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今⽇は⽇本に来て⼆⽇⽬、ちょっと疲れているだけれど、とても楽しかったです。初めて⽇本語で⽇記を書きました。料理もとてもおいしかったです。以上です。

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記



2012.08.30

2012.08.31

今⽇は中野区国際交流協会のボランテイの堀江さんに街歩きを付き合ってもらいました。⼀⼈に⼀本ずつ⽔をもらいました。私はB組に分けられて、組員は全部で五⼈でした。
みんな⼀列になって、なかのZEROから出発して、中野駅まで歩きました。天気はとても暑かったので、⼤変でした。私たちについている豊川先⽣はʻみんなちゃんと⽔分を取っ
てください。ʼと何度も注意しました。そのやさしさに感動しました。 中野駅で、堀江さんが電⾞についていろいろ詳しく説明してくれて、⼤変勉強になりました。たとえば、
電⾞は⾊によって違うことです。⻩⾊い電⾞は全部の駅で停まりますが、オレンジ⾊の電⾞は急⾏電⾞で、全部の駅で停まりません。灰⾊のは地下鉄です。また、⽇本の電⾞に
は三つの種類があることです。それそれはJR線、会社線と地下鉄です。それから、切符の買い⽅も教えてくれてとても役に⽴ちます。時間の都合で、乗れませんでした。ちょっ
と残念だと思います。 もう少し歩いてから、バス停に着きました。みんなも⽇本⼈のように⼀列に並んで、⼀⼈ひとり順番にバスに乗りました。⽇本⼈はみんなきちんと交通
ルールを守っています。そういう⾃覚は中国⼈はまだ⽇本⼈のようにできませんません。国のみんなも勉強すべきだと思います。バスを乗るのに２１０円を使いました。降りる
駅によって、切符の値段は違います。１０００円以上の切符もあります。これは中国の地下鉄と⼤体同じです。そして、東京警察病院で降りて、１００円ショップでたくさん買
い物しました。１００円ショップとはいうのですが、実は１００円ではなくて、１０５円です。つまり、全部の品物は１０５で買えます。５円は税費です。暖簾もかき氷のジュ
ースもあります。驚きました。私は⻭を磨くのに使うコップと慣⽤句辞典を買ったので、２１０円を払いました。１１時に店先に集合して、また歩きました。それから、
EXCELSIOR COFFE`という店で⼀休みをしました。私はティーを注⽂しました。とてもいい味で、冷たくて気持ちよかったです。 ⼀休みしてから、商店街を歩きました。⼀番
多いのは眼鏡の店です。ゲームせんたーも結構あります。店に特売⽇とかセールとか書いてありますので、⼤勢の⼈が集まってきて、とてもにぎやかでした。それから、みんな
ずっと歩いているので、おなかがすきなした。ライフというスーパーで昼⾷のお弁当を買いました。もち⽶で作ったお⾚飯もあるし、いなりずしもあります。 昼⾷は中野セン
トラルパークで⾷べました。⽊下で、いすに座って、⾵が吹いています。おいしい弁当を⾷べながら、話をしました。堀江さんはいろいろ説明して、私はおにぎりの⾷べ⽅をわ
かりました。堀江さん、ありがとう。 中野区役所も⾏きました。撮影禁⽌なので、写真は取れませんでした。残念です。 時間がないので、図書館はいけませんでした。 １時に
戻って、まとめ作業をしました。みんなで⼀緒にすばらしい絵つきのポスターを描きました。グループの順番で発表しました。 今⽇はとても楽しかったです。堀江さん、あり
がとう。
これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記



20120901

2012.09.04

今⽇は⼭名先⽣と地下鉄に乗って、東京で新幹線のぞみに乗り換えて、⼗五時五⼗分に京都に着きました。京都は東京の下町の雰囲気があふれた町として、古いお寺や神社がた
くさんあります。京都駅でホストファミリの⽅、辻浦先⽣が迎えに来てくれました。辻浦先⽣はちょっと太くて、とても親切で優しい⼈でした。⼭名先⽣の話では、彼は中国語
を教えているそうです。中国語はぺらぺらで、びっくりしました。駅内は涼しくて気持ちいいですが、駅を出ると、外は暑くてたまりませんでした。それから辻浦先⽣の⾞に乗
って、⾞の中でいろいろ話しました。

辻浦先⽣は今年の三⽉に南京外国語学校に訪問しました。とてもいい印象を残りました。そのとき私は中三ですから、本校にいないので、まったく知りませんでした。写真を⾒
てもらって、⼤体わかりました。写真の中に中⼆のときから⽇本語を教えてくださる蔡先⽣もいるし、中⼀の時の⽇本語の先⽣葉先⽣もいました。それから先輩のぶういつはん
さんもいました。写真を⾒ると、また昔のことが浮かびだして、懐かしかったです。辻浦先⽣のうちに伺うのは楽しみです。

その後、⼭名先⽣と買い物に⾏きました。在寮⽣のみんなにもプレゼントを買ってあげました。⼭名先⽣に進められて、チョコにしました。チョコが嫌いな⼈はめったにいない
からです。それから４０分ぐらいかかって⾞が寮に到着しました。有⼭寮というのです。

部屋までは明⾳さんにつれていってもらいました。明⾳さんは私と同級⽣なのです。でもクラスは違います。明⾳さんは⼀年⼀組みで、私は⼀年三組みです。明⾳さんはすごく
やさしくて、わからないときいつも熱⼼に詳しく説明してくれます。平野さんも⼋⽊さんも⼀緒に住んでいます。⽇本語は標準語を習っているので、関⻄弁がよくわからないの
です。みんな私のために標準語で話をします。とても気を使ってくれて、感動しました。みんなと出会ってよかったです。だからお⺟さん、⽇記を読んで、⼼配しなくてもいい
です。

⼭の中の⼣⽇はとてもきれいです。夜はみんなと⼀緒に晩御飯を⾷べました。⻄さんが作ってくれた料理はとてもおいしかったです。でも量が多すぎて、ちょっともったいない
でした。晩御飯の後みんなとシャワーを浴びました。

それから、部屋の整理をしました。荷物が多すぎてちょっと整理しにくそうですが、みんな⼿伝いに来てくれました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。整理している途中
で、お⺟さんから電話をもらいました。無事到着だと聞いて、何とか安⼼しました。

明⽇は担任の先⽣の吉⽥先⽣が来るので、点呼してから、みんなにおやすみなさいといって、早く寝ました。これからいろいろな困難があると思うんですけれども、難題のある
⼈⽣はありがたい⼈⽣という⾔葉のように、ちゃんと向き合って戦って、成⻑していきたいと思います。それに、みんながついているから、きっと超えると思います。

最後に、この⼀年間を楽しく過ごせるように願います。

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記



20120903

2012.09.04

北桑⽥⾼等学校に来て今⽇で三⽇⽬です。みんな優しくしてくれて、とても感動しました。友達もできました。本当にうれしかったです。ここに来てよかっただと思います。

今朝梓ちゃんに学校につれて⾏ってもらいました。寮から学校までは想像以上近くて、徒歩で約１５分ぐらいかかりました。それから⼭名先⽣に校⻑室まで案内してもらいまし
た。そこで簡単に⾃⼰紹介していただきました。校⻑先⽣からいくつかの簡単な質問を聞かれました。後で全校の⽣徒の前でもう⼀度⾃⼰紹介させられるので、ちょっと緊張し
ています。そして、緊張している様⼦を校⻑先⽣に⾒られて、ʻ⼤丈夫ですよ。みんな優しいですから、きっとできると思いますよ。笑顔は忘れないでくださいね。ʼと慰めてく
れました。

いよいよ朝礼の時間になりました。まずは校⻑先⽣からのご挨拶です。私のことを簡単に紹介してくれました。それから私の⾃⼰紹介です。みんな私の話がわかるかどうかはわ
からないですし、また私の話を聞いてわかっているかどうかもわからないので、ちょっと不安でした。でも、みんな静かに最後までを私の発⾔をちゃんと聴いてくれて、よかっ
たです。

発⾔が終わって、先⽣につれて、校内の⾒学をしました。校内ではずいぶん⽊が植えてあって、静かでとてもいい勉強のところだと思います。百⽇紅も満開になって、とてもき
れいで、気持ちよかったです。図書室にもいってみました。わたしも本が借りられると図書室の先⽣がそう教えてくれました。そこにインターネットがあるので、⽇記の発表も
できます。

最後にクラスにこれから⼀緒に勉強になるみんなに挨拶しました。挨拶というのですけれども、朝の⾃⼰紹介を詳しくしただけです。終わりにʻ皆さん、質問あったらどうぞ何
でも聞いてくださいね。ʼといいましたが。誰も質問しませんでした。ちょっとがっかりしました。詳しすぎたのでしょうかと思いました。でも、その後、先⽣がʻ質問ないとい
うわけじゃないですよ。みんな恥ずかしがりやですから、気にしなくてもいいですよ。ʼと教えてくれたんです。なるほどと思って、何とか安⼼しました。

その後は、教科書をもらって、⼭名先⽣と⾞で、⼝座開設⼿続きをしに、郵便局にいきました。中の職員さんの息⼦さんもうちの⽣徒で、私と同じクラスだそうです。びっくり
しました。

また⼿続きが終わって、⽇⽤品を買いに⼭名先⽣が付き合ってくれました。ソックスと魔法瓶とお箸とお弁当箱です。⽇本のノートは中国のノートと⼤きさが違いますから、ノ
ートも買いました。五冊⼊りの五⾊セットで幸いでした。買い物のもっとも驚いたことはやはり⽇本の物価が⾼いことです。

買い物してから直接寮に戻りました。みんな部活動があるので、帰りが遅いです。部屋に戻って、教科書を⼀応読んでみましたが、難しすぎて、何がなんだかぜんぜんわかりま
せん。あまり読めないので、明⾳ちゃんに聞きにいったら、とても親切に教えてくれました。明⾳ちゃんに感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとう。

⽂化祭が近づいているので、みんないろいろな準備で忙しそうです。私も明⽇から⼿伝います。明⽇はいそがしくなりそうですが、がんばります。今⽇はとても充実でした。お
やすみなさい。笑顔で明⽇を迎えましょう。

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記



20120906

2012.09.07

昨⽇は⽂化祭の準備や掃除当番などでいろいろいそがしくて、⽇記は書けませんでした。ここでの⽣活はとても楽しいです。勉強も順調に進んでいて、毎⽇元気いっぱいです。
だから、⼼配しないでください。さて、本題に⼊ります。

今⽇は⽂化祭⼀⽇⽬です。朝学校に来てから、早速⽂化祭の服装に着替えて、全員体育館に⾏きました。そこで、校⻑先⽣が挨拶をしました。⾃分の個性をさまざまな形で表現
することは新たな⾃⼰の発⾒につながるものだと校⻑先⽣が⾔いました。クラス何⼗⼈で知恵と⼒を出し合って、⼀⽣懸命がんばっています。個⼈もクラスも⽂化祭を通して、
どんどん成⻑していくと思います。

それから、腕相撲部⾨で腕相撲をしてもらいました。⼀⼈ずつ筋⾁を⾒せてもらいました。⽣徒の間だけではなく、中に先⽣もいます。⽣徒と先⽣の対決は⾮常に注⽬されまし
た。⼥の先⽣ですので、両⼿も使いました。けれども、やはり負けてしまいました。予想通り、男⼦⽣徒のほうが強かったですが、ちょっと惜しかったです。

そして、歌部⾨の中でも決戦しました。うちのクラスの稲波さんも参加しました。Aグループです。必死にがんばって歌いました。クラスのみんなもすばらしかったと思ってい
ますが、残念ながら、グランプリは取れませんでした。

もっとも期待されているのはやはり⼥装部⾨です。その内容は、男⼦⽣徒が⼥装をして、⼥の⼦の真似をすることです。ドラマで何回か⾒たことがありますが、実⽣活では初め
てなので、びっくりしました。みんな恥ずかしさを克服して、⼀⽣懸命表現してくれました。席に座っている⼈の中に笑っている⼈もいました。そのステージに⽴ち、⼥装をし
てみんなに表現するのは、相当勇気が必要なので、尊敬すべきだと思います。

昼ご飯は牧野さんと⼀緒に⾷べました。⼭々に取り込まれていて、緑がいっぱいです。⻘空に飾っている雲もきれいです。マシュマロのように柔らかそうです。

⾷事の後は、ʻお茶を楽しむ会ʼに⾏きました。特別に招待してもらいました。茶道は⽇本の伝統⽂化としてとても有名です。今回の伝統⽂化に触れるチャンスを利⽤して、抹茶
を飲み、和菓⼦を⾷べました。特に和菓⼦は校章の形になっていて、⽢くてとても⼝に合います。お茶を楽しむ会の担当者はうちのクラスの弥苗さんとつぐみさんです。⼆⼈と
も昼ご飯は⾷べられませんでした。本当に⼤変でした。

うちのクラスはʻ付箋モザイクアートʼを作成しました。ドット絵ではマリオ、ミッキー&ミニーインベーダーゲーム、付箋アートではテトリスとパックマンのゲームを⼀枚⼀枚
写真を撮り、映像にし、再現しました。

しばらくして、お化け屋敷に⾏きました。暗くて何も⾒えなくて、幽霊や妖精など突然出てきて、とても怖かったです。遠くでも叫び声が聞こえてきます。

放課後は明⾳さんと買い物に⾏きました。サンダイコーというスーパーでした。

やや疲れましたが、楽しかったです。明⽇は焼きそばが⾷べられるので、楽しみにしています。

 

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記



20120907

2012.09.11

今⽇は⽂化祭⼆⽇⽬です。６時５５分におきて、早速⻭を磨いて、朝⾷を⾷べました。ここの料理はとてもおいしいし、量も多いし、太くなりそうです。学校に着いたとき、も
うみんなが集まっていました。⽂化祭だからでしょうかみんな⾮常に盛り上がっています。

まず三年三組の影絵を⾒ました。⿂のストーリでした。光に照らして、ステージでストーリの内容を影でみんなに述べました。さすがいいアイディアだと思います。内容はとて
も楽観的で、聞いていると、⾃分もがんばりたくなります。友達の弥苗さんの話では、このストーリは漫画から改編され、若者たちの中で⼤⼈気だそうです。それから昨⽇と同
じように、歌部⾨の中で、激しい決戦を⾏いました。⽂化祭の前に歌部⾨の参加者募集がありました。参加者は決まっているというわけです。歌われた曲の中で、ʻ⻑い間ʼ、グ
リーンのʻ奇跡ʼとʻ⼩さい恋歌ʼが好きです。特にʻ⻑い間ʼという歌のリズムはʻ很爱很爱你ʼとちょっと近いので、国のことを思い出されて、とても懐かしかったです。

やがて三年⼆組の和太⿎とソーラン節を⾒ました。和太⿎の⾳はとても⼒強かったです。その⾳を聞くと、なんとなく元気が出てきました。頭の中で数えないぐらいの多くの⾺
が⾛っているイメージができました。ソーラン節は踊りでした。内容はよくわからなかったですが、とてもすばらしかったと思います。みんなの踊っている姿を⾒ると、希望が
⾒えてきたような感じでした。これはいわゆる⼼を揺さぶる⼒でしょう。

昼ごはんは楽しみにしていた焼きそばでした。弥苗さんとつぐみさん三⼈で⼀緒に⾷べました。話をしながら、焼きそばを⾷べて、最⾼でした。初めての焼きそばなので、記念
写真も取りました。その焼きそばの中に、紅⽣姜というものが⼊っています。⾊はとてもきれいで、⾒るだけで⾷欲が出ました。でも、実際に⾷べてみたら、ちょっと塩⾟く
て、何の味だろうかなんともいえず微妙でした。でも、焼きそばと⼀緒に⾷べてみたら、意外とおいしくなりました。なるほどですねというふうに思いました。またひとつ勉強
になってよかったです。昼⾷休憩が⻑いので、お腹ゆくまで味わうことができました。

昼⾷後は巨⼤迷路に⾏ってみました。巨⼤迷路は全部新聞紙で作ったので、きっと⼤変苦労したと思います。中に⼊ってみると、道が多すぎて、どれにしようかずいぶん迷いま
した。どうしたらいいかぜんぜんわかりませんでした。幸い明⾳さんがついているので、⼆⼈で、道を探しました。⼆⼈だと、勇気が⼆倍になるのです。⼆⼈の⼒を合わせて、
困難を乗り越えようとしたら、きっと何とかなります。１０分ぐらいかかって、やっと出⼝を⾒つけました。⼈⽣にもいろいろな選択があります。どれにしようか迷っていると
き、友達に聞いてみましょう。きっと相談に乗ってくれると思います。もし回りにそんな友達がいたら、感謝の気持ちで⼤切にしてください。

最後に、教員劇ʻごくせんʼを⾒ました。`ごくせんʼは中⼆のとき⾒たことあります。情熱を抱いて、特別な教え⽅で⽣徒を教える先⽣のことでした。この劇を⾒てとても感動し
ました。本当にすばらしかったです。`私は⾃分の⽣徒を信じています。ʼという⾔葉が⼤好きです。

今⽇も有意義な⼀⽇でした。また明⽇。

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記



20120916

2012.09.19

今⽇は朝から晴れていてとてもいい天気でした。この⼀週間はいろいろなことで、とても⼤変でした。時間がなかったので、⽇記もなかなか更新しませんでした。すみませんで
した。みんなはどうなのでしょうか。

⽉曜⽇は保健の授業があって、みんなに夏休みの宿題を出してもらいました。私は来たばかりなので、出さなくてもいいと思ったのですが、ぜひ出してほしいといわれました。
喫煙と健康、飲酒と健康、薬物乱⽤と健康とか、いくつかの問題について、中国ではどうなのかと３ページで書いてもらいたいといわれました。次の時間は情報なので、きっと
楽だろうと思ったが、コンピューターを使うところか、ファイルに書いてあったひらがなやカタカナがぜんぜんわかりませんでした。みんな⼀⽣懸命やっているのに、私だけ、
何もせずにそばで⾒ているだけでした。つらいままこの時間をすごすのでしょうかと思ったら、幸い、となりに座っている実⼦さんは親切に説明してくれました。本当に暖かい
クラスでした。

⽕曜⽇はやっと楽しみに待っていた地学の授業を受けました。地学の先⽣は担任の吉⽥先⽣です。地球のプレートについていろいろ習いました。この部分の内容は中国で⼀応習
ったことがありましたが、ほとんど忘れてしまいました。でも、吉⽥先⽣が詳しくわかりやすいように説明してくれたので、⼤体思い出しました。ほんとによかったです。

⽔曜⽇は総合とＬＨＲの時間を利⽤して、みんないそがしくプレゼンテーションの資料を探したり、集めたり、計画を⽴てたりしていました。発表のときは組に分け荒れている
ことになっています。私は弥苗さんとつぐみさんと⽯浦さんと茜さんと同じ組です。私たちのテーマは`パパも育児をʼというテーマです。とても重いテーマなので、みんな知恵
をあわせて、やっと計画と⾃分のやることを決めました。⼤変苦労しましたが、みんなで話し合っている時間はとても楽しかったです。みんなで肩を並べて戦えば、どんな困難
でも乗り越えられるような気がします。私もがんばって、組の役に⽴ちたいと思います。

⽊曜⽇は⾳楽の授業は⼀番印象深いでした。⾳楽の先⽣は服部先⽣です。上の名は名探偵コナンの服部平次と⼀緒です。⾳楽の授業で初めてギターを弾けました。ギターの弦を
押すのにとても⼒が要ります。それで弾いてから、指はとても痛かったです。でも忘れられない思い出もできて、よかったです。こういう体験はめったにないと思って、きちん
と習いたくて、⾳楽の時間を⼤切にしたいと思います。

⾦曜⽇はこの⼀週間の中で最もつらい⼀⽇でした。それはなぜだというと、体育の授業で３０分間⾃由⾛をしました。中国で⾛った⼀番⻑い距離は８００メートルです。まった
く⽐べるものにはなりません。⾛る前はもういやでいやであきらめるぐらいでした。絶対無理だ。きっと途中で倒れてしまうだ。と思ったのですが、みんな必死に⾛っているの
に、このままやめてたまるものかって、やはり参加しました。さすがに最後まで我慢できませんでしたが、これからは⼀歩⼀歩どんどん⾛って⽣きたいと思います。筆談ホステ
スでこういう⾔葉がありました。ʻ⼤切なのは、どれだけたくさんのことをしたのかではなく、どれだけ⼼をこめたか。ʼ⼼をこめて、⽬標を追い続ければ、きっと実現できると
そう信じています。

さて、⾦曜⽇の後は、いよいよ週末です。しかも今週は三連休です。同じく七期⽣の佳妍ちゃんはホストファミリのお⽗さんとおかあさんと旅に出かけましたが、私は寮に住ん
でいるので、どこへもいけませんでした。悲しいです。まさかせっかくの三連休はこんなことになるとは思いませんでした。在寮⽣はほぼ帰ったので、とてもさびしかったです
が。⼣べは梓さんと⼀緒にʻ天使の恋ʼという映画を⾒ました。カフェオーレを飲みながら、映画を⾒ていて、⼗分にくつろぎできました。とても感動させる映画だったと思いま
す。

さて、明⽇は最後の⼀⽇の休⽇です。絶対に無駄にはさせません。よし、充実にすごせるように。

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記
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いろいろ考えてから、やっと部活動を決めました。お茶を楽しむ会に参加しました。いろいろなお菓⼦が⾷べられるし、毎⽇ではないので、楽な部活動だと思いましたが、⽕曜
⽇に実際に参加してみたら、そんなことないです。外国⼈である私はたたみに座って、初めて正座を体験しました。⾒た⽬では簡単だと思われますが、とんでもないです。

正座をしていると、重さはほとんど⾜に集中して、しばらく、⾜が痛くてたまりませんでした。弥苗さんもつぐみさんも平気で座っているのに、私だけ我慢できなくて、ちょっ
と落ち込んでいました。ʻこの⼦達だって最初のころはぜんぜんできなかったですよ。正座は⼤変だけど、慣れたら⼤丈夫ですよ。今は⾜を楽にしてもかまわないですよ。ʼと⽵
内先⽣はそういって慰めてくれました。茶道は⽇本の伝統⽂化の中で、⼤切な地位を占めています。お茶を楽しむ会に参加して、棗、茶杓、ふくさ、茶⼱、茶筅、丸盆、紅鉢、
銀瓶などいろいろな道具の名称と其の⽤途を学びました。お茶を⼊れる姿は優雅でとても美しいです。お茶を楽しむ会に参加して、きちんと⾃分の性格を鍛えて、やさしくて優
雅な⼈になりたいです。それから、お茶を飲んで、お菓⼦を⾷べました。抹茶はちょっと苦かったですが、お菓⼦は⽢くてとてもおいしかったです。中国では⼈⽣はお茶だとい
う

⽐喩があります。何でこのような⽐喩があるのでしょう。お茶を飲んだばかりのときは、とても苦かったです。でも、味わえば味わうほどお茶の⾹りでいっぱいになり⽢く感じ
られるのです。⼈⽣も同じように、若いころは⼀⽣懸命がんばっているので、毎⽇とても⼤変でしたが、⼤⼈になってから、成功して⽴派な⼈になって、幸せになります。お茶
を飲んでからお菓⼦を⾷べることもたぶんこの道理を茶道をやっているみんなにわかってほしいのでしょう。

それから、お茶の勉強をしているうちに、⽇本の歴史の勉強にもなります。なぜかというと、お茶は唐朝のとき中国から⽇本に伝わってきて、時代が変わって⾏くのにつれて、
どんどん発展してきて、今の茶道になったのです。茶碗は磁器ですから、焼き物に関する知識も⾝に着けられます。磁器といえば、中国の景徳鎮は最も有名です。この学校の茶
碗は、中国の景徳鎮で作られたものだそうです。これから着付けの学習もします。今後の活動をとても楽しみにしています。

この学校は⼩テストがたくさんあるので、あまり余裕ができなくなって、⽇記も発表も遅くなったり、少なくなったりして、すみませんでした。

⽔曜⽇はこの⼀週間の中で⼀番楽しい⼀⽇です。この⽇に、私のために、寮で歓迎会を⾏ってくれました。たこ焼きや、いなりずし、から揚げ、エビフライなどいろいろなおい
しい⾷べ物を⾷べました。⼭の幸海の幸だと形容してもいいぐらいでした。⾷事の時間を伸ばして、漫才を楽しみました。みんなでおいしく⾷べたり、⼤声で笑ったりして、と
ても楽しい思い出になりました。おなかいっぱいまで⾷べましたが、やはり⾷べ切れなかったです。それで最後に、みんなはじゃんけんでだれが⾷べることになるということを
決めました。勝った⼈がひとつの⾷べ物を⾷べることになります。このことで、⽇本⼈はどれだけ⾷べ物を⼤切にしているかということをよくわかりました。むだにさせないと
いう点は勉強すべきだと思います。

⽊曜⽇と⾦曜⽇の体育の授業では、相変わらず３０分間⾛らされました。でも、前より著しい進化を遂げました。弥苗さんが⼀緒に⾛ってくれたからです。周りで⾛っているみ
んなにも励まされて、⼒がどんどん涌いてきて、よくがんばって最後まで⾛っていました。とても疲れましたが、楽しかったです。⾃分の短所を克服して、ちょっとだけ成⻑で
きたと思います。

今週は吹奏楽部にも⾒学しました。初めてサックスをやりました。とてもわくわくしました。

今⽇の夜はホストファミリのお⽗さんとメールをしました。いろいろ話をして、とてもうれしかったです。ホストファミリの家族に会うのを楽しみにしています。

あさっては⼭名先⽣と⼀緒に京都市内へ買い物に⾏きますので、期待しています。

１０⽉１３⽇に模擬テストがあります。範囲は先⽣がもう知らせてくれました。どうも忙しくなりそうです。最後にʻあすという⽇がʼという歌の歌詞でこの⽇記を終わりたいで
す。

明⽇という⽇がある限り⾃分を信じて。また明⽇。

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記
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昨⽇はお茶会で専⾨学校から来た先⽣⽅に着物の着⽅を教えてもらいました。着物は⽇本の代表的な⽂化として、ずっと昔から⽇本⼈に着られています。私も着物に興味を持っ
ています。いよいよ楽しみにしていた着付けをするチャンスが来て、わくわくしました。先⽣はまず着物の名前を紹介してくれました。でも、複雑すぎて、⼀回で覚えられませ
んでした。ただみんなと同じく、帯とかはっきりしていない名前を使って呼んでいます。私たちが着た着物は⼩紋と⾔って、若い⼥の⼦の着る着物らしいです。着物を着る前
に、まず⻑襦袢を着なければなりません。何故かと⾔うのは着物はとても⾼いので、⼤切にしておかなければならないからです。直接に着ると、汗が出てきてしまった場合に着
物を汚してしまうので、やはり着る前にもう⼀枚の服が必要なのです。でもそのため、⼆枚の服を着た私は⾮常に熱くてたまりませんでした。⽇本に来る前に、うちの学校で開
催された外国語祭で桜と侍という出し物を⽇本語クラス全員でやりました。そのとき⼀応蔡先⽣に浴⾐の着⽅を教えてもらいました。今回の着物の着⽅と同じところもあれば、
違うところもあります。全体的にいうと、着物のほうが着⽅の注意点は多いです。⼆⼿とか指三本とか拳⼀個とか、そういう⻑さなどに対する要求は厳しいです。着物は左側を
上に、右側を下にして着るのです。扇⼦を中に⼊れるからです。もし反対だったら、死んだ⼈の着⽅になってしまうので、絶対に間違えてはいけません。でも、祇園祭では着物
の着⽅をきちんと知らない⼈が多いので、反対に着ている⼈がたくさんいるそうです。着物を着るのに⼤変時間がかかりました。寮に帰るときはもう５時５５分でした。幸いぎ
りぎり晩御飯に間に合ってよかったです。

今⽇は、楽しみに待っていた体育祭です。朝からみんな盛り上がっていて、とても楽しい体育祭になりそうでした。実際は確かに楽しかったです。私はBグループになったの
で、⻘⾊の鉢巻（はちまき）をつけました。開会式では、選⼿宣⾔もありました。それから、準備運動にラジオ体操もしました。うちの学校でも何度か体育祭を開催したことが
ありますが、⽇本の⾼校の体育祭はやはり中国のとまったく違って、私にとっては⾒たことのない真新しい体育祭でした。⼀番⽬の競技は天国も地獄（じごく）でした。とても
⾯⽩そうな名前でしょう。実は障害物競⾛なのです。とはいえ、簡単ではありません。⼩テストに答えさせられることまでありました、それから平均台渡るとき、落ちたら最初
からというルールもあります。網の下を潜り抜けることもありました。なかなかすばらしく名付けられたと思います。ひとつだけ残念なことに、私はカメラをグラウンドに持っ
てくるのを忘れてしまったのです。次は四⼈五脚（ごきゃく）でした。私も参加しました。リレー形式で⾏うことになっています。正直四⼈そろって⾛ることは、なかなか難し
かったです。転ばないように⼤変苦労しました。互いに⾜を踏んだりすることもありましたが、怪我せずに終点まで⾛り切ってよかったです。⾜⾸がとても痛かったです。この
ことで、協⼒し合うことの⼤切さをとても気づかされました。⼈間は社会的な⽣き物だから、お互いの協⼒は⼀⽣役に⽴つと思います。最も⾯⽩いのは２仔１リレーでした。男
⼥２⼈で縄跳びを跳んで、フラフープの中に⼊って⾛って、⾵船をふくらまし２⼈で背中にはさみ最後に割って、最後に、男の⼦が⼥の⼦を負んぶしてゴールすることになって
います。さすがに勉強になりました。でもやはり２仔１リレーはカップルにふさわしいと思います。⽟⼊れも参加しました。名付けられたとおり⼊れた⽟の個数で争います。⽇
の光がまぶしくて、あまり⼊れられませんでした。うちのブロックは残念ながら負けてしまいました。それからクラブ対抗リレーでした。うちのクラスの⽯川君はもう形容でき
ないくらい⾜が速かったです。部活動は陸上競技に参加したから、当たり前だと思う⼈もいましたが、とんでもないです。きっといろいろ努⼒して、苦労して、こんなに驚くほ
ど速く⾛れるのです。成績もいいし、運動も得意し、⽯川君はすごいです。先⽣が誇りに思う優秀な⽣徒です。私もそういう⽣徒になれるようにがんばりたいです。

騎⾺戦と借り⼈リレーにも参加しました。騎⾺戦はみんな知っていると思うので、簡単に紹介させてもらいます。上に乗る⼈は帽⼦をかぶっています。相⼿の帽⼦を取ることが
騎⾺戦といいます。取られたらその騎⾺は失格になります。男⼥別で⾏います。男⼦⽣徒の騎⾺戦は⾒ているだけでも⼼配するぐらい激しかったです。借り⼈リレーはちょっと
難しかったです。スタートからお題が⼊っている箱まで⾏って、箱から⼀枚ひいて⽣徒会役員にアナウンスしてもらった後そのお題に当てはまる⼈を⾒つけて箱のところまで戻
ってくることでした。簡単そうに聞こえますが、でもお題に当てはまる⼈はとても⾒つけにくかったです。まずそのお題に当てはまる⼈を知らなければなりません。その⼈を知
ってすごい⼈込みの中でその⼈を⾒つけなければなりません。始まる前はうまくいけるかどうか⼼配しましたが、私のひいた紙にʻ吹奏楽部の⼈ʼと書いてあって、この前に⾒学
に⾏ったばかりなので、⾒つけるのにあまり時間がかかりませんでした。ラッキーでした。

そして印象深いのは綱引きでした。綱引きは靴と地⾯の摩擦⼒によって勝ち負けが決められます。⾚⾊、⻩⾊、⻘⾊と緑⾊の四つのチームに分けられ、４回も試合をしました。
最後に勝ったのは、うちの⻘⾊チームでした。

みんな⼗分に楽しんでいて、最⾼の体育祭でした。

明⽇は⼟曜補習があるので、疲れが取れるように、いつもより早⽬に寝ました。

あさっては中国の中秋節です。いつも家族そろって⽉げっぺいを⾷べていますが、今年はげっぺい⾷べられないです。最近⺟親から電話もらって、家族のみんな元気でいるそう
で安⼼しました。ふるさとが懐かしいです。但愿⼈长久，千⾥共婵娟という詩のように、ゆっくりげっぺいを⾷べながら、楽しく中秋節過ごしてください。そうしてもらえばう
れしいです。私はとても元気です。丈夫な体を持っていますから、⼼配不要です。私も楽しく中秋節と国慶節を過ごします。祖国を⼼から愛しています。

明⽇もやる気元気いっぱいですごします。

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記
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六⽇は閉寮⽇なので、⼟曜補習が終わってからすぐにホストファミリーのところに⾏きました。ホストファミリーのお⽗さんは中国語の先⽣で、だからコミュニケーションの問
題は全然⼼配不要です。息⼦さんは京都で⼀番有名な私⽴⾼等学校に通っています。聞いた話しによると、⽇本で初めての⾼等学校だそうです。お⺟さんは算盤をやっているの
で、息⼦さんの計算のスピードは驚くほど速いです。いろいろなコンクールでもらったカップも家においてあって、詳しく⾒てみたら、全部第⼀位なのです。本当に優れている
⼦です。

⼀⽇⽬の昼ごはんはたこ焼きを⾷べました。⾃分で材料を⽤意して、⾃分で焼きます。たこ焼きは普通はたこを⼊れますが、お⽗さんの家では⾃由に⾃分の好きなものを⼊れて
もかまいません。息⼦さんはえびが好きで、お⽗さんは鰻を好みます。私はたこ⼊りのたこ焼きもえび⼊りのたこ焼きも⾷べました。熱くて、海苔をたっぷりのせてあるたこ焼
きはとても味がよくて、ちょっと⾷べ過ぎてしまいました。⾃分の作った料理は最⾼でした。私は料理下⼿なのですが、ʻdo my best'という⾔葉のように⼀⽣懸命やりました。
息⼦さんはとてもたくさん⾷べます。何百個も⾷べました。私もたぶん太るでしょう。でも⼤丈夫です。そもそも太っているからです。

それからしばらく休憩して、買い物に出かけました。ライフという⼤きいスーパーです。三階建てで⽴派に⾒えました。中ではいろいろなものを売っています。私はパズルを買
おうと思いましたが、気に⼊ったものがなくて、残念ながら買えませんでした。でも、話をしながらあちこち⾒回してとても楽しかったです。それから１００円ショップに⾏き
ました。四条⼤宮という駅と同じ側にあります。歩いていけるぐらい近くて便利です。体操服の⼊れるパックを買いました。本屋にもいってみました。

夜は家族そろっておじいさんとおばあさんと⼀緒に串かつを⾷べました。串かつは揚げ物の料理です。みんな⾃分の好きなものを注⽂して、おいしく⾷べました。私はあまりメ
ニューがわからないので、お⺟さんが詳しく紹介してくれました。鮪もチャレンジしてみました。それからいろんな⾯⽩い話をしました。お⽗さんは上海の学校を訪ねたとき中
国語で⾃⼰紹介をしました。名字の中の「辻」という字は中国語にないので、変わりに⾷という字を使って紹介しました。我叫⾷谱。みんな笑っていました。この⼈はメニュー
ですか。お⺟さんは`うん、確かにお腹にいっぱい⾷べ物が⼊っているʼとニコニコしながらいいました。息⼦さんの話もいろいろしました。⼩さいころからとてもよく⾷べま
す。ʻもうお腹いっぱい︖まだ⾷べられる︖ʼと聞かれたら、ʻうん、でもここにも⼊れる、ここにも、ここにも。（左右と背中を指しながら）ʼ本当に可愛かったです。⽇本⼈はそ
れを別バラと呼びます。

家に帰って中国の家族と連絡を取りました。テレビ電話をしました。私に会いたかったそうです。離れ離れは⾟いですが、ここで居場所を⾒つけました。友達も家族もできまし
た。私は⼀⼈じゃないです。それから集団⽣活からいろいろ学んできて、⾃⽴の⼤切さも、勉強の⾯⽩さも、みんなといるときの楽しさも、たくさん体験してきて、少しずつ成
⻑してきたのです。これからの⽣活も楽しみにしています。どんどん新しいものをチャレンジしてもっともっと成⻑していきたいと思います。七⽇と⼋⽇の感想はまだ書いてい
ませんが、主に買い物と名所旧跡の観光です。明⽇余裕ができたら、詳しく報告します。⽇記を読んで、私のここでの⽣活事情を知っていれば、顔は⾒られなくても安⼼できそ
うなので、がんばって書きます。また明⽇。

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記



20121013

2012.10.15

今⽇は⼗⽉⼗三⽇です。⼀番嫌いな⽇であるが、⼀番楽しみにしている⽇でもあります。とても複雑な気持ちです。嫌いなのは、⾼１模試だからです。楽しみにしているのは、
つぐみちゃんの家でお茶会をやるからです。近頃は⼩テストや部活動や着付けの学習などで猫の⼿も借りたいぐらい忙しいです。だから、試験勉強は全くできませんでした。と
は⾔え、ただの⾔訳です。正直に⾔ったら、国語の古⽂や漢⽂は全然わからないのです。中国⼈だから、漢⽂のテストはきっと楽勝だと思ったら、とんでもないことです。句読
点とか返り点とか、漢⽂の勉強で⼤変苦労しました。また、読み⽅もいちいち覚えなければなりません。⽇本の漢⽂は漢⽂と呼びますが、やはり内容は中国の古⽂とやや違うの
です。今⽇の模試は国語はあまりできませんでした。⽇本に来てもう既に⼀ヶ⽉たちました。平⽇はみんなと普通に⽇本語で会話をしていますが、今⽇の模試で普段なんとなく
⾃分ができると思っていることの中にいろんな問題が存在していることに気付きました。単語⼒不⾜とか、理解⼒不⾜とか、⽂を読む速度が遅すぎる問題とかいっぱい注意を払
うべき点があります。結構ショックを受けましたが、落ち込んでばかりで何もしなかったら、何も変えられません。⼀刻も早く⽬標を⽴てて、できる限りの努⼒をするのが今の
私のすべきことです。午後⼆時⼆⼗分にようやく模試が終わり、楽しみにしていたつぐみちゃんの家を訪ねました。先⽣⽅と⾞でつぐみちゃんの家に⾏ったのですが、だいぶ時
間がかかりました。つぐみちゃんの家は学校まで遠すぎて、通学は⼤変そうです。聞いてみたら、毎⽇お⺟さんにバス停まで送ってもらっているそうです。通学は不便ですが、
家の周りの環境はとてもいいのです。⼭の奥にあって、周囲は⽊がいっぱいです。空気はとても新鮮です。とおる⾞もないので、静かで⼼も澄んできます。ちょうどそこで仁清
祭りをやっていたので、近所に住んでいる⼈たちにも来てもらっていたので、お客さんでいっぱいの庭はにぎやかでした。誠意をこめて、「どうぞごゆっくりお召し上がりくだ
さい。」と笑みながら⾔って、おいしいお菓⼦をみんなに差し上げました。おいしいお茶をたてようという気持ちで、まじめで懸命に茶筅でお抹茶とお湯を⼗分に混ぜて、お客
さんを招待しました。「とてもおいしかったです。ご馳⾛様でした。」という声が聞こえてきたとき、認められたうれしさと努⼒が報われた満⾜感でいっぱいでした。⼤切なの
はどれだけたくさんのことをしたのかではなく、どれだけこころをこめたかということだと深く感じました。誠意があればこそお客さんに満⾜してもらえるのです。もちろん、
⽇常⽣活で⼈と付き合うときも役⽴ちます。私たちも好きなお菓⼦を選んでおいしく⾷べました。私はお菓⼦を半分つぐみちゃんと交換して、⼆種類のお菓⼦を⾷べました。栗
が⼊っている⽩いお菓⼦と⾊の鮮やかなお菓⼦でした。どちらもかわいらしくて、味がよかったです。先⽣の娘さんも⼀緒に来て写真をいっぱい取ってくれました。残念なこと
に、模試のため緊張しすぎてカメラを持ってくるのを忘れてしまいました。それからつぐみちゃんにお茶の作り⽅を⾒せてもらいました。制服のままでしたが、袱紗を持って、
お茶をたてている姿はとても美しくて、今にも⼼に強く残っています。私もいつかつぐみちゃんのように熟練して、美しくお茶をたてるように、がんばりたいと思います。最後
にみんなで⼀緒に記念写真をとりました。みんなの笑顔は最⾼でした。みんなと⼀緒に過ごしたこの午後もとても有意義でした。皆さん、本当にありがとうございました。とて
も楽しかったです。帰るとき、つぐみちゃんのお⺟さんは「またブラックコーヒーを飲みに来てください。」と誘いました。なんて親切なお⺟さんでしょう。⾞の中で、先⽣と
いろいろ話しました。古⽂勉強のポイントも教えてもらいました。私の夢も、⽇本の⾼校や⼤学のことも、娘さんのこともいろいろ話し合いました。やさしくて親しみやすい先
⽣でした。

それから、管理者の先⽣のコメントも読ませていただきました。ほめられてうれしくて夢を⾒たようです。励ましてくれてありがとうございます。その期待に応えられるよう
に、もっとがんばります。

家族にも話があります。週に⼀度電話をしていますが、本当は話したいことがいっぱいあって、電話では時間が⾜りないです。お⺟さんの、ここでの⽣活を詳しく知りたい気持
ちもわかります。会えないですが、気持ちが届けるように⽇記でちゃんと思いを伝えます。集団⽣活を⼗分楽しんでいます。必要なものも買っておきました。ここはもう冬に⼊
りました。⾵邪を引かないように注意を払って毎⽇厚い服を着ています。⼼配不要です。クラスのみんなとも仲良くして楽しい学校⽣活を送っています。毎⽇のように⽇記を書
くことは無理ですが、家族のみんなも体を⼤切にして、元気でいてほしいです。仕事もがんばってください。私がいない⽇々もだんだんなれてきたと思いますが、充実に過ごし
ていますか。私ももっともっとそっちの話が聞きたいです。私はここで少しずつ成⻑していることに、気づいてますか。さて、そろそろ時間なので、話はとりあえずこれで終わ
りたいと思います。体を⼤事にしてほしいです。ご飯もどんどん⾷べてください。私は前よりずっと⼤きくなりました。これからも⼤きくなっていくと思います。ダイエットす
る気は全くないです。だからそっちもどんどんご飯を⾷べてください。そうしたら私も安⼼できます。おやすみなさい。

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記
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いよいよ中間テストです。みんな必死にテスト勉強をやっています。私も最近各科⽬の復習で忙しくてたまりません。正直に⾔って、全く⽇記が書きたくないです。でも、お⺟
さんは毎⽇毎⽇楽しみに待っているので、合間を縫いで、⽇記を書きました。時間はきつかったですが、詳しくこの⼀週間の状況を報告します。

テストのため、部活動はすべて停⽌されました。⽉曜⽇の国語の補習もなくなりました。放課後すぐに寮に帰れます。最近⽇が暮れるのが早くなったので、部活動や補習があれ
ば、漆⿊の中で、道を探さなければなりません。周りが暗くて、なんとなく⼼細かったです。今週は前より早く帰られてよかったです。宿題も前よりずっと少なくなりました。
⼩テストもなくなりました。中国での事情とは正反対です。元の学校では、テスト近づくと宿題がどんどん増えてくるのです。補習もいつもどおり⾏われています。この点では
⽇本の⾼校のほうがずっと楽でいいと思います。もしも採点や成績の発表がなければ、テストはなんていいことだろうと思いました。でも、このような考えは⾮現実的で⽢いで
す。採点がなければ、⾃分は今までどれぐらいの知識を⾝につけたか、またその⾝につけた知識を熟練に⽣かすことができるかどうかがわかりません。成績の発表がなければ、
みんなと⽐べて⾃分の不⾜の点は何であるかもはっきりわかってきます。⼈間は⽐べながら進歩していくのです。⽐べられることからストレスができて、前進する⼒が涌いてく
るのです。私はテストが⼤嫌いでした。でもここで友達といろいろしゃべたりして、勉強になりました。いやいやでテストを受けるより積極的にテストを受けるほうがずっとい
いです。私は英語の復習でいらいらしたとき、明⾳がこういってくれました。「⼀旦やり始めたことは中途半端にあきらめたら、払った努⼒は無駄になって報われないですよ。
やろうと決めたことは最後までやり遂げてください。結果はいいか悪いかに悩まず、⼀⽣懸命がんばればいいのです。」明⾳の⾔葉は⼒強くて、とても励まされました。

⽊曜⽇の放課後、交流センターの林先⽣がみに来てくれました。今までの⽣活についていろいろ話しました。とてもうれしかったです。⽇常⽣活でよくできていないことや悩み
事やわからないことなどについてとても役に⽴つアドバイスをくれました。そのアドバイスにしたがってやってみました。実に効果的だと思います。ありがとうございました。
電話を楽しみに待っています。

⾦曜⽇は相変わらずペース⾛をしました。昇降⼝で集合した時寒かったですが、⾛り始めたらどんどん暑くなってきました。チーム形式で⾏われているので、納得いけるような
気がしました。⼀番遅いペースにしましたが、なかなか簡単ではなかったです。四周⽬でもう息が苦しくて、本当にやめたかったのです。「まだ⾛れますか。疲れていないです
か。時間は⼗分残っていますから、⼀緒に歩きませんか。」と私と肩を並べて⾛っている友達に声をかけました。「しんどいけど、みんなはまだ⾛り続けているので、もうちょ
っとがんばってみたいの。もうここまで⾛ったし、⼤事なところでやめたらあかん。」「えっ︖」と思って、めちゃくちゃ疲れたのですが、⽌まらずに⾛り続けたい気持ちはこ
んなにも強かったのです。⽇本⼈の我慢強さもよくわかりました。私もがんばってみんなと⼀緒に完⾛しました。「もうだめだ。ここでやめる。」と思ったとき、ほんの少しで
も⼀歩を踏み出してみたら、世界が変わります。なんて不思議なのでしょう。⾛るのが苦⼿な私でも最後まで⾛りました。そのうれしさは⾔葉にできません。⾃ら体験しなけれ
ばわかりません。苦は楽の種ということもより深く感じました。

ここはもう⼤変寒くなってきましたが、厚い服を着ているから、⼼配しないでください。お⽗さんとお⺟さんも体を⼤事にしてください。私はたくさんのこと学びました。これ
からもっともっと学んでいこうと思います。おやすみなさい。お元気で。

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記
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この⼀週間はとても充実していました。⽉曜⽇から⾦曜⽇の午前中まではずっとテストで精神的にとても疲れました。もとの⽇程ではテストは⽔曜⽇で終わることになっていま
すが、⽕曜⽇の朝６時５５分ごろ⼤⾬の警報が出て、登校は危ないので、休校になりました。ということで、テストは⼀⽇ずれたのです。⽊曜⽇に中間考査が全部終わって、部
活動はいつもどおりに参加しました。着付けの練習とお茶の学習でした。着付けは先⽣の指導の下にしていましたが、今は⼤体の着⽅を覚えたので、初めの頃よりずっと熟練し
ました。もちろん先⽣のおかげです。茶会の監督の先⽣は国語を教えているので、古⽂の勉強についていろいろ相談に乗ったりアドバイスをくれたりしてくれてとても勉強にな
りました。テストの前に張り切って古⽂の復習をして、本気でがんばっていましたが、やはりテストはあまりできませんでした。払った努⼒は必ずしも報われるとは限らないこ
とがわかりました。「古⽂の勉強は⽇本⼈の⾼校⽣みんなずっと前からやってきたので、⽐べ物にはならないから、全然気にしなくていいですよ。」と交流センターの先⽣はこ
の前⾒にきてくれたときも⾔いました。⽇本⼈の⾼校⽣でもゼロから習い始めたのです。だからもしじぶんがもっとがんばったらなんとかいけないのかなぁと思います。せっか
くここで勉強できて、このチャンスを⼤切にして、⾃分のできる限りで頑張りたいです。この前、交流センターの先⽣から「もう少し⼼ゆとりがあってもいいと思うよ。」とい
うコメントがありました。このコメントを読んで、優しくて温かい⾔葉だと思います。ありがとうございました。クラスのみんなについていけるまでやはり頑張りたいです。ほ
んの少しでも進んでいきたいと思います。だから、もうちょっと時間が経ってから、⼼ゆとりがあってもいいと思います。

⾦曜⽇の午前は学⼒リサーチテストでした。聞いた話によると、いままでのテストより易しいそうですが、国語のテストは全くだめでした。チャイムが鳴ったときちょうど書き
終わったばかりなので、チェックできませんでした。現代⽂は評論⽂なので、とても難しかったです。でも、現代⽂よりも古⽂のほうがずっと難しいです。意味はともかく、全
く読めませんでした。午後は体育の時間でした。４０００メートル⾛でした。８００メートルのトラックを５周回って⾛りました。最初の三周はなんとかいけましたが、４周⽬
に⼊って、苦しくて、もう⼀歩も踏み出せなさそうになりました。後もうちょっとだから、もうちょっと頑張れないかなと思いながら、⾛り続けていました。５周⽬に⼊って、
最後の⼀周です。時間はちょうど歩いても⾜りるぐらい余りました。歩いていこうか⾛り続けていこうかずっと悩んでいました。「ここまで⾛ってきたから、あきらめたら惜し
くない︖」「もうだめだ。限界だ。歩いても時間が⾜りるし、歩こう。」と⼼の中で、問いかけました。悩みながら⾛り続けていたらもう終点に着きました。その⼀瞬は疲れと
か、痛みとか全部忘れて、「やった。」と⼼で叫んでいました。喜びでいっぱいでした。汗びしょびしょで、髪も乱れていて格好悪かったですが、こんな⾃分が好きです。あき
らめずに完⾛できて、よく頑張って、よくできたと⾃分は勝⼿に思っていますが、ちゃんと終点まで⾛り続けて本当にうれしかったです。

⼟曜⽇は⼤学「学び」フォーラムでした。⼤⾕⼤学で模擬講義体験型講座などいろいろ参加しました。⼀番印象深かったのは⽇本年中⾏事という模擬講義でした。⽇本の年中⾏
事はたいてい古い歴史を持って、変化に富むことがわかりました。お正⽉に雑煮を⾷べますが、地⽅によって⼊れ物が違うことがはじめて知りました。新潟ではイクラで、仙台
ではハゼの丸焼きで、博多ではブリで、京都では⽩味噌鰹節です。午後は⽴命館⼤学へ⾒学に⾏きました。⽴命館⼤学はとても有名な⼤学で、⽴命館アジア太平洋⼤学で勉強し
ている先輩もいます。「⽴命」の名は、『孟⼦』の「尽⼼章句」に由来し、⽴命館は「学問を通じて、⾃らの⼈⽣を切り拓く修養の場」を意味します。末川記念館の陪審法廷は
とてもすばらしかったです。「本物の法廷」を貴重な歴史的遺産として維持するとともに、授業での模擬裁判に利⽤するなど、司法制度の教育、研究のために積極的に役⽴てて
いるそうです。それから以学館の建物は上空から⾒ると⽴命館の「⽴」の⽂字に⾒えることがとても不思議でした。地下には⾷堂、購買などがあって、いつも「焼きたてパン」
の⽢い⾹りが広がってきます。案内を担当している⼤学⽣は「⽴命館⼤学に⼊るつもりはなかったのですが、今は⼊ってよかったと本気で思っています。この気持ちを少しでも
多くの⼈に伝えられたらいいなぁというふうに思っています。」と⾔いました。⽴命館⼤学は実に⽴派な⼤学だと私もそう思います。今回の「学び」フォーラムでいろいろ勉強
になりました。⼤学のことも少しわかってきて、憧れの⼤学に⼊りたい気持ちはとても強くなって、夢を現実にするために、いまの時間を⼤切にしたいです。

あっという間に、もう⼗⽉の末です。ここはもう冬に⼊って、だいぶ寒くなりました。今⽇帰ってきたら⿐⽔が⽌まらなくて、すぐに薬を飲みました。今はもうだいぶよくなっ
たので、⼼配しないでください。もうちょっと書こうと思いましたが、特に⾔いたいことはないので、もうここで終わらせたいと思います。両親にぜひお体を⼤事にしてほしい
です。おやすみなさい。

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記
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やっと中間考査が終わって、この⼀週間はのんびり過ごしました。⽉曜⽇は成績の発表でした。⾔葉にできないぐらい複雑な気持ちで、前⽇はよく眠れませんでした。朝起きて
からいやな予感でした。解答⽤紙をもらってみたらやっぱりそうでした。⼀番ショックを受けたのは国語でした。わくわくしながら、解答⽤紙の⼀⾓をちょっとだけ開いて、隙
間からこっそりと覗きました。⾚ペンで書いてあった点数は予想ほどやばくなかったと思って、安⼼しました。でも、周りを⾒てみたら、みんなは⾃分よりずっとよくできまし
た。「⾼すぎる。超えられないわ。絶対無理。」と思いながら、⿊板のほうから「ええと、今回のテストはみんなよくできました。⽬標を⽴てて、⼀⽣懸命頑張って、それを達
成することはとてもすばらしいと思います。今回の最⾼点は９７点でした。とても感⼼です。⾃分の成績に悔しいと思っている⼈もいると思います。頑張りましょう。」と先⽣
の声が聞こえてきて、落ち込んでしまいました。悔しかったです。もっと頑張ったらよかったのにと思いました。点数が低かったので、⽇記には書かないつもりです。でも、今
の悔しいという気持ちを⼤切にして、頑張って⼀歩⼀歩進んでいきたいと思います。今回の失敗を⼆度と繰り返さないように、⼼に刻みこみます。

 ⽕曜⽇はお茶をたてました。お茶をたてることには、とても不思議な⼒があるのです。⼀⽇の勉強が終わって、とても疲れていました。でも、お茶をたてているうちに、なん
となくストレスが取れて、⼼も澄んできます。おいしいお茶をたててあげようという気持ちを込めて、やる気がどんどん涌いてくるのです。１２⽉に「北桑⽥⾼校の未来を創る
会」があって、そのときに私たちがお茶をたてるので、今はそのためにいろんな練習をしています。

 ⽔曜⽇に⽣徒会の⽣徒会⻑や委員⻑などの選挙を体育館で⾏いました。中国の⾼校とちょっと違うような気がしました。⽣徒会⻑を希望する⼈だけでなく、推薦する⽣徒もい
ました。推薦する⼈と推薦理由も詳しく⾔ってくれました。これで、その⼈のことを知らない⽣徒にもよくわかってもらえるようになりました。いかにもいい発想だと思いま
す。希望した⼈は全部⼆年⽣か三年⽣の先輩でした。⼀年⽣はやはり経験不⾜でしょうか。でも、中国の私の⾼校では⼀年⽣も⽣徒会の選挙に参加できます。経験がやや⾜りな
くても、みんなのために何かをしてあげたいという気持ちが強かったら、それで⼗分だと思います。最初のころは迷ったり失敗したり批判を受けたりするかもしれません。で
も、そのうちに経験を積み重ねて、熟練して、ほかの⽣徒に信頼されるようになれると思います。ちょうど⽔曜⽇はハロウィーンなので、晩御飯は寮でおいしいかぼちゃを⾷べ
ました。⼝に⼊れたらすぐに融けてしまって、その⾹りとちょっと⽜乳の⾹りがよく混じって、⽢くて最⾼でした。

 ⽊曜⽇から１１⽉に⼊りました。それで、⽔曜⽇に学校が終わってから、席替えをしました。この⾼校の席替えは今まで⾒たことのないとても⾯⽩い形式でした。化学元素の
名称が書かれたくじを引くという形式でした。⿊板に教室の座席の平⾯図が書いてあって、それぞれの位置にそれぞれの元素が書かれているので、とても⾒やすかったです。く
じを引いてから、⾃分の名前を⿊板の座席図に書きます。「そんな、最悪や︕」「マジか、やったー︕」などいろんな声が聞こえてきて、みんなの表情もとても豊富で⾯⽩かっ
たです。私は最後のくじを引いて、「窒素」でした。⿊板に書いてあった座席図と対照して、「そんな、クラスの⼀番の隣の席︖」と⾃分の⼼から叫び声が聞こえました。「窒
素ってNと書くのですか。」と後ろの⼈にもう⼀度確認しました。残念なことに、「そうです。」ときっぱりした答えをもらいました。

 ⽊曜⽇と⾦曜⽇の体育の授業は１５⽇に⾏う予定の耐久⾛のための練習をしました。「マイペースで完⾛をするのもよし。⾃分の⽬標にあった⾛り⽅で頑張りましょう。」と
１年学年通信で書いてありましたが、私にとってはなかなか簡単なことではないのです。１５キロどころか、４キロでもう⼤変苦労しました。私は⾬が⼤嫌いですが、その⽇に
は⾬が降ってほしいです。現実と向き合わずにとにかく逃げようとする⼼理はよくないとわかっていますが、どうかこの意志薄弱の私をお許しください。

 それから、１０⽇にベネッセ試験があります。試験は次から次へと終わりがないのです。習ったばかりの⾔葉を活⽤して、「試験は本当に学⽣泣かせやね。」とつぐみちゃん
に⾔いました。「学⽣はいつも泣いてるんやてー。」とつぐみちゃんは予想外の答えをしてくれました。とてもユーモアでいかにつぐみちゃんらしいと思います。

 最近⾵邪がとても流⾏っています。周りの⼈にうつされるかもしれないのでちょっと⼼配です。という訳で、味噌汁を盛るとき、いつも葱多⽬にするようにお願いして、特に
注意を払っています。葱の外に抵抗⼒をアップする⾷材もいろいろ⾷べているので、⼼配しないでください。

 それから「写真を公開したら、もっといいですね。」というコメントがありました。カメラは貴重品なので、普段はあまり⾝につけていないのです。それに、充電とかいろい
ろ⾯倒臭いので、めったに使いません。撮られるのも苦⼿なのです。私のわがままで、先⽣⽅に写真が⾒られなくて申し訳ないです。

 眠くなってきたので、今週のところはこの辺で終わらせたいと思います。⼤雑把で申し訳ないです。定期試験に対する取り組みは頑張ります。⽇本に来て約⼆ヶ⽉が経ちまし
た。ちょっと故郷が懐かしくなりました。あと２週間ぐらいでお⽗さんの誕⽣⽇です。ちょっと早いですが、忘れないうちに、誕⽣⽇のお祝いを。お誕⽣⽇おめでとうございま
す︕ どうぞお元気で。おやすみなさい。

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記
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⼀週間ぶりにまた⽇記を書きます。今週もいろんな準備で充実していました。実は最近情報の授業で「新商品プレゼン」をやっています。わがCグループはクリスマス向きのお
菓⼦に決めました。みんな各⾃で考えて出したプランは三つもありました。それぞれ異なる特⾊を持っていて、どれもみんなが頑張って考え出した知恵の結晶だから、決めるの
はなかなか⼤変でした。悩みに悩んだ末、投票を⾏って、私のプランが採⽤されたという意外な結果でした。選んだ理由を聞いてみたら私の提案がわかりやすくて、簡単にでき
そうだからだそうです。⾃分の考えをみんなにわかってもらって、努⼒も認められてうれしさは無論ですがちょっと複雑な気持ちでした。すみません、下⼿くそな⽇本語で⾔葉
にできません。⽇記に書いてもどうも表しきれなさそうなので、この話はもうここでおわります。⽊曜⽇に茶道の指導の先⽣がお菓⼦の本を貸してくれました。「茶の湯菓⼦」
という名で、お菓⼦の写真や紹介だけでなく、いただき⽅も製造、販売店まで記載されているのです。使⽤する⼈のためにこころを配って細かいところまで考えてあげるという
⽇本⼈の丁寧さもつくづく感じました。興味津々で読みました。とても⾷欲を刺激するような鮮やかな⾊と精巧な⼯芸品のような紋が完璧に同じお菓⼦で表されていて、これか
らお茶を楽しむとき⾝も⼼も⼗分に楽しませようと思います。昨⽇は⼀⽇模試を受けてとても疲れました。英語は難しすぎて、⾃分がまるで⼟星⼈のようにいくら問題を⾒ても
何がなんだかさっぱりわからなかったです。答えるどころか理解できないのです。「英語はそもそも苦⼿だから、できなかったこともごく普通のことでしょう。」と⾃分で⾃分
を慰めました。気分を調整して、この結果も納得して受いれられました。

⽇曜⽇は京都⼤会へ⾒学しに先⽣に連れていってもらうことになったので、模試が終わってから⼀旦寮にもどってできる限り速く荷物を取ってそのまま先⽣の⾞に乗せてもらっ
て先⽣の家に⾏きました。途中でいろいろ買い物をしました。私は超急いで出たものですから、スリッパのままなので、先⽣は運動靴を買ってくれました。記念に買ってあげる
といってくれてとても親切な先⽣だと思います。私も先⽣のお⼦さんたちにチョコやおもちなどのおやつを買いました。それから⽬薬も買いました。箱に第２類医薬品と書いて
ありました。保健の授業ではちょっとだけその⽅⾯についての知識を習いました。⽇本の薬品は第１，２，３類医薬品に分けられていて、第１類医薬品は医療⽤で普段は買えな
いそうです。

晩御飯は味噌味のおなべでした。先⽣の家は寮と違って、⾵呂に⼊ってから晩御飯を⾷べるのです。⾵呂に⼊って、⼀⽇の疲れがとれて、⼼がすっきりしてから、家族でご飯を
楽しむほうが私は好きです。⾵呂から出てきたとき、奥さんはちょうどご飯の準備をしていたので、そばで⾒ていました。とても熟練なのであっという間にいっぱいの野菜がで
きました。⼤好物のおもち⼊りの⾖腐もあってわくわくしました。抵抗⼒をアップする蒜もあります。きれいな⾒た⽬、おいしさ、栄養のバランスが備わったうえで、健康にも
注意を払って、料理上⼿なお⺟さんです。さらに⼈参を花の形に彫って、可愛くてそのまま⾷べたらもったいないと思うぐらいでした。みんな丸形にテーブルの回りに座って、
テレビを⾒ずに気楽にしゃべったりして、温かい家族の雰囲気でした。お⼦さんも幸せそうな顔で⾷べていました。⾷事が終わって、私もお⼦さんたちと⼀緒に⾷器やコップな
どの運びを⼿伝いました。先⽣の家にインコを飼っていますが、暗くてあまり⾒えなかったので残念でした。

晩御飯の後に折り紙を作りました。ごく短い時間で作品を完成したので、その⼿腕に感服しました。できた千の鶴も⾐も可愛かったです。プレゼントしてくれました。

翌⽇朝早く出発して、電⾞で会館まで⾏きました。⼀番最初にモーターを作りました。電機が磁気から受ける⼒がよくわかりました。私は縞模様を作りました。⾚、⻘、緑の縦
じまに重ねる縞模様の⿊線の太さを変えて、⽤意する縞パターンを少し変形させれば、隠し絵や隠し⽂字をモアレとして浮き上がらせることもできます。アカハライモリも⾒ま
した。両⽣類で陸上⽣活と⽔中⽣活ができる万能な⽣き物です。⾜の指は前4後5で、尻尾で泳いでいます。体はぷにぷにでハラの模様もいろいろあります。触ることもできま
すが、やはり勇気がないと私は思っています。炎⾊反応の実験も⾒ました。実は⾼校1年の化学の教科書にも載っているのです。⼀応習ったことがありますが、やはり実際に⾒
たほうが楽しかったです。

微⼩⾙も探しました。簡単にできるだろうと思っていたら、⼤間違いでした。⻑い時間ずっと⾒ていて、かなりの集中⼒が必要です。終わったとき⽬はすっかり疲れてしまいま
した。それから霧箱で放射線を⾒てみました。とても不思議でした。砂⾦採り体験してみました。砂の中から砂⾦を取り出す実験でした。密度の差を利⽤して砂⾦と砂を分離し
ました。この⽅法をパンニングといいます。⼤変時間がかかりましたが、四つの砂⾦を取り出せたのでうれしかったです。昼ごはんはおいしいお握りとソーセージパンを⾷べま
した。

この科学の祭典は⼦供の教育にとてもいいと思います。エコの意識を強めて、科学に興味を持たせて、「科学は⾯⽩いですよ。実⽣活にこんなにも科学にかかわっている現象が
ありますよ。とても役に⽴ちますよ。」と気付かせてくれました。南京ではこのような科学の祭典はどうもまだ京都のように重視されていないようで、この⾯ではやはり⼒を⼊
れてほしいと思います。より進んだ科学技術はよりよい未来を切り拓きます。中国では「少年強則国強」という⾔い⽅があります。だから今のうちにこのような祭典を開いて、
⻘少年に科学に興味を持たせたらいいと思います。個⼈的な考えですが。

⾬の天気でちょっといやでしたが、いろんな実験をして、視野を広げたのでとてもうれしかったです。帰りにちょっと疲れたので、お⼦さんたちと⼀緒に電⾞で⼀眠りしまし
た。

先⽣の家族といる時間は短かったですが、楽しい思い出をいっぱい作りました。先⽣の⼦供の教育はとても成功だと思います。家族の温かい雰囲気もより深く感じました。いろ
いろありがとうございました。

家族への話を少ししたいと思います。最近⾵邪はとても流⾏っているので、ひかないように気をつけてください。⼿をしっかり洗うことも⼤事です。今回の⽇記は順番がばらば
らで申し訳ないですが、年をとるほど記憶⼒が下がっていくのでしょうがないです。でも、私は幸せな⽣活を送っていることさえ知っていれば安⼼できると思いますので、それ
だけ伝えたかったのです。すみません、⾃分が勝⼿に判断してしまいました。15⽇に外国⼈登録の⼿続きをする予定です。来週の⽕曜⽇に百⼈⼀⾸をやります。楽しみにして
います。明⽇数学の⼩テストがあるので、これから復習します。ということで、以上です。結構⻑く書きました。⼀⽇に少しずつ読んでも全然かまいません。電話で私の⽇記を
何度も読んだと⾔っていました。時間がないので、⽇記の更新はとても遅くて、今週の発表も遅くなって⼤変待たせてごめんなさい。明⽇の７限に国語の補習が⼊っているの
で、発表は⽕曜⽇にします。もうちょっと復習してから私も寝るので、何度も注意しなくてもいいです。お休みなさい。

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記
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15⽇に開催する予定だった耐久⾛は⾬のため今⽇に順延することになりました。15キロを3時間30分以内に完⾛するなんて考えたこともなかったです。「⾬早く降らないか
な」と祈りながら、通学路に⾜を踏み出しました。出発の時間がどんどん近づいてきたのですが、まだ⾛るかやめるかの問題で悩んでいました。やめたらこの⽇のために払った
努⼒は全部無駄になってしまいます。⾛ったら最後まで⾛らなければなりません。私がそんな体⼒を持っているのかわからなかったです。結局、悩みに悩んだ末、スタートライ
ンに⽴ちました。「とりあえず⾛ってみよう、だめだったら無理せずにやめる。」というつもりで⾛ることにしました。

⽇の光に当てられているのですが、最初のときはやはり寒かったです。秋の末なのに、みんな半袖の体操服を着ています。でも、⾛り出したら、だんだん熱くなってきました。
道の両端にもみじの⽊が植えてあって、下から上へ浅紅から深紅へ染めていっています。遠くから⾒ると、詩的な⾵景絵みたいで、秋の最⾼の傑作といっても過⾔ではないと私
は思って、⾃然の不思議な⼒に感服しました。耐久⾛がなければ、こんなきれいな景⾊に気付けなかったのかもしれません。前にはどんな景⾊が⾒られるのだろうかと期待しな
がら⾛り続けていました。授業で練習したのは30分間⾛なので、始めの30分はなんとかずっと⾛っていました。五本松⾷品で、何⼈かの先⽣が待っていました。「ファイト」
と励ましてくれました。担任の先⽣もカメラで私たちの⾛っているときの姿を撮ってくれました。ここまできたら少し歩いてもたぶん⼤丈夫だろうと腕時計を⾒つめて、意識し
て歩調を緩⽬にしました。⾜が重たくなってきて、太股から痛みも明らかに感じました。そろそろ限界かなと無⼒感に襲われました。10分も歩いたら、私を超えていく⼈もど
んどん増えてきました。このままでは絶対に制限時間を越えて、もう⼀度⾛らされてしまうことになるのに違いないと思うと、危機感に迫られてまた⾛り出しました。意外なこ
とに今回は⾜の重たさも太股の痛みもすっかりなくなって、それだけでなく、体も軽くなったような気がして前よりも速く⾛れるようになりました。原因は何なのだろうかよく
わからないけれど、前に⾛っている⼈に⼀気で追いつける絶好のチャンスだと⼼の中で叫んでいました。そうしたら、本当に予想どおりに超えました。こっそりとうきうきし
て、⾛る気満々になって、本気を出したらまあまあいけたねぇと思いました。このまままた30分⾛りました。

それにしてもずいぶん⻑い距離やねぇー半分はまだなのかなと⼿で額からどんどん流れてきた汗を拭きながら感嘆しました。全⾝の⾎が逆流したように⾝体が熱くて汗びっしょ
りでした。のどもひどく渇いて、⽔がほしくてたまらなくなりました。半分の距離に⾄ったら⽔がもらえると知っていますが、あとどれくらい残っているのか知らないので、い
らいらしながら我慢しました。15キロなんて私には⻑すぎると最初から覚悟していたのに、無理やり⾛ることにしたからこんな状況になったのも⾃業⾃得だと激しく後悔しま
した。いまさら後悔してももう遅いのだとわかっています。仕⽅がなく⾛り続けました。「頑張れ、あともう少しや」と向こう側から⾛り、戻ってくる仲間が希望をくれまし
た。どうやら半分まで残りわずかだったようです。「うん」と⾸を縦に振って、もっと⼒を⼊れて⾛りました。10分経たないうちに先⽣の⼿を振っている姿が⽬に⼊ってきま
した。机においてある⽔いりのコップも近づくのにつれてはっきりと⾒えてきました。遠慮なく3杯も飲みました。やっと帰り道に⼊ってほっとしました。腕時計を⾒て安⼼で
きそうなので、歩くことにしました。

だが、もう⼀度⾛ろうとしたら、⾜がなかなか踏み出せそうになかったのです。きりきり痛み出して、つらかったです。ここでやめようと思って、⽴ち⽌りました。「頑張れ」
の声がどんどん聞こえてきたのですが、応えようかどうかで迷ったとき、近藤史恵「⾦⾊の⾵」の⼀節が突然脳裏から浮かんできました。「たぶん、私、負けたの。妹にではな
く⾃分に。フランス語では『負ける』は『失う』と同じ単語だ。だから、⾃分の発した⾔葉は、私の⽿にはこう聞こえた。ー私は失った。」私も⼀旦ここで⽴ち⽌ったら⾃分に
負けたのです。やろうと決めたことは最後までやり遂げるのが⾃分の原則です。ここで⽴ち⽌ったら原則を失ったのです。制限時間はともかく、完⾛しようと決⼼しました。⾛
ったり歩いたりして、少しずつ終点に近づいてきました。少しでも進んでいれば完⾛という⽬標に近づいているのだと思いながら、ゴールの⽮印が⾒えてきました。「頑張れ」
「いけるよ」「もうすぐ終点よ」先に完⾛したみんなが⼿を振りながら応援してくれました。やっと終点に到着しました。そのときはなんという気持ちだろうと⾃分でも⾔えま
せんでした。いろんな感情を含んでいる複雑な気持ちでした。下⼿くそな⽇本語で形容できなくてすみません。耐久⾛でいろんなことがわかったのです。⾃分の強い意志は無論
必要ですが、みんなで⽀えあうのも⼤切です。

⼤嫌いだった耐久⾛はそれほどやばいことではないのです。私はそれに気付いて⾒直したのは⾛った後でした。今なら耐久⾛に参加してよかったと素直にいえます。「いつか、
今頑張ったことに感謝する⽇が来る」という⾔葉の意味もようやく理解できました。今感謝でいっぱいの気持ちでした。

何かを書こうという気持ちが⾮常に強くて、寮に帰ってきたら即⽇記を書きました。ついでに、午後は⼭名先⽣と⼀緒に⼊国管理局へ在留カードの更新に⾏きました。しなけれ
ばならないことが⼀つ減って少し落ち着きました。明⽇は補習があるので、この辺で終わりたいと思います。疲れすぎたので、たぶん今⽇は数秒内で眠れます。お⽗さんもお⺟
さんもどうぞお元気で、お休みなさい。

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記
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何を書いたらいいかずいぶん悩んでいました。今⽇は⾦曜⽇ですが、勤労感謝の⽇なので、三連休の⼀⽇⽬となりました。ホストファミリーのところにいけなかったのですが、
寮でのんびりまったりするのもいいと思います。久々に電⼦⼩説を読みました。最近の国語の時間で漢⽂を習っています。臥薪嘗胆という⽂なのですが、⽂を読んで、⼤体の意
味はわかりますが、中国語ではどう書くのか必死に考えましたが、思い出しそうにもなかったので、このままでは中国語を完全に忘れてしまうだろうと思うと、⼼配で怖かった
です。授業も友達とのコミュニケーションも⽇記も⽇常会話や挨拶も全部⽇本語ばかりで、中国語⼒はだんだん下がっていってしまいました。⾔語は使っているうちに熟練にな
れますから、⼩説を読むことにしました。

今週もとても楽しく過ごしました。⽔曜⽇の午後のＬＨＲで北桑⽥の特⾊のひとつとして有名でおいしい納⾖もちを作りました。おいしいとは⾔え、私は結局少しも⾷べません
でした。納⾖は発酵した⼤⾖を使っているので、激しいにおいがして、⾷欲は⼀瞬でなくなってしまいました。⾷べはしませんでしたが、お箸で納⾖を混ぜる過程を⼗分楽しみ
ました。最初に混ぜたのは野尻君でした。臭い臭いと⽂句を⾔いながら⾮常に速く混ぜました。納⾖のにおいがどんどん広がっていって、地学室は納⾖のにおいでいっぱいでし
た。それほど熟練には⾒えなかったのですが、割った納⾖の数から⼒強いことがよくわかりました。しばらくしてその臭い臭いといわれた納⾖は⼩島君の前に置かれました。
「やってみて」とにやりと笑って⾒せました。いやな予感がしました。まさかと思って、やはり⼩島君も混ぜてから納⾖を私に渡しました。同時に「厳さんもやってみてくださ
い」と聞こえました。最悪なことに予感どおりでした。恐る恐るお箸を握って混ぜ始めました。「臭い納⾖、気持ち悪い納⾖、覚悟しろ」と怨めしそうな⽬で納⾖を⾒つめなが
ら、ますます⼒を⼊れて、必死に混ぜました。私の強い願いを感じたのだろうか納⾖は柔らかくなってきました。「よしゃ」と叫んでやる気満々になりました。「よくできたん
やないかーやるねー」とつぐみちゃんが噴き出しました、三番⽬に混ぜる⼈である原因もありますが、ほめられてやはりうれしくてちょっと⾃慢に思いました。「さて、よく混
ぜたなぁ。それでは次に⼊るぞー」納⾖を混ぜるのはこんなにも⾯⽩いとやっとわかってきたのに先⽣の指⽰が出されました。残念に思わざるをえなかったが、その指⽰に従っ
てお箸を机に置きました。あとはお餅が出来上がるのを待つだけでした。お餅の⾹りが⿐で嗅げるように濃くなってきました。⼀⼝で⼊れるやわらかくて暖かいお餅のイメージ
が既に浮かび出しました。昼ごはんは⾷べ終わったばかりなのにお腹ぺこぺこでした。「できたぞーお⽫持って来い。」待ちに待ったお餅がやってきました。⾷べるか⾷べない
かという問題にまた躓いてしまいました。やせたい気持ちと⾷べたい気持ちで複雑な気持ちになりました。これ以上太くなったら絶対にいやだし、⾷べないと後悔するに違いな
いし、ずいぶん困りました。結局⾷べることにしました。⾃分のために探した⾔い訳は「⺠以⾷为天」という昔ながらの真理です。納⾖餅が嫌いな⼈もいるので、あんもきなこ
の餅も作れます。私はあんにしました。あんをお餅で包んで真丸の形にして、⼝に⼊れました。「あっつー」と叫びました。つぐみちゃんの⽬線を感じて、「猫⾆じゃないよ」
とすぐに⾔いました。それにしても本当においしいお餅でした。想像以上も軟らかくて中に⼊っているあんの⽢い味とあわせていくら味わっても味わい過ぎないと⾔うほど強く
⼼に残っていました。醜くくてもやはり買ったお餅よりも⾃分で作ったお餅のほうがずっとおいしいです。作っているときの困難の克服、楽しんでいる気持ち、⾷べる前の緊張
こそ最⾼の味わいだと思います。⼈⽣にはいろんな「初めて」があります。「初めて歩いた」「初めて字が書けた」「初めての留守番」「初めての料理」······これらの「初め
て」は⼈⽣の道の⾜跡で、成⻑しているシンボルになっていて、これらの経験は⼀⽣の宝物になります。私は初めてのお餅作りをしました。記憶に残ったものはいっぱいでし
た。こんな経験できてよかったです。

耐久⾛が終わり、⽊曜⽇の体育の授業でバドミントンをしました。シャトルコックは⽻根ではなく、⽻根の形になっているプラスチックで作ったので丈夫そうです。中国の授業
とは違って、10分に⼀度位置の変動があります。これでほかの場所でも違う相⼿でも平気で対応できるようになれますし、もっと多くの攻撃や防守の⽅法を勉強することもで
きます。でも、練習の途中でやめさせて説明を聞かせるのがいやです。ここで⼀気に逆襲しようと決⼼し、⼒強く打てようとした途端にやめされたら、悔しかったです。これか
らどこで切られるか不安で集中できなくなって完全に実⼒を発揮することができません。この点では中国のほうがいいと思います。いっぱい汗を流して、思い切り跳んだり⾛っ
たりして、⽣き⽣きしているみんなが格好いいと思います。私も運動の美しさを⾒つけて⼗分に体を動かしました。耐久⾛のない体育はなんてすばらしいでしょう。

最近は寒くて寒くて、ほとんどのことをベッドでやっています。今書いているときもベッドにいます。故郷とこことどちらが寒いというような質問も何度かされたことがありま
すが、故郷の冬はどうなんだろうか⾃分も忘れてしまいました。お⽗さんとお⺟さんはどうしているかも全く知らないです。ただ「元気だよ。⼼配するな。」としか教えなかっ
たです。本当にそうであれば安⼼です。私は今楽しい楽しい⾼校⽣活を送っています。が、間もなく期末考査なので、⼼配になりました。終わってからまた楽しい冬休みに⼊り
ます。楽しさと⾟さの後にきています。いわゆる苦は楽の種でしょうか。

今週はこの辺で終わらせていただきます。わずかなことしか書けなくて、書いたことも⼤雑把であんまり中⼼なく単に述べているだけですみません。まぁ今回の⽇記は⼦供の⾓
度から書いたものだと思ってくれたらいいです。今度はきちんと書きます。ではまた。

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記
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光陰⽮のごとしとでも⾔うべきでしょうか。あっという間にまた⼀ヶ⽉がたちました。期末考査もどんどん近づいてきました。既に⼀週間前になりましたが、今朝テスト勉強を
始めたばかりでした。あまりに科⽬が多すぎて、猫の⼿も借りたいぐらいでした。ただ、⼟曜補習は取り消されました。寮では⾷堂が11時まで開いていて、テスト勉強ができ
ます。⾃分の部屋ほど静かではないのですが、暖房の効いた⾷堂のほうが暖かいし、私にとって集中できる、勉強するのにいいところです。窓越しに冬の⾬が降っていて、⼿に
温かいミルクティーのカップから、ミルクと紅茶のバランスよく混じった⾹りが広がります。隣に明⾳が座っていて、シャーペンを握って、薄笑いを浮かべています。けれど、
⼿前で開かれた、数学の教科書の三⾓⽐の部分を⾒つめて、瞳は真剣そのものでした。北川景⼦の「最後のプロファイル」というドラマで「左斜め14度⾒上げた君の顔」とい
う台詞が思い出されました。数秒後、明⾳は唇をかんで、指と指をからめてがっちり⼿を組みました。いつも何かを殴ったりしたくて⼿を組んだりするのは物騒な感じで、いか
に明⾳らしいと思います。きっと何か解きにくい問題でもあったのでしょう。ふと低い笑い声が聞こえました。「何をさっきからじっと⾒ているの。あたしの顔はそんなに可愛
くはないのよ」私が⾃分の想像にふけっている間に、明⾳はいつの間にかこっちを向いていました。「可愛くないと⾒ちゃいけないわけ︖」鋭く⾔い返しました。視線を合わせ
て、お互いに笑いを⾒せました。⾃分の⽬で⾒つけた⼩さな幸せに今ものすごく満⾜しています。ほんのわずかだけでも時間が停まってほしいです。

今週は特に変わったことなくいつもどおりに過ごしました。でも、とても楽しい思い出を作りました。⽔曜⽇の午後、総合的な学習の時間に薬に関する講座に参加しました。薬
剤師の⽅からいろいろ教えていただいて、⼤変勉強になりました。⽇本では薬は⼤雑把に分類すると⼀般⽤と医療⽤の⼆種類があります。医療⽤薬は薬剤師や医者の指⽰に従っ
て買いますが、⼀般⽤薬は⾃⼰責任で買います。保健の授業で薬物乱⽤の課題研究を⾏ったことがあるので、内⽤剤、外⽤剤や注射剤のような医学⽤語も結構出てきましたが、
そんなにわかりにくくはありませんでした。でも、薬剤師さんの話を聞いて、以前私の薬の使い⽅が間違っていたことに気付き、とてもそのことが印象に残りました。配られた
感想⽤紙の⼀番上に薬を飲むのに⽔の量はどれぐらいでいいのかという問題が出ていました。以前はいつも⼀⼝の⽔で飲んでいましたが、どれぐらいの量がいいのかそこまで考
えたこともありませんでした。正解はコップ⼀杯分の⽔で、でした。「えっ︖ そんなに要るの︖」と思いました。でも、実験の動画を⾒てやっとわかりました。たっぷりの⽔
がないと、薬は患部に⾄らないうちにもう⾷道あたりで融けてしまうので、病気に効きません。「そっか。それで私はいくら薬を飲んでも病気が治らないんだ。なるほど」と悟
りました。だから⽇記に書いて、読んでくれた⼈にも知ってほしいのです。それからグレープなどのフルーツは⾎圧の薬と⼀緒に飲んではいけないとか、お茶（特に緑茶）は貧
⾎の薬と⼀緒に飲んではいけないとか…。薬を飲むのに⼀番いいのはやはり⽔です。薬は⾷前か⾷後に飲むことが多いのですが、⾷間に飲む薬もあります。⾷間とはどういう意
味なのか間違ってしまう⼈も多いそうです。私は講座を聞く前に⾷間を⽂字どおりの意味にとって⾷事の最中だと思いましたが、正解は⾷事と⾷事の間でした。続いて2問も間
違ってちょっとショックでしたが、実⽣活に役に⽴つような知識を⾝につけることができてうれしかったです。

⽔曜⽇と⽊曜⽇の昼休みに図書館で古本市がありました。古い本が安く買えるイベントでした。雑誌は２冊まで無料で、参考書も無料です。急いでお昼を⾷べてさっさと図書館
に跳んでいきました。いろんな雑誌や本が並べてありました。こんなにたくさんあるとどれを選んだらいいかとても迷います。「祇園祭」と「京都 地名の不思議」という特集
の２冊の『⽉刊 京都』をもらいました。冬休みに暇つぶしに読もうと思います。みんな⽴ったまま本を読んでいます。夢中になって笑ったりする⼈もいました。指先で書名を
差しながらゆっくり歩き回っている⼈もいました。⽬つきは真剣そのものでした。左右の⼿に２冊の本を持って頭を軽く振りながら迷っている⼈もいました。みんな異なった表
情で本のいっぱい置いてある机と机の間を⾏ったり来たりしていました。活気があって、いつもの図書館よりずっとにぎやかでした。さすがに価格が安すぎて、買いに来る⼈が
どんどん増えてきました。2⽇⽬に私は東野圭吾の『探偵ガリレオ』を50円で買いました。視線を隣の机に⾛らせると、⼤好きな『窓際のトットちゃん』も⾒つかりました。そ
れは100円で買えました。『容疑者Ｘの献⾝』もありましたが、もう前に買ったので持っています。100円で買えるのに、600円以上もかけて本屋で買ったのです。これが分か
っていたら、そのときに買わなかったのですが。あの500円が今あったなら、と私は何⼗回⽬かの後悔をしました。あれも買えた、これも買えた、4GBのメモリーだって買えま
した。後悔してもどうしようもないから、チャイムが鳴る前に教室へ⼩⾛りで戻りました。

本題はこの辺で終わって、ちょっと余計な話をしようと思います。余計というかそれほどでもないかもしれませんが。昨⽇お⺟さんと電話して、私の誕⽣⽇が近づいたことがわ
かりました︕ 私はすっかり忘れていました。中国にいる時もこの学校に来ても、いつも誕⽣⽇がテストの⽇と重なっているので、「来週の⽕曜⽇は何の⽇︖」と聞かれたら、
「テストの⽇」と答えてしまいます。プレゼントを⽤意するのなら、そっちで預かっておいてもらったらいいです。むしろ、私としては⽤意しないでほしいです。いろいろ⾯倒
くさいし、⾃分も何がほしいのかわからないのです。この前スクールバックを私に買ってくれたと⾔っていたと思います。プレゼントは、もうそれでいいと思います。私が願っ
ていることは、家族みんなが元気でいることです。こっちは寒くて寒くて、⽇記までベッドで書くことにしました。幸い⾵邪は引いていないので、よかったです。南京も相当寒
い時期に⼊ったはずです。でも、電話での声は元気そうに聞こえたので安⼼しました。あと⼀ヶ⽉でいよいよ年末になります。残り⼀ヶ⽉も有意義に過ごしたいです。許さんの
⽇記〜⾼知編〜を読ませていただき、すばらしいと思わざるをえません。写真を⾒せてもらって、楽しさもとっても伝わってきました。どうも私の⽇記に⽇記らしさは全くなさ
そうで、⽇記というより、むしろ適当に書いた⽂の集まりといったほうがふさわしいかもしれません。うらやましいです。さて、11時になったということで、余計の話もこれ
で終了です。ではまた。

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記
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お久しぶりです。お元気ですか。実は⻑い間、学校のコンピュータが故障していて、⽇記の発表がでませんでした。それで、先週の⽇記がアップできませんでした。今週は計画
通りテスト勉強をしていました。地学は各地質時代に繁栄していた⽣物の名前や⼈類の進化などを習っているので、カタカナの外来語ばかりで、覚えるのに⼤変苦労をしまし
た。期末考査1⽇⽬が今週の⾦曜⽇ではなく来週の⽉曜⽇だったらいいのに、と私は何⼗回も⽂句を⾔いました。⾮現実的な⽢い世界に浸るよりも、与えられた現実と積極的に
向き合うほうがいいと友達に⾔われました。⽂句を⾔ってばかりいて、いやいやながら勉強している⾃分が情けないと思って、ちょっとがっかりしました。今⽇記を書いていま
すが、1⽇⽬のテストは既に終わっています。周りの⼈から「どうだった︖」と何回も聞かれましたが、「難しかったよ」と返事しました。実際はどうなのか、⾃分だってよく
わからなかったのですが。解答⽤紙を出して、頭の中はほんの⼀瞬真っ⽩でした。問題も答えも何⼀つ思い出せなくて、テスト中⼿に汗を握ったぐらいの緊張感と終わった後の
ほっとした感じだけ残っていました。

不愉快な話はこれで終わり、最近国語の授業で習った『バッタと鈴⾍』について書きたいと思います。川端康成といえば、頭の中にピンと浮かんだのはやはり『雪国』でしょ
う。この⽂も彼の作品なのです。好きな⼥の⼦のキヨ⼦をもっと喜ばせるために、鈴⾍をバッタと⾔っていた不⼆夫少年の下⼼についての話です。語いが豊かで、⾔葉の表現が
美しいと思いますが、習う前にはとてもわかりにくい⽂章でした。私が気になったのは、バッタと鈴⾍のたとえです。この⽂では、鈴⾍をバッタと⾔って⼥の⼦に与え、⼥の⼦
が「あら︕」と喜んでいました。鈴⾍とバッタは即ちダイヤモンドと⽯ころの関係です。この関係から、家族の私への愛情を連想しました。⾷事のとき、おいしいおかずを私に
⾷べさせて、愛情の伝え⽅の⼀つだとわからなかった私は「こんなに⾷べさせたら、太ってしまうよ。もういいよ」と⾔ってしまいました。両親はゲームしているときいつも
「そんな暇あったら、問題集は何ページだって解けるよ」と何度も私を注意します。しつこくて⼤嫌いでしたが、今はその声を聞くことさえ贅沢になってしまいました。両親の
⾔葉にし切れないぐらい深い愛は鈴⾍のように千⾦でも買えないなのに、バッタのように扱ってしまいました。これに気付いたのは家族から遠く離れているこの学校に来た後で
した。遅くないといいですけれども、これからはこの鈴⾍のように貴重な愛を、⼤切に胸にしっかりしまっておきたいです。こんな⼤切なことを気付かせてくれた、こんな⼤切
な気持ちを抱えてくれたこの留学のチャンスをとてもありがたく思っています。今後の⽣活でも、いろんなことを体験し、いろんな理を学び、幸せな⽇々を送りたいと思いま
す。

で、この頃⼤変寒くなってきて、みんなコートを着てスカーフをして学校に通うようになりました。ついこの前、担任の先⽣はみんなにカイロを配りました。カイロを貼って、
とても暖かかったです。でも、寒い冬にカイロよりも私を暖かくしてくれたのは、いつもみんなのことを⼼配してくれている先⽣の⼼です。南京も⼤体今頃⼀番寒い時期を迎え
ているでしょう。家族のみんなも、体を⼤事にして、元気でいてほしいです。

今週は⽇記の初めのところに書いたとおり、テスト勉強で忙しくて、特に変わったこととか、⾯⽩いことはありませんでした。みんな⼀⽣懸命に頑張っているので、早速この辺
で⽇記を終わらせて、テスト勉強をします。今回の⽇記は⼿当たり次第バラバラに書いてしまって、しかもこんなに短くてすみませんでした。来週末に予定通り「北桑⽥⾼校の
未来を創る会」が開かれます。終わったら、ちゃんと報告しますね。ではまた。

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記



20121215

2012.12.17

今⽇は待ちに待った北桑⽥⾼校の未来を創る会です。私は昨⽇からわくわくしていて、遅くまでおきていましたが、最⾼潮で今朝の太陽を迎えました。真冬の中で、暖かい⽇の
光はとても贅沢です。久々の早起きはなかなかいい感じでした。⻭を磨いて、⾷堂へ⼩⾛りに急いで、朝ごはんの準備をしました。先⽣が迎えに来るのを待っている間に、お茶
を差し上げるときの台詞を⼀⽣懸命に覚えました。緊張しすぎると覚えといたものでもすっかり忘れてしまうのが私にとってはよくあるミスですから、「備えあれば憂いなし」
と先⽣のよく⾔うように何度も暗記して、ちょっとだけ安⼼できました。

⾞の⾳が聞こえてくるたびに、⽬線を正⾨の⽅向に⾛らせて、先⽣が来たのかなと思いながら、靴箱の所で待ち続けました。しばらくして、ブレーキをかけた⾳とともに鮮やか
な⾚⾊が眼中に⼊ってきました。きらきらして⼩型で可愛い⾞でした。それから⾞から降りてきた先⽣の姿が⾒えてきました。はて︕と輝いた眼を前へ投げて、着物を着ている
先⽣はいつもよりずっときれいで、雪のように真っ⽩で、⽇の光に包まれたためか、とても神聖な雰囲気でした。笑顔で挨拶して、早速⾞に⼊って美⼭⽂化ホールに出発しまし
た。窓から眺めて、緑の松はまっすぐに⼀列に並んでいて、この町を守っている侍みたいです。つい数⽇前に雪がめちゃくちゃ積もったのに、草⽊は全部緑⾊で、元気よく光に
浴びています。限りなく空へ延びている姿から⽣命の頑強に感動させられました。途中、萱屋根の⽇本の古いお屋敷も⾒えました。わずかな⼀瞬⽬を通したのですが、印象深く
残りました。

やっと美⼭⽂化ホールに着きました。⼊⺟屋屋根に似ている屋根で、⾼くて⽴派な建築物でした。⼆階に上がって、曲線となっている通路を通し、沿いの壁に絵がいっぱい壁に
かかっています。ずっと奥にある部屋で着物に着替えました。暖房の効いた部屋でゆとりと着替えられました。弥苗ちゃんとつぐみちゃんに⼿伝ってもらって、髪をくくって、
絞りながらビンで左側に固定し、ヘアスプレーで固めました。ヘアスプレーは初めてなので、後で元のまっすぐな髪の⽑に戻れるかどうか⼼配でした。でも、洗ったら軟らかく
なると聞いて安⼼してどんどん使ってしまいました。つぐみちゃんがデザインしてくれたヘアスタイルは可愛くてとても気に⼊りました。

最初のお客様は来賓の⽅でした。着物の⼀⾓を⼿に握って、注意深く⼆階に上がって、ドアの前で⾜を⽌めました。深呼吸して気持ちを静めて、ノックしました。⼿に汗を握る
ぐらいの緊張でしたが、笑顔でごまかしました。「本⽇のお菓⼦は北桑⽥⾼校の校章をモチーフとしたオリジナルのお菓⼦となっております。どうぞごゆっくりお召し上がりく
ださい。」お菓⼦を差し上げて、⾮常に丁寧に紹介しました。来賓の⽅も「ありがとう」といってうれしそうに受け取ってくれたので、その「ありがとう」に励まされて勇気が
涌いてきました。⼀度も⼝ごもることなく紹介できてほっとしました。部屋を出て、ばたばたと⼀階に急ぎました。草履をはいている⾜が痛くて歩きにくかったですが、本気で
北桑⽥の未来を創る⼒になりたいので、我慢しました。さげる時、⼥性の⽅が「とてもおいしかったです。ありがとう」といってくれました。とてもうれしかったです。お客様
に満⾜していただいて、⼀⽣懸命お茶をたてている先⽣⽅の努⼒が報われたと私は思います。おいしいお茶をたててあげようという⾃分の気持ちはちゃんと相⼿に届いて、おい
しいお茶を招待してくれて本当にありがとうと相⼿も感謝の気持ちを伝えてくれました。お茶を通して⼼を繋いだということは喜ぶべきことです。⼈との付き合いでも、誠意が
⼀番⼤切です。誠意あればこそ、⼼が繋げるのです。それからはずっと⼀階で⼿伝いました。あっちこっち歩きまわして、お客様にお茶やお菓⼦を差し上げたり、茶碗や懐紙を
さげたりしました。川の流れのように四⽅⼋⽅からお客様がどんどん涌いてきました。「お茶ひとつ」「お菓⼦四つ」忙しすぎて、みんな⾔葉まで短くして、全部「⼀つ⼆つ」
を使って数えることにしました。「右側の紫の服の⽅はもう⾷べ終わったよ」「じゃさげに⾏くわ」「よろしく」みんな協⼒し合って、すべてが順調に進んでいます。だんだん
暗黙の了解ができて、⾔葉も要らずに⼿振りか⽬線でもうお互いの意思がわかりました。すべてが終わった後私たちもお菓⼦を⾷べて、お抹茶を飲みました。疲れた後のお抹茶
はとてもおいしかったです。というより、みんなといると、どんなものでもおいしく⾷べられます。冗談を⾔ったり⽂句を⾔ったりして、体の疲れも⾜の痛さも忘れて、⼤声で
笑って、気分がすっきりしました。

せっかくカメラ持ってきましたが、⼣べ充電するのを忘れてしまって、少ししか撮れませんでした。「さすがこんなことは私にしかできないですねぇ」と⾃分でも⾃分の愚かし
さに「感服」しました。

今⽇はいろいろ勉強になって、収穫も豊かでした。今⽇の経験はとても貴重なので、⽇記に書いておきました。

⽊曜⽇から朝読書を⾏うことになりました。私は「窓際のトットちゃん」を読んでいます。個性尊重の⾃由な教育に感動せずにはいられません。

交流センターの先⽣⽅に誕⽣⽇カードはありがとうございました。とてもうれしかったです。テストの⽇と重なってしまいましたが、いい誕⽣⽇だと思います。

北桑⽥⾼校の明るい未来を⼼から祈ります。遅いし、疲れたし、今回の⽇記はこれで終わりです。ではまた。

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記



北桑⽥⾼校の未来を創る会写真
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これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記



20121223

2013.01.08

今⽇は東映太秦映画村に⾏きました。朝⼋時の電⾞に乗ってまもなく駅に到着しました。しばらく歩いたら、映画村が⾒えたきました。営業時間はまだなので、⼊り⼝で写真を
撮りました。担任の先⽣と可愛い息⼦さんたちと⼀緒に来たのです。正⾨に⽴っている忍者さんは真っ⿊の格好で、⽬線は鋭くまっすぐ前を⾒つめていて、まるで敵が眼の前に
いるようで、近づいて⾒たら、ただの⼈形でした。忍者さんの肩に⼿を置いて、写真を撮ってもらいました。偽者とは⾔え、やはりわくわくしざるを得ませんでした。屋根のと
こにも忍者さんの⼈形があって、まるで屋根にのぼっているように⾒えて驚きました。ずっと前から忍者に興味深かった私にとって、こんなすばらしいところに来られて本当に
感謝の限りです。

案内図を⼿に握ったまま⾯⽩迷路館に⼊りました。⼀番最初に⼊ったのは「錯覚の部屋」でした。壁に対⽐鮮明の⾊が混ざっていて、眩しくて視覚に刺激を受けました。「今は
迷路が始めたばかりのところ、まだまだこれからなんだ。」と⾃分を励まして、もっと奥に⾜を運んで⾏きました。所々にドアがあって、運のいいときはドアを開けたら新しい
道が⽬の前に現れ、運の悪いときはドアを開けて冷たい壁以外は何もないです。「残念ながら、運命の扉ではない」というメッセージを伝えています。最初のときは何とか迷わ
ずに奥まで進めましたが、あるドアを開けたら、鏡ばかりでした。伝説の「鏡の迷路」はいよいよ出ました。たくさんの⾃分が鏡に映っていて、紛らわしくてほんの⼀瞬⾃分で
もわからなくなってしまいました。何度も鏡に打つかってから、気を静めて冷静に観察してみました。鏡は光線を反射することで、影のほうへ進んだら出られるとわかりまし
た。そこには鏡がないはずだったからです。それから「斜めの部屋」に⼊りました。⼿すりを掴まずに向こうまで歩こうと思いましたが、やはりだめでした。靴下を履いたせい
でしょうか、摩擦が少なすぎて、停まるやいなや滑ってしまうので、全く停まれないです。最後に横になっている円柱体を通して、⾟うじてやっと出⼝に着きました。

次は待ちに待ったからくり忍者屋敷でした。まず忍者さんのお姉さんが授業をしてくれました。いろいろな仕掛けを利⽤して出⼝を探す⽅法を教えてくれました。いろんな⾒た
ことのない仕掛けがいっぱいあってすごく不思議に思いました。壁にかかっている絵を開いたらもうひとつの部屋が出たとか扉を右に回ったら部屋に⼊れるが左に回れないと
か、天井に⾒える板は本当は階段であることとか聞いたことのない新鮮な話ばかりでした。でも残念なことに撮影禁⽌と注意事項にはっきり書いてあって、写真は撮られません
でした。いろいろ勉強して、体験を始めました。即ち、習ったばかりの知識を活⽤するということです。こんなに早いとびっくりしましたが、そもそも知識は⽣かすために⾝に
つけたものだと思って、積極的にこれからの挑戦に向き合おうと決⼼しました。ひとつの部屋に閉じられたときは緊張していましたが、忍者さんの話を思い出しながら四⾯の壁
の所々、隅々まで必死に押したり引いたりしました。出⼝を探すときの不安とわくわくそして⾒つけたときのうれしさは今でも⼼に強く残っています。とても⾯⽩かったです。

お化け屋敷にも⾏って⾒ようと思いましたが、史上最恐と書いてあるのでやめました。⼊ったら夜は絶対に悪夢を⾒てしまうので、⼊らないほうが賢明かもしれません。

昼ごはんはおいしいカレーを⾷べました。ポテトの細⻑い揚げ物（できる限り形容してみましたが、⽇本語では何と⾔うでしょうかわからないので、その正体は薯条です）にト
マトジャムをつけて、塩味とトマトの⽢酸っぱい味がバランスよく混じっていておいしかったです。昼⾷後、先⽣たちは太秦トリックアート迷宮館に⾏きました。そこで、⾯⽩
写真をいっぱい撮ってもらいました。私は⼀⼈でスーパーヒーローランドに⾏きました。スーパー戦隊や仮⾯ライダーなど最新ヒーローから懐かしいのヒーローまで⼈気のキャ
ラクターが全部揃えていました。こっそり仮⾯ライダーの⾯を触ってみました。やはり格好いいです。服装はもちろん格好良く⾒えますが、正義の味⽅であるので、イメージが
もっと格好いいです。展⽰台の後ろに何台かのパソコンがあって、画⾯にある仮⾯ライダーに好きな⾊を塗ることもできました。浮世絵美術館（復刻版）にも⾏って⾒ました。
浮世絵はわからないので、きれいですごく⼼を込めて書いた、すごく時間がかかったことしか私にはわかりませんでした。でも、ある雑誌によると、浮世絵は⽇本独特の⽂化で
あって華やかな⼤江⼾⽂化を象徴し、海外でも⼈気があるそうです。もしこれからチャンスがあったら、ゆっくり絵を楽しんで勉強しようと思います。

時代劇も⾒ました。⽂字通り、昔の雰囲気が満ち溢れていました。内容はよくわからかったですが、最後まで⾒ようと頑張りましたが、⼤変疲れてしまったので、途中で寝てし
まいました。折⾓の時代劇観賞は中途半端のまま終わってしまいました。残念でした。

帰る前に⽇本橋を⾒ました。太⿎橋の⽇本橋ですが、橋の形をしているのは半分だけで、残りは階段です。景⾊はとてもきれいなので写真を撮るのに忙しかったです。欄⼲の⽂
字を⼊れ替えると京都の三条⼤橋などに早変わるそうですが、それは帰ってからの話でした。

今⽇は精⼀杯遊んでいたので、とても疲れました。ぐっすり眠れそうです。ではまた。

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記



20121228~20130106

2013.01.08

補習授業が終わり、楽しい冬休みが始まりました。⽇本の冬休みは南京より短いのです。わずか13⽇間しかありません。だから頑張って宿題をやって、そしてステイ先での⽣
活を精⼀杯楽しもうと思いました。

お世話になっているお宅での⼀⽇⽬は、お昼ごはんにピザやコロッケ、パスタなどをいただきました。それからカラオケに連れて⾏ってもらいました。カラオケはもともと⽇本
で⽣まれ、⼈気が出てどんどん世界中に広がって⾏ったのです。私は⾷べ過ぎてしまって、調⼦がよくありませんでした。頑張って歌おうという気持ちはありましたが、うまく
歌えませんでした。それにしても、お⽗さんもお⺟さんも弟さんもあまりにも歌がうますぎます。私は⾜元にも及びません。同じように趣味として歌をうたってきたのに、どう
してこんなに差が⼤きいのでしょう。好きこそ物の上⼿なれ。たぶん「好き」の程度が違うのでしょう。明らかに私のほうが練習不⾜です。今回はうまく歌えなかったので、練
習しようという思いを強く持ちました。

ここまで書いて、⼤切なことに気付きました。冬休みのことを全部書いておくのは不可能です。いちいち詳しく細かく書いたら、いつまでたっても書き終わりません。既に書き
終わった部分は、そのまま残しておきます。これからの部分は⾃分が⼀番⼤切だと思っている、⼀番伝えておきたいことです。いきなり嵐⼭旅⾏の話に⼊ると唐突で、間のつな
がりがうまくできていないこともわかっています。こんなことになってしまって申し訳ないのですが、どうかこの⾯倒臭がり屋の私をお許しください。

さて、1⽉5⽇⼟曜⽇のことです。朝から晴れていて、いい天気でした。早起きは三⽂の徳なのに、朝寝坊して10時に起きてしまいました。冬休みですから、その⽇は旅⾏に出
かけます。台所からのトーストの⾹ばしいかおりを嗅ぎながら、⻭を磨きました。お⽗さんとお⺟さんは腰痛で⼤変なので、午後病院に⾏く予定です。私は⼀⼈で嵐⼭に⾏くこ
とにしました。路線図を⾒て、嵐電で⾏くことに決めました。

その⽇の昼ごはんは、歩いて⾏けるぐらい近い所にあるマクドナルドにみんなで⾏って⾷べました。ここのマクドは南京よりずっと安いのです。値段を⾒てびっくりしました。
しかも、⾯⽩いことに、注⽂が終わってすぐに準備に要する時間を計算し始めます。制限時間は60秒だそうです。店員さんは素早く飲み物やハンバーガーをトレーではこんで
きて、ギリギリで間に合うだろうと思っていましたが、ちょっとだけ時間を越えてしまいました。「⼤変お待たせしてすみませんでした。」と謝って、トレーをお⺟さんに渡し
て、それから何かを⼀枚渡してくれました。⾷事券かなにかわかりませんが、時間を越えたためくれたに違いありません。こんなに短い間でもお客様を⻑く待たせないために配
慮してくれるのです。⽇本⼈は本当にいつも他⼈を思いやっていることに「第n回⽬」の感服をしました。南京にもこんなサービスがあったらいいなあと思いました。

いよいよ嵐⼭へ出発です。初めての⼀⼈旅はうまく⾏くでしょうか。お⽗さんが切符を買って、「いてらっしゃい」と⼿を振ってくれました。「⾏ってきます」と私も⼿を振り
返しました。切符を握って電⾞に乗りました。電⾞とはいえ、そんなに⻑い距離ではありません。バスと同じで、降りる際に料⾦を⽀払うことになっています。ほかの外国⼈の
観光客もいました。やはり嵐⼭は有名です。ずっと窓のそばに⽴っていて、切符を握ったままカメラを持って外の景⾊をいっぱい撮りました。歴史を感じさせる街並みから、き
れいな盆栽や、駅に貼ってあるポスターまで撮りました。残りわずかな緊張感も、終点に近づくにつれてすっかり忘れてしまいました。⼀⼈でも⾏ける気がしてきました。

電⾞を降りて、天⻯寺に⾏きました。「世界遺産」の天⻯寺は有名で、観光客でいっぱいでした。にぎやかな⼈込みの中で、⼀⼈であることも忘れて、あっちこっちを⼩⾛りで
回りながら写真をいっぱい撮りました。本堂にも⼊ってみました。天井にある⻯に感動しました。細かいところまではっきり描いてあって、⽖の数まで数えられるくらいです。
お⼟産の店でお守りを買いました。ちょっと⾼かったのですが、買う甲斐があると思います。⼀⼈で来られたこの⽇を記念にするためです。

帰りに蝋梅の花が⾒つかりました。真冬なのに、⼤層きれいに咲いていました。⾹りは浅かったのですが、⼩さな⻩⾊い花はきれいでした。迷わずにカメラを構えて、写真を撮
りました。私も蝋梅のように⾼尚な魂を持ちたいと思います。

暖かい⽇の光に照らされながら、渡⽉橋に⾏きました。橋から遠くを⾒つめると卞之琳（ヘン・チリン）という中国の詩⼈が書いた詩の断章を思い出しました。「你站在桥上看
风景，看风景的⼈在楼上看你，明⽉装饰了你的窗⼦，你装饰了别⼈的梦」なぜこんな詩を思い出したのか⾃分でもよくわかりません。景⾊の美しさとすばらしさから、なんとな
く連想しただけかもしれません。橋で舞妓さんの格好をしている外国の⼈を⾒かけました。こんな体験のできる店もあるとは、驚きのかぎりでした。

⼈⼒⾞もありましたが、乗りませんでした。残りわずかなお⾦をお⼟産に使うと最初から決めていたからです。前にも嵐⼭に来たことがありますが、そのときはガイドさんもい
ましたし、留学⽣のみんなと⼀緒でした。周恩来の詩碑を⾒てから、しばらく買い物をしました。同じところなのに、⼆度⽬に来たときには私の⼼境が全く違っていました。道
の両側にはお⼟産の店や⾷事の店がずっと、⾒えないところまで並んでいます。京都独特のものがたくさん売ってあります。いろいろな店を出たり⼊ったり、いろいろな商品を
⼿に取ったり戻したりしました。どれにしたらいいのかなかなか決められませんでした。結局、悩みに悩んだ末に、⽣⼋橋にしました。抹茶チョコと⿊⾖と栗⾦団の三種類の味
でした。特に抹茶チョコのものは試⾷したとき、なかなかいい味でした。

腕時計にちらと⽬を⾛らせました。そろそろ帰らなければならないと、駅まで急ぎました。切符を買って電⾞に乗って、また窓の前に⽴ちました。今度は笑顔でした。⼀⼈の観
光はちゃんとできました。⾃⽴の⼀歩を踏み出して、これからはもっと遠くに⾏けるでしょう。どんどん成⻑していって、どんどん前進していけるとありがたいです。こんなす
ばらしい経験は⼀⽣の宝物になります。今⽇も記念すべき有意義な⼀⽇でした。

さて、いよいよ新学期が始まります。学校の宿題の「百⼈⼀⾸」はまだ全然⾒ていません。これからの時間は忙しくなりそうです。あっ︕ 天⻯寺で「どうか今回のテストで無
事に通らせてください」と祈ったらよかったのにと、私はとても後悔しました。が、⾃分で頑張るしかなさそうです。

 

家族への⼀⾔︓ 新年明けましておめでとうございます。今年がいい⼀年になりますよーに。まだ寒さが続くと思いますので、どうぞお⼤事に。ではまた。

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記
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厳 ⾠さんの⽇記



新学期が始まって、あっという間にもう⼀週間がたちました。語りつくせない⼀週間でした。冬休みは精⼀杯遊んできたので、暗記の宿題は気付かないうちに驚くぐらい恐ろし
い量が溜まってしまいました。英語の単語と熟語はともかく、国語の百⼈⼀⾸で⼤変困りました。読めない漢字がいっぱい出てきて、無論わけがわからない内容ばかりでした。
⽇本を知るためのなくてはならない⼤切な⼀歩であろうか、テストを通すためのなくてはならない準備であろうか、もう知りません。と覚えているうちにやはり⼒尽きてしまい
ました。集中しなくなって、いろいろ無関係なことを考えました。今⽇は１⽉１４⽇で、成⼈の⽇でした。新学期の最初の⼀週間で三連休を迎えて、なんてすばらしい、とにっ
こりして叫びたいですが、明⽇の朝は寮の掃除で、⼀時間⽬は化学の⼩テストで、国語は百⼈⼀⾸のテストで、英語は単語テストで、あさっては再テストで、部活動は初釜でそ
れからはと思うと胸をふくらませる喜びは胸を焦がす痛みに変わってしまいました。⼤きくなってもし「学⽣は⾟いよ」という映画を作ったらきっと共感する⼈は少なからずい
るのではないかとも思いました。まだまだ先だなあと思って、今⼒の及ぶ限りのことをこれからに任せています。ついに悪習となってしまいました。新年が明けて、また⼀歳⼤
きくなりました。後どれぐらいの「これから」が残っているでしょう。このままでは学⽣時代を振り返るとき遺憾を抱くのに違いありません。ちゃんと今⽇のすべきことを今⽇
してしまえば、⼿が塞がるほどに焦らなくても、もっと⼼ゆったりと⼩説でも読めるはずだったのにと思えば、ちょっとだけ「憂きに堪へぬは涙なりけり」の気持ちを理解でき
たような気がしました。

今回の⽇記はいい⽇記になりません。（ずっと極普通であると思いますが）気を静めないまま思いついたこと、いい加減なことばかり書いてしまいました。きっと読んでくれる
⼈の気持ちも重いでしょう。どうもすみませんでした。今直そうとしたら間に合うかもしれないけれども、特に書けることはなさそうです。ここで終わったらどうも気がすまな
いです。せめて気分転換に今の⽣活に⼀番満⾜していることでも書いてみたらどうかなと思って、以下の話がありました。

今⽇も雪が降りました。湿気が多いので積もりませんでした。北桑⽥の冬は⾮常に寒いです。寒い冬の中でお⾵呂に⼊るのが⼀番気持ちいいです。体が震えながら、服を脱ぐの
は⾟いですが、⾵呂場に⾶んでいったらもう⼤丈夫です。⽔蒸気で曇っている鏡の前に座り、蛇⼝をあけて、⽔温を調整しながら、⾜を暖めて、シャワーを浴びます。蛇⼝を開
けっ放しにしておいて、暖かい⽔が頭から体全体を通って流れていきます。まるで⼀⽇の疲れも流れていったように、不愉快なことも忘れてしまいます。寒さで凝固してしまい
そうな⾎も⾛りまわり始めました。浴槽に⼊って、暖かい⽔に包まれて、何も考えずに⽬を閉じて、明⽇への希望も⼼から⽣まれてきます。不思議なことに何もしていないの
に、⼼の奥でメロディの明るい⾳楽が奏でています。お⾵呂をあがったら真新しい⼀⽇を迎える勇気とやる気で⼼がいっぱいです。お⾵呂にはこんなに不思議な⼒があるとは思
ったこともありませんでした。⽇本⼈のお⾵呂の好きな理由もきれい好きだけではないでしょう。以前はお⾵呂に⼊るのが時間がかかるし⾯倒くさいし、あまり好きではありま
せんでした。（⼥の⼦だからといってお⾵呂が好きとは限りません。本当の気持ちです。）今はようやくお⾵呂の魅⼒を感じて、お⾵呂に⼊るのも楽しみの⼀つとなってきまし
た。お⾵呂が好きです、といったら、いま⽇記を読んでいる⺟親はきっとびっくりするでしょう。

⼼で⽣活を体験しようとすれば、楽しいことがいっぱい⾒つかると思います。⼼であなたの⽣活を楽しめば、悲しみもやさしさになれると思います。⼼で⽣活を送る⼈が、⽇々
陽気に満ち溢れていて、本当に幸せに⽣きていると⾔えます。今の⾃分も少しずつそのような⼈になっていっています。

家族への⼀⾔︓１どうぞお体をお⼤事に。

２やはりどうぞお体をお⼤事に

３とにかくどうぞお体をお⼤事に

新年が明けたのに、新年の挨拶はまだしてないよね。遅くなってごめんね。あけましておめでとうございます。今年もあなたにとっていい⼀年になりますよーに。隣で⼀緒に春
節を楽しめなくて残念やね。でも、ちゃんとここで元気に⽣活を送ってるよ。楽しみに待っていた中間研修はもうすぐやし、⽇記の最初で結構⽂句を⾔ってたけど、それほどま
でやばくはないよ。ちょっと⼤げさかな。後もうちょっとで春節やね。仕事は⼤変かな。⽇本海で隔たってるけど、どんなに遠くに⾏っても、振り向くといつもここにいる、い
つも背中を押してくれている。はるかに離れているのに、まるで⾝近にいるようにつくづく親の愛情が感じられる。所謂親⼦の絆かな。なんかさ、書いてるうちに会いたくなっ
てきた。話はここで終了。

今回の⽇記はやはりいい⽇記になりません。前半と後半はどう⾒ても⼀体となりませんが、仕⽅がないです。

ではまた。

これは⽇本語で投稿されたものです
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2013.01.21

⼀週間ぶりにまたダイアリータイムです。⼗五⽇は初釜でした。初釜とは正⽉初めての茶事のことです。釜は茶道具ですので茶釜とも呼ばれます。お茶を点てるためのお湯を沸
かすための釜です。お菓⼦はお正⽉に使う花びら餅です。宮中のお正⽉の縁起物に由来したおめでたいお菓⼦です。情緒ある銘がついていて、季節感を盛り上げてくれます。ゴ
ボウは⻭固めの⼲し⿂、⽩味噌はお雑煮に由来しています。お茶は珠の⽩です。

初釜の雰囲気を醸（かも）し出すためにいろいろ⼿を尽くしました。きれいな花⼊れも、⼤きな⾚い傘もお琴の伴奏まで準備しておきました。お客様はほとんど先⽣なので、と
ても緊張しました。初めてのお客様に「お菓⼦をどうぞ」と⾔って、危うく台詞を忘れるところでした。でも⻄⽥先⽣はずっと笑顔で静かに待ってくれました。焦らずに台詞を
思い出しながら、⾔っているうちに、何度も頷いて、元気付けてくれました。それから勇気も涌いてきて、台詞もスムーズに⾔えるようになって、全部⻄⽥先⽣のおかげです。
やはり初めてのお客様は特別な気がします。本当に感謝の気持ちでいっぱいでした。

もっとも不安だったのはやはりお点前でした。みんな順番でお点前をします。⼆番⽬ですから、⼀番⽬の弥苗ちゃんを⾒て、⾃分でやるときは少し⾃信が持てるようになるかも
しれないと思ったのですが、お茶を出したりお菓⼦を出したりして、いつの間にか私の気づかないうちに弥苗ちゃんはもう終わりました。「次⾠ちゃんの番ね」と先⽣はにっこ
りして⾔いました。⼀瞬雷に打たれたように⽴ち⽌っていました。その場から逃げ出したい気さえしました。お点前は何度も練習してきましたが、やはりちょこちょこ間違った
りします。それに、次に何をするかを忘れたりしたことさえあります。弥苗ちゃんはどうも私の⼼を⾒抜いたようで、こう⾔ってくれました。「⾠ちゃんなら⼤丈夫。あたしも
間違ったよ。間違っても⼤丈夫、みんなわからないから。落ち着いて、丁寧に⽴てている様⼦を⾒せたらいいの。いけるって、ほらみんな待ってるよ」その⼀⾔で気が向きまし
た。お盆、建⽔を持っていって、座って、気を静めて思い出しながら、⽴て始めました。顔は落ち着いてそうに⾒えましたが、冷静なふりをしていたからです。本当は、⾃分で
もはっきりと聞こえるぐらい⼼臓がどきどきと打っていました。茶道の先⽣は隣でお客様と私のことをしゃべっていました。正座を習うことからお点前ができるようになるま
で、⾃分の成⻑は先⽣の⾔っていた些細なことからなっています。歩いてきた⽇々のことを先⽣がちゃんと覚えていました。ちゃんと私の成⻑を⾒守ってくれました。お客様は
そんなに注意深く⾒ていなくて⾃分もほっとするようになって、もっと⾃然になってきました。先⽣の話を聞いて、少しずつ⾃信を持てるようになりました。そんなに⼼から私
のことを思ってくれている先⽣のことを本当にありがたく思っています。しかし、いくら感謝の⾔葉を使っても今の気持ちを表しきれなさそうです。たぶん本当の感謝は⼼に刻
んでいます。

最後に⾃分も花びら餅を⾷べました。透明感のある明るいピンクとホワイトで、かわいらしいお菓⼦でした。作るときはきっと⼯夫を凝らしたでしょう。淡い⾹りが匂っていま
した。⼝に⼊れるとすぐに融ける軟らかさは最⾼でした。お茶も鮮やかな緑⾊で、⽣き⽣きした⽣命という感じでした。ちょっと苦い味でしたが、とても気に⼊りました。苦し
みなどを経験してきて、穏やかな⼈柄を持っている賢明な⽼⼈をイメージしました。

初釜は全体的に⾒れば、成功しました。⾃分の努⼒は無論必要ですが、みんなで⽀えあうことも⼤切です。みんなが⽀えてくれるから、ここまで頑張れました。楽しいとき楽し
み合い、困っていたり悩んでいたりするとき側で静かに聴いてくれたり、アドバイスをくれたり、⽀えてくれる⼈こそ友達です。なかなかいい友達を持っていることに⼗分満⾜
しています。友達を⼤事にするとともに、⾃分もみんなにとっていい友達であるように、⼤事な存在になりたいです。

そして初釜以外今週はもうひとつ盛⼤な⾏事がありました。さて、何でしょう。カルタ⼤会でした。当然私も出ました。あんなにも苦しんで覚えてきたということで出ないわけ
にはいけません。やる気満々で参加しましたが、結局意気消沈しました。相⼿が強すぎて、最初の⾔葉を聞いてすぐに反応して、

思い出しているうちに、相⼿がもうにっこりとカルタを⼿に⼊れました。そのまま何枚か取られました。「いつまでも取られてたまるか」と私も本気になりました。やっと「そ
の調⼦」という感じになったとき、時間のため、（昼休みの時間を利⽤していたから）「じゃ、終わります。」と先⽣はカルタを⽚付け始めました。「あ、しまった」と、７５
枚分の１０枚という成績で、⾒事に失敗してしまいましたが、⾃分のチームにカルタのベテランが１⼈いるので、チームは僅差で勝ちました。しかし、⼆⽇⽬はもっと強い相⼿
と向き合うことになって、予想通り負けてしまいました。個⼈成績は⼀⽇⽬より⼀枚上がりましたが、何も変わりませんでした。

みんなとお正⽉の⾏事を楽しんで、有意義な⼀週間でした。

さて、今⽇は⼭名先⽣の家族と買い物に⾏きました。暖かい服とズボンを買いました。最近はズボンが気に⼊ったのでしょうか。ズボンばかり買っていました。

帰りにガソリンスタンドに寄りました。驚いたことに⽇本では、⾃分で給油します。⼭名先⽣はレギュラーにしました。標準なガソリンです。もう⼀種のハイオク（ハイオクタ
ン）というガソリンは記憶ではオクタン価の⾼いガソリンで、⾼⾺⼒が出るそうです。

家族への⼀⾔︓もうすぐ中間研修です。とっても楽しみにしています。⾵邪を引かないように気をつけます。

ではまた。

厳 ⾠さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです
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あっという間にまた⼀週間がたちました。中間研修まで⼀週間をきりました。今は荷物の整理で⼤変です。もともとは新幹線で⾏くのかと思いましたが、まさか⾶⾏機で⾏くと
は、予想外なので、ちょっと複雑な気持ちです。空を⾶ぶ感じは⼤好きです。でも、荷物の⼤きさは限られていて、ジャンパーをスーツケースの中に⼊れようと必死に頑張って
みましたが、ぎりぎりまで押さえて何とか⼊りましたが、お⼟産の⼊る余地はなくなってしまって、悩んでいるところです。どこかの本に書かれていたこのような⽂を思い出し
ました。苦しみと楽しみが混じっているからこそ、⽣活ってもんさ。あたしとしては、様々な悩み事があるからこそ、成⻑していくと思います。ここに来て、寮での集団⽣活を
体験して、少しずつ成⻑してきたような気がしました。⾃分で判断したりして⾏動できるように、責任感を⾼めて、よく⾃⼰反省するように、⾃制できるようになってきまし
た。

ところで、餃⼦係のメンバーなので、三⾓⼱を準備する必要があると聞いて、買おうか買うまいかとためらっているところ、⼭名先⽣が貸してくれました。寮に帰ったら早速か
ぶってみました。明るくて暖かい感じのオレンジ⾊で、浅いミルク⾊のエプロンと合わせて完璧です。と、とても気に⼊りました。いい気になって、友達も呼んで来ました。
「ねえ、⾒て⾒て、どう︖ぴったしやろう。」とエプロンの裾を⼿に握ったまま聞いてみました。「うん、餃⼦作りやろう。いい感じ。」と友達が頷きながら褒めてくれまし
た。「可愛いってことやね」と続いて聞いてみました。「あのさ、そのうぬぼれのような顔やめてくれる。おばさんってみんなこんな格好じゃない」とこっちを向かずにゲーム
しながら、答えました。「今何って。うぬぼれでもおばさんでもないから。可愛いって⾔われたくて聞いただけ。空気を読め。ほら」ちょっとショックでした。「ゲームしてる
最中やから⽬が離せない」「⽬が離せないってそういう使い⽅だったっけ」「······」「ねえ。ねえ」気軽に冗談を⾔って笑ったりする友達が隣にいて、とても幸せです。こんな
⼩さな幸せを友達ともっともっと⾒つけていきたいです。そしたら、ひとつでも多くの美しい思い出が残せます。

昨⽇は１⼈でサンダイコーというスーパーに⾏きました。⼀時間も歩いて、汗びっしょりでした。ぐうたらぐうたら怠ける⾃分にとって、運動量を適当に増やすことはとっても
必要です。でも、残念なことに、⽔筒は売っていないそうです。折⾓来たのに。結局は服⼀枚を買いました。今はちょっと後悔しています。あなたもこういうときがあります
か。かっとなったときはぜひとも冷静になってください。

⾦曜⽇はいつも通り⺟と電話しました。⺟の声は元気に聞こえませんでした。それが電話した後で気付いたことでした。お疲れそうに、眠そうに、あまりいい気分ではありませ
んでした。そのとき気付かなかった⾃分は不満で、いろいろ⾔いすぎました。いつも楽しそうに聞こえる声で電話をしてくれています。わたしも楽しそうに聞こえる声でしゃべ
っています。わたしを安⼼させたい気持ちはわかっています。偽者の安⼼だったけれども、歩く道を照らすのに⼗分だと思いました。間違ってしまいました。叫んでも泣いても
気持ちをそのまま伝えたらいいのではないかな。「本当の声を聞かせて」と何度も、⾔おうとしたとき、いつも⼝ごもってしまいます。安⼼しているふりをしました。そもそも
遥かに離れていて、安⼼できるなんてあり得ないです。やはり本当の声を聞かないと落ち着かないです。家族とは⼀⼈で涙を隠して、笑いを⾒せる⼈ではなく、涙のときでも笑
いのときでも⼀緒に⼼のきりきりやわくわくを感じる⼈だと思います。わたしもちゃんと素直な気持ちでしゃべりますから。だから、本当の声を聞かせて。

⽊曜⽇は数学の中間テストということで、今回の⽇記はちょっと短くさせていただきます。

来週は中間研修なので、⽇記はいつものように発表できるかどうかわかりません。研修から帰ってきたら、また書いておきます。

ではまた。

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記



中間研修

2013.02.12

今⽇は中国の春節です。明けましておめでとうございます。今回の⽇記のテーマはご覧のとおり、中間研修です。六⽇にはもう既に帰ってきましたが、残された宿題をしたり、
荷物の整理整頓をしたり、⾜りなかった睡眠時間を補充したりするのに忙しくて、⽇記がなかなか発表できなかったわけです。

半年振りにみんなと会えて、本当にうれしくってたまりませんでした。みんながずいぶん変わったような気がしました。外⾒だけでなく、⼼も変わったように⾒えました。

雒さんと張くんと何さんと京都駅に集合してリムジンバスで伊丹空港に移動するとき、みんなちゃんと運転⼿さんに「おはようございます」と挨拶をして、荷物を運んでくれた
スタッフさんに「ありがとう」と⾔いました。丁寧に挨拶をしたり、感謝の気持ちをきちんと伝えたりできて、どんどん教養のある⼈になっていくでしょう。

⼀時間半も⾶⾏機に乗ってやっと仙台に到着しました。全員が揃ってみんなが⼤声でお互いの名前を呼んだり、握⼿したり、抱きしめたりさえしました。だれの顔も久々にあっ
たうれしさに満ち溢れていました。今年の春節は特別です。⾃分の家族と⼀緒に過ごすことができなかったのですが、この⼤家族といて、温かかったです。

翌⽇は南三陸町に⾏きました。⾃然豊かで美しい地域が津波で、荒涼な⼟になってしまいました。誰も予想できなかった⼤きな津波でたくさんの⼈々が⼀瞬で死んでしまいまし
た。窓から眺めて、倒壊した建物がそのまま残っています。遭難者の碑の前に⽩い菊がおいてありました。⼀緒に⾏った彩さんはこんな話をしてくれました。被災地の⼈々はこ
んなことを⾔いました。「私たちは海にやられました。でも、海だけが残ってくれました」と。私は前にどこかでこんな⽂を読んだことがあります。「⼈間はいいときにはみん
ないいんだよ。最悪なときだけその⼈の本質が問われる。」前に読んだことのある⽂を思い出して、今ここで海の話を聞いて、なんという気持ちでしょう。そのとき本当に泣き
ました。無⾔の涙でした。甚⼤な被害を受けたのに、感謝の気持ちで未来を創ろうとしています。海があるから、やはり海が⽣きる希望を残してくれたという感謝の気持ちでし
た。バスを降りて、全員遭難者の碑の前に⽴って、哀悼の意を表しました。⼼拍の⾳さえはっきり聞こえるぐらい静かでした。とても寒かったです。それは真正⾯から吹いて来
た⾵のせいか⾃分の涙なのか私にはもうわかりませんでした。⼼で黙祷しました。いつかまた繁盛した町になりますように。いつかまた⼈々の幸せな微笑が⾒えますように。⼀
分間はこんなにも⻑かったとは今まで⼀度も感じたことはありませんでした。こんなにも⻑かった⼀分間でした。

午後は餃⼦を作りました。⽪を作ることから始まってとても新鮮でした。丸くは⾒えなかったですが、中⾝が⼊るぐらいの⼤きさでした。⼤好きな韮と⾁の中⾝でした。三⾓⼱
を頭にかぶって、エプロンを掛けて、マスクをつけて、まるで料理⼈みたいで、ちょっと⾃慢でした。でも、⼿作りの⽪が柔らかすぎて初めての餃⼦は⼤失敗でした。ほかの友
達の動作を⾒ながら、⼆個⽬、三個⽬を作ってみました。美しいと⾔えるほどの餃⼦ではないですが、普通の餃⼦の形に⾒えました。⼿袋をはめて、袖をまくって、⼿を消毒し
て、また作り始めました。「⽪が来たよ。ほい」「スプーン貸して」「薄かったらもう⼀枚包んでもいいよ」「破れた。どうしよう」「頂戴。⼤丈夫。いけそう」１０⼈で３５
０個ぐらいの餃⼦を作るのは⼤変ですが、分担されたことをまじめに進めて、お互いを⽀え合って、順調に進んでいっていました。チームワークの⼤切さは本当に実⽣活でつく
づく感じています。

来てくださった地元の⽅々がおいしく餃⼦を⾷べてくれたのを⾒て、⾃分で⾷べるのよりもずっと幸せに思いました。春節パーティーはとても盛り上がっていました。ダンスも
京劇の歌もすばらしかったです。⼀番好きなのは許佳傑さんの笛の演奏でした。明るくて活気にあふれる曲でした。聞いていると踊りたくなります。

交流の後北国の春を合唱しました。昔の歌でしたが、メロディは美しかったです。うまく歌うことができて、練習に払った努⼒は報われました。

次の⽇は⽯巻市雄勝町のすずり⼯場でボランティア活動が⾏われました。⽯を運ぶことでした。またチームワークの登場です。みんな⼀列に並んで、運ぶための⼿袋をつけて、
マスクもつけて、さっさとはじめました。前の⼈から⽯をいただいて、注意深く次の⼈の⼿に渡していきます。⼿から⼿へ、⽯がどんどん運ばれました。みんなが元気に「ほ
い」と⾔って、秩序よく運んでいました。「重いよ」「軽いよ」「普通」「気をつけて」のような声もどんどん聞こえてきました。みんなもっと他⼈のことを考えるようになっ
て、思いやりもいつの間にか⾃然と習慣になってきました。そういう⾵に私はみんなの会話から感じました。寒い⾵の中で、体を震えながらボランティア作業を続けました。
「休みたい⼈いますか」と聞かれたとき、それに答えたのは静けさでした。被災地の⼈々に何かをしてあげたいという気持ちは強かったです。寒くて⾎が凍りそうになって、誰
かが歌を歌い始めました。軽快なリズムに乗せて、またやる気が出ました。お腹がすいてきて、⾷べたいものについての話が始まりました。「そんなこと⾔ったら、もっとお腹
すくでしょ」と先⽣に⾔われましたが、楽しくいろんな⾷べ物の話をしました。久々に中国語でお喋りができて、懐かしかったです。

午後はホテルに戻る予定でした。窓外の⼈々に⼀⽣懸命⼿を振っていました。疲れすぎて、椅⼦に座ったらぐっすり寝込んでしまいました。

さて、五⽇は待ちに待った観光でした。⻘葉城に⾏きました。戦国武将伊達政宗が築造したそうです。寒くて、⾵も強くて、カメラを取るのもやめました。お⼟産のお店でずん
だ⾖のストラップを買いました。ストラップとは⾔え、おもちゃと変わりはありません。お⾦を払うときは、「まあまあ、折⾓気に⼊ったし、こういうときは迷わずに⼦供っぽ
く買っちゃえばいいの」と悩みに悩んだ末⾃分にこう⾔いました。

船で⽇本三景とひとつ、松島にも⾏ってみました。観光というか、お⼟産のお店ばかり⾒ました。クッキーやお菓⼦をたくさん買いました。クラスのみんなや部活動の仲間への
お⼟産でした。六千円ぐらいかかって、ちょっと⼼が痛かったです。⾃分のクラスはそんなに⼈数は多くなくてよかったと⼀緒にお⼟産を買った劉さんを⾒てそう思いました。

観光の後は仙台育英学園で交流会が開催されました。バスでイケメンがくるかどうかの話でちょっとわくわくしましたが、来たのは⼥⼦クラスでちょっと残念でした。交流会
で、この⼆三⽇のことについての紹介がありました。同じ部屋の李さんも出ました。彼⼥は前の晩夜中⼆時ぐらいにやっと交流会の準備から戻ってきました。よく頑張ったの
で、⼤成功だと思います。これからの中⽇関係についての話もありました。両国の交流に必要とされているものを⾔葉ひとつで書くという討論でした。理解とか⻘春とか実感
（私たちの組）とかいろいろありました。⼀番いいと思うのは「求同存異」という成語でした。説明に挙げた例もなかなか⾯⽩かったです。パンダとドラエもんの話でした。パ
ンダとドラエもんは何の関係もありませんでした。全く違う者です。でも、パンダは中国語で読むと「熊猫」、ドラエもんは「猫」、関係がありました。同じく「猫」です。本
当に⾯⽩くて、いい例だと思います。

中間研修は短い間でしたが、楽しく遊んで、いっぱい勉強できてよかったです。また半年後に会えます。これからの半年間も引き続き頑張っていきたいです。

では、また。

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記





Oh Happy Day

2013.02.19

2⽉16⽇、⺟の誕⽣⽇だ。ハッピー・バースデイ︕

友だちと市内へ遊びに⾏くと約束した⽇でもある。朝起きたら、外は雪で覆われて真っ⽩な世界だった。グリム童話の『⽩雪姫』を思い出した。多難な過程をたどるが、ハッピ
ー・エンドを迎える話だ。なぜか今⽇は楽しい⼀⽇になりそうな気がした。

早々と朝⾷を済ませると、寮⺟さんが迎えに来て、JRバスのバス停まで送ってくださった。そして、「回数券を買ったら、100円安くなるわよ」と、教えてくださった。もとも
と明⾳と2⼈でバス停まで歩いて⾏くつもりだった。そこで、「朝⾷を取り消します」と寮⺟さんに⾔ったら、「朝⾷はちゃんと⾷べないとねえ。おばさんもちょうど市内に⽤
事があるから、ついでにバス停まで送ってあげるわ」と、⾔ってくださった。寮⺟さんのおかげで、本当にいろいろと助かった。とても優しくて親切な⼈だと、⼼から感じた。
寮⺟さん、ありがとうございます。

⼀時間半もかかって、やっと京都駅に到着した。⼋条⼝でもう1⼈の友だちを待った。外は雪が降っていて寒いので、中で待った。中は「近鉄名店街 みやこみち」だった。な
んと「四川料理 洛楽」という中華料理店もあった。京⼟産のお店もいっぱい揃っている。ふたば書房という本屋さんもあった。⼊ろうとしたら、熊ちゃんから「到着した」
と、電話がかかってきた。明⾳はこのあたりにすごく詳しいみたいで、熊ちゃんに「周りにどんなもんがあるの︖」と聞いた。すると、その返事ですぐに彼⼥の居場所が分かっ
たようだ。私はずっと明⾳の後ろについて⾏った。明⾳の後ろについて⾏くと、すごく安⼼できる。いい友だちを持って、⾃分は幸せだ。しばらく歩いたら、⿊いコート、⽩い
かばん、⽔⾊の傘を持っている熊ちゃんが⾒えてきた。なんてさわやかな⼦︕ と、⾒えたときに思った。

それから、3⼈揃ってイオンモールに向かった。どうやら営業時間よりちょっと早かった。それがわかったのは、先に⼩⿃のように⾶んでいった明⾳が⾃動ドアにパタン︕ 
と、ぶつかったからだ。「⾒事にぶつかったね、明⾳」と熊ちゃんがニヤッと笑った。「ゲーム・センター⾏きたかったのに…」明⾳は残念そうな顔つきだった。「は、は、
は︕」3⼈とも笑った。2⼈といると、よくこんな⾵に朗らかに笑う。

イオンモールに⼊って、「太⿎の達⼈」というゲームをした。選んだ歌のリズムに合わせて、画⾯にたくさんのボールが通って⾏く。そのボールが通るときに太⿎をたたくとい
う⾯⽩そうなゲームだった。太⿎をたたくとすぐに熱くなってきた。コートを脱いだ明⾳がもう1枚の上着を脱いだ。なんと、半袖だった。真冬に半袖とは︕ 驚きのあまり、
持っていたバッグが落ちたことにさえ気付かなかった。

私はサン宝⽯というお店で茶⾊の⾰⾵リボンのヘアゴムを買った。お⼩遣いの無駄遣いかなと思ったけど、⼀⽬ぼれして買ってしまった。ダイソーにも⾏ってみた。百円均⼀シ
ョップだから、つい「これも買いたい、あれも買いたい」という気持ちになって、どんどん買ってしまう。必要な修正テープだけ買って、⼀⽣懸命⾃分に「買っちゃだめよ。だ
めだめ︕ >_<」と⾔い聞かせた。

3⼈でプリクラも撮った。初めてプリクラを撮った私はうれしくてたまらなかった。書き込みもいっぱいした、「ラブラブ」とか「NG」とか「仲良ち」とか。なんと「初デー
ト」という無茶なことまで書かれたけれども、すごく楽しかった。私が気に⼊った⾔葉はʻAlways happy with you!ʼとʻWe are so happy every day.  Smile!  ^o^ʼだ。友だち
といる時間は楽しい。それを⼤切にしたい。君たちと出会えて、友だちになれて、本当にいろんな楽しい思い出ができた。君たちと過ごしてきた⽇々は、いつも笑い声でいっぱ
いだ。これからもきっと、もっとたくさんの楽しい思い出ができる。今友だちと⾒つけた幸せをこの⼿でしっかりと掴みたい。

昼⾷には、ぶっかけうどんを⾷べた。前にも⾷べたことがあるが、こんなにおいしいとは思わなかった。幸せに満ち溢れていると、⾷べ物までおいしくなるのだろうか。

午後はジーユーで服を買った。熊ちゃんがいろいろ教えたり、⼀緒に選んだりしてくれたおかげで助かった。

楽しい時間はいつも短く感じる。気付いたら、もう帰りの時間だった。京都駅で熊ちゃんと別れた。本当はもうちょっと熊ちゃんといたいんだよ︕ と、感じた。

⼣⾷はパンにした。進々堂という有名なお店で買った。リング・ドーナツ2個、チョコ・バナナに、明⾳の⼤好物のクロワッサン・オ・ブール。これで全部。簡単な⼣⾷だった
けれども、おいしさを楽しみながら、今⽇⼀緒にできたことをたくさんしゃべった。私って意外とおしゃべり屋さんだったんだ︕

⼗分満⾜できた楽しい1⽇だった。

では、また。

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記



⼿づくりのしおり

2013.02.25

気付いたらまた⼀週間が経った。朝窓を開けたら、まだ⽩っぽい光の中を雪が静かに舞っている光景だった。眠っている⼈々を起こさないように空中を軽く⾶んでいた。⼿を伸
ばせば、空気がぱりっと割れる⾳がしそうな寒さだった。

すぐに窓を閉じた。布団の中は暖かかった。カイロを握って、⼿の指の先端からすぐに胸まで届いた。右のほうから⾵が絶えずに吹いている⾳が遠ざかっていったように感じ
た。

⽔曜⽇の午後、ホームルームの時間にみんなで栞を作った。もうすぐ⼆年⽣になるから、記念にしおりでも作ってみようと吉⽥先⽣が提案したんだ。⾊鮮やかな⻑⽅形の紙が教
卓に並べてある。両⼿を組んで考え込んでいる⼈もいれば、⼆枚の⾊紙を⼿のひらに載せて、⽐べたら、眉をひそめて悩んでいる⼈もいた。

後ろで⾒つめているつぐみちゃんもじっくり考えているようだった。好きな⾊ってそんなに選びにくいかなと思った。迷わずに⿊⾊にした。夜空のイメージだった。そして、も
う⼀枚の、ちょっと薄めの、⻩⾊の紙を選んだ。夜空にちりばめられた星屑を作るためだった。

いい発想だと⾃分は思ったけれども、そこで困ったことがあった。というのは、忘れないうちに⾃分の名前をしおりに書いておいてと先⽣に⾔われたからだった。⿊⾊の紙に名
前を書いたら、⾒えるかなと悩んでいた。⾊を選ぶときにこんなこともちゃんと考えておいたらよかったのにと、ちょっと後悔していた。でも、⻩⾊の鉛筆で何とか名前を書け
た。帰って、明⾳にこのことを⾔った。明⾳はなんだか、いつまでも計算式の解けない⼦供がそこにいるような⽬で、じっと私の顔を⾒つめていた。余話だったけれども。

星を描くのも⼤変苦労をした。どうも正常に⾒えないから、何度も書いてみたけれども、結局飽きてしまって、８分⾳符（♪）にした。蝋梅も書いてみたけれども、実際⾒た
ら、とても蝋梅には思えない。向こう側で、つぐみちゃんははさみでしおりの⻑辺を切っているところだった。何の形なのかわからなかった。シンプルに思えた。突然、はさみ
を握った⼿が停まった。しおりを睨んで考え込んでいるようだった。はっと気がついたみたいで、⾚紙を取って戻った。何に使うのだろうと不思議に思って⾒ていたら、つぐみ
ちゃんが⾚紙を下に重ねた。

すごいと思わずため息を漏らした。⽇差しの焼けるような⾚⾊は、今にも⽇が沈んで⼣暮れがやってきそうに思われた。⿊⾊はどこまでも続いていく広々とした海のように⾒え
た。さっきまで切っていたのは波だったんだと、やっとわかった。

⾳符と蝋梅をとりあえず貼っておいた。やはり隙間が不⾃然に思えた。⽝に似ているが⽝ではない動物を切り取って横向きに貼った。何でこんなことになったのかというと、も
ともとは⽝を切り取ったけれども、⼤きすぎてしまって、⽿の部分を切り直したら、⼤きさは横向きでぎりぎり貼れたが、⽝には⾒えなくなってしまった。

出来上がって、⾦⾊の紐を結んだら、ちょっときれいに⾒えた気がした。⼿作りのしおり、醜かったけれどもやはり⼤切に使いたい。みんなと⼀緒に作ったしおりは私にとって
特別だった。未だに読み終わっていない「永遠のゼロ」にしっかり挟んだ。みんなと⼀緒にしおりを作った、この楽しい思い出を⼼に刻んだ、しっかりと。

⽕曜⽇に図書館で⼩説を借りた。⽚思いの話だった。繊細な感情や⼼の痛みは印象に残った。

扉に「きっと⼦供だったから愛とは違うとかじゃなくて、愛してるってことに気付かなかったんだよ」と書かれた。それを読んだとき、⼼を強く打たれたような感じだった。

⼀気に読み終わって、すばらしい表現に感嘆の声をあげずにいられなかった。

「⻩⾦⾊（こがねいろ）に染まった芝⽣やその向こうに広がる海、その反対側には巨⼤な⼯場の群れが⽴ち並び、煙突から吐き出される煙まで燃えるような⼣暮れの中に溺れて
いる。地上を歩く⼈間も⾃分の⼿のひらに載るようなサイズにまで縮⼩されて、性別すら定（さだ）かではない」̶̶⼀番好きな⽂

「この⼈のガチガチに固められたプライバシーはまるで南極の氷のようだと思った。こういう本⾳が無数に巨⼤な氷の下で眠っているのだ」̶̶さすがにすばらしいとしか⾔え
ない⽂

恋にはあまり関⼼がないが、⾔葉の表現がいかにも美しく感じられて、とても勉強になった。

なぜか急激な眠気が襲ってきた。今回はここでおしまい。やはり睡眠のほうが⼤切。

ではまた。

（来週はもしかして、⽇記が書けないかもしれない。学年末考査や中間研修の作⽂などで⼿が空きそうにないみたい。できる限り頑張ってみる。万が⼀書けなかったらごめんな
さいね。）

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記



流しきれない涙ーー「永遠のゼロ」読書感想

2013.03.04

気付いたら、涙が頬を流れ落ちていた。本の世界の中で、切ないほど、泣いて、そんな読書をしたのは、確か数年前に「⼀リットルの涙」を読んだときだった。それは美しい景
⾊を⾒たときに⼼を躍らせる涙でも、努⼒が報われて⼼を動かされる涙でも、やっと幸せにたどり着いての喜びの涙でもなかった。

この読書感想をどう書いたらいいのかずっと迷っていた。胸に納めるつもりだった。あのメールがなければ、たぶん書こうと、決⼼がつかなかっただろう。

「永遠のゼロ」とは何なのだろう。とタイトルの意味を計りかねて読み始めたのではなかった。太平洋戦争の話だとわかって、苦杯を嘗めるのは覚悟のうえだった。新鮮な気持
ちでもないし、興味が涌くわけでもない。そんな気持ちで読み始めたら、この本はやはりたくさんの衝撃を与えてくれた。尊厳と愛を貫いた男の⽣き様は強く⼼に残っていた。
誰にもやさしくて物静かな男だった。

ゼロとは海軍零式戦闘機、「零戦」のことだった。四年連続司法試験に落ちて、⼈⽣の⽬標を失った健太郎と、愛と仕事の選択で躊躇する姉が、戦死した本当の祖⽗、宮部久蔵
のことを調べ始めるところから話が始まる。

「奴は海軍航空隊⼀の臆病者だった」元戦友から触れた祖⽗のことは意外だった。⼀時調査を諦めかけたが、「勇敢なパイロットではないと思います。しかし優秀なパイロット
でした」と⼆度⽬の元戦友の話で、調査を続けようと決⼼した。⼀つ⼀つの記憶の断⽚から浮かび上がった宮部久蔵の姿は、戦闘機乗りとして凄腕を持ちながら、想像もつかな
いほどに死を恐れ、「⽣きて帰りたい」という名⾔を誰知らぬ者はいなかった。

戦争の話は重かった。⼀番鮮明に覚えているのは⼣⾷の話だった。「命を懸けて戦っているんだ。⼤福ぐらい喰わせて貰ってもいいだろう」東野⼆⾶曹の冗談に、全員が笑っ
た。しかし⼣⾷の席に東野⼆⾶曹の姿はなかった。「彼の⾷卓に置かれた⼤福は誰も⼿をつけませんでした。そしてやがてそんな光景が当たり前の⽇常になりました」今⽇の朝
⾷も隣で冗談を⾔っている仲間が、⼣⾷の席にはもういない、ラバウルが「搭乗員の墓場」と呼ばれるわけだった。気がつくと全⾝が震えだすのをとめられなかった。背中が寒
くなった。⼩さい頃、「死」というものを不思議に思ったり、こわくなったりしていた。⼈間は死んでもうひとつの世界に⾏くのか、復活できるのか、と疑問を持っていた。
「死」の先には何がまっているのかわからなかった。祖⽗が死んだとき、遺体が棺に⼊れられて、埋葬されたところを⽬にした覚えがある。そのときは胸が痛むほどの悲しみは
なかった。植物の発芽のようにまた⼟から出てきて、戻ってくると思った。幼かった。⼤きくになるにつれ、「死」も薄れていって、忘れていった。この瞬間ほど強く「死の恐
怖」を感じたことはたぶん後にも先にもないだろう。同時に戦争の残酷を再認識した。⽣き⽣きした命があっという間に消え去るなんてありえない。ずっと昔のことなのに、ま
るでその場で⾒ていたように、胸が裂ける⾳ははっきり聞こえた。

「野菜も⾷べなさい」「ご飯を残すな」なども、いつか記憶に閉じられ、贅沢なものになるだろうと思うと、泣かずにいられなかった。先輩は「死」はきっと悲しいものだけれ
ど、それだけではないといつか思えるように、と読書感想⽂に書いた。でも、その瞬間は⼼に任せて、⼒の限り泣いた。堰を切ったような泣き⽅だった。誰のためなのか⾃分で
もわからなかった。

⼼に残ったものはいっぱいあった。「今⽇の桜花（おうか）の搭乗員に築波での教え⼦がいた。出撃前に、彼は俺の顔を⾒て、宮部教官が援護してくださるなら安⼼ですと⾔っ
た。しかし俺の⽬の前で、彼を乗せた⼀式陸攻は⽕を吐いて墜ちていった。中攻の搭乗員たちは俺に敬礼しながら墜ちていった。ただの⼀機も守れなかった」「直掩機は特攻機
を守るのが役⽬だ。たとえ⾃分が墜とされてもだ。しかし俺は彼らを⾒殺しにした」「俺の命は彼らの犠牲の上にある」宮部久蔵の⾔葉が印象に残っていた。その悲痛な声に⾃
分を責める⼼と暗い絶望があった。宮部久蔵は特攻に選ばれた予備学⽣や予科練の少年⾶⾏兵の教官をしていた。学⽣は旋回の練習を終えたとき、宮部教官が「上達しました」
というときの顔は⼼から⾔っていないことが明らかだった。笑顔の奥には悲しみがあった。彼が⽭盾を覚えていた。「私の正直な気持ちは、皆さんは搭乗員などになるような⼈
たちではない、ということです。もっと優れた⽴派な仕事をするべき⼈たちだと思います。私はできることなら、皆さんに死んでほしくありません」惻隠の情を持って、こんな
にもやさしい男だった。彼が終戦の数⽇前に特攻の⼀員として南⻄沖で死んだことを既に知らされていることから、ひょっとして実は⽣き残っていたのではないか、などと勝⼿
に妄想を抱いたりした。宮部、⽣き残ってくれ︕と⼼の中で叫ぶようになった。

⽣き残ることに執着するのは、妻と約束したからだと思っていたが、最後まで読み終えてやはり泣いてしまった。搭乗機に向かったとき、宮部は若い予備⼠官と⾶⾏機を換え
た。特攻出撃した爆装零戦は六機でしたが、宮部が乗るはずだった零戦五⼆型はエンジントラブルで不時着していた。そんな︕思わず運命の仕業に無念がった。でも、本当は運
命ではなかった。⾶⾏訓練をしているとき、こんなことが起こった。予備学⽣に気を取られていて、宮部教官は襲ってきた敵機に気付かなかった。敵機に気付いた⼀⼈の学⽣は
⾶⾏機を敵の前に突っ込んで、彼を助けた。零戦五⼆型に搭乗して、助かっていた男はそのとき、⾝を挺していた学⽣だった。同時に、健太郎とその姉の今の祖⽗でもあった。
⼤⽯賢⼀郎だった。「もし、⼤⽯少尉がこの戦争で運よく⽣き残ったら、お願いがあります。私の家族が路頭に迷い、苦しんでいたなら、助けてほしい」と書かれた紙を残し
た。「あの⼈は⾃分が⽣き残りのくじを⼿にしたことを悟ったのだーしかしその迷いを振り切り、⽣き残りのくじを⼤⽯に渡したー」ここまで読んできたとき、宮部久蔵はすば
らしい⼈なのかひどい⼈なのか判断を下すことができなくなった。結局は妻との約束を破ったのかと思ったが、間違っていた。宮部はこう⾔った。「必ず⽣きて戻ってくる。た
とえ腕がなくなっても、⾜がなくなっても、戻ってくるーと。たとえ死んでも、それでも、僕は戻ってくる。⽣まれ変わってでも、必ず君の元に戻ってくる。」と、⼀瞬頭が真
っ⽩になり、電気が⾛ったように全⾝が震えていた。

「娘に会うまでは死ねない、妻との約束を守るために」そう⾔い続けた男はなぜ⾃ら零戦に乗り命を落としたのか。記憶の断⽚が揃うとき、明らかになるこの真実とはこれだっ
た。私はまた流すことになった。⽣死の瀬⼾際の別れの涙を。流しきれない涙を。命の恩⼈のためなら死ぬことさえできる。でも、愛している⼈にだけ⽣きていってあげたい。
今でもこんなに鮮明に覚えているこの⾔葉。

ずいぶん⻑いこと眠らせていた懐かしい痛みが胸に突き上げてきた。

私は落ちる涙を拭うこともできずに空中を⾒つめていた。無論、あの悪魔のようなゼロはどこにもなかった。傘をさすほどではないが、服を静かに濡らしていく、そんな細かい
⾬が降り続いていた。前髪が濡れて、そこから滴り落ちた⽔滴がまぶたまでたどり着いた。視界が奪われた。⾬なのか涙なのかわからなくなった。

(余談だけれど、読み終えたときは本当に号泣した。胸が詰まって⾔葉にならなかった。読み始めて、何度もあきらめようとした。途中で⼀旦⽌めてほかの本を読んだことさえ
あった。あの⾟さから逃げたかった。でも読み終えてよかったと今は思う。感想なんて書こうと思ったことはなかった。勇気がなかったんだ。もう⼀度内容を振り返るってい
う。でも、書き始めたら、もう⽌められなかった。どうも書き終えないと、気が済まない。

今週の⾦曜⽇は卒業式だった。時間がないので、、、どうかこの私をお許しください。

厳 ⾠さんの⽇記



今の中⽇関係も微妙に思える。⽇⽶合意だの何だの中国けん制のような⾔葉も新聞で⽬にしたことがある。あんな惨禍を繰り返すことのないように黙祷を捧げた。)

 

 ではまた。

これは⽇本語で投稿されたものです



いちご⼤福作り

2013.03.18

学年末考査が終わり、のんびりゆったりできて、緊張が解けた。

まず始めに、謝りたい。⽉曜⽇に発表すべき⽇記だった。いまさら書き始めて、申し訳ない。課題作⽂の取り組みに全⼒を尽くしたので、発表がずるずる⻑引いてしまった。

正直なところ、不安を抱いている。というのは、⽇記に書いたことをしていたときと⽇記を書いているときの気持ちは⼀緒だったが、今は、書いているときの気持ちは⼤福作り
のときの気持ちとは、⼀緒ではないことを⾃覚しているから。⾃分が⼤福作りだの何だので味わった楽しさや幸せな気持ちを伝えたい。けれど、味わったのは、楽しさだけでは
なかった。それでも、書いておきたい。そのとき感じたこの気持ちを。

午前中はテストの返し、スタディーサポートのテストなので、⼤福作りが⼀層待ち遠しくなった。調理室は初めてだった。テストに対する⽂句を⾔っているうちに到着した調理
室は、ガラスから差し込む⽇差しでいかにも明るく感じた。⽩⽟粉（しらたまこ）、砂糖、⽩あん、⽚栗粉、いちご、⽔、いちご⼤福作りに必要な材料は既に揃えてあった。
「⽩⽟粉」は全く知らなかった。名を聞いたら、美しいイメージがわくかもしれないけれど、正体は精製させたもち⽶の粉。みんな友達を誘ったが、来られると⾔ってくれた⼈
は結局部活動や補習で来られなくなってしまった。残念だったな。友達の分まで頑張って作ろうと、恐らくみんなも私と同じ思いであったろう。

4⼈はすぐに2組に分けられた。いちごのへたを取る組と⽩あんを丸い形に揉む組だった。私にとって、あんのイメージは⼩⾖をまぜた⼩倉あんだった。⼤福って⽩い⾊なので
はという疑問を抱いたが、実物を⾒たら納得した。知っていることが少なくて、もっと視界を広げる必要がある。実⽣活で常に⼼がけるようにしておきたい。「丸い、丸い」と
⾃分に⾔い聞かせながら、⼀⽣懸命に揉んだ。⼒が込めすぎたり⾜らなかったりすることで、とても時間がかかった。「そんなに丸くなくてもいいんだよ」「えっ︖」と、弥苗
のほうを向いたら、そっちがずっと進んでいた。「ほら、ぺちゃんこにしていちごを包むんだから、⼤体でいいよ」いちごのへたを取る組はいついちごを包み始めたのか、私は
知らなかった。周りもちゃんと観察すれば、苦労なしに済んだのに。「⼼がけ、⼼がけ」と⾃分に⾔い聞かせた。

こっちもやっと⼿が空いて、すぐにいちごを包む組に⼊った。いちごの数が⾜りないので、実際、キウイも使った。簡単に⾒えたが、なかなか予想どおりにうまくいかなかっ
た。⼀気に包もうとしたら、⽩あんが断ち切られて、かえって⾯倒なことになるので、少しずつ広げていくほうがしやすい。というのが、何回もの失敗に基づいて出した結論だ
った。

⽩⽟粉に⽔を加えて、⽊べらでよく混ぜた。加える⽔の量はプリントの表にものすごく詳しく書かれている。3⼈分で96cc、4⼈分で128cc、5⼈分で160cc。混ぜてから、2分
間電⼦レンジをかけた。が、残りわずかなのところで、砂糖を加えるのを忘れてしまったことに気付いた。「あれもこれも、今⽇は最悪」と思わず⼼の中でつぶやいた。

取り出して底から混ぜることが⼀番苦労した。そんなに⼒持ちではないから。硬っ︕「軟らかくなれ、軟らかくなれ」祈っているうちに、軟らかくなってきているのを感じた。
同時に、⼒がどんどん弱っていっているのも感じた。

やっと先⽣がいいって⾔ってくれて、まさに苦難から解放された気持ちだった。さらに2分間電⼦レンジをかけて、完成が⽬前に迫った。平たい盆に⽚栗粉を広げて、⽪を作り
始めた。⼿につけた⽚栗粉は⾜りなかったのかつぐみの⼿に⽪がめちゃくちゃついてしまった。「先⽣、これ⾒て、うちやばいですよ。どうしよう。」それを聞いて、私はもう
⼀度⽚栗粉を⼿につけた。つけたというか、⼿のひらが⽚栗粉で肌の⾊がほとんど⾒えない状態だった。「ねぇねぇ、⾒て、これめっちゃきれいと思わない︖売れるぐらい」
「⽪を使いすぎ、もう、ほら」「ちゃんとまじめに包んでますー」「めちゃ⼿についてる。もう無理。やめる。」調理室はまさに沸騰している状態だった。冗談を⾔ったり、⽂
句を⾔ったり、⽣き⽣きしたみんなの表情が⾯⽩かった。やはりみんなと⼀緒にいる時間が楽しい。こんな活動が⼤好き。

「おいしそう。今すぐ⾷べたい」出来上がったいちご⼤福はとても可愛らしかった。ちょっとだけいちごの⾊が⾒えるぐらいで、触ったらすべすべして、軟らかい感触もとても
気持ちよかった。校⻑先⽣や部活動以外の先⽣たちにも⾷べていただいた。評判が想像以上によかった。みんながおいしく⾷べてくれて、「ありがとう」って⾔ってくれて、私
たちも「あ、気持ちが伝わってよかった。努⼒が報われた。これからの和菓⼦作りも頑張ろう」というふうに思った。いい経験になった。

44個も作ったので、ほとんどの先⽣に贈ってもやはり⼀部が残った。みんなで分けて持ち帰りましょうと先⽣が提案した。1⼈2個ずつで、残った1個はじゃんけんで決めること
になった。つぐみが勝った。「よかった。これで家族3⼈で⾷べられる」と彼⼥は笑った。「よかったな」と、私も相槌を打った。

なぜか胸が詰まって⾔葉にならなくなった。負けたことに悔しかったのではなく、家族3⼈で⾷べられないことが無念だった。この⼤福は特別だった。娘の⼿作りだった。初め
ての⼿作りだった。⼼が込められていた。そして、うまかった。⾔いようがないくらいうまかった。けれど、⾷べるチャンスがない。

「おいしい︕よう頑張ったな」「そりゃ娘が作ってくれたんだもん。うまいに決まってるじゃない」「うれしい。そこまで褒められたら照れるよ」「ははは」そんな幸せな光景
を想像すると、呼吸をするのを苦しく感じた。

持ち帰った⼤福を1個明⾳にあげた。彼⼥が⼤好物って⾔っていたことを覚えている。「幸せに⾷べるんだよ。楽しかったんじゃない。⾃分の⼿作りだよ。ほら、笑ってよ」と
⾃分に⾔い聞かせた、にもかかわらず、涙がぽつぽつ間断なく⼿の甲に落ちていく、いつまでも⽌まらない気さえした。何で泣いたんだろう。わけがわからない。やはり来た
か。ホームシック。⻑い時間をかけて打ったメールを⼀字⼀字消して、また打って、消して、こうして繰り返すのも、繋がるはずがないとわかっていても、何度も同じ電話をか
けるのも、わけもなく写真を⾒つめるのも、そうしたすべてのことは同じ名がある。「ホームシック」という。

⼝に残ったのは⼤福の⽢さと涙の苦さだった。⾷べた⼤福はいちご⼊りなのかキウイ⼊りなのか、中味すらわからなかった。

でも、そんなことは決して私の⽣活の主題ではない。そうはさせない。私は、悲しみに負けない。そして、もっと強くなっていく。

緑が⼀段と濃くなって、かすかに春の暖かさを感じた。空を向いていると、⽔で溶いて薄めたような⼣暮れの⾚が広がっていく。⾃分の呼吸が響くほど静かだった。そういえ
ば、明⽇も部活動がある。よし、頑張ろう。

ではまた。

（写真に関しては、また今度、先⽣からデータをコピーしてもらってから、発表するつもりなので、今回は、写真が⾒られなくて、ちょっと残念かな。ごめんなさいね本当に）

厳 ⾠さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



春休み編 阪急HEP FIVE

2013.04.15

今⽇は四⽉⼀⽇、エイプリルフール。⽇差しは明るくて、暖かい朝だった。天気のいい⽇には、ショッピングを楽しもう。というわけで、ヘップファイブに来た。（まあ、実際
はそんなにしなかったけれど。。。余話）

阪急に乗って、窓外の景⾊を眺めながら、ショッピング計画を⽴てていた。阪急に乗る直前に友達からメールが来て、彼⼥も梅⽥に⾏くそうで、⼀緒に遊ぼうと、誘ってくれ
た。待ち合わせの場所をＪＲ⼤阪駅に決めた。

阪急梅⽥駅はものすごく広い駅だった。まだ早いとは⾔え、既に何軒ものお店が開いていた。約束の時間までちょっと余裕があるので、お店を回ってみた。⼥の⼦に好かれそう
な⼩さい飾り物を売るお店もあれば、オフィス⽤品のお店もあった。特にほしいものは⾒つからなかった。結局視線は「どんぐり共和国」というお店に留まった。「千と千尋」
とか「隣のトトロ」とか、好きなアニメのポスターが貼ってあった。つい⼊ってしまった。トトロのストラップ、必要ではないけれど、可愛くて買いたい。紅の豚のハンカチ、
使わないけれど、触感が軟らかくてほしい。お店に⼊ったら、すぐに原則を忘れた。必要なものか⾯⽩いものだけ買うこと。あれもかっこいい、これもなかなかきれい。⼿に
「紅の豚」のパズルを持って、買おうか買うまいかという難問についての、第⼗三回⽬の思考を始めた。

⼀⽇前、⼼斎橋と道頓堀での買い物経験に基づき、そんなにお⾦を⾝につけていないとき、慎重に買い物をしないと、悲しいことが起こってしまう。「要らんもの買わんといて
ー」「⼤好きなパズルやでー買わなくてええか」なんと、頭の中で、とんでもない紛争が起こった。そのとき、後から視線を感じた。⾝⻑がぎりぎり棚の⼆段⽬につくぐらいの
男の⼦だった。⼤きな⽬はまるで「⼦供っぽい」とでも⾔っているようだった。さっさと買ってお店を出た。「チャンスは貯蓄できない」買っておいてよかった。

やっと熊ちゃんと会えたとき、腕時計の針が⼗⼀時を指していた。どのお店もお客さんでいっぱいで、四⽅⼋⽅からどんどん⼈がわいてくる。まさに「商売繁盛」そのものだっ
た。

つい⼩林⼀三を思い出した。阪急電鉄，阪急百貨店、東宝の創業者である⼩林⼀三。⼟地開発、宝塚歌劇、演劇、⽇本初のターミナルデパートなど、ユニークな事業をたくさん
⽣み出して、政界にも進出した輝かしい⼈だった。それらは全部⼩林⼀三記念館で知った。彼は今の⽇本を作った⼈だと、改めて感じた。彼に対する敬意も⼀層深くなった。

地図を⾒たり、⼈に尋ねたりして、やっとヘップファイブにたどり着いた。買い物せずに、直接に七階に⾏った。あの真っ⾚な観覧⾞を⾒て、全⾝の⾎が沸騰した。思わず叫び
だして「わい、観覧⾞やあ」。

ヘップファイブが誇る直径75mの⼀際⽬を引く観覧⾞。地上106mの最上部から関⻄の名所が⼀望できるといわれている。いよいよ待ちに待った「⼤阪のど真ん中を空中散
歩」。上から下を眺めて、それぞれのビルは地図のどこにあるか⼀⽬瞭然だった。「すごーい」「きれい」「⼤好きー」「最⾼」と踊りだしたいのをこらえて、⼒の限り叫ん
だ。⼩林⼀三は偉い⼈物だと、再び思った。写真もいっぱい撮った。シャッターチャンスを捉えたらすぐに撮る。

夜景が⾒られないのが唯⼀の⼼残りだった。でも、⼗分楽しめた。

突然、ある歌を思い出した。「see me I can fly , Iʼm high in the sky」まさに今、観覧⾞にいる気持ちだった。「カッコイイとは」私の質問。「こういうことさ」熊ちゃんの
答え。「ははは」⼆⼈の笑い声。短かったけれど、乗れてよかった。

では、また。

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記



春休み編 桜の写真

2013.04.15

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記



いちご⼤福の写真

2013.04.15

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記



⼤切なことは筆談ホステスが教えてくれた

2013.04.25

壁際にある机の下では、電気スタンドとパソコンと携帯の充電器のコードが焼きそばみたいに絡まっている。鋲が外れて壁から落ちたままのポスターが、机の下の暗がりで頭を
垂れている。初めて⼀⼈暮らしの⾃由を⼿にした喜びで⼯夫を凝らした壁や棚の飾りつけは、今は終わったパーティーの名残りのような存在で粘着⼒の弱まった両⾯テープが端
にぶら下がり、掃除の邪魔をしている。

倦怠は焦げついた油。慣れれば慣れるほど歪む。

本当はもう、どうでもいい。本当にもう、どうでもいい。

などと思っていられたのは『筆談ホステス 67の愛⾔葉』と出会う前のことだった。

「難題のない⼈⽣は"無難"な⼈⽣。難題の有る⼈⽣は"有難い"⼈⽣」こんな⾔葉に⽬を引かれた。中国⼈である⾃分は、漢字にはこんな新解釈があるんやぁ、と思うことは⼀度
もなかった。でも、本当にそう思う。⼀つずつ難題を解決していくうちに、⼈⽣の⽣きがいも⾒つけてくる。最期のとき、「こんな難題に出会えてよかった。最⾼の⼈⽣だっ
た。ありがたく思うよ。」と⾔える。

⼆年前に⾒ていた映画と⼆年後に読んでいる本、忘れられた何かが鮮明になってきた。ずいぶん⻑いこと眠らせていた記憶が頭に突き上げてきた。

この本が与えてくれた思いがけない喜びや驚きは、数え切れないくらい多かった。何かを書かないと気が済まないほど、わくわくと、胸が躍っている。

「"涙"を⽌めれば、また笑顔に"戻"れます。"泣く"のをやめれば、"⽴ち"あがって前に進めます。」⼆つの⽂字のさんずいの部分を取り除けばいい。つい最近、⾃分もめちゃく
ちゃ泣いていた。泣く、っていうか、号泣だった。何のために号泣したんだろう。原因すら忘れたのに、ただそのときの悲しい気持ちのみ覚えている。⾝体をつめたい瓶の中に
塩漬けにされたような悲しさだった。頭の中が次第に空⽩になって、涙だけが勝⼿に流れていた。泣きたいだけ泣いて、この⾔葉を思い出した。悲しさって、こんな簡単に取れ
るんやぁ。と呟いた。魔法の⾔葉だった。本当に涙をとめた。いつもの晴れ晴れとした顔つきに戻った。今は泣きたいだけ泣いて、そしてこの先に、新たな⼀⽇が⽣まれる。明
⽇という。

明⽇と⾔えば、こんな⾔葉が書かれていた。「星という字は、⽇が⽣まれると書きます。⾟いときは"星"を⾒上げてください。きっと明⽇が⽣まれます。そして"明⽇"は、明る
い⽇に違いありません」この⼈、漢字新解釈がうますぎる、と思わない︖この⾔葉が⽬に⼊った途端、胸が詰まって、泣き出しそうになったの。⾃分の名前に「⾠」と⾔う字が
⼊っている。「星」をも意味する。そう、これが私の名前。⽣まれたときに親がつけてくれた。⼗六年間愛⽤してきた名前。両親はどんな思いを注ぎ込んで、この⽇のために名
をつけたか、ちょっとだけわかってきたような気がする。これを知って、いっそう⾃分の名前を好きになった。⼼の底から好き。これからも愛⽤していく。（あまり関係ない
か。ごめんねぇ）

最後に、映画で⼀番印象深く⼼に残った画⾯を書いておこう。

社⻑をされているFさん（倒産に臨む）「⾟」

理恵ちゃん（筆談ホステス⻫藤理恵）「幸」

"⾟"の上に“̶”をつけただけで、"幸"に変わる。なんて不思議。彼⼥はこう説明した。「"⾟"は"幸"になる途中です」と。

泣き⽴てた。そのとき。そう、画⾯に映しているFさんと⼀緒に。

余計なことは⾔わない。（既にいっぱい書いてしまったが）読んでみたらわかると思う。この本なら、何度でも読む価値があると確信できる。

「⼈⽣は七転び⼋起きだ。⽴ち上がり続けりゃ勝つんだよ︕」

彼⼥は「今までたくさん転んできました。そのたびにたくさんの⼈に起こしてもらいました。これからも筆談で誰かを起こしてあげられる⼈になりたいです」と⾔っている。

この私も彼⼥に起こしてもらった⼤勢の中の、⼀⼈だった。それだけ。

では、また。

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記



愛される花 愛されぬ花

2013.04.30

ティーカップの中のハーブティーのティーバッグを揺らすと、淡い⾚い⾊が透明の湯の中に広がっていく。「ジンジャーの⼼地よい刺激、レモンの苦味や酸味など、様々な滋味
が⼀つになった味わい」と、外箱に書かれている。清涼すぎないハーブと眠りをさそう⾹りの中に、⾆のしびれる確かな存在を感じる。⽣姜の味は熱い。

「いいねぇ。何をやってもうまくいく⼈。」と、⾃信に満ちた彼⼥の笑顔を⾒る度に、思わずため息をつく。頭の中で、彼⼥の名前イコール運命の⼥神さまに恵まれている⼈と
いう等式が成り⽴ていた。未来もきっと成り⽴つ。

そして、彼⼥と正反対の、どうも何をやってもうまくいかない気がして、いつまでも同じところにとどまっている、この私。

そして、今、⼆⼈が⼀緒に同じ机に座っている。なんて不思議。

「とりあえずコーヒーでも⼊れよう。ただしインスタントだがね」彼⼥は⽴ち上がり、コンロで湯を沸かし始めた。彼⼥がコーヒーを⼊れてくれる間に、彼⼥の机の横に座った
まま、もう⼀度部屋の中を⾒回した。

⽩雪姫に出てくる⼩⼈たちの家に迷い込んだ気分だった。キッチンの⼾棚の中にはランチョンマットが何枚もあって、テーブルや椅⼦には脚に⼩さな靴下が履かせてあって、寒
がりの四本⾜の動物のように⾒えた。ランチョンマットはテーブルをいちいち拭かなくてすむように、テーブルに履かせた靴下は動かしたときに床を傷つけないためにある。余
計なものがいっさい⽚付いた清潔な床ときちんとした⽣活のにおい。

勉強も、成績もいいし、記憶⼒もめちゃくちゃある。⼩テストはいつも満点。英検を申し込んで、準2級を受けて受かって、また2級を受けて、また受かった。

「やっぱうまくいくんだよ。何をやっても。愛される花だもん」とまた、最初の⾒⽅に戻った。

じゃ、⾃分はどうなの。部屋の⾒栄えが悪いことももちろんいやだけれど、⼀番いやなのは不注意が原因で⾝近な物を破壊してしまう⼦供みたいな⾃分だった。少し汚れていた
ほうが、少し壊れていたほうが⾃分のものって感じがして愛着がわくなど、今となっては考えられないことが彼⼥の部屋に⼊る前に思っていられた。

それから、あることを⼀⼼に考えていたのに、ふっと別の物事に気を取られた瞬間、何を考えていたのかすぐに忘れてしまう、何だまた直前の記憶に空⽩ができたかっていうこ
とはよくある。テストも、よく先⽣に「あともうちょっとだね。残念。」と⾔われる。英検も、受けて、ぎりぎり合格に近い得点で落ちてしまった。「うまくいくことはほぼな
いも同然。どっちかというと、愛されぬ花」と結論を出す。

が、果たして正しいものなのだろうか。

なぜこの物語を書いたのか。今後の⾃分に書いたの。⾔い訳だとわかっていながら、ずっと⾒て⾒ぬふりをしてきた⾃分に、間違っているところを直してもらいたい。

壁にぶつかったり、道に迷って途⽅にくれたり、⼾惑ったり、ためらったりするとき、「運」もあるかもしれないけれど、最終的に結果を決めるのは⾃分の考え⽅。

私たちは過去と他⼈を変えられない。でも、未来と⾃分は変えられる。確かに、今の⾃分にはよくできていないところがいくつもある。けれども、それもある意味では、これか
らの⾃分にはよくできるまでの余地がいっぱいあるということを⽰している。「私は愛されぬ花」ではなく、「もしかすると⾃分は愛される花ってことに気付かなかっただけな
のでは」と考えて、失敗しても、何度も⽴ち上がる。絶対に愛される花と絶対に愛されぬ花はない。「nowhere」と書いたら、「no where」とも⾒えるし、「now here」と
も⾒える。考え⽅次第だけれど、前向きに考える⼈のほうが愛される。（⾔うまでもないか）

愛される花になれるように、今、⾃分のよくないところを変えよう。積極的に物事を考えよう。

さて、余話︓「愛される花 愛されぬ花」は実は中島美雪の歌の名前。元の歌詞は「愛される花も 愛されぬ花も 咲いて散る⼀春に 変わりないのに」だった。私はこの歌を
聴いて、いろんなことを考えたんだけど、今⽇記を書いているときはほとんど忘れてしまって、、、歌の中に書かれたような考え⽅ももちろんある。ほかの⾓度から⾒ると、ま
たいろんな考えが⽣まれてくる。やっぱ物事は捉え次第かな。（笑）

では、また。

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記



有意義な⼀⽇だったわ

2013.05.13

５⽉2⽇のことだった。１０⽇前のことだった。その⽇は新⼊⽣歓迎の球技⼤会だった。⼀番好きなバドミントンがないと聞いたので、あまり期待しなかった。適当にソフトバ
レーにした。やったこともない、⾒たこともない、ルールすらよくわかっていないのに、と不安に思いながら試合の始まりを待ち続けるしかなかった。でも、その⽇の⼤会は最
⾼の記憶としてそのまま、今でも頭の中に残っている。

最初の試合で私の所属しているチームは審判をやっていた。といっても、私は隣で⾒ているだけだった。

⽬の前の⼩柄に⾒える⼥の⼦が案外、⼒持ちであることを彼⼥がバレーボールを打ち送ってから新たに認識した。⼒に満ちた拳が勢いよくボールを向こうに打って送った。⾼く
ネットを越えて⾶んでいったが、ぎりぎりアウトのところで落ちた。「イン」と、隣の仲間が⼿振りで話しつつ、1点を加えた。⾒ているうちに、私も審判できるようになって
きた。

⾬で、外での試合ができなくなったため、ソフトボールとか野球とかのメンバーたちが室内でやる試合に参加することになった。⼥⼦のみだったソフトバレーは男⼥で打ち合う
ことになった。本当に激しかった。汗を拭うこともできずに、みんな⼤声で叫んだり、⾛ってボールを追ったりして、急に空気が熱くなった。

そんな中で、三年⽣の先輩たちの試合が⼀番印象に残った。お互いに匹敵する実⼒だから、始まってずっと激戦だった。「ゆき、がんばれ」「⾏け⾏け」とか、絶えずに⽿に⼊
ってくる。⼤きくて、⻩⾊いバレーボールがあっちこっち⾶んでいって、時折誰かの頭に当たってしまう。「危ないっ」と声をあげてもやはり間に合わない。幸いにもボールが
柔らかいので、そんなに痛くはない。⼒を⼊れすぎて、ラインの外に落ちそうな場合も何度もあった。それでも、先輩はラインの外まで⾛っていって落ちてしまいそうなボール
を打ち上げた。隅っこまで⾛っても、壁にぶつかっても、転んでしまっても、打ち上げようと頑張っている。何かに打たれて、⼼が揺れているのを感じていた。ピンク⾊の運動
服が体操服の中で変に⽬⽴つからだろうか⼀番彼⼥を多く⾒ていた。彼⼥は⼆回も転んでしまった。もう⼀回は壁にぶつかってしまった。転んでも、ぶつかっても、ボールから
⽬を離さなかった。後ろの仲間たちはまた⾛ってくる。こうしてボールが⼿から⼿へと回されて、また向こうに打たれていくといいけれど、例外なく途中で落ちてしまう。彼⼥
は相変わらず⾛っていく。何度でも、何度でも。そばで⾒ている私にはわからなかった。到底無理なのに、意地っ張りだな、と私は思った。後で考えたら、執念なのかも知れな
かった。「『努⼒する』か『諦める』かどっちかしかないよ。⼈間に選べる道なんていつだってたいていこの２つしかないんだよ」『蜂蜜とクローバー』に登場する台詞だっ
た。「まだ終わってない。終わってない限りは諦めない。だから努⼒し続ける」と彼⼥はきっと思っている。彼⼥だけでなく、仲間たちだってきっと彼⼥と同じ思いであるに違
いない。

何かをしようとするときに、もし時間を早送りできるのなら、先を覗いてみたい。やりがいがあるかあるまいか知りたい。と、時々思う。が、当然それは⾮現実的な⽢い考えな
のだ。たいていのとき、結果を知らない。知らずに頑張って、不安な気持ちに押されつつ、私たちは頑張っている。彼⼥も不安に思ったろう、うまくパスできるかどうかを。で
も、彼⼥は⼀⼈ではなかった。同じチームのほかのみんなも彼⼥と肩を並べて戦っている。みんな同じ執念を抱いている。「勝ちたいんやぁ」という。

⾃分の思いにふけっている間に、「いけたー」と、喜びをもらした叫びが⽿に伝わってきた。彼⼥が転んで打ち上げたボールが、みんなの協⼒でうまく向こうに⾶んでいった。
あんな厳しい⾓度で打ち上げたボールが、ずっと⾼く、遠くまで⾶んでいった。奇跡だって起こせるって信じたい。

⽬が熱くなるのを感じた。試合を⾒て泣きたい気分になったのはこれで⼆度⽬だった。⼀回⽬は⼀番好きな選⼿が⾮常にわずかな差で試合に負けたから、悔し涙だった。今回
は、彼⼥のチームは結局負けたけれど、なかなかすばらしい試合を⾒せてくれて、⼤事なものを気付かせてくれたから、感動の涙だった。

壁にぶつかっても、転んでも、諦めない限り、何度も⽴ち上がるよ。そのうちに奇跡を起こせるかもしれない。

いい試合だった。有意義な⼀⽇だった。今でも思っている。

では、また。

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記



ありがとう、⾔ってくれた⼀⾔

2013.05.27

⼆週間ぶりに⽇記を書いてみた。今週も⽇記が書けなかったら、さすがに⼤変なことになってしまうと思うから。この間は、中間考査でスケジュールがいっぱいで、テストが終
わってやっと余裕ができた。

しつこく鳴っているアラームの⾳で起こされて、ぼうっとした。まぶたの裏の闇に慣れていた⽬が充電満たんの携帯の、むかつくほど元気な光を放つ画⾯にやられて、⽬だけで
なく、頭の芯まで痛くなった。カーテンを開けたら、まだ⽩っぽい空だった。リセットして置けばよかったのにと呟いたら、今⽇は⼟曜補習があることを思い出した。

鏡に映っている⾃分の疲れ切った顔を⾒つめながら、懸命に⻭を磨いた。これで少し元気に⾒えてきた。

「古典なんかもういいって、テストはもう終わったんだもん」、⼩声で⽂句を⾔いながら、⽬の前に置かれたプリントは⾒る⾒るうちに、⼆枚となってしまって、眠気がまた襲
いかかってきた。

同じ⽂法の復習プリントだった。そういうわけなのか、私みたいに、睡魔に対して、妥協するか抵抗するかでためらっている⼈もいた。眠さが漂っている中、「ドン」と、机を
たたく⾳で、思わず⽬を⼤きく開いた。「＊＊君、わかんないからこそ聞くんじゃないか。寝てどうすんねん」かすかな笑い声が聞こえてくる。顔が真っ⾚になってきているの
を⾃覚した、⾃分も眠りに引っ張られていたから。わかってもいないのに。

その⾔葉でふっと気付いた。⾃分は今までずっと間違っていた。⼀⼼に進むことしか考えずに、振り返ることを忘れていた。

教室中は急に静かになった。先⽣の声だけは響いている。「みんなはね、勉強して覚えたと思っているものでも、常に復習しておかないと、どんどん忘れていくんです。だから
テストのとき、思い出そうとしても思い出せないんです。どうせ忘れていくんなら、勉強しても仕⽅がないって諦めるのじゃなくて、忘れてしまうからこそ何度も繰り返して勉
強するんです。そして、そのうちに⾝につくんです。」全く、その通りだった。と私は⼼の中で相槌を打った。

今学んでいる部分はまだ完全に⾝につけていないのに、もっと先の次のところに⼊りたいと思う⾃分は⼤切なものを忘れていた。

「『今時』とか『頂点』とかお前はいつも前か上しか⾒ない、たまには後ろを振り返ってみろ。⼤事なものを忘れてないか」漫画「のだめカンタービレ」で指揮者を⽬指す主⼈
公の千秋真⼀に⽗親が忠告した⾔葉。

物⼼がついたときから⼀番よく⾔われてきているのは「もっと上を⽬指せ。もっと前へ⾏け」という⾔葉だった。でも、⼀歩⼀歩着実に歩かないと、前の道で転んでしまう。そ
うなったら、遠くまで⾏けなくなってしまう。きっと望まない結果だろうに、私も含めて、たくさんの⼈がそんな道を選んでしまった。先⽣が今⽇ここで⾔ってくれた⼀⾔が、
⼤事なことを気付かせてくれました。本当にありがとうございました。折⾓テストが終わって、⾃由な時間を奪ったこの⼟曜補習に、今は感謝している。今⽇の補習がなけれ
ば、今もそんな道を転びながら歩いている。振り返ることなく、そのまま歩いていくのだろう。

振り返るって、必ずしもとどまるとは限らない。ときには、今後の道をもっとスムーズに、うまく進むためである。

私も繰り返して勉強し、先⽣が教えてくれた分を、しっかり⾝につけておきたい。

ちょっと短かったけれど、ここで終わりにしよう。

ではまた。

これは⽇本語で投稿されたものです

厳 ⾠さんの⽇記
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