
1⽇⽬

2011.08.31

ドキドキしながら⽇本に降り⽴つと、空は真っ⻘で、踏みしめる地⾯もとてもきれいだった。⽇本⼈もとてもフレンドリーです。⽇本が好きです。まだ⽇本語は上⼿じゃないけ
れど、これからがんばります︕

易 帆さんの⽇記



感動ING

2011.09.06

本当によかった host familyはみんなやさしくしてくれます  お⺟さんはとてもおもしろくて、わからない⾔葉があると、ぜんぶジェスチャーをしてくれるの   へへ 明⽇から
学校  緊張しちゃう-  迷⼦になっちゃったりしないかな- 中国の⼗何年も住んでいた町でも道に迷っちゃったのに- -  まさか⽇本でも︕ ま、いいか  がんばろう    

妹がすごく可愛い︕
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こんにちは 新⽣活

2011.09.07

丸⼭先⽣と⼀緒に学校へ。  室内プールなんて本当にすごい  ウアアアアア!  ⽔着持ってこなかったこと後悔。hostfamilyのお⺟さんが、⽇本は⽔着は⾼いわよって︕   ショ
ック。。。  それと、英語の外国⼈の先⽣がカッコいいの。chinese american︕でも中国語はしゃべれないって。。  これからはずっと⽇本語と英語漬けの⽇々。ちょっと不安
だけど、がんばらなきゃ。

丁梦と電話で話したんだ。みんなのことがちょっと懐かしいな。新⽣活には、どんなことがあるかなって期待と不安が。夢を⾒るなんてことはずっとなかったな。毎朝起きた途
端、お⺟さんの⼩⾔を聞くのが習慣になっちゃってたし。フウ。。毎⽇があっという間、これからはたくさんの挑戦が私を待っているんだから。

がんばらなくちゃ。周りを気にせず、勇敢に進んでいくんだ。

易 帆さんの⽇記



もりだくさんの不思議な⼀⽇

2011.09.08

今⽇やっぱり遅刻しちゃった。６時には起きたのに︕まず電⾞を乗り間違えて、普通列⾞しかなく、７時32分にやっと出発。もう時間が過ぎていくのをあせってみて、⼤船で
changeのときは⼈が多くて。私の後ろに⽴っていたおじさんもなんか変な感じ。どこにもつかまらなくて、⽬は泳いでいたし。⼼臓が⾶び出しそうだった。なんとか無事だっ
たけど。こんなに神経をすり減らしながら電⾞に乗っていたのに、悲惨なことに、いつもと違う停⾞位置についちゃった。北⼝に⾏かなくちゃいけないのに、南⼝に出てしまっ
て、思いっきり迷⼦。でも⼆⼈のかわいい中学⽣さんが、⾃分たちも遅刻しそうになりながら、親切に道案内してくれたの。本当に感謝感謝。

学校に着いたらとっくに「あいさつ」が始まっていた- -，インドやスイスのみんなはもう教室に⾏っちゃってた︕私は慌てて先⽣⽅の前で⾃⼰紹介をしたけど、反応は思った
より良かったよ。ハハ。。。

クラスは⼥⼦が多くて、みんなすごく親切。私の宇宙語<⽇本語+英語+body language>を、ちゃんとわかってくれたの︕⽇本語総合科の先⽣はとてもおもしろかった。私に
⽴って中国の唐詩の朗読をさせたんだ。わたしにずっと中国の古典⽂学のことを聞いてきたけど、実は好きなのは紅楼夢だけ。。

⾃分が実は「おばさん」なんだって気づいたの。家に帰る電⾞で、おばあちゃんとお話をしたの。私は中国⼈だっていったら、なんだかよろこんでくれたよ。中国と⽇本は今は
仲がいいから、ねって。わたしはずっと「よかだ、よかだ」って。ちょっとは貢献できたのかな。

 

夜は着物を着て、市場みたいなところへ。おいしいものもたくさんあって、お⺟さんにたくさん買ってもらっちゃった。もうおなかがパンパン- -

楽しくてうれしくて、家にいるみたいな感じ。 

host familyのお姉さん。

先⽣、さっそく⽇記を書いたんだから、ほめてくださいね
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慈

2011.09.11

突然この字が思い浮かんできました   慈 この字のこと、前に⻑い⽇記を書いたこともあります。

夜、急に⽬が覚めて  なんだかボンヤリして 時間って、こんなにたつのがはやいんだ、初めてのことばかりの環境って、こんなに⼈を成⻑させるんだなって

急に⼤⼈になったみたい 以前の⾃分はもうどこにもいない

 

 

今⽇は横浜に、おかあさんにたのまれた佐藤さん といっしょにshopping  すごくたのしくて、たくさん買い物しちゃいました  10時から夜の7時まで、もう私の新記録です。

お昼は伝説のお好み焼きを⾷べました。なかなかよかったけれど、ちょっとお⽗さんの⼿料理が恋しくて   湖南⼈はみんなちょっとメンドウで- - 濃い味付けが好き ⾟いものが
恋しいな

 

明⽇は学校 頑張らなくちゃ 佐藤さんの娘さんはとてもかわいいです
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-

2011.09.12

今⽇はすごく家が恋しくて   すごくすごくすごく
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マリリンモンローが好き

2011.09.18

⽇本に来てだいぶ経つというのに、今⽇初めて  眠れなかった。お⺟さんが⾔った「お腹が痛い、こぶがあるようだから、明⽇病院にいく」という⾔葉が⽿を離れない。

何もあるはずがない。私の家は今までずっと、正直に真⾯⽬に⽣きてきたんだ。そんな悪いことが私達の家に起こるはずがない。きっと、ちょっとした⾵邪かアレルギーだ。

学校では少し孤独。きっと外国⼈だからだと思うけど。皆は私に対して好奇や友好といった程度の気持しか持っていない。heart to heartにはまだ程遠い。時々、⾃然と中国の
皆の顔が思い浮かぶ。もっと積極的に⾃分からぶつかっていくべきなのかな。でもそれは唐突すぎる。今回正式にダンス部に⼊ったからまだよかった。 久々に体を動かしたか
ら、初めての練習はすごく疲れた。朝起きたら、腰やら太ももやらが悲鳴をあげていた。でも、こうやって皆と⼀緒に汗を流す時間が好きだな。すごく満たされる。⽂化祭も近
い。私の練習は始まったばかりだ。

少し⼼配だけど、⼤丈夫。 

孤独だって⼤したことない。
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⼩さな⼩さなできごと

2011.09.18

結局昨⽇のは杞憂だったみたい お⺟さんが今⽇病院へ⾏ったらなにごともなかったそう もしドラえもんがいてくれたらなぁ そうすればどこでもドアで向こうに⾏って お
⺟さんの様⼦を聞いたりわたしがどれだけ⼼配したか伝えられるのに 家族はみんな元気なのが⼀番 家族が元気だからこそわたしもこっちで⾊々なことに⽴ち向かえるんだ

⼀晩中眠れなかったから すごい疲れた 家に⼀⽇中引きこもってたんだけど host familyが⼀緒に散歩しようって誘ってくれて 海辺に⾏ったんだ  もうめっちゃテンション
上がっちゃったよ

へへ 下に何枚か写真を貼るね

 

どう︖新鮮じゃない︖

森ガールはいるかな︖

よし︕⼤きな声で⾔おう わたしは蒼井優が好きです
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kiss good bye

2011.09.29

⽂化祭の準備で毎⽇頭がクラクラするほど忙しくて、しかも腰のところをケガしちゃって、host familyとみんなには⼼配をかけちゃったね。⽇記もしばらく書いていなかっ
た。ゴメンね。

このタイトルを⾒た⼈はあれって思うかな。何事もなかったとか。

kiss good byeの前の⼼配事や不安、イヤなこと

今は毎⽇が楽しい ダンス部のみんなと⼀緒にがんばって、汗を流して、もうお腹がペコペコだよって⾔い合ったり  ⼥の⼦同⼠のおしゃべりって、本当に楽しい。幸せだなっ
て思えるよ。

幸せ

彼⼥が超好き。私と同じく2pm f <x> が好きで、休憩のときは、⼀緒に踊ったりしてる

私、かっこいいかな- - ヘアバンドあせでぐっしょり ⿇佑⼦てっ親切なんだ。いちばんやさしいよ。
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⼤事なことをまだ書いてなかった。host familyに初めて会った⽇に、⼀緒に私の名前を考えてもらったんだ。⾃分の名前を⽇本語にするっての本当にワイルド- -

⼦豚のペンケースは横浜で買ったの。なんか私に似ていない︖

なんでこの名前になったかというと、お姉さんが「みみ」で 妹が「あみ」

だから私は-----

 

 



⼩さな衝撃 ⼩さな記念⽇

2011.09.30

今⽇は⽇本に来てから1ヶ⽉の記念⽇  今現在精神的にかなりきつい状態だけれども それでもやっぱり記念に⽇記を書いてみることにする

朝ダンス部の練習があって  本当は5時15分に起きるつもりだったのに うっかり45分まで寝ちゃってさ  もう光の速さで準備して出かけて なんとか⼀番速い電⾞に乗れたの

だけど続けて不思議なことが起こったんだ 

朝早かったから ⼈もそんなにいなくて 席も空いてたから座って ちょっと⼀眠りでもしようかなと思ってたら 不意に正⾯に座っている⼈がずっとわたしのことを⾒てるよ
うな感じがしたのね  - -

なんと⼀⼈のおじさんがスケッチブックを持ってわたしのことをスケッチしてたの  最初はささっと素早く下書きをしてて  それから⾊塗りも始めてさ︕   もうずっと⼀⼼不
乱に描き続けてて ⾞内が混み始めてからも⼈ごみの中から顔を出してわたしを⾒てたんだよ

︕︕最初気付いたときはちょっと怖かったんだけど︕   でも少ししたらかなり落ち着いてきた   芸術家のインスピレーションというものは⽣活の中から感じるっていうしね

ダンス部の朝練が終わった後 平⽯先⽣がわたしたち留学⽣3⼈を誘って映画を⾒に⾏ったの  わたしが⼤好きな映画の巨匠宮崎駿先⽣の《千と千尋の神隠し》を⾒たんだ 中
国にいたときも何回も⾒てた映画だったけど それでも今⽇は⽇本語の発⾳を聞きながら英語字幕を読んでたから すごく新鮮な感じがした しかしコハクヌシ--つまりハク
は   やっぱりかっこいいし優しいよね

  こっそりと 夜のバスはほんとにすごい混んでて⾟かった  危うくつぶされそうになっちゃったよ= =

明⽇は祖国のお誕⽣⽇だね   誕⽣⽇おめでとう︕︕︕︕︕︕︕︕︕
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制服の写真

2011.10.01

皆の制服の写真を⾒て- -

私も相乗り

私、ずっと⼼連⼼のブレスレットつけてるんだよ-
-

真⾯⽬でしょ
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⽇記じゃないんですが︕

2011.10.02

丸⼭先⽣が、以前私に話してくださった、横浜国⽴⼤学でに留学している湖南の⼥の⼈との、連絡先を教えてください
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︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕

2011.10.07

最後のリハーサルは⾝体的に限界だったのと 精神的に⾊んなプレッシャーがかかってしまったのとで ついに堪えきれずにみんなの前で涙が溢れてしまった ずっと⼤丈夫と
⾔っていたけれど それでも先⽣はわたしに家に帰って休むように⾔ってくれた

今回のはある種発散みたいなもの 涙サンもずっと⾝体の中に閉じこもってたら外に出てきて新鮮な空気を吸いたいだろうし

だから全然⼤丈夫

明⽇はいよいよダンス発表会の⽇ 全部で2⽇間 きっとみんながこの⽇記を読む頃にはもう2⽇⽬ つまり明⽇になってるだろうけど︕︕<どうでもいいことだけどね- ->

わたしの今現在の緊張やら興奮やらをどうかみんなも分かってやって下さい

⽂化祭が終わったら たくさん写真をアップするね

お楽しみに

Vivian 深呼吸して 頑張れ
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涙、涙の⽂化祭

2011.10.11

とうとう終わってしまいました。あんなに⻑い時間と労⼒をかけて準備した、私の⽇本の⾼校⽣活で最初で最後のダンス発表会が。発表会は⼤成功のもと、その幕を下ろしまし
た。

疲れたし、たいへんだったけど、満⾜で、感動的でした。

発表の⼀⽇⽬、体の調⼦がわるくて、めまいはするし、顔⾊も悪くて。本番前に、よくめんどうを⾒てくれる３年⽣の先輩が、私の様⼦を⾒て、緊張しているのって声をかけて
くれました。いいえそうじゃないんですって答えると、先輩は⾃分の携帯を私の⽿もとに持ってきて、そこからは中国語で「你可以做到的（あなたならできる）」って聞こえて
きました。それを聞いた途端、涙がポロポロと。⾔葉では⾔い表せないほど感動してしまいました。  これのおかげで、体の不調も吹っ⾶んじゃいました。

⼆⽇⽬は体育館。観客も多くて、私のちっちゃな⼼臓はもう「ドキドキ」しっぱなし。 本番直前、ダンス部のみんな肩を抱き合って⼤声で気合を。なかなか⼒強い場⾯ <笑>

私がステージに上がる前、舞台そでから「えみちゃん がんばって」って声が聞こえてきました。その中には私の中国語の名前を読んでくれる声も。きっと⼩さいころ中国から
⽇本に来た先輩がよんでくれたんだろうな。

ステージは最初から終わりまで、⼤成功。ステージをおりると先輩が私の⼿をギュッと握って、よかったよ、がんばったねって。その時も泣きそうになっちゃゃったけど、なん
とかこらえました。

 

発表会終了後、みんなで練習室へ戻りました。先⽣が２年⽣はすぐ戻ってくるというと、２年⽣の先輩⽅は花を⼿に練習室に⼊ってきました。そしてそれを３年⽣へ。その後は
みんなで思いっきり泣きました。

それからはみんなで集まって、先輩が、みんな練習お疲れさまでした、  そして泣きながらみんなありがとうって⾔って、  先⽣も、みんなは素晴らしい時も泣くんだねって。
でもおかしかったのが、部⻑が  みんなが私が⼤泣きしているのをみてる って⾔ってきたので笑ちゃって- - ⾃分でもなんで泣いているのかわかない、きっと感動したからか
な。 それと来年の⽂化祭は、もう⼤好きなみんなとは⼀緒にステージに⽴てないんだってことに。

ダンス部の先輩⽅には本当に感謝しています。

まだ先輩⽅の名前を全部覚えているわけじゃないけれど、皆さん⼀⼈⼀⼈にお顔は、しっかりと胸に刻み込まれています。

ほんとうにお世話になりました。いつも素敵な笑顔を向けてくれて、優しく声をかけてくださってありがとうございました。

いつも「えみ 加油︕」ってはげましてくれてありがとうございました。これを聞くたびにふつふつと勇気が湧いてきます。 だから中国⺠族舞踊からhip-hopに転向しても⼤丈
夫そうです<笑>

みんなありがとう。みんなが⼤好きです。今度お会いできるときにもぎゅっと抱きしめあえますように。
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⽂化祭の写真

2011.10.11

別のクラスがやったお化け屋敷。私って強すぎなのかな。- -ゼンゼン怖くないんだけど。 カワイイ⼥の⼦たちはキャーキャー⾔ってたけどね それに富⼠⼭のふもとの遊園

地にある、あの病院が舞台だっていうウワサのお化け屋敷、すっごく⾏ってみたくて

私たちのクラスはミッキーを探せ。もえ、なテーマでしょ。ディズニー...  ここもいってみたい

私たちのクラスの⼥⼦はみんなもえ- -
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留学⽣の記念撮影 彼⼥が⼤好き ダンス部の友達です 私が⼿に何をつけてるか
⾒てね

カワイイ なでまくりたい︕

パネルの写真 ホンワカして ⼤好き



パネルの主⼈公 すごく可愛い︕︕︕

私たちのクラスの景品交換所。ここで仕事してました

⽂化祭はこれで、たくさんの笑顔を残して終了

 

- -やっぱり新しいカメラがほしい︕



ドラさん、あなたのポケットちょっと貸して

2011.10.12

今、ほんとうにドラえもんが必要- -おいしいものがありすぎて ⾃分をコントロールできないよォォォォォ ドラえもん、教えて いっぱい⾷べても太らない、なんてできない
かな

最近たくさんの⼈が痩せてきた気がする 先⽉、弟がネットテレビで、私がダイエットしてるのかって聞いてきた。 ううん、太っちゃったみたいって⾔うと、 ニヤニヤしな
がら、あれ、⽇本でダイエットするっていってたよねって⾔われちゃったよ。  でもこんなにおいしいものばかりじゃゼッタイ無理。

ホストマザーは、私が⾟い物を⾷べたがっているって知ると、お友達に私を韓国料理屋さんに連れて⾏ってくれるよう、頼んでくれたの︕<お⺟さんは仕事があるので> それか
らは、めくるめく

これは⾃分で並べてみたの 笑っている顔を作りたかったんだけ
ど あらら- -

まだアッツアツの湯気があがってる

これは「ちちみ」 初めて⾷べたよ ︕︕︕おいしい

私って年⻑者ウケするみたい。 店⻑さんに気に⼊ってもらえた
んだ。 店⻑さんたちは韓国⼈だけど、ずっと⽇本に住んでいるからかな  私みたいな年のコが、外国で暮らすなんてエライわねって。 唐⾟⼦までもらっちゃった。
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感激しちゃって、本当に嬉しかったな。ありがとうございます。

 初めて紹介するごちそうがまさかの韓国料理- -  ゴメンね 

あのね、秘密を教えてあげる  お⺟さんは料理を取り分けるとき、いつもお⽗さんと私に⼀番たくさんくれるんだ。- -

  あー、ホントに太りたくないよォ



明⽇があるならば

2011.10.20

ここのところ、いろいろなことがあった。いつか倒れてしまうかも。なんだか⾃分の体に時限爆弾がセットされている感じ。油断すると体が粉々にふっとんでしまうような。

 でも、なんとかダイジョウブ。⽇記を書いている今、地球も滅亡なんてしてないし、私もちゃんと落ち着いて、みんなに話を聞いてもらってるしね。

メキシコに１年間留学していた先輩<⽇本の⽅>ありがとうございます。同じ留学経験者ですものね。国は違いますが、私の気持ちをよくわかってくださって、いろいろアドバ
イスをもらいました。本当に感激しましたよ。

ここ何⽇かの出来事は、まるで深い意味をはらんだ授業のようです。まだ１６歳で初めて⼀⼈で外国で⽣活をしている⾃分にとって、たしかにちょっとつらい経験でしたが、き
っとこれからも同じようなことにはいくつも遭うにちがいない、そのときに、それにどう⽴ち向かっていくべきか、本当にいい勉強になりました。

⾃分がどうすべきかわかり、いろいろなことが学べ、感謝しています。

なんだか⾃分が⼀気に⼤⼈になったみたい。⽬からの⽔分が出て⾏ってしまった分、体の中のなにか強い部分がむくむくと⼤きくなってきたような。

 

もし明⽇があるならば vivianはきっとすすんでいける。微笑みながら⼒強く
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walking tourが好きになっちゃった

2011.10.21

2⽇にも及ぶwalking tourがついに終わりました このツアーは留学⽣のために学校が特別に企画してくれたもの 友達や先⽣とわいわい楽しくおしゃべりしたり 歩いて⽴ち
⽌まって景⾊を⾒たりほんとにすごく楽しかった   ただローファーで歩いてたから⾜がすごい⾟かった0 0  アバター並の元気っぷりを全然発揮出来なかったな- -

最初の⽬的地は中華街 こちらはわたしが⼀番慣れ親しんでるところ

横浜に来て間もない頃に ホストファミリーのお⺟さんがわたしをここに連れてきて⼑削麺をご馳⾛してくれたの すごく美味しかったけど めちゃくちゃ⾼かった 中国の
10倍くらいの値段だったよ︕
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なんだかすごく親密そう︕

 

この写真はわたしが先⽣の名前を呼んで振り返ったときに不意打ちで撮ったものなの- - ちょっとしたイタズラ  これはわたしがいつも友達の写真を取るときに使ってるやりぐ
ちなんだ

なんて名前のタワーかはわかんない- - 横浜タワー︖

確かこのとき6台くらいカメラがあったから みんなわたしのカメラに視線をくれなかった- - わたしも含め

続いては⼭下公園

中国で⾃分の⾏く学校が横浜にあるって聞いたときから パソコンでありとあらゆる横浜の有名な場所を⼀通り調べてみたんだ- - 今⽇ようやくそれらを実際に⾒てまわれた
よ︕



⼀番好き
なスーパーマンpose︕写真ちっちゃくなっちゃったなぁ- -じゃなきゃわたしの笑ってくしゃくしゃになってる顔が⾒れたのに

ようこそ港の未来町

めちゃくちゃ有名な遊覧船だよ いつか乗ってみたいなぁ- -

先⽣が⼀⼈ひとりにice creamをごちそうしてくれたの︕︕ 超

おいしい

今⽇はみんなに⾯⽩いって褒められたよ 先⽣からも[笑いの神]の称号を頂いちゃった0 0

それから中国にいたときもこんな⾵にユーモアに富んでたの︖って聞かれちゃった わたしは真⾯⽬に答えたよ そうですって

今学校のロビーには留学⽣の紹介が張り出されているんだ わたしもその中の⼀⼈なんだけど



すごい恥ずかしかったのが ⽇本のなにが⼀番好きですかという質問に イケメンですって答えちゃったの0 0 そのときはなんとなく適当に書いたんだけど まさかこんな堂々
とロビーに張り出されるとは

ああああああああああ



富⼠⼭の旅

2011.11.05

なんだか久しぶりに⽇記を書いたような気がする sorry

先⽇インドから来た留学⽣にスウェーデンの留学⽣と⼀緒に3⼈で富⼠⼭に⾏こうと誘われました 次の⽇がかなり早いから わたしたちは前⽇からSanna<インドの留学⽣>
のホストファミリーの家にお泊りに⾏きました 三⼈で⼀緒に寝たんだよ

超超楽しかった 若⼲ふざけ始めたわたしたち

あの夜はスウェーデンから来たVeronicaとたくさんガールズトークをしたんだ

 

Sannaのホストマザー めちゃくちゃ優しくて わたしたちにすっごく良くしてくれた 超感動したよ
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⾷堂で感想を書くわたしたち それから各⾃⾃分たちの⾔語で声に出して読みました Sannaのお⺟さんも感動してくれたみたい

みんなすごく真剣に書いています

景⾊はほんとに綺麗だった

この2⼈の⼥の⼦は誰なんだろ0 0 箱根の特⾊なのかな- -



Sannaのお⽗さんがわたしたちにくれたプレゼント

めっっっちゃくちゃ美
味しかった



消えちゃった⽇記

2011.11.28

あの⽇記を書くのに２時間もかかったのに バックアップをとっておかなかった

何か問題があったのかな

理由が知りたいな
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星空

2011.12.15

影のあるところにはかならず光がある。

                                  ̶̶̶̶⼏⽶語録より

突然、中国の学校の後輩からのメールが届いた。内容は⽇本の留学⽣活についての質問だった。 そのときは、すごくうれしいなって思えたよ。時間って、本当に不思議なもの
で、いつの間にかたってしまう。周りは何も変わってないように思えるのに。役割だけが変わってゆき、去年の⾃分はただ留学がしたい⼀⼼だけの、何もわかっていない⼦供だ
ったのに、今はパソコンの前に座って、後輩に留学に関してのアドバイスなんかをしている。

感動がわきおこってきた。うまく⾔葉でいいあらわせないけれど、なんだかこのすがすがしい気持ちで、今までのことすべてが、すごく価値のあることに思える。

ゴロリとベッドに横になって、カーテンを開けると、きらきらと輝く星空が。⼏⽶の「星空」という本の中の⾔葉が頭に浮かんできて、気持ちが揺れ動いた。

“影のあるところには必ず光がある
   孤独な時は、⾃分の⼼の中の思いをしっかりと守って

  あの時、未来なんてはるかに遠すぎて、全く⾒えなかった。夢なんてどんなものなのかもわからなかった。
  私はいつも⼀⼈、⻑い道のりを歩いていく。⾵に吹かれると、まるで⾃分は1枚の落ち葉になった気分が。

   星空を⾒上げ、こんな疑問が胸に浮かぶ︓本当にこの世のどこかに私を探し当ててくれる⼈はいるのかな︖”

以前は⾃分の未来をあれこれ空想することが⼤好きだった。
きっと何かがかかわっていく。気持ちのざわめきはふりきれるほどでいい。

今は⼀⼈で⽇本に留学を。気持ちが落ち着いてくると、もっと多くの、遠くの深いものが⾒えてくる。⽇々の暮らしはひとりひとりの経験の河の奔流。それぞれの河の傾斜も湾
曲もみんなちがう。⾝の丈に合わない船で、その流れを無理にすすんでいくことはない。

上を向いていこう。広い星空があなたを迎えてくれるから。
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最近の写真~

2011.12.15

sanna<学校のインドの留学⽣>のおばあちゃんが、私たちに⽇本舞踊を教えてくれているんだ

この靴、コワイぐらいにちっちゃい。 内⼋字はかわいいおばあちゃんからのご指導- -

 おばあちゃん、超かわいい︕︕︕

今、習っている踊りは、有名な「さくら」

ささやかな発表会もしたんだよ。ビデオも撮ったんだ。おばあちゃんからまたまたかわいく、ちょっと緊張しているのか
しらって⾔われちゃった。
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夢にまでみた東京タワー~ 東京タワーの蝋⼈形館に⾏ってきたよ。そこに私の⼥神サマ
が︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕

おばさんと⼀緒に。ドキドキしちゃう⾼さ。

蝋⼈形館の超クールなミュージックコーナー



題~

今度は夜に来られたらいいな~きっと違った雰囲気だと思う

⽇本での初めてのカラオケ。みんな違う国から来たんだ。でもみんなお互いの気持ちはよく理解しているんだよ。もちろ
ん端のメガネ男⼦は⽇本⼈- -

鎌倉で⽇本の伝統的な結婚式を⾒ちゃった~初めて⾒ることがたくさん



sannaのホストファザー。 超超超超、良い⼈なの。私たち留学⽣を招待してくれたんだよ。お隣さんも招待して、
barbequeの準備も全部sannaのホストファミリーがしてくれたの。  私たちのやることは⾷べることだけ。嬉しすぎる

海辺でbarbequeをしたんだ。もちろん初めて~



sannaのホームステイ先で⽇本のお⾵呂⽂化初体験~

未来はもっと良いといいな~



冬休み どうぞごゆっくり

2012.01.04

冬休みの始まった１週間は、ひどい⾵邪をひいちゃってダウン。でも後半は遊びまくったよ。 ついさっき、佐藤さんの家から帰ってきたところなんだ。  まず佐藤さんの家に⼆
⽇泊まって、それから佐藤さんの奥さんのお⺟さんの家にも⾏ってきたんだ。  おばあちゃんはすごくやさしかったよ  お年⽟ももらって、私が夜ひとりで電⾞に乗って帰るの
ををすごく⼼配してくれたの。<とはいっても、まだ夜の８時だったんだけれどね。私はひとりで夜の１０時に東京から電⾞に乗って帰ってきたこともあるんだよ。> おばあち
ゃんはぜったいに佐藤さんの家の⼈に私を⾞で送らせるって、譲らなかったの。

佐藤さんのお⽗さんは、出張で四川に⾏って、そこで四川料理を⾷べて以来、 ⽇本でも⾟いものに⽬がないんだって。 だからわたしも佐藤さんの家では、⼤感激の本物の⾟い
料理を⾷べることができたんだ。  でも佐藤さんのお⽗さんの名前は⿇辣っていうの。  だから⾟いって名前の付く料理は何でも⼤好きなのね。 本当に不思議な感じ。

今⽇は帰ってきた時間が遅かったので、ちょっと疲れちゃった。冬休みの出来事は、今度また詳しくかくね~

 

みんな、おやすみなさい  
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午前3時部⻑から届いたショートメール~

2012.01.06

今⽇は今年に⼊って最初の登校⽇  なんかこう⾔うとすごく久々な感じがするね

 学校に着くやいなや、あちこちから新年のあいさつが聞こえてくる

拱⼿しながら中国語で「新年好（あけましておめでとう）」と⾔ってくれた先⽣もいたよ

楽しかったなぁ 今まで感じていたような、休み明けの新学期が始まったときの重たい気持ちが全くない

あとね 今⽇英会話の授業のときに 部⻑に会ったんだけど  実は昨⽇の朝、今⽇部活があるかどうか知りたくて部⻑にメールしたのに部⻑からの返信が午前3時頃だったの 
その時間じゃわたし完全に夢の中だよって笑いながら部⻑に話をしたら

部⻑もごめんごめんって笑いながら、カバンの中からゴソゴソとなにかを取り出したの

なんでも部⻑は友達と⼀緒に韓国に旅⾏に⾏っていたらしく昨⽇の早朝に帰ってきたんだって それでお⼟産も買ってきてくれたんだ 超嬉しい~

わたしと部⻑とはいわゆる上下関係みたいなものは全然なくて すごく仲がいいんだよ 前に⼀緒にshoppingに⾏ったこともあるんだ~

⼀緒に撮ったプリクラ~

次は頑張ろう︕︕ダンス部ラブ︕︕
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プリクラ集~︕

2012.01.06

学校の友達 すごく可愛いんだよ 2⼈で横浜をブラブラ  ice creamいっぱい⾷べた~

全員留学⽣で 真ん中に1⼈ だけ⽇本の⼦がいる タイの⼦はもう帰っちゃったんだ 
でもいつか絶対タイに旅⾏に⾏くって約束したの 彼に⾊々連れてってもらうんだ
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学校の友達 お店を回った後バイキングに⾏ったの  めっちゃ⾷べたよー 何⽇経ってもお腹減らなかったもん  

 

彼⼥といると永遠に話が尽きないんだ~

彼⼥はメキシコに1年間留学してたことがあって ⾊々教えてくれるの  12⽉頃に第⼀思志望の⼤学に受かったらしいよ ほんとす
ごいよね 冬休み中に彼⼥のお家にも泊まりにいったんだ~~

2012 引き続き前進だ~





ガキ⼤将の冒険記~

2012.01.29

新しいホストファミリー、⼤好き いつの間にか⼆週間も経ったんだ

毎朝、起きるやいなや⼦供達が周りで⾛り回って、笑い声が響いて  とても賑やか

今⽇シュークリームを作ったけど、また失敗しちゃった  初めて作った時は成功したんだけどな。でも⼦供達は美味しい美味しいって⾔ってくれて、こっちが申し訳なくなっち
ゃったよ。 

⾃転⾞乗るのも⼦供の⽅が上⼿いいいいいい〜

ホームステイ先にはもう⼀⼈⼩学4年⽣の男の⼦がいるのだけど、遊びに⾏っていた。

 

 

毎⽇⼦供たちと⼀緒にいて、若返った気分〜
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⽇記のご担当者サマ︕ごめんなさい

2012.02.15

いつも⽇記を書こうとするたび、 『天の時』も『地の利』も『⼈の和』も全然そろっていないの。 新しいホームステイ先のネット環境は ワイヤレスじゃなくて １階のリビン
グに有線があるだけ。  しかもすごく遅くって。 もともとおいてあるPCがあるので  ⾃分のノートPCを置く場所がないの。 なので毎回PCを床の上においている。 腰を曲げて
頭を低くして この姿勢でいると、５分もたたずに 体がギクシャクしてきちゃう- -  それと３⼈のちびっこが周りでじっと⾒てるかとおもえば、 ⼀番のチビちゃんは抱っこをせ
がんでくるし- -こんなことが続いて、PCを１階まで運んでネットをするのがもうしんどくて。

だから︕この⽇記は私にとって、本当に貴重な⼀篇

初めてのバレンタインデーで

初めてチョコを作って

初めてチョコをあげて

初めてクラスメートや 先輩 ダンス部の友達 から、どっさりチョコをもらったの。ケーキやクッキーもね

ものすごくシアワセ 本当に⽢すぎるくらいの、初めての忘れられないバレンタインデー

私が作ったチョコ

友達からもらったの どっさりデショ︕
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最近のわたし

2012.02.25

この間の⽇記でどうやらみんなに誤解を与えてしまったようだね。わたしは今の⼦供の王様的な⽣活をすごく楽しんでるよ。にぎやかな3⼈の⼦供に囲まれてもちろん⼤変なと
きもあるけど、でもすっごく楽しい。少なくとも⾃分という存在が何かしら役に⽴ってるって思える。あと⼀週間で試験だぁ。頑張るぞ。

そうだ、先週の⾦曜⽇に学校がお休みだったから、クラスの友達と⼀緒にディズニーランドに⾏ってきたの︕︕︕めっちゃくちゃ楽しかったよ︕夜になって⾬やら雪やら
降ってきちゃったけど、たっくさんアトラクションに乗れたんだ。big thunder mountain3回乗ったんだよ︕space mountainも2回乗っちゃった︕

みんなでパシャリ︕縮⼩されてだいぶ⼩さくなっちゃった- -

 

ミッキーのアイスクリームをパクリ︕︕︕︕

 

 

末っ⼦の弟クンとの楽しい毎⽇~~~~⼥の⼦じゃないよ~
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