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今⽇は研修初⽇。⽇本での⽣活のスタート。ファイト︕

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



ホームステイ開始〜

2012.09.02

    今⽇はホームステイ先に着いて⼆⽇⽬。昨⽇の午後、着いた⽮先にお祭りへ⾏った。浴⾐を着て皆で輪になって踊ったり、太⿎を打ったりもしたよ。夜に家に戻ってから
も、お家の⼈達と遅くまでおしゃべりしてた。家には⼀⼈、アメリカ⼈のイケメンもいるのだけど、彼は⽇本語がとっても上⼿で、すごく礼儀正しいんだ。そして何より、ギタ
ーの腕前がすごい︕︕︕でも、⼆週間後には帰国しちゃうんだって。残念だな……それまでに親交を深めなくっちゃ

     椎名家は⼆階建てのお家。私の部屋が和室なのをのぞいて、他はみんな洋室。今はクリスが住んでいるから、私は⼀時的に和室をお借りしているんだけど、彼が帰国した
ら、今彼が住んでる部屋に移るんだ。

    家では⽝も飼ってるんだよ。⾊は⿊で、年はまだ若いのに、とっても⼤きいんだ……来たばかりの頃はずっと私に吠えていて、ちょっと恐かったけど、⼀⽇過ごしてみて、
どうやら悪い⼈じゃないってことは分かってもらえたみたいで。いっつも⾏ったり来たりで、物を咬むのが好きな、いたずらっ⼦だよ。

     明⽇は学校の先⽣に会いに⾏く。学校⽣活ももうすぐ始まるんだ。家から学校まではちょっと道が複雑で、過去の留学⽣は皆⼀度は道に迷ったことがあるみたい。早くここ
での⽣活に慣れるといいなー。頑張ろうー
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⼿続きいろいろ

2012.09.04

    今⽇、学校はテストだったけれど、私は受けずに学校はお休みを。お⽗さんとお⺟さんと⼀緒にいろいろな⼿続きに⾏ってきました。まず区役所に⾏って、外国⼈登録証明
書の⼿続きをして、それから銀⾏で⼝座の開設。午後は駅で定期券を買ってスイカの⼿続きも。⼿続きは、ほぼ終了。⽣活のリズムもだんだん整って来たかな。

    ここのところ蚊にくわれることが多くて。……⾜にボコボコと蚊にくわれた痕が。 廊下に⽴っているとすぐに何か所もくわれてしまって。……しかも⽇本の蚊にくわれたあ
とは、すごくはれちゃって、薬を塗っても効き⽬ナシ……あーあ・・やんなっちゃう。。

   明⽇も学校はお休み。なんだかもう学校に早く⾏きたくなっちゃった。へへ、これっていいコトだよね~
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登校初⽇~

2012.09.04

これは9⽉3⽇の⽇記です。どうしてまだ載らないのかな。もう⼀回載せてみようっと……ハハ

    今⽇初めて学校へ⾏きました。たくさんの⼈がいて、何度も⾃⼰紹介を。⼿続きもたくさん。⽇本での⽣活がこうしてスタートしました。

     朝は、遠くの駅まで歩いて⾏きます。中国の学校までの距離の２倍ぐらいです。それから⼩寺先⽣と⼀緒に職員室で先⽣⽅との顔合わせ。先⽣は1時限⽬の授業があるの
で、私は保健室で安松先⽣と待機を。三⼈が保健室にやって来ました。どこどこが調⼦悪いとか、……⽇本の⾼校⽣ってどうしてこんなに調⼦が良くない⼈が多いのかな……

     それから国際関係の先⽣と⾯談を。授業のカリキュラムのことを話し合って、外国語の授業は英語だけれど、私は⽇本語の授業があるので、英語の時間が取れないとのこ
と。先⽣と話し合って、英語は⾃習をすることに。英語の⼒をつけるため、同じ学校のカナダの美⼥とコミュニケーションをとろうっと~それと簡単だと思う授業があったら、
それは２,３年⽣の授業を受けてもいいとのこと。ハハ、よかった~しばらく様⼦を⾒て、いろいろ変更してもいいそうです~

     それと担任の先⽣にも会いました。数学の先⽣で、バトミントン部の顧問もしているそうです。もう少ししたら部活も始めるので、いろいろ相談できそう~

     クラスは８組に。特進クラスで、⼥⼦１１名、男⼦は５名。下校前のＨＲに出てきました。みんな親切で（みんなに制服似合うねって⾔われちゃった……そうかな……）中
国⼈の⼥の⼦もいます。友達ができるかなって⼼配も杞憂におわりそう。

     ここではみんな中国語を習っています。週に１回か、２回。今⽇は⼩寺先⽣の中国語の授業に参加しました。まだ登下校路がおぼつかないこと以外は、これからの学校⽣活
が楽しみです~
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ドライブ~

2012.09.05

    今⽇はお⽗さんと、東京をドライブしてきました。東京ってすごくいいよね。環境もいいし、しかもすごく便利だし、ここに来させてもらえて、本当にラッキ~~

    お昼はショッピングセンターでご飯を。５００円のカレー……なんでこんなに⾼いの……

    午後は未来科学館に⾏きました。もう夏休みは終わっているし、週末でもないので、⼈も少なかったです。⽇本のこうゆう施設はすばらしいですよね。もし⾃分が⼩さい頃
からこんな環境のなかにいられたら、将来は絶対に科学者になれたはず。それは無理でも、少なくとも今よりはずっと、科学に対して関⼼をもてて、理解することが出来たは
ず。科学館でお⼟産も買いました。

    今⽇⼀⽇はこんな感じ。明⽇から正式に学校が始まります。まだ教科書ももらっていないんだけれども。……校舎内もまだよくわからないし、明⽇、無事に過ごせますよう
に~制服を着て、暑くてのぼせないといいな~
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~~

2012.09.07

学校に⾏くまでの道はもう全然迷わなくなったよ。こっちで友達もたくさん出来たし、もうすぐ⽂化祭の準備も始まるんだ。あとちょっとしたら部活にも参加しようと思って
る。⽂系科⽬と英語がちょっと難しいくらいで、理科に関しては全く問題ないよ。

今⽇制服と靴を持って帰ったんだけど、めっちゃ多くて、すごい荷物になっちゃって。歩いて、電⾞乗って、⾃転⾞漕いで、もう暑くて死ぬかと思った……

ちょっとしか穿いてないのに靴下にもう⽳が開いちゃってね。でも⼤東のマークがついてるから、そうそう換えられなくて。だからしょうがなく⾃分で繕って穿いてるんだけ
ど。まさかわたしにもこんな⽇が来るなんてね。

親元を離れて⼀⼈で⽣活するには、独り⽴ちすることと強くなることを学ばなきゃいけない。

イギリス⼈の先⽣と⾃由にお話が出来るか分からないし、⾼3の先輩たちとはもしかしたら英語のレベルが違いすぎるかもしれないけれど、それでもわたしは英会話の授業に出
ようと思う。⼀⼈で。

それに国語や歴史の授業がどんなに難しくても、わたしは頑張って最後まで勉強していきたいと思ってる。

家までの距離がどんなに遠くても、この⼀年間、わたしは絶対毎⽇歩ききってみせる。

そしてこっちでどれだけ⾟くて⼤変で慣れなくても、わたしは全ての⼈の前でベストな⾃分でいれるよう、頑張ろうと思う。

わたしはここに来たことを後悔していない。この⼀年間はきっとわたしにとって、輝かしい⼀年になるんだ。
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部活

2012.09.08

    今⽇は本当なら午前だけ授業を受けて、お昼には家に帰るはずだったんだけど、チアリーダー部を⾒学に⾏ったから、結局家に着いたのはいつもと同じ時間だった。

    チアリーダーは全部で8⼈。⾼2の先輩が2⼈に、⾼1が6⼈。その内3⼈が私のクラスの⼦。練習を⾒学したけど、⾜を押して靭帯を伸ばして、他にも⾊んな動作をしてた。チ
アリーダーって⼤変なんだな。あの⾜を押す動作すら私にはできそうにない。体固いもん。あと、⾳楽に合わせて踊るところを⾒れなかったのが残念だったな。でも⽂化祭では
パフォーマンスをやるって聞いたから、楽しみ︕

    今⽇は他にも、軽⾳楽部が教室で練習してるのも⾒たよ。あれこそ情熱︕︕あれこそ⾳楽︕︕あれこそ⻘春︕︕かっこよすぎる︕︕︕いつか友達とああいうバンド組んでみ
たいな︕

    帰りにおじさんに道を尋ねられた。⽥端駅はどこかって。⽅向を教えてあげたよ〜。私だってついこの間まで分からなかったのに笑。⽇本⼈に道を聞かれるのって、嬉しい
ものだね〜

    お⺟さんと学⽣証の写真を撮りにいった。あのプリクラみたいな機械で。⾃分で操作して、すごく便利だよ。でも、項⽬を間違えて、パスポート⽤とビザ⽤の写真が出てき
ちゃったよ……全部パスポートのにすればよかったのかな……700円だよ。⾼い。。。はあ。仕⽅ないや。いざとなったら、あの⼤きいのを切ろう〜っと。

    あ、そうそう。ここ⼆三⽇で、⼆回も百均に⾏ったよ。本当になんでもあるんだよね。計算したら、中国のより安いものまであったよ。ここはすごく便利。デパートも⼤き
いスーパーもたくさんあって、何でも売ってる。この先⼼配はなさそう〜

    今⽇まででもう5000円近く使っちゃった。これからは、計画的に使わないと。予算は超えちゃダメだ〜
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9⽉11⽇

2012.09.11

今⽇は９⽉１１⽇だ。……

    朝、⾃転⾞で駅まで⾏って、⾃転⾞の鍵を取るのをわすれちゃった。……学校について、ハッと気が付いた。。お⺟さんに連絡して、お⽗さんに駐輪場の⾃転⾞の鍵をかけ
てもらうようにお願いして。。これからは気を付けなくちゃ。⾃転⾞をなくしたらたいへんだものね。

    今⽇は選択授業で⾳楽を。校歌をうたって、リコーダーを吹いたけど、楽譜はよくわからない。でも楽しかったよ~いつかギターが習えたらいいな~

    午後、国際部の先⽣に相談して、やっと英語のテキストを借りることが出来た。たいへんだったな。学校が始まってから今までずっっっと、テキストがなかったんだから。
特に英語は……今⽇から猛勉強、開始︕︕︕︕

    その他にも先⽣と相談をして、いろいろな授業の調整もした。⼆年三年と数学か理科をうける。ウン、先⽣にはいろいろ⾯倒おかけして申し訳ないけれど、やっぱり何年も
前に習ったものをまた勉強するよりいいよね~明⽇からは⼆年⽣と⼀緒に化学を受けるんだ。がんばるぞ︕

    今⽇は⽂化祭の準備を⼿伝ったよ。帰るころには外は真っ暗になっていたけれど、みんなと⼀緒にワイワイやるのって、やっぱり楽しいよね︕︕なんだか少しずつ、このク
ラスになじんできた気がするな~

    明⽇は茶道部の体験⼊部。そしてあさってはバトミントン部の体験⼊部だ︕
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9⽉10⽇の⽇記……

2012.09.11

    今⽇は中国の「教師の⽇」です。まずはこれまでお世話になったすべての先⽣⽅に感謝を。それから基⾦の先⽣⽅にも~先⽣⽅、お疲れ様です~ありがとうございます~

    朝、⾃転⾞に乗っていたら途中で調⼦が悪くなって、動かなくなってしまいました。前にもこんなことがあったけれど、そのときはそのうち動くようになったけれどね。で
も原因はわからずじまい。あせっていたら、通りすがりのおじいさんが⾃転⾞をみてくれて、すぐに動くようにしてくれました。ご親切、ありがとうございます~なんだか東京
がますますいいところだなって思えてきたよ~

    今⽇の数学は⼆次関数。。。すっごく簡単。⼀コマの授業の間に、解説をして、問題を４問解いて。。授業が終わってから、数学の先⽣（私たちの担任）が、⼆年⽣と⼀緒
に数学を勉強したほうがいいかなって、聞いてくれたんだ。まずは、教科書を受け取って、内容を⾒てから決めますって答えたけれどね。……中国の学⽣の数学はどこでも最強
だね。……

   今年は⼤東⽂化⼤学建校50周年。だから今⽇は、たくさんの記念品をもらいました。カップにお菓⼦、アルバム・・これ全部、⼤東印刷製。いい時に来ちゃったな~

    今⽇から⽂化祭準備期間のスタート。明⽇は家に帰るのは遅くなっちゃうね~⽂化祭、楽しみだな~，たしか28、29⽇だったかな。よかったら、⾒に来てね~
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9⽉9⽇の⽇記……

2012.09.11

    今⽇はお⽗さんとお⺟さんと⼀緒に明治神宮に⾏ってきました。ここは超⼤きい神社なんだよ。今⽇は暑かったけれど、スッキリと晴れていてすごくきれいだったな。それ
から原宿に⾏ったけど、太原の柳巷とあまりかわらないカンジ。でももっとにぎやかだったかな。安いお店がたくさんあったけれど、今⽇は時間があまりなかったのでそんなに
みられませんでした。今度買い物をするときは、ここにこようっと~~あるおもちゃ屋さんがすごくよかったんです。店内にはいろいろな年齢のコたちがいて、超萌えなストラ
ップもあって。買いたかったけれど、なんとか衝動買いの欲求を抑え込んで。⾼かったしね。……ジャニーズショップも⾏くはずだったけど、店内に⼈が多すぎて、また今度に
しよう~

    午後は東京タワーへ。今は登る⼈もあまり多くないんだとか。東京タワーのある芝公園では、ちょうど⽇中友好40周年の記念イベントが⾏われていました。中国のものが売
っているお店もたくさんあって、みんな中国⼈が経営しているお店。なんと建設銀⾏まであったんです。……中国語でそこの⼈たちと話しても、なんだかぶっきらぼうで、全然
異国で同じ国の⼈に会えた感動がなかったな。……すごっくビミョー。。

    今⽇は電⾞で移動して、運賃は700円ちょっと。⼀⽇なにも買わなくてもこんなにたくさんお⾦を使っちゃったなんて、東京の交通費は⾼すぎ︕
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9⽉12⽇

2012.09.12

今⽇は２年８組で化学の授業を受けて来ました。レベル的にはちょうどよかったかな。先⽣もクラスのみんなも親切だったし、先⽣に教科書もお願い済み。

茶道部の体験⼊部、いい感じだったよ~さっそく⼊部しようかな。

やっと⼀部の教科書からもらえるようになったけれど、持って帰るのがズッシリ重い。。

やっぱり英語は難しいね︕がんばろう︕

今、三年⽣がちょうど勉強している数学の教科書を借りてきたんだ。おわったら、⼀緒に三年⽣にあがるので、まずは⾃分でも内容を⾒ておこうと思って。ウンウン、微分積分
とかだね、がんばろう︕

明⽇の体験⼊部はバトミントン部、明後⽇は華道部だ︕

楊 賛さんの⽇記



9⽉14⽇

2012.09.14

    今⽇は⾼3のクラスに⾏って数学と物理の授業を受けてきた。。物理は電気学をやってて、教科書を読んでもすごい複雑で難しかった。幸い前回も今回も実験を⾒ているだけ
だったから良かったけど……しっかり予習しとかないとな。今⽇は物理の有⽥先⽣の誕⽣⽇で、⼀⼈の⽣徒にバースデーソングを歌わせてたんだけど、歌い終わった後先⽣がそ
の⼦の⼝真似をしてて、⾯⽩くて笑い死ぬかと思ったよね。わたしを⼊れて全部で7⼈しかいないクラスだけど、それでもみんなすごく仲良しなんだ~

    数学は演習の授業で、積分の単元をやってる。最初は完全にちんぷんかんぷんだったけど、何問か問題を解いて、⾒よう⾒まねで解いてたらなんとなく分かってきたような
気もする。多分引き続き頑張れるんじゃないかな。ファイトだ~

    今⽇の7時間⽬は国語で、わたしは本来なら⾃習になるはずだったんだけど、微分積分のところがあまりに難しかったから、担任の⿊滝先⽣にお願いして基本概念から教えて
もらった。中国にいたときでもこうやって先⽣とマンツーマンで教えてもらうって経験なかったから、すごいよかったよ。⾔ってることも全部わかるし。あとで⾃分でもう⼀回
復習すれば、微積分はきっとなんとかなるんじゃないかな。

    華道部に⾒学に⾏ったんだ。部員が1⼈しかいなくて、うちのクラスの⼦なんだけど。お花を⽣けるのはすごい⾯⽩かったんだけど、もしバドミントン部に⼊るとしたらブッ
キングになっちゃうから、だから、やっぱり華道部はあきらめることにした。

    最近は⽂化祭に向けて、軽⾳部の⼦たちが毎⽇練習してるのね。で、今⽇聞いてたらなんとアニメけいおん︕の歌が流れてきて︕︕︕めっちゃテンション上がった︕︕︕い
つになったらわたしもこんな素敵なバンドに⼊れるんだろう︕︕

楊 賛さんの⽇記



9⽉16⽇

2012.09.16

今⽇はお⽗さんと、お姉ちゃんと、お姉ちゃんの彼⽒さん~~と⼀緒に上野動物園に⾏きました。

動物園とかは⼦供が⾏くところだからってことで、わたしもほんと⻑い間⾏ってなかったんだけど、でも今⽇久々に⾏ってみたらやっぱりすごく⾯⽩かったよ~上野動物園⾃体
すごく広くて、いろんな動物がいたよ。あと両⽣類爬⾍類館があったり、夜の動物園っていうイベントもあったり……最後の⽅はカメラの電池がなくなっちゃってすごい残念だ
った。。初めて⾒る動物もたくさんいたし、ほんと楽しかった~

そのあとは部活⽤の服を買いに⾏ったんだ。⿊の半そで短パン。全部で6000円もして、ちょっと⾼かったけど、でもまぁこれから毎⽇着るものなんだしね~ヘヘ、バドミント
ンがんばるよ~

夜はパスタを⾷べに⾏ったの。おいしかった~

楊 賛さんの⽇記



9⽉17⽇

2012.09.17

   今⽇の午前中に、アメリカ⼈のお兄さんが帰国しました。⼀緒にいたのはたった2週間だったけれど、仲よくしてもらっていたのにな。……いなくなっちゃったら、もうむこ
うの⾳楽も聞けない。。

    お昼からは江⼾博物館へ。⾒学前にまずはご飯。お⽗さんも⼀緒だったから、ぜーんぶ、おごってもらっちゃった〜へへ〜館内はすごく広くて、いろいろなものが展⽰され
ていました。縮⼩模型もイロイロあって、戦時中のもの、1964年のオリンピックのもの、それにコナンにでてくる博⼠の超⾼級⾞まで~お⽗さんはとても物知りなので、たく
さん解説をしてもらいました。今⽇はたくさんのことを学べたなって感じ~

    歩きながら⽇中関係のこともたくさん話しました。今、中国でも騒がれている⿂釣島のことも。お⽗さんが、⽇本は今、冷静そうにみえるけれど、いろいろなところでその
反動もでてきているから、気を付けるようにって⾔ってくれました。⿂釣島に関して、私たちは騒いでもいませんし、なにもタブーもありません。お⽗さんは、⽣まれる場所も
国籍も⾃分では選べない、⽇中間のイザコザは、誰にとっても良いことなんてないのにねって⾔っていました。……⽇本に来る前は、この事に関して⼼配もあったけれど、その
不安な気持ちもだんだんなくなってきましたよ。家族も友達もみんな親切にしてくれるし、政治の問題が⼈のやさしい⼼まで変えちゃうことはないんですね~

   （えーと、ついでに⼼連⼼の先⽣に質問です。もうすぐバトミントン部に⼊部する予定なんですが、ウエアやラケットは⾃分で⽤意するよう学校の先⽣に⾔われています。こ
れって、基⾦が出してくれる費⽤になるんでしょうか︖よろしくお願いします~）

楊 賛さんの⽇記



9⽉20⽇

2012.09.20

    今⽇から正式にバトミントン部に⼊部。これからは毎週⽊曜⽇、三時間の練習が始まるんだ︕︕ちゃんと続けられるかまだわからないけれど、がんばるぞ︕せっかく⽇本に
来たんだから、体験したことのないことにチャレンジしなきゃ︕

    来週は⽂化祭、そして来⽉には中間テスト。……それにスピーチコンテストもあるみたいだし。。やることはたくさん︕がんばるぞ~~

楊 賛さんの⽇記



9⽉19⽇

2012.09.20

   昨⽇、部屋がかわったんだ。アメリカ⼈のお兄ちゃんが帰国したからね。だから今は私がその部屋を使っているんだ~

    今⽇は⼤東の50周年記念式典。朝、学校の友達と板橋区役所前のバス停で待ち合わせをして⼀緒に会場へ~

    会の前半は来賓のあいさつ。内容はよく覚えていないけれどね。……それからいろいろなプログラム~すばらしかったよ︕︕まずは三年⽣の先輩たちのダンス、それから各部
のメンバーによるお芝居、そして⼤東ＯＢの⾳楽家による歌も。最後の曲は新しい校歌。⾳楽家が作曲をして、三年の在校⽣が歌詞を書いたんだよ~⼤東って⼈材の宝庫だ
ね︕︕

    式典が終わって帰るとき、学校の友達とマックによったんだ。これが⽇本に来てから始めての友達とのご飯だ~うれしいな~

    午後は、家に帰ってからお⽗さんとお⺟さんと⼀緒に⽇本の伝統⽂化の展覧会に⾏ってきたんだ。場所は⽇本橋の三越デパート。いろいろな陶器や⾦属製品、着物、どれも
現代⼯藝家による⼿作り。すごくカッコイイ︕でも撮影禁⽌だったから写真はナシなの……

楊 賛さんの⽇記



9⽉23⽇

2012.09.23

    今⽇の午前中は、バドミントン部の特別練習にでてきたよ。朝８時から始まって午後の１時まで。……もうダメ……こんなに⻑い時間練習したのは初めて。家に帰ったのは
２時半。しかも今⽇は⼟砂降りの⾬だったから、スカートもグッショリになっちゃった。

    家に帰ってから、みんなでパンを作ったんだ~中国にいたときもお⺟さんの⼿作りパンをよく⾷べていたけれど、パン作り機をつかっていたから、すごく簡単だったん
だ。……でもこの家では全部⼿作り。しかも調味料もいろいろ使っているんだよ。……

   ⼆⽇間⾬が続いて、急に涼しくなったね。やっと猛暑が終わったよ~

楊 賛さんの⽇記



9⽉22⽇

2012.09.23

明⽇は朝からバドミントン部の練習だ。がんばるぞ︕

今⽇はお⽗さん、お⺟さんとまきお姉さんの彼⽒さんといっしょに銀座に⾏ってきたよ~

銀座はもともと、⾼級ショッピング街だったけれど、今はguのような、ファストファッションの店もできて、中国で買うよりも安いお店もたくさんあるんだよ。お姉さんが、
せっかく東京にきたんだから、もっとオシャレをしなくちゃねって、いろいろな服をすすめてくれたの。どれも今までは着たことがないような服ばかり。今のままの⾃分にも不
満はないけれど、チャンスがあれば、新しいイメージにチャレンジしてみてもいいよね~

それから、みきおねえさんと彼⽒さんに合流して、今度は⼀緒にappleショップへ。この銀座のお店が
 ⽇本のappleショップの⼀号店なんですって。お⽗さんが、電化製品は秋葉原が⼀番有名だけれど、apple製品だったらやっぱり銀座だねって。iphone5が販売したばかりだった

ので、appleショップの中は⿊⼭の⼈だかり。……お店の外にも50mちかくもの⼤⾏列が。みんなこの最新機器を買いたい⼈たち。……私は２階でipodとipadをみていたら、店
員さんがいろいろ解説をしてくれたけど、しばらく話てからやっと、私たちが中国⼈だって気がついたんだ。……そうしたらすぐに中国語で話し始めてくれたの。……店員さん
は今の私の状況をきいて、ipadの最新モデル32Gをすすめてくれた。お値段は50000円ちょっと。⾼いなあ……最後にこの⼈の連絡先を教えてくれて、もし購⼊するなら、どう
ぞご連絡を、使い⽅も教えますよって~うーん、いろいろ勉強になりました~

お昼ご飯を⾷べてから、東京駅へ。今はまだ⼯事中。外観はすごく古めかしいデザインでとてもきれいだったよ。もうすぐ⼯事も終わるそうで、クリスマスにはライトアップさ
れた東京駅がみられるといいなあ~

それからまた秋葉原へ。電化製品がたくさんありすぎて、どれがいいのかわからないよ~appleのカウンターには、ここでもたくさんの⼈だかりが。Appleの影響⼒って、本当に
スゴイねェ~

楊 賛さんの⽇記



9⽉24⽇

2012.09.24

今⽇やっと全部の教科書と体操着を受け取れた。……

持って帰るのが重かった。。荷物がみっつも。その三つの荷物を背負って⾃転⾞にのっただなんて、⾃分ってスゴイ~~ハハ。でもいっぺんに持って帰れば後がラクだもんね~
よかったあ~

楊 賛さんの⽇記



9⽉28⽇

2012.09.28

⽇本に来てから、今⽇でまるまる⼀ヵ⽉だ。

今⽇は⽂化祭の準備⽇。まる⼀⽇使って全校⽣徒みんなで⽂化祭の準備をするの~うちのクラスは迷路の中で⽔鉄砲を使ってゾンビを倒すアトラクションを作ったんだ。朝の8
時半から作業を初めて夜の7時半までかかったよ~段ボール箱と⿊いビニール袋を使って迷路を作って、ポスターを描いて、あらゆる⼿段を使って教室の中を出来る限り暗くし
て……すごい疲れたけど、でもみんなと⼀緒におしゃべりしながら作業するっていうのはほんとすごい楽しかった︕︕いつもはあまりしゃべったことのないクラスメイトとも⼀
気に仲良くなれたし、なんだか本当にこのクラスの中に溶け込めたような感じがしたよ︕︕

まだ作業が終わってないところがあるから、明⽇の朝も早めに学校に⾏って準備しなきゃいけないんだ。みんなから、楊賛ちゃんは遅れてきても⼤丈夫だからねって⾔ってもら
えたんだけど、でもこれが⽣まれて初めての⽂化祭だからさ、わたしもみんなと⼀緒に頑張りたいんだ~だってわたしも1－8の⼀員なんだから~

 明⽇からいよいよ⽂化祭だ。すっごいすっごい楽しみ。どうか成功しますように︕

楊 賛さんの⽇記



⽂化祭

2012.10.01

⼆⽇間の⽂化祭が終わった。うちのクラスは特進なので、17⼈しかいない。仕事が多くて、みんな結構忙しかった。

私はもともとクラスの受付だったけど、⼈数が⾜りなくて、ゾンビをやったり、受付をやったり、また学校の受付にも⼿伝ったりして、めっちゃ忙しかった。いろいろ回したか
ったけど、結局２－９のおば屋敷と3年⽣の⾷売り場しか⾏けなかった。⼈⽣初めての⽂化祭なのに、ちょっと残念だったけど、クラスのために頑張るのもいい体験だった。

今⽇、ホームステイの家族もうちのクラスに来て、お⺟さんとお姉さんは怖かったで超⾯⽩かったって⾔った︕やった︕︕

⽂化祭でクラスメートと仲良し友達になった。夜遅くまで迷路を作ったり、朝5時に起きて開店準備をしたり、⼤きい声で客寄せしたり、ゾンビの役したりして、ずっと仕事し
て疲れたけど、ちょう楽しかった。

⽂化祭終わった後もいっしょにご飯を⾷べに⾏って、いっぱい話した。今⽇は台⾵で⾬降ったので、早めに帰った。でも、実は友達ともうちょっと話したかった。

ここに来て、⼀ヶ⽉になった。毎⽇授業や部活で忙しくて、こっちのことを考えるだけで疲れて、中国のことを考える暇がぜんぜんない。まあ、これもいいことだと思う。⽇本
にいる時は⽇本のことに集中したほうがいい〜

ｐｓ⽂化祭でのスピーチは成功だった︕

ダンスと軽⾳部のライブはすごかった︕︕

三年⽣が作った⾷べ物は⾼かったけど、おいしかった︕ 

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



10⽉1⽇

2012.10.01

今⽇は東京都⺠の⽇なので学校はお休み。なな、マッキーと⼀緒に葛⻄⽔族館に⾏ってきたよ。チケット代は、本当は700円するんだけど、祝⽇の特定⽇なので今⽇はなんとタ
ダ︕︕︕︕︕学校の友達との初お出かけ。意外にも、ななとマッキーも葛⻄に⾏くのは初めてなんだって。東京に住んでいるのにね。……この年になっても⽔族館に⾏きたいな
んて⾔うのは私みたいな⼈ぐらいなのかもね~でも超ウレシイよ~みんなの私服姿もみられたしね~

そのあとはななと池袋へ。お昼はサイゼリヤで⾷べたんだよ。ここって安いね。午後はプリクラを撮って、カラオケに⾏って、全部初めての体験︕⽇本のプリクラって中国のと
は全然違っていたよ︕

楊 賛さんの⽇記



10⽉6⽇

2012.10.06

最近忙しくて、⽇記を書く暇もなかった。。

今⽇は⼟曜⽇で授業は半⽇のみ。午後は部活。初めて⼟曜⽇の部活に参加したよ〜。まずは体育館で20分間⾛り込み。次は腕⽴てなどの基礎訓練。前は⾛るのが⼤嫌いだった
けど、今⽇気付いたよ。全ての練習の中で、⾛るのが⼀番楽だってことに……（笑）ちょっと速めかなと思うスピードで20分⾛ってもあまり疲れなかったし、2⽉のマラソン⼤
会は期待できそう︕︕

もうすぐ中間試験だ。来週は撮影もあるし、頑張ろう︕

あ……明⽇も4時間の部活動があるんだ。あまり⾏きたくないけど、⼊部するって決めたのだから出来る限り積極的に参加しないとね︕頑張るぞ︕

Ps 最近クラスで体調を崩す⼦がたくさんいるんだ。今⽇も3⼈が体調不良で⽋席。以前は、⽇本の学⽣は毎⽇部活をやっているから、ものすごく健康体なのだと思っていたけ
ど、皆が皆そうではないんだね……私もしっかり体を鍛えないと︕

楊 賛さんの⽇記



10⽉15⽇

2012.10.15

先週はテスト勉強に、撮影まであったので、⽇記が書けなかったよ。だからまずは先週のことを簡単に書いておくね。

三⽇かかって、撮影が終了︔

驚異の1000単語暗記……︔

⾔っていることが、ぜーんぶわかる物理は本当に楽しいよ~。

今はみんなも中間テストに向けて勉強中。今⽇の放課後、クラスメートと数学の勉強をしていたら、クラスの成績がいい⼈達って、数学の公式を暗記して、どうしてその公式が
導き出されるか、その過程は理解できていないって気づいたの。だからちょっとひねった問題が出るとお⼿上げになっちゃう。……数学の授業を思い返すと、先⽣の話はすごく
⾯⽩いし、話し⽅もはっきりしているけれど、例題を出した後は、すぐにその答えを⿊板に書いてしまう。はやすぎて、問題すらまだよみおわっていない⼈もいるのに、機械的
に答えを書き写すだけ。私は中国にいたときに習った内容だから、なんとかふりかえって考えられるけれど、クラスのみんなにとっては初めてのものだから、あれじゃあ、はや
すぎるよね。……

⽔曜⽇は中間試験だ。がんばるぞ︕

楊 賛さんの⽇記



10⽉22⽇

2012.10.22

  もうすぐバドミントン部の新⼈戦がはじまる。私も新⼈だけれど、申込期間がとっくに過ぎてしまっているので、試合には参加できないんだ。……ふだんは⽇曜⽇の練習はな
いんだけれど、試合に向けて⽇曜⽇に特訓が。训̶̶４時間︕︕昨⽇は午後１時から５時過ぎまで練習で、今朝起きたら全⾝がガタガタ。今⽇も３時間の練習があったよ。……
クタクタになるし、うまくできるわけでもないけれど、なんかこんな毎⽇もいいなって思えるようになってきたみたい。いつかは“思いっきり打ち返せる”⽇が、本当に来ればい
いなって思いが、どんどん強くなってきている。完璧なスマッシュが決まる瞬間の感覚ってどんなんだろう。……

  本物の⻘春って、やっぱり流れる汗ナシにはありえないんだね。

楊 賛さんの⽇記



10⽉24⽇

2012.10.24

明⽇は模試だ、国語勉強してないけど、みんなと⼀緒に受ける。0点取ったらマジ困るよ。でも、とにかく頑張ろう。

中間の成績はもう全部出た。数A 96点、数1 100点、数2 91点、物理 94点、化学95点、英１はもともと⾚点かもしれないと思ったけど、意外によくて、71点だった、で
も、やっぱり英語はもっと頑張らなきゃ︕

お⺟さんが毎週英会話の授業を受けている、もう10年以上続けていて、本当にすごいと思う。私は何をやってもいつも中途半端で、ピアノとかバイオリンとか、練習が⾯倒く
さいと思って、ちゃんとできなかった。⽇記も毎⽇書くと思ったけど、気分によって書いたり書かなかったりして。。。お⺟さんのように、着物の学校を通うとか、英会話をや
るとか、やりがいがあることを何年も続けたい。

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



10⽉26⽇

2012.10.26

  模試終わったぁ。今⽇はなんでかすごい疲れててさ。昨⽇部活で練習しすぎたせいで肩も痛いし。でも明⽇はやっとお休みなんだ。週末に2⽇続けてお休みっていうのも久し
ぶりだなぁ。

楊 賛さんの⽇記



10⽉27⽇

2012.10.27

朝8時まで寝て、のんびり朝ごはんを⾷べた。その後勉強をして、10時半に家を出て外をぶらぶら。百均で買い物をした。⼀時半にお⽗さん帰宅。⼀緒に⾃転⾞でお昼ご飯を⾷
べに⾏った。4時、電⾞に乗って神⽥の古本まつりへ。全部割引。100円で1260円の本が買えて、CDまで付いてくる︕最⾼〜

古本まつりの近くには、スキー⽤品店や楽器店がたくさんあるんだ。初めてこんなにたくさんのスキー⽤品やギターを⾒て、⼤興奮︕⾼くて買えないけど、⾒ているだけで楽し
かった︕

今⽇、中国から⼿紙が届いたよ。来るのは分かっていたけど、実際に⼿元に届くとすごく嬉しいね。QQやミニブログで繋がってはいるけど、⾃分へ宛てられた⼿紙って、やっ
ぱり特別……パソコンの画⾯に表⽰される⽂字は、やっぱり⼿書きの⽂字にはかなわないよ︕中国に、ずっと私のことを想ってくれている⼈がいる。だからこそ、⼀秒も無駄に
せずに努⼒しなければ。⾃分と、⾃分を想ってくれている家族や友達を裏切っちゃいけない。私もしっかり返事書くからね〜。⼀緒に頑張ろう︕

楊 賛さんの⽇記



10⽉31⽇

2012.10.31

今⽇はハロウィーンだ〜クラスメートからたくさんのお菓⼦をもらって、うれしい︕みんな happy halloween~

きのうはテレビで⽕曜曲ライブの⽣放送を⾒た。お⺟さんが⼭ｐ好きだから、⼭ｐが出るまでずっと待てた。毎週の⽇曜⽇も⼀緒にmonstersを⾒ている。なんか知らないうち
に私も⼭pのこと好きになってきた。今回のドラマで、⼭pは普通のイメージとずいぶん違う役をした。ちょっと変だけど、⼀⽣懸命やってることは分かる。まあ、⼈間は何を
しても、⼀⽣懸命やることは⼀番⼤切だ。

最近、クラスでの恋話また盛んになってきた。彼⽒できたとか、いやな⼈に告⽩されたとか、いろいろある。まあ、これも⻘春だね〜笑〜

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



10⽉28⽇

2012.11.01

28⽇の⽇記アップしてないよね。……

今⽇は⼭登りのはずだったけれど、⾬になっちゃったので千葉県の体験博物館に⾏くことに。⾞で約１時間、午後１時にやっと⽬的地に到着。

博物館って⾔っても、実は広い公園なんだ。公園内には⽊でできた昔の建物があって、いろいろな体験活動ができるの。お姉さんと⼀緒に畳やはがきを作って、茶道や⼤根の収
穫、イモ堀もやったよ。

はがき作りはあまりうまくできなかった。紙から作ったんだけれど、ワクを⽔にひたして紙になる繊維を１層ずつ漉いていく作業を４回繰り返すの。こうしないと紙が均等に平
らにならないので。それからやっと８回も漉いたところで、⼿が滑ってうっかりワクごと⽔の中に落としちゃったんだ。……でも最後には完成したけれどね。苦労してやっとで
きた作品だもん、すごくうれしいよ~ついにDIYの楽しさを実体験~

茶道のお菓⼦もおいしかったよ。あんなに⼤きな和菓⼦を⾒たのは初めて。でも正座ってすごく疲れる。……⾃分でお茶をたてる⼿順ってややこしいけれど、おもしろいよね。
学校の茶道部に⼊るんだっていう気持ちが、ますます強くなってきたぞ︕︕

 

楊 賛さんの⽇記



11⽉1⽇

2012.11.01

10⽉を振り返る

⽇本に来てもう⼆ヶ⽉になった。

９⽉は来たばかりのところで、まだいろんなことが新鮮で、毎⽇不安と期待を抱えて⽣活を送っていた。部活、⽂化祭でだんだん学校に慣れてきて、友達もたくさんできて、少
し安⼼した。

10⽉の時はもうほとんど⽇本の⾼校⽣と同じくなったと思う。とても忙しい⼀ヶ⽉だった。⼼連⼼の撮影、中間テスト、模試、また部活も週に5回やってた。。。まずは⼼連⼼
の先⽣が撮影してくれてありがとうごぞいます、お疲れ様です︕

先⽉から、お⺟さんといっしょにテレビドラマを⾒始めた。なんか今部活やったり、ゆくり⾷事したり、テレビ⾒たり、勉強したりして、毎⽇いろんなことをしていても、ちゃ
んと⾃分のリズムを持つようになった。計画を⽴てるとか、時間割表を⾒て予習したりするとか、やることは⼿帳に書くとか、もうそんなに慌ててしなくても間に合う気がす
る。よかったね、私も成⻑したね〜

11⽉も頑張ろう︕

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



11⽉3⽇

2012.11.03

今⽇は⼀⼈で早稲⽥祭に⾏った。朝9時ごろ家に出て、都電で50分ぐらいかかって、10時半ごろ早稲⽥に着いた。朝からもう⼈いっぱいだった。まずはオープンダンスを⾒た。
それからパンフレットを持って、⾒に⾏きたい所をいろいろ回した。（昨⽇も今⽇のため、早稲⽥のホームページでたくさん調べて、⾒たいところは全部メモした〜）

猫の写真の展覧会、ベトナム教育⽀援の展⽰会、⾃制映画、マッサージ、、いろんな⾯⽩いところがあったんだけど、⼀番好きなのはやっぱりダンスとバンドだった。中国にい
た時⾒たバンド、⼤東⽂化祭の時のバンドもすごいと思うけど、やっぱり⼤学の⽅がもっとすばらしいと思う。設備もいいし、メンバーも腕がいい、みんなすごく盛り上がって
たよ〜

また、稻穗時代って⾔うダンスのチームは超⾯⽩かった︕韓国の少⼥時代のまねをして、全部男⼦だけど、スカートをはいて「Gee」を踊った。。。

午後3時ごろ家に帰って、お⽗さんとお⺟さんと芸術のお祭りみたいのところに⾏った。そこもすごかったよ。伝統的、現代的、いろんなのがあった。あるおじさんたちのバン
ドはすばらしかったよ︕ボーカルはいなくて、歌詞のない歌だったけど、すごくきれいだったよ︕それは本当のプロだ︕芸術には国境線がない〜

 

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



11⽉4⽇

2012.11.04

今⽇はまた4時間の特訓だった。マジ疲れたよ。。。最近ぜんぜん休んでない、学校や部活がなくても、出かけるとか予定いっぱいある。中国にいた時は勉強に疲れて、いつも
どこか⾏きたいなあと思った。今はいつもお出かけで、逆にいつもゆっくり家で休みたいなあと思ってる。なかなかバランス取れないね。でも、せっかく⽇本に来たから、ちゃ
んと今の時間を利⽤しなきゃ︕私は別に毎⽇家で休むために来たわけじゃないし、学校とか部活とかお出かけとかに疲れても、それらを⽬的だと思って、頑張っていこう︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



みんなありがとう︕

2012.11.09

私のビデオ出た︕︕

なんか太ってる。。

やっぱり普通のビデオと違うね︕︕すごい︕

⼼連⼼の先⽣、カメラマン、ありがとうございました︕お疲れ様︕

⾃分が⾔ったように、もっと⽇本のことを体験して、頑張っていこう︕

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



11⽉17⽇

2012.11.18

⼆週間ぶりの⽇記。毎⽇普通の⽣活をしているのだけど、忙しくてネットをする時間もなくて。⽇記を書くのは少し難しいんだ……今後はできるだけ毎週⼀週間の出来事を書き
にくるね。

先週末に⽇産クルマ未来祭へ⾏った。⽇産のテクニカルセンターは⼭の中にあるから、展覧会だけじゃなくて、紅葉の景⾊も⾒ることができたよ。時間が⾜りなくて、⼀番⾒た
かった衝突実験は⾒れなかったのだけど、⾞の設計から出来上がりまでの細かい⼯程を⾒て、とても勉強になった。良い⾞というのは、デザインがだけじゃなくて機能も優れて
いるんだね〜

今⽇の部活は基礎体⼒訓練。全⼒ダッシュだけでも何回やったことか。疲れた……でも楽しかったな。特に皆の声援が聞こえた時は。バドミントン、これからも頑張ろう︕

家に帰ってから渋⾕に⾏った。お姉ちゃん達と映画を⾒たんだ。中国の映画。広東語だったから、字幕を⾒ないと分からなかったけど。でもあったかいお話だったな。

渋⾕は良い所だね。何でもある。109に電気屋さんにカラオケ……次の機会には、ゆっくり⾒て周りたいなあ〜

家に着いた時にはもう11時。⼀⽇中動き回って疲れたけど、こういう充実した⽣活がとても好き︕明⽇はカナダの友達と池袋に⾏くんだ〜。楽しみ︕

楊 賛さんの⽇記



11⽉22⽇ thanks giving day

2012.11.22

  今⽇は感謝の⽇。ここのところずっと⿓井の《感謝》って歌を聴いてて、ほんとに⾊んなことを考えさせられた。なので、今⽇の⽇記ではこの歌の歌詞を引⽤して、いつも⼀
緒にいてくれるみんなや、励まして⽀えてくれる全ての⼈︔そしてわたしを成⻑させてくれた出来事の全てに感謝の気持ちを伝えたいと思います……thanks for everything

 

感谢我的⽗⺟他们对我的关爱
每分每⼀秒对我包容的⼼态
感谢他们对我⽆微不⾄的培养
让快乐与温馨陪伴我的成长

我感谢我的⽼师对我的教导
感谢他们教我⼈⽣怎样去起跑
感谢他们传授的知识与⽂化
让我能在社会中⽣根与发芽

我感谢我的朋友他们对我的帮助
感谢他们在我困苦时贴⼼的关注
感谢他们永远会站在我的⾝边
⽤友谊去撑起那共同的明天

 I wanna thank you hey.. wanna thank you hey ..
 我感谢每个夜晚给我疲惫后的依靠

我感谢每个清晨更加新的开始祷告
我感谢每次失败让我品尝苦⼝的良药
我感谢每次成功让我看到⾃⼰的微笑
要感谢些欺骗让我增进了⼀些见识
要感谢那些虚伪也就是证明了我的价值
要感谢那些伤害也就是磨练了我的⼼志
要感谢那些烦恼也就是⼀把向前的钥匙
要感谢那些拍我的朋增强我的意志
要感谢那些⾯试意味着激发了我的⽃志
要感谢那些欲望让我认知换来的痛苦
要感谢那些挫折让我明⽩做事需要态度
要感谢那些压⼒让我精⼒充沛有的忙碌
要感谢那些恐惧让我学会了⾯对危险
要感谢那些胆⼩明⽩凡事都有深浅

 I wanna thank you hey.. wanna thank you hey ..
 

感谢我住过的胡同那间不⼤的平⽅

褪⾊的墙壁还有⽊制的房梁

⽼旧家具怀抱中我不停的成长

现在已经拥有了结实的臂膀

感谢我和发⼩曾经战⽃过的球场

⽣锈的篮筐以及残缺的拦⽹

⽔泥地上奔跑⼀起笑对着⼣阳

这份友谊他⼀直在我的⾝旁

感谢我曾呆过的每⼀间教室

黑板和粉笔⼀周⼀次的值⽇

同样的讲台学着不⼀样的知识

虽然已经离开回忆 从此开始
 

I wanna thank you hey.. wanna thank you hey ..

楊 賛さんの⽇記



。。。。たぶん これくらいかな



11⽉25⽇

2012.11.25

先週の⽇曜⽇、カナダの友達と池袋に⾏って、すごく楽しかった︕

今週は忙しくて、ほとんど休まなかった。⾦曜⽇は勤労感謝の⽇だったけど、先⽣に誘われて、千葉国際⾼等学校に⽇本⾼校⽣の中国語スピーチコンテストを⾒に⾏った。⼀⼈
で⾏ったから、道が分からなくて、またその⽇は⾬だったし、⾏くのにすごく⼤変だった。でも、やっと時間どおりに着いて、よかった〜

スピーチを聞いて、⽇本⼈が中国語を勉強している姿を⾒て、みんなのことすごいと思う。中国を⼀⽣懸命勉強している⼈もこんなにいるんだ。⽇本語のスピーチコンテストも
あるから、私ももっと頑張らなきゃ︕

⼟曜⽇の午後は学校で職業紹介会を聞いた。みんなは希望によって参加していた紹介会は違って、私は会計⼠の森さんの職業紹介会に⾏った。私は将来お医者さんになりたいか
ら、会計⼠とあまり関係ないけど。以前あまり知らなかった職業についてもっと深く分かるようになって、すごく勉強になったと思う。また、講座の後半に紹介された⽬標によ
って、今の⾃分にできることを逆算して考えるとか、どうやってもっと効率的に勉強できるとか、⽬標の⾒直し⽅とかも、すごくすばらしかったと思う。やっぱり、⽣きる意
味、葉働く意味、学ぶ意味は⾃分⾃⾝で⾒つかなきゃ︕これからも⽬標を持って、頑張っていこう︕

今⽇の午後は12︓30から4︓30まで、四時間のバドの練習だった。もともとは⾏きたくなかったけど、バドの「⻤ごっこ」もやって、ゲームもやって、意外に楽しかった。四
時間の練習は知らないうちに終わった。初めてのゲームはあまりできてなかったけど、⾃分が前より上⼿になった気がする。よかった︕バド部に⼊ってから、あまりよくないこ
ともあったけど、やっぱり楽しい時はあるから、⾟くても続けようと思う〜頑張れ︕

来週は期末テスト前⼀週間だ、勉強のほうももっと頑張らなきゃ︕

PS 最近物理超好きだけどさあ〜

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



12⽉7⽇

2012.12.07

今⽇でようやく期末試験が終わったよ~でも冬休みはまだまだ先……来週からは補習が始まるんだ。補習をこんなに楽しみだと思ったのは今回が初めてかも。きっといい経験に
なるだろうな~また物理の授業にも出れるし。嬉しい~

そういえば友達が今度オーストラリアに1年間留学に⾏くんだって。1⽉に出発するらしいから、わたしが中国に帰るまでにはもう会えないってことだよね。その友達とはすご
い仲が良くてね、前も⼀緒に出かけたりしたんだ。ほんとはこの11ヶ⽉でもっとたくさん素敵な思い出を作っていけるって思っていたのに、まさかこんなに早く別れが来てし
まうなんて。ホストマザーは、出会いがあればいつかきっと別れは来るって⾔っていた。わたしたちはそれぞれに進むべき道がある。別れが来るのも、仕⽅のないことなんだ。
ただ互いの健闘を祈るしかない。

 ⼀緒の部活だったカナダ⼈の⼥の⼦も1⽉には帰国するから、最近はずっと⼀緒にディズニーに⾏く計画を話し合ってるの。でも補習もあるし部活もあるから、丸々1⽇空いて
るって⽇がほとんどないんだよね。それでも、彼⼥が帰るまでに⼀回は⼀緒に思い切り遊びたいな~

最近skypeで友達とおしゃべりするようになったんだ。初めてのskypeは⽇本の友達とだったんだけど、⾃分でもなんだか今までとは違った感じがしたよ。これからは他の国の
友達ともネット上で映像通話できるようになるかと思うと、なんだかわくわくしちゃうね~

楊 賛さんの⽇記



横浜〜

2012.12.09

今⽇は家族と⼀緒に電⾞で横浜に⾏った〜

午前9時半出発、東京駅で乗り換えて、10時半ごろ元町に着いた。

それからみんなゆっくり歩きながら、いろんな洋服屋さんをみた。

12時ごろ、カフェテラを飲んで、店の中で少し休憩して、中華街に⾏った。

中華街は⼈いっぱいだった︕あちこち⼩笼包や⽣煎包を持って⾷べてる⼈が⾒える。私たちも⽣煎包を⾷べた〜中国⼈なのに、それを⾷べるのが初めてだった︕けっこうおいし
かったのよ︕

台湾料理、広東料理、四川料理、北京料理。。。。そんなに違うところの料理屋が並んでるのははじめて⾒た、本当にすごい︕でも、値段は中国よりずっと⾼くて、⼗倍ぐらい
のもあった︕中華料理をやってる中国⼈はきっと儲けるでしょ〜（笑）

パンだのカップ、パンだのタオル、パンダのお菓⼦、パンだのおもちゃ。。。お⼟産屋にはパンダいっぱいだった。外国⼈が中国に対する⼀番のイメージはたぶんパンダだよね
〜

でっかい⾁まんも⾷べた〜お⽗さんが買ってくれたの〜お⽗さん優しいね〜

２時半ぐらい昼ごはんを⾷べに⾏った。古いカツ丼屋だった。すげぇおいしかったよ︕晩ご飯いらないほどおなかいっぱいになった〜

帰りの時、⽂房具屋を寄って、私はシャーペンを買った。⽇本に来てもう4本のシャーペン壊れた。原因はその中国製の芯。。。今⽇は三菱のシャーペンと芯を買って、たぶん
これから安⼼に勉強できる〜よかった︕ちょっと⾼かったけど、ちゃんとしてるいいものだからさあ〜

今⽇は新しいブーツを履いて、すごく気持ちよく歩いてた。それにいい天気だったし、おいしいものを⾷べたし、いい⽂房具を買ったし〜本当にいいことばっかりだった。

今夜また⼭pのドラマがある︕最⾼の⼀⽇だった︕よし︕これで明⽇からもまた頑張れる〜

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



12⽉11⽇

2012.12.11

今⽇忘れ物いっぱいだった。。。

携帯も忘れて、スイカも忘れた。。もともと最悪の⼀⽇だと思ったけど、いいこともたくさんあった。

午後は友達とサイゼリヤで昼ごはんを⾷べて、いっぱい話してた。

また年賀状⾃分で設計したから、今⽇はみんなにメールして、住所を聞いて、後でみんなに年賀状を出そうと思う。

⼀番好きな先⽣の住所ももらったのよ︕

明⽇はいよいよ部活だ〜最近はずっと⽤事があって、もう三⽇間連続で部活いけなかった、ちょっと楽しみ︕頑張るぞ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



Disney Sea

2012.12.21

⽇記を書くのはひさしぶり。

昨⽇は⽇本⼈の友達と、カナダ⼈の友達の三⼈でいっしょにDisney seaに⾏ったんだ︕︕朝8時、オープン前からゲートに並び始めたんだけど、もう⾏列の後ろのほう。9時、
オープンと同時にみんな⼀⻫に場内へ。みんな⾛っていて、私たちも負けずにダッシュ。だって前の⽇にネットで調べてプランはいろいろ考えていたんだ。だからイチバンのお
⽬当てtower of terrorへ⼀直線。Disney seaで⼀番怖いアトラクションなんだって。。タワーオブテラーのFPをとろうと思っていたんだけど、待ち時間が20分だけとの表⽰を
⾒たので、そのまま並んだ。本当に怖かったよ。まず最⾼地点まで急上昇して、そこからちょっとだけDisneyの敷地全体がみえた、と思った瞬間、急降下。そして急にストッ
プして、また上昇。……撮られた⾃分の写真を出た所でみたら、ヒドイ顔~でも最⾼に楽しかった︕

それからIndiana JonesのFPをゲットしてからRaging Spiritsに並んだ。Raging Spiritsとは360度まわるジェットコースターで、初めてしっかり⽬を開けて乗ったんだ。もう
360度ループを存分に体験したよ。そんなに怖くないはずだけど、私はずっと叫んじゃった。普段、こんなに⼤声を出すことってないから、いいストレス解消だった~笑~

Indiana Jonesの時間が来たので、私たち三⼈はずらっと並ぶ⼈たちを横⽬に、颯爽とＦＰを⼿に中へ。このアトラクションはそんなに衝撃がかかることはなかったけれど、中
はまるでアドベンチャ―の世界。おもしろかった~モチロン、私はずっと叫んでたけど~ハハ~きっと私の後の⼈たちは、私の叫び声のせいで、もっと怖かったかな~笑~

それからMermaid Lagoonへ。ここはマーメイドの海底世界。みっつの⾯⽩いアトランションに乗ったよ。みんなちょっと疲れちゃったので、今度はThe Whirlpool ，
Blowfish Balloon Raceへ。ここで⼀休み。ちょうどマーメイドshowの時間になったので、ショーを観ることに。Ariel's Greeting Grotto って、最⾼︕︕⼈⿂姫のお話を題材
にして内容を少し変えたストーリーで、本当の⼈が、童話のマーメイドプリンセスさながらに美しく演じて、ワイヤーで空中を⾶びながら歌うんだ。それからいろいろなお⿂や
魔⼥も……もう感動しちゃって、この気持ちをどう⾔葉で表現したらいいのかわからない。もし、みんなもディズニーシ―に⾏く機会があったら、絶対にコレは観なきゃ︕

それからまた別のFPを取りに。今回はJourney to the Center of the EarthのFPを。2時から3時の間のＦＰだったので、まだ時間の余裕があったので、あたりをぶらぶらと。
ちょうどそばに20,000 Leagues Under the Seaがあったんだ。しかも普段はスゴイ⾏列のはずなのに、このときは待ち時間がたったの5分钟︕︕︕︕もうソク乗っちゃった。
これは⾃分たちで観点探検に出かけるアトラクションで、はじめはスクリーンに海底の⾵景が映るのかなって思っていたら、リアルなオブジェの間を通っていくの~ワア~おも
しろい︕どおりでこれのFPがないはずだよね……でもどうしてこの時はこんなに⼈がいなかったのかな︖きっとみんなご飯を⾷べに⾏ってたんだよね。ラッキー︕

それからArabian Coastへ。ここではカレー味のポップコーンを売ってるんだ。ひとつ300円。⽇本⼈の友達も、この味は⾷べたことがないんだって。三⼈で⼀つ買ってみんな
で⼀緒に⾷べたよ。カレー味のポップコーンて、なんかヘンなカンジ~その時⽬に⼊ってきたのがThe Magic Lamp Theater3Dのステージの待ち時間が15分って表⽰。今⽇の
Disneyはどうしちゃったのかな。いつもは超⼈気のFPアトラクションもどれも空いていて。……またみんなですぐに⼊っていったよ~この3D、ホント、おかしかったよ。ラン
プの精がおかしくて~

そこをでたら、そばのメリーゴーランドのCaravan Carouselも空いていたので、まだFPの時間にも余裕があったので、またこれに乗って。⼩さい頃はメリーゴーランドに乗っ
たら、ずっと降りなかったっけ。懐かしい思い出だな~

湖で⾏われたshowも観たよ。カッコいい船や、豪華な船、Disneyのいろいろなキャラクター、⾳楽、ダンス、噴⽔、花⽕……すごい迫⼒︕こんなに感動したのは初めて。特に
キャラクターがこっちにむかって微笑みながら⼿をふってくれたときなんて、もう本当に童話の世界の中に⾃分がいるみたいな気分に。いや~癒されるなあ~Disneyのキャスト
さんたちって、いつでも笑顔で、⾃分あっちの仕事にも熱⼼で、すべてのお客さんたちに優しく接してくれる。なんだかここって、ただ刺激的で、キャーキャー叫んでいるだけ
の場所じゃないんだなって思ったよ。なんだか懐かしい気分にされて、もちろん私が来たのは今⽇が初めてだけど、まるで⾃分の家に帰ってきたみたい。ホッとしてなんか安⼼
しちゃう。Disneyは世界中の美しいもの、いいもの、友情や勇気、積極性なんかがすべて集まっている場所だね。……これは夢で、友情の場所、これがDisneyがずっと愛され
ている理由なのかな。

Journey to the Center of the Earthの時間が来た。パークの中⼼にそびえたつ⼤⽕⼭で、ずっと⽕⼝から噴煙をあげている。とおくからでも叫び声が聞こえてくるよ。ちょっ
と怖いけれど、やっぱり乗ってみることに。……私が感想を⾔うよりも、実際に乗ってみて。なんちゃって。でも最前列が⼀番怖そう。なのに最前列になっちゃって。……はじ
めは⽕⼭の中を⾛っていてもそんなに怖くなかったのに、ダイジョウブソウ、なんて思ったとたん、急加速&急上昇。先のほうに光の⼀点が⾒えると思ったら、その光の中に猛
突進︕︕︕この瞬間が本当に怖かった︕︕︕しかも最前列で︕︕︕

カナダ⼈の友達がもう⼀度tower of terrorに乗りたいというので、またFPを取りに⾏ったけど、もう夜の9時から10時までの分しかなかった。でも夜景が⾒られたよ~

新アトラクションのToy Story Maniaやっぱり⼤⼈気︕110分待ちなので、泣く泣くあきらめくことに。……

時間もそろそろ⼣⽅の4時。みんなおなかがすいてきたのでハンバーガーを⾷べに⾏ったんだ。そのレストランではミッキーやドナルド、Disney seaオリジナルキャラクターの
Duffyのショーもやっていたんだ。⾷べながらショーも観られるなんて、最⾼~このショーも超癒される~ここでDuffyのかばんも買ったんだ。記念にね~

5時を過ぎると、辺りも暗くなってきた。みんなゆっくり歩いて、クリスマスムードたっぷりのDisneyの夜景を満喫。湖でまた夜のshowを。湖の真ん中にはスクリーンもでて
きて、⾳楽に合わせて噴⽔がわきおこり、マジックのようにDisneyのキャラクターたちが現れ、すごく豪華だった。夜なので寒かったけれど、⼼の中はポカポカだったよ~

遊びたいものも観たいものもみんな⾒たので、三⼈であたりをブラブラして、私はお菓⼦を買った。クラスメートたちへのお⼟産にね。それからパークを⼀周してみようという
事でまたゆっくり歩き始めて。もう夜なので、そんなに並ばずには⼊れるアトラクションもあるのでぶらりとSindbad's Storybook Voyagによることに。船から⼈形のストー
リーをみるんだ。穏やかだけど⾯⽩かったよ。Jasmine's Flying Carpetsは⾶⾏機みたいに、⾃分で操縦かんを操って⾼度を調整できるんだ。

Indiana Jonesの前まで来たら、⽇本⼈の友達がまた乗りたいというので35分並んでもう⼀回乗ったんだよ。1回⽬の時はFPを使ったので、待っている場所の中をよく⾒なかっ
たんだけど、並んでいる間今回はじっくり⾒ることが出来た。壁画や、研究室、説明のプレートなど待っている間も楽しいね。並んで乗ったアトラクションはまた格別~本当に
よくできてるよね~

楊 賛さんの⽇記



出てきたらもう、8時半。花⽕を⾒損ねちゃった。でも⼀⽇、めいいっぱい遊んだから、悔いはなし。もうすぐtower of terror。そこに向かって⾛っていたら、途中で
StormRider待ち時間5分の表⽰をみちゃったので⼊ることに。３Ｄ映像の中に⾃分で操縦する⾶⾏機が暴⾵の中に突っ込んでいくの。途中、危険なめにあったりね。……椅⼦が
動いたり、⽔が噴き出してきて⾯⽩かった~

そこをでたらもう9時過ぎ。園内を⾛っている⾞に乗って、tower of terrorへ。夜のDisneyは本当にきれい。ツリーは湖の真ん中でキラキラしている。⼀⽇があっという間だっ
たな。

tower of terrorのまえにはまだ⼤⾏列が。きっとFPを取ってる⼈がたくさんいるんだね。私たちはまた急上昇して今度は美しい夜景をみてそして、まっさかさま。……きっと
⼀⽣、この感じは忘れられないだろうな。こんなきれいな夜、こんなに充実した⼀⽇。

家に着いたのはもう11時半。お⺟さんがずっと待っていてくれた。遅くなってごめんなさい、と⼀⽣懸命謝ったら、お⺟さんは楽しかったらそれでいいのよ~って⾔ってくれ
た。本当にやさしいな。暖かい⼈、暖かい⽇々、⾃分って本当に幸せだな~



12⽉27⽇

2012.12.27

今⽇はバドの試合だった。これはバド部に⼊って、初めての試合だった。正式の⼤会ではなく、1⽉の⼤会に向かっての練習試合だった。場所は⼤⼭⾼校で、今⽇12時先輩と池
袋で待ち合わせして、いっしょに⾏ったの。

私たち⼤東⽂化と⼤⼭と練⾺⼯業三つの⾼校だった。まずは各⾼校でストレッチと基礎打ちをやって、それからはダブルスとシングルスの団体戦だった。私は初⼼者で、ルール
とかも分からないから、最初の時は審判をやってる⼈と⼀緒に試合を⾒て、ルールを教えてもらった。⼤体分かるようになった時、試合に⼊った。たぶん向こうはもう先⽣に⾔
われて、私に優しくしてくれたの。でもやっぱりだめだった。2対0で完璧に負けた。

試合をやってるみんなの姿を⾒て、⾃分はまだまだだと分かってる。10⽉の時よりうまくなったけど、みんなと⽐べると、やっぱり下⼿だね。いつか思い切ってスマッシュし
たいなあと思ってる。バド部は練習多いし、先輩も厳しい、やめたいと思った瞬間もあったけど、やめるとそれで終わりだから、いくら⾟くても続けたい。それに、周りのみん
なのように、もっと強くなりたい︕

今年の部活は今⽇で終わりだ。もし今度の練習試合が⾃分の練習に対してのテストだったら、たぶん不合格かなと思う。来年、もっと頑張らなきゃ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



1⽉4⽇

2013.01.04

学校は8⽇から始まるけど、明⽇から部活は再開だから、私の冬休みは今⽇で終わり、⼆週間ぐらいの休みは本当に⼀瞬で終わっちゃう…早めに宿題を終わってよかった︕休み
の⽇はいろんなことで超忙しかった︕ぜんぜん勉強してなかったし、⾃分の部屋にいる時間は寝る時だけだった…でも、初の⽇本での冬休みとお正⽉は思い切って楽しんで良か
った︕ 28⽇は友達と映画⾒に⾏った。Disneyの映画でフランケンウィニーっていう名前だった。⽩⿊ですごく⾯⽩かったよ︕もともとは池袋で⾒るつもりだったけど、時間ち
ょっど会わなかったから、六本まで⾏ったの、⼤⼈の世界だったよ︕その⽇は少し⾬降ってた、夜の東京タワーめっちゃきれいだった(^^) 29⽇はお餅つきの準備だった、イン
ド料理のカレーなんを⾷べた︕すーごいおいしかった︕ 30⽇はお餅つきだったで親戚いっぱい来た。朝から忙しくてにぎやかだった。でも、みんなと話しながらお餅を作るの
は楽しかったよ︕それに、その後はみんなで和室でお餠と他の料理を⾷べたり、おしゃべりして、楽しかった(^^) 31⽇は⼤晦⽇で、夜お経をなぞに⾏った。ホームステイの家
族は毎年⾏ってる。難しかったけど、書き終わった後、すっきりしてた(^^)帰った後、紅⽩の最後を⾒て、1時ぐらい寝た。 1⽇はゆっくりしてた。映画のXーMen⾒て、お⺟
さんと⼀緒にジャニーズ年越し番組の録画⾒てた。夜は東京⼀周のドライブに⾏った︕夜景すごくきれいだったよ︕スカイツリーも東京タワーも⾒えた︕スカイツリー地味だな
（＾ω＾） 2⽇はまた親戚みんな集まってみんな⼀緒にご飯⾷べた、初めて着物着たよ︕動くがちょっと不便になったけど、楽しかった(^^)︕それに、たくさんの⼈からお年
⽟もらったよ︕ここでもお年⽟もらえるなんて思わなかった(^^)嬉しかったよ︕ 3⽇は午前中初詣に⾏って、午後買い物に⾏った。上野のABABはセールやってるから、安い値
段でいい洋服買った(^^)お姉ちゃんが⼀緒に⾏ってくれて本当に助かった(^^)そうだ︕おみくじは⼤吉だったのよ︕今年もきっといいこといっぱいあるんだ︕ 初めてのお正
⽉、年賀状もお年⽟もたくさんもらった、みんなのおかげで、私はいい年を開けました。おととし⽇本に来るのを決めて、去年ここで留学始まった。楽しくないこともあったけ
ど、泣きたい時もあったけど、周りの家族と友達がずっと⽀えてくれたから、私はやっぱりここに来て良かったと思う。今年はもう始まった、残りの7ヶ⽉、⾃分が後悔しない
ように、精⼀杯頑張ります︕
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



写真

2013.01.04

 

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



1⽉6⽇

2013.01.06

昨⽇は2013年の部活再開だった。朝謎に⽬覚まし時計聞こえなかった。10分ぐらい遅刻してしまい、罰された。。。30分かかって、体育館の⼆階で（約200メートル）50週⾛
ったの。きつかったよ、本当に。まあ「いい体験」だったけど、⼆度と遅刻しないように頑張ります︕

今⽇も午後1時から5時まで部活だ。来週⼤会があるそうだけど、私は出ない。明⽇は⼀⽇休んで、8⽇は始業式で学校が始まる。いよいよ三学期だね︕私の時間割表は⼆学期と
少し変わった。今度物理の授業はやっと全部出られるようになったよ︕楽しみ〜2⽉はマラソン⼤会があって、そのために体育の時間もマラソンやるそうだ。寒い⽇に外で⾛る
のはきっときついだろう。でも、たぶんそういう体験は⼈⽣⼀回しかないかもしれないから、頑張るぞ︕

荒川区のが外国⼈によるスピーチコンテストに出るつもりだ。原稿はもうできていて、今先⽣に添削してもらう中だ。本場は3⽉3⽇で、いい成績が取れるように、頑張って練
習するよ︕

もうすぐ中間研修だね︕友達とまた会えるんだ︕ちょっとどきどきしちゃう〜

2013年もいい年になるように、お祈りします︕

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



1⽉14⽇

2013.01.14

今⽇は成⼈の⽇だ。なのに、今外は⾬がたくさん降っている。今⽇着物を着て、成⼈式に参加する⼈たちはどうなるかな、ちょっと⼼配。無事に終わるといいね︕

⼟曜⽇のことだけど。⼟曜⽇は普通授業と部活があるけど。先週の⾦曜⽇の時、悪い⼈から学校に予告がきて、翌⽇は学校に⾏って、殺⼈事件を起こすということを書いてあ
る。うそかどうか分からないけど。⼀応⽣徒たちの安全のため、⼟曜⽇に、⾼校と⼤学は休校となった。先⽣にそういうお知らせを配られた時、最初はあまり信じなくて、ちょ
っと⾯⽩いと思ったけど、先⽣に絶対学校に来ないでくださいっていわれて、家に帰ったあともテレビでそのことについての報道を⾒て、本当に怖いことだと気づいた。予告状
なんて、ドラマでしか⾒たことないのに、⾃分のまわりが実際にテロ事件みたいのことが起こって、すごく驚いた。結局どうなったか、悪い⼈がきたのか、警察に捕まえたの
か、たぶん明⽇学校に⾏ったら分かると思う。

⽇曜⽇はバどの⼤会だったから、私はまた休み〜

こうやって、三連休になった︕︕︕

⼟曜⽇は吉祥寺に⾏った。昼ごはんは時間かかったから、ゆっくり⾒れなかった。でも、もう⼀ヶ所のおもしろいところ⾒つけて、よかった︕

昨⽇は東京現代美術館に⾏った。朝ごはんを⾷べた時、テレビにやって、おもしろそうに⾒えるから、家族といったの。作者のアイディアだから、写真は禁⽌だった。でもすご
くすばらしかったよ︕︕美術館に⾏くのは初めてでだけど、これからもしチャンスあったら、ぜひ⾏きたいと思う

きょうは⾬だから、家でゆっくりしよう〜

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



1⽉29⽇

2013.01.29

今⽇は李博涵の誕⽣⽇だから、まず「誕⽣⽇おめでとう︕」

ずっと先週ずっと⽇記書かなかった。別に書きたくないわけでもないけど、本当に忙しすぎて、疲れて、部屋に戻ったらすぐに寝るの。だから、今⽇⼀遍に先週のことを書こう
とする︕

22⽇と23⽇は学校の推薦⼊試で、休みだった。24⽇は模試だから、22⽇は⼀⽇家で勉強した。

仲良しのAnnekeは25⽇帰国するので、23⽇は最後のお出かけした。バド部の先輩と今のペアとAnnekeと私だった四⼈で池袋に⾏った。サイゼリヤで昼ごはん⾷べて、プリク
ラを撮った。Anneke の好きなアニメショップも⾏った。カラオケ⾏きたかったんだけど、先輩があまりカラオケ好きじゃないから、四⼈でサンシャインの展望台に⾏った。視
野が広くて、素敵だった。夜景⾒たかったけど、そんな遅くまでいられなかった。最後のお出かけは楽しかった〜Annekeのいい思い出になるといいね〜

24⽇は模試だった。

25⽇の朝、学校に⾏って、Annekeが私の教室にいたの。すごくびっくりして、うれしかった。その⽇の⾶⾏機なのに、私を最後に会いに来たの︕元々な泣きたくなかったけ
ど、結局我慢できなくて、泣いてた。短い間だったけど、いい友達ができて、本当によかった︕

26⽇の部活は⼤変だった︕最初は時間どおりに部室に⾏って、でもみんななかなか来なくて、職員室へ鍵を取りに⾏ったの。でも、鍵もなくて、先⽣も頭髪検査や講習でいな
かったから、何もできなくて、図書室で本を読んで待てた。2時ごろ⼥⼦のみんなが来て、やっと部活が始まった。⼟曜はいつも筋トレできつかった。。。

部活ですごく疲れて、帰ったら、⼤きなサプライズがあったの︕普通の夜ご飯だと思ったけど、私の誕⽣⽇パーティーだった︕みんなからプレゼントもらって、おいしいケーキ
も⾷べて、本当に嬉かった︕私は世界のなかで⼀番幸せな⼈︕みんな⼤好き︕本当にありがとう︕

楊 賛さんの⽇記



⽇曜はまた四時間部活だった。連続部活はさすが疲れた。。。

 

最近はセンターやってるし、中間研修のために準備してるし、スピーチコンテストだんだん近づいてきたし、部活で疲れたし。。。とにかく頑張ろう︕

これは⽇本語で投稿されたものです



1⽉31⽇（誕⽣⽇だ︕）

2013.01.31

実は今⽇は本当の誕⽣⽇だった。

朝学校に⾏って、教室に⼊って、みんなが「賛ちゃん、誕⽣⽇おめでとう」って⾔ってくれた。

⼀番いい友達のななから⼿紙をもらった。

放課後、友達の岩崎からチョコもらった。

部活後、⽇向先輩からバド専⽤の靴下もらった。

家に着いて、Line,Facebook,weibo,renrenを⾒て、友達からたくさんのメッセージが来た。中国の友達、⽇本の友達、夜中０時を合わせて、メッセージを送った⼈もいた。

⽇中交流センターからもプレゼントが届いた。

今⽇はもうすぐ終わりだ。

時間は早いなあ、いつの間にか、もう17歳になって、留学も半分ぐらい終わった。

17歳の私は、世の中の⼀番幸せな⼈だ、たくさんの友達、家族が⽀えてくれているからだ。

17歳の私もう⼦供ではない、やりたいこと、進みたい道、ちゃんと分かっている。

17歳の私、もっと頑張らなきゃ、⾃分のために、⼤好きなみんなのために。

今⽇は最⾼の誕⽣⽇だった、⼀⽣忘れられないと思う︕

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



2⽉6⽇ 中間研修

2013.02.07

五⽇間の研修はあっという間に終わっちゃった。帰りの新幹線の中でもいろいろな思いにひたって、まるで仙台に⾏ったときみたい、なんて思っているうちに家に到着。……

2⽉2⽇

朝、お⺟さんに東京駅まで送ってもらった。⾸都圏の友⼈たちとそこで待ち合わせをして、仙台まで新幹線で出発。本当に久しぶりだったから、みんなとあえて超感激モード。
新幹線の中ではずっとしゃべりっぱなしで、２時間なんてあっという間だったな。

 

仙台に到着して、旅館までのバスに乗⾞。もう待ちに待った友⼈たちとの再会は感激の⼀⾔︕ギュッて抱き合ったり、パンパン⼿を打ちあったり、もう話し出したら⽌まらな
い。……⽇本での⽣活は楽しいけれど、こんなに思いっきり笑ったのは本当に久しぶりだよ。

ホテルについて、チェックイン。それから
これからのスケジュールの確認。

⼣⾷は四⼈でグループになってホテルで⾷べた。こんなに笑ったのは久しぶりだからか、みんな笑いだしたら⽌まらない。再会の嬉しさって、⾔葉では⾔い表せないよね。

楊 賛さんの⽇記



  夜には⾯談をしたよ~

 2⽉3⽇

  朝、⼼連⼼の講座に参加。まずこの５か⽉の⽣活の振り返り。すごく⻑く感じた⼈もいれば、あっという間だっていう⼈も。私は後者かな。留学⽣活を始める前にみた動画を
観て、ホストファミリーが録ってくれた留学⽣に対して、ちょっと不満に思っている事の動画もみた。いろいろ考えちゃうな。

  お昼ごはんは南三陸町に向かうバスの中でお弁当。

  南三陸町は311⼤地震で深刻な被害を受けた場所なんだ。バスの中から、震災からの復興をすすめている情景があちこちでみられたよ。

 

  防災対策庁で、献花黙祷をささげた。もうその建物は残骸でしかないけれどね。この荒れ果てた情景を⽬にすると、悲しい思いが胸にこみ上げてくる。

  次に、震災後、再建したお宅で、夜に⾏われる交流会の準備を。

  私は餃⼦担当グループ。みんなで⼀緒に作ったんだ。普段、料理なんて全然しないから、みんな⼿つきがぎこちない。作りはじめは⼤変だったよ。⽪は薄いし、パサパサして
いるので……ヒドイ餃⼦になっちゃった。でもだんだん慣れてきたら、きれいな餃⼦が出来るようになったよ。餃⼦を作っているときに、進⾏係とイベント担当グループも準備
を進めていた。中国のお正⽉⾵に部屋を飾りつけて、演し物の練習を。

  パーティーのスタート。地元の⽅々も⼀緒にみんなで餃⼦やオニギリをたべながら演し物をみたんだ。私は⽔餃⼦をゆでる担当~まかせて︕

  それから交流会。皆さんといろいろ話せて、楽しかったな︕



  会の終了後、先⽣たちをお⼿伝いして会場の後⽚付け。

  会場になった家を出て、空を⾒上げたら満天の星。中国にいたとき、太原は空気が悪いので、こんなにたくさんの星は⾒えなかった。⽇本に来てから、東京でもこんなにたく
さんの星はみたことがない。⼀⽣のうち、もうこんなにたくさんの星が⾒られることなんてないだろうな。初めてこんなにたくさんの星が⾒られて、なんともいえないほど感
動。

  ホテルでは、１５⼈が畳の和室に⼀緒に泊ったの。⾃分で布団をひいて、みんなでザコ寝だね。

2⽉4⽇

 ボランティア活動に参加。

  ⼯場で⽡礫運びのお⼿伝い。

  流れ作業を２時間。半分ぐらいしか運び出せなかったけれど。……体⼒はあっても、なかなか成果が上がらないよ。……⼤したことはできないけれど、少しでも、⼿助けがで
きたらいいな。

  お昼に、⼯場の近くの商店街で昼⾷。商店街って⾔っても、⼩さなお店が何軒かあるだけだけれどね。でもそのお店は、全部震災後、ゼロから再建したものなんだから、すご
いことだよね。帆⽴も⾷べたよ︕すごくおいしかった︕（なんだか⽇本に来てからシーフード好きになってきたみたい~）



  そこの⼈たちはみんなすごいよ。震災で被害を受けた家で、少しずつ、少しずつ、ここまで頑張ってきたんだから。⼀⽇でも早く、元のような⽣活が送れるようになりますよ
うに。

  これが⾃分にとって、初めてのボランティア活動だった。先⽣の説明では、ボランティアの⼼得として、いい加減な気持ちでは参加してはいけない、ということ。もしまた機
会があったら、またボランティア活動に参加してみたいな。

  午後は仙台の旅館に戻って。講師にいらしてくれた藤原先⽣が、私たちに経⽊制作と、マネジメントについて講義をしてくれた。実際に経⽊を使って、作品制作もしたよ。私
は筆⼊れを作ったんだ。……まあ、こんなところかな。……

  ご飯の後はみんなでHIGHにおしゃべりを。カメラマンさんも撮影に来たよ︕

  夜に、翌⽇の⾼校⽣たちとの交流の際につかう、ポスターを制作。⾃分にこんなに絵の才能があったなんて、初めて知ったよ︕ハハハ~



2⽉5⽇

朝から仙台市内観光。まず宮城県護国神社へ。ものすごく⾒晴らしが良かったよ~

それから観光船にのって松島に。海の⾵景ってすごくキレイ︕カモメに餌もあげたんだよ~４⼈グループで写真もたくさん撮ったんだ。タイタニックまで登場︕

松島でお昼ご飯を⾷べた後、ちょっと⾃由時間があったので、４⼈であちこちまわったんだ~松島の⾵景って、とてもキレイ︕



午後から、仙台育英学院で交流会。すごく⼤きい学校で、いったい⼤東の何倍くらいあるのかな︕

交流会で、みんなと話せて楽しかったな。しかもドラえもんとパンダの共通点まで⾒つけちゃったしね。

⼣⾷は中華料理。時間がたつのがまさかこんなに早いなんて。あっという間に“最後の晩餐”だ。……

2⽉6⽇

  早朝から帰り仕度をすませ、旅館をチェックアウトして駅に向かうバスに乗った。

  バスは４⼈⼀緒に。

私は李博涵さんに︓“李博涵︕︕なによ︕︕和歌⼭に帰るっていうの︕︕”



すると李さんも︓“ナニ⾔ってんのよ︕そっちだって東京に帰っちゃうんでしょ︕”

そしてみんなで泣きあって。

カメラマンさんがその様⼦も撮っていた。……ハズカしいよ。

私は新幹線に乗って東京に帰るので、最初にバスから降りた。四⼈で抱き合って泣いて、残り半年なんてあっという間なのに、どうしてこんなに離れるのがツライのかな。

 

半年後に会おうね︕

残り半年、みんな⼀緒にがんばろう︕



2⽉9⽇

2013.02.09

今⽇午後部活オフだった︕︕︕︕︕

それに明⽇も明後⽇も部活なし︕︕︕︕︕

ということはー

連休︕︕︕︕︕︕

これ以上幸せなことは本当にない、もしあなたが⼤東のバド部に⼊っているなら。

 

研修から戻ってきて、もう三⽇間経って、授業も部活ももう普通にやってて、元の⽣活に戻りました。なんか研修から⼒がもらった気がします。残りの半年も頑張っていけると
思います。

今⽇部活がオフだと聞いて、すぐテンション上がりました︕友達に「池袋に遊んでいかない︖」って誘われて、⼆⼈で池袋に⾏きました。制服で⾏くのは初めてでしたよ︕ま
あ、バッグがちょっと邪魔でしたけどね。

飲み放題のカラオケが空いてよかったです︕そこで⼆⼈が⼆時間歌いました。中国語の歌もあったの︕しかも結構流⾏ってる歌でした︕迷わずにそれを選んで歌いました〜懐か
しいね、中国の歌って。

その後プリクラを撮りに⾏きました。制服の姿ですよ︕⼤東の制服はどうですか︖（笑）

楊 賛さんの⽇記



もうすぐバレンタインデーだから、⽇本の⼥⼦⾼⽣らしく、今度⼿作りチョコ挑戦しまーす︕中国にいた時お菓⼦なんかぜんぜん作ったことなかったです、作る気もぜんぜんな
かったんです。。。けど、今はもう⽇本の⼥⼦⾼⽣だから、作らないわけには⾏かないでしょう。珍しい体験ですし。まあ、⾷べられるかどうかは保証できませんけど、とにか
く頑張って作ります︕みんな、楽しみにしてくださいね︕

 

今⽇は中国の⼤晦⽇でーす︕

みんなまた春晩⾒られますね。。。ずるい︕私だって、⾒たいですけど︕

後数時間で新しい⼀年になりますよね︕来年もよろしくお願いします︕

これは⽇本語で投稿されたものです



2⽉11⽇

2013.03.09

中国にみんな、明けましておめでとう(*^^*) 今⽇はお⽗さんとお⺟さんと上野の東京博物館へ王羲之の書道を⾒に⾏った︕すごかった(*^^*)

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



2⽉16⽇

2013.02.16

連休―⽉

お⺟さんとお⽗さんと上野の博物館に⾏った。国⽴博物館の王羲之の書道を⾒に⾏った。前から彼がすごい⼈だと知ってるけど、初めて彼の書道がすばらしいと思った︕「蘭亭
序」はいろいろな⼈に臨書されて、中国にいた時国語の授業で暗誦した⽂章を⽇本でもう⼀度読んで、懐かしいなと思った。私も字をきれいに書きたいなあ︕︕

科学博物館の恐⻯もすごかった︕⼦供の時からずっと恐⻯が好きだった、でもこんないっぱい恐⻯を⾒たのは初めて︕うれしかった〜

13⽇―⽔

物理の授業で模試の過去問をテストした。私は58点、⼆位だった。難しかったよーでも、それこそやりがいがあるんだ、物理の先⽣も⼤好きだし︕もっと頑張るつもりだ︕

14⽇―⽊

バレンタインデー︕

みんなに⼿作りのチョコをあげた。みんなが喜んで⾷べてくれてうれしかった︕やっぱ⽇本に来て、⼥⼦⼒上がったね〜おほほほほほ〜

⼤好きな先⽣にも上げた︕おいしく⾷べたかな〜⽉曜⽇の物理、感想聞いてくる︕

15⽇―⾦

楊 賛さんの⽇記



初回転寿司︕︕

ぐるぐる回るのがおもしろかった︕

それに、半年間⽣ものを⾷べる練習をしたから、今もう刺⾝⼤丈夫︕

また寿司⾷べたい―

16⽇―⼟

今⽇またチョコもらちゃったから、返さなければならない。もう⼀回チョコ作ったのよ︕もう三回⽬だ、⼀回⽬はどうしても固まらなかったから、半分失敗した。。。⼆回⽬は
⼤丈夫だった、で、今⽇は三回⽬︕どうなるかな〜楽しみ︕

 

明⽇は休みだ︕

やることいっぱいだ︕

これは⽇本語で投稿されたものです



2⽉23⽇

2013.02.23

テスト六⽇前だ。。。

昨⽇はマラソン⼤会だった。

埼⽟県荒川左岸道満グリーンパーク彩湖の周回コースだったで、⼀⼆年が参加した。⼥⼦は⼀周5キロで、男⼦は⼆周10キロだった。

マラソン⼤会のため、三学期に⼊ってから体育の授業はずっとマラソンをやってた。毎回学校の近くの⾚塚公園で⼆周2キロ⾛ってた。でも、私は⽊曜⽇の⽇本語の授業は体育
と重なってるので、週に⼀回しか出られない。それに、中間研修で⼀回出られなかったので、全部で3回しか⾛ったことなかったの。部活やってるから、体⼒が以前より上がっ
た気がするけど、初の⻑距離はやっぱりちょっと不安だった。⾃分が１００以内に⼊れるかどうかと。また、始まる前に、部活の顧問の先⽣＋私の担任の先⽣に「賛ちゃん︕少
なくとも50以内に⼊ってね、全⼒で⾛れ︕全⼒で︕」って⾔われて、余計緊張してた。

開会式が終わって、アップして、１０︓４０に⼥⼦スタートした。途中で先⽣たちが応援してくれて、すごくうれしかった〜特に担任の先⽣が「頑張れ〜」って⾏ってくれた時
めっちゃやる気が出て、前の⼈を抜けた︕5キロって⾔うのもあっという間だった。順位が意外によくて、18位だった︕⾃分がすごく頑張ったと思う〜の⼀⼆位は⼥バスの⼦
で、チア部は全員15以内に⼊った。⼥⼦バド部はたぶん私が１位かな（笑）〜超超超うれしかったのよ︕

（今⽇は賞をもらったよ、⼗位以内はメダルがあるけど、私は１８だから、マフラーしかもらえかった、それでも満⾜︕）

楊 賛さんの⽇記



 

午後は⼋組で出かけた。鍋ぞうの⾷べ放題に⾏って、その後⼥⼦みんなでプリクラを撮った︕やっぱり８組は楽しいなあ〜

 

明⽇は休み、ちゃんと復習しなきゃ︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです



3⽉1⽇

2013.03.01

あのう。。。

中間研修のビデオ、⾒られないですが。。。

 

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



3⽉2⽇

2013.03.02

「お⽗さん、定期は3⽉5⽇にまでだから、また買いに⾏かなきゃ〜」って⾔った時、定期がもう⼆枚⽬の終わりだということを気づきました。はやっ︕三ヶ⽉間の定期は⼀瞬
に終わった気がして、びっくりしました。私の留学⽣活もう半分過ぎちゃいましたね。。。

昨⽇と今⽇はテストでした。なかなか重い⼆⽇間でしたが、まだ終わってないです。明⽇は⽇曜⽇で、休みですが、とうとうスピーチコンテストの本場です︕︕︕あー緊張しま
す、「5分間⼊らなかったらどうしよう」、「途中思い出せなかったらどうしよう」とずっと⼼配してます。こんなのは初めてなんだ、しかも⼀般組︕つまり、⼤学⽣、社会
⼈、私よりもっともっとうまい⼈がいっぱいいるということです。ああ、今晩いっぱい練習しようと思っています。

昨⽇、先輩からバドミントン部、3⽉―春休みの予定表をもらいました。

これじゃ、春休みではないじゃないんですか︖︕

部活空き空きの2⽉の後は。。。。⻤の春休み練習だ︕︕︕練習試合またいってきた︕︕︕

でも、最近マラソン⼤会以外あまり運動してないので、体が重くなってきた気がします。こんな私に、いっぱい部活やるのがちょうどいいかもしれませんね。よしっ︕頑張って
いきます︕

 

3⽉、お別れの季節ですね、7⽇は卒業式で、楽しみです〜

 

楊 賛さんの⽇記



3⽉、予定いっぱいです。学校や部活以外に、3年前⽇本に来たとき、埼⽟でお世話になった先⽣たちに訪ねに⾏きたいと思っていますし、お姉ちゃんと約束して、センターや
ったら、ご褒美として春休み中FUJIQに⾏くことになりましたし。。。暖かい時期にいっぱいお出かけするつもりです︕買った洋服は中間研修の時しか着たことないから、まだ
新品です︕暑くなると、着られなくなるじゃない〜

 

でも、でも、でも、

まずは明⽇のスピーチコンテストとその後⼆⽇間の期末テストですね︕苦労してから遊ぶのが⼀番楽しいですから、頑張りまーす〜

これは⽇本語で投稿されたものです



3⽉3⽇

2013.03.03

今⽇はなかなか忙しい⼀⽇だったんだ〜明⽇はテストなんだけど、もういろいろで疲れた、勉強できなくなちゃった。。。まあ、この前も復習したし、たぶんいけると思う︕

今⽇はスピーチコンテストの本場だった。5分超えちゃうと減点になるから、少しずつ削って、時間計って何度も練習して、やっと今朝まで5分以内で絶対に終わることができ
た︕9時45分会場に着いて、説明聞いて、始まった。

今回は第18回⽇本語スピーチコンテスト（外国⼈による⽇本語弁論⼤会）だ。最初は初級部の四⼈の発表だった。初級なのに、みんなすごく上⼿だと思った。

10分休憩の後、⼀般部の発表が始まった。全部で11⼈、私は6番だった。舞台に⽴って、マイクを使って発表するのが初めてだし、周りは全部私より年上の⼈だし、みんなすげ
え上⼿に⾒えるし。。。超緊張してた。

私の番になった。「⼤丈夫」って⾃分に⾔いながら、舞台を上げた。声を出した瞬間、そんなに緊張しなくなった気がして、ほとんど間違いなく、順調にスピーチできた︕それ
に、思ったより感情をこめて、ニコニコしてた。⼀ヶ所だけショットカットしちゃったけど、滑らかに⾔い続けてよかったと思う。みんなからも拍⼿いっぱいもらってうれしか
った。

出し物の後は表彰式だった。そんなに期待してなかったけど、やっぱり賞をもらいたくて、緊張してた。賞の順番は下から発表したので、聞いてた時は⾃分の名前を呼ばれてほ
しいと呼ばれないでほしいの気持ちが混ぜていて、⾟かった。。。賞がだんだん上がってきたけど、まだ私じゃない。。。全部落ちたかなって残念に思ったときに︕︕準優勝―
「思いやりの⼼」―中国から来た楊賛さんです︕と司会の⼈が⾔った︕︕「うそ︕」って思ったけど、現実だった︕︕︕

賞⾦は⼆万円、超うれしかった︕

それに、その後⾷事の時、審査員の先⽣たちが「優勝と準優勝の⼆⼈は⼀点の差しかなかったよ︕すごく悩んでたんだ︕」って私に⾔った。⼀点はちょっと惜しかったけど、や
っぱりうれしい〜⾃分の努⼒は無駄にならなくてよかったと思う〜

楊 賛さんの⽇記



 

夜はお⺟さんとお兄さんの誕⽣⽇パーティーだった〜

 

いい⼀⽇だったなあ〜明⽇と明後⽇も頑張ろう︕

これは⽇本語で投稿されたものです



3⽉4⽇

2013.03.04

帰りのホームルーム、担任の先⽣に物理のテストを渡された。⼆年⽣と⼀緒に授業をやってるので、クラスのみんなと別々で物理を受けたの。

75点だった。

新しい知識なので、テストをやった時もすごく難しいと思ったけど、この点数はさすが。。。⾃分も認められない︕

すげえー悔しくて悔しくて、涙が出そうになった、必死で我慢してた。⾃分もびっくりしたの。⽇本に来てから、⼈間関係がうまくいかなかった時でも、バドミントンがなかな
か上⼿になれなかった時でも、他の教科が理想の点数を取れなかった時でも。。。泣きたいとは思わなかった。「⼤丈夫」って⾃分に⾔ってすぐに元気になった。けど、今度は
どうしても⾃分に「⼤丈夫」って⾔えなかった。こんなことで泣きたくなったのは⽇本に来て初めてなんだ。訳分からなく、イライラしてきた︕︕︕

中国にいた時、理科の授業の中で、物理が⼀番苦⼿だった。こっちに来て、⽇本の物理も挑戦したいと思って、⼆年⽣と⼀緒に物理の授業をやることにした。最初はなかなかう
まくいけなかったけど、だんだん慣れてきて、問題を解くスピードも速くなってきた。授業中の練習問題も⼀番早く終わって、できるまで演習もいつも⼀番早く終わったの。物
理の授業はいつも午後なのに、午前中よりも元気で集中できるし、物理の復習ノートをやる時もいつもいっぱい書いてる。。。それで、よく先⽣に「はやっ︕」「すばらしい」
って⾔われて、やるほどやる気が出るようになった。やっと⾃分の努⼒を認める⼈がいた。

だから、だからか

いつもちゃんと⾒てくれている先⽣の物理なのに、⼤好きの先⽣の物理なのに、こんな低い点数を取ったから、悔しく思ってる︕

 

明⽇も物理のテストがある、今度こそ、もっといい点数を取らなきゃ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



3⽉7⽇

2013.03.07

今⽇は卒業式だった。⼀⼆年⽣は参加しないけど、私は留学⽣なので、⾒学として⾒に⾏った。

 

 

 

 

開式の辞の後、三年⽣が⼊場し、みんなで校歌を歌って、卒業証書の授与が始まった。担任の先⽣が⼀⼈⼀⼈の名前を番号順に読んで、呼ばれた⼈が校⻑先⽣から卒業証書をも
らうというふうに、317⼈全員がそうやってた。卒業証書を受け取って、お辞儀して席に戻る⼈もいたし、ステージで先⽣や保護者に⼤声で「ありがとうございました︕」って
⾔った⼈もいたし、「俺︕卒業できた︕」ってちょっとふざけてる⼈もいた。みんなその時考えていたことがそれぞれ違うと思うけど、卒業証書を受け取った瞬間から、もう⾼
校⽣じゃないということは同じだ。

その後、偉い⼈たちの挨拶と⽣徒代表の答辞などを⾏って、卒業式は終わった。

体育館から出て、外は⽂化祭の時、にぎやかだった。部活の時の服を着て、先輩に「卒業おめでとうございます」って⾔っている在校⽣、「お前ら、頑張れよ」って⾔っている
卒業⽣、笑ってる⼈、泣いてる⼈、ハーグしてる⼈、写真を撮ってる⼈。。。本当に、卒業したんだ。

 

「⾼校での三年間、勉強、部活、学校⾏事で忙しかったけど、すごく素敵な思い出ができた。」

「先⽣に何か⾔われたり、友達と仲悪くなったりして、嫌なこともたくさんあったと思うけど、無事に卒業できて、よかった。」

「先⽣、お⺟さんお⽗さん、友達。。。ありがとうございました︕」

 

「先輩、卒業おめでとうございます︕」

 

楊 賛さんの⽇記



いつか、私も卒業するんだ、その時の私、⾼校⽣活振り返して⾒ると、悔いのない⼈でいてほしい。

これは⽇本語で投稿されたものです



3⽉8⽇

2013.03.08

昨⽇も今⽇も暖かくて、いい天気だった。

昨⽇は午後暇で、⼀⼈で⾃転⾞に乗って、サイクリングに⾏った。元々は東⼤まで⾏きたかったけど、家で地図を調べた。でも、家を出て、無線がなくなったから⾒えなくなち
ゃった。。。だから東⼤に⾏くのをやめて、好きに右に⾏ったり、左に⾏ったりして、 iそれで、道がちょっと分からなくなちゃった︕︕︕⻄⽇暮⾥の駅までいちゃったの。そ
こで電⾞乗ったことあるけど、地上の道が分からなくて。。。結局、上の舎⼈ライナーの線路に沿って帰ってきた。冒険みたいな短い旅⽴った︕本当に楽しかった〜今度また⾃
転⾞で近いところへ⾏こうと思ってる。

 

今⽇は⼤学授業体験だった。私はコンピューターと防災についての建築、⼆つの授業を選んだ。たぶん本当の⼤学の授業とちょっと違うと思うが、おもしろかった︕

 

花粉症の⼈が多いね、先⽣も今⽇⽬がかゆすぎて、コンタクトをやめて、めがねをしてた。こんな暖かくていい時期に、花粉症の⼈たちが苦しんでるなあ。。。

 

今⽇は3⽉8⽇だから、国際婦⼈デーだね〜

 

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記





3⽉9⽇

2013.03.09

今⽇２０⽇ぶりの部活だった。やっぱり練習しないと忘れちゃうね。。。⾃分が本当にめちゃくちゃ下⼿になちゃった。。。

今⽇はOBが来て、在校⽣とチームを組んで、団体戦をやった。私のせいで、先輩とのダブルスは全部負けた。先輩︕本当に申し訳ありませんでした︕でも、仕⽅ないことだ
ね。。。

OBたちの中でも、⼤学に⼊る⼈や、受験が落ちて浪⼈になった⼈や、⼤学をやめてオリンピックを⽬指す⼈がいた。みんなそれぞれ進路が違う。先輩たちとあまり話したこと
もなかったけど、とてもいい⼈たちだとは分かってる。私は外国⼈だけど、この⾼校で、もうすぐ先輩になるなあ、どんな⼈がバド部に⼊ってくるかはぜんぜん知らなくて、⾃
分よりも上⼿な後輩が⼊ってくるかもしれない。ちょっとドキドキしてる。

バド部に⼊ってからの数ヶ⽉間、私はいろいろなことで悩んでた。⾃分の最低のレベルとか、うまくいかない⼈間関係とか。とてもきつい時があった。諦めたい時もあった。で
も、頑張って続けた。今の私はやっぱり⼀番下⼿、やっぱり本当に全員に受けられてない気がする。でも、よく話している友達もできたし、思い切って打ちたい気持ちもちよく
なってきた。⼀つの進歩とは⾔えるだろう。⾃分が少しずつよくなってるからこそ、簡単に諦めたくない。緊張してるけど、怖がってるけど、やっぱりやり続けたい。もっとも
っと、強くなりたい。帰国する前に、精⼀杯やっていこうと思う。

 

あ、そうだ。１２⽇は球技⼤会だから、その前に、ドッチボールとバスケのルールを覚えなきゃ︕８組男⼦が⾜りないから、先⽣たちも参加してくれるんだって、超楽しみ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



３⽉１０⽇

2013.03.10

最近はさぁ、暇だからさぁ、⽇記いっぱい書けるんだよ︕︕なんかね、⽇記を書かないとね、気持ちがすっきりならないのよ︕︕ハハハハハ――

この前のスピーチコンテストでもらった⼆万円のクオカードは東京の丸善で使えるから、ちょっと⾏ってみたらってお⽗さんに⾔われたので、今⽇は⼀⼈で東京に⾏ったの。

丸善は本屋さんだけど、⽂房具などもたくさん売ってる。葉書とかもすげぇーかわいかった︕でも、それでさすが⼆万円はかからないでしょ。。。本もそうだし、いっぱい買っ
たら、荷物にもなるし。。。困ったな、やっぱ、現⾦に変えようか〜

そうだ︕今⽇、浅⽥次郎のサイン会だったんだよ︕⻑列に並んでた〜私は初めてこの⼈を知ったけど、やっぱ、すごい作家だね︕

その後は⾼島屋に⾏った。⾦持ちの天国だね︕︕⾼すぎて、私には⾷べ物しか買えないぐらいだった。。。⼦供の服は超可愛かった︕そこの服が着られる⾦持ちの⼦供はどんな
に幸せなんだろう〜

楊 賛さんの⽇記



 

⾏く時はいい天気だったけど、３時ぐらいになると、ちょっと曇ってきた。ぶらぶらえきまで歩いて、電⾞に乗って帰った。

⼣飯は丸⻲に⾏ってうどんを⾷べた、東京の端っこのうどん屋さんで、味は最⾼だぜ︕量も多かった、⼤満⾜︕

明⽇学校頑張ろう︕

これは⽇本語で投稿されたものです



3⽉12⽇

2013.03.12

昨⽇は３⽉１１⽇だった、東⽇本⼤震災からもう⼆年間、時間経つのが早いね。被災地の回復が順調に進めるように、お祈りします。

さて、今⽇は球技⼤会だった︕男⼦はドッジボール、バスケ、サッカーで、⼥⼦はバスケとドッジボールだけだった。８組⼈数少ないから、ほとんど全員、全種⽬出たの。やあ
〜すーげぇー楽しかったよ︕私はずっと⽊曜の体育出てなかったから、ボールとかあまりやなかった。でも、うまくできたのよ︕私は、やっぱり、運動のセンスがあるね〜もち
ろん、もっとうまい⼈もいっぱいいた、いい試合だった︕

⼀⽣⼀回の球技⼤会が終わった〜⾃分がよく頑張ってよかったと思う︕

 

その後は３時間の部活だったので、今超疲れた〜寝よう︕

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



3⽉13⽇

2013.03.13

今⽇⾵強かった︕︕︕マジ強⾵︕︕︕こういう時こそ、スカートがうざい︕︕︕

今⽇午前中講習が終わって、午後友達と池袋に⾏った。平⽇だから、あまり込んでなくてよかった。

まずはカラオケ⾏って、⼀時間ぐらい歌った。その後はプリクラを撮った。楽しかったよ〜

 

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



3⽉14⽇

2013.03.14

今⽇はホワイトデー〜

バレンタインデーの時、チョコみんなにあげたから、今⽇お返しもらったよ︕担任の先⽣からももらって、超うまいお菓⼦だった︕

なんか、作ってる時⾯倒くさいなあって思ったけど、今改めて考えると、いい経験だったし、お返しももらえるし、いいことばかりだ︕他⼈のために何かやる時、⾃分もそのう
ちうれしくなるもんね〜

今朝⾬だったから、久しぶりに歩きで駅まで⾏った。不思議なことに、起きるのも遅かったし、歩きはチャリーよりずっと時間かかるし、学校に着いた時間は普段より早かっ
た︕やっと春になって、暖かくなってきたと思ったのに、また寒くなちゃった。。。

帰りは歩きだったから、普段気づかなかったことをたくさん気づいた︕

⾃分の名前と⼀緒の⻭医者さん。不思議だね〜

楊 賛さんの⽇記



超可愛い花〜

⻘い空〜気持ちいいでしょ〜

 



いつもチャリーで早く⾏ったりきたりしているので、周りのことあまり⾒なかった。今⽇ゆっくり⾒ることができてよかったと思う。ごく普通な⼀⽇でも、そういう新発⾒でお
もしろくなってくるね〜⽣きているのが、本当にいいことだねって、そう思った。

これは⽇本語で投稿されたものです



3⽉15⽇

2013.03.15

今⽇は友達が彼⽒と付き合って半年になった記念⽇だって〜まあ、おめでとうって⾔ったけど、これ以外何とも⾔えないなあ。。。恋っていうことは、やっぱ、今の⾃分に関係
ないと思う〜

午後⽇本語の授業があるので、午前中の講習が終わった後、⼀⼈で学校に残った。まだ春休みじゃないけど、講習と部活がない⼈は学校に来てないから、とても静かだ︕外はま
だちょっと寒いけど、教室の⽇当たりのいい所が暖かくて気持ちいい〜

学校の写真載せよう︕

 

⽇本語の授業をやる三年⽣の教室〜

トイレなんだけどね（笑）制服姿〜

楊 賛さんの⽇記



学校の周りの⼀軒やの花〜

 

これは⽇本語で投稿されたものです



3⽉17⽇

2013.03.17

今⽇はお⽗さんとお姉さんと⼀緒にお墓参りに⾏った。この前取材された時⼀回家族とお墓参りに⾏ったことあるけど、今⽇は違うところだった。

お墓の所、ちょっと太ってる柴⽝がいた。触ってみたら、柔らかくて気持ちよかった〜

その後、⼩さなうどん屋さんへ⾏って、昼ご飯を⾷べた。埼⽟には元々そういううどん屋さんが多かったって〜たぬきうどんは何か知らなかったから、頼んでみた。マジうまか
った︕でもご飯とうどんのセットだったんで、量が多くて全部⾷べれなかった。。。ご飯を少し残した。

おなかがいっぱいになってから、⾏⽥の忍城に⾏った。昔の建物なんだけど、中は博物館になってる。お相撲さんの33.5cmのでっかい⾜袋とか、昔のピアノや電卓とか。。。
いろいろあっておもしろかった〜

お城の中から外に眺める

可愛いトイレのマーク

楊 賛さんの⽇記



武⼠︖かな。。。知らないけど⼀応⼆⼈と写真を撮った︕

これ、⾒るほど可愛く⾒える〜200円の記念品〜

 

忍城から出て、⾏⽥名物のゼリーフライとフライを⾷べに⾏った。ジャガイモ、⼈参などが混ぜて作られたので、体にいいって。⾒た⽬は普通だったけど、ソースの独特な味と
混じってうまかった︕さすが⾏⽥名物︕

帰り道、⾞の中で寝てた〜またいい⼀⽇だった〜

これは⽇本語で投稿されたものです



3⽉18⽇

2013.03.18

今⽇⾵強かった︕︕︕︕和歌⼭台⾵だって︕︕︕

スカートはマジウザイ︕︕︕

短くすればそんなに上がらないって友達が⾔ってたけど、短くしてみたら、やっぱりだめだった。。。どうすればいいんだろう。。。

 

ずっと思ってたけどさぁ、みんな⽇記書かないよな。。。少なくとも週に⼀回ぐらいは書いたほうがいいじゃない。私は最近そんなに忙しくないからほとんど毎⽇書いてる。な
んか⾃分の⼀⽇を降り返るのがすごくいいことだと思うようになった。ちゃんとできたこと、うまくいかなかったこと、もっとこうすればいいとか。。。⽇記を書きながら私は
いつもそう考えてる。楽しいことやおもしろいことはこれで忘れられないし、うれしくないことも書き出したら気持ちがすっきりなれるし。前はブログを書く習慣があったけ
ど、今はそんなにちゃんとしている⽂章はあまり書かないけど、毎⽇⼀枚の写真プラス⼀⾔でもいい、少し書いて、⾃分の⽣活を記録したりしてる。落ち込んでた時も、⽇記の
最後に明⽇も頑張ろうとか⾃分を励まして、本当に元気が出るように感じる。だいたい書いた⽇記は知っている⼈が読むから、積極的な気持ちで書いたほうがいいって思った。
暗い⽂章だと、読むほうも暗くなるだから。

 

いろいろと書いてたけど、個⼈的な考えだけだ。なんか毎⽇Webを開いて昨⽇と同じで、だれも⽇記載せていないのがちょっと寂しいから。

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



3⽉19⽇

2013.03.19

今⽇暑かった︕︕夏ほどではないけど、半袖でちょうどいいぐらいの暑さだった。寒い時期がやっと終わってうれしいけど、またすぐに暑くなってくるのが嫌だな。。。去年の
東京の蒸し暑い天気とどんどん来る蚊を思い出すと。。。暖かく気持ちいい春は短いなあ。

今⽇で講習が終わりだ。明⽇は春分だから休み〜上野の桜は今頃きれいだそうで、もし暇だったら⾒に⾏きたい︕

今⽇びっくりしたけど、帰りの駅だれもいなかった︕

（そんなにびっくりすることではないみたいだね。。。まあ、いいや〜）

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



3⽉20⽇

2013.03.20

今⽇池袋のジュンク堂書店⾏ってきた︕東京都の⼀番本が多い本屋さんだって︕マジいいところだった︕8階あって、本いっぱいだった︕

 

 

私は3時間をかかって、８、７階しか回らなかった。。。前、⽇本は参考書とか種類が少ないと思ったけど、ジュンク堂に⾏って、思ったのとぜんぜん違う。びっくりするほど
種類が多かった︕でも、それって、選ぶ時きっと分からないよね、どれが⾃分に⼀番いいって、また困るもんね。。。

（なんで⼩学⽣なのに、こんな参考書いっぱいあるのよ。。。今の⼦供たちも⼤変だね。。。私も頑張らなきゃ︕）

⽇本語検定の参考書と申し込み案内も売ってた。でも、私は⽇本語検定の本持ってるし、今はまだ要らない。ネットで申し込むなら、ただでできるから、500円の申し込み案内
買わなかった。

楊 賛さんの⽇記



ギターの本もいっぱいあって、興奮してた。YUIの全部の曲の全部の楽譜が⼊ってる、超厚い本があって、すーげぇーほしかったんだけど、3000円もするし、重いし、悩んで
悩んで結局買わなかった。でも、家に帰ってきて、お⽗さんとお⺟さんに買えばよかったのに、本当にほしいものはその時に買わないと後で⼿に⼊れなくなっちゃうよとか⾔わ
れて、なんか後悔してきた。前からずっとほしかったのに、そこに⼀冊しかおいてなかったのに、2万円のクオカード持ってるのに、もし他の⼈に買われたらどうしよう。。。
あああ、考えるほどほしくなる、明⽇もし間に合うならもう⼀回⾏ってくる︕絶対、絶対買ってくる︕うん︕今度は迷わずに︕

 

まあ、今⽇は春分の⽇で充実していた⼀⽇を過ごして、よかった︕

（どうでもいい話なんだけど、この⼆⼈、微妙に似てない︖ハハハ〜）

これは⽇本語で投稿されたものです





3⽉21⽇

2013.03.21

今⽇10︓45〜12︓35⽇本語の授業、1︓00〜5︓00部活だった。昼ご飯⾷べる時間ぜんぜんなかったよ。。。でも、たぶん忙し
かったからおなかがすいてるのがまったく感じてなかった︕

4時間の部活相変わらずきつかったけど、今⽇初めてクリア奥まで⾶んだよ〜めっちゃうれしい︕まあ、これはまだ基礎打ちだか
ら、ゲームとかやっぱぜんぜん無理。。。帰国する時、私のレベルどのぐらい上達するかな。

昨⽇⾔ってたあのYUIの本はどう考えてもやっぱり欲しいから、今⽇買ってきたよ︕87曲も⼊ってる︕マジすげー︕よし︕これから
ギターも頑張らないと︕YUIみたいなプロにはなれないと思うんだけど、もっと難しい曲挑戦したいし、⾃分のバンドもまたやりた
いし、YUIの曲を弾いてみるわ〜私はギターが好きだ、⼤好きだ。⾳楽がある毎⽇は楽しい〜

楊 賛さんの⽇記



（夜の池袋〜）

（厚いでしょ〜）

（YUI⼤好き〜）

（よし︕この曲から始まるぞ〜）



 

明⽇は英単語テストだぜ︕

これは⽇本語で投稿されたものです



3⽉22⽇

2013.03.22

朝寒いと思って、マフラーして学校に⾏ったんだけど、途中で暑くて。。。

元々今⽇は教材販売の⽇だったの、でも、変更して明⽇にすることになった。学校⾏って単語テストやって、先⽣か
らの連絡がいくつかあって、その後解散みたいな感じだった。9時半ぐらいで全部終わった。。。学校⾏く意味分から
ない、それぐらいのことだったら明⽇やればいいじゃないってちょっと不満だった。でも、⽂句⾔うのがよくないか
ら、もう忘れよう〜

お弁当なかったから、昼ご飯はコンビ⼆で蝦ドリアとおにぎり買って、公園のベンチに座って⾷べたの。桜も咲いた
し、暖かくて超気持ちよかった︕もちろん、ドリアもおいしかったよ〜

明⽇は終業式だ、⼀年⽣として登校する最後の⽇だね。半年早かったなぁ、あっという間にもうこの学校で先輩にな
っちゃう︕難しいけど、頑張ってやってできたこともあったし、挑戦してみたんだけど、やっぱだめだったこともあ
った。忙しくて楽しかった半年だった。⼆年⽣になってまたどんなことが起こるかわかんない、すごく楽しみにして
るよ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



3⽉23⽇

2013.03.24

今⽇は終業式だった、明⽇から春休みに⼊る︕しばらくお休みだ〜

教材販売なので、教科書いっぱいもらったの、重かった。。。マジ重かった。。。リュック持っていけばよかったなあ。。。

 

クラスメートが教科書の17000円を⽤意したのに、家に忘れた。誰もそんな⼤きな⾦額もう⼀⼈分持ってなかったの。でも、ちょうど私は郵貯銀⾏のカードを持ってたから、学
校の郵便局でお⾦を下ろして貸してあげた。⼈を助ける時、⾃分もとてもうれしいね︕

 

今年桜咲いたのが早かったってお⺟さんが⾔ってた、だから、もうそろそろ散っちゃう。。。でも、私はまだ上野にお花⾒⾏ってない︕︕︕明⽇⾬降るかもしれないので、今⽇
のうちに散歩に⾏って、夜桜を⾒に⾏った〜本当にきれいだった︕さすが⽇本の国の花︕

(⼀軒やだよ︕⾦持ち︕）

楊 賛さんの⽇記



 

これは⽇本語で投稿されたものです



3⽉24⽇

2013.03.25

今⽇友達の合唱発表会に⾏ったの。鷹の台という駅の近くの創価学園っていう学校の会場だったから、すごく⽥舎のところだった。⽥端から⼭⼿線で⾼⽥⾺場に⾏って、また急
⾏の⻄武新宿線で⼩川に⾏って、そこで⻄武国分寺線に乗って、鷹の台に着いたの。⼀⼈で千葉に⾏ったことがあったから、そんなに不安じゃなかったけど、最後のところでち
ょっと迷っちゃって、反対側の電⾞に乗っちゃったの、でも最後時間どおりに着いて、よかった〜

 

改札⼝のところでもう⼀⼈の友達と待ち合わせしたから、そこからずっと⼆⼈⼀緒だった。もらったパンフレットに簡単な地図が書いてあるので、それに従って学校を探してみ
た。でも、道に何の標識もなく、全部お家だったから、めっちゃ探しにくかった。すごく遠回りして、やっと着いたの。

第⼆回希望コンサートっていうテーマの発表会だった。中学⽣合唱団、⾼校⽣合唱団、オーケストラ、三つのグループがあった。披露した曲のなか、YUIの「Fight」、ジブリ
の歌、後今年⼤⼈気の映画「レ ミゼラブル」の主題歌は私が知ってる曲だったが、ほかのはほとんど初めて聞いた曲だった。でも、すごくすばらしかったよ︕みんな学⽣なの
に、あんなに⼈を感動させる曲を歌える、演奏できるなんて、本当にすごいと思う︕ステージに⽴ってた友達も普段と違う⼈みたいで、輝いてた。初めて、合唱って、すごいこ
とだと思った︕

楊 賛さんの⽇記



終わった後、駅のところの店でチーズバーガーを⾷べて、同じ電⾞に乗って帰った。桜がきれいだった〜いい⼀⽇だった〜

これは⽇本語で投稿されたものです



3⽉25⽇

2013.03.26

今⽇は朝からちょっと曇って、あまりいい天気じゃなかったけど、友達を誘って、午後上野へお花⾒に⾏った︕

 

たぶん天気があまりよくないせいで、⼈は多かったけど、そんなに込んでなかった〜上野の桜本当にすごい︕胸いっ
ぱい桜になっちゃう︕

楊 賛さんの⽇記



 

その後はアメ横に⾏った〜安くていいものいっぱい売ってる〜帰国する前に、そこでお⼟産を買うぞ〜

 

あさってはお茶の⽔の所の楽器屋に⾏く︕超楽しみ︕

これは⽇本語で投稿されたものです



3⽉27⽇

2013.03.27

今すごく眠い︕

これ書いたらすぐ寝よう〜

今⽇いろんなところに⾏った︕

まずは銀座

歌舞伎の⼈のパレードを⾒に⾏った〜⼈いっぱいだったし、⾬だったからみんな傘を差してたので余計何も⾒えない。。。でも、パレードが始まった時、全員傘をたたんで、道
がすっきりになった〜

歌舞伎の⼈がみんなに⼿を振りながら、歩いていた。思ったよりかっこよかった︕すぐに終わっちゃったの。おばあちゃんたちが興奮してた〜

その後⼀⼈で銀座でぶらぶらしてた、いろんな店があって、おもしろかった︕

楊 賛さんの⽇記



（⼤きい⽂房具屋さん︕）

（この⼈すげー）

（Apple︕）

（SMAP〜)

（タオル美術館〜）



 

午後は友達と約束してたから、お茶の⽔の楽器屋さんに⾏った︕私はエレギギターにあまり詳しくないけど、⾒るのが好き︕マジ天国だよ︕

（欲しい︕︕︕こういうタイプが好き︕だれか買ってくれるといいな〜）

（ベース〜）

（これ弾くとすーげー注⽬されちゃうね〜）



 

いつかバンドやりたいな〜

歩いて後楽園に⾏った︕

途中たくさんの⼤学を⾒かけた。

東京⻭科⼤学、順天堂⼤学、法科⼤学。。。。頭いい所だって、友達が⾔ってた︕

それじゃ

おやすみ

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです



3⽉28⽇

2013.03.29

今⽇すごくいい天気だったので、午後⼀⼈で歩いてきた〜

町屋駅から帰るとき、近道で帰りたかったけど、また分からなかった。。。⼤通りを歩くよりもっと時間かかって、途中やさしいおじさんにお家探してるのって聞かれた。。。
恥ずかしかった、⾃分の家を探しているって⾔う訳ないでしょ。。。あ〜でも、おもしろかったよ〜冒険みたい︕︕⼣⽇もきれいだったし。また時間ある時⼀⼈で散歩⾏くわ〜

（家の近くの中学校の桜〜）

（⼣⽇〜）

楊 賛さんの⽇記



（⾜︕︕︕︕）

 

これは⽇本語で投稿されたものです



3⽉29⽇

2013.03.29

今⽇改めて⾃分の⽇記を最初から読んでみた、私、こんないっぱい書いたっけ︖︕っていう感じ、2⽉以来のはよく覚えているけど、もっと前のは何枚か全然記憶がない。。。

9、10、11⽉はけっこう中国語で書いてたけど、だんだん全部⽇本語で書くようになった。

ほとんど毎⽇書いて、その後週⼀回とか、⼆週間に⼀回とか、回数が少なくなって、また毎⽇書くようになった。

新しい友達、初の部活、先輩と⼀緒にやる授業など、新しいものも対しての期待と不安、もっと前に進みたい、もっと強くなりたい、もっと頑張りたいっていう積極的な気持
ち。

好きな先⽣がいた、友達とどこか遊びにきた、部活で疲れた、学校⾏事精⼀杯参加した。。。やっと⾃分が本当に⽇本の⼥⼦⾼⽣になったっていう実感。

家族とあちこちにいった、たくさんおしゃべりできた、お正⽉太ったけどすごく楽しかった、だれかの誕⽣⽇パーティーで盛り上がってた。。。今のホストファミリー⼤好き︕

⽣活は猛勉強だけじゃなく、部活も頑張る、⼈間関係も⼤事、いろんなところを⾒に⾏きたい、たくさん新しいことを挑戦したい。。。ここで、元と違う⽣活を送っている。

⾃分の⽇記を読んでた時、来る前の気持ちと⽬標をもう⼀回思い出した。やりたいことリストを⾒て、まだやりたいことがたくさん残ってる、これからの4ヶ⽉間も、頑張って
いこう。

 

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



2013.03.30

楊 賛さんの⽇記



3⽉30⽇

2013.03.30

やー部活めっちゃ疲れたんだけど。。。

帰ったらすぐ寝ちゃって、まあ、寝たって⾔っても40分程度だったかな。

昨⽇バドの靴下を忘れちゃったの、なんか⾜りないなって思ってたけど、思い出せなかった。学校⾏く時は制服着なきゃだめだから、靴下も学校の⻑いやつ。あああ、これから
絶対に忘れないように︕

こんな四時間の部活は三⽇間連続でさすが耐えられないわ。。。後⼀⽇︕明⽇頑張ってやればまたしばらく休める︕

最近ギター毎⽇弾いている、7⽉にホームステイのお姉ちゃんと⼀緒にライブに出るかもしれないので、今から少しずつ練習しないと︕

てか、ギターは中⼆の時やり始めたんだけど、先⽣のところに⾏って練習するのは⼀ヶ⽉間しかなかった、それ以外はほとんど独学、まあ、⾳楽のセンスはあると思うけど
（笑）ちゃんとしたギター教室とかも⾏きたいよーいつか時間とお⾦がある時ぜひね〜

明⽇は⽇曜だ︕

また⼀週間過ごしちゃったか。。。

時間たつのが早いね、春休み⼊ったばっかの気分なのに、後⼀週間しか残ってない︕

 

じゃ、今⽇はここで〜

やることいっぱいあるからさぁ〜

バイバイ〜

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



3⽉31⽇

2013.04.01

今⽇はホストファミリーと出かけたので〜部活を休んだ︕

朝から曇ってて、⾬もちょっと降ったけど、空気が新鮮ですごく気持ちよかった︕

おいしい⿂とお花を買いに⾏くんだけど、ついでに千葉県をドライブした〜

きれいな海も⾒れたよ〜

 

 （⾵が強かった︕）

洲埼灯台にも⾏った〜⼩さい花がいっぱいあって、静かなところだった。

 

（洲埼灯台〜）

楊 賛さんの⽇記



その後花を買いに⾏った︕

（ハート〜 ）

 

あっ、昼ご飯を紹介するのを忘れた︕

すごく豪華なお昼だったのよ〜

私とお⽗さんは天ぷらで、お⺟さんは煮⿂だった︕ああ、超うまかったよ︕おなかパンパンになっちゃった。。。

帰りは⾞の中でずっと寝てたけど（笑）

楽しい⼀⽇だった︕

 

 

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです





４⽉１⽇

2013.04.01

今⽇はバドの練習試合なんだけど、⾏かなかった。どうせ、いってもゲームも審判もやらせられないし。。。

朝、⽇本語検定をネットで申し込んで、ATMでお⾦を振り込んだ。また⼀つのことが終わったね〜これで安⼼に⽇本語の勉強ができる︕

午後は⼀⼈でまたジュンク堂書店に⾏ってきた。この前⾏ったとき、YUIの本を買うかどうかずっと悩んでて、他の本はあまり⾒なかったので、今⽇は１階から9階で、ゆっく
り⾒た。それに、東京の観光ガイドブックを買ってきた〜ちょっと遅かった気がするけど、まあ、これからおもしろいところもっといっぱい⾏けるね〜

（後、この漫画もおもしろかった︕）

いよいよ明⽇秩⽗⼩⿅野町だ︕⾬だって。。。傘持ってく〜

今⽇はエリプリルフ―ルデーだね〜

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



4⽉2⽇

2013.04.02

今⽇は埼⽟県秩⽗市⼩⿅野町両神村に⾏ってきた︕名前だけですごく遠くて、⽥舎のほうだと分かるでしょ〜そこは⼭⻄省と友好交流の町で、私が中2の時⾏ったの。地元の⼈
がすごく親切で優しくて、神怡⼈会の先⽣たち、ホームステイした家族と⼀緒に過ごした⼀週間はとても楽しかった。去年、私はまた⽇本に来た。東京にいるので、埼⽟に近
い、⽇帰り旅⾏で両神村へ⾏ける。来たばかりの時からずっとそこの先⽣と連絡してて、⾏きたいって⾔ってるけど、なかなか時間が取れなかった。今⽇はやっとこの計画を実
現させた〜

朝、池袋で7︓30の特急電⾞に乗って、8︓58に⻄武秩⽗駅に到着。

その後、先⽣の⾞に乗って、秩⽗市に⾏って、先⽣のお家を訪ねた。そこでおしゃべりしながら、⼀休みして、以前ホームステイしたことある北さんの家に⾏った。

ホストのおじいちゃんとおばあちゃんと再会して、すごくうれしかった〜みんなでお昼を⾷べながら、いっぱいおしゃべりをした。

⼀時半ごろ、冬に、氷柱を作ったところを⾒に⾏った。それはおじいちゃんの会社が作ったの。毎年をやってて、すごくきれいだったそうだよ︕何万⼈も⾒に⾏ったんだって︕
NHKの⼈も取材に⾏ったんだって︕スゴイィィィィ︕

そこでおじいちゃんとおばあちゃんと別れ、この前⾏った時泊まってた温泉旅館を⾒に⾏った。三年前とぜんぜん変わってない、懐かしい〜〜あの時私はまだ前髪なかったけど
なぁ。

まだ時間があったので、イチゴを⾒に⾏った。⾃分でイチゴを摘んだよ〜⼤きくて⽢い︕しかも安かった︕

16︓25の特急に乗って、東京に戻ってきた。荷物いっぱい︕みんなから⾷べ物とか、服、靴下とか、いっぱいもらっちゃった︕

私、なんたいい⼈たちと会ったんだろう︕︕︕幸せだ〜〜〜

今⽇はとても楽しかった、⾔葉で表せないぐらい幸せ︕⼤変お世話になりました︕ありがとうございました︕

 

4⽉21⽇は先⽣の息⼦さんのコンサートなので、⽇暮⾥でやるので、応援しに⾏く︕

楊 賛さんの⽇記



 

 

今⽇電⾞の中でいろいろ考えたの、いろんな⼈が親切してくれて、助けてくれたことがあるからこそ、今の私がいる。もしあの時⽇本に旅⾏しに来なかったら、もしそんなに優
しい⼈たちに会わなかったら、もし初の海外旅⾏で嫌な経験があったら、私は⼆度とこの国に来たいとは思わないかもしれない。初の⽇本旅⾏は⼭の奥の村だって、聞いた⼈が
いつもびっくりする、なんでそんな辺鄙所に⾏くのってよく聞かれるんだけど、私はいつも「結構⽥舎なんだけど、すごくいい所だよ︕」とみんなに⾔う。本当に、⼼からそこ
の⼈たちに感謝してる。両神村で⼀週間泊まって、体験授業とかもやって、ホームステイもした経験があるからこそ、私は⽇本⼈は優しい、⽇本はとてもいい国だと思うように
なった。それに、もっとこの国のことを知りたい、もっとこの国の⼈と付き合いたいっておもうようになった。みんなのおかげで、私は今ここにいるんだ。

⽇中関係は今いろいろで難しいけど、私のためにたくさんやってくれて、こんないい⽇本⼈もたくさんいる︔私たちのように、⽇本に⼀年間留学を希望した⾼校⽣もいる。利益
なしで、⼼と⼼のつながりだけではすごく単純なん関係だと思う。こういう関係は、永遠に続いてほしい。

 

（今⽇の写真は先⽣のところにあるので、後でまた載せる）

これは⽇本語で投稿されたものです



4⽉3⽇

2013.04.03

今⽇は朝から⾬と強⾵だったので、ずっと家にこもってた。涵は今⽇ディズニーだそうだよ〜こんな天気なのに、家
族と楽しんでるかな〜

⽇本語の勉強をしたり、ギターを弾いたり、英語の新しい教科書を予習したりした。ごく普通の⼀⽇だった。

春休みはそろそろ終わりだ、明⽇は最終⽇かな、明後⽇から部活再開、その後始業式。

⼆週間未満の春休みに、まあ、いろんなことをやった。

友達の合唱発表会、お花⾒、歌舞伎パレード、N1の申し込み、先⽣と以前のホストファミリーとの再会。。。特に予
定ない⽇も⼀⼈で近くへ散歩に⾏ったり、本屋さんに⾏ったりしてた。残念のことは横浜⾏きたかったけど、なかな
か友達との都合が合わなかったので、結局いけなかった。

明⽇は何をしようかな〜

（ピックでSOLOをすこし弾けるようになったよ〜ご褒美として、ピックを可愛くした〜）

（英⽂法︕︕︕︕英語も頑張らないと︕︕）

 

そういえば、ネットで秩⽗市⼩⿅野町神怡⼈会のホームページを⾒つけた。

http://titibu.sakura.ne.jp/sinijinkai/

楊 賛さんの⽇記

http://titibu.sakura.ne.jp/sinijinkai/


これは⽇本語で投稿されたものです



4⽉4⽇

2013.04.04

今⽇は浅草とスカイツリーに⾏った︕友達を誘ったけど、結局⽤事があったそうで、来れなくて、⼀⼈の町歩きにな
っちゃった︕でも、⼀⼈だから、⾃由なんで、結構いろいろおもしろいものを⾒てきたの、天気もよかったし〜気持
ちよかった︕

12時ぐらいのバスに乗って、浅草の雷⾨のところに⾏った。

（さすが浅草、⼈いっぱいだった︕）

（雷⾨は実は略称だって、元々は⾵雷神⾨っていう名前だ︕）

楊 賛さんの⽇記



 

（雷⾨の有名な⾷べ物をたくさん⾷べてきた、おしいかった〜）

（屋台もあったんだけど、⾼かったので、やめた。。焼きそば⾷べたかったのに。。）



（お参りにいった。10円しか⼊れなかったけど〜願いこと叶えるといいなぁ）

（おみくじも引いた。浅草のおみくじには凶が多いんだって︕三分の⼀ぐらいあるそうだよ︕この前引いた時も凶だ
った。。。でも、今⽇は⼤吉だった︕残りの三ヶ⽉間もきっと楽しいこといっぱいあるね〜）

（この煙もすごくいいんだって〜私はもっと頭よくなりたい︕）



その後はスカイツリーに向かって、歩いていった。

（友達に送った葉書はこれとまったく同じ︕なんか写真でしか⾒たことない⾵景を⽬の前にあった時、すごく感動し
た︕）

（わたくしでーす︕）



（だんだん近づいてきた︕そこで英語を喋ってる外国⼈に頼まれて、家族全員が⼊る写真を撮ってあげた〜喜んでも
らったの〜）

（スカイツリーでっか︕︕本当にすごい建物って初めて思ったの。でも、チケット⾼いので、登れなかった。帰国す
る前に、⽇中交流センターに連れて⾏ってもらえるといいね〜）

（⻑く歩いたので、疲れた。。座って⼀休み〜）



（ショッピングセンターとすみだ⽔族館の周りもちょっと⾏ってみた。）

（違う道で歩いて、雷⾨のところに戻っていく途中に⾒たスカイツリー。）

（隅⽥川のところでまたちょっと座って休んだ。⾵が気持ちよかったよ︕）

（スカイツリーは鏡⾒てるんだ〜ハハハハハ〜）



（雷⾨にあった爆笑似顔絵っていう店〜おもしろいでしょ〜）

帰りのバスは事故にあった。。。信号の時、隣のタクシーに乗ってた客がドアを開けて、バスと接触したの、で、そ
の後信号が⻘になって、バスが動いて、タクシーのドアが壊されたみたい。それでちょっと時間かかったの。。こう
いうこと私たちも注意しないと︕

ああ、春休みの最終⽇は⼀⼈で過ごしたんだけど、たのしかった︕

今⽇は早く寝て、明⽇朝から部活なんだ〜今度は絶対遅刻しないように︕

そういえば、facebookで⾒たんだけど、明⽇は後井先⽣の誕⽣⽇だよね、この⽇記が公開されるのはたぶん明⽇にな
ると思うので、先にここで書いとく。

後井先⽣〜誕⽣⽇おめでとうございます︕︕いつもありがとうございます︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです



4⽉5⽇

2013.04.05

今は午後3時半、寝起きでーす、ああ、だるいなぁ、五⽇ぶりの部活はハードなトレーニングも⼊ったので、すごくき
つかった。。。キーボードを打つ⼒しか残ってなーい。。。

さて、先⽇秩⽗市⼩⿅野町へ⾏った時の写真は載せなかったので、今⽇改めてその⽇のことについて書きまーす︕

（朝9時、⻄武秩⽗駅に到着〜）

（⼤久保先⽣のお家でいったん休憩した、先⽣の奥さんと息⼦さんと⼀緒にお家の前で）

（ホームステイしてた、北さんのお家で、おじいちゃんとおばあちゃんと⼀緒に、持ってたのは氷柱の写真〜）

楊 賛さんの⽇記



（おじいちゃんとおばあちゃんへのプレゼント︕）

（神怡⼈会からのプレゼント〜⽥島さんが渡してくれた︕）

（北さんうちの⽝、クー君〜私のこと覚えてるようで、うれしかった〜）

その後は氷柱の残骸⾒に⾏った〜みなさん、2⽉ぐらいの時、秩⽗市ですーげーきれいな氷柱が作られ、何万⼈が⾒に
⾏ったことを知ってる︖それは北さんの会社が作ったのよ〜〜すごいでしょ︕

（吊り橋での集合写真︕）



（わたくしでーす︕後ろはまだ残ってる氷柱なのよ︕⼭の中はやっぱり寒いね〜〜）

（おじいちゃんとおばあちゃんとお別れ。）

三年前、私は⽇本に来て、北さんのお家で⼀泊⼆⽇間のホームステイをした、すごく親切な夫婦で、いっぱいおしゃ
べりもできた。おじいちゃんは私を群⾺まで連れて⾏ってくれたの︕おばあちゃんはおいしいご飯とかりんとうをた
くさん作ってくれた〜すごく楽しい⼆⽇間だった︕

去年の5⽉、神怡⼈会のメンバー何⼈が私の古⾥、太原市に⾏った。おじいちゃんとお会いした。その時、ちょうど⾯
接前後だったので、来れるかどうかすごく⼼配してた。おじいちゃんがもし⽇本に留学いけるなら、また⽇本で会お
うねって⾔ってくれたの。

やっと⾯接も合格して、⽇本にこれるようになった、しかも東京︕︕よし、これでまた北さんたちと会えるんだと思
った︕

数えると、これで三回⽬なんだ、本当に⼤したもんだと思う︕本当に縁があると思う︕おじいちゃんとおばあちゃん
のことが⼤好きだ〜また会いましょうね〜

（温泉旅館の前で。三年前きた時も、そこに泊まったの、景⾊もいいし、温泉も最⾼だった〜楽しい⼀週間を過ごし
た。みなさんもチャンスあれば、ぜひ⾏ってください︕）



（秩⽗イチゴを⾃分で取ってきた〜先⽣たちがお⾦を出してくれたの、プレゼントだって、本当にありがとうござい
ます︕イチゴ超うまかった︕）

 

（⼤久保先⽣の奥さんと、先⽣のお家の後ろ）

 

（⼤久保先⽣と〜）

16時25分の電⾞に乗って、帰ってきた。

本当に楽しかった︕先⽣たち、おじいちゃんおばあちゃん、ありがとうございます︕︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです





4⽉6⽇

2013.04.06

今⽇部活はちゃんと予定表どおりに、9︓00〜11︓00だった︕︕⼆時間しかないって書いてあるので、絶対トレーニ
ングとかもやると思ったら、そのままストレッチして、解散したの︕︕︕マジ︖︕やった︕って思ったの〜こういう
ことはバド部で超珍しい〜感動した〜〜〜

けっこう前にバド部の友達とお好み焼きの⾷べ放題に⾏くって約束したんだけど、都合が合わなくて、何回も⾔って
るのに、ずっと⾏ってないの。昨⽇も⼀⼈が⾜痛いって⾔って部活に来れなかったので、キャンセルした。まあ、⾼
校⽣の約束はこういうもんだよってお⽗さんにも⾔われたの。今⽇はやっと全員そろって、お好み焼きの⾷べ放題に
⾏っきた︕︕︕

お好み焼きともんじゃ焼きをいっぱい注⽂して、みんなでおしゃべりしながら、焼いて⾷べた。みんなの話には元々
知らなかったこともたくさんあった。以前はずっと私以外のバド部のみんながお互いのこと好きって思ったんだけ
ど、そうでもないらしい。だれが部⻑になってほしいとか、絶対だれに嫌われてるとか、いろいろだった〜ちょっと
⾔われた⼈に悪いけど、そういう話を聞いてた私がうれしかった、⾃分がすこしでも、みんなに仲間って認められて
ると思う〜

⼈って、やっぱり何かのきっかけで仲良くなるよね、残った時間は少ないけど、こういうきっかけがもっとあるとい
いなぁ、本当に、部活の⼈と仲良くなりたいんだ︕

その後、今⽇⾷べに⾏った⼥⼦三⼈でプリクラを撮りに⾏ったの。

 

楊 賛さんの⽇記



バド部の⼥⼦は今私を含めて、五⼈しかいない（⾃分がこういってるけど、私のことをバド部⼥⼦だと思ってない⼈
もいるなぁ。。。）でも、もう⼀⼈がやめるんだって。なんだか寂しいね。。。新⼊⽣どのぐらいバド部に⼊るんだ
ろう、優しい⼈いっぱい⼊ってきて欲しい〜

 

⾷べ放題でいっぱい⾷べたので、⼣飯は少な⽬に⾷べた。痩せたいって⾔ってるのに、いろんなものを⾷べちゃう
ね。。。まあ、頑張って勉強と部活やればいいよね︕︕

 

今、外に⾬がたくさん降ってる、⾬の⾳好きなんだ〜

これは⽇本語で投稿されたものです



4⽉8⽇

2013.04.08

午後は部活だった、帰り道、駅の前は緑が前よりずいぶん多くなった︕なんかすっかり春の気分だけど、時々寒い⾵
が来る。夏早く来い︕︕東京の夏は暑くて⾟いけど、汗いっぱいかけて痩せるから好きだ〜（笑）

 

明⽇は始業式だ。いよいよ新学期始まるぜ︕︕︕今⽇もたくさんの新⼊⽣を⾒かけた。⾦⾊のリボンいいな〜私たち
は⾚なんだ、⾚と緑だから、⼀年中クリスマス。。。

 

部活紹介とかもやるんだって、まあ、たぶん私はちゃんと部活やれば⼗分だね。新⼊⽣もいっぱい⼊ってほしいな
ぁ。去年はカナダ⼈とずっとペアで⼀緒にやって、楽しかった。彼⼥が帰国した後、またゆかことペアになって、仲
良しになった。でも、この間、ゆかこが部活をやめた。今の部⻑とすごく仲いいけど、そろそろ引退するし。ああ、
⼀⼈ぼっちになっちゃうかな。新⼊⽣と友達になるといいね〜

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



4⽉9⽇

2013.04.09

昨⽇の夜、家族とテレビを⾒た。SMAP×SMAPっていう番組で、SMAP五⼈旅について放送した。おもしろかったよ
ー

五⼈で⼀台の⾞に乗って、⼤阪に⾏った。交替で運転して、USJに⾏ったり、お好み焼きを⾷べに⾏ったり、普通の
スーパーで買い物したり、有⾺温泉に泊まったりしてた。来週⽉曜はUSJの放送をやるんだって〜楽しみ〜

有⾺温泉旅館に泊まって、五⼈が温泉に⼊って、⼣飯を⾷べてから、旅館の中にあるゲーセンに⾏った。ゲームをや
ったり、プリクラを撮ったりして、最後に、カラオケした。SMAPデビューしてからの曲をたくさん⼊れて、みんなで
歌った︕Best friendっていう歌を歌った時、中居さんは泣いてた。

私はSMAPにそんなに興味なかったし、曲も「世界に⼀つだけの花」しか知らないけど、この番組を⾒て、すごく感動
したの。歌⼿のグループがよく簡単に解散するイメージを持ってた。でも、SMAPはデビューからもう25年経って、
⼤したもんだと思う︕もちろん昔も解散危機とかもあったけど、みんなの⼒でピンチを乗り越えた。もう⼀緒にステ
ージに⽴って歌う⼈だけじゃなく、⼼の繋がりがある友達なんだ︕本当に、感⼼しました︕

 

今⽇は始業式だった。新しい教室はせまっ︕︕前のは広すぎたかな。。。この狭い空間でみんな仲良くやっていこう
ぜ〜

新⼊⽣のための部活紹介もやった。チア部本当にかっこよかったよーみんなまだ⼀年間練習したことなかったのに、
すごい︕でも、練習もそれなりに⼤変だそうで、みんなきっと⼀⽣懸命頑張ったね〜（あの時チア部に⼊ればよかっ
たかもってちょっと思った。。。）

楊 賛さんの⽇記



 

部活の時、みんなで回して基礎打ちをやってた。クリアを打つ時、私は相⼿に「彼⼥クリアできないもん」って⾔わ
れて、他の⼈と打つことになったの。。。まあ、確かに、私のクリアはよく奥まで⾶べない、私と練習する⼈が練習
にならなくてこっちもすごく申し訳ない気持ちなの。でも、私も頑張ってシャトルを⾶ばしてるんだよ︕前よりもだ
んだんできるようになってるし。そんな⾔い⽅、ちょっとやめてくれないかな︖だれでも初⼼者からやり始めたんだ
よ、だれでも最初からプロみたいにうまく打てるわけがないでしょ。なんでいつも俺がうまいからあんたと打ちたく
ないっていう顔をしてんのよ︕ムカツク。。。

 

ああ、悪⼝を⾔うつもりじゃなかったけど、なんかちょっとよろしくないなぁ。

 

カナダの友達からのプレゼント〜

 

これは⽇本語で投稿されたものです



4⽉10⽇

2013.04.10

今⽇は模試だった、ちょっと疲れた。。。

部活の時ゲームをやってみた。ダブルスで、⼀緒に組んでた⼈、相⼿にしてくれた⼈もすごく優しいので、ほとんど
緊張しなかったの、負けたけどな。。。いいゲームだった︕ありがとうね、みんな〜

 

帰り道、駅のところに、ギターを弾きながら歌ってた⼈がいた。隣に⿎をたたく⼈もいた。歌がすごくうまかった
の︕︕︕歌詞も素敵だった、⾃分で作曲したかどうかわかんないけど、いい歌⼿だと思う︕

彼がこう歌ってた――

「どうして、こんなに近いところにいる⼈、⼈は避けるんだろう、無視するんだろう」

「どうして、そんなに遠いところにいる⼈、⼈は愛してるんだろう、信じるだろう」

 

そうだね、⼀番近い⼈、⼀番親しい⼈、家族とか、友達とか、よくお互いに傷つけたりするよね。⾜元の幸せを無視
して、遠すぎて現実じゃないぐらいの物を⼀⽣懸命追いかける。⼈間って、時々バカだね。そう⾔ってる⾃分も、同
じなんだ。⼩さいけど、⾜元の幸せを⼤切にするのが⼤事だと思うんだ。

 

「⼀⼈じゃない」

楊 賛さんの⽇記



⽇本へ留学に来て、7ヶ⽉間経った、悲しいこと、困ったこともたくさんあったけど、私は毎⽇を楽しんでる、精⼀杯
頑張ってる。何事があっても、直⾯する勇気が出せる。なぜなら、私は⼀⼈じゃないんだ、私を⽀えてくれる⼈がた
くさんいるんだ。⼀年かかって、帰国したらまた留年して、遠回り、バカなことをしたって⾔われても、後悔はしな
い。私はここでしかできないことをいっぱい経験した、ここでしか会えない⼈たちと仲良しになった、私は中国で絶
対考えないことをたくさん考えた。。。それに、どこにいても、⼀⼈じゃないっていうことが分かった。⼈⽣は⻑い
から、⼀年はとんでもないことだ︔⼈⽣は短いから、限りがある時間を使って、もっと新しいことを挑戦しなければ
ならないんだ。

「もっと笑えるようになる明⽇が来るのを信じる」

困ったことがあった時、昔から知ってた⾔葉---Tomorrow will be better を何度も紙に書いて、⾃分を励ました。あ
きらめなければ、乗り越えないことはないよね。明⽇が今⽇より少しでもよくなるように頑張ればいい、信じればい
い、本当によくなってくるんだ。前向きに⽣きるのも、すごく簡単なことだと思う〜

これは⽇本語で投稿されたものです



4⽉11⽇

2013.04.11

今⽇もテストだった、明⽇も同じ、早く授業やりたいなぁ、特に⼤好きの有⽥先⽣の⼤好きの物理︕︕︕︕

男⼦も⼥⼦もの部室の鍵が不思議に消えた︕︕︕

昨⽇ちゃんといつものところに返したのにって⾔ってるけど、どこにもなかった︕︕︕

結局学校の警備のところに借りてたの。。。

誰かのいたずらかな、バド部の敵か︕︖部活してほしくないの︖⽂句あるなら直接⾔えばいいじゃん、こんなことし
て、ガキかよ。。。

明⽇鍵戻ってくるといいなぁ〜

ねむいっす︕︕

ちょっと勉強してから寝よう〜

あっ︕そうだ︕今⽇修理できた携帯が届いたぞ︕完全に新品じゃん︕︕すーげーうれしい〜ありがとうね〜⼤事に使
うわ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



4⽉12⽇

2013.04.12

部室の鍵⾒つかったんだよ―うちのクラスの⼈がたぶん教室の鍵と間違えて、持ってたの。。。⾒つかってよかった
〜

今⽇でテスト全部終わった︕︕お疲れさん〜

もう⾦曜⽇か―まだ⽉曜⽇のSMAPの番組について友達と話してるのに、いつの間にか⾦曜⽇が来た、時間経つのが早
いよー

 

部員を募集するため、各部がポスターを作ってる。私は華道部じゃないけど、友達が華道部なんで、ポスターを作る
のを⼿伝った。⼿伝うっていうか、全部私が書いてたの、字も、絵も。もう⼀回⾃分が本当に美術のセンスがいいっ
て思った（笑）こんなにちゃんとしているポスターを全部⼀⼈でかくのが何年ぶりか。。。今華道部には部員⼀⼈し
かいなくてすごく寂しいのよ、新⼊⽣がたくさん⼊ってくるといいね〜私も最初やりたかったけど、バドに⼊ったの
で時間的には無理なんだ、だから、ポスターを作ることと部員が増えるのを祈ることしかできない。。。

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



4⽉13⽇

2013.04.13

今⽇は巣鴨駅で すがもん っていうキャラクターが出てきたの〜すごくかわいかった︕

私はクラスの旅⾏委員になった〜修学旅⾏はいけないけど、⽇帰りの校外研修は⾏けるので、⼀応他の⼆⼈といっし
ょに旅⾏委員を担当する〜

明⽇は先輩の試合を応援しに⾏く〜先輩なら絶対勝てるわ〜

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



4⽉15⽇

2013.04.15

本当に⾟くて、もう我慢できないので、バドミントン部をやめました。10⽉から今まで、私は7ヶ⽉間頑張ってきま
した、でも、これ以上頑張れないです、本当に⾟いです。残りの三ヶ⽉間、⾃分に嫌な思いをさせたくない、もっと
いろんなことを体験したい、もっと留学⽣活を楽しんでいきたい、⾃分らしく⽣きていきたい。。。

今朝の⾯談で、先⽣と部活のことについて話したら、泣き出しちゃいました。泣かないように我慢してたけど、涙が
どうしても⽌まんなかったです。「やめたいです。」って⾔って、先⽣が「そうだと思ったよ、ここまで頑張ってき
たから、すごく偉いと思うよ︕⾏きたくないなら、無理しないで、⾏かなくてもいいよ」って⾔ってくれました。正
直に⾔うと、その時本当にほっとしました、先⽣が私のことを分かってくれて、よかったです。

担任の先⽣はバド部の顧問なんです。「俺はさんちゃんがやめる理由がよくわかんないけど、でも、さんちゃんがク
ラスにいる時と部活をやる時の様⼦はやっぱり違うから、いろいろ気づいたんだ。理由はもし今⾔えないなら、無理
して⾔わなくてもいいよ。いつか⾔えるようになったら、ぜひ教えてください。先⽣もその辺知る必要あると思うん
だから」ってたくさん話してくれました。理由は実は簡単です、⼈間関係がなかなかうまく⾏かなくて、⾟いので
す。でも、詳しく⾔うと、ほかの部員の悪⼝を⾔ってるみたいなもんで、私は⾔いづらいです。こんなに⻑くやって
たのに、振り返ると、本当に⾏きたいって思ってる時は⼀回もなかったです、⾟い思い出ばかりです。

もちろん友達も何⼈かいますけど、⼥⼦の友達は部活をやめたし、いつも男⼦と⼀緒にいるわけもないし、打つ時は
まだいいけど、休み時間、部室にいる時、すごく寂しいです。。。

いろんなことで、もしこれ以上続けるなら、バドのことさえ嫌いになっちゃうと、本当に最悪なので、⼆年⽣になっ
て、新しい⽣活の切り替えとして、バドミントン部をやめました。7ヶ⽉間頑張ったので、後悔はしません。

暇⼈にならないように、クラシックギター部に⼊るつもりです。体⼒が落ちないように、毎⽇短距離のマラソンを⾛
ることを決めました。今⽇は⾛ってきました。

バド部に⼊ったからこそ、すごく仲いい友達が何⼈かできました。嫌な思い出があったからこそ、⾃分が強くなった
気がします、そういう経験で成⻑しました。

バド部をやめたからこそ、新しい⽣活に⼊ることができました、バドミントン以外のことをもっと体験できるように
なりました。

楊 賛さんの⽇記



 

いつでも、前向きで⾏きましょう!

(今⽇⾛っていった時撮ったの︕きれいな⼣⽇なんだ〜）

これは⽇本語で投稿されたものです



4⽉16⽇

2013.04.16

今⽇はクラシックギター部へ⾒学に⾏った。部員は⼀⼈だけ、新⼊⽣の⼆⼈可愛い⼦も⾒学に⾏った。顧問の先⽣と
部員⼀⼈の演奏を聞いて、なんかそんなにうまくない気がする。実際に触ったら、弾き⽅や楽譜がアコギーとほとん
ど違う、思ったのとちょっと違ったの。。。雰囲気も明るくないし、あまり楽しくなさそうだなって思った。だか
ら、⼊るのをやめた、やっぱり、⾃分でアコギーを練習して、7⽉のライブのためにいろいろと⼯夫しよう〜その⽅が
⾃由だし、楽しいからさぁ〜歌いながら弾くほうが好きなんだ〜

 

今⽇も計画どおりに⾛りに⾏って、帰ってきた後、⾃分で腹筋、背筋、腕⽴てとかたくさんトレーニングした。汗や
ばかった︕でも気持ちよかったよ〜部活をやってた時はハードすぎて、帰ってきてから、すぐに寝ちゃうの。でも、
今は運動して、いっぱい汗かいて、逆にすごく元気になって、勉強とかギターとか読書とかもいろいろできる︕よし
っ、このままで⾏こう︕

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



4⽉17⽇

2013.04.17

昨⽇、バドの先輩からメールが来て、「明⽇昼休み空いてる︖話したいことがあるんだ」って。たぶん、部活のこと
かなって思ったの。

今⽇、昼休みの時間、先輩が私のクラスに来てくれた、いろいろ話してた。まあ、⼤体の意味は、さんちゃんが別に
バドのことを嫌いわけじゃないし、ただ嫌な⼈がいて、⾟いけど、ここまで頑張ってきたのに、あと数ヶ⽉しかない
のに、やめちゃったら、もったいないっていうことだった。確かに、私はバドミントンが好きだから、バド部に⼊っ
てた、本当は最後までやり遂げたかった。「なんで嫌な奴らのせいで、本当に頑張ってる⼈がやめなきゃダメなの」
っていう話も合ってると思う。

放課後に、また担任＋バドの顧問の先⽣と相談してた。⾃分もいろいろ考えたりした。私が部活やっても、やらなく
ても、嫌な⼈はたぶん変わってくれないと思う。いつまでも⾃分たちの固まりのままで、ほかの⼈を受け⼊れる覚悟
はしていない、それは⾃分で気づかないと、だれが何かを⾔っても、よくなるのはなかなか難しい。世の中にはいろ
んな⼈がいるんだ。

思い切ってやめちゃったけど、なんか先輩の話を聞いて、また迷い始めた、なかなか決められないな。でも、⾏くと
したら、早く⾏ったほうがいいね、出ないほど、出づらくなるからさぁ。

結局やめないことにした気がするんだ、せっかく決⼼したのに。。。

でも、やるんだったら、私は頑張ってやるよ︕こんなに迷って、悩んで、苦しんでた時もあったから、たぶんこれか
らもっと強くなれるんじゃない︖簡単に潰されるわけがないでしょ︕︖

みんな、いろいろコメントしてくれてありがとう〜みんなが⽀えてくれてるから、私は頑張れるんだ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



4⽉21⽇

2013.04.21

んーーすごく、⼤変な⼀週間だったね、悩んだり、考えたり、反省したりして、やっと、⾃分が納得できる結果が出
ました。私は部活に戻ります、最後まで頑張ります︕みんな、たくさんコメントしてくれて、分かってくれて、本当
にありがとうございます︕

 

⼆年⽣になってから、クラスのみんなと⼀緒に受ける授業が多くなってきた、⽇本語と⽇本⽂化以外は全部⼀緒なの
〜やっぱ⾃分のクラスにいる時のほうが安⼼して、楽しい︕3年⽣の友達とあまり会えなくなってちょっと寂しいけど
ね。。。

部活復帰したので、帰る時間はまた遅くなった。夜は⽇記を書く余裕があまりないので、春休みの時のように毎⽇書
くのがちょっと無理なんだから、少なくとも週⼀回書くようにする︕

うちのクラスは学習記録ノートを毎⽇書かなければならない。計画と実際に勉強した時間、科⽬、寝る時間と起きる
時間、⽬標など。⾦曜の夜、眠かったので⼀時間しか勉強しなかったの、先⽣に⼀⽇最低2時間を⽬標にしようって書
かれた。。。だから、勉強のほうももっと頑張らないとね︕

 

午後は先⽣の息⼦のコンサートに⾏く〜楽しみ〜

⾬なので、さーむーい︕

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記





4⽉29⽇

2013.04.29

ずっと⽇記書かなくてすみません︕

この⼀週間は忙しすぎて、ぜんぜん⽇記を書く暇がなかった。。。

4⽉23⽇ ⽕曜⽇

⼤東のカナダにある姉妹校から来た交流団と⼀緒にディズニーランドに⾏ってきた︕︕︕

ちょうど30周年なので、特別の飾り、ショー、などもたくさんあって、夢の国で、楽しい⼀⽇を過ごした〜

楊 賛さんの⽇記



4⽉25⽇ ⽊曜⽇

カナダの⼈たちと⼀緒に、鎌倉と江ノ島へ⾏ってきた〜

⾃然に恵まれてるところで、きれいだった〜



4⽉26⽇ ⾦曜⽇

カナダの⼈たちと⼀緒に、スカイツリー、浅草、東京湾に⾏ってきた〜

初めてスカイツリーを登ったの〜





すごく楽しい三⽇間だった〜

とても仲がいい友達もできたし、英語はあまりしゃべれないけど、伝えたいことはまあまあちゃんと伝えたようで、
うれしかった〜

⽇本⼈の友達も優しくていいけど、カナダの友達と⼀緒にいる時なんかもっと楽な気持ちでいられる気がする。⾃分
のファッション、体のスタイル（痩せてるかどうか）、髪型など、そんなに気にしなくていいし、男⼦と⼥⼦がハー
グしたり、⼀緒に写真撮ったりするのもごく普通なことで、性別と関係なくみんなただの仲良しでいられる。やっぱ
り、⽂化の違いだな〜

違う⾔葉、違う⽂化は問題ではない、相⼿といい友達になりたい気持ちがあれば、それだけで⼗分だと思うんだ〜

 

これは⽇本語で投稿されたものです



4⽉29⽇

2013.04.29

昨⽇は満雪陽と遊びに⾏った〜

⽇本に来てから、初めて中国⼈の友達と遊んだ︕︕︕︕超楽しかったよ︕︕︕︕

11時に原宿の⽵下通りのところで待ち合わせで、その後話しながら、⽵下通りのいろんな店を⾒て、ぶらぶら歩いて
た。表参道と⻘⼭通りを歩いて、渋⾕まで⾏って、１０９を全部⾒た。⼣飯は吉野家だった。最後、⼆⼈でプリクラ
を撮って、解散〜

（⽵下通りの前〜）

（満ちゃんが好きの⼈形屋さん︕⾼価な⼈形や⼈形の服装、髪などを

いっぱい売ってた〜すごかった︕）

楊 賛さんの⽇記



（洋服屋さんだった〜）

（鯉のぼり〜もうすぐ5⽉5⽇だね〜）

（渋⾕の⼋公前︕）

（なんだこれ︖︕だれかのいたずらかな〜おもしろい〜）



（すーげー⼈いっぱいの交差点なんだよ︕︕︕⼀⽇中、⼀⼈もいない時はないんだって︕︕）

（１０９︕︕GIRL'S FASHION PARADISE︕︕）

（もう夜なんだ。。。時間たつのが早いね︕︕）



（渋⾕駅、満ちゃんバイバイ〜今⽇楽しかったよ︕ありがとう〜また遊ぼうね〜）

（みどりの⼭⼿線〜）

私はTシャツとシャツを買って、彼⼥はTシャツと可愛いズボンを買った。いい買い物だったし、おしゃべりもいっぱ
いできた。みんなそれぞれ⾃分の楽しんでることや悩みごとなどたくさんあるわね。いつも忙しいから、また中国⼈
の友達と出かけるチャンスがあるかどうかわかんないけど、今度のお出かけはすごくよかったと思う〜ぜったい忘れ
ないよ〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです



4⽉30⽇

2013.04.30

⽉例報告書が届いた、帰国する⽇にちが7⽉20⽇って書いてあった。留学⽣活は後少ししか残ってないって分かって
るけど、こんなに正式のお知らせが来て、なんかいきなり複雑な気持ちなっちゃったなぁ。。。ここにもっといたい
けど、帰国するのも楽しみにしている︔みんなに会いたいけど、ここの友達とまた離れたくない。。。ちょっと、落
ち着かなくなっちゃった。

最近学校楽しいなぁ〜授業も、部活も、さらにテストも、全部楽しんでる〜いろんな教室に移動して授業を受けた
り、休み時間友達としゃべったり、部活きついけど⼀緒に頑張ってる⼈とお互いに励ましたり、テストがもうすぐ来
るから よしっ 頑張ろうって思ったりして、前よりもっと明るくて前向きになった気がする︕帰国する前の三ヶ⽉
間が⼀番楽しいってだれから聞いたことがあるけど、本当だね〜

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



5⽉4⽇

2013.05.04

昨⽇横浜に⾏ってきた〜

（満ちゃんごめんね、ずいぶん前に友達と約束したから、今度誘わなかった。。。）

9時に池袋でななと会って、そこから電⾞⼀本で中華街に⾏った〜

その後は⼭下公園に⾏った

楊 賛さんの⽇記



パレードも⾒れた︕



その後は伊勢佐⽊商店街に⾏った〜

 

切符は乗り放題だったので、東京メトロの神楽坂にも⾏ってきた、⾁まんを⾷べた〜

 

いい天気だったし、パレードもアクロバットも⾒れたし、おいしいものもいっぱい⾷べたし、本当に楽しかった︕︕
満⾜︕︕



 

これは⽇本語で投稿されたものです



5⽉7⽇

2013.05.07

今⽇は連休明けの学校だった〜みんなに横浜で買ったお菓⼦をあげて、喜んでくれてよかった︕

昨⽇は⾃転⾞で上野に⾏ってきた、お⽗さんと⼀緒に〜

博物館や芸術の展⽰会を全部で四個⾒たよ︕︕︕

楊 賛さんの⽇記



（これ、本物のハチ公なんだよ︕︕︕︕すごいね︕︕︕渋⾕の銅像しか⾒たことない、本当のハチ公は科学博物館に
あるんだ︕︕︕︕）

 

ダ・ヴィンチの絵とデッサンもいっぱい展⽰されて、すごかった︕︕美術はあまりわかんないけど、やっぱり素敵な
作品だね〜

現代美術もいっぱいあって、すごく気に⼊る作品があったんだけど、撮影禁⽌なので、写真撮れなかった。。。

 

これは⽇本語で投稿されたものです



FUJIQ︕

2013.05.18

⽇記を書くのが久しぶりだね︕

忙しい⼀週間は無事に終わった〜

さて、もう先週のことだが、5⽉12⽇ ⺟の⽇ FUJIQに⾏ってきました︕︕

朝5時半に起きて、新宿で富⼠Qハイランドのバスに乗って出発︕

開園直前に着いた︕

⼀番最初に乗ったのはフジヤマだった、超⻑くて、最⾼70メートルのジェットコースター

楊 賛さんの⽇記



その次は新しくできた⾼⾶⾞。最⼤⾓度121度、ギネス世界記録認定︕

 



 

その次はドドンパ、1.8秒で時速172キロメートルに加速できる超早いジェットコースター

中にはおもしろい標語があった〜

（舞浜にないものは、ここにはある――ネズミーランド職員）

ディズニーをバカにしてるかよ︕（笑）

そこでいったん休憩して、ハンバーガーを⾷べて、迷宮に向かっていった。。。



（わたし、なんでこの⼈と写真撮ったんだろう。。。）

ああ、今思い出したらやっぱ怖い。。。マジ怖い。。。お化け屋敷なんか、⼆度と⾏きたくない︕︕

その次はええじゃないか、前後回転しながら進むジェットコースターだった。

お姉ちゃんの⼤好きの鉄⾻番⻑︕︕富⼠⼭も⾒えたよ︕︕気持ちよかった︕︕



最後は⾶んでみ〜な︕

6時閉園で、プレゼント買って、⼀休みして、バスに乗って新宿に戻った。

FUJIQマジ楽しかったよ〜こんなに集中していっぱい絶叫に乗るのは初めて〜ジェットコースター⼤好き︕

これは⽇本語で投稿されたものです



5⽉20⽇

2013.05.20

胡さんのビデオ⾒ました〜なんかおもしろかったね〜

 

先週から忙しい⽇々が続いて、ぜんぜんパソコンやる時間なかった。。。

明⽇から中間テスト、その後は校外学習で鎌倉へ⽇帰り旅⾏に⾏く。

6⽉になったら、⼤会応援に⾏くとか、ホストファミリーと京都へ⾏くとか、ジブリの美術館に⾏くとか、休⽇はほと
んど予定が⼊った。

もちろん、7⽉の期末テスト、⽇本語検定があるので、頑張って勉強しないとだめだね︕

なんか勉強と部活とお出かけを 三⽴ （両⽴っていう⾔葉があるから⾃分でこの聞いたことない⾔葉を考えた〜）
するのが難しい︕︕︕

部活やって、超眠いけど帰った後我慢して3時間半ぐらい勉強するのは本当にきつい。。。昨⽇なんて7時間勉強した
し。。。

っていても、やっぱこういう⽣活が好き、時々妥協したいけどね。もう最後だからさ、悔いのないように︕

よしっ、勉強勉強︕

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



5⽉22⽇

2013.05.22

みんな忙しいかな、だれも⽇記書かない。。。

明⽇はテスト最終⽇だ︕︕

英語難しいね。。。いい点数取れるといいね︕

6⽉⼤会あるので、最近練習時間も割りに多くなった。でも、なんか調⼦よくないな、スマッシュとクリアは元々うま
くできないけど、もっと出来なくなっちゃって、ドロップもいつもネットに当たって、ああ、やっぱ兼部のせいか
な、茶道をやるために、⽔曜のバドミントンは最近⾏ってない。。。でも茶道もやりたいね。。。

明⽇テスト後部活があるので、頑張ろう︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



5⽉27⽇

2013.05.27

マジ疲れた…ずっと⽇記書けなくてすみません︕今⽇はとりあえず寝るわ︕おやすみ^ ^
これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



5⽉28⽇

2013.05.28

先週の⽕ ⽔ ⽊は中間テストで、⾦曜は校外学習で、鎌倉へ⽇帰り旅⾏に⾏った。

班に分かれて、⾃分たちでコースを決め、ほとんど⾃由⾏動だった。

朝6時50分に、友達と巣鴨駅で待ち合わせ、8時半に北鎌倉に着いた。その後、⾼徳円⼤仏、瑞泉寺、銭洗弁天、鶴岡
⼋幡宮など、あちこち回ってきた。昼ご飯は鎌倉名物のしらす丼で、⾼かったけどおいしかった︕午後3時半みんなで
鶴岡⼋幡宮で集合写真を撮って、解散した。短かったけど、⽇帰りの校外学習は楽しかった︕

楊 賛さんの⽇記



その後は友達と4⼈（2⼈男⼦、2⼈⼥⼦）で新宿に散歩に⾏ってきた。夜ご飯はスパゲッティーで、みんなでおしゃ
べりしながら⾷べて、そこでずっと座ってしゃべってたの。普段クラスでいつもふざけている私たちは真剣に話した
りするのがなんか不思議な気がした。部活の話をみんなに話したら、いろいろ⾔ってくれて、すごく感動した。「妥
協すんなよ、部活やめたら、俺、お前を許さないから」とか、私はこれでいくら難しくても最後まで頑張れる気がす
る︕︕︕たくさんの友達が⽀えてくれてるから、妥協なんてしないと決めた︕

⽇曜⽇は⽤事があって部活いけなかった。6⽉の予定表を⾒て数えてみたら、⾏ける回数は８回ぐらいしかない。なん
か少ないね。。。でも、ほかにもたくさんやらなきゃいけないことがあるし、だんだん忙しくなってくるし。まあ、
⾏ける時だけちゃんと打って、⾏けない時は⾃分で⾛ったり、体感やったり、素振りを練習すればいいかな〜

これは⽇本語で投稿されたものです



６⽉７⽇

2013.06.07

最近忙しすぎます︕︕︕

先週の⽇曜は⼥⼦の⼤会で、応援しにいきました。みんなとても頑張りましたが、最後は錦城に負けました。。その
⾼校のバド部本当に強い︕スマッシュめっちゃ早かった︕

今週中は作⽂を頑張った︕冬服も⽚付け終わって、送りました︕

昨⽇はバドの友達とサイゼで⼣飯を⾷べ、９時半ぐらいに家に着きました、１０時半に寝て、全然勉強しなかったの
で、今朝５時におきて勉強しました、偉いでしょう〜

今⽇早く帰ってきたので、３０分ぐらい⾛りに⾏きました、気持ちよかった︕

今週の⽇曜は男⼦の⼤会、みんなファイト︕

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



６⽉２９⽇

2013.06.29

みんな、お久しぶりでーす︕

ずっと⽇記書いてないな、、、６⽉に⼊ってから忙しすぎ︕︕︕毎週の⽇曜はいつも朝から出かけて、ぜんぜん休め
なかった。。。

⼥⼦⼤会。

男⼦⼤会、先輩の引退試合、その後の打ち上げ。

京都、⼀泊⼆⽇間の旅⾏。

三鷹のジブリの美術館。

来週は期末なので、勉強しなきゃ。。。明⽇は家で勉強することにした︕

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



７⽉５⽇

2013.07.05

明⽇はテストの最終⽇なんだ〜

テストの後お⺟さんとお姉さんと⼀緒にお茶会に⾏く︕茶道やってるんだけど、正式なお茶会は初めてなんだ︕楽し
み＾＾でも、ずっと正座するのは耐えられるかな、ちょっと⼼配。。。

部活はテスト期間中ずっとなかったけど、明⽇からまた始まる。⾏きたいけど、帰国前のいろいろな準備をしなけれ
ばならなくて、時間的にはちょっと厳しい、、、だから、１６⽇までは休むことにした。なんだか部活ないと寂しい
なぁ。

奉君のビデオ⾒ましたよ〜

なんか男らしい部活やってきたね︕めちゃくちゃかっこいい︕

⼤会で勝ったらしいね〜おめでとう＾＾

 

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



７⽉８⽇

2013.07.08

昨⽇⽇本語検定やっと終わった︕︕︕︕

これでもう落ち着いて帰国の準備をすることができるんだ〜

お⼟産はもう少しずつ集めてきて、荷物の⽚付けも進んでいる。

要らない物はどんどん捨てて、部屋もだいぶすっきりなってきた。今朝掃除機をかけたんで、床がピカピカ〜〜〜

学校に⾏く最後の⽇に、みんなへの感謝のプレゼントとメッセージカードを渡したいので、明⽇ちょっと買い物に⾏
く。

また、ギターを弾きながら歌を披露したいので、最近練習している。

ああーーなんかやることいっぱいだなぁ、ちゃんと計画を⽴てて、やっちゃおう︕帰国するまで後わずかしかないか
ら、最後の最後まで悔いのないように︕

 

おとといはお⺟さんのお茶会に⾏きました︕

茶道やってるけど、正式なお茶会に⾏くのは初めてです︕

すごくきれいな庭のなかの広くて、明るい和室で、お茶の道具もちゃんとした⾼級品だったんです︕

お⺟さんが⽴ててくれたお茶がめっちゃおいしかった︕また京都に⾏った時の気持ちを思い出したんだよー

 その後ちょっと池袋を寄って、時間あまりなかったので、お⼟産少ししか買えなかった。

夜は六本⽊のライブハウスで、お姉ちゃんのライブを⾒に⾏った︕

まあ、もともと出れるかもしれないって⾔う話だったんだけど、いろいろ都合があって、残念ながらやっぱり出ない
ことになっちゃった。でも、すごく盛り上がって、めっちゃ楽しかったよ︕ギターリストの⼈は超うまくて、お姉ち
ゃんのドラムもかっこよかった︕わたしもバンドやりたいなぁ︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕

昨⽇の夜は⺟さんと⽗さんと朝顔市っていうお祭りに⾏ってきた︕

朝顔がいっぱい売られていて、屋台もいっぱいあって、本当にお祭り⼤好きなんだよ︕

⼤阪焼きとトウモロコシおいしかった︕

楊 賛さんの⽇記



 

（写真アップできないなぁ。。。。。なんでだろう。。。）

これは⽇本語で投稿されたものです



７⽉８⽇

2013.07.08

昨⽇⽇本語検定やっと終わった︕︕︕︕

これでもう落ち着いて帰国の準備をすることができるんだ〜

お⼟産はもう少しずつ集めてきて、荷物の⽚付けも進んでいる。

要らない物はどんどん捨てて、部屋もだいぶすっきりなってきた。今朝掃除機をかけたんで、床がピカピカ〜〜〜

学校に⾏く最後の⽇に、みんなへの感謝のプレゼントとメッセージカードを渡したいので、明⽇ちょっと買い物に⾏
く。

また、ギターを弾きながら歌を披露したいので、最近練習している。

ああーーなんかやることいっぱいだなぁ、ちゃんと計画を⽴てて、やっちゃおう︕帰国するまで後わずかしかないか
ら、最後の最後まで悔いのないように︕

 

おとといはお⺟さんのお茶会に⾏きました︕

茶道やってるけど、正式なお茶会に⾏くのは初めてです︕

すごくきれいな庭のなかの広くて、明るい和室で、お茶の道具もちゃんとした⾼級品だったんです︕

お⺟さんが⽴ててくれたお茶がめっちゃおいしかった︕また京都に⾏った時の気持ちを思い出したんだよー

 その後ちょっと池袋を寄って、時間あまりなかったので、お⼟産少ししか買えなかった。

夜は六本⽊のライブハウスで、お姉ちゃんのライブを⾒に⾏った︕

まあ、もともと出れるかもしれないって⾔う話だったんだけど、いろいろ都合があって、残念ながらやっぱり出ない
ことになっちゃった。でも、すごく盛り上がって、めっちゃ楽しかったよ︕ギターリストの⼈は超うまくて、お姉ち
ゃんのドラムもかっこよかった︕わたしもバンドやりたいなぁ︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕

昨⽇の夜は⺟さんと⽗さんと朝顔市っていうお祭りに⾏ってきた︕

朝顔がいっぱい売られていて、屋台もいっぱいあって、本当にお祭り⼤好きなんだよ︕

⼤阪焼きとトウモロコシおいしかった︕

楊 賛さんの⽇記



 

（写真アップできないなぁ。。。。。なんでだろう。。。）

これは⽇本語で投稿されたものです



7⽉17⽇

2013.07.17

時間を⾒たら、もう17⽇だね、お別れとかも、昨⽇のことだった。。。

16⽇の朝は⼤変だった。

パスモのお⾦はちょうど巣鴨の改札を出たところになくなって、乗り換える駅なんだから、家にも戻れないし、学校
にも⾏けない状態だった。財布も忘れたからチャージもできなくて、どうしようもなかった。結局お⽗さんに来ても
らって、学校まで⾞で送ってもらったんだ。。。最後の学校だったのに、ちょっと意外な事情あったなぁ。。。

物理の授業で、みんなで反応速度の実験をやった。先⽣が⼀番反応早かった︕

最後の物理の授業で、有⽥先⽣に⼀年間楽しかったね、俺のこと忘れないでね︕って⾔われただけで、涙がでちゃっ
た。物理本当に⼤好きで、有⽥先⽣も⼤好きだったんだ。お別れなんて、したくないよ︕ずっとこっちで物理をやり
たいなぁ︕

授業のあと、先⽣と写真を撮って、超うれしかった、その写真はずっと⼤事にするよ︕

みんなのために歌を書いた。ギターを借りて、ホームルームの時みんなの前で歌った。何⼈かが泣き始めて、私もず
っと我慢して、最後のほうは声がちょっと震えてた。でも、ちゃんと歌えてよかったと思う︕

その後クラス⼀⼈ずつ私に⾔いたいことを⾔ってくれた。みんなずっと泣きつづけて、本当に感動した。私のほうが
絶対みんなから多くもらってるのに、ありがとうってたくさんいってくれて、本当にうれしかった。

みんなからの写真集、先⽣たちからの⾊紙をもらって、私もみんなにメッセージカードを渡した。

部活も最後みんなとちゃんと集合写真を撮って、その後お好み焼きを⾷べに⾏った

楊 賛さんの⽇記



夜は、クラスほとんどの⼈がうちに来てくれて、みんなで⾷べたり話したりしてたの。オーストラリアに留学してる
友達にも電話をかけて、本当に楽しい時間を過ごしていた。

その後公園で花⽕をやったの。最後の思い出なんだなぁって、ずっと思ってた。

お別れの時、やっぱ泣いてたなぁ、本当に本当に本当に、みんなと仲良すぎて、わかれたくないんだ︕︕︕

 

さっきちゃんともらった写真集や⾊紙をよんだら、また泣いちゃったんだ、お別れって、⾟いんだね。

 

でも、いつかまた会えると、信じてる︕

これは⽇本語で投稿されたものです



お久しぶりで〜す︕

2013.09.11

みなさん、お久しぶりです〜帰国してから初めての⽇記でーす︕

 

帰国してから⼀ヶ⽉半経ちました。⽇本にいた時、部活と遊びで忙しかったが、今は勉強を中⼼にしている⽣活を送っています︕

今⽇本にいる第８期⽣と同じく、新学期が始まり、学校⽣活への楽しみや不安を抱えて頑張っています。去年のこの時、ちょうど⼤
東⼀⾼の⽂化祭の準備してたところでしたね︕なんか懐かしいですね。

 

最近⽇記を書いている⼈が多いですね〜ちゃんと読む時間ないですが、第８期⽣の皆さんが楽しく留学⽣活を送っているようで、本
当によかったと思います︕最初の時はいろんなことが分かんなくて⼤変だが、そのうち慣れると思うよ〜だから、焦らないで、少し
ずつやればいいですよ。郷に⼊ったら郷に従うことを忘れないでくださいね〜

 

⼀年間は本当に短いと思います。だから、⾃分のやりたいこと、チャレンジしてみたいことを早めに考えて、できるだけ実現させて
ください。悔いのないように、頑張ってくださいね︕

 

留学⽣活を楽しんでくださいね︕

 

楊 賛さんの⽇記



 

これは⽇本語で投稿されたものです



お久しぶりで〜す

2014.02.04

お久しぶりで〜す︕

⽇本にいるみなさん、今中間研修から帰ってきたところかな＾－＾半年もわかれていた友達と再会して、めっちゃ楽
しかったでしょうね︕去年のこのごろ、私は友達と毎⽇夜中まで部屋でおしゃべりしていたよ〜

中国では今お正⽉中なんだ、例年より暖かくて、住んでいる町は雪がまだ⼀回も降っていません…冬らしくないです
ね…

 

中間研修が終わって各⽣活地に戻ったら、より友達や故郷のことを懐かしく感じるかもしれません。ちょっと恥ずか
しいですが、その時の私が学校も⾏きたくないぐらいでした…でも、できるだけ早く元の⽣活に戻るように頑張らな
いと、あっという間に時間が過ぎちゃいますよ︕残りの半年で、やりたいことをいっぱい実現させよう〜

 

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



ハーロー

2014.04.21

みなさん〜お久しぶりです〜

この間、⼼連⼼の報告書が届きました、読んでいるうちにたくさんの思い出が湧いてきて、懐かしくてたまりません
でした。ホストファミリー、学校の友達、⽂化祭、部活、遠⾜、中間研修、たくさんのお出かけ．．．数え切れない
ほどのことが頭の中に浮かんできて、⼀瞬、どうすればいいのか分からなくて、気持ちがとても複雑でした。お⺟さ
んが書いてくれたメッセージを読んだ時に、なんか泣きそうになってしまいました．．．

⾟かったことを今の私が笑顔で語ることができるようになりました、改めて考えてみたら、逆に鍛えてくれてありが
たいって思います。それも成⻑だと⾔えるのかな〜

 

みなさんの留学⽣活が後３ヶ⽉ぐらい残っています。まだまだ時間があると思う⼈もいるかもしれませんが、本当に
⼀瞬で終わっちゃうのです。今はホストファミリーや友達とゆっくり遊んだり、おしゃべりすることがまだできます
が、帰国の⽇がだんだん近づいてくるにつれて、お⼟産や荷造りなどのことを考えなければならないので、そんな余
裕がなくなってしまうのです。今を⼤切にしましょうね〜

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



お帰りなさい

2014.07.18

時間経つのが速いですね、みなさんも⼀年の留学⽣活を終えて、もうすぐかえってきます。やっと国内の家族と友達
に会えるのですこしワクワクしている⼀⽅、⼀年も住んでいた⼟地とバイバイするのはなんか悲しくなりますね。

この⼀年で笑ったり、泣いたり、悩んだり、頑張ったりしたこと、みなさんにとっては⼀⽣の宝物で、ぜひ忘れない
でください。⽇本でできた友達や家族との絆は帰国してもちゃんと守り続けてください。五年後、⼗年後．．．きっ
とまた会えると信じながら、これからも頑張ってください。

成⻑したみなさんの姿を楽しみにしています︕

お帰りなさい。

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記



12⽉29⽇

2014.12.29

みんな〜久しぶりで〜す

改めて⾃⼰紹介しますね、私、第7期⽣の楊賛です、東京で⼀年間の留学⽣活を送って、帰国してから⼀年半も経ちま
した。今は⾼校三年⽣で、受験を前にして頑張って勉強しています︕

今⽇は久しぶりに⾃分の書いた⽇記を読んで、いろんなことを思い出して、懐かしかったです。「私、こんなことも
やったんだ」「その時、先輩が励ましてくれて本当にありがたいな」「もう⼀度その時に戻りたいね」．．．などの
ような思いをたくさん湧いてきて、⾔葉で表せないほど幸せでした。

 

最近、いろいろで⼤変なのです。夜⼀⼈で布団の中で泣いたりすることもあります。過去の⾃分を振り返ってみた
ら、明⽇もうちょっと頑張れる気がしますね︕どんなに⼤変なことでも、乗り越えたら、それほどでもだなって思っ
ちゃいますね（笑）

 

さあ、全⼒で頑張りましょう︕私も、みなさんもね︕

これは⽇本語で投稿されたものです

楊 賛さんの⽇記
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