
また旅の始まり

2013.08.28

⽇本に初めて来ました。まだ１⽇間しかないのですが、なんかこれからはいろいろあると感じられます。寝不⾜でちょっと疲れていますが、やる気満々です。

これは⽇本語で投稿されたものです

朱可萌さんの⽇記
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新しいスタート

2013.09.03

ネット環境があまりよくない。短くまとめるね。次はきっと⽇本語で⽇記書きます。

クラスメートは皆親切。特にルームメートのkarinn。良い⼦。。今⽇かりんに先に⾏くよう⾔われたのだけど、結果的に彼⼥までバスにのることになってしまった。申し訳な
い。

今⽇の授業、⽣物と数学はすごく簡単だった。。でも古典はひどい。筒井筒は、美しいけど残酷︕︕︕

熊本は格調⾼い街。⼤好き。バスがもっと時間通りならもっとよかった。あとは、寝室にwi-fiがあったらなあ。

ところで、⾃転⾞がまだ学校に停めてあるんだ。⼼配。。。

朱可萌さんの⽇記



古典ちゃん、やめてください

2013.09.05

なんか、きのうのにっき失敗したようですね。

残念。。。

なんか、熊本は晴れの多い所デスね。⽇当りもごく強いです。でも⾃転⾞で帰る途中坂道を渡したときほんとに気持ちめっちゃいいです。

そして、こてんほんとに⼤変です、「えごうなんで、あれ何だっけ︕︕」でも、せんせいたちみんな親切です、これからいろいろ教えてくれると⾔っているので、あんしんしま
した。頑張ります。

ところで、物理先⽣は中国⼈だったようです、幼い時は１９４３年にハルピンから、⽇本へ避難に⾏くの⼈々の⼀⼈です、いろいろ考えさせました。

なんか、最近⾷量が多くなったようです、、、やはりそれじゃいけないね。

これは⽇本語で投稿されたものです

朱可萌さんの⽇記



美味しいタンタンメン

2013.09.07

ちゃんとした料理は確かに⾒た⽬も味も素晴らしい。

でも今⽇、⽇本のカップラーメンに⼩さな感動を覚えた。タンタンメン。故郷の味。少し薄味だけど、ほぼそのまま。。

パッケージを細かく⾒ると、⽇清と横浜中華街との合作らしい－－⽇本の会社は本当に真⾯⽬だ。カップラーメンのためにこれだけの⼯夫をするなんて。こういう精神には本当
に感服する。

タンタンメンが教えてくれたこのどこまでも進歩を続ける精神は、将来どの職業に就こうとも、きっと役に⽴つでしょう。

そして、消費者のためにたくさんの努⼒をしてくれる⽇本企業のみなさん、本当にありがとうございます︕︕

朱可萌さんの⽇記



3時間半寮の周りをぶらぶら〜〜

2013.09.08

みんなが期末試験の復習で忙しいから、わたしは午前中まるまる部屋の中でごろごろしてた。ほんとは午後も引き続きごろごろしてたかったんだけど、わたしの中のしっかり者
のワタシが、「アナタが⽇本に来たのは⽇中友好の架け橋を構築するという極めて難しい任務を果たすためでしょう。それなのに今いる場所のことですらしっかり把握していな
くちゃこれからの活動に不便が⽣じるわ︕︕」なんて⾔うものだから。⼼機⼀転、⼀⼈でお出かけすることを決意した。

でもまぁ⾃分がびっくりするくらい物覚えが悪いせいで、結局毎⽇何度も何度も通ってる通学路に沿って歩いていっただけなんだけど。。。ちょうど途中にセブンイレブンがあ
ったから、そこで地図を買って、ついでにいざというときのお菓⼦も補充して。それから⾃分の全く頼りにならない⽅向感覚と抽象的過ぎる地図を頼りに、⼿探りで道を進んで
いった。太陽の光や⾬粒に晒されながら3時間半（今⽇の熊本はお天気⾬だったの︕）ようやく周りの⼤まかな地形やお店とかの場所を把握することができた︕︕︕これでこれ
から出かけるときはクラスメイトにお願いして⼀緒に出かけてもらわなくても⼤丈夫だ。だってみんな⾃分のこともあるし忙しいだろうからね。

その後⿊⽥藩の中で⾃分へのご褒美にうどんを⾷べていたときに、最初は、こっちにきてまだ⼀週間しか経ってないのに⾒知らぬ場所で⾃由⾃在に動き回れる⾃分ってすごい︕
なんて⾃惚れてたんだけど、そんな喜びもつかの間、⽴ち上がったときに⾜腰に⾛った鈍い痛みにそんな⾃惚れもあっという間に消え去ってしまった。。。

しょうがないから、しぶしぶ寮に戻ったんだけど、ほんとはもっと⾊々回りたかったのに不完全燃焼。

これから今⽇みたいに気持ちに体⼒がついていかないなんて悲劇を繰り返さないために、明⽇から⾝体を鍛え始めようと思う︕︕︕（でもぶっちゃけ明⽇⾃転⾞で学校まで⾏け
るかどうかも不安なんだけど）

朱可萌さんの⽇記



⾊々あった

2013.09.09

まず、昨⽇の約束を果たした。すごくまじめにバレーボールとバドミントンを⼆時間（久しぶりだったから、下⼿になってた︕）。おかげで、その後に先⽣のところへ⾏った時
には⾝なりがボロボロ。。。

次は街に出て、在留カード、銀⾏照会、テストの申請書など、たくさんのことを、何時間もかけて終わらせた。疲れた。

先⽣が熊本ラーメンをおごってくれた。濃厚な、本物のラーメン。今まで⾷べていたものは何だったんだ。先⽣、本当にありがとう〜

それから⼀つ不幸なことが。⼿をドアに挟まれた。あざは出来るし、⾎は出るし。元々、電気街を回ろうと思っていたのに、光栄にも家の中で蹲ることに（⾃転⾞乗れなくなっ
たからね。。。）

朱可萌さんの⽇記



働き者は得をする

2013.09.11

昨⽇は特別な事情があって⽇記を更新しなかった。私の動向に注⽬してくれている先⽣や皆、ごめんね（誰も注⽬してないって︖）

昨⽇は地図を基に、最⾼のルートを練ったのだけど、残念なことに道を間違えてしまった。最終的に元のルートに戻れたからいいけど。中古のパソコンを⾒たり、⽇本のお菓⼦
を予約しにいったりした。照りつける太陽の下、２時間歩き続けるのはさすがに⾟かった。でも、やっぱり楽しかったよ。

今⽇は⼤胆にも、ショッピングモールに買い物にいった（といっても必需品を買いに⾏っただけだけど）。とにかく、たくさんの紆余曲折を経て、⼤収穫だった。

それと、先週末からかなり体を酷使していて、次の⽇には更に疲れた体で炎天下の中で⽣活をしたわけだけど、ふと、筋⾁痛になっていないことに気がついた。これはすごいこ
とだよ。。。

今私の活動範囲はどんどん広くなってきている。今後も広がっていくと思う。。。やっぱりよく動く⼦供にはいい⾵が吹くものなんだね︕︕

ここ数⽇は試験期間。なので私は学校の図書館に居座って、隅から隅まで精神的な糧を探している。⽇本の本て質がいいんだよ。内容は深いのに分かり易い本がたくさんあっ
て、読む価値ありって感じなんだ。なので、恥をしのんで貸出しカードを申請しようと思っているよ。

私、本当に、この数⽇が私の⼈⽣で⼀番楽しい時なんじゃないかって感じてるんだ。毎朝⾃然に⽬が覚めて、その後図書館へ⾏って本を読んで、午後は外出して⾊々なところを
ぶらぶら（明⽇の⽬標は熊本城︕）。夜はまた本を読んで。本当に仙⼈みたいな⽣活だよ。ご飯もおいしいしさ。今⽇は貞⼦とコラボしたシェイクを買ったよ。⾒た⽬がすご
い。。。

なので、このような貴重な機会を与えて下さった基⾦会、先⽣⽅、友達、家族に⼼から感謝します︕︕︕

朱可萌さんの⽇記



あした、きたいです

2013.09.12

やっぱり中国語にする。パソコンで⽇本語打ちにくい。

私は明⽇から短期のホームステイ（３⽇間）。楽しみだなあ。ホームステイ先にはどうやら⾼校⽣が３⼈いるみたいだよ。

今⽇は特に⽇本の図書について書きたいと思う。。。すごすぎる︕︕︕本は詳細で的確、しかも内容も幅広い。今⽇は『江⼾東京職業図鑑』という本を開いてみた。綺麗〜。そ
れと、昨⽇は学校の図書室で『釣り図鑑』を借りてきたよ。私、⽇本の図鑑にはまりそう。⾒つけようと思って⾒つかるものじゃなくて、運命的に掘り出し物にあたる感じ。

それに、⾼校の図書室の先⽣もすごく優しくて、借り出し証を進んで作ってくれたんだ。⽇本はとても書籍を⼤事にしていると思う。こういう雰囲気、好きだな。

災いがかえっていい⽅向に進んだ、という気分︕

あと、⽇本の⿃って⼈を恐がらないね。私の前で⾏ったり来たり。挙句の果てには⾸をひねって私を凝視。うーん。。。触ってみたい。でも⿃が気分を害するかもしれないし。
こういう単純な状態が、私が求めていた⽣活なのかもしれないね

これは⽇本語で投稿されたものです

朱可萌さんの⽇記



ただいま︕ホームスティしてきたよ

2013.09.16

今回ラッキーなことに⽇本の家庭で⽇本式の週末を体験することが出来たわけなんだけど。⽇本⼈てほんと勤勉なんだね︕

週末なのにもかかわらず、唯⼀お姉ちゃんだけがわたしの相⼿をしてくれたの。ホストファミリーのお兄ちゃんは⾯接だったし、お⺟さんは休⽇出勤だし、部活に⾏く⼈もいた
し、⼊試の勉強をしてる⼈も。。。なんていうか⾃分⾃⾝ほんとなんもしてこなかったなって。だからこれからはもっと⾊んなことをやっていこうと思うんだ。

お姉ちゃんにつれられて2⽇間とも街に出て遊んできたんだけど、ほんとにすごく充実した2⽇間だったよ。前にも街に出たことはもちろんあったけど、それでもやっぱり現地
の⼈じゃないからさ、今回みたいに思う存分遊べなかったんだよね。

最後にホームステイした家のことについて。すごく綺麗だったよ。中庭があって、夜ライトアップをした景⾊が、すごく美しかった。あとそこに⼀本の樹が⽴っていて、切り整
えられた形がすごくわたし好みで、なんていうかすごく優雅な家だった。お家の中は基本的に全て⽊造で、⾃然のヒーリング空間になってた。やっぱり⽇本⼈って考えて建物を
作ってるんだなあ︕

朱可萌さんの⽇記



⼸道部と漫画

2013.09.17

まあ、⼸道部と漫画なんてもともと関係ないものだけど、もっとイキイキとした毎⽇を送れるように、⼀緒にしてみました。

また学校に戻ってきた。慣れないなあ。（数えてみたけど、ホントに何⽇も学校に⾏ってない）でもこれだって私のこの⾼まる気持ちをとめることはできない︕︕なので午後、
⼸道部の⾒学に。。。そしたらみんなの注⽬を浴びちゃって。。。はじめはみんな、私のことを先輩に会いに来たコだと思っていたみたい。隠れるように⼊⼝の所に⽴って、な
かなか中に⼊ろうとしなかったので。̶̶そうしたら親切な⼈が、私のところまで来て、誰かに会いに来たのって聞いてくれた。

そこで私は堂々と流暢な⽇本語で「私は留学⽣です。⽇本の伝統⽂化のスポーツに興味があるんです。なので⼸道部での素晴らしさを実際に体験したいと思っています。そして
精⼀杯、両国の⽂化交流のために⼒を尽くしたいんです。」すると今まではただの⼥のコ、として⾒ていたのが⼀気に尊敬のまなざしに。。。なんだかこそばゆいカンジ。⾵流
うんぬんより、⼈ってやっぱり実際に⾏動するタイプのほうが好きなんじゃないかな（まぁ、私はホントはその中間ぐらいの⼈にすぎないけど）

⼸道って、本当に迫⼒のあるスポーツ。⽮が弦を放たれると、⻤気迫る勢いで⾵を切って⾶んでいく。まるで⼤軍の将の⾸をとったように、年若い英雄が流浪のなかでおこす義
侠のように。とにかくたくさんのゲームの画⾯がよぎっていく。。。ウン、こういった⼼⾝を鍛えられるスポーツをやってみよう。

ちょっと⾒学をして。すぐに学校を⾶び出した。他にも⾏きたいところがあったので。そこは̶̶bookoff︕︕たくさんの本が安い。でも⾨限が有るので、すぐにそこを出なく
ちゃいけなくて。あーあ、ずっと欲しかった漫画たちに思いっきり後ろ髪をを引かれるおもいで。。。

ちょっとおすすめの漫画もあるんだ。ある障害者と、不良少年と交通事故で再起不能になってしまったaクラスの学⽣のもの。シリアスだけど、笑いもあって。

作者は超⼈気漫画のスラムダンクの筆者、井上先⽣。いろいろ考えさせられるし、ストーリーもよくまとまっているし、感動的で、しかも、フゥ。。。キャラクターもすごくか
っこいいから、機会があったら《real》を読んでみてね。

朱可萌さんの⽇記



東⻄落語

2013.09.19

今⽇の午後は情操教育活動で、全校⽣徒みんなで県⽴劇場へ︕︕芸術鑑賞なんかだろううな、私はとにかく⾏けばいいのかなって思っていたんだ。そうしたらみんな、拍⼿の時
には⼤いに盛り上がって・・内容が漫才だったから。。。。微妙なニュアンスとか⽇本⼈じゃなきゃわからないよね。。。⾃分でもお笑いのセンスはある⽅だと思っているし、
⾔っている内容もほぼ聞き取れた。ちゃんと⼼から笑ったし、⼀⽣懸命なステージに失礼なことはなかったはず︕︕

曲独楽なんて芸術ははじめてみた。なんて読むかわからなくて同級⽣に聞いたら、誰もわからなかった。。。特に颯爽としていたお姉さんが、爽快な気分にさせてくれた。パフ
ォーマンスににジョークもまじえて、楽しかったな。。。

最後にね、個⼈的には関⻄の落語がすごく気に⼊っちゃった。パワーがあるよ。

朱可萌さんの⽇記



⽇本語能⼒テストの申し込みだけで、もうヘトヘト。

2013.09.20

わあ︕どうしようついに申し込んじゃった。なんかもうこれだけで疲れちゃったよ。今⽇はしかもこのためにわざわざ授業を⼀コマ早退して郵便局まで⾏ったんだ。

まず⼤型書店に⾏き申込書を買って、そのあと寮と学校に⾏って住所を書いてもらい、その⾜で郵便局に⾛った。しかも4時以降は受理されない上に、週末も受け付けてないら
しい︕︕︕そのせいでずっと先延ばしにしてたんだけど。はぁ。これから試験を受けようと思ってる⼈は要注意だよ。そろそろ申し込まないとほんとに間に合わないかも。めん
どくさいことになっちゃうよ。

朱可萌さんの⽇記



「统⼀巧⾯馆⽼坛酸菜⽜⾁麺」̶̶私の思い出（うん。。タイトルの⻑さが⾜りない）

2013.09.21

今⽇、⼤学から各専⾨の先⽣が来て、私たちが前に書いた⼊学志望に基づいて、⼤学講座を開いてくれた。

私が選んだのは建築学。先⽣の話をしっかり聞いて、建築には、外観以外にも、「実際の⽤途」がなければいけないという職業精神があることを学んだ。ためになった。

それともう⼀つ悲しい出来事が。スーパーの帰りに、下り坂で電灯にぶつかってしまい、⾃転⾞のかごが割れて歪んでしまった。⾃転⾞重症。また修理に出さなきゃ。

本題

今⽇⾷べたのはカップラーメン︕

中国で⼀番有名な「统⼀巧⾯馆⽼坛酸菜⽜⾁麺」。⾷堂に⼀⼈静かに座り（他の⼈は部活）、昔々補習授業の時に友達と聴いた曲を聴きながら、悲しく、感傷にひたり、最後の
⼀滴のスープまで飲み⼲した。異郷の地で旅⼈となっている私と、懸命に勉強をしている彼⼥達。中学⼀年⽣のころから⼀緒に遊んできた⼈達なのに、今はこんなにも遠くに離
れている。。。

中学3年⽣の⽇々はやっぱり懐かしい。補習授業のたびに、お昼ご飯を⾷べる時間もなくて、友達と⼆⼈⾃習室で「统⼀巧⾯馆⽼坛酸菜⽜⾁麺」を⾷べた。友達と歌を聴きなが
ら、前の時間に先⽣に出された問題を考えて。急いでラーメンをすすったっけ。⾼校⼀年の期末試験前に皆で徹夜で勉強をした時も、私は「统⼀巧⾯馆⽼坛酸菜⽜⾁麺」を⾷
べ、パワーを満タンにしてから、ベッドの上で勉強を始めたものだ。そして知らぬ間に深い眠りに落ちていたなあ。

 

今は⼀⼈。でも、もうすぐ17歳になるのだから、どのみち⼀⼈で頑張らなければいけない歳だ。だから決めた。この道を選んだからには、しっかりこの道を歩こう︕って。で
もね。とても、とても、とても、とても、皆と過ごしたあの⽇々が恋しいんだ。故郷が、故郷にいる皆が、故郷にいる皆と「统⼀巧⾯馆⽼坛酸菜⽜⾁麺」を⾷べた⽇々が、恋し
いよ。。。

乱⽂、失礼しました。。。

これは⽇本語で投稿されたものです

朱可萌さんの⽇記



慌しい秋̶̶今⽇中央区でカバンと本を買い有名な太平燕を⾷べに⾏ってきたよ。先⽣がここ最近学校の周りでへんな伯⽗さん出て
来る（原⽂ママ）って⾔ってた（ふふ、今⽇のタイトル⻑いでしょ）

2013.09.22

ちょっと⾊々やらなきゃいけないことがあって、またお出かけしてきちゃった。でも実際収穫はすごく⼤きかったんだよ。お得なセール品をたくさん買えたし、それに⼀番嬉し
かったのがbookoffでずっと集め切れなかった漫画を全部揃えることが出来たこと（《⼤奥》と《real》すごく⾯⽩いし感動するしオススメだよ。だってほら、わたしみたいな
ケチんぼでも全巻揃えようとするくらいだもん）。あと《バカボン》に関しては後⽇資⾦が溜まってから収集しに⾏こうと思う。

そういえばとあるダイエーの5階には⼥性向けの漫画と⼩説しか置いてないんだね。今⽇そこで初めて⽇本のファーストフード⽂化ってどんどん健康的に進化していってるんだ
ってことに気付いた︕実のところ個⼈的にファーストフードって単語にそんなに悪いイメージは持ってないんだよね。だってファーストフードだって⾷べればお腹は満たされる
し、それに世間の流れに合わせてスピードもどんどん速くなってきてるし、ファーストフードはもう既に⼈の暮らしの1部分になってしまっていると⾔っても過⾔ではないよ
ね。ファーストフード⽂化も同様に、どれだけベストセラーになってる作品でも読むには時間が必要。だけど現代⼈にとっては少し気持ちを緩めてリラックスする時間って必要
だと思うんだ（例えばわたしが期末の準備に追われてるときに駱駝祥⼦を読めっていうのはそもそも苦しい⽣活に精神⾯でも⼤きなダメージを与えることになる）わたしはこう
いう⽂化を専⾨のレベルまで昇華させられる⼈たちがほんとにすごいなって思うんだ︓⽂字を書く⼈もいれば絵を描く⼈もいるし、それを読みたいと思う⼈もいる。こういった
需要をひとつに繋げていき、出版し、改正し、鑑賞する。それによってもともとごちゃごちゃしていた市場を正しい軌道に乗せてくれる。冷静に論じることが出来る⼈は、ひた
すら⾮難し続ける⼈よりも何倍もすごいと思う。。。

あと今⽇現代美術館にも⾏ってきたんだ。すごいんだよ。なんとバカボン満⽉篇の画集があったんだ（全部⽑筆で描いた漫画なんだよ。。。）ほしい。あと他のも⾊々。。。で
もこんなにいっぺんに全部買っちゃったらさすがに持って帰れないからまた⽇を改めて⾏くことにした。。。

それから昨⽇に引き続き郷愁に駆られて、今⽇は中華料理、紅蘭亭にご飯を⾷べに⾏ってきた︕熊本でかなり有名な中華料理屋さんで、わたしもちょっと並ばないと中に⼊れな
かったんだ。

実際そこで⾷べてみるとびっくりすることばかり︓例えば店員がわたしに梅ジュースにはソーダを⼊れるかウーロン茶を⼊れるか聞いてきたときには、思わずポカーン。それか
らわたしのデザートはクコの実⼊りのプリンで、そこでまたポカーン。あと⾹酥鶏腿の味がわたしにはチキンナゲットにしか思えなかったり。。。

実際⾷⽂化ってすごく奥が深いよね。⼀事を知って万事を察するというか、⼈類はどんなに頑張ってもその上辺しかしることが出来ないというか、⼀定の限度を超えると、結局
それは全く同じもので、名前をつけて区別する必要があるのか︖という結論に達する。つまり何がいいたいかというと、中華料理が例えば洋⾷みたいに思えたとしてもそれはし
ょうがないことなんだということ。うん。

最後に先⽣も注意してたけど、最近学校の周りの⽐較的⼀通りの少ないとところから変なおじさんが⾶び出してくる（変な伯⽗さんが出て来る（原⽂ママ））らしい。んだけ
ど、わたしがこの話を最初に聞いたときは笑い過ぎてお腹が痛くなっちゃったよね。。。いや、多分⾔葉の意味をちゃんと理解出来てなかったからだとおもうんだけど。なんか
変なおじさんが⾶んで出てくるようなイメージがしちゃうんだよね︕

あ、でもこれすごく深刻な問題なんだよ。みんなも夜帰るときは、男⼥限らず気をつけていかないとね︕︕

朱可萌さんの⽇記



熊本城記

2013.09.23

今⽇は⽴春なので、ラッキーなことに学校はお休み。⽇本三⼤名城の⼀つ、熊本城にいってきました。きれいだったよ。

ちょっと中国の建物とも似ている気がしたな。でも趣と品があって（もちろん、故宮の朱砂壁と琉璃⽡もすきだけれど）武家が極めようとした、ある種の純粋で⽇本⼈特有の潔
癖さがそこにはあるみたい。

熊本城は⼤きくはないけれど、⼭際に建ち、⽇差しも強かったので、ちょっと歩き疲れちゃった。

ここで⾔っておかなければいけないことは、何百年か前の⼤⽕事で、実は熊本城で⼀番⼤事な天守閣は全焼してしまったの。だから今、みることができるのは再建したも
の。。。でも全部、忠実に伝統的な技法で造り上げて、⾦属は全く使われていないのですごく時間がかかったんだとか。こんな本物志向っていいよね。労を惜しまない匠の技に
よって、熊本城は⽣まれ変わったんです︕

朱可萌さんの⽇記



サイアクだ

2013.09.24

今⽇は⽂化祭の準備をする予定だったけれど、午後から急に頭痛とめまいがして、そのまま保健室へ。ザンネン。。。

それから私の部活動について。昨⽇寮管の先⽣が、申し訳なさそうに伝えに来てくれた。おそらく、運動部には⼊れないだろう、とのこと。その理由は、例えば⼸道︕基本動作
を習得するにも数か⽉はかかるし、そのために専⾨の先⽣を私につけることもできないと。そんなわけで、私の願いはがかなうのは難しいだろうな。

でも、どこにだって希望はあるっていうよね。先⽣が紹介してくれた⼆つの部活が私の⼼をガッチリつかんだの。それは家庭料理部と美術部（特にひとつめのが。きっとみん
な、⼸道部とは全然ちがうじゃんって思うよね）。

美術はもともともと好きだし、特にいうことはナシ。ハンドメイド部のほうは、私はそんなに⾷いしん坊な⽅じゃないけれど「⺠は⾷をもって天となす」ともいうしね。⾷⽂化
に対しては良いイメージを持っているよ。それに⽇本で暮らし始めてから、⼿の込んだ⽇本料理には感動させられたから。⾷堂の料理ですらいろいろあって、ボリュームたっぷ
りで、⾷欲が増しちゃう︕︕

朱可萌さんの⽇記



⽂化祭のイントロ

2013.09.26

部活がないと毎⽇早く家に帰って、なんだか違和感。そうしたら早速、じゃあこの仕事ヨロシクね、と頼まれた。̶̶⽂化祭の背景描きを。本当に良かったよ。だってクラスご
とに仕事は違うけど、どれもだいたい⾁体労働系で、そうしたらウチのクラスは絵を描く担当なんて︕︕もうウキウキと他の⼈についていって下絵を書いたり⾊を塗ったり。も
ともと好きなことだからね。サイコウに楽しい︕︕

朱可萌さんの⽇記



⽂化祭

2013.09.28

今⽇は⽂化祭̶̶なのに、何も書くことがない。それと、昨⽇は⼈には⾔えない⾊々な原因で、⽇記を書かなかった（というか、価値のある情報が何もないと思っただけ）。

とにかく⾯⽩かったよ。お化け屋敷、占い、賭博場（本当にあるんだよ）。他の学校もだいたいこんな感じだよね。それから、たくさんの美味しい物。和⾷に洋⾷に、なんでも
ある。最⾼だよ。

あとは、ある出店の名前に驚かされた̶̶チキン野郎。少なくとも鶏に関する何かを売っているのだろうと思ったら、売っていたのはチャーハンだった。なんで。

朱可萌さんの⽇記



実は、あのステージの⼤きな背景画を持って帰ったんだよ

2013.09.29

今⽇はね、ひとつ良いことをしたんだ。誰も要る⼈がいなかったので、燃やされちゃうはずだったステージの背景画（私たちのクラスが描いたやつ）を持って帰ったんだ。

３M×４Mもあるからまわりの注⽬を浴びちゃって︕︕しかも⾃転⾞のかごに積んで寮まで持って帰ったんだから︕︕︕もう私の⾏動⼒は称賛に値するね。

今⽇は茶道も体験したんだ。すごくおいしかったよ。特にお茶のお菓⼦、外がパリッとして中は柔らかかった。

それとさすがのプロ精神って思ったのは、茶道の先⽣が茶道の実演のために、⼤きなお茶の道具⼀式（テーブルもあるような）を学校まで持ってきたこと。感動。。。

それに⽂化祭の“炎の男”前⽥先⽣が、ある⽣徒が⽂化祭のために24時間マラソンに挑戦して、これこそこの学校の不屈の向学精神の表れだって⾔ったんだよね（でもあんまり関
係ないと思っちゃうんだけど。⽇本語の理解を間違えちゃったのかも）。でもやっぱりあらためて感動させられたよ。

やっぱり敬は境に⾄れり、だね︕︕

 

朱可萌さんの⽇記



冷静沈着に

2013.10.01

今はヘンだなってことも少なくて、サビシイなあ。。。

ひとつだけ、最近ウチの学校のまわりで痴漢がでるんだって。校内放送と、先⽣からも直接注意があったの。「⼥⼦⽣徒は気を付けてください。あやしげな男性が８時から９時
の間に、当校から繁華街の間の⼈通りの少ない場所にあらわれたそうです。だからスカートの裾ももうすこし下げないと後悔することになりますよ（英語の先⽣の発⾔のマ
マ）。。。」

でもここまで詳しいことがわかっているんなら、きっとたくさんのお巡りさんたちも警戒に当たっていると思う。だからかえって安全なんじゃないかな。でも、制服も秋服に変
わったところで、⼥⼦たちはうんと裾を短くしているし。。。やっぱり⾒慣れなよ。。。

それからとりあえずbookoffに⾏って店内をぶらぶらしてたら、バカボンドの単⾏本をみつけた。でも新書でも揃えたいし。。。悩む。。。

朱可萌さんの⽇記



ちょっとbookofと、⽇本の古本売買のこと。。。

2013.10.03

ずっと同じ場所に⻑くいると失われやすいのは、なにかを発⾒しようとする⽬。昨⽇から今⽇のことをふりかえると、うーん、何を書いたらいいかパッと思い浮かばない。いち
ばんのことといえば、お菓⼦作りの部活に⼊ったことかな。

いや、でもやっぱりなにか⾔う事があるハズ︕︕ちょっとしたことだけど最近の新しい⾃分の趣味に関して。̶̶bookoffめぐり︕︕︕

放課後なにも⽤がないときは、あの⼤型店のbookoffによって,お宝さがし︕今⽇なんかすごくツイテいて、井上先⽣の特別収録本をみつけたよ。値段は元値よりそんなに安く
は。。。それと前にみつけた⽇本古代⽣活のあの図鑑は半値で、1冊6、7⼈⺠元相当のrealも。。。

⾃分の収⼊がなくて、イラスト集や本に⽬がない⼈間にとって、この業種には、めいいいいっぱい感謝の気持ちを表したい。。

そして私みたいに安い本をたくさん買いたい⼈と、著作権のうるさい⽇本で、家にもう読まなくなった本がたくさんあるんだったら、これこそ利害がばっちりだよね︕︕

分類に関してはぜひ⾔いたいことが。本当に細かく、きっちり分類されているよね。。まず値段で（105ennなんかの）、そして作者別、種類別、出版社別、それから⽂庫本と
単⾏本の区別でも。。。もう全⾯降伏。。。他にもいろいろなものが縦横無尽に。。。温かみのあるサービス。これも実にすばらしい。。。

－－－－－－－－－－分割線－－－－－－－－－－－以下は思いつくままに－－－－

⽣まれ変わる、こんな⾔葉が思い浮かんだ。

うずたかく積まれたままでいるよりも、きっと本だって⼈間にぱらぱらとめくってもらいたいはず。。。

古本業界が本にすばらしいラストを与えてくれたことに感謝を。暗くさびしい場所から明るい灯のともる場所へ、さまざまな理由でこの⽅法で本を読もうとする⼈のもとへ連れ
出してくれた。あるいは私みたいな本が欲しい⼈に買ってもらえることができて。。。

それだけではなく、本を読みたい⼈のために新しい場を提供してくれた（⽇本で新刊は、みんなビニールがかかっているから読めなくて）。

 

朱可萌さんの⽇記



諸悪の根源、古⽂

2013.10.04

これがわたしの古⽂に対する感想。ほんとこれに尽きる。

おそらく来週には先⽣に基礎から⾊々教えてもらわないとだめかも。前途多難。責任重⼤。うん、がんばる。。。

朱可萌さんの⽇記



おそくなったけどすてきなホームステイのこと

2013.10.08

まず、今回のお寺は本当にきれいだった。これまでにも観光地のお寺にはいったことがある。でも︕観光客ばっかりで、あの静寂さというものは全くなかったし、⼼の純粋さと
いうものもなかった。。。今回も、たまたまなにかのイベントがあって、たくさんの⼦供たちが来ていたけど。。。でもすごく暖かい感じがして、たちこめるような⾹りはなか
ったけれど、かえって⼈間らしい暖かさに包まれているような感じが。。。

おばあちゃんが茶道教室を開いたの。だからたくさんのいろいろな様式のお茶とお道具があって、どれもすばらしいものばかり。お茶ごとに違う茶道具でお茶をたてるんだと
か。。。きっとこれこそが茶道っていえるんだろうね。この前の⽂化祭のなんて、まだまだなんだろうな。私がかえるとき、私のために全く知らないお茶でをわざわざたててみ
せてくれた。。。

午後、ホームステイ先のお⽗さんが⼆⼈の⼩学1年⽣のコたちもいっしょに阿蘇⼭に連れて⾏ってくれた。。。おとといはどしゃ降りの⾬だったから、⼭頂は雲にすっぽり覆わ
れて。。。はじめて雲の中を通り抜けたよ。⽔蒸気にかこまれるってなんともいえないカンジ︕

朱可萌さんの⽇記



私の誕⽣⽇おめでとう。それと明⽇部活でプリンを作るから、それをバースデーケーキに

2013.10.09

まず、私のことを気にかけてくださっているセンターの先⽣⽅に感謝を。お誕⽣⽇のお祝い受け取りました︕︕︕みなさんの1/30の私への気遣い、ありがとうございます（ペ
コリ。。。

あ、それから今⽇、料理の先⽣からのお誘いも受け取ったんだ。明⽇から初めての部活がスタート。これでやっと帰宅部をやめられる。嬉しいな。。。明⽇は紅茶プリンを作る
んだ︕そうそう、家庭科室のお向かいってなんと柔道部だったんだよ。このギャップってすごいよね。

１７才だ。歳⽉が⼈を⽼いらせる。だからせっかくのこの素晴らしい時期に、いろいろなことをしてみなきゃ。。。それにやってみたいこともたくさんある。だから⼼の中でこ
う考える。この新しい⼀年、⾃分の周りのすべての⼈たちを⼤切にして、そして⾃分⾃⾝も⼤切にしなきゃってね︕︕

 

朱可萌さんの⽇記



プリンを作った。⾒た⽬は悪いけど味はすごく良かったよ

2013.10.10

今⽇は部活があって、帰りが遅くなったので書く時間がナイ，，，でもすごく楽しかった。こんどはもう少し⼿が込んだのを作りたいな。

朱可萌さんの⽇記



今⽇また街に出たよ

2013.10.12

暗くなるのも早くなってきたし、突然の寒波の来襲に備えて。。。今⽇、秋冬ものの服を買いにいったよ。ちょうど鶴屋がセールだったので、何着か買ってみた。。。

ついでに（本当についでに）解剖学の知識が漫画で描かれている本を買ったよ。。。⾼過ぎ︕︕︕

ちょうど（本当にちょうど）下通りでフェスタがやっていて、美味しいものがたくさん売られていた。。。“⾼品質鶏⾁”を買って⾷べてみたよ。⾔われてみれば柔らかいよう
な。。。

朱可萌さんの⽇記



ｱｱｱちょっと刺激を

2013.10.15

毎⽇がすごく平凡だから、ついダラダラと。。。毎⽇やることはほぼ同じ。学校に⾏って、ご飯を⾷べて、図書室にいって部活へ。。。それから寝る。なんて、これこそがフツ
ーの⽣活ってもんだよね︕︕

でも⽇本の冷凍⾷品ってすごいよね。今、週末は特に⾷べたいものが無ければ買ってきた冷凍⾷品を温めて⾷べている。。。同級⽣たちのお弁当も冷凍⾷品をつめてきている
し、こんなのばっかり⾷べていて⼤丈夫だろうか。。。

今⽇はサンマを⾷べた。中国で⾷べたのより新鮮だったよ。秋はサンマの季節みたいだよね。みんなも機会があったらぜひ、⾷べてみてね。

朱可萌さんの⽇記



「百⼈百花百姿態」⼆つ⽬の部活

2013.10.16

これは⾃分でお花の先⽣の⾔葉を直訳したものなの。本当に優雅な芸術で、⾃分の⾜りない⾔葉でタイトルを書くのは申し訳ないぐらい。

さまざま⾊と形のお花を、清楚で上品な和室に合うようにしつらえる。これこそが華道。

昨⽇家庭科の先⽣が、明⽇は華道があるけれど、私にどうかと聞いてくれたので、参加してみることに。⾏ってみたら華道の先⽣が、あなたが家庭科の先⽣が紹介してくれた華
道部に⼊部する留学⽣よねってきいてきた︕ちょっとボーゼンとして。。。すぐにハイと。。。なんだかこんなやりとりだと、いい加減っぽいけど、私⾃⾝がいい加減ってわけ
じゃ決してないから︕⼀つ⼀つ丁寧に、先⽣の教えてくれた通りにお花をいけたよ。まあ、最後の⽅は⾃分のセンスでいけちゃったけれど。。。でも、最後まで丁寧にやりとげ
ました︕

最後に先⽣からしみじみとこう⾔ってもらえた。４０年以上華道を教えているけれど、私のように初めてで、ここまでできるのはとてもすばらしい。これはあなたがお花を愛し
ているから、お花がどういけてもらいたがっているか、わかっているのね。これも才能だから、⼤切にねって。。。

本当はその⾔葉にこう答えるつもりだった。︓“私は周りの物すべてを⼼から愛しています︕”って。でもちょっと考えて、その⾔葉は胸の中にしまっておいた。

だからこんな素晴らしい才能を⾝に付けられたれたことに感謝。もともと芸術は好きだけれど、いつもと違った体験ができて、平凡な毎⽇に彩りを添えるために、華道部にも⼊
部した。

最後に、家庭科部は⼟曜⽇に活動するので、ホームステイにちょっと⽀障が。それに今⽇先⽣がスケジュール表をもってこなかったので、今後の予定は明⽇か明後⽇教えてくれ
るとのこと。。。豊川先⽣、ごめんなさい。あと何⽇かしたらお答えできます。T T

最後の最後に、もう⼀⾔。熊本の朝と夜は本当に冷える。特に今⽇の夜、部活から帰ってきたとき、⼀⼈で静まり返った街を⾃転⾞に乗って、周りには誰もいなくて、たまにお
じさんをみかけたりもしたけれど、⼀番コワかったのは猫に緑⾊の眼でジッとみられたこと。。。⽇が暮れるのが早いから、家に帰るときがすごくコワい。。。（しかも今⽇先
⽣から、夜になると体育館の⼥⼦トイレに変態が出るって話を聞いちゃったし︕︕︕

朱可萌さんの⽇記



やっと完治︕治療と医薬業の感想も

2013.10.28

お薬とお医者さんそして看護師さんの丁寧な治療と、寮の管理⼈さんの⼿厚い看護のおかげで、病魔と闘う事1週間余り、ついに全⾯勝利︕︕︕でもずっと⻑いこと寮からでら
れず、しょっちゅう激痛にはみまわれ、ほぼ毎朝、おなかが痛いまま朝⾷を⾷べたりして、気分はずっとヘコんでいた。。。

今⽇、やっと学校に⾏けたよ。もちろん、こんなに何⽇もほぼ拘禁状態みたいな⽣活を送って、全く得る物がなかったわけじゃない。少なくとも、世界最先端の医療システムを
タダで体験することが出来たんだから（決して⼤げさなことを⾔っているんじゃないよ。だって誰もが私みたいにおなかが痛くて寝たきりなった⼈がこんなラッキーなことにな
るわけじゃないし。わざわい転じて福となす、ってことかな）。

それにしても、お医者さんや看護師さんには本当によくしてもらった。レントゲンや熱の検査、そして治療もキャッシュレスでTATみなさんありがとうございます。⽩⾐の天使
さまサマです〜

それと今回、特に考えさせられたのは⽇本の薬業に関して。そのうちのいくつかの点は、中国にも⾒習ってほしいな︕︕

1）病院と薬局は分かれていて、しかもすごく近い。だから医者が不当な利益を⾃分のポケットに⼊れちゃうようなことを防⽌できる。

2）薬ひとつひとつの服⽤量と使い⽅が紙に⼤きくはっきりとわかりやすく書かれている。たとえば⾷前⾷後はっきりと30minとか。これまでに⾃分が薬を飲む際にお医者さん
から⾔われていたようなすごくあやふやなのとは全く違う。。。

3）薬局同⼠は連携されていて、⼩さな冊⼦に毎回の薬の量や使⽤⽅法などが記録される。しかも毎回の処⽅箋にはカラーの写真や⽇時も明記されている。これも患者が安⼼で
きる要因の⼀つ。

4）⼀番重要なこと︕︕︕ずっと⼼にひっかかっていたこと。いつもお医者さんからどっさり薬を渡されて、結局、毎回全部飲みきることはなくて、⼀箱まるごともらっても、
飲むのは少しだけ。そして気が付くと残った薬の有効期限が過ぎている。病気にならなければ薬を飲むわけにもいかないけど、そのままにしておくのも気になるし、いつもこれ
で悩んでいた。

これも⽇本のやりかたで解決できる。飲む分だけの薬をだす。ある薬だったら、⽤量分をパッケージすればいいこと。⽇時と服⽤量・⽅法と薬効を明記し、⼤事なことは⾚で
（これもカラー印字だ打〜）かいて。少しの薬でも、これで⼗分その効果を発揮できる。

もちろん、これらを実現するには客観的にみても難しいし、無理にはできないと思う。ただ⼀⼈の患者からの意⾒として、すこしずつかえてければいいと思うので。。。

それからスーパーでバカなことをしちゃった。店員さんに変な⽬で⾒られちゃったよ。。。そんなに⼤したことじゃないけれど、久し振りの外出だったのでちょっとムズムズし
ちゃって、あれ、これナンダロウって⾼そうな商品の下にあった正体不明の物をつついてみたら。。。警報機が鳴りだしちゃった。。。防犯スイッチを⼊れちゃったみたい－
－＋（⾛るのが早くてよかった。ホッと胸をなでおろしちゃったよ）

朱可萌さんの⽇記



⽇本と中国のお店の違いについて

2013.11.03

今⽇はまた引き続きお洋服を買ってきたよ̶̶最近また⼀段と寒くなったから、こないだ買った分じゃ⾜りなくて。今⽇は⾬も降ってて、空もずっとどんより曇ってたし、地⾯
もじめじめしてて、それで余計寒く感じるんだよね

（この間先⽣から、なんでいつも⼀⼈で出かけるのかという質問に関して︓ちょっと解説をしたいと思います。買い物するときはわたしはいつも⼀⼈で⾏くんです。だって⾊々
荷物抱えてあっち⾏ったりこっち来たりじゃ、⼀緒にいる⼈も⼤変だろうしわたしも気を使うから。。。－A－だからです）

しかし、⽇本のお洋服はやっぱり中国よりも断然安いね。それに割引も多いし、何を買っても得に感じる（儲かったゼ︕︕）

でもこうして何度かお店を回ってるうちに、⽇本のお店と中国のお店ではいくつか違う点があることに気付いた。

まず⼀つ⽬が中⾼年のお洋服について。中国では基本的にデパートなんかではあまり売ってないんだけど、こっちに来て初めて鶴屋に⾏ったときにあふれんばかりの中⾼年向け
洋服とこれまた⼤勢のおばあちゃんたちに圧倒された記憶がある。もちろん隣のパルコはこんな感じではないんだけど、でもやっぱり⽇本のおばあちゃんたちはすごくお買い物
が好きなんだなって思った。

次に⽇本には集合店舗が多いイメージ。⼀つの店舗の中に⾊んなブランドの靴や洋服が集まってる的な。中国だとConverseはConverse、NIKEはNIKEってブランドごとで分か
れてるから。まぁどっちがいいかってわけでもないんだけど、ただこういう発⾒があったっていう話。それにスポーツ⽤品や靴やカバンとかはどこもものすごい⼤きな専⾨店が
あって、⾊んなブランドの商品を⼀緒にして売ってるんだよね。

3つ⽬がポイントカード。ほとんどの店がポイントカードっていう制度をやってる気がする。これには最初あまり慣れなかったんだよね。なんかちょっと騙されてるというか、
このカードを使って顧客を囲い込んでるというか、そんな感じがして︔でもこのカードを使って実際に得をした後はこういうことも思わなくなった。どうせどこで買っても変わ
らないなら、お店も儲かるし、わたしも得をするし、わたしもお店もウィンウィンで、良いことなんじゃないのかなって。

最後は割引ね︕なんか⽇本⼈のほうがすごい割引をしてるイメージ。多分⽇本は物が溢れているからそれも関係してるんじゃないかな。中国で割と良いブランドのものでも⽇本
ではそうでもなかったりするから、そのブランド⼒を保つために死んでも値下げしないってこともないし、季節が変わるときも割引をしない、なんてこともない。。。それから
以前聞いた具体的事例などを交えてわたしは以下のような結論を出した︓⼀部の原価ブランドを除いて（個別にはもちろん値引きはあるけど）、商業が発達していればいるほ
ど、割引も多い。（この結論に達するまでの過程と具体的事例は省略）

明⽇は友達と光の森に⾏く予定。⾏ったことないから、ちょっとブラブラしたいなって。確か映画館があったはず︕映画もたまにはいいよねぇ。。。

朱可萌さんの⽇記



⽇本のマンガ

2013.11.05

以前、ネットで熱⾎系少年漫画をみてまわっていたとき、⽇本のマンガって本当にスゴイなって、感⼼していた。

今はリアルで⽇本にいる。そして⽇本の漫画はスゴイってもっと、実感︕︕

以前は⼈気の⻑編マンガばかり読んでいたけれど、いまは⽇本の「肥沃な⼟壌に育まれ」て、マンガへの理解が深まったよ。今ではテーマや思想があって、そんなに⻑くないマ
ンガの⽅が好きになっている。

しかも⽇本で、中国では全く紹介されていないすばらしいマンガにたくさん出会えた。それは⻑年培ってきた⾃分の眼⼒で、⼀冊ずつ本棚から⼿に取って探しだした成果。それ
とちょっと専⾨的なランキングなんかも参考にして、そのなかから⾃分好みの画⾵とストーリーテーマの作品をチョイスしておけば、まず間違いナシ。。。

今⽇はみんなにオススメの漫画があるんだ。ほっこりして、シンプルなんだけど、⾯⽩いんだ。途中チョッと、宗教と⽂化的知識の専⾨的な内容にも触れるけれど、わかりやす
いから⼤丈夫。マンガファンの⼈は⾒逃さないでね。『聖☆おにさん』っていうんだ。イエスとブッダが⼈間界におりてきて、⽇本の普通のアパートでバカンスをすごすの。そ
れでいろいろな⾯⽩いことが起きたり、伝説の中だけの有名⼈たちもでてきたり。。。でも⼤事件が起きるわけじゃなくて、なんだかまったりとして、思わず笑っちゃうような
なささいなことばかり︕︕－A－たくさんの賞をとっているんだよ。。。

朱可萌さんの⽇記



久しぶりの⽇記〜哀しい⽇本のセッケン

2013.11.20

まずは先⽣⽅にこれまでのお⾒舞いといろいろなお⼼遣いに感謝を〜今⽇は前よりも調⼦がいいです。学校にも⾏って、まずまず元気です。

それから今⽇は買い物も。ずっと外出できなかったので、買わなくちゃいけないものがたくさんあって。

なので学校帰りにちょっと⼤きめのスーパーに寄り道を（カルフールみたいな感じのお店

まず買ったのは⽯鹸。中国では⾝に付けている服は全部⾃分で⼿洗いしていた。⽇本に来てからはみんなが洗濯機を使うので⾃分もそうしている。でもやっぱり慣れない︕ずっ
と⽯鹸が欲しかったんだ〜

前にコンビニでは売っていなくて、今度は⼤きいお店で探してみようって思っていたの。でも顔や体を洗うのしかなくて、洗濯⽤のはみつけられなかった。超クヤシイTAT

でも⼿洗い⽤の薬⽤で殺菌消毒ができるみたいなのはあった。これで洗っても⼤丈夫だろうと思って買ってきた。

でもまだギモンなんだけど、⽇本⼈って本当に⽯鹸を使ってこまかいものの洗濯とかしないのかな︖靴下や下着もいつものように洗濯機で洗っちゃうの︖それとも熊本だけの習
慣︖この⽯鹸問題に関して、疑問はつきないよ。

最後に、えっと。。。ホントは今⽇も2時限授業を休んじゃったんだ。体がツラくて保健室で寝ていたから。でも薬は前回より効いているみたい。早く完全に体が治るといい
な︕︕︕

朱可萌さんの⽇記



もうすぐ中間試験〜やっぱり勉強するぞ

2013.11.21

まずちょっと黙祷。。。もうすぐ試験、とても⼤事な試験だ。だからみんな⾃習室で勉強をしているよね。だからみんなの邪魔をしないよう、これからしばらくの間、⽇記はホ
ンの少しだけにするからね〜TAT

今⽇は通常通りに学校へ。体の調⼦も以前よりずっと良くなった気がする。最後の授業は修学旅⾏の説明だった。カワイソウな私は参加することが出来ない。だからその授業が
が終わるまで図書室ですごした。

この時図書室の先⽣に︓“古典が難しいんです。だからここで古典の解説書みたいな本を探してみようと思って。”

って⾔ったんだ。
本当は実際にあるかどうかはあまり期待はしていなかった。でも親切な先⽣はすぐに私のリクエストをメモをして、明⽇またここに来なさいねって⾔ったの。先⽣が本屋さんに
注⽂してくれるんだって︕

私のためにわざわざ本屋さんに注⽂してくれるなんて〜もう感動しちゃった︕︕－A－なんていい先⽣なんだ︕︕︕だから古典で悪い点数をとらないようにしなくちゃ。まあ、
できるかぎりがんばるダケだけど。。。あと数⽇だ。しっかり勉強するぞ〜

朱可萌さんの⽇記



図書室の先⽣ありがとう

2013.11.22

今⽇図書室で、先⽣が買ってきたばかりの本を⼿に⼊れたよ︕古⽂の基礎についての本。古⽂の先⽣は忙しそうなので、⾃分でどうにかするしかないと思ってね〜－A－本当に
難しい。ゆっくり頑張ろう。。。

それから英語も、適当に勉強していこうと思う。それが⾃分のためになる。

理科はまあまあかな、、、、、でも勉強する時間がないよ、どうしよう〜〜〜〜︕

あきらめよう。まだ7カ⽉ある。

朱可萌さんの⽇記



⽇本の⼤学に関して〜

2013.11.28

まずその前の数⽇間来私の林先⽣を⾒ることに感謝します。

⽇本料理とてもおいしい⾷べ物︕︕︕

< p>はその次に今⽇字典の更に厚い⼤学の⼊学する年鑑に⽐べて閲覧して、⽇本⼈の専⾨精神のために⼩さくひとつ感動しました︕

< p>はとても詳しくて、どんな&ldquoであるようです;ホタルの雪の時代”本があります多い。どのように専⾨を選んでから、どれらの⼤学がどれらの専⾨があって、具体的な
⼊学する要求、授業料はたぐい〜感じは最も親密に群れのみんなの知っているのはすべて整理しました。

は⽇本の⾼校⽣が本当に幸せだと⾔いたいです。うっかりとの時このように先⽅を導きに来る専⾨の資料があって、あなたにどのように⾃分の未来の前途の作業のために予定を
するように教えにきます。。。私がただ気軽に上下をひっくり返して⼤いに利益を受けると感じて、感じは⾃分の未来についてすべて少し計画を⽴てます。

はほほほ、私はやっとあなた達に私が⾃分がとても考東京芸術⼤学の芸術学専攻を思うと感じることを教えることはでき(ありえ)ない︕以前はずっとこのような専⾨を学ぶ芸術
があることを知らないで、しかし今⽇詳しく紹介したことを⾒た後に良いあこがれはあってか、会愛を感じました︕︕

感じは中国がこのような年鑑もしならばすきで、肯定して学⽣達に対して⾃分の専⾨がとても助けがあることに適することを選びます〜

朱可萌さんの⽇記



数⽇間ためるしかなかった⽇記をやっとアップできるよ〜

2013.12.01

⾦曜⽇に担任の先⽣のお誕⽣⽇のお祝いをした。後ろの⿊板にたくさんお祝いの⾔葉を書いて。先⽣も喜んでくれて、クラス全員に⼀つずつケーキを買ってくれたよ。すっごく
美味しかった︕︕︕

⼟曜⽇は学校に能楽師の⽅が講演に来て下さった。甲⾻⽂について話していたよ。そう、⾒間違いじゃない。甲⾻⽂。すごい︕この⼈は、古代⽂字ができるだけじゃなくて、有
名な「養⽣」の専⾨家でもある。万能型の学者さん。かっこいい〜〜。正に私の憧れの⼈、⽬指すべき⽬標（私はインテリ気質のフリーランスになりたいの）。

⾃分の知識や能⼒でお⾦を稼ぐのが⼈⽣の⽬標。だから今しっかり勉強しなきゃ〜。

体の調⼦が少し良くなったので、昨⽇また衝動的に携帯を⾒てみた。悲しいことに、数⽇前、寮のネットが⽌まってしまったので、毎⽇の楽しい出来事がアップできなかった。

でも衝動に駆られた結果、今⽇は頭がものすごく痛い〜。ああああ、n1に⾏けないというのは悲しすぎる︕︕

朱可萌さんの⽇記



今⽇は⼤学の中国⼈留学⽣に会って楽しかったよ

2013.12.05

今⽇、⼤学の中国⼈留学⽣が会いに来てくれたんだ〜親切で良いお姉さんだったよ－－しかもなんと⼥性の博⼠で、専⾨は中国⾔語学。̶̶各地の⽅⾔を研究しているんだっ
て。。。。ワｱｱすごく感動しちゃった。たくさんたくさん、中国語で話して、なんだかすごく話が合うの（私だけの思い込みだけどね）、、

お姉さんは古い建物が好きみたいだった。だからこれからも連絡を取り合って、いろいろなお話ができそう。今度、熊本城とかに⾏くときは、もう⼀⼈じゃなくていいんだ〜

本当に中国の⽅⾔に興味があるんだ。いろいろなことを知りたいな〜－W－

今⽇は楽しかったな。

朱可萌さんの⽇記



⼤好きなお⺟さんのケーキ

2013.12.07

ふふ。このタイトルをつけたのは、ただ⼦供のころに⾒た童話（たしか、12匹の⽩⿃の物語）の「⼤好きなお⺟さんの⽑⽷⽟」という台詞を思い出したから。

今⽇は部活でケーキを作ったよ。寮に戻った後、お⺟さんから、お⺟さんも今⽇叔⺟さんとケーキを作ったと聞いた。奇遇だねえ…

今⽇⼿作りして初めて知ったのだけど、ケーキって本当に卵で作るんだね。⻩⾊い卵が、泡だて器で混ぜるとだんだんと⽩くなっていくんだよ〜〜⾃然の神秘に驚かされた
よ。。。

ステキ

朱可萌さんの⽇記



今⽇の⾬はスゴイ

2013.12.09

午前中はすごく良い天気だったのに、午後になったらどしゃ降りの⾬になった。折り畳み傘を持ってきているから、濡れずにすみそう。でも熊本と成都ってホントに全然違う
ね。成都だったら夏にだけこんな⼤⾬になることがあるけれど、今は冬なんだよｵｵｵ〜

こんなすごい⾬だとコワいし、凍えちゃう。

最近、学校のコンビニで、以前公園で売っていたシャボン⽟をみつけたんだ。おとといから今⽇までもう三⽇連続で買っているけど、まだ全然飽きないよ。

昔はお⺟さんに、これは体に良くないから遊んじゃダメって禁⽌されちゃって、他の⼈が楽しそうにシャボン⽟で遊んでいるのを眺めているしかなかった。。。へへ、今やっと
⾃由だ。おもいっきり遊んじゃお（こっちのは、私が⼩さかった時のあの0.5元ストローより安全だと思う。質もすごくよさそうだし。パソコンの13.3インチディスプレイぐら
いおっきなシャボン⽟も作れるんだよ〜〜

明⽇は試験。さあ、がんばるんだ︕︕︕

朱可萌さんの⽇記



困っています︕冷えた料理はやっぱりダメです

2013.12.10

ここのところずっと胃腸の調⼦が良くないことについて、昨⽇、じっくり考えてみた。

多かれ少なかれ、⽇本の料理って冷たいものが多いっていうのが、胃腸の調⼦がよくないことと関係があるんじゃないかと思って。

本当にそうなのかはわからないけれど、寮管さんにお願いしてみた。⾷べ物をあたためてもいいですかって。

でもその答えは「そんなことしなくても、⼤丈夫よ」＝＝「冷蔵庫から取り出したのでなければ、冷たくなってはいないし、⾷べるときに温めるのって失礼だからね。それに
ね、そうすることは規則違反なのよ」って。

他にもいろいろ⾔われて「お医者さんに冷たいものを⾷べないようにって⾔われたのは、冷蔵庫で冷やした⾷べ物であって、常温のものじゃないでしょ。今度お医者さんに、ち
ゃんと聞いてちょうだいね。」「もし、あなたのだけ温めたら不公平でしょ。みんなはそんなことしないんだから。」「調理の⼈達は４時半に来て料理を作ってくれているの
よ。それなのにその⼈たちの前で料理を温めるなんて失礼じゃない。。。」とかなんとか。

もう泣きたくても涙も出てこない。そんな意味で⾔ったんじゃないのに︕⾔いたいことがちゃんと伝わってないみたいだよ〜〜

それに、⽇本⼈って料理が冷たいのは当たり前のことで、暖かいものを⾷べる⼈って少ないの︖︕

でもそれ以上何か⾔うのも気が引けて。だって寮管さんは⼤真⾯⽬だし。。。なんだかこっちがワガママを⾔っているみたい。

でも冬に⿂やお⾁を冷たいまま⾷べるのって本当につらい。どうしよう。先⽣、どうしたらいいんでしょうか。

朱可萌さんの⽇記



問題解決︕︕

2013.12.10

先⽣、ありがとうございました。問題は解決しました。

朱可萌さんの⽇記



昨⽇作ったクリスマスがテーマの作品

2013.12.12

へへ、昨⽇は帰るのが遅くなっちゃった。時間が無かったので、今⽇、⽇記を書くね。

昨⽇はまた華道を習いに⾏ったの。先⽣はクリスマス⾵の作品作りを教えてくれた。。。きれいで、先⽣からは配置のセンスをほめられちゃった。うれしいな︕

それとね、昨⽇学校でまたへんな放送があったんだ。なんだか動物園のサルが逃げ出したとかなんとか〜

後ろの席の⼈に、いったいどういう事︖ってきいたら、気をつけなさいってことだよ。サルは⼈を襲うからって......

ホント、こと細かなことまで放送してくれるんだね。

朱可萌さんの⽇記



うちの家庭科の授業はすごく充実してるんだ︕

2013.12.13

今⽇の家庭科の授業でまた⼱着に刺繍を⼊れる⽅法を教わったよ。。。へへ、実はすごい良いアイデアが浮かんでるんだ。。。完成したらきっと可愛い。

前は料理の作り⽅を学ぶ調理実習とかもあったの。⽇本の授業ってほんとためになるし、充実してるなぁって⼼から思う。

すばらしい学習環境だ︕

朱可萌さんの⽇記



私の成績表にともったひとつのともしび

2013.12.17

悲劇だ。成績表が私の⼼を完膚なまでにたたきのめした。特に⽂系。殺傷⼒スゴすぎTAT。でも理科はまあよかったよ〜これが⼼の傷がいやしてくれた。

今⽇は⽇直だったので、なんだかすごく疲れちゃった。腰もダルイし背中も痛いよ〜へへ、休もうっと。

朱可萌さんの⽇記



⽇本で外国語の映画を⾒る、めっちゃ⼤変だ︕

2013.12.18

初めて、⽇本語で⽇記書きます。拍⼿して︕︕︕

きょうは私のお⾵呂タメです。ちょっと⼤変ですが、いろいろクラスメイトに⼿伝ってもらて、無事にできました。

そして、きのうは英会話でアメリカの、きょうは⾳楽の授業でドイツの映画を⾒ました。

ききとれないし、字幕も分からない所あって、⼤変でした。でもみんな⾯⽩いと思います。いろいろ教えてもらった︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです

朱可萌さんの⽇記



昨⽇のクリスマスパーティ

2013.12.22

いやあ⽇本の⼈ってすごいね。あの飾りつけ全部⼿作りだっていうんだもん。複雑そうなのに、すごく綺麗に作られてた。透かし彫りのもの、浮き彫りのもの、変わった形のも
の、どれもすごく本格的だった。

売り物かと思ったよね。

あとケーキもすごい綺麗なの。もったいなくて⾷べられないよ〜〜〜

朱可萌さんの⽇記



カットをしたこと

2013.12.25

今⽇、やっとのことで髪を切りに⾏った。だって寮の暖かさって、引きこもりを育てるまさに温床だよ。もう休みに⼊って何⽇もたつのに、グズグズしているうちに25⽇にな
ってやっと這い出した。。。

でも初めての美容院ってすごくドキドキしちゃうよね。だけどお店の⼈が親切そうだったので安⼼した。⽇本のサービスって最⾼だもんね（凸^-^凸）➡我が家にいるようなく
つろぎ感︕

アレコレ詳しく聞かれたけれど、どう答えたらいいのかまったくわからない。なのでオマカセシマスって⾔ったんだ〜

出来上がりは⼤満⾜。値段はビックリするほど⾼いケドTATでも⽇本の物価⾃体が⾼いんだからしょうがないよね。

なんだか美容院とレストランって似ている気がする。まずメニューを⾒て、最後にレジ︖でお⽀払い。難しいことなんてちっともナイ︕

今回のお出かけのもうひとつの収穫は、ずっと欲しくてたまらなかった画集が⼿に⼊ったこと。この井上先⽣の満⽉の画集を⾒てしまったら、これまで⾒たことのある煌びやか
な画集たちなんてクズ同然〜〜これこそまさに神だ。ˊ_>ˋ

それと、2014年最新の⽇本の漫画ランキングがはっぴょうされた。やっぱり私って⾒る⽬があるよね。前から⽬をつけていた何冊か全部ランクインしていたし。。。やっぱり
私の審美眼のほうが売上よりも正しい判断をくだしているみたいだね（︓最近ますますこのみがマニアック化してきてる︕

朱可萌さんの⽇記



またまた⼤⾬

2013.12.26

年賀状をだしにいこうとしたら、どしゃぶりの⾬。いいや、明⽇にしちゃおうっと〜〜

でも明⽇もこんな⼤⾬だったらどうしよう︕︕︕ずいぶんのびのびにしちゃったから、配達間に合うかなTAT（⼼配してもしょうがないけどね）

ま、これで⽚付いたし、お休みの今はゆっくりできる。宿題もしなくちゃいけないけど、これでやっと⽇本の漫画についてシリーズの⽇記連載ができる︕

乞うご期待。

朱可萌さんの⽇記



充実のホームステイから、帰ってきたよ

2014.01.03

ついにネットのない環境から帰ってきた。明けましておめでとう〜〜〜〜〜凸^-^凸

今⽇は⾃習室に⼈がいるの。原則的には私が今ネットするのは違反だから、すぐ帰らなきゃ。

今⽇は報告。明⽇は⼆つ⽇記書くからね︕⼀つはホームステイの感想。もうひとつは私の連載。

レベル低いけど、⼤⽬に⾒てね︕︕︕

朱可萌さんの⽇記



チャレンジします︕

2014.01.04

ホームステイから帰りました。いろいろいい勉強に成りました。

初めて合うのは３１⽇でした。鶴屋であって、「桂花」と⾔う有名なラーメンを⾷べました。

それからの２、３⽇はいろいろ⽇本のお正⽉おの⾏事体験できました。楽しかったです。⽝もとてもかわいかったです。＾ー＾

特に覚えているのは、太宰府天満宮での初詣でした。

⼆時間列を並んで、やっと駅から神社前につきました。ひと⼤変多かったです。

でも、並んでいるあいだはいずみさんとたくさんのことをはなして、昔知らない⽇本の⾵習とかわかりました。お守りもくにの家族のために買いました。

それからは九州国⽴博物館にいきました。とてもすばらしい建築だと思います、そして中の店もとても⾯⽩かったです。たくさん⾒たことないの飾り物とおもちゃ⾒ました。

ともだちに送りたいプレゼントもたまらなくてこの⾼い所で選びました。TＡTお⾦払うときは後悔しました︕

博物館をでて、私はいずみさんといっしょにあるきながら、商店街でお正⽉の雰囲気を感じました。

ほんとに充実ないちにちでした。

３⽇、つまりきのう、私は離れたくないとおもいながら、寮に帰りました︕

いいお正⽉でした︕

これは⽇本語で投稿されたものです

朱可萌さんの⽇記



ニュージーランドからの留学⽣が学校に

2014.01.21

今⽇、学校にもどったら、ニュージーランドから⼥のコの留学⽣が来ていたんだ。すっごい美⼈︕⾦⾊の髪が⿊い頭の集団にいると、すごく⽬⽴つね。

掃除の時に、彼⼥に話しかけてみたんだ。⽇本語の発⾳もきれいで、外国⼈と話している気が全くしない（⽇本語の発⾳の良し悪しがお前にわかるのかってツッコミいれられそ
う︕）。ニュージーランドのことをいろいろ話したんだ。

おしゃべりしているうちに、ニュージーランドのカモノハシとかいう、ちょっとフシギな⽣き物のことをふと思い出したの。なんとかがんばって⾔葉を駆使して、ニュージーラ
ンドには、アヒルみたいなクチバシの哺乳類はいないかって聞いたんだ。そうしたら、困ったように⾒つめあうだけで、相⼿が⾔っていることがお互いよくわからなかったんだ
よね。やっぱり普段そんなに使わない⾔葉って、あんまり気軽に聞くべきじゃないね。

でも彼⼥はずっとニコニコしていて、そのあとの私の⾔い訳もちゃんときいてくれたんだ。じゃなかったら、その場が⽩けてサムイ空気になっちゃったよ。

でもまだその場の空気はすごくビミョー。

クラスのみんなが私たちをみているし（ホントに、みんなまわりで私たちを囲んでいたの。まるで珍獣を眺めるみたいに）、最後に、彼⼥のホストファミリーになっているクラ
スメートが⾒るに⾒かねて助け⾈を出してくれた。

⺟語が⽇本語じゃない者同⼠が⽇本語でコミュニケーションをとるってすごくタイヘンなことだけど、笑顔がきっと架け橋になってくれるよね。*\(^o^)/*

ま、とにかく、今⽇は楽しかったよ。

朱可萌さんの⽇記



お⺟さんからの⼩包をうけとった

2014.01.22

ホントはこれ、昨⽇のことなんだけど。

午後、お⺟さんが中国から送ってくれた薬やインスタントラーメンを受け取った。ほっこりした暖かい気持ちになったよ。でもインスタントラーメン、多すぎ……

今⽇は中国の仲間に⼩包を送ったんだ。

郵送料が思ったより安かった。……以前、クラスメートには⼩包を送ったんだけど、ずっと機会が無くて、今⽇やっと学校が⼊試休みなので⼩包を送りに⾏くことが出来た。

それと家族にも新年のプレゼントを送ったよ。でも航空便が船便より安いなんてちょっとおどろいちゃった。たぶん、春節前には受け取ってもらえると思う。

お⺟さんが送ってくれた漢⽅を飲んだら、良くなってきた。これからもがんばって回復しなきゃね。そのためにもわざわざ本屋に⾏って太極拳のテキストを買ってきたんだ。こ
れからはしっかりと体を鍛えて、元気に過ごせるようにしなくちゃ。

今、⼼の中は希望でイッパイ︕

朱可萌さんの⽇記



昨⽇留学⽣の春節祝賀会に⾏ってきた。嬉しすぎ(☆_☆)

2014.01.27

前からずっと熊本⽇中交流協会からの招待状を受け取っていたんだ。26⽇、⼤々的に春節を祝う会を開く、とのことで。

昨⽇、⾏ってまいりました。

まずは餃⼦作り。すごくたくさんの中国⼈留学⽣たち。だいたいは熊⼤の留学⽣で、学部⽣に研究⽣、院⽣、……それに博⼠課程の⼈も︕秀才の集団だˊ_>ˋ

こっちは気後れしちゃったけど、みんないい⼈たちだったよ。楽しかった︕

でもトラブルもあって、⼿にやけどをしちゃった。今でも包帯を巻いている。昨⽇は痛くてたまらなかったけど、やけどの範囲はそんなに広くなくてよかった。

⽂字を⼊⼒するのが⼤変なので今⽇はここまで。よい新年を︕^_^

朱可萌さんの⽇記



古書店ー帰郷

2014.02.08

ここ数⽇ゆっくり休んだので、また少し調⼦に乗ってしまった。

そう、今⽇古書店に⾏ってきたの。

まず、古書店とbookoffのような古本屋との違いを説明するね。

bookoffはスーパーのようで、「買い物」をしているという感じが強い。これに対して、古書店はより家に近いというか、⼀冊⼀冊の本が家族の⼀員のように、愛されている感
じがする……

例えば、私が今⽇⾏った古書店は、⼊るとすぐに店主さんが⾒ている古い⼤河ドラマの⾳が聞こえてきて、全体がインクのにおいに包まれている。そしてたくさんの本や、地図
や、葉書きなどの印刷物が互いに寄りかかるように、うず⾼く積み上げられているの。

私も今⽇は思い切って、⾊々なものを⼿に⼊れた。具体的なことは⾔わないでおくよ。⾔ったら絶対恨みを買うもの。ˊ_>ˋ

その中の⼀冊に、「1930年中華書局出版」と印字されていた̶̶私の祖⽗⺟よりも年上だ。どうしてこれが⽇本の普通の街の普通の古書店にあるのだろう……ここで出会った
のも何かの縁と、⾮常に⼀⽅的な⽚思いでこの本を買うことにした。7⽉にこの本と⼀緒に家に帰るつもりだ。

なぜ「家に帰る」という⾔葉を使ったかというと、この本を⾒て私⾃⾝のことに思い⾄ったからだ。国を出てたった半年ぽっちの私に⽐べ、この本は84年もの間さすらい続け
ている。この本にはどれだけの物語があるのだろうか。東洋に留学した学⽣の荷物だったのか、それとも落⼈の故郷に対する最後の思い出の品なのか……もしかしたら、旅⼈が
受け取った最後の⼩包かもしれない。覚え違いがなければ1930年は確か特殊な年だったはずだ。

うん。その辺のことはあまり多く語らないことにしよう。とにかく、時間はかかってしまったけれど、この本は⻑い⻑い時を経てもうすぐ故郷に帰ることができるんだ。

この奥深い神妙な感覚を、どう形容していいか分からない。

朱可萌さんの⽇記



期末試験終わった わーいわーい︕

2014.02.28

ずっと⽇記書けてなかったけど、今⽇ようやく試験が終わったんだ︕︕これからまたいつも通りのながーい通常授業が始まる。しっかしなんで間におやすみが⼊ってるんだろ
う……

でもまぁ久しぶりにゆっくり出来るし。やったぁ︕︕︕

朱可萌さんの⽇記



⾵にのって〜私たちの卒業式︕

2014.03.03

私たちの⾼校、1年⽣は卒業式には出られないんだけれど、今⽇はね、あるコトでその雰囲気をしっかり体験することができたんだ︕︕

ｼﾞｬｼﾞｬ〜〜ﾝ寮の先輩たちにみんなで卒業プレゼントを贈ったんだ〜〜教室のドアの下にかくれて、ドアが開いたらパッと先輩たちに⼤きな包みを。メッセージを書いた⾊紙や
お菓⼦などなどをね。先輩たちもすごくよろこんでくれたよ。……

ウンウン、こんなカワイイ後輩がいて最⾼だよね。なんて感動的でハッピー︕︕︕でも⾃分はやってもらえないんだよね。1年もしないうちに帰国しなくちゃいけないから。ｱｰ
ｱ……ｻﾞﾝﾈﾝ。

今⽇はみんなの気持ちを受け取ってもらえて、嬉しかったよ︕

朱可萌さんの⽇記



霊巌洞

2014.03.09

この前の⼟曜⽇、1時間ほどかけて念願の霊巌洞についに⾏ってきた。

そこは宮本武蔵が晩年の5年間を過ごした場所でもあって、⽣涯、⽇本中を流浪した剣豪が最後にみつけられた⾃分の居場所なんだよ。

⾃分の居場所―この⾔葉にずっと思いをはせていた。あのがむしゃらに突き進んでいった時代に、なにがたった⼗何歳で剣を揮いはじめさせ、60回以上もの戦いですべて無敗
という頂点まで極めさせたのか。⾟酸をなめつくし、世間のあらゆる姿をみてきた根っからの流浪⼈。破格の待遇で熊本城に招かれながら、その恵まれた環境すべてをいともあ
っさりとすて⼭林のなかへとひきこもったのか︖

当時、武蔵が座禅を組んでいたという巨⽯にのぼってみると、歴史の⼀端に触れられたような気がした。

あるいはひっそりとした⼭林に⾏きかう⾜どりだけが残されていたのかも。

朱可萌さんの⽇記



この前の⽇記のこと、もう少し詳しく書くね︕

2014.03.11

もうすぐ2年⽣だ。同級⽣たちが⾃習室にこもる時間もだんだん増えてきている。勉強のジャマにならないように、これからはネットをする時間も分散させて短くするようにし
よう。

だから申し訳ないけれど、これからは⽇記もそんなに書けなくなっちゃうかも。ある程度書きためておいて、時間があるときにいっぺんにアップするからね。

今⽇はちょうど時間もあったので、最近のことでおもしろいなって思ったことなんかを書くね。

まずひとつめは霊巌洞に⾏ってきたこと。ずいぶん前から計画していたんだ。井上先⽣がかいた“バカボンド”のおかげでね。宮本武蔵にすごく興味を持って、しかも霊巌洞は、
井上先⽣がこの場所での物語を舞台にした展⽰会をやったこともあるんだよ。その時の画集まで⼿に⼊れちゃった。井上先⽣の⽔墨画でかかれた霊巌洞をひとつひとつ眺めてい
るうちに、もう夢中になっちゃって。

この話の中では頭もすっかり⽩くなった武蔵がごつごつとした岩肌むき出しでびっしり苔むす洞窟の中の巨⽯のうえで座禅し、教えを乞いに来た少年を前にきっぱりと否とつげ
る。……本当はこの話、読んだときはよくわからなかったんだけれど、実際に険しい⼭中に穿たれた洞窟を⽬にするとかえって⽣々しく感じられる。

それからこの前、やっとあの数⼗メートルもある濃緑の喬⽊をみることができたんだ。きりたった⼭肌の洞窟にはりつくようにしていたよ。まあ、今は観光地になって、てすり
のついた階段も整備されてかつてのような険しさはないけれどね。ぬかるんでいた地⾯もすっかり舗装されているし。……

でもあの巨⽯はまだあるんだよ。もちろん登ってみた。……その他のことは、前に書いた⽇記を読んでね^_^

それともうひとつ、強く印象に残ったことは、霊巌洞のあたりは真っ⿊な野良猫がたくさんいたってこと。今まで⾒た中では⼀番すばしこい猫だったよ。

前に猫カフェに⾏ったことがあるけれど、そこの猫たちはみんなおっとりしていて、たくさんの同類たちが相⼿をしていた。もしかしたらこんな暮らしが猫とって⼀番幸せなの
かもね︕

なんて、この⿊猫たちをみるまでそう思っていた。

猫たちをみたとき、ちょうど雲岩寺の住職さんにじゃれていた。4匹ほどいたかな。その内の2匹は⼀緒にじゃれていて、1匹が住職さんに遊んでもらってのこりのコはずいぶん
古い⽯卓のうえでウトウトとひなたぼっこをしていた。……私みたいな⾒知らぬ⼈がそばを通りがかっても、起き上がるそぶりも⾒せず、じっとみつめかえし、頭をちょっとか
しげてフト思いついたようにスッと⾛り去っていった。……

なんだかほっとするような、お互い気ままに共存している嬉しさを感じた。

ペットとしてでもなく、全くの野良でもない。

なんとなくいつまでも元気でねって⼼の中でつぶやいていた。

朱可萌さんの⽇記



⽇々の忙しさに追われる熊本で

2014.03.12

今⽇はネットが出来る時間がチョットあるんだ。だからいろいろ書くね。

ここ何週間かの熊本での⽇常⽣活以外について。……

期末試験あたりぐらいからかな、本屋めぐりをしているときに熊本の情報誌（ゴメン、なんて⾔ったらいいのかわからなくて。オススメのお店とかが載っているガイドブックみ
たいなやつ）を何冊か買ったんだ。

帰ってからパラパラと内容に⽬を通していくうちに、あらためて気づいたの。熊本って実はこんなに素敵なところだったんだって。

この時に決めたんだ。ゼッタイに熊本の素晴らしい所を発掘するぞ、そしてこの1年間の留学⽣活を無駄にはすごさないんだって︕

朱可萌さんの⽇記



持久⾛

2014.03.14

今⽇は持久⾛だったんだー。

⼥⼦は9000メートル、男⼦は15000メートル。ほんと限界への挑戦としか思えない距離だったよ。

少なくともわたしにとっては限界ギリギリだった。

でもね、わたしの⼆週間にも及ぶ“毎朝徒歩で通学する”計画の鍛錬により、9000メートル⾛り切ったあともそんなにつらくなかったの。

特別疲れたとかそんな感覚もなかったんだよ︕こんなに楽に⾛れるなんて⾃分でも信じられなかったよ。

ふふ、やっぱり何事も頑張って最後までやりきれば、どんな困難でも乗り切れるものなんだね︕

朱可萌さんの⽇記



これから中国に⾏く予定の先輩に中国語を教えてあげたよ

2014.03.15

へへ、ここ最近ね、すごく充実した毎⽇を送ってるんだよ︕︕︕今⽇は前に約束していた先輩に中国語を教えにいったんだ。

すごく明るい⼈でね、その先輩と⼀緒にいるとこっちまで明るい気持ちになってくるの。

中国語を教えるとはいっても、実際はただおしゃべりしてるだけなんだけどね。あともう⼀⼈男の先輩でね、お弁当を買うときに偶然出くわしたんだけど、なんでも以前ドイツ
に交換留学で１年間⾏ったことがあるみたいで、その⼈もめちゃくちゃ外交的な⼈でさ。わたしが中国語を教えてるって⾔ったらその先輩も⼀緒に来ちゃったの︕︕︕( ´ ▽ `
)ﾉ

中国や中国語に関してたっくさんお話したんだ。⼀番基本的なあいさつとか⽂法とか教えてあげたんだけど、先輩たちすごい飲み込みの速さでさ。すぐに⾃分のものにしててす
ごかった〜〜

なにはともあれ今⽇もすごく楽しかった︕

明⽇からホームステイだぁ。楽しみだな〜〜

朱可萌さんの⽇記



この前に⽇記を書いたのはいつだったっけ︖ホームステイ最⾼︕

2014.03.31

へへへ、この間ホームステイをしてきたんだ。毎⽇がすごく充実して、でもそのおかげで⽇記を書く時間が無くなっちゃったんだけどね。

もうホントに寮には帰りたくなかったよ。やっぱりホームステイって楽しかったなｱ。

⼀緒に焼き餃⼦作りもしたんだ。できあがりがちょっとヘンな形になっちゃったけど、味はパリッと焼きあがって最⾼︕

⼀緒にナンチャッテ「味千ラーメン」も作ったし。まあ、具を細かく切りすぎちゃったけど、みんなはたくさん⾷べてくれたよ︕

みんなでお掃除をして、テレビを観て……ほんとうにチョッとしたことばかりだけれど、どれも⼤切な思い出。

あと⼼霊騒動もあったんだよ︕︕︕=_=料理の記念にみんなで写真を撮ったらなんだか⿊っぽい影が写り込んだんだ。それとゆがんだ笑ったような顔まで。……

もう⼀⼈の⼥の⼦なんて恐がっちゃって私たちの部屋にきて⼀緒に寝たの（私はべつのコと同室だった）。結局何も起こらなかったんだけれど、実はちょっと何か起きないかな
ってワクワクしちゃってたりも。……ˊ_>ˋ

それからここのところしょっちゅう⼥⼦みんなで買い物に⾏っている。もうすぐ増税だからね。要る物は早めに買っておかなくちゃ︕︕ハハ。

今⽇は増税前の最後の⼀⽇。これからもう⼀⼈のコと⼀緒に⾃転⾞でショッピングモールに⾏くんだ。最後に買いまくらなくちゃ︕︕︕Y(^_^)Y

朱可萌さんの⽇記
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