えているんだって。~ へへ  職員室にいるってことも忘れて⼤笑いし
ちゃった。 ハハ ~でも私はここにしょっちゅう来るから 先⽣⽅もなれてしまって~主任の先⽣まで 何も⾔わないしね~みんなともいろいろ話せるってことかな~ハハハ  どん
なことかちゃんとわかっているよ~

  それから~職員室を出て  ⽇本語クラスのみんなを探しに~なかなかみつからなくて先⽣にまた会えて~⾒つかりましたかって聞いたら~⾏って~いないよと~先⽣どうして~︕
先⽣たちが電話をかけ始めて~私は“お世話になります”~ほかのでんわをさがしてもういちどかけよう︕ハハハ この時は感動︕でも先⽣がまたもどってきてでんわかけないから
学校の中ですきにしててと~エスケープだ︕ウウウウウウウショック︕私はそんな学⽣なんですか︕先⽣は笑いながらナットク︕わ、ヒドイ︕こんなに⼀⽣懸命探しているの
に︕︕︕ガッカリ︕へへ今⽇はここまで︕他にも書きたいことがたくさん︕みんな読みたかったら︕そういってね  読みたくない⼈もそういって じゃなきゃみんなどう思ってる
かなんてわからないからね 読みたいよね~ハハハハ︕
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