
初めての⽇記

2011.08.31

今⽇は来⽇⼆⽇⽬

⽇本⽇本の印象は、⽇本に⾏ったことのある⼈たちから聞いていた通り、清潔で、居⼼地がいい。本当にきれいな国だね。

これから１年間の留学⽣活が始まる。

みんな無事にこの１年が過ごせますように。

得るものがあるように。
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2週間だ

2011.09.15

あーあ、こんなに丈夫な⾃分がまさかの⾵邪。

でも、もとが頑丈だからもうよくなったよ。

今⽇で⾦沢に来てちょうど２週間、だんだん⼀⼈暮らしにも慣れてきたよ。はじめの何⽇かはさびしくてたまらなかったよ。友達も、もちろん家族もそばにいないしね。でも僕
はもともと社交的だからね。それにバスケ部のおかげで今は友達もたくさんできたよ。なかなかいいかんじだ。はじめの頃みたいにさびしい、なんて思いはしてないよ。

学校はでは、野球部と、陸上部の短髪以外は、みんな⻑い髪をなびかせてる。来る前に、髪を切ってしまったことを本当に後悔している。まあでも、またのばせばいいか。

はじめの何⽇かは、話す速度も速いし、会話がさっぱり聞き取れなかった。今はだんだん慣れてきたかな。

授業のほうは、勉強もそんなに⼤変じゃないし、宿題もないしプレッシャーもない。ただ古⽂と現代⽂だけは何を⾔ってるかわからないけれど。体育は失敗したよ。⾃分を⼊れ
てたった７⼈しかいないサッカーを選択してしまった。もうノーコメント...............

なんといっても、⼀⼈で⽇本に来るってことは寂しさに耐えること。兄弟たちよ、住むHOLDだよ。
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やっぱり⾝⻑

2011.09.15

俺は今、⾠⺒丘⾼校バスケ部のメンバーだ。

登校初⽇から注⽬されてしまった。コイツ、でっかいぞって。

やっぱり⾝⻑があるとちがうよ。すぐにいくつもの部から誘われた。でもやっぱり選んだのは⼤好きなバスケ部。

毎⽇3、4時間もの練習はハードだけど、苦しさの中にも喜びが......

だんだん慣れてくるよ。来⽉には試合もあるし、バスケ部の皆様、ぜひお会いしましょう。
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遅刻 と 初めてのタクシー

2011.10.01

くそ〜。先週、なぜだか携帯の⽬覚ましが鳴らない⽇があって、最悪なことに寝坊してしまった。起きたのが8時20分。これじゃあ、7時20分のバスに乗れないどころか、7時
40分にも、8時のにも乗れない。だけど僕は異常なくらいに冷静だった。バス会社の⼈に尋ねると、その答えは簡潔で素晴らしいものだった。 “タクシー” 。よし。⼿をあげる
とタクシーが⼀台やってきた。乗ると、初乗り690円。⽇本の交通機関は本当に⾼い。⼼が痛むよ。ドアは⾃動。⽬的地を告げて、時計を⾒る。よしよし。あと15分あるぞ。普
段バスで30分だから、たぶん間に合うだろう。そう思っていた。7分ほど⾛ると、いつものバス停が⾒えてきた。あとはあの道を上っていけば着く。なのに⾞は直進のまま。別
の道から⾏く気なのか︖2分過ぎても、まだ直進。これはまずい。運転⼿さんにどこに⾏くのかと尋ねれば、返ってきた答えは、⾦沢東⾼校。⾠⺒丘⾼校だって⾔ったのに。は
あ。そういうことで、15分遅刻してしまった。

ところで、⽇本の交通費って本当に⾼いよね。学校⾏くのに32元もかかるなんて。
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DJ

2011.10.01

ひゃっほ〜。もうすぐ⾃分のＤＪミキサーが⼿に⼊るんだ。⽣活が何倍も楽しくなりそう
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1ヶ⽉

2011.10.01

時間がとても速い。もう⼀か⽉過ぎてしまった。

想像していたほど、気楽でも楽しくもない。

想像していたほど、⼤変でもない。

ただ少し退屈だ。

⽇本に来ている皆は元気にしてる︖

勉強はまあまあ。ただ、古典と現代⽂が少し難しいな。

交流センターと基⾦会の先⽣⽅もお元気ですか︖

全てのことが、だんだんと軌道に乗ってきた。割と仲のいい友達もできた。

ブラジル⼈で、アレックスっていうんだ。

もう⼀⼈はアメリカ⼈のジェームズ。

はは

⼆か⽉⽬に期待しよう。

なんだかんだ、元気にやってます。
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たこ焼き

2011.10.01

いつだったか忘れたけど、とにかくあの⽇は本当に幸せだった

ホストファミリーと⼀緒にたこ焼きを作って⾷べたんだ

めちゃくちゃ美味しかった︕︕︕
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今⽇の事故

2011.10.04

今⽇

ひとつ無敗記録がなくなった

それは......

⽣まれてから⼀度も交通事故にあったことがなかったのに

その記録も今⽇でストップ。でも⾃転⾞に乗ってる時じゃなかったからよかったけど。

以下に詳細を

今⽇は7時40分のバスに乗って

全てはいつも通りだった

でも三つ⽬のバス停で（⼟清⽔⼝）

それは起こった。

バスはいつも通り⾛っていたのに

突然

左後⽅からズドンとすごい⾳が

バスは急停⾞

バスと⾃転⾞がぶつかったらしい。

かすり傷だったからよかったけど

しかも正⾯衝突ではなかったので、⼤きな事故にはならなかった

でも乗客はみんなおろされて

のっていたのはみんな⾠⺒の⽣徒たち

僕達のクラスは全部で25⼈

今⽇は休みが5，6⼈いて

⾞にも5，6⼈乗って

これでクラスは半分

すぐに警察が来て、みんな⾃分の名前と⽣年⽉⽇、住所、電話番号を報告した。

おまわりさんは笑顔で︓“事故の状況を⽬撃した⼈は⼿を挙げてください。”っていった。

何も考えずに⼿を挙げたら

呼び出されて

なんと事情聴取だ︕︕︕

知ってるなんて⾔わなきゃよかった。

緊張して

悪い事でもしたみたいだ
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でも何とか説明できたよ

ただ、今⽇は暑さが戻ってきて

僕たち３０⼈はずっと迎えの⾞を待ちつづけた。

しかも⾠⼰は⼭の上

⾞はなかなか来なくて

暑い中、１時間以上も外で待つことに。

やっとバスが来て

学校に着いた

遅刻にはならなかったけど

事故現場の写真は撮らせてもらえなかった。

なので写真は無し。

 



たこ焼の作り⽅

2011.10.04

では、たこ焼の作り⽅を解説しよう

まずはじめに

お⽗さんがたこ焼き器のコンセントをさして、油をひいた。

つぎに

お⺟さんが材料を混ぜる︓卵、⼩⻨粉、油少々、塩

みっつめ

妹が換気扇をつける

よっつめ

たねをそそぐ。全部にね。これは僕がやった。ハハ

いつつめ

ネギやキャベツを5ミリ程度の千切りにして、投⼊

むっつめ

切ったタコをそれぞれの真ん中あたりに⼊れる

ななつめ

フチまで焼けてきたら、ひっくりかえす

やっつめ

取り出す

ここのつ

調味料をかける（なんとかっていうソースと、マヨネーズ、⻘のり）

そしていただきます
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⽇本⽂化の茶道を体験

2011.10.05

⼣飯を⾷べて、毎⽇1時間の約束の、ネットの時間も終わったのでリビングに戻ると、テーブルの上に何やら⾒慣れないものが置いてあった。お⺟さんが、これはお茶の道具な

のよって教えてくれた。

お⺟さんはお抹茶を飲んでみる︖って聞いてきた。ちょっと苦いかもしれないけれど、これはちゃんとした⽇本の茶道なのよって。僕⾃⾝、お抹茶が好きなのでさっそくいただ
くことに。写真の許可もお⺟さんにもらったよ。

お茶を点てはじめると、お⺟さんの表情も厳かに。

まずは⾚い布をたたんで、茶碗をぬぐう。抹茶の粉を⼊れて、熱湯をそそぎ、ブラシ（なんていう名前かわからないからとりあえず、ブラシ、で）でそっとかき混ぜ、お抹茶を
飲む。

いい⾹り
が⽴ちのぼれば、お抹茶のできあがり。

では、いただきます
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抹茶ケーキとかはよく⾷べていたけれど、お抹茶を飲んだのはこれが初めて。思っていたほど苦くなかったよ。飲んだ後
は、⼝の中にさわやかさが残って、なかなかよかったよ。

とてもおいしかったな。

 



⼩説のこと

2011.10.19

僕の中国語での初幻想⼩説《紋絡》正式公開。感激~~~~みんなよんでみてね。

www.qidian.com
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http://www.qidian.com/


来週に向けて やる気まんまん

2011.10.21

      今⽇はちょっと嫌なことがあったんだけど、でもそれももう解決しました。吉崎さんの家で過ごす1ヶ⽉間はきっと楽しい毎⽇になると信じています。

      ⼀昨⽇バスケ部の活動に参加したんだ。俺はセンターだったから、みんなと⼀緒にシュートの練習はしなかった。というかそもそもシュートの練習すらしなかったように思
う。俺を除いてたった4⼈しかいないからさ。とりあえず⾝体でも鍛えようとトレーニングルームに⾏ってみたんだけど。

      そこでうっかりトレーニングしすぎちゃった。ベンチプレス20kgを50回、負荷25kgを60回、腹筋50回、負荷7.5kgを25回、続けて⽚⼿⽴ち⾼跳びを50センチくらい、
5kgのダンベルを両腕50回ずつ、ハイプーリー3kgを25回、バタフライマシン5kgを25回、エアロバイク傾斜3で全速30秒.      これらをこなした後に5対5のミニゲームにも全
部参加した。最近はみるみる体⼒がついてきてる感じがする。ただやっぱりひざがちょっと痛い。5対5のときは、俺がコートに⽴てば、そのゲームは俺のものだった。連続ブ
ロックもあったんだよ。

      ただ⻑い間バスケしてなかったっていうのもあって、⾝体がついてこれなかったみたいで。その結果今⽇は、両⽅の⼆の腕がめちゃくちゃ痛くて、まるで中に⽯が詰まって
いるようだった。⽇本のしっぷを貼ったから⼤丈夫だと思うんだけど。

      このまま続けていけばきっともっと上を⽬指せるはず。新⼈⼤会︕それからたくさんの試合︕待ってろよ︕
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気持ち

2011.10.27

思いもよらなかった。⽇の当たるところばかりを歩いてきた⾃分にこんな⽇が来るなんて。

先輩の⾔ったことは本当だった。⼀⼈で⽇本に来るってことは、寂しさに耐えることだって。

⾦沢の朝は冷える。セーターを着てもうすら寒い。

その⽇はちょうど僕たちが掃除当番だった。吹き付けてくる⾵に体を冷やしてしまった。

教室に戻ったら、頭痛が始まって、ずっとふらふらしたカンジ。

ああ、また病気だ......こんなことになるんなら、冬服を着てきたのに。

学校を早退させてもらって、ホストマザーのお⺟さんが⼼を込めて作ってくれた弁当を、何とか呑み込むように⾷べて、すぐ横になった。

ずっと寝ていたら、ホストファザー、お⽗さんがトントンとドアをノックしてこう聞いてきた︓“韓君，⼤丈夫かい︖”。

僕は、⼤丈夫です。ちょっと頭が痛いだけ、と答えた。

お⽗さんはゆっくり休むようにと⾔ってくれて、僕は再び眠りの中へ。

寒かったので、パジャマを着て寝た。

でもパジャマが暑くて⽬を覚ましてしまった。きっと熱が出てきたんだ。

薬を飲んで、服を着替えてまたベッドへ。

夜、ふと⽬が覚めると、部屋は真っ暗。

ふいに強烈な孤独感が沸き起こってきた。

なぜかわからないけれど、最近忙しかったから︖熱のせいかな︖

とにかく僕は完全に打ちのめされた気分。

真っ先に、パソコンをつけてお⺟さんに連絡を。

15分後、お⺟さんがネットに答えてくれた。

テレビ電話の画像がはっきりしなくて、お⺟さんの顔もはっきり⾒えない。声だけが聞こえてくる。

つらつらと話していたら、いろいろな思いがこみあがってきて、泣き出してしまった。

あーあ、情けないね。

どんなにお⺟さんがやさしい⾔葉をかけてくれても、僕の表情は強ばったまま。

お⺟さんがゆっくり休みなさいって⾔ってくれた。

きっとこれが、いわゆる燃え尽き現象なんだろうって。

なので休ませてもらうようお願いすることに。

感情のコントロールができなくなってしまって、みんなと合わせる顔もない。

本当に、ホストファミリーの皆さんのことも⼤好きなのに。

晩御飯の時間になって、皓⼀君がご飯は⾷べるかなって聞きに来てくれた。⾷欲がなかったので断ってしまった。すると皓⼀君は厚⼿の布団を持ってきてくれた。すごくうれし
かったよ。

これは完全に⾃分⾃⾝の問題だ。

こんな理由もわからない情緒不安定なんて、なんて⾔って説明したらいいんだろう。
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今は苦しいけど、時間が欲しい。きっとこの状態からぬけられるから。

信じてほしい。

 



⾦沢へ

2011.10.27

休んでいる時間を使ってもう⼀つ⽇記を。

皓⼀君ごめんね、今やっと書いてるよ。

２週間前の⽇曜⽇、皓⼀君が⾦沢に⾏ってみようよって誘ってくれたんだ。

初めに⾏ったところは尾張町⺠⽂化馆。でも残念なことに開いてなかった。

⽂化館の正⾨。

皓⼀君の写真。

⻑い歴史がありそう。

ここが開いてなかったので、仕⽅なく近くの古いお店へ。

昔の新聞。
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すごく歴史がありそうだ。

前⽥利家は有名⼈だ。

すぐに次の⽬的地に出発。東茶屋街だ。

途中にあった、歴史のありそうな橋。始め⾒たときは橋だってわからなかったよ。すごく⼩さかったからね。

それから古い⾻とう品店、三⽥商店。



ずっと歩いて、きれいな東茶屋街に到着。歴史の息遣いを感じるね。どれも⾦沢名物だ。

なかなかいい写真。

⾦沢はやっぱり⾦沢だ。いちばん有名なのは⾦箔。

ここではめったにお⽬にかかれないものをたくさん発⾒。

まずは⾦城（⾦壁）



⽬がキラリン

次に⾦の⽯。

やっぱり釘づけ。

それに⾦箔を⾷べる⼈たち。これは写真が撮れなかった。でも⾦箔が⾷べられるなんてびっくりしたよ。以前、⾦を飲んで⾃殺するっていう⾔葉を聞いたことがあったから、⾦
って⾷べられないんだって思っていた。皓⼀君に聞いてみたら、⾦はやっぱり装飾品だよ、何の味もないんだよって。ちょっと考えてみれば、⾦箔があると⾒た⽬ももちろんき
れいだし、値段も⾼くつけられるからね。商売上⼿~

⾦箔のものがたくさんあった。いいろな飾りや、⾦箔巻き、⾦箔アイスなどなど。

それから街中のお寺へも⾏った。中に⼈がいて、無料体験との張り紙があったので、中に⼊ってみた。中にいた⼈が、ここでお祈りをするんだって教えてくれた。ここのお祈り
の仕⽅はちょっと他とは変わっている。

回すことのできる仏像をぐるっと回すと、幸せになるんだって。 。回してみたけど、幸せはどこにあるのあるのかな~︖

東茶屋街を後に。

バスで兼六園へ。伝統芸術館を⾒学。撮影禁⽌だった~~~クヤシイ

兼六園の楼閣を⾒に⾏きたかったんだけど、時間もないので、⾜早に⽯川県⽴博物館へ。時計はもう4時35分。4時30分が最終⼊館時間だ。でも物は試しと聞いてみたら、⼊れ
てもらえたよ。



俺は武⼠。

武⼠の道具~全部オレンジレベルだ~注︓ウォークラフトの専⾨⽤語。

古代のタクシー。

あーあ、やっぱり僕ってバカだな。

これだけ歩いただけでつかれてしまった。仕⽅がないのでバスで家へ。

今⽇は２度もバスに乗ったから、お⾦がなくなっちゃったよ。笑。

今⽇は楽しかった。⾒たことのないものがたくさんあったしね~

ありがとう皓⼀~

 



修学旅⾏ 補１

2011.11.07

10⽉22⽇から僕の⼈⽣初の修学旅⾏がはじまった。

まず初⽇、ライチョウ号からnozomiに乗り換えて岡⼭へ。

修学旅⾏⼀⽇⽬の始まりだ。

僕は留学⽣なので、パスポートとビザの関係で、⾃分のクラスの語学研修には参加できなかったんだ。英語クラスはオーストラリアのメルボルンへ、中国語クラスは中国⼤連へ
⾏くんだけどね。

僕は芸術クラスと⼀緒に関⻄⽅⾯へ⾏くことに。

⼀⽇⽬は岡⼭の⼤原美術館とその周辺をまわったんだ。ほとんどの場所が撮影禁⽌だったので、写真はあきらめた。

美術解説員の⼈がいろいろ話をしてくれたけど、僕はさっぱりわからない。岡⼭の桃アイスと桃のお菓⼦はすごくおいしかったよ。⼤変だったのは、ずっと熊クンと英語で話し

ていたんだけど、他の⼈と話すときは⽇本語で、時には通訳もしたり、もう、ぐったりだよ。

僕の親友、これが村主周平クン，熊君，そして僕。

同級⽣が、村主周平クンって上品な顔⽴ちだねって。
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正式に退部。

2011.11.08

⾃分は試合に出られないって、通告されてしまった。

会場で応援するだけ。

もし誰かが、学校で⼀番デカイ選⼿が試合に出ず、コートのそばで、しょんぼりと応援している姿を⾒かけたら、きっと監督NCにいうよね。

残念ながら留学⽣は、県⼤会にも全国⼤会にも選⼿登録が出来ないんだ。

だから、正式に退部届を出すことにした。

部⻑は、また遊びに来いよって⾔ってくれた。

へへ。
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教えて

2011.11.09

交流センターの先⽣⽅

⼀眼レフで撮った写真が⽇記でアップできないのはなぜでしょう︖

韓 業偉さんの⽇記



教えて追記

2011.11.09

しまった まだ質問を書き終わっていないのに、ついクリックしてアップしてしまった。

それと、⽇本のスタバの店内で、フリーのwifiか無線LANを使うにはどうしたらいいのでしょうか
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遅くなったけどたこ焼きの話第⼆弾

2011.11.19

写真がないのがなぁ 残念なんだよなぁ

サイトががんばってくれなくて

6MBのだとアップ出来ないんだ

これはもうしょうがないかな

今回はたこ焼きだけじゃなく えび焼きもあったんだ

その名の通り たこ焼きの作り⽅でたこの代わりにえびを⼊れたものなんだけど

すごい美味しかったよ

それからお⽗さんだけがすごい推してるトマトのなんでも焼きね

僕も試しにちょっと⾷べてみたんだけど なんか海の味がした

作ったのは⼆回⽬だったから ⼀回⽬のときよりだいぶ上⼿くなった

ほとんど⼀回で成功したよ

ふふ 僕の腕前⾒てみたいと思わない︖ たこ焼き作ってあげるよ へへ
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カニの宴

2011.11.20

数⽇前のことなのに、⽇本の蟹の味が今も僕の⼝の中に残り続けているようだ。

⽇本の蟹はとてもおいしい。⼤連の蟹とは違う。

⼤連の蟹は⾝が多くて、ニンニクダレで⾷べるとえも⾔われぬ美味。

⽇本の蟹は、タレが何もなくても蟹の味がぶわっと広がる。でも⾝は多くない。

これまで通りカニみそと甲羅は好きじゃないので、⾜ばかりたくさん⾷べた。ヨホホホ。最⾼〜。

素敵な写真をおすそ分け。

左はとんかつと何かの⾁。すごくおいしかった。

お⺟さんが⽇本の蟹の⾷べ⽅を教えてくれた。成果は今度⾒せるね。
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完璧でしょ。笑

伝説の蟹丼。

天から降ってきた蟹丼。神聖な光を放っている。神様の⾷べ物だ。笑

こっちの⽅が完璧かな。



⾷べ終わった蟹の殻。



綺麗な写真を撮りに⾏こう︕><

2011.12.03

有賀先⽣、有賀先⽣︕このサイトダメダメだよ。どうして６MBの写真をアップできないわけ︖僕の綺麗な写真を載せようと思う度に、やり切れない思いでいっぱいになる。そ
のせいで、外に⾏く度にカメラを⼆台持っていかなくちゃならないんだ…。

これはずいぶん前の出来事だけど、今でも、ついさっき起こったことのように頭の中に浮かんでくるんだ。

綺麗な写真が撮りたくて、お⽗さんと皓⼀と⼀緒に兼六園へ⾏った。

準備ができたら、お⽗さんの⾞に乗って、出発︕

どこへ⾏く︖もちろんまずは腹ごしらえ。⼒が出なくちゃ兼六園には⾏けないよ。

僕らは伝説のお好み焼きを⾷べることにした。お店に⼊った途端に美味しそうな匂いに包まれた。僕はポピュラーな真ん中に焼きそばを挟んだやつにしたよ。

写真。

⾷欲をそそられるでしょう︖︕味が美味しいのはもちろん、⼤きさもとてつもなく巨⼤なんだ。⾷べ終わったら、胃の中に他の物は何も⼊らないほど。

店⻑さんは腕も良くて、優しいんだ。僕が写真を撮ろうとしたら、わざわざポーズまで決めてくれて。この店は⼩さくて5⼈しか⼊れないけど、すごく温かい雰囲気だった。注
⽂が終わると、店⻑はお好み焼きを作りながら、お客さんと話したり、笑ったり。

お腹がいっぱいになった所で出発。⽬的地は兼六園︕の隣の美術館。

写真~

おっと︕撮るの忘れてた。しかも美術館は撮影禁⽌だ。やれやれ。

僕達は⾊々な油絵や彫刻を⾒た後、ついでにと兼六園へ⾜を運んだ。

⾼校⽣、⼊場無料。ohyeah。

やっぱり秋の兼六園は美しいなあ。

写真〜
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、

可愛いきのこ登場

その後、僕のカメラの電池が切れて、ちょうど皆も疲れていたので帰宅することに。



やっぱり撮影好きだなあ。はは。



久々の⽇記

2012.03.24

皆久しぶり。帰ってきたよ。

⼀⼈で⽣活を初めて⼀か⽉。⼤変なこともたくさんあったけど、それはまた別の機会に書くことにするよ。

今回は今⽇の夜の出来事を。菅原先⽣にご飯をご馳⾛になった後、隣のスーパーで⽣活⽤品を買ったのだけど、外に出ると⾬が降っていた。傘は持っていない。スーパーになら
傘ぐらい売っているだろうと思ったら、⼩学⽣⽤の傘しか売っていなかった。それを買うのは恥ずかしかったので、バス停まで10分間⼩⾛りで向かった。

その結果、迷⼦。

徹底的に道に迷ってしまった。道の向かい側には煌々と光るバス停がたくさんあるのに、僕が帰る⽅向にはそれが⼀つもない。しかも僕は軽度の⿃⽬なので、灯りのついていな
い看板は何が書いてあるのか全く⾒えないんだ︕︕︕最悪。仕⽅なく道なりに歩いていると、⼀台のバスがゆっくりと僕の隣を⾛り過ぎていった。それを⾒た瞬間、僕の体には
雷に打たれたかのような衝撃が⾛った。くそ︕灯りがなかったからバス停に気が付かなかった。まさか⼀駅分も歩き続けていたとは。先の⽅でバスが停まったのをしっかりと⾒
届け、その場所で次のバスが来るのを待った。家に着いたのはつい30分前だよ。。。 注︓中間研修の作⽂は完成まであと3，4⽇かかると思う。申し訳ない。
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なんでだ....

2012.03.31

- = 先⽣ なんで僕の⽇記がアップされてないんでしょうか......号泣
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素晴らしい⼀⽇は朝から始まる

2012.04.02

オーイ みんな 今、⽬⽟焼きを⾷べている 正確に⾔えばヘンな⽬⽟焼きなんだケド

コーヒーを飲んで パンをかじりながら ⽇記を書いている この素晴らしい⼀⽇のスタートを書いておかなくちゃ

早起きの⿃は⾍にありつけるって⾔うよね  これって、早起きの⾍は⿃に⾷べられちゃうってことでもあるよね。 でもやっぱり早起きして、⾃分で作った朝⾷を⾷べる幸せに浸
るって気分がいいもんだ。

その朝⾷の出来はさておき なんというか まあ

⽬⽟焼きの調味料を選び間違えた

ケチャップに マヨネーズに それと...それとワサビ.......

独特の..何とも⾔えない味になった......

絶対に忘れられない味だ

でも⾷べ物を無駄にしたくないから ⾷べきった

⾃分の出来は ⾃分が知っている︕︕︕
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⽇記の続き 今回は⻑いよ

2012.04.02

今のところまでで、中間研修から1ヵ⽉半近くが過ぎたことになる。でもあの時会っていた⼈、あった事、すべてが昨⽇のことみたいだ。いつも頭に浮
かんでくる。⼀緒にいたのは五⽇間だけだけれど、そのときに⼀緒に過ごした仲間、たくさんのこれまでに⾒たことの無かったもの、そして学べたた
くさんのこと、すべてが感動の連続だった。
中間研修のテーマは⾷育。都市と農村の交流で、研修の時、僕は宮埼と宮崎県の⻄都市へ⾏った。⻄都市の農家のお宅に⼀泊し、農業体験をした。た
った⼀晩だけだったけれど、僕たちのグループみんなが、そこをとても気に⼊った。そして⼼から素朴な「やすべえ」さんを⼤好きになった。
⺠泊をした家のおじいさんはおとなしい⽅だったけれど、いつも笑顔で、とても優しい印象だった。おばあさんは親切で、料理がとてもおいしかっ
た。この優しいお⼆⼈に教えてもらって、僕たちはキャベツの植え付けをまなんだ。あんなどっしりしたキャベツの苗がこんなにも弱弱しいものだっ
たとは本当に意外だった。折れやすくて、この扱いは男⼦にとってはなかなか難しかった。でもがんばってなんとかやりきった。たぶん僕たちは思っ
たより⼿早く作業を済ませてしまったので、カメラマンさんが到着する前に予定の作業が終わってしまっていた。その後は温泉へ。労働の後の⾵呂は
本当に気持ちがいい。家に帰ると僕たちをごちそうが待っていた。もう⾔葉にならないくらいの感動だった︕哀しいけれど、やっぱりこの農家での⺠
泊ともお別れの時が。いつかまた機会があれば、ぜったいにここに来たいな。
半年ぶりにあった仲間たちは、みんな多かれ少なかれ様々な変化があった。男⼦は髪を伸ばしているのが多かった。もちろん極端に⻑いってわけじゃ
ないけれどね。半年離れていてもやっぱりいい仲間だ。なかなか会えないし、話すこともたくさんある。電⾞の中で会って⼤阪の空港での再会でも、
ずっとみんなの笑い声とおしゃべりは尽きることがなかった。みんなと⼀緒にいる時間はどれだけあっても⾜りないくらいだ。でもお別れの⽇、この
五⽇間は楽しかったな、本当にあっという間だったな、とあらためて思わずにはいられなかった。たくさんの仲間が泣いていた。そうだ、⼀緒にいら
れるのは本当に楽しいけれど、別れはいつもつらい。残された時間も多くない。絶対に充実した時間を過ごし、この交流活動のラストを円満に迎える
んだ。⾃分の⼈⽣を誇れるように。みんな、東京で、また会おう。
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what's wrong with me

2012.06.13

I have to give up， only to find themselves a wider sky， however， then the vast sky， but I don't want blue.
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