
⽇本に着きました

2012.08.29

  昨⽇⽇本に着きました  良い感じです。あと何⽇かしたら岡⼭に向かいます。  がんばろう。

奉煜坤さんの⽇記



新しい⽣活

2012.09.01

  今⽇皆とお別れした。4，5⽇⼀緒に過ごしたから、とても名残惜しい。特に河南。俺はお前が恋しいぞ。。。でも⽣活はいつも新しく始まっていくものだから、悲しむ必要も
ないね。

  前から、岡⼭は⽥舎だ⽥舎だと聞いていたけど、今⽇⾒てみたら、そうでもないぞ  とても綺麗な街だ。学校もそう。こんなに遅くなったのに、野球部の皆が⾨のところで整
列して歓迎してくれたのには、本当に感動した。。ルームメイトもいい⼈そうだ。⾊んな⼈と知り合えたよ。

  明⽇はきっと忙しい⼀⽇になるだろう。何にせよ  皆   頑張ろうね。

  明⽇は買い物にも⾏かなきゃ

奉煜坤さんの⽇記



この何⽇かの

2012.09.05

 今⽇は登校三⽇⽬。⼀⽇ごとに楽しくなってきているよ。僕たちのクラスは２５⼈分の席があるのに  授業に出ているのは１６⼈だけ。。みんなとも仲良くやっている。特に前
の席のぽっちゃりクン  彼の関⻄弁がよく聞き取れないときもあるけれどね。  でも彼とのおしゃべりは楽しいよ。共通の話題も多いしね。彼はEVAの⼤ファン。  そして僕
も。。だからずっとペチャクチャしゃべりたおしてる。。

  EVAといえば、地学の先⽣抜きには語れない。̶̶⻄⽥先⽣だ︕︕︕︕  この学校では  まずEVAといったらまっさきにあがるのが⻄⽥先⽣なんだ。なんでもこたえてくれ
る。。。 そして  僕は⻄⽥先⽣のコレクションをみせてもらえた。。これだ。   それと限定版のロンギヌスの槍。カッコ良すぎ。。昨晩、先⽣から６体のフィギアをもらっ
た。。   なんていい先⽣なんだ。。 来週、岡⼭にEVAと⽇本⼑の展覧会に⾏く約束もした。楽しみだな。。

  昨⽇は尾⼭先⽣に陶芸館に連れて⾏ってもらった。初めてなので  ちょっと緊張。でも陶芸の先⽣もEVAが⼤好きだった。。ここでもEVAについてたくさんたくさん、話した
よ。。時間はあっという間に過ぎて、僕はコップを⼆つ作った。ちょっと⼝が⼤きかったかな  お椀にすればいいや。

   とりあえず  楽しい毎⽇だ。  EVA のおかげで たくさんの友達ができたし  つくづく、⽇本のアニメの偉⼤さを実感。。こんなに書いたけど  画像がうまくアップできたか
な。。 
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1週間だ

2012.09.10

 今⽇は岡⼭に来てから九⽇⽬。時間がたつのは、はやいなあ。これからの予定もぎっしりだ。  まず今週はずっとテスト。今⽇の国語のテストで、⾃分の⾃信はボロボロ
に。。。あのヘンテコな羅⽣⾨  もちろん⼤体の内容は把握していたけれど、読解になるとやっぱりかなりひねっていて。。⽇本語でも中国語でも、読解は似ているところがた
くさんあるよ。  でも⽇本語のほうが労⼒いるけど。。国語、しっかり勉強しなくちゃ。  がんばろう。

   今週末もとても楽しかった。  北京からの留学⽣と⼀緒に街に出て  いろいろ⾒て回ったんだ。なかなかよかったよ。

   今週から学園祭の準備が始まるんだ。僕たちのクラスはみんなでリサイクル関係を。カタカナでいうとそれっぽいけれど、  中⾝は空き瓶や空きカンなんかを使って、作品を
作ろうという事。僕は  古新聞グループ  何をするかはわからないけど。まずは班⻑に聞いてから。。

   9⽉30⽇、新⾒でボランティア⼤会があるんだ。多分ね。僕たちボランティア部も参加するよ。  展⽰を⾒学したりするみたいだ。すごく楽しみだよ。

   明⽇から  本格的にトレーニングを始めるぞ。。  学校にはちょっと狭いけれどジムがある。 簡単な器具だけれどね。  でも  しっかりやれば、結果はついてくるかな。。。
僕と⼀緒の三年⽣の留学⽣は  ⾒た⽬はそうでもないのに  脱ぐとスゴイ。まさにマッチョ。。１年頑張ればスゴイことになるかな~ハハ 

   まずはここまで書いたけど。  画像アップできるかな。  
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もうすぐ2週間

2012.09.12

 今⽇は⽔曜⽇。まだテスト期間だ。だいぶここでの⽣活にも慣れてきたようだよ。  とにかく今週は時間がたつのが早く感じる。試験  はあいかわらず⼀筋縄じゃいかないし
 地学なんかは  頭がイタイ。いくら地学の先⽣がいい⼈だからって（だって例のEvaの先⽣。。）  地学はやっぱり。。結果はヒサンだよ。  訳のわからないカタカナの単語が多
すぎる   これからがんばらなきゃ

  今⽇、新しいルームメートの中国⼈留学⽣がやってきた。１年半勉強してから  ⽇本の⼤学を受けるそうだ。でもいいよね。  僕も来たばかりだけれど  この学校について知っ
たばかりのことをたくさん教えてあげた。  ちょっとセンパイ気分。。。 ハハ

 今週は三連休だ。やったね。。まずはEva展に⾏くぞ  ハハ 楽しみだな        
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最近的事⼉

2012.09.18

   最近寝室的wifi⽼是抽风。蹭着4楼微乎其微的信号   开始写⽇记。

   这周过了第⼀个三连休。按照预定  我和⻄⽥先⽣ 也就是Eva先⽣⼀块去看了“Eva与⽇本⼑的展览”  开车颠了快3个⼩时  绕了⼀堆⼭路  从⼀个⼩村⼦绕到另⼀个⼩村⼦。这个村
⼦貌似产的⽇本⼑很有名。顶着⼤太阳 排了⽼长的队  终于进去了。各种eva模型   特别是⼀进门的地⼉  最爱的初号机啊 和我差不多⾼的⼀模型  照了特多的相⽚  。可惜传不了照
⽚。。

   ⾥⾯有各种eva的介绍 各种海报  原画等等。这次展览的重头戏就是⼀个  由很多⽜叉的⽇本⼑⼯匠铸的⼀⽀朗基努斯枪。。尽管不是红⾊的  不过依旧帅啊。可惜传不了图。还有
⼀系列eva⾥使⽤过的⼔⾸啊长⽭之类的  都有实物展出  太帅了。。

   与eva相⽐ ⽇本⼑的展览相当于是打酱油。。基本没有⼈关⼼的。。总之这个展览看的值。 接下来⼜去了⼀个类似于⼆⼿店的地⽅  什么都卖。。⾐服 鞋⼦ 漫画 cd ⼿办 动漫周
边 游戏 等等   只不过全是⼆⼿的  也就是“中古”   价钱⽐全新的要便宜很多。。刚转完eva展  看着这满柜的⼿办。。 激动啊。。

  转了很多地⽅  也吃了不⽼少。⼏乎每到⼀个能买吃的的地⽅  ⻄⽥先⽣都要停车  。。第⼀次吃到了章鱼烧  先⽣还特意给我要了⼀个特辣的 。 虽然完全不辣   不过还是很好
吃啊。。

  就写这么多  过会⽹⼜要抽了。。

これは⽇本語で投稿されたものです
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⽇記久しぶり

2012.09.24

 ⽇記をしばらく書いていなかった。  寮のネットはますますつながりづらくなっている。

 最近いろいろなことがあった。  でもいざ⽇記を書こうとすると何も思い出せない。。今⽇は僕たち205号室の最後の晩だ。明⽇は部屋をかえるんだ。世話になった台湾のセン
パイ⽅  そして同じ部の⽇本の兄弟 。今205号室の最後の掃除を終えた  これで205号室とはサヨナラ。。部屋の引っ越しのために荷物整理に⼀晩近くかかった。  たいへんだよ
ね 。 ぼくが来たばかりの時はまだよかったけれど  台湾のセンパイの物の多さに頭が痛くなった。  しかも壁⼀⾯にはakb48のポスターが。  今⽇、みんなきれいサッパリなく
なった。⽇本のセンパイ⽅がせんべいをくれたよ。  なんだかしみじみしちゃうよね。。

   もう少ししたら新しい留学⽣たちが来るらしい。  同じクラスになるのかな。楽しみだな。

   今⽇は⽉曜⽇、明⽇は⽕曜⽇。  そして⽔曜⽇だ。   退屈な剣道の授業がある。。先週初めての剣道の授業があった。剣道ってもっとかっこいいものだと思っていたのに  先
⽣が僕たちに正座をさせた。。いったい何の意味があるんだ。  まわりはみんなビクともせず落ち着いたものだったけれど  僕の⾜は  もうシビレて感覚がない。。。脚の甲がつ
って、膝も痛いよ。ホント、恐怖だ。なにより正座をしながら防具も準備しなくちゃいけないなんて。ワケが分からない上に  ⾜がキリキリ痛む。  顔中汗びっしょりになっ
て、やっと防具を付けられた。授業が終わったときには  もう僕の⾜は使い物にならなくなっていた。。マジで恐怖だ    次の授業ではこんなに⻑く正座をしませんように。。

  剣道って⾔えば  剣道の先⽣は僕たちの地理の先⽣なんだ。   最近の地理の授業ではずっと⿂釣島のことを取り上げているよ。先⽣もいろいろと⾔って  聞いていてもあまり愉
快なものではない  でも⽇本側の主張もよくわかったよ。先⽣が最後に  ⽇中関係は⼀つの島のことで壊れはしない  だから 奉君 がんばってくれよ。責任重⼤だからな~っだっ
て。

  もうすぐ消灯時間だ。すぐにネットが使えなくなる。  まずはここまで       
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ただいま。。

2012.10.08

 ずっと⽇記を書いてなかった。。最近はいろいろなことがあったよ  来週は学園祭だ。クラス中がバタバタとあわただしいよ 。僕もいろいろなところに参加している。  なんと
か新聞のグループ、⼿製のだよ。それとアンケート調査、模擬店、たこ焼きを売るんだ。準備は順調だよ。今⽇eva先⽣と⽣徒会のメンバーたちとでタコなんかの材料の買い出
しに⾏った。看板、ちょうちん、それに鉄板も必要なものはほぼそろったよ。これは僕が描いた看板だ

ちょっとゴチャゴチャしてるけれど、インパクトはあるだろう。。  

三連休はeva先⽣が留学⽣を連れ出してくれた。。みんなで倉敷をドライブ。  先⽣がたこ焼きをおごってくれたよ。

また前回のお店 先⽣の同級⽣のお店なんだ。⼩さいお店で  ちょっと店内は狭いね   店内にはけいおんのフィギアやカレンダー、ポスターが。オジサンはけいおんのファンなん
だね。  おっと、オジサンなんてよんじゃいけない  オニイサンだ。 もともと若いんだけど。。  僕はいつもの激⾟を   仕上げに唐⾟⼦もたっぷりと  。そうそう、このカンジ  
ウマイ︕︕オジサンのてさばきはすばらしい  ⼆本のハシでくるくるとひっくりかえしていくんだ。   ドロドロしていたタネがあっというまにきれいなまんまるになっていく
よ。かっこいいね。  学園祭のたこ焼きがますます楽しみだな。

夜まであちこちをみまわったよ。それから先⽣が僕たちを⼭の上まで連れて⾏ってくれた。    倉敷の夜景だ。

なんてきれいなんだ。  それから⾞内では歌いながら学校へ帰って。。

最近ますます忙しくなってきた。  学園祭が終わったら卓球の試合がある。  地区⼤会だけれど、参加者は多そうだ。  しっかり練習しなくちゃ。。  

画像のアップはたいへんだよ。 jpgじゃダメだし。詳しい⼈に⾒てもらえたから  なんとかアップに成功。 

ここまで書いたよ。明⽇はまた新しい⼀⽇が始まるんだ。

奉煜坤さんの⽇記





陶芸のこと

2012.10.30

ずっとずっと、ずっと⽇記を書いていなかったよ。  ここのところ、いろいろなことがあった。でもあれもこれもついサボッちゃって。。今⽇は⽕曜⽇  いつも通り陶芸館へ。
英語の尾上先⽣と陶芸館には深いつながりがあって  おかげで僕も毎週⽕曜⽇はここで⼟をこねている。陶芸の先⽣は親切な⽅だ。  やっぱりうまいしね。  先⽣が作ったお椀は
まるで機械で仕上げたように  ⼀筋のキズも表⾯にない。この１ヶ⽉で僕はお碗を⼆つと⽫を1枚作った。  今は花瓶を製作中。これは僕が作った⼆つのお椀だよ。

初めの作品はちょっとイビツになっちゃった。  でも先⽣からは上⼿だって褒めてもらったよ。先週の⼟曜⽇、  陶芸館で1年に1回の窯焼きが⾏われた。近所の国際⼤学の先⽣
やたくさんの⼈が来て⼿伝ってくれた。みんなで作業をして、ご飯を⾷べていろいろなことを話したよ。  まるで「祭り」のようだね。この国際⼤学には中国⼈の留学⽣もいて
 彼らも⼿伝いに来てくれた。その会話の中で  なによりおどろいたのは  中国のどこの出⾝かと質問をしたら  なかの⼀⼈になんと成都出⾝の⼥性の先輩が︕︕︕︕︕本当にビ
ックリしてしまった    異国の地で四川の⾔葉で話せるなんて、信じられない幸せだ。。。その先輩は新⾒の近くの⼩さな町に住んでいるそうだ。  今度の休みに遊びにいらっし
ゃいっていってくれたよ。    やったね

僕たちが陶芸館に着いたときは窯の温度はまだ300度ほどにしかあがっていなかった。  でも1200度以上の温度を保たせなくちゃいけないらしい。。300度でもこんなに熱いの
に1200度になんてなったら。。。僕たちは4時から⼿伝い始めて  終わったのは夜の9時。  先⽣が僕たちを寝室に帰らせた。窯焼きの最中は、休まずに薪をくべ続けなくちゃい
けない。  ⼿で薪を窯の中に⼊れると  ⼿袋をつけていてもまだ熱い。。窯焼きは⼆⽇間続く。  窯焼きが終わってもすぐには窯をあけられない  1200度の温度が⼗分下がるに
は   1週間かかるんだ。  だから先週焼いた僕のお椀が今⽇やっと⼿に⼊った。。これこそが僕のお椀と⽫だ。。

なかなかいいカンジだよね   ⾊がちょっとボケてるけど。。  ⽫の緑の⾊はちょっとフシギなかんじじゃないかな。ガラスを取り去って焼き上げるとこんな感じになるんだっ
て。  でもやっぱりきれいだよね。。⼟でこのお椀を作り上げた時は結構⼤きかったんだ。どんぶりを作ったはずだったのに。  焼きあがったらちっちゃくなって湯呑になっち
ゃった。。でも⾃分で作ったものだもの、やっぱりうれしいよ。  ⾃分には⾚いのをとっておいて  あとは⼆⼈のルームメートにあげたんだ。

陶芸はずっと⼟をこねていなくちゃいけない  陶芸館にはいつもいろいろな⼈がやってくる。  みんなの話を聞くのは楽しいよ。  時々⾃分もその話題に加わって  ⼀緒に話すこ
ともある。以前、ここで歌⼿だという⼈に会ったこともある。  彼は⾃分で詩を書いてアルバムを制作したのだとか。歌も聞かせてくれたよ。僕も歌が好きなんだって⾔った。
  たくさん話をしてお別れするときに名刺をもらった。。。こんなかんじで、⼟をこねながらたくさんの⼈といろいろな話をしているんだ。  午後の半⽇なんて、あっという間
に過ぎてしまう。。 

奉煜坤さんの⽇記



  来週には花瓶も完成するよ。陶芸が楽しみだ。   まずはこんなところ。  これからはマメに更新するよ。



卓球

2012.11.06

 今⽇は⽕曜⽇。  また⼟をこねに⾏ってきた。 帰ってきてから卓球部の部活へ。正直⾔うとさ、僕たちの学校の卓球部ってショボイんだ。  前回の地区⼤会では⼥⼦の優勝は僕
たちの学校だった。  なのにこのヒサンさ。。  先⽣も⼊れて  部員はたったの５⼈。 先⽣が現役だったのは昔のことだし  ある先輩なんて暇つぶしみたいなものだし。もう⼀⼈
の、僕たちの学校唯⼀のうまい部員は  試合以外は  部活に出てこないし。  なんだかソフトボール部に⼊っちゃったみたいだ。ずっと部活に出ていないのでみんなで今、どうし
ようかと思案中。。。でもたった五⼈でジタバタしてもしょうがないしね。

   まあ、  この部にとっては僕も⼀員なんだから。。。普段は優勝した⼥⼦たちと練習して、  オアソビ君は先⽣と卓球をしたり。。でも四⼈だとちょうど２⾯でできるから
ね。もう本当にショボイのなんのって。。

   前回の地区⼤会ではオアソビ君と先⽣以外は全員試合に参加した。  実は、僕はたいしたことないんだろうなって⾒くびっていたんだ。ところが試合会場に⼊ると  いろいろ
な年齢層の選⼿たちが  ⼀堂にあつまっていた。。  最年少はたったの⼩学１、２年⽣から、最⾼齢は70歳に⼿が届きそうな⼈まで。。  試合の主催者は新⾒卓球連盟。  ほとん
どがおじいさんやおじさんの年齢の⼈たちばかりとはいえ、実⼒はなかなかのもの。それから地元のクラブや他の学校の卓球部も参加していた。かなりのレベルだよ。。

    男⼦チームはグループ対抗試合と⼆次予選に分けて。   AからLまで12チームだ。  僕はEチーム。  どのグループも⼀位と⼆位がさきにすすむことができる。 苦しい戦いを
経て  僕たちも進むことが出来た。僕たちの学校のうまい選⼿はレベルの⾼い⼈たちのチームに⼊っていた。トーナメントで負けて。。これは彼の写真

  試合はたいへんだった。   ⼆次予選の２回戦で  負けてしまった。。

試合には負けちゃったけれど  楽しかったな 。でも男⼥の実⼒の差がひどすぎるよ。へこむよなあ。

試合以外に、もうすぐ中間試験だ。  勉強が学⽣の本分だよね。。

まずはこんなところ。 試験が終わったらまた書くよ。

奉煜坤さんの⽇記



試験終了

2012.11.16

  今週だらだらと続いていた試験がやっと終わった。  試験のほうは相変わらずヒサンだよ。 地学と地理は、週末のあいだずっと地学の勉強をしたのに  結果はまた⾚点。  でも
前回よりはちょっと良かったよ。  まだまだがんばらなくちゃ。。  でも数学のおかげで救われた気分だ。   やっと満点がとれたんだ。  前回みたいに99点に泣かなくて本当に
よかった。それと英語、  真⾯⽬に単語を覚えたよ。  ⼀つだけわからないのがあった。  前回よりよくなったね。  でもやっぱりまだ頑張らなくちゃ~

   今週はわりとラクだったな。  毎⽇お昼には学校が終わって、午後はなんとなくあちこちをブラブラして。  ⽉曜⽇に  留学⽣たちで広島に紅葉をみにいった。。   でも時期が
よくなかった  紅葉はみられなかったよ  ⻩⾊い葉っぱが⼀枚だけ。。

⼭のてっぺんにだけ⾚がチラホラとみえて  まわりも紅葉は少しだけだね。  紅葉を拾って来たかったけどさ 。まあ、しょうがないや。  画像だよ

よさそうだろ。  今週の⼟曜⽇はボランティア部の活動で、登⼭をするんだ。  それとeva劇場版qも封切だね~~  ⽇曜⽇に街に出て  映画を観てくるぞ~ 楽しみだよ  

 とりあえずこんなところ 。 登⼭から帰ったらまた書くよ。

奉煜坤さんの⽇記



ホームステイ完了

2012.11.26

  今週の三連休、先⽣の家に「ホームステイ」してきたんだ。  個室暮らしが⻑いので、家で過ごすのは新鮮だったよ。ホストは、僕を東京に迎えに来てくれたあの教頭先⽣。
知っている⽅なのでホッとしたよ。先⽣の家は広かった。  ⽥舎だけど、すごく良い所だったよ。

 先⽣の奥さんも先⽣で、毎⽇⼆⼈とも朝早くから夜遅くまで仕事をしている。  ⼦供さんは三⼈で、毎⽇朝早く、学校に⾏くんだって。  先⽣のご両親、おじいちゃんとおばあ
ちゃんだけれど、お⼆⼈とも元気で、お店をやっていらっしゃる。  おじいちゃんは家の裏の畑で、野菜も作っているんだ。  充実した毎⽇を過ごさせてもらった。僕の寝室は
和室で、初めて畳の上で寝たよ。⽇本っぽいよね。  部屋のことも先⽣の家で過ごしたことも、   ⽇本と、あたたかさを感じられた。 冬休みもお世話になるかも。楽しみだ
な。。

 

奉煜坤さんの⽇記



雪がふったよ

2012.12.09

 今週はほぼ毎⽇、雪がチラホラと降っていた。  でもつもりはしないんだけどね。  今朝起きてみたら外は⼀⾯真っ⽩に。すごくきれいだ。スゴック寒くなったケド。。寒いけ
ど、やっぱり外にでてみたい。  寮仲間たちと⾃転⾞に乗って「お好み焼き」を⾷べに。  ⾃転⾞は寒いよ。  やっと⽬的に着いたら、⽿たぶの感覚もなくなっちゃった。 。
ここは新⾒の有名店なんだ。  前に来たときは、２回とも店が閉まっていた。今⽇、やっと⾷べられるぞ。店内ではおじいちゃんとおばあちゃんが忙しそう。  ちょっとお歳だ
けれど、料理の腕はピカイチ。広島スペシャル  ⼤盛り  を注⽂。最後のほうは⾷べるのが苦しくなってきた。  本当にデカイよ（笑）

  今週は充実していたよ。  部活が毎⽇あったんだ。ボランティア部に卓球部  も。  主な活動は⽼⼈ホームに訪問するクリスマスイベントの準備だ。 先週から準備を始めていた
んだよ。 ⼤きなクリスマスツリーを  ダンボールとかで作っている。ツリーの上のほうはあけておいて  おじいちゃんおばあちゃんたちに飾りをつけてもらうんだ。それからデ
コる物もね。⽼⼈ホームには⽊曜⽇に⾏ってきた。「はなみずき」っていうところ。喜んでもらえたよ。 部屋はぽかぽかして  スッタッフさんたちが  みなさんを⾃分の両親の
ようにお世話していた。僕たちが到着した時はちょうどお茶の時間だったので  僕たちもお茶とお菓⼦をごちそうになった。  動きがちょっとおぼつかない⽅もいたけれど、僕
たちの訪問を皆さん喜んでくれたみたいだ。お茶を飲んだら僕たちのイベントの開始だ。三つのゲームで  ツリーの飾りつけ、 ボーリングと動物レースだ。  皆さん真剣に参加
してくれて  楽しかったよ。最後に僕たちが飾りつけできたツリーを⽬⽴つ場所に飾った。  下のを⾒て。

ちょっとザツなところもあるけれど。間に合うように急いで作ったからね。でもなかなか。  みんなもよろこんでいた。でもこういう活動はいいよね。年が明けたらまた来たい
な。

この画像は今⽇降った雪の⾵景。  こっちは寒いよ。北海道なんてもっと寒いんじゃないかな。  すっかり冬だよ。  みんな、体には気を付けて。  中間研修で会おう。

奉煜坤さんの⽇記



 



蕎⻨打ち

2012.12.16

  この間の⾦曜⽇、学校⾏事で留学⽣の「蕎⻨打ち」体験があったんだ。蕎⻨の実は今年の夏休みに留学⽣が植えたもの。僕が来⽇して1ヶ⽉の時に、ここで蕎⻨の花が咲いて
いるのを⾒たんだ。10⽉の末にはもう収穫が出来たので、今週は収穫した蕎⻨をひいて、そばを打つことに。。

  これが夏のころの蕎⻨の花

  これは10⽉の末ごろ蕎⻨の実を収穫した時の写真。

  収穫した蕎⻨の実を機械で挽いて、そば打ちの開始だ。みんなで4つのグループに分かれた。  まず先⽣のお⼿本をみてから⾃分たちで。 ⽔230mlきっちり。⼀滴たりとも多
くても少なくてもいけない。荞⻨粉と⼩⻨粉を5対1の割合で混ぜる。少しずつ⽔を⼊れ  ⼿でゆっくりとこねながらさらに⽔を少しだけ⼊れていく。  ⼿にくっつくようなら、
少々の⽔で⼿を濡らし、作業をする。⼀塊になったら、それを平べったくのばす。そしてのし棒をつかい  薄く広げていく。正直、作り⽅は中国の麺とあまり変わりがない。少
しずつ薄くのばしていく。写真だよ。

奉煜坤さんの⽇記



  最後に  ここが⼀番⼤事なんだけど  蕎⻨を切る。でっかい蕎⻨切り包丁（だよね）で切る。すごい包丁で、切るのはなかなか⼤変だ。ここが肝⼼なところで、蕎⻨は細く⻑く
てこそおいしい。  だからこの蕎⻨切りはとても⼤事だ。⼀切、⼀切、⼿が震える。だから  上⼿な⼈は細くそしてはやく切れるけど、  そうじゃないと遅くてぶっとい。  これ
じゃ蕎⻨じゃなくて、もう、うどんだよ。⼿が粉だらけだったので写真が撮れなかった。蕎⻨切りの時の写真を撮っておきたかったんだけど。。

   和室で畳の上に座って蕎⻨がみんなに配られるのを待つ。剣道の授業の時は正座がつらかった。  ⾷事をしながらまた⾜の感覚がなくなるなんて。。 蕎⻨の太さは不ぞろい
で、ポソポソしたカンジもあったけれど、  蕎⻨つゆがなんとかカバーしてくれた。やっぱりすごくおいしいよ。  みんなおかわりをして、僕も2杯⾷べた。⾁が⼊ってなかった
のは残念だったけど。

なかなかいいカンジだよね。いい体験だったよ。  ⾷べ終わった後、地元紙のアンケートに答えた。⾷べた感想を、とのことだけど、何と⾔ったらいいのか。⽇本語の語彙も限
られているし。  ちゃんと伝わったかな。。。

 もうすぐ冬休み。 あさってにはここの留学⽣たちもみんな⾥帰りする。  僕のホームステイも、もうすぐ始まるんだ。 



餅つき

2012.12.19

今⽇は学校で餅つきをした。  外は寒かったけどお餅は熱い。。先⽣たちが朝から餅つきの準備をしてくれた。もち⽶を蒸して（多分そうだよね） 午前中の三時間⽬から餅つき
の開始。 まず⼀年⽣から始めた。   野球部の熱⾎少年たちがハンマーを振り上げ   ブンブンと振り下ろす。  そばで⼿袋をはめた三⼈が2回振り下ろすごとにもち⽶をくるっと
ひっくり返す。  お餅は熱いから、ひっくりかえす⼈も⼤変だ。。餅はあっという間につきあがった。餅が熱いのでパパッと丸くまとめる。⼿袋まで餅と⼀緒に丸めそうになっ
ちゃった。。僕もついたよ。  中国の「年糕」と同じだね。  あの器（なんていうのか知らない）のなかで、お⽶を餅にするんだもんね。最後に⼀番の難関が。餅がハンマーに
くっついてとれなくなっちゃって。。画像をみてよ。

     写っている⼈があのeva先⽣だよ。。すごいパワー。。  餅がつきあがったら、今度は⾷べられるよう準備だ。もち取り粉をまぶして、中華まんをつくるときみたいに⾒た⽬
の悪い部分を下に持ってきて、まるめていく。表⾯はツルツルだよ。僕の仕事はここまで。  さあ、次は⾷べるぞ~

 

丸めて⽔にくぐらせたおもちを  お椀に⼊れて味付けだ。  そばにいた⼈たちが、ゼッタイオススメダ、と教えてくれたのがあったので  まずはそれを。お餅のうえにダイコンお
ろしをのっけて、⿊っぽい⾊をした調味料（醤油に似ているけれど、⾷べたら柑橘系の味がした）をかけて  パクリ。  ウン、ナンというか 。。不味くはないけれど、何とも⾔
えない味。  ちょっとこれはダメだ。。 他の⼆つの味は⼤丈夫だった。  キナコをまぶしたのは、おいしかったな~

     今⽇は楽しかったよ。かなりたくさん⾷べたしね。おかげでお腹がいっぱいで、お昼は弁当が⾷べられなかった。。  それとあと⼆⽇で冬休みだ~   今⽇はここまで。 

奉煜坤さんの⽇記



新しいスタート

2013.01.20

 しばらく⽇記を書いてなかったよ。冬休みが終わって、8⽇から学校が始まった。  新学期が始まって、もう2週間がたっちゃったね。

 冬休み中に体験した「ホームステイ」はすごく楽しかったよ。⼆⼈の先⽣にお世話になったよ。後井先⽣がおっしゃっていた通り、ホームステイの間は、先⽣がいつもとちが
って、⾃分の両親のように感じられたよ。最初のホームステイ先は担任の先⽣の家、  先⽣のご実家だ。直島っていうところで、四国の瀬⼾内海にある島なだ。まず⾞で三時
間、それから船だ。  海を⾒たことがない⾃分にとって、新鮮な体験だったな。  その島での年末の何⽇間かは、すごく冷え込んで、海⾵がビュービュー吹いていた。その先⽣
の家もすごい所にあった。⼭のてっぺんだからね。⾞で登っていくと、⼀軒家に到着。  先⽣は猫が好きなんだ。  家で、真っ⿊な猫を飼っている（ちょっと不吉なカンジはす
るけどね。でもOK）  翌⽇は島をぐるっとまわっててみた。なんだかアートな島だったよ。  あちこちに安藤忠雄さんデザインの美術館もあってさ。陳君のおかげで、この島に
来る前からこの有名な建築家のことに関してちょっと、知識があったからね。ありがたく、拝⾒させてもらえたよ。。  とにかく、アートにあふれた島で、なかなか新鮮なカン
ジだった。新⾒とは全く違った雰囲気だね。先⽣は⼦供のころ、しょっちゅうこのあたりの美術館に来ていたんだって。 その先⽣が、どうして偉⼤なアーティストになれなか
ったのだろう︖     画像アップするね

この学校は先⽣の⺟校。⼩学校と中学校だ。⽴派だね。これも安藤忠雄のもの。美術館では、館内は写真撮影禁⽌だったので、写真はナシ。。でも本当にすごかったよ。  館内
の設計も凝っていて、展⽰してある美術品だけじゃなくて、建物⾃体も最⾼のアートだった。  展⽰物の多くが建築と⾃然との融合をはかったもの。  衝撃的だったな。感想は
⼀⾔。  さすが安藤忠雄。それと先⽣にも感謝だ。  こんなところに連れてきてくれて。

  島から帰ってすぐ、次の先⽣の家にホームステイへ。家庭科の先⽣なんだ。  学校のみんなからは、いいなあ、先⽣の作るご飯はぜったいにウマイぞっ︕て、さんざん⾔われ
たよ。。まさにその通り  初⽇から⼤ごちそうだった。お客さんもたくさん集まって、特に⼦供たちはにぎやかだったよ。 ⼤晦⽇なので「すき焼き」だ。始まりはなかなかいい
カンジ。⾁をあぶって、野菜をいれて調味料を投⼊。  それからドバっと砂糖︕︕︕⼭盛りの砂糖を︕︕ 初めての味だったけれど、おいしかったよ。つけダレは⽣卵だったケ
ド。。。これも苦⼿だな。  でも先⽣が僕のために唐⾟⼦を⽤意してくれていた。  みんなからは、唐⾟⼦をふりかけるところをまじまじと⾒られちゃったケドさ。。。でも楽
しい⾷事だった。寮ではこんなにたっぷり⾁はたべられないしね。

奉煜坤さんの⽇記



翌⽇はお参りに。稲荷祭っていうんだ。すごい⼈出で、新⾒で唯⼀の交通渋滞がおこっていた。⾞も全く動かない。⽅針変更を。途中で電⾞に乗り換えだ。ちょっとめんどうだ
けれど、⽬的地には確実にたどり着けるからね。境内も⼈でいっぱいだった。お参りをして、焼⾹をして、鐘を撞いて。いろいろなものも⾷べたよ。サイコ―

ホームステイは、四⽇間の予定だったけれど、おばあちゃんがすすめてくれたので、⼀⽇のばして五⽇間お世話になった。  毎⽇楽しかったよ。  家の⼩さい⼦と遊ぶのもすご
く楽しかった。  いろいろなことを体験させてもらえて、お⼆⼈の先⽣⽅には本当に感謝です。 

  あと13⽇︕︕あと2週間だ。  中間研修がもうすぐだね。  新学期も始まった。  みんなと会うのが楽しみだよ~



还有三天

2013.01.30

最近事⼉挺多 闹⼼。 ⾥中间研修只有三天了 从刚开始感叹还有五个⽉ 到寒假时的还有⼀个半⽉ 再到今天  只有三天了︕︕  真的很快  ⼿机上装了个倒计时的软件  每天看着数字
越来越⼩  也就越来越兴奋。再过5天 在⽇⽣活就过半了 真的很快。 下半年不能⼀直这么平凡的度过  准备挑战新的⽅⾯。 同学听我说要去仙台 ⼀个⼆个喊我给带お⼟産。。看中
⼼发过来的⽂件  只有我 转特急转新⼲线转巴⼠最后飞机  路程最复杂 （顺带⼀提 ⽼师你貌似把我名字打错了。。车票上⾯全是しんいくこん。。）第⼀次感到了浓重的乡⼟⽓
息。不过也没什么  能见到半年没见的朋友们也值了。很期待 ⼀直在讨论怎么怎么聚  不过五天之后肯定⼀脸苦逼的回来。这⼼情肯定纠结的要死  。所以说  享受中间研修这⼏天吧

  还有三天︕

これは⽇本語で投稿されたものです

奉煜坤さんの⽇記



中間研修のこと

2013.02.06

  すごく楽しかったよ。イベントも盛りだくさんだったしね。  あんまり楽しくてhighなので、帰る前にバテちゃったよ。

南三陸町に⾏って、ボランティアをして、交流会にも参加した。イケているヤツらとたくさん知り合えたよ。たったの四⽇間、すごく楽しみだった。四⽇間はあっという間で、
そしてすごく⻑く感じられた。 

⿊娃と李強、  そして河南にも半年ぶりに会えた。もう楽しくてhighで、別れの時が近づいてくると、どうしたらいいかわからなくなった。昨晩は、みんなとの最後の夜。 夜更
かしをしようといってたけど  あーあ、帰らなくちゃいけないんだからと、さっさと寝てしまった。胸にぽっかり⽳が開いて  涙も出てこない。この⼭間の町に帰って来たくな
かったよ。  今までは特につらいとか思ってなかったのに  みんなの住んでいるところの話を聞いていたら  ガッカリしちゃった。新⾒から新⼤阪までは  ⾵景が⼭からだんだん
と平野にかわって、⾼い建物も増えてくる。そして⼤都市に到着。四⽇前はあんなにワクワクした気分だったのに。  今⽇の⾶⾏場は⼈もずっと少なくなっている。  臭⾖腐を
⾒送って河南も⾒送った。  最後は⿊娃が僕たちを⾒送ってくれた。ギュッと抱き合って  涙をこらえる。    昨晩は三⼈で⽇本に来た時の研修の動画を⼀緒に観た。  思いっき
り笑って  誰が⼀番変わったとか⾔い合って。  最後に “今はまたお別れだけど、半年後の中間研修でまた会えるんだから”  って。みんな黙り込んで。  つらいよ。

     もう終わってしまった。  たったの四⽇間だもの。  新⾒に帰ってきた。これ以上なく⾒慣れた場所なのに  すごく久し振りに帰ってきたみたいだ。⽬標を  ⾯談の時に話し
た。  まずは⼀休みして。都会に住んでいるコたちはワンワン泣いてさびしいいよ、なんて⾔ってたけど  そんなのをみても  同じ苦境にる僕たちは 苦笑いするだけ。  泣きたい
のに、涙も出ないよ。   

奉煜坤さんの⽇記



帰ってきてからの1週間

2013.02.10

  今⽇は旧暦の元旦  交流センターの先⽣⽅、それから今⽇本各地で⼀緒に奮闘してる仲間のみんな、あけましておめでとう~

  中間研修から帰ってきてもう4⽇経った この⼀週間も⾊んなことがあったよ まず、帰ってきて2⽇⽬にスキーに⾏った。その⽇はあまり雪が降ってなくて スキー場の雪も
そんなに積もってなかった。僕はスノーボードをやったんだけど  スノーボードをやってるのは中国⼈の僕⼀⼈だけみたいだった。。コーチがいて すごい真剣に教えてくれた
んだけど それでもやってる最中はめちゃくちゃ⾟かった。午前中はまず基本的なトレーニングを⼀通りやって お昼頃にコースの上に登った  コーチに⾔われて⼈の⽂字を作
りながらゆっくりと滑る。最初はやっぱりちょっと怖かったんだけど すぐにそれも無⽤な⼼配だということが分かった。というのも両⾜をボードの上に乗せてしまうとそもそ
も⽴ち上がることすら出来ないからだ==  坂のところでどうあがいても⽴ち上がれない  周りの⼈たちは転びながらもどうにかこうにか坂を下っているのに 僕は依然として雪
の上でうずくまったまま必死に⽴ち上がろうとしている。あれはつらかったなぁ==   午後はいよいよ⾃主練。必死にもがきまくった結果、僕はようやく⽴ち上がることが出来
た  滑り始めたらもうそんなに難しくはなくて  サクサクと⼀番下まで滑ることができた。爽快だ。    ⼤体コツは掴めたけど  ただブレーキをかけるのがまだ上⼿く出来なくて 
転んでとまるしか出来なかったんだよなぁ。。     まぁ全体的にすごい楽しかったな。2⽇⽬に体中が冗談じゃなくほんとに死ぬほど痛くなったけど  やっぱり⽇ごろの運動不⾜
がたたったんだろうな。。。

  最近寮のネットがめちゃくちゃ繋がりにくいんだよ  こないだの⽇記だって2回も投稿したことになってたし==   昨⽇は⼤晦⽇  僕の年越しご飯はスーパーで買った餃⼦だっ
た  味はやっぱりというか本場のものとはかけ離れてたけど  それでも餃⼦であることに変わりはないからね。9時ちょうどに 春節聯歓晩会を⾒始めた。 グループのみんなと
ダベりながら⾒てたんだけど  なんていうか ちょっと家族のみんなと⼀緒にテレビを囲んでるような錯覚を覚えたよ。 いつもはすぐ途切れるネットも 昨⽇は思ってたほどでも
なかったし しかも僕らが春晩を⾒てることを知った管理⼈さんが わざわざ⼀晩中ネットを繋げておいてくれたんだ︕すばらしい。  ⽣まれて初めて  春晚を最初から最後までぶ
っ通しで⾒た。最後司会者が⾔っていた“海外にいる同郷の皆さん”という⾔葉に 突然中国の我が家に帰りたい衝動に駆られてしまった。 けどまぁ春節⾃体は中々楽しく過ごせ
たかな  今⽇は旧暦の元旦 留学⽣主催で 鍋をやった。  ⼀昨⽇からスーパーで野菜と⾁をたんまり買い込んで  今⽇僕の鍋スープの素も持って⾏った  いやあ感激したね あの
懐かしい味  最後部屋中に広がった花椒の⾹りったらもう︕︕たまらなかったわー  僕に鍋スープの素を送ってきてくれた友達のみんなに感謝だな~サンキュ~       僕たちと⼀
緒に鍋を囲んでいた⼦の中にカンボジアの⼥の⼦もいたんだけど  最初は⾟いの⾷べれるって⾔ってたのに  結局あまりの⾟さに耐えられなくなっちゃったみたい。。さすがは
我らが四川鍋だね︕︕感動だわ  僕は全然⾟く感じなかったし めちゃくちゃ美味しかった あと今⽇地⽅紙がインタビューに来たときに  鍋に関してたくさん質問されたんだよ
ね。。 へへ すごいだろ  いっぱ⾷べたなぁ   今回のこの活動を企画してくださった先⽣⽅に感謝︕

 

     最後に  何⽇か前になにもかも嫌になって⾃暴⾃棄になっていたのが 4⽇経った今では少し落ち着いてきてるような感じがする  なんだかまたいつもの⽇常に戻ったようなそ
んな感じ ただそれでもまだちょっと落ち込んでるんだけど==  まぁあせらずゆっくり⾏こう  やらなきゃいけないこともまだたくさんあるし。  来週の⽇曜⽇ 2⽉17⽇には  
新⾒卓球地区⼤会が開催される  これが僕の最後の試合になるだろう。。  試合が終わったら 次のステップに踏み出そうと思ってる  今⽉中には 絶対に剣道部に⼊ろうって決
めてるんだ。  つわものぞろいだということはもう知っているけれど  出来る限りがんばろうと思う  絶対に初戦は勝ち進むんだ︕︕︕  あと剣道部のことは後井先⽣と⾯談して
からもう完全に⼼に決めてる  もう後戻りは出来ない。  昨⽇先⽣たちが新⾒まで来てくれたって夢までみちゃったよ==   はぁ  やらなきゃいけないことがてんこもりだなぁ
 残された⽇数も166⽇からあっという間に160⽇になっちゃったし  時の流れはやっぱりはやいねぇ 。  今⽇もネットは相変わらず絶不調なので 写真がアップできなかった  次
回⽇記書くときに上げるよ  またね。

奉煜坤さんの⽇記



ここのところ

2013.02.12

  今週はぬけがら状態。  中間研修からは、だいぶ⽴ち直ってきたけれどね。でもいろいろあって、気分が落ち込んでいるんだ。 先週の⽇曜の⽕鍋の記事が新聞に載った。⾃分
のアップの写真と⼀緒にね。それとインタビューも。。まだ実物は読んでないんだ。他の⼈から聞いただけ==明⽇は写真だ。   今⽇、担任の先⽣に転部のことを話してみた。
 なんだか、メンドくさそうだ。  うまくいくのかな。。かんべんしてくれ。  明⽇やるだけやってみよう。  ダメでもやるしかないんだから。   とにかくいろいろたいへんだ
よ。  ある先輩が、以前この部に⼊部したときのことを聞いた。  はじめは先⽣も許可しなかったけれど、毎⽇毎⽇、しつこく先⽣にお願いし続けて、やっと⼊部させてもらえ
たんだとか。なんだかスゴイ話だな--  せっかく⽤意されたレールがあるのに、それを外れるんだもの、それなりにいろいろあるさ。  がんばって、やるだけやってみよ
う︕︕︕

奉煜坤さんの⽇記



この前の写真

2013.02.14

  この前の写真だよ。アップするね。

スキーの写真 コースで僕が思いっきりコケたのは、先⽣が撮りそこなっちゃって、ザンネン==

これは先週の⽕鍋。 うまくてヤバすぎ。取材で記者の⽅も来ていたんだ。 新聞の写真も載せておくね。ちょっとボケてるかな。

今⽇はボランティア部で調理実習をした。おいしかったよ。うっかりして⽶を買うのを忘れてしまったので、かわりに麺で⾷べたんだ。でもやっぱりおいしかったよ。

奉煜坤さんの⽇記



  今⽇、後半半年の最重要事項が決まった。剣道部だ。  来週から正式に始まるよ。ルームメートの剣道部の先輩と⼀緒にね。中国⼈だ。剣道部のことをいろいろ教えてもらっ
た。  練習を始めたばかりのころは何でも新鮮に感じられるけれど、初⽇が終わったら、ゼッタイに筋⾁痛になってしまうんだとか。これはもう避けられないことのようで、 プ
ロテインとか飲んで、少しでもやわらげていくしかない。。それに正座のこと。その先輩の話では、はじめはとにかくツライ、⾜のムズムズが耐えられない、  しっかり⼼の準
備をしておけよって⾔われた。 ずっと、正座なんてできないよ。脚が痛くて⼤変だけど  耐えるしかないね。 練習はキツイらしい。朝はみんながまだ寝ている時間から、剣道
部の練習はもう始まっているんだ。  夜も遅くまでやっているしね。  たいへんなのも、ツラいのもナンのその、だ。  ⾃分で選んだ道なんだから、絶対にやり通すぞ。卓球部を
やめる前に、もう⼀つ試合に出るんだ。今週の⽇曜⽇にね。  最後の決戦だ︕︕︕ 良い結果が出ますように。  



試合前

2013.02.16

久しぶりに⽇本語で⽇記書く。明⽇は試合 最後の卓球⼤会。シングルは午後から 朝１０時に出発。わからないなあ 優勝する可能性がないと思うけど  ⼀様頑張る。さっ
き教頭先⽣が部屋にきた 「明⽇頑張ってくれ︕」 ほんま プレシャあるわ〜 最後やから 頑張る

今週も先週も三連休 めっちゃ気持ちいいけど どこも⾏きたくない お宅になろう〜

 

これは⽇本語で投稿されたものです

奉煜坤さんの⽇記



ヒマなので⽇記でも

2013.02.17

  今⽇は試合だった。ずっと壁にかけっぱなしだったゼッケンをユニフォームに付けて。先⽣や同級⽣もわざわざ応援に来てくれた。練習の時はなかなか調⼦も良かった。  グ
ループ分けもまずますラッキーな結果に。   僕の対戦相⼿たちは中学⽣と、5歳の男のコと⾼校⽣だ。前回よりはよさそうだけど、  全く理想通りというわけにはいかない
ね。第⼀ゲームは苦戦したけれど、何とか勝てた。第⼆ゲーム、はじめはちょっとまごついてしまった。強い相⼿じゃなかったけれど、安定している。  楽勝のはずだったけれ
ど、  後半あせってしまい、負けてしまった。最後のゲームは男のコとだ。このコに勝てれば、まだゲームに出られる。だからこれは⼤事なゲームなんだ。  そのコは僕の腰
の⾼さほどしか背がないないけれど、なかなかうまい。おかげで  ⾼校⽣がちっちゃいコにおされて、コート中をかけずりまわされる場⾯が出現==    なんてこった。負けた。
 予選グループすら突破できなかった。。。油断禁物って教訓だ。=

    

  ここのところ、みんなの⽇記はバレンタインデーの話題が多いみたいだね。==   僕はチョコを４つもらったよ。  ひとつは学校のお昼の弁当で。もうひとつは担任の先⽣か
ら。あとふたつが学校の友達からもらえたチョコ。ホワイトデーには男⼦がみんなでチョコをつくるのかな。。

   あと⼆⽇で練習が始まる。ちょっと緊張してきた。来週は頭を⾓刈りにしにいくんだ。カッコよくね

奉煜坤さんの⽇記
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2013.02.21

今⽇の剣道部の練習時間に、試合の規則なんかを教えてもらった。 それから練習試合もあって、僕も参加した。まだうまくない⼈同⼠と、うまい⼈たち同⼠で組んでね。ふだ
んはあんなにきゃしゃにみえていたのに、まるでサルみたいに、打ち合いになるとまるっきり⼈が変わったようだった。防具をつけた姿からは気迫があふれ、相⼿を⼀瞬でたお
す== 僕の練習は初⼼者⽤のもの。ふだんからおとなしいから黙々とね。初めての打ち合いなので、ちょっと緊張してしまった。ルールは簡単だ。思いっきり、そしてはっきり
と相⼿の⾯や胴に打ち込めばポイントがつく。剣道の先⽣が、声を出して気迫で⾏け、と⾔ってきた。 剣道では、声が出なくて気勢が上がっていない時点でもう負けだ、との
こと。 普段の練習から、⾜さばきと⼿の動きがなかなか合わないと、打ち合いではもっとヒサンなことに== まだメチャクチャだ。。 僕の相⼿は声もそんなに⼤きくはなかっ
たのにすぐに頭をとられた。。ボーゼンだよ。でもそこから⼤声をだして思いっきり巻き返しに。 なんだか気迫がついていかないようで、何度も⾯を打っても有効が取れな
い。 剣道の先⽣がずっと“おしいぞ”って叫んでくれていた。最後に何とかチャンスをつかんでポイントがとれた。結果は引き分けに。。

来⽉は剣道の⼤会がある。 先⽣が、上級者も初⼼者もみんな参加するように、とのこと。 なんだか急にワクワクしてきたぞ。 これからもがんばって練習しよう。

奉煜坤さんの⽇記



試験完了

2013.02.24

きょうは英検の⾯接の⽇ なかなか寒いや、雪も降っとるし。うちの学校じゃなく 隣の新⾒⾼校で⾯接。 この前もちゃんと練習してけど、先⽣違うから 少し緊張だっ
た。。 まあもう終わったから 祈るしかできない。３⽉１０⽇まで成績が出るかも、緊張

今週の陶芸は 展覧会へ⾏った。新⾒の隣の⾼梁にある美術館で⾏った。到着してめちゃくちゃびっくりした。また安藤忠雄が作った物。。展覧会は陶芸の先⽣の展覧会やから 
⾊々⽣徒さんの作品もある 私のもある〜 なんか安藤忠雄の美術館で⾃分のやつが展覧して 光栄やなぁ〜

これは私の花瓶。。

先⽣の作品 さすがやな〜

⼀番好きな作品（⾃分のものじゃないけど）

奉煜坤さんの⽇記



交流センターからのものもらった 中間研修はもう半ヶ⽉すぎて ほとんど忘れた。。。作⽂困ったなあ

これは⽇本語で投稿されたものです



卒業式

2013.02.27

  今⽇は卒業式の本番が⾏われた。  ⽉曜と⽕曜はずっと予⾏練習で  授業は半⽇だけ。  最⾼だよ。今⽇の卒業式では⼤まかに⾔えば、僕たち在校⽣のすることは、礼と校歌を
歌う事だけ。  校歌を歌うのは初めてだった。想像していたのとは違って、なかなかいい曲だったよ。  今度は⼊学式で歌えるのかな。予⾏練習の時はみんな気が抜けていて、
ワイワイガヤガヤしていた。  今⽇の本番ではその雰囲気は⼀変。 ⾳楽も厳かで  悲しみに満ちた雰囲気だ。  最後に三年⽣が教室を出ていくときは、もうみんな泣いて泣い
て、ボロボロに。。

   お昼はルームメートの先輩と、例の剣道を教えてくれた先輩なんだけど、⼀緒に外で最後の⾷事をとった。  ちょっと豪勢に、ということで焼⾁を。 ⾃転⾞で店まで遠出し
た。  今⽇は天気も最⾼で、  良い気分だ。   ⼣⽅六時過ぎに  出発。この学校とサヨナラだ。 部屋の出⼝でもう⼀⼈の後輩とお⾒送りをしたけれど  すごくさびしいよ。  ⽇本
に来たばかりの時にはすごくお世話になったし。  胸にぽっかり⽳が開いたみたいだ。泣いてしまいそうだったよ。

    それと台湾も今⽇が卒業だ。ここで最初のルームメートで、 ⼀緒の部屋にいたのは1ヶ⽉だけだったけれど、仲よくしてもらった。先輩が⾏ってしまうと、部屋が広く感じ
られた。  たくさんの⼈がここからいなくなってしまった。 

  みんなから記念に、とたくさんのものをもらった。台湾からは⽵⼑を、  剣道部の先輩からは、⾃分が使っていた道具を譲ってもらった。 胴着や、脚絆、本なんかもね。 すご
くうれしいよ。たくさん稽古するぞ。

  三年⽣たちが卒業した。  これって、春休みが明けたら僕たち⼆年⽣がこの学校の最⾼学年になるってことだ。しっかり頑張らなくちゃ。

   最近⽇記を書く⼈が少なくなってるね。  僕はあまりにもヒマだからここに書き込みに来てるのかな。。   それから  ⽇記を書いてもなにもリアクションがないとヘコむな
あ。。 以前は⽇記を書くと先⽣⽅がコメントを付けてくれて、  それを読んでホッとしていたのに  最近はコメントもさっぱりだ ︕  先⽣⽅はここの⽇記を読んでくれている
のかなあ  。。。

奉煜坤さんの⽇記
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2013.03.01

 今週はほんとにすっごく充実した⼀週間だった  あまりに充実してて1⽇24時間じゃ全然⾜りない。。まずは2⽇間、本当の意味での部活動というものに参加した。 1時間の朝
練の後 1⽇授業を受けて 放課後も6時過ぎまで練習して帰宅。 ⼣飯⾷べ終わったらもう7時過ぎてたよ。。 多分これからの⽣活は、道場、学校、寝室の3箇所を⾏ったり来たり
って感じだろうな。週末も練習あるし  明⽇も朝からみっちり3時間練習なんだ~  これまで悠々気ままにだらだらしてた僕にとってはなんとも慣れないところではあるんだけ
ど。でもがんばらないとね︕。 みんな僕にすごくよくしてくれるんだ 先輩たちも クラスメイトたちも ずっと僕に⾊々教えてくれてる。  最初の頃はほんとに基本中の基本から
⼊るしかなくて 防具は付けない状態で ⼿⾜の動きだけ練習したりとか。  みんな練習の合間を縫って順番に教えてくれて すごい助かる。道着を着るとやっぱり気分も引き締ま
るよね。まだ2回しか練習してないのに⼿のひらにはもう⾖が出来ちゃったし ⾜の⽪もむけた。 それでも絶対がんばろう いっぱい練習しよう 。また今度写真撮ってくるよ

   中間研修の映像やっとアップされたね  でも最初全然開かなくてめっちゃ頭使った  ありとあらゆる⽅法を使って 最終的にやっと⾒れたんだけど。。なんかすごい感慨深いな
ぁ  明⽇で中間研修から1ヶ⽉かぁ  30⽇  ほんとにあっという間だったな 時の流れは早い。 

奉煜坤さんの⽇記



浑浑噩噩的考试

2013.03.07

  这周考试。⾮常放松 轻松。考试 数学有些遗憾 没能得满分。最满⾜的是 地学。没不及格真是⼼情很好。 其他还没有出成绩。马上就春假了 期待。

剑道⼤会是下周星期⼆。今天决定了班级队伍。我是a队的⼤将〜意思不太明⽩。。啊，作为剑道部的成员 最差真是有些不好意思。。嗯，加油。顺便说⼀下，最近可能在想什
么，常常忘事。报告书今天交了。真是不好意思 今后注意。今天就到这⾥吧

奉煜坤さんの⽇記



週末

2013.03.10

今⽇は⽇曜 また週末終わったか。。きのうは⼟曜⽇ 週末でも部活。午前練 三時間半ほんましんどい。。今⽇は剣道部の遠征 試合やから 私⾏かなくていいから 休み︕
それであした⽉曜 剣道部休養⽇で また休み取れる〜最⾼〜 今週１週間テストだから、朝練はキャンセル 今週からまた朝練︕眠い＝＝

今⽇は剣道の休みけど インタアクトは活動ある 国際交流ゴルフ（本物のゴルフじゃないけど） 朝８時に起きた だるいー きのうはかなりいい天気けど 今⽇はめっちゃ
くちゃ寒い 寒すぎ︕︕体操服だけ着て⾏った 死ぬほど寒い。。。外国⼈たくさん来た ゴルフも⾯⽩かった 。

印象残ってるのはあるお爺さん 中国語でおしゃべりした。はっきり聞こえないから、最初中国⼈だと思った。爺さんと⾊々話した 今年９１歳だとおっしゃった。びっくりす
るぐらいの中国語上⼿ 若い頃⼤連へ⾏ったことがあると話しました。偉いだと思う ゴルフもすごく上⼿。。⼀位取りました

明⽇また授業 朝だけ 午後はゴミの処理⼯場を⾒学する予定。 剣道⼤会はもうすぐだ〜期待するや〜

これは⽇本語で投稿されたものです

奉煜坤さんの⽇記



グッタリ

2013.03.12

 今⽇は⽕曜⽇、  天気は晴。最近は天候の変化がはげしいよ。午前中はすごく冷え込んだとおもったら、昼には暑くなったり。。昨⽇はごみ処理場の⾒学に⾏ってきた。  衝撃
を受けたよ。政府が環境保全のために、たくさんの予算をつぎこんでごみ処置場を造る。  中国も率先して⾒習うべきだ。中国で環境汚染は深刻な問題だ。どうして解決策をと
ろうとしないのだろう。。職員さんから詳しい解説をしてもらった。画像もアップするね。

 今⽇の午前中は、1年⽣は「蕎⻨打ち」でそばを作った。前回とほぼおなじだけれど、今回のは汁のあるかけそばじゃなくて、冷たいざるそばだ。おいしかったよ。  でも麺を
切るときにちょっと⼿が震えて、太さがバラバラになっちゃった。  でも味のほうはすごく良かったよ。

奉煜坤さんの⽇記



そば打ちの後は井倉洞へ。新⾒の観光地だ。まわりをあるいていたら、  川があったので  みんなで河原で⽯を拾って、それを川に向かって投げ、⽔きりで遊んだ。これこそ⼤
⾃然の中での遊びだよね。。みんなにできるかって聞かれて、すぐにピョンピョンと４回、⽔⾯を跳ね⾶ばした。楽しかったよ。  ⼩さかった時のことを思い出しちゃうね。   

そば打ちをした場所は⼭頂ちかくだったので  ⾵景をよく⾒渡せた。  画像だよ。

これは学校で撮ったもの。  新⾒ってこんなところだよ。

 今⽇はすごく楽しかったよ。 早朝練習の後、そば打ちに⾏って  そこからまた出かけて疲れたのに、そのまま部活に⾏ったので、最後はグッタリ。==⼣⾷を⾷べたのはもう8
時だった。  ゆっくり休んでいる時間もないよ。明⽇は剣道の⼤会だ。  きっと僕はコテンパにやっつけられるだろうな。  ⾃分たちのチームの勝敗は上⼿な部員たちにかかって
いる。⾃分のようなヘタレはまあ、運任せだ。とにかく全⼒は尽くそう。まずは気合だ︕とにかく明⽇だ。楽しみだな。   



剣道⼤会̶素⼈と素⼈のメッタ打ち合い

2013.03.13

 今⽇は待ちに待った剣道⼤会の本番だ。タイトル⾒て、びっくりさせちゃったかな。でも、ほぼ事実通り。試合ではメッタ打ちにされたけど、すごくワクワクして楽しかった
よ。

  僕はbチームの⼤将で、最後に登場する。初戦の相⼿は野球部。僕の前の試合では、みんな、なかなかいい結果を出している。剣道部のやつらがエールを送ってくれた。いつ
もの練習通りに、⼀本⼀本、確実に打ち込んでいけばいいんだよって。でも防具をつけた途端、息苦しくなって。。ドキドキしてきた。試合が始まった。なんといってもさすが
野球部、⼿ごわい相⼿だ。みぞおちあたりに構える。練習の時はうまくできていたのに  試合本番になったら、頭の中が真っ⽩に。打たれたら反射神経だけで反撃。。おかげで
チャンバラみたいな壮絶な打ち合いに== でもお互い積極的に攻めていた。まず相⼿に⾯で⼀⼿取られた。それであせって、つい場外に。。恥ずかしい。。そのあと頭部で⼀⼿
取り返した。  それからそれから、どちらも点が取れず時間切れ。試合終了。。

  選⼿の中で剣道着のたれに名前が書いていないのは⾃分⼀⼈。。今回の試合は、ここ何週間かの練習の成果を確かめるんだ、ということで。。。

  第2試合は、今回の⼤会で⼀番の盛り上がりに。⽣徒対先⽣の決戦だ。。先⽣5⼈対、⽣徒5⼈。僕はラッキーだったけど、  剣道がうまい⼆⼈の先⽣は、剣道部のこれも上級
者と対戦した。  ハハ、なんとかメッタ打ちにされるのだけは避けられた。。噂ではeva先⽣が剣道最強なのだとか。。コワすぎる  剣道部の打ち合いをみても痛そうだし。。
eva先⽣はいつも対戦相⼿を追い詰め、場内中を⾛りまわっている  体格にものをいわせ、相⼿を場外に押し出すことも。  でも剣道部もチャンスをのがさず勝った。  すごくハ
ラハラしたよ。 最後は⾃分の出番だ。  対戦相⼿は英語の先⽣。普段は穏やかなカンジなのに、  なんと頭に⼀本打ちこまれてしまった。。まだこっちが反応できないでいるう
ちに、すぐ⼆本⽬を取られてしまった。  チクショウ。。でも相⼿が強すぎだ。。こうして僕の⼆つの試合が終わった。

   写真はないけど動画を撮ったので、そのうちアップするよ。 今⽇はhighな⼀⽇だった。  メッタ打ちにされたのはおもしろくはないけれど、満⾜感があるよ。 これからもっ
と練習するぞ。そしてもっと強くなるんだ︕︕︕ 明⽇も早朝練習に⾏くぞ︕ ファイト︕︕︕

奉煜坤さんの⽇記



写真

2013.03.14

昨⽇の剣道⼤会では  ⾃分で撮った写真はないけれど、今⽇、学校の公式ホームページでちょうどこんな画像をみつけた。何と⾃分の写真だよ~  

。後ろから撮って顔は写ってないけれど、   ⾃分だってすぐわかったよ。。だって会場中でただ⼀⼈だけ、剣道の胴着に頭⼱じゃなくて初⼼者⽤のマスクをつけているんだか
ら。。それと攻撃の姿勢  左⾜がちょっとひいていて何か違う。。こんな写真があって本当によかったよ。  それに攻撃の瞬間を撮ったものだ。撮ってくれた先⽣には本当に感
謝だよ。

  もうすぐ春休み。今週の終業式のあと、寮の部屋をかわったら、ついに休みだ。昨⽇留学⽣が帰国した。でも春休みも  ⾃分はずっと部活。。。でも授業がないっていうのは
やっぱり気楽だよね。明⽇は⼤掃除。  春休みが楽しみだな︕︕︕

奉煜坤さんの⽇記



319

2013.03.19

今天是星期⼆，春假中。这期间⼀直是部活，今天也⼀样。从上午9点到12点，⼤约3个⼩时。明天去⼴岛⽐赛，我不去。请了假。预订从后天开始新⼀年⽣也进⼊部活。预订早上3
个⼩时，下午3个⼩时，⼀天6个⼩时︕︕计划是这样的，⼤概那时⼀天会活动七⼋个⼩时。累呀。但持续三天，就⼜放假了。新⼀年⽣进来了，我就是前辈了，不可思议。

今天是⾮常好的天⽓，部活结束后和朋友去外⾷。很远所以骑⾃⾏车去。⾮常热。春天真的来了。天⽓很好⼼情也很好。吃了拉⾯，买了东⻄，回来的时候也是。 路上车很少，慢
慢地回来了。景⾊特别美丽。途中遇到⼈也都打招呼说你好。⼼情真好。 回到宿舍，把棉被晒出去，真喜欢这样的天⽓，这样的村⼦。

奉煜坤さんの⽇記



新⼊⽣だ センパイに変⾝~

2013.03.21

  今⽇は中国語で書くよ。2回もさ、  ⾃分が⽇本語で書いて投稿した⽇記が中国語になってた分が  次の⽇⾒たら、⽇本語で書いたのに、中国語で投稿されたものですってな
っていた。  ヘンなの。今⽇は新⼀年⽣が練習に参加した。これからはセンパイって呼ばれるんだと考えただけでもカンドウだ~~でもさ、⾃分が後輩よりヘタクソだったら、
ちょっと恥ずかしいよね。しっかり稽古しなきゃ。  今⽇は先⽣にうまくなったって⾔ってもらった。  なんだかうれしいな。  はやく防具をつけて練習したいよ。

   春休みだ。 今⽇は休みに⼊って五⽇⽬。  あっという間だ。 ノンビリしていられる時間が少なくなったからかな。今⽇の練習は午前中だけじゃなく  午後もあったんだ。  オ
カシイよね。でも新⼊⽣を迎えるのに結構時間もかかったし。あと何⽇か頑張れば、みんなが遠征に⾏っている間は、ゆっくり休めるぞ~~ いろんなところに遊びに⾏くんだ~

奉煜坤さんの⽇記



悠闲的⽣活

2013.03.27

今天是3⽉27⽇。春假已经第１１天了。之前部活终于休息了。还有５天休息时间。24⽇与教头⽼师去做了homestay。去年也去过，⼀点也不紧张。。

２４⽇，全⽇本中学垒球⼤会在新见举⾏。⽼师家的爷爷和⼉⼦去做啦啦队。新见过去举⾏过亚洲垒球⼤会。⾮常吃惊。顺便说⼀下，我的体育⽼师是⽇本代表，厉害吧︖︕

然后去了⽼师家。和⽼师⼀起去了附近的⽕腿店。叫「健康王国」，⼿制⽕腿很有名。在那⾥和⼤家进⾏了很好的交流。肠和⽕腿都很好吃。第⼀次吃了葡萄味道的肠。好吃。听说
我从四川来，⽤最辣的⽕腿招待了我。真得很好。

第⼆天⼀直看了电视。。。和爷爷看了棒球⽐赛。有仙台育英的⽐赛，很在意仔细看了。太强了，以７︓２。厉害。 岡⼭也有⽐赛，和爷爷⽀持了，结果输了。。

然后去散步。都是⼭。

。homestay真快乐。⽼师谢谢。

今天有调理⾃习。做了⽕锅。⽼师们也吃了，太好吃了。想念这个味道

就到这⾥吧

奉煜坤さんの⽇記





さいきんは

2013.03.28

 ⽇記を書く⼈がもともと少ないうえ、誰もコメントもしてくれないからツマラないよ。⽇記の投稿に関する問題はもう三度⽬だ。⽇本語で書いたのを中国語に翻訳してほしか
った⽇記が 次の⽇みたら⽇本語はさておき ⽇記の下には、また中国語で投稿されたものですって表⽰が出ていた。  ヘンなの。ネットはカードだ。 何が原因なのかな。

 特に何もなし。  休みの間は部活がないので、ずっとダラダラしている。出かける気にもならないし、どこかに⾏くのも⾯倒くさくて。⼭の中で出かけても、また⼭なので  家
にる。昨⽇は鍋をした。  先⽣達にも来ていただいて⼀緒に⾷べたんだ。楽しくてからかったよ。   ⾟さに耐えきれなかった先⽣もいたよ。ハハ。

 あと休みは四⽇。またね。

奉煜坤さんの⽇記



好天⽓

2013.03.30

今天是好天⽓，正好是樱花的季节，去散步。听说新见的樱花在4⽉时满开。看花还太早。已经春天了吗 太快了。途中在便利店买了便当，想在公园吃，还是算了。进⼊春假已经
半个⽉了，过了没有部活的⼀周。果然还是有部活时更加快乐 剑道部的⼤家都回家了，练习从2⽇开始 想早点开始练习。

写⽇记的⼈太少  ⼤概都开始愉快地在过春假吧

时间过得真快 去年这个时候，已经开始⾯试的准备了 那时⼀直在读前辈的⽇记 想象着「我也想像前辈⼀样，⼀边享受⽇本的⽣活⼀边写⽇记」。 现在 我也在认真地写着⾃
⼰的⽇记。不知道有谁在读。现在已经是⼆年⽣了 ⽐国内的同学都快〜很好的感觉〜 已经进⼊剑道部⼀个⽉了 ⼀个⽉⼀直在旁边空⼿练习。因为是基础。想和⼤家⼀样练习剑
道 想变得更强。

 

奉煜坤さんの⽇記



もう⼀⽇休み気持ちいい

2013.04.01

今⽇は⽉曜⽇ ４⽉１⽇。バカの⽇と張国栄記念⽇ 全然張の歌興味ない ⾃殺はね。 ちなみに今⽇は⼀番好きなドラマ「the ｗａｌｋｉｎｇ ｄｅａｄ」第三期終了の⽇ 
感動された。

計画は明⽇から練習開始だけど、急に活動があり 休み取った。明⽇は多分岡⼭と倉敷へ遠⾜みたいに⾏く予定で、楽しみ。

楊さんと李さんコメントしてくれてありがとー

では

これは⽇本語で投稿されたものです

奉煜坤さんの⽇記



昨⽇と今⽇

2013.04.03

昨⽇は岡⼭と倉敷へ⾏った。桜⾒に⾏く予定だが、⾬降ってしまった。それで焼⾁⾷って、買い物いった。岡⼭のすごく⼤きいアニメのデパートへ⾏った。去年来たことあるけ

ど、何も買ってない。きのうはエヴァゲリオンのやつ買った 使徒と初号機と⼆号機。また来たいなあ、お宅の天堂やから

で、今⽇は久しぶりの稽古 朝寝坊に慣れた私にとって、だるいなー 眠くて眠くてー 姫路市のある中⼆の⼦が⾒学に来て、将来うちの⾼校に来るかもしれないから、⾊々紹
介した。兵庫県出⾝の⼈が⾃⼰紹介した。⾯⽩い 将来来ればいいなー            春休みが終わるまでまだ２⽇間、宿題は全然やってないーやばいなー今晩頑張
ろ。。明後⽇⼊学式が終わって、部屋変えがある 剣道部の階に引越し︕これで朝早起きできない問題がない︕︕︕このまえはずっと⽬覚まし時計使って、ルームメートに迷惑
かけた これからは⼼配なくー

これで

 

これは⽇本語で投稿されたものです

奉煜坤さんの⽇記



花⾒

2013.04.05

今⽇はいい天気 暑くて暑くて、半ズボンはいた。部活終わって花⾒に⾏った。この間新⾒の桜がちょうど満開だから。花⾒はいつも家族とか恋⼈とか⾒にいくけど、今⽇は男
⼆⼈⾒に⾏った。。なんか変な感じ。。 中国で桜⾒たことないから、今⽇は初めて、美しかった。

奉煜坤さんの⽇記



この写真はうちの学校⾒える。。

ところが、きのう引越しした ２階から４階まで 荷物多くてしんどかった。あしたは⽇本⼈の部屋替え ⾯倒くさそう。 明⽇は始業式、あさっては⼊学式、それで授業開
始。新学期だぜー

これで

これは⽇本語で投稿されたものです



始業式

2013.04.06

今⽇は始業式 担任の先⽣変わった。英語の先⽣になった。クラスも新しく組み替えた。あんまり区別ないけど。。前できた友たちほとんど剣道部 クラスで会えなくても部活
でも⼀緒やから。教科書も新しいものもらった。。数学も難しくなった。。

明⽇は⼊学式 新⾼⼀も来る。新学期 部活も勉強も頑張ろう

これは⽇本語で投稿されたものです

奉煜坤さんの⽇記



休養⽇

2013.04.08

今⽇は⽉曜⽇ 学校始まった。久しぶりの部活休養⽇だから、⼀⽇ものんびり。午後は公園へ新しいクラスの写真撮りに⾏った。桜はまだ咲いていて、いい天気だから、気持ち
いい

てか、今の⽣活は、授業と部活だけ 。昔は全然想像できない⽣活は、今慣れています。朝誰かの⽬覚まし時計が鳴らして、眠くても道場へ⾏く。放課後三時間練習も、苦しく
は思ってない。⾃分が選んだ道やから、時間少なくても前の半年のような 時間の無駄にならないように。

明⽇は防具の付ける練習 やっと来た。

これは⽇本語で投稿されたものです

奉煜坤さんの⽇記



⽔曜

2013.04.10

うん、最近は 夜勉強しないといけんから、パソコンも⽇記だけ使っとる。。⽇本語能⼒試験も申し込んだ ⼀級合格できるか。。頑張ろう

新学期で授業も新しいのが増えた。新しい先⽣もあった。英Ｒの先⽣は特にかっこええー ⾯⽩くて、中国語もびっくりするぐらい上⼿ すごい。

数学も英語も、クラス分け制になった。特進クラスに⼊って、光栄だけどプレッシャも⼤きい＝＝ 数学は難しくなった まあ、クラス⼀位になれるか プレッシャだなー 英
語もこれから頑張るつもりだ

部活もそのまま 防具は胴だけ付けた ⾯は洗ってまだ乾いてないから、しばらく待たなきゃ。。 明⽇付けれるかなー

きのうは⿃取へ花⾒⾏った。伝説の⽇本４⼤⼭の⼀つ 「⼤⼭」も⾒た。。 ４⼤⼭は富⼠⼭だけ有名だそう だってこの前富⼠⼭だけ知っとた。。 ⿃取県におる「⼤⼭」は
ほんまに⼤⼭ 名前は⼤⼭やから。。 先⽣の話によると、なんかあっこの幽霊が有名だそうで ⾒に⾏った。。伝説だけ。。滝⼭公園というところが幽霊が多いから、そこへ
花⾒⾏った。 ⼭の奥から トンネルからなんか怪しい雰囲気が感じた 。。全然⼈いないし、道も狭いし、天気も曇りだから、怖い＝＝                       
そこに着いてから、急に晴れになった。。みんなで桜の⽊下で飯⾷った 昔はドラマでよく⾒るけど、⾃分が初めて。いい感じやなー  ⾷い終わったら、神社に⼊った ⼭の
奥   なんか急に「桃への⼿紙」の中の感じする。。

写真もいっぱい撮った

神社

奉煜坤さんの⽇記



先⽣達との写真。髪⻑いなー 切るのが⾯倒くさいー 今週ポーズにしようか（笑）

現れた︕⻤︕

最後に 私が⽣活しているところ ちょっと写真２枚ー

 my niimi cityー

これで

これは⽇本語で投稿されたものです



100

2013.04.11

  今⽇から 帰国まで あと１００⽇ 三ヶ⽉しか残ってない。 時間は速すぎ まあ記念⽇はね。 記念だけ

これは⽇本語で投稿されたものです

奉煜坤さんの⽇記



休み︕︕︕

2013.04.12

テーマのとおり 明⽇休み取りました︕︕︕ この間いろいろ忙しくて、休み来てよかったー  明⽇遠征する剣道boys and girls 頑張れー

さっき、杜君の⽇記読んで、めっちゃ笑った。。このまえも⾝体検査受けて、⾝⻑が１７３センチ まさか⼋ヶ⽉で４センチしか伸びてない︖︖︕︕ 変だなー

まあ、明⽇は、私の⾯のため、髪切る。⻑いのが気持ち悪いから。。

これで 週末はちゃんと勉強しとこ（笑）

これは⽇本語で投稿されたものです

奉煜坤さんの⽇記



地震

2013.04.13

久しぶりの休⽇ 朝まだ寝とるけど、地震来た。⻄⽇本は震感あるって聞いた このあたりのみんな 無事かー まあ 時間はね ちょうど５時半に起きた。今⽇遠征の⼈は五
時半起床六時出発やから、地震来たときは誰かがベッドを振っているだと思った。。。（笑）ルームメートが超落ち着くけど。。まあな ⽇本での初地震やから、ちょっとドキ
ドキ。。 四川⼤地震のときと同じ感じやけど。。

 

髪 やっと切ちゃった︕ボーズにした やっぱボーズのほうが俺と似合うよな（笑）

これは⽇本語で投稿されたものです

奉煜坤さんの⽇記
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2013.04.15

⽣活はこの様⼦ 授業、部活、夜勉強。他になんもない。

新⼊⽣も⼀週間部活⼊った 話もたまにしとる。今⽉も速く過ごすかなー

まあ、あと⼆週間はゴールデンウェク 部活あるけど。休みは三⽇間かなあー ⼤阪へ⽇帰り旅⾏する予定 それとどっかへ遊びに⾏こうかな、お宅になりたくない（笑）

これで

これは⽇本語で投稿されたものです

奉煜坤さんの⽇記



417

2013.04.17

  楊さんの⽇記を読んで、かわいそうなー ⼈間関係。こっちの部、みんなもとても親切 先輩も、あんまり先輩の感じしてない。。 毎⽇も楽しく過ごしとる。

今⽇から、⾯付けるようになった。めっちゃめっちゃ暑くて、汗いっぱいかいた。 まあ、毎⽇汗かいて、三ヶ⽉ダイエットになれるか（笑）

特に書くものもない 書きたくなくなる。

これは⽇本語で投稿されたものです

奉煜坤さんの⽇記



週末

2013.04.20

    今⽇は中国語で。 また週末がやってきた  曇り  寒い  ⾬まで降ってる。だから外出したくなくなった 少し遅めに起きて  ネット 。⼀週間ゆっくりする時間がなくてやっとネ
ットができると思ったのに、またネットの調⼦がおかしい==                                             ⼋時過ぎ、四川で地震が。雅安でM7の揺れ  ⼋時過ぎにqqで友達が地震があっ
たと連絡をくれた。成都はあの時の四川⼤地震と同じくらいの揺れを感じたって。雅安の被害は⼤きい  家もたくさん倒壊したし、負傷者も400⼈以上。両親は四川にいないの
でそこだけは安⼼した。

   剣道部は試合に出かけた  全員で ⼈が多すぎて席が⾜りないので僕だけ残ることに ⾏けないのだから、ここで皆の応援をするしかない                                              中国
地区⼤会の岡⼭県予選 とても重要な試合だ  先⽣はこの⼀週間⼠気を⾼めるために⾊々なことをしていた 怒りもしたし、話もたくさん。昨⽇は練習試合もしたんだ  先⽣⾃ら試
合に出たんだよ。僕だけじゃなく、⼆年の部員も先⽣が試合をするのを⾒るのは初めてだったんだ 相⼿は僕の同級⽣  すごく強い  部内の重要⼈物と⾔っていい。  前に先輩に
聞いた話だと  先⽣はもう五⼗過ぎらしい。もう年だから体⼒は若者にはかなわないだろうと思っていたのに      まさか瞬殺とは  ⼒も強いし  技は⾔うまでもない  ⾒ているだ
けで痛い 。。 すごすぎるよ。初めて⾒た  さすが先⽣、としか⾔いようがない。。。

 

  昨⽇ ⾼1は親睦研修と銘打って 遊園地に遊びに⾏った。僕は去年⾏けなかったので、今年彼らと⼀緒に⾏くことになった。⾼1の⽣徒はほとんど知らない 数⼈の剣道部の後輩
を知っているくらいだ。道すがら先輩先輩と呼ばれるのはなかなかいい気分だなあ〜 ~

  ⼀緒にジェットコースターに乗った。すごく⼤きい。実はジェットコースターには⼀回しか乗ったことがなくて  昨⽇が⼆回⽬。元々は怖くてどうしようもなかったのだけ
ど、昨⽇は団体ではしゃいでいたし、⾒た感じどうってことなさそうだったので。。勇敢にも⼀番後ろの席を選んでしまった  このジェットコースターは背中が前  つまり僕は
⾞両の先頭ということ。。  やっとおかしいことに気付き、後悔し始めた   ⻑さはあまりないけど、後ろ向きということが本当に恐くて⾜がガクガク。。後輩を隣に座らせた
からまだよかったけど。。              はじめはゆっくりと登っていく ものすごく⾼いところまで  景⾊はとても綺麗で、瀬⼾内海まで⾒える。。。と思った次の瞬間に天と地が
ひっくり返った  ホントに、⼼臓が⼝から⾶び出るかと思ったよ。。   降りると頭がふらふら  ⽴ったまま乗るジェットコースターまであるじゃないか。皆が乗っているのを⾒
るだけで、⾜の震えが。。

   こんな感じ  来週が終わればゴールデンウィークだ。。10連休。遊びにいくんだ 楽しみ

 

奉煜坤さんの⽇記



ゴールデンウェク

2013.04.28

ゴールデンウェクに⼊った︕休み１０⽇間︕ 〜 きのうは練習なし休み ほかの⼦は試合に出てるから。仲間がベスト１６も⼊った すごい。でも、なんか事件があった
そうで、今⽇昼間はずっとミーティング 先⽣がめっちゃ怒ったそうだ。。

で、明⽇も休み 明後⽇は⼤阪へ︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

奉煜坤さんの⽇記



ゴールデンウェク終了

2013.05.05

今⽇はゴールデンウェク最後の⽇ 明⽇から学校と部活。あと⼆ヶ⽉ ちゃんと剣道をやる。北海道のあの⼦も剣道始まったって聞いたから、東京で試合しようか（笑）

 

うん、この前は⼤阪への旅⾏ ４⽇間めっちゃ楽しかった。⼤阪城、⽇本橋、⼼斎橋と四天王寺に⾏った。新⾒とずいぶん違ったなあ ⼤都会だからさ。⼀番困ったのは交
通。。新⾒で⾃転⾞乗るのが慣れとるから、地下鉄はちょっと。。 それに、駅に着いても道わからない。。 三⼈とも携帯の地図を⾒ながら、道探している。何回も迷い⼦に
なって、いろいろ聞いてやっと⽬的地に着いた。。⼤阪城で写真撮って、⼼斎橋⾏った。アメリカ村めっちゃいい感じ。

⼤阪城

⼤阪城で⾒た⽯ 中⽇友好４０周年記念 

奉煜坤さんの⽇記



⽇本橋

明⽇学校 今⽇はやっと宿題終わった。 最後の１学期 頑張ろう

これは⽇本語で投稿されたものです



暑っ

2013.05.09

今⽇はとってもいい天気だった。半袖で学校通っとる。午後は暑すぎ てか、床が暖かくて⾜もそんなに痛くない。 ２８度もあったそうで、胴着着てから汗⽌まらない。。ま
あ、こんなに汗かいて、ダイエットできたらいいなー

⽕曜⽇は学校集会でスピーチやった。ちょっと緊張 いいスピーチだなと⾔われてよかった。。

センターからのレポート読んだ 帰国まで後２ヶ⽉ちょっと 本当に速っ。今練習もほとんどみんなと⼀緒になった よかった。 来週週末どこかへ⾏こうかな。

これは⽇本語で投稿されたものです

奉煜坤さんの⽇記
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2013.05.12

今⽇は五⽉⼗⼆⽇ 五年前のきょうは四川⼤地震の時だ 去年の今⽇は ⾯接を受けた⽇ その⽇からもう⼀年間 速かった。

週末もいつもどおり 部活。 先⽣が「六⽉の新⾒剣道⼤会には、おまえ出るぞ」と話した 帰る前にもう⼀試合できるのがすばらしい︕︕︕︕ 笑 今度は先回の剣道⼤会と
は違う プロとの試合だから。プレッシャだなー 今回は初めてのプロ剣道⼤会 本物の剣道⼤会 わくわくするな〜ー緊張するなー〜  まっ、試合まであと１ヶ⽉ ちゃん
と頑張ろう

今⽇も暑くて ２５度だそうで、やっと夏来るか

これは⽇本語で投稿されたものです

奉煜坤さんの⽇記



久しぶりの⽇記

2013.05.24

今週はテストで、ちょっと忙しい。部活 先⽣がインフルで、毎⽇⼀時間だけ めっちゃ楽ー てか、最近は、先週 松江の⻩さんと⿃取のコナン記念館へ⾏った。

記念館は⿃取県の由良にあります。新⾒から由良までかなり時間かかった。乗り換えも⾯倒くさい。まっ、３時間かかってやっと着いたー ⻩さんと由良駅で会った。由良駅は
ほんまやばかった。コナンばっかり︕︕︕ほんますげー 写真下

 

すごいでしょうー ⻩さんと会ったら、記念館へ⾏った。途中はコナン通りとコナン⼤橋を寄った。すごかった 途中でいろいろコナンの銅像と会った。

奉煜坤さんの⽇記



ほんますごいー １ｋｍぐらい歩いて、コナン記念館に着いたー

下のは 阿笠博⼠の⾞や︕︕︕ 本物はほんまかっこええー



それで、お⼟産買って 帰りましたー

⻩さんありがとう とっても楽しかった⼀⽇です。電⾞５時間ぐらい乗って疲れたけどー

今週終わった テスト終了。やっと夏に⼊った 練習もどんどんしんどくなってきましたー まっ来⽉の⼤会のため、頑張ろうー

これは⽇本語で投稿されたものです



今⽇は暇

2013.05.25

今⽇暇。朝９時から２時まで部活やりました。とってもしんどかった。帰ってすぐ寝てしまった。⾜も傷⼊ってた ⼤変。痛すぎ 歩くのも苦しくなった。まっ、剣道⼈として 
⾜にまゆがあるのは当たり前のこと。今はまめ、慣れたらまゆになって、痛くなくなるでしょう。

最近インフルが多く、先⽣はずっと「きちんと⼿を洗え」何度も話した。やっぱ先⽣インフルの⽅が楽やな〜 部活もしんどくないし〜 治ったらまたしんどくなるのが嫌や〜 
笑 冗談冗談〜 今週末は県総体があるから、みんな頑張っている。明⽇また５時間ぐらいかな  ⾃分まだまだ弱いから、ちゃんと頑張る。

ちなみに、この前、体重測って 三キロも減って来た〜 笑

これは⽇本語で投稿されたものです

奉煜坤さんの⽇記



疲れた

2013.06.04

    今⽇はものすごく疲れているので中国語で書くよ。先週、剣道部の⼤事な試合があった。  ⼤事なのは結果じゃなくて、剣道部を奮い⽴たせるという事。だから今⽇の練習は
特にすみずみまで注意を払った。⼀時間ちょっとの練習中は、ほとんど⾯打ちがメインに。今⽇は気温が⼀気に32度まであがった。暑くて眠りたいよ。  本当にグッタリだ。脚
のケガはほぼ⼤丈夫。  今⽇はシップなしでもピンピンしていたしね。  良い傾向だ。

     来週から撮影だ。まだ部屋の⽚付けも始めていない。⼤掃除ってメンドウだな。。

 

奉煜坤さんの⽇記



取材

2013.06.10

今⽇はやっと部屋の⽚付け終わった。。めっちゃ綺麗になった。。 明⽇から取材や 期待

これは⽇本語で投稿されたものです

奉煜坤さんの⽇記



撮影終わり

2013.06.15

 今週の⽕曜から⽊曜まで撮影。カメラマンのお⼆⼈お疲れ様でした〜。 正直、この三⽇間の部活動は普段よりずっと疲れた。。。今は撮影が終わって、部屋も元通り。だけ
ど、前より汚くなったような。。今週は普段より忙しかったな。普段の練習に週末も加わって。疲れたー。しかもものすごく暑かったし。  汗が。。お⾵呂に⼊った時より出た
よ。今⽇は広島の学校と練習試合をした。  先⽣に⾔われて僕も出場したよ。。めちゃくちゃ緊張して、⼒が何も出せないうちに負けてしまった。。朝⼋時から午後五時まで。
疲れた。  明⽇は校内練習だ 。 まだまだ弱いから、もっと練習しなきゃ

奉煜坤さんの⽇記



⾬

2013.06.19

こないだずっと⾬ ⼀⽇中も⾬ 嫌やー やっぱり晴れの⽅が好き。 さっきあの「⽇本⽣活のなんとか」を読みました。最後のあれポーズについて気になっとる。運動部の⼈
はみんなポーズ 剣道部も野球部も あれはスポーツマンの証明だと思います。ポーズしないと、スポーツする決⼼が表してないと思います。。 まっ、実際は⻑髪は暑いか
ら、汗かいて髪⻑くて気持ち悪いから、ポーズのほうが便利。。  それでポーズした。。

徐さんのビデオ⾒た 楽しそう。 今⽇も普通の稽古 今週は広島へ遊び〜 それと⽕鍋作り︕ 期待するわー

これは⽇本語で投稿されたものです

奉煜坤さんの⽇記



試合前

2013.06.24

 先週は久しぶりの三連休だった。剣道部員全員で、中国地⽅⼤会にでる⼥⼦部員の応援に⾏ったんだ。。おかげで貴重な三連休になったんだよ。三⽇間はずっと⾬。 空気が
ヒンヤリして気持ちよかったよ。まあ、唯⼀ケチがついたのはネットの不具合かな。ＰＣでネットができなくて、⽇記が書けなかったよ。。今⽇は携帯から投稿。。 ⾦曜は広
島に旅⾏に⾏くはずだったのに、台⾵のせいでとりやめに。ものすごくガッカリだ。鍋も作ったんだ。 お別れの鍋。味わい深いよね。また明⽇から、あらたな⼀週間の練習の
始まりだ。今週末には新⾒市の総体、そこで新⾒の剣道⼤会があるんだ。唯⼀の試合出場のチャンスだ。そして⾃分の剣道⼈⽣のフィナーレを飾る試合ってことだね。ハハハ。
最後の練習⽇程も全⼒でこなさなきゃ。試合で、⼀本でもとれたなら、それは⾃分にとっての勝利だ。ゼッタイに緊張しないように、緊張しちゃったらそれで終りだから。がん
ばるぞ。 最後に。東京と北海道にいるコの対決、こっちは準備ＯＫだよ。

奉煜坤さんの⽇記



写真

2013.07.01

奉煜坤さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



初試合と初勝利

2013.07.01

先週⽇曜 ６⽉３０⽇ 新⾒総体が⾏われました。初試合ですから、緊張しすぎ。 あの⽇はめっちゃ暑くて、試合⽤胴着は厚いだから、汗いっぱい出てました。

試合は９時から開催式、⼩学校から中学校最後が⾼校の順番に⾏われます。⾼校男⼦個⼈戦始まるのは１１時ぐらいになった。⼀試合⽬は私の出番やから、ほんま緊張しまし
た。相⼿が新⾒⾼校の⼦。普段よりずっと⼤きい叫び声も出して、踏み込みもちゃんとやっていました。1分、２分、しんどくなって、最後はちょっと相⼿の⼩⼿が空いて、⼀
本⼊りました。

それで、３分試合終了。私の勝ち。剣道部のみんなは隣で⼤きく拍⼿、叫ぶ、本当にうれしくて、感動しました。 先⽣のところへ⾏って、新⾒剣道連盟の先⽣達も拍⼿してく
れて、感動しました。

その後 個⼈戦⼆回戦はうちの部⻑に負けました。。 団体戦も負けました。。 でも、⼀回勝って、本当にうれしかった。⼀⽣も忘れられない。 これで、残念なしに剣道⽣
活が終われるのでしょう。

これは⽇本語で投稿されたものです

奉煜坤さんの⽇記



のんびり⼀週間〜

2013.07.06

先週の試合終わって、プレッシャもなくなり 楽しく⼀週間過ごした。今週は⾬ばっかり、涼しいけど 胴着も乾けないのは困ってる。週末は休養⽇ みんなほとんど帰省にな
った。明⽇は⽇本語試験 とりあいず頑張ろう。

チケット届いてから気づいたこと、やっぱ後半過ごすの速かったな。仙台から帰って来て、剣道部⼊部、試合終了 もう５ヶ⽉すぎて、帰る⽇やな。何⼈かもこう聞かれた「も
う帰る︖︕速っ またこっち来る︖帰国して剣道続ける︖」さあ。。あと１週間ちょっと、頑張る。剣道も最後までやる気だ。 来週は送別会、修学旅⾏、再来週は海に⾏く。
忙しいな。

別れのプレゼントももらった。エヴァンゲリオンの先⽣からいただいたひげそりと⾹⽔だ。。なんか⼤⼈らしいもの。。 ⼤切にします︕

これは⽇本語で投稿されたものです

奉煜坤さんの⽇記



７⽉８⽇

2013.07.08

  今⽇は７⽉８⽇。⽇本語検定やっと終わった 東京研修まであと⼀週間ちょっと。荷物はまだ⽚付けてない。部屋汚いから、掃除は⾯倒い（笑）

梅⾬は明けたけど、今⽇は暑すぎる。。３４度もあるらしい。稽古やばい しんどかった。稽古はあと何回ぐらいできるのか そろそろ引退だ 速い。

取材のビデオ⾒た。おもろかった。いい思いになった。

これは⽇本語で投稿されたものです

奉煜坤さんの⽇記



送別会と引退

2013.07.15

先週クラスで送別会やりました。菓⼦⾷べたりゲームやったりしました。全然悲しくない 楽しかった。

それと きのうは最後の部活やりました。剣道部から引退したということです。普段とおり三時間稽古やりました 最後なので、記念撮影と記念試合やりました。ルームメート
の⼆⼈と試合やりました。。みんな笑ったり応援やったり、楽しかった。稽古終わって、みんなと写真撮りました。lineでみんなのコメントを読みながら泣きました。。やっぱ
り懐かしいなぁ。

明後⽇はいよいよ東京へ⾏く。荷物も⼤体揃った。あと⼆⽇ ゆっくり休む。

これは⽇本語で投稿されたものです

奉煜坤さんの⽇記



帰国後の⽇記で⼆番⽬なんだね

2013.07.29

    おっと、もう先を越されてしまった。。しょうがないね。なにはともあれ、ふるさとはいいね。⾶⾏機を降りたら後ろから中国語が聞こえてきて、つい振り返って感動しち
ゃったよ。  本当に⽇本語にどっぷりつかっていたから。帰国してこの1週間ちょっとの間、いろいろ⾷べまくっている。この⼀年、⽇本⾷ってやっぱりヘルシーだったよ。 中
国に帰ってきたらまた太ってしまった。剣道部を引退してまる半⽉がたった。  早朝練習もないし、あんなに汗をかく機会もない。なんだろう、今のこのちょっとした違和感
は。剣道部のみんなとがんばった半年は、すごく感慨深いものがある。  17⽇の早朝、みんなが駅まで⾒送りに駆けつけてくれた。先⽣も来てくれて、記念写真をもらったん
だ。写真にはびっしりとメッセージが書き込まれていたよ。駅では泣かなかったけれど、電⾞の窓から⼭を眺めたり、みんなからのメッセージをみていたらボロボロ泣けてき
た。 まずはこんなにすばらしい機会を与えてくださったセンターに感謝を。新⾒で忘れられない1年をすごさせてもらった。  ８期⽣のみんなにも頑張ってほしいな。忘れられ
ないよ 共⽣剣道部のことは。

奉煜坤さんの⽇記



⼆本⽬の⽇記

2013.09.21

   こっちに戻ってきて2ヶ⽉ちょっと 新学期が始まって3週間が経った。こっちの⾼校の授業はすごく味気ない 今週やっと3⽇間休みがあったんだけど、特にやることもなかっ
たから8期⽣の動画を⾒てたよ  やっぱり僕たちのときと同じだねぇ 初めて⽇本に⾏ったときの気持ちとか。今でも不意に思い出すんだ。あの街で⼀緒に過ごしたトモダチのこ
とを 彼らと⼀緒に朝から晩まで剣道に打ち込んでいたことを。

    9⽉に交流センターの先⽣が⿃取⼤学の学⽣を引き連れて僕んとこの学校に来たんだ  久々に⽇本⼈とおしゃべりしたけど、なんか⽇本にいたあのときのことを思い出して感
慨深い気持ちになった。

    今年僕が通ったあの学校に⾏っているのはどうやら藍さんみたいだけど 元気にやってるのかな。ぜひ剣道部に⼊ってね（笑） 他は特に書くこともないなぁ 8期⽣の皆さん、
どうか⽇本で過ごす時間を⼤切にしてください 確かに最初は⾟く苦しいこともたくさんあるけど きっといつかそれらが報われるときはくるよ good luck

これは⽇本語で投稿されたものです

奉煜坤さんの⽇記



お久しぶりです

2014.07.30

   ８期⽣が中国に帰国した。ということは、僕たち７期⽣が帰国してもう⼀年がたったってことだ。ホント、はやいよなぁ。７期⽣のなかには⽇本で⼤学受験の準備をしている
⼈もいるし、中国でもう⼤学⽣になったのもいる。なのに、やっと⾼1が終わった⾃分のようなヤツもいたり。。時間がたつのって本当にはやいよね。今、あの⼀年間のことを
思い返すと万感の思いにひたれるよ。

   夏休みに北京外語⼤学の夏キャンプに参加したんだ。そのとき北京の国際交流基⾦にも⾏ってきた。⽇本⽂化センターを⾒学していたら後井先⽣が︕先⽣は相変わらずパワフ
ルだった。  それに⽇本⽂化センターで勤めている１期⽣の⼥⼦の先輩にも会えたんだ。なかなかおもしろいキャリアだよね。

   北京ではあのときに知り合った中国の後輩たちにも会ったんだ。みんなずいぶんかわったよ。お⼟産もたくさんもらって嬉しかったよ。後井先⽣と⼀緒に撮った写真

   最後に、センターの北野⾕先⽣、豊川先⽣、野⽥先⽣のご健勝とお仕事の発展を祈って︕ また会える⽇を楽しみにしています。

奉煜坤さんの⽇記
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