
時間が速いね

2014.09.03

ほんとに時間が速いね。３⽇後、みんな⾃分の新しい⽣活が始まります。⼀緒に頑張りましょう

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記
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フクザツな気持ち

2014.09.07

今⽇はホームステイ先のこの家に来て⼆⽇⽬。なかなか良いカンジだよ（この家のお⽗さんとの顔合わせはまだだケド）。お⽗さんとお⺟さんの年齢に関してはちょっと意外だ
った。70才近いんだよ。でもこの家のお兄さんは最⾼だよ。わりと若くてすごく話もあうんだ。午後はお兄さんと街に出てitouchと学⽤品を買ってきた。明⽇は初登校だ。全
校⽣徒の前で⾃⼰紹介をしなくちゃいけない。クラスはどんな雰囲気なのかな︖隣はどんなヤツなんだろう︖ちゃんと授業が分かるかな︖こんな不安やわからない事だら
け。。。明⽇から⾏く学校で良いことがありますように︕（p.s.担任の先⽣はイケメンだよ︕）

陳思宇さんの⽇記



幸せの状況

2014.09.12

⽇本に来るのは、もう⼀週間ぐらいです。どんどん新しい⽣活をなれますようにずっと努⼒している。学校のみんなも、家庭のみんなも、とても優しいです、みんなと話すのは
楽しいです。実は、今朝、おなかが痛かった。おかさんと⼀緒にお医者に⾏きました。今はもう⼤丈夫だ。この⼀週間は、中華そばとか,BBQとか,いろいろな美味しいものを⾷
べました、太くなるかもしれない。今⽇はここで終わります、中国のみんな、私と同じである⽇本のみんな、今どうですか︖

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



shyの⽇本⼈

2014.09.12

そういえば、今⽇は先⽣と話すの時、先⽣は⽇本⼈がとてもshyといいました。うちの学校は、⼀つの前へという本がある、それは、学⽣の毎⽇の⽣活を記録する本です。先⽣
は、ある学⽣たちがその本の中で、陳さんと話したいって書きましたけど、実はみんなも私のことを知りたいといいます。それをわかる私はびっくりした、そして、来週、ぜひ
積極的に毎⼈と話す︕みんな⼀緒に頑張りましょう︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



厄介

2014.09.24

ずっと問題がある。。。⽇記が上交できない︕

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



ついにこのネットが使えます︕

2014.09.24

せんしゅうの⽔曜⽇から、ずっと問題があって、⽇記が書かなかった、すみませんね︕この⼀週間は⾊々なことを発⽣した。⼟曜⽇の午前中テストがあった、数学と英語は⼀つ
だけ間違えたけど、国語はさんざんだ‼古典がさっぱりわからない、現代⽂もすごく難しい。。。どうしようかな。⽇曜⽇、⾃分で散歩した、でも電⾞が間違えて、次の駅に⾏
きました。しかし、禍によって福を得た。秋⽥の海が美しの極めだ

最近は野球に興味深いです︕やっぱり⼩さいballの運動が好きね。秋分の⽇で家族と⼀緒にビール節に参加しました、途中で往復５時間かかったけど、いっぱい⾷べて、⾯⽩か
った、ちょうど葡萄祭りがみった。みんなが葡萄を踏みつけるのゲームが⾯⽩そう︕最後で、私の担当先⽣と家族のみんなが深く謝意を表したいです。いろいろお世話になっ
て、本当にありがとうございました︕今週からまた毎⽇ぐらい⽇記を書きます︕（⽇本語で書いたから,⽂法や単語がもし間違いなら、許してください〜

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



驚いた

2014.09.24

まさか私だけ⽇本語で⽇記を書きますか︖︕

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



トラブル︕

2014.09.24

プロフ写真、どうして勝⼿に横向きになっちゃうんだろう。。。

陳思宇さんの⽇記



やっぱりね

2014.09.24

とりあえず、⼀通り同級⽣たちとは話したけどさ、やっぱりちょっとおとなしめの⼈たちには避けられてしまう。。。外国クラスの同級⽣たちは積極的に声をかけてくれるから
うれしいよ︕ま、なかにはたくさん話しかけてくれるって⾔っても結局は“よそよそしさ”がぬぐえないって⼈も。。。解決⽅法をみつけたんだ。⼀緒にスポーツをするときって
会話の⼀番のチャンスだよね。みんな、がんばろう︕

陳思宇さんの⽇記



だんだん寒くなってきたね

2014.11.04

⾃分もずいぶん⻑い間⽇記を書いていなかった。⼀番の理由はコイツがしょっちゅう調⼦悪くなるから。いつになったら使いこなせるようになるのかな。。。ま、⼤まかな近況
報告としては、同級⽣たちともだんだんうちとけてきたよ。部活動の⽅も軌道に乗ってきたしね。今度はテストだ。。。みんな、⼀緒にがんばろう︕

陳思宇さんの⽇記



テストが終わり〜

2014.11.09

とうとうテストの季節が終わった、次なら１２⽉の期末テストだ︕結果はいいですけど、⼀⽅的に不安もあります。この⼀年間で⽇本の学校に学ぶ理系の知識は全部やったか
ら、帰国すると、すぐに⾼校三年⽣になるのはやっぱりいっぱいのことがすべきだ。ここに⾃分が国内の知識を勉強するのはちょっと難しい、教科書が持たないから。。。そし
て、⾃分で数２が勉強した、数３の教科書もないから、どうしようかな〜まあ、勉強の話はこちで終わり︕学校でみんなと⼀緒にご飯を⾷べた。彼達の話が分からなくても、努
⼒して分かるように頑張ります︕１１⽉１３⽇から東京研修です︕東京⼤学に選ばれて、特別な⾏程があります︕⼀つのクラスで成績によって５⼈を選ばれて,合わせて２５
⼈︕どんなものがあるかな〜期待しています︕でも残念ですけど、⾏程があまり余裕の時間がないから、東京そして周りの友たちと会えるかどうかわからない。⼸道部といえ
ば、先週の⽊曜⽇で⼸道専⽤の⼿袋（かけ︖かげ︖というもの）と⽮が届けた︕⾃分で決めた⽮の⾊や⽻,キレイですよ︕本当にできれば、きっと超かっこいいだろう︕（笑）
今までずっと基本的な動作を練習していたが、すぐ次の段階に進みたいです︕もう２か⽉が過ぎた、ここでの状況がどんどん良くなる。みんなはどうだろう︖最後に、天気が寒
くなるから、みんな⾵を引かないように注意してください︕

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



いろいろなこと

2014.11.20

今、この酒⽥東⾼校に通っているのはもう2ヶ⽉以上でした。今度の東京キャリア研修の後は、⾃分にこのような問題が出てきました。 「私は何をしましたか」と「私は何か欲
しいですか」。まずは私は何をしましたか︖この問題がずっと考えてるんですけど、答えはおそらく理想的ではない。この⼼連⼼プロジェクトの先輩たちもいろいろ話したが、
印象が最も深刻のは「3ヶ⽉の時でそろそろ⽇本語の問題が少なくなって、友達もちゃんとできるべきです」。でも今、私の⽇本語はあまり進歩がなくて、クラスの中さえまだ
話さない⼈がいる。そして、学校の理系の知識はもうやったから、毎⽇⾃分の勉強の時間がどんどん減っています。この状態で東京⼤学はもちろん、⽇本の⼤学もはいらないで
しょう。もう1つは私は何か欲しいですか︖台湾の作家⿓応台はこんな話がある「勉強は良い成績を取るためにではなく、将来、⾃分が選択権があるためです」その選択権は、
⾃分が欲しいものとか，仕事とか，⾃分で決められることです。⽣活のためにこのことを⾔わざる得ないことではありません。今度東京に⾏った後は、⾃分が今の状態で東⼤⽣
とすごく⼤きい格差があります。これから⽇本にいるあまりの時間だけではなく、将来でもずっとこの格差をなくすように、⾃分がなりたいの⼈に努⼒します︕ーー11．17
これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



憧れること

2014.12.01

さっきは⾒たばかりなんですけど、郑桐さんのビデオにとても感動させました。友達を助けて、⼀⽣懸命努⼒して、本当にいい成績を取りましたね。前の陈林峤くんのビデオも
すばらしいな︕最近も私たちのＱＱ群で聞いたんだ、ほかの友達がビデオを撮りましたって、僕もほしいんだ〜もしできれば、私のところに来てください︕

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



珍しい暇

2014.12.09

今⽇は担当先⽣から⼼連⼼のカレンダーのプリントを受けた、⾃分の写真がこのカレンダーの中にあるって本当にありがとう︕そして、これも私に「ほら︕ちゃんと⽇記を書か
れ︕」というようなリマインドかな〜。

実は先週の⾦曜⽇から、ホームステイの⽗と⺟が東京に⾏った、その４っ⽇間で私は⽗の友たちの家に渡した。その友たちもすごく優しい⼈だから、とても楽しかったです︕

最近、北のほうは本当に寒いね︕北の地⽅のみんなかぜをひかないように注意してね︕ここ⼭形県は⼤体２，３度、北海道はもう零下だろうな。。。雪もいっぱい積るかもしれ
ないから⾃転⾞はダメだ（Ｔ－Ｔ）。歩くしか⽅法がない。

期末テストの結果が出た。まあ、普通の感じだった。数学１とAは１年⽣で１位だった。友たちがその結果を⾒た後はこんな話があった。

A君「数学上位者、陳思宇。。。」

B君「何のよ︕またこいつか。。。」

A君「もう。。。誰か陳くんに越えろうよ︕」

私「残念だけど、それは無理だよ︕（⼤笑）」（冗談）

そして、次の古典のテスト返し、私３７で、合格だった（３５以下は⾚点）

私「ねね︕聞いて︕俺の古典、⾚点じゃないよ︕」

A君「まじか︕すごいね陳くん︕」

私「まあ、漢⽂があるからさ〜」

B君「やばくない︖そのままじゃ、陳くんがもっとすごくなるよね︕」

A君「陳くん頑張って２組のCさん（中間テストで全教科の平均点は９０．２、私は６２だった）に越えろう︕」

私「それはけっこ難しいな。。。でも俺、努⼒する︕」

B君「（笑）陳くん天才だからさ、絶対できるよ︕」

そのあとの物理の授業で、先⽣がシーソーについて話した。

先⽣「みんな、シーソーってわかるでしょう。でも、さき、職員室でちょっと調査したけど、合計４つの読み⽅がある︕そのシーソーは⽇本語で（外来語じゃない）なんという
の︖」

A「ぎったんばったんとぎっこんばったんが知ってる」

B「ぎったんばっこんと思うけど。。。」

C「あれ︖ぎっこんばっこんじゃないの︖」

先⽣「その４つは全部正解です、だが、ちょっと知りたいけど、どちらのほうが⼀番多いでしょうか、じゃ、調べようか︕１番、ぎったんばったんと思う⼈︕⼿を挙げ
て︕。。。」

最後で、結果が出た、「ぎったんばっこん」は⼀番多いです、ただし、１０⼈がシーソー以外の読み⽅が知らなかった︕⽇本語は難しいですね︕︕︕

天気が寒くなって、体育も体育館でやります、みんなも縄跳びが上⼿です、私だけ普通の跳び⽅しかできません。。。でも,先⽣から「バドミントンが上⼿だな︕」って⾔われ
たんだ︕うれしい︕

そして英会話部の話し、クリスマスがもうすぐに来ますから、今、だんだん準備知っている、今⽇はポスターを作った。私と２⼈の友たちがスペインのクリスマスについてのポ
スターを作った。調べた前に,ヨーロッパでどこも同じの形でクリスマスを祝うと思ったけど、ぜんぜん違うよ︕いろいろな異なるところがあって、私たちがとても驚いた。

⼸道部の練習もどんどん良くなる。たぶん三学期の終わり前に、私、⽮を射すことができるになるそうです︕私も早くしたいから、⼀⽣懸命努⼒していますよ︕

じゃ、今⽇はここまでです。後はもしできれば、⼀週間４回以上⽇記を書きます︕

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記





早いな〜

2014.12.10

さき、友たちから聞いて、明⽇って来⽇１００⽇だ‼約三分の⼀がもう過ごした。無意識にすでにこんなに⻑い時間が過ごしたって、本物にっ不思議な感じだよ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



いろいろあるな〜

2014.12.12

期末テストが全部終わったから、これは三学期に⼊ったよ︕三学期の授業内容はちょっと変更があるさ〜

まずは、体育で⾃分が選択した授業をやる、私,バドミントンを選んだ。バドミントンが⼤好きだけでなくて、ほかの三つはバスケットボールとサッカーと卓球、全部できない
のゆえにさ。。。でも本当にうれしかったよ。前回、先⽣に褒められたから、今⽇は３⼈が私に⼀緒に練習するを誘われた︕もっとも驚いたのは、その中で、私がすごく彼と友
たちになりたい⼈がいる︕以前、あの⼈があんまり私と話がなかったから、あの⼈の性格はちょっと冷たいの感じかなと思って、実は彼もちょっと緊張した、そして私もそんな
に明るいの⼈じゃないと相まって、結局あまり話なかった。これからやっぱり、私がもっと積極的にみんなと話したほうがいいね︕

ただし,⽟にきずなのは縄跳びのことなんです。ふつうの⼀回旋じゃなくて、２回旋とか,交差とか、後２回旋、３回旋とかのとても難しい動作をやる。やばいのは、みんな中学
校でもう⼀杯練習したからけっこう余裕なんだ、俺が全然違って、できなかった。２時間の授業の結果は３回連続２回旋ができるになった（友たちが全部２０回以上できるとは
いってもさ。。。）

以前、⼀番苦⼿な古典は、今漢⽂をやっている。意味が分かるからどうしても⽇本語の古⽂より強いじゃん︕今回の新しいの⽬標は古典が１年⽣の上位者になる︕（普通に２０
⼈ぐらい）

そして、英語も「スーパーみるみる」という授業が始まった。１年⽣で８⼈だけ、アイルランドの先⽣の英語のみの⾼級なコースです。ほかの７⼈の名前はめっちゃ上位者の名
前リストに出るから、みんなの実⼒も強いです︕これからも、本気を出さないと、負けたかもしれない感じがある︕

⼀⽅、世界史と地理の授業内容が進んでいて、もう中国のことが全部終わったから、次のテストの範囲は中国の知識を含まない（Ｔ－Ｔ）、カタカナずくめの世界史と地理が本
当に怖い︕

ところで、ずっと期待している進研テストの結果がとうとう出た︕数学が満点だった超うれしい︕⼭形県内で数学と英語は１位︕合計も全国３８０位だった︕国語はやっぱりち
ょっと無理かな。。。

今⽇はここまでだよ、最近ずっと⾬の天気、⼀⽇たりとも、晴れがほしいよ︕︕みんなも体調を気を付けてね︕

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



12.14

2014.12.14

⽇記を書くのたびに、はじめの問題はテーマ。。。すごくめんどくさいと思うから、いっそ何⽇でテーマすると決めた。

昨⽇、いっぱい雪降った、今の道路にすご雪が積もった（氷というほうがいいか）外で、雪だるまでも作りたいだけど、このような⾵が強い天気で、出かけるのはおっくうだ。
結局諦めた。もし今度、時間があったら、ぜひ⼀つをやる（⁻－⁻０〜）

昼ご飯を⾷べる前に、急に「着替えして、ちょっとどさんは思宇を村の⼈に紹介したい」って⾔われた。すぐ着替えして、「何を話していい︖」って問って、「簡単に紹介して
いい」。

３分ぐらい歩いて、⼀つの⾒るといかにも古そうな建物に⼊った。

「ちょっとだけ待ってください」

「んだ︕わかりました」

待っていた間に、⾃⼰紹介の内容を考えるべきだ。とはいうものの、やっぱりあの中に何がしているか興味があるんだ。

ドアのガラスを透けて、中の様⼦が⾒える。約３０⼈がいた、全部お年寄りだった。なんとなくおごそかな雰囲気そうだ。

「やっぱり敬語を使わなければならないね」

「それは当たり前だよ︕」

実は予想どおりの答えなんだ、けれども、少しの緊張感がある、僕が⼀番苦⼿な部分は敬語なのよ。。。。

「はい。いいよ」

その部屋に⼊った。みんなの⽬線が僕に集中した、さらに緊張していた。

「こちに来て」とどさんがいった。

しかし、予想以外のは、私より、どさんがさきに私の状況について⼀度話した。それは本当に助けた。どさんがわざわざ私の前に⾔って、私のあやふやな話し⽅のところを「確
認」のような作⽤で、結局順調に終わった。そして、私が⾏きたい学校についての話です。

どさん︓「前に、思宇にどの⼤学に⾏きたいって聞いた、彼の答えは東京⼤学。そして、私が驚いて、ちょっと確認した。東京の⼤学ですが︖東京⼤学ですが︖その区別が⼤き
いだよ︕（笑）そして、思宇の答えが変わらない、東京⼤学ですって、本当にいい考えだな。じゃ、もし本当にそれだったら、思宇の⼤学⼊学式がどさんも⾏く︕東京⼤学に⾏
ったことがないからさ。（笑）」

いそいそ帰って、かさんがスパゲッティを作った。さすが栄養⼠としてのかさん、すごくうまいだ。

そういえば、今⽇、着替えの時、以前のズボンが体に合わなかった。⼤きくなるんだ。それは、私が痩せた証拠だよ︕すごく嬉しい︕

じゃ、また来週だね︕

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



⼤変な天気

2014.12.18

今週の学校の⾏き道と帰り道がすごく⼤変だった。⽉曜⽇は電⾞が１時間ぐらい⾒合わせて、結局お⽗さんは⾞で酒⽥駅まで送った。⽔曜⽇、お⽗さんは東京に⾏った、そし
て、⾵が強すぎて、電⾞が２時間半ぐらい⾒合わせて、そして、やっぱり動きにくいだから、途中で⽌まった。酒⽥からバースが来て、４０分ぐらい歩いて学校に着いた。学校
に⾏くのは⼤体４時間かかった。。。学校は５時間だけなのにさ。今⽇も先⽣が「電⾞を使う⼈は⾃分で⾃宅勉強のほうがいい」って⾔ったんだ。道路が凍ててつるつるだ。こ
れからもっと悪い天気状況があるってお⺟さんが⾔った。まじかよ。。。学校に⾏くことさえできないのか。。。

先⽣が⾔ったあの「どんがら汁」はまだ⾷べたことがなかったけど、いつもいも煮とか、おでん（⼤根を使って作った汁）とかたべた、でも汁と⾔って、お⺟さんが作ったコー
ンチャウダーがめっちゃ好きだった（笑）。

今もちょっと困っているなんだけど、中間研修のとき、庄内の特産品とかをプレゼントとして先⽣たちと友たちにあげるとつもりなんだ。けれども何が持ちやすいものが分から
ん。。お⽗さんが薦めたラフランスという梨がいいだけど、持ちにくいかな。。。

劉くんのビデオが⾒た。みんなも中国語の先⽣がやったか。。。書道も撮影もすごいね︕私なら普通のレベルさ。

クリスマスが近いだけど、その⽇は部活があって、６時半までだ。その意味は「さっそく家に帰ろう︕」

まあ、いいや。どうせクリスマスは⻄⽅の祝いの⽇だから、（⾃⼰慰め）。新年のとき、また友たちとかどこに遊ぼう。

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



12.19

2014.12.19

せっかくのいい天気だ︕そういっても、太陽が⾒えない。。。ただ、⾵があんまり強くないから、道路の氷も⼤体融けたから、⾃転⾞ができる状態です。だけど、私は⾃転⾞の
鍵が忘れて。。。

今⽇は今年の最後の英会話部の活動だから、クリスマスパーティーした︕ゲームをしたり,おやつをたべったり、ソフトを飲んだりして、とても⾯⽩かったんだ︕

⼀つのゲームはストローで紙を吸って、次の⼈に伝えて、最後は全部の紙を使って、正しい単語を組み合わせて⼀つの⾔葉になる。残念ながら、最後、単語を組み合わせるとき
はちょっと時間がかかるから、負けた。

もう⼀つはマフラーで⽬を遮て、チームのほかの⼈の指導によって、ものを取ります。⽬が全然⾒えなくて、歩く度胸もない。。。でも、友たちの合⼒で私があのものを取っ
た︕

そして、みんなは「12 days of christmas」という歌を歌って、写真を撮って、新年とクリスマスの祝福がお互いに⾔った。

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



「もしも」はないから

2014.12.21

“全都怪我，不该沉默是沉默，该勇敢时软弱。倘若哪天，把该说的话好好说，该体谅的不执著。不受情绪挑拨，你会怎么做︖”

12.21

上のは林俊傑の新曲『可惜没如果』。聞いてみてなるほどなと。⼈⽣には確かに「もしも」はない。

数期前の先輩の⽇記を読んだ。先輩たちも⽇本に来たばかりの頃は僕たちと同じように興奮したり、故郷を思ったり、悩んだりしていたんだなあ。中間研修で友と会った時の喜
びや、毎⽇の努⼒や、別れの時の悲しみや。先輩たちの⼼からのメッセージと僕たちへの期待を読んで本当に感動したよ。先輩たちがそれぞれの道で成功している姿は、僕たち
の⽬標にもなっている。「もしも」はないのだから、何も思い残すことがないように、「今」を⼤切にしなければ︕

陳思宇さんの⽇記



12.23

2014.12.23

天皇のおかげで、今⽇は寝坊した（笑）。しかし、天皇の誕⽣⽇は休みなんて、本当に驚いた。

今⽇も予想どおりに、雪いっぱい降った。学校に⾏かないのは楽だけど、明⽇は⼤丈夫なの︖ちょっと⼼配。

みんなはもう冬休み⼊った︖私の学校なら、２６⽇から１⽉７⽇までだから、まだ三⽇学校がある。

昨⽇はもう学校の終業式が終わった。でもこれからの三⽇は冬修業。。。古典と数学のテストもある、古典の漢⽂読みテストが準備しないと⼤変だ。

クリスマス︖学校で部活動して、別のパーティーとかは全然ない。⼥⼦たちがパーティーするらしいだけど、男⼦はないと思う。部活動も遅いまでだからさ。。。

ところで、今⽇はお⺟さんから、クリスマスのプレゼントを受けた︕冬⽤のマフラーだ︕本当にうれしい。

昼ご飯は⾃分で作った。⽜⾁と卵ときのことキムチを使って作ったチャオ飯。原料が変だけど、めっちゃ美味しかった。これから⾃分で料理を作りたい。まあ、中間研修にの準
備と⾔ってもいいし、⾃分が学びたいと⾔ってもいいし。作れるなら、中国の家族と友達も作ってあげてほしいね〜

どんどん来た中間研修の⽇も時間の速さを⽰す印ですね。ぜひ時間を惜しんで、充実の毎⽇を渡しましょう︕

じゃ、今⽇はここまで〜

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



Merry Christmas Eve

2014.12.24

みんなは年賀はがきを書いた︖実は私が書きたくないだけど、みんなも書くらしいだから私もちょっと書いた。でも本当に楽なよ︕明⽇まで出さないと元旦のときがとどけられ
ないだ。今⽇は⼀⽣懸命努⼒して少し書いた。

今⽇は１２．２４、クリスマスイブだ。晩ご飯は七⾯⿃を⾷べた〜（確か七⾯⿃は感謝祭のだべものじゃん︖）まあ、おいしかったから、どの祝いの⽇の⾷べ物にもかかわらず
さ

しかし、最近はいろいろあるから、⼸道部の練習があんまり参加しなかった。３学期に⼊ると絶対⽋席しないと⽬標を設定した︕

今⽇は校内の難関⼤学セミナーを参加した、数学の先⽣がめっちゃ難しい問題を出した、そして「これはけっこう難しい話だから,完璧に解くのは無理と思います。だから、参
考書を⾒てもかまいません、友たちと相談してもいい、陳くんに聞いてもいい」

そして、みんなも笑った。私も。私と数学の先⽣は仲良いから、いつも冗談する。

でもそうと⾔っては私も気まずい。。。まあ、⾃分も努⼒しなきゃ︕

じゃ、また

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



12.28

2014.12.28

１５００字ぐらいの⽇記を書いた、でもコピーと貼り付けが使われない、どうしようか。。。

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



あけましておめでとうございます︕

2015.01.01

いよいよ２０１５になった︕初めて外国に新年を歓迎する。昨⽇の午前はお兄さんと⼆⼈の妹と⼀緒に買い物した。コナンの新しい漫画を買った︕やった︕⼀番期待しているの
⾚井秀⼀の帰り︕１８番の映画のビデオも放送中︕今年の４⽉も１９番が上映する、友たちと⼀緒に⾒たいさ〜

夜は家族とそばを作った︕初めて⾃分で作ったから、動作が未熟だ。でも、⾷べられるやつだ（笑）。そして、かぶすを使ってジュースをつくった。

７時１５分から紅⽩歌合戦を⾒た。今年の司会の吉⾼さんがすごくかわいいね〜

好きな歌⼿なら⻄野カナとEXILE あつしとMayJと福⼭雅治︕いろんな写真が撮った。

終わった後はもう⼀回そばを⾷べた。中国で餃⼦を⾷うという習慣と同じだね。

福袋が買いたいだけど、友たちみんなも冬休み課題を懸命にするらしい。結局３⽇のときは家庭のみんなと⾏くしかないな。。。友たちと遊びたいな〜

まあいいや。中間研修がそろそろだから、みんなの会いことを期待している︕

じゃ、最後に、あけましておめでとうございます︕昨年がいろいろお世話になりました、本当にありがとうございました︕今年もみんなと楽しい２０１５に過ごしたいです︕よ
ろしくお願いします︕

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



1.4

2015.01.04

充実な三⽇を過ごした〜今⽇は暇があるから、⽇記を書いてきた︕

⼆⽇のとき、お⽗さんが証⼈（正しい⾔い⽅かどうかわからん〜）として、結婚した夫婦たちとパーティーした。微妙な話だな〜⽇本で結婚するときは証⼈が必要だ。中国はな
いさ。まあ、みんな幸せだ。⼦供もつれてきたから、パズドラというゲームに関していろいろ話した。夫婦たちもすごく熱情的に私と話した。

「⽇本酒をちょっと飲んでほしい︖」とそそのかされたけど、僕はあんまりそんなに興味が持っていないから、「まだ１８歳になっていないよ」って断った。（実は飲めないで
はなくて、飲みたくないの話だ）

その前に、すしを取りに⾏くときは、jascoというデパートに⾏った。もちろん福袋のことだ。でも、酒⽥のデパートはデカくないから、ほしいものは⾒つからなかった。

家に帰って、お⽗さんと話した。

「ないの︖じゃ、明⽇,三川のjascoに⾏けば︖」ってお⽗さんがいった。

「いいだか︖お⽗さんじかんがある︖」

「あるよ、お⽗さんもパジャマが買いたいから。」

「まじで︖やった︕」

その通り、三⽇はお⽗さんと⼀緒に三川に⾏った。本当にデカいなデパートだ。しかし、⼈がいっぱい混んでる。。。飯⾷べたいけど、座るところもなかった。最後は４⼈のテ
ーブルに⼆⼈の知らない⼈といっしょにご飯⾷べだ。ほとほと驚いたのは、その⼆⼈は中国⼈︕さらに、その中の⼀⼈は私と同じの瀋陽の⼈だ︕

１時間の⾃由時間で、まずは⼭形県のお⼟産を買った、中間研修のときはみんないっしょに味わおう〜（みんなも各地の有名なお⼟産を買ってくれよ︕）

けっこうためらった、最後はconverseという洋服の店の福袋が買った。１００００円で内容が分からない福袋を買ったのは、ある程度も冒険だ。

家に帰った後、すぐお⺟さんのおうちに⾏ったから、福袋を開ける時間もなかった。

お⺟さんのおうちのへんは「⻤を拝謁する」という活動がある。⼈は草で作った服を着て、⻤の仮⾯をかけて、⼦供を脅かすことだ。私はもう⾼校⽣だから全然感じがない。け
れども、⼩学校の⼦どもは本当に怖くて、涙も出た⼦がいる。「⻤」が去た後は、床で草だらけだった。「この草は今年の幸せの象徴だよ︕」って⼦供たちが⾔った。

家に帰った後はすぐ福袋を開けた、幸いなのは、全部好きな洋服だ︕しかし、こうになると服がちょっと多いかな。。。まあ、これは「⽇本特有な福袋」だから、体験する必要
はあるだろう︕（笑）

つまり、このお正⽉は楽しんで過ごした。みんなはどうだった︖⼀つの残念というものはやっぱり友たちがみんなも課題をして、外に遊ぶとかの時間がないんだ。

いつの間に友たちと⼀緒に遊ぶのか〜本当に期待してね。

（そろそろ僕も課題をしなければならないよ）

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



1.10

2015.01.10

７⽇は三学期のはじめの⽇、そういっても、始業式は８⽇で挙⾏した。７⽇はただ課題点検した。できるだけ課題をしたけど、まだ終わらないものもある、国語と世界史の課題
がほとほと難しい。

８⽇はまず新学期の⼤掃除をした、そして、始業式が始まった．最初は校歌を歌った。私は第⼀段落の歌詞しかわからない。。。⼀度覚えたけど、冬休みの後は全然覚えってな
い。そのあとは、校⻑先⽣のスピーチだ。主に三年⽣にの話。「あまりの数⽇は３つのことは⼤切だ。１つ⽬は⾃分の体調を注意する、⾵とかをひかないように。２つ⽬はこの
３年間で勉強した内容をしっかり復習する。最後のは（予想通りの）⾃分を信じること。」そのあとも、クラスで三年⽣を応援するためのポスターを作った。真ん中のほうは
「⼰」という漢字が書いた。これはクラスの討論で決まった。「越」という漢字もたくさんの⼈の選びだけど、最後は⼀⼈の差で負けた。その「⼰」の周りは、みんなも⼀⾔を
書く。私が「believe yourselves」を書いた。（クラスで⼆⼈だけ英語を書いた）。それが終わった後は、怖いの課題テストが来た。⽣物と古典と世界史が⾚点かも。。。ま
あ、もう終わったから（笑）。

明⽇はお姉さんが私にケーキの作り⽅を教えてくれる。フルーツケーキが作りたい、いちごとか、パイナップルとか。

１２⽇は成⼈の⽇だから、この週末はまた三連休︕

中間研修のカウントダウンもどんどん短くなる〜⾃分で⾶⾏機を乗り換えるのははじめのだ。⼤丈夫かな＝＝

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



1.12

2015.01.12

前回の⽇記に書いたとおりに、フルーツケーキを作った。想像より簡単だった。

原料は図の中に

そして、ミキサーでそれをかき混ぜる（すごく⼤変な仕事だから、⼿を使うのは無理。。。）

そのままで電⼦レンジの中に⼊って、５０分ぐらいトーストする。

陳思宇さんの⽇記



ケーキを冷ました後は半分を切って、ブルーベリージャムをケーキの表⾯にまんべんなく塗る。

最後は⽣クリームを塗って、そのうえでいちごを置いて、全部終わった。初めての作ったものとして、⼗分満⾜だった︕

お姉さんも⼿伝ったけど、主に⾃分で作った。家族みんなに褒められて、ほとほとうれしい︕もしできれば、帰国した後は、ぜひみんなに作ってあげる〜

これは⽇本語で投稿されたものです



1.16

2015.01.16

課題テストの結果がすべて出た。思うどおりに、世界史が⾚点だった。カタカナは本当にできない。。。ほかの教科もまあまあだ。

担当の先⽣がインフルエンザを引いちゃった、今もう学校に来るだけど、またマスクを使っている。早く治ると祈るね︕

明⽇は１．１７、三年⽣のセンター試験の⽇だ。実は三年⽣の中に、⼀⼈も知らない。しかし、酒⽥東校の先輩だから、私も、彼達がいい成績を取るのがほしいだ。

三年⽣より、私のほうがもっと⼼配の必要があるね。。。来週の⽉曜⽇は進研模試テストだ、今回こそ、前回よりいい成績をとるぞ︕僕も頑張らなければならない︕

そのテストが終わったら、ほとほと期待している中間研修が来る。みんなに会いたい︕

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



中間研修

2015.01.25

あっという間に五⽇間が過ごした、はかない夢のように。五⽇間は⻑いとも、短いとも⾔えない。でも、本当に⽮の速さのような時間がめっちゃ速い。今⽇は離れの⽇だ、バス
の中で、みんな送別という歌を歌った。本当の気持ちは、バスはこのままでずっと⾛ればよかった、離れたくないだもん︕⼤阪駅に着いた時、これは本当の離れだ、彼達の泣い
ている顔を⾒ると、⾃分も我慢できず、涙が落ちた。男たる者は泣くわけがないだろう、しかし、その⼀瞬で激しい感じがわいている、⾃分がコントロールできないものだ。ま
た、今年の七⽉、会おう︕

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



1.29

2015.01.29

最近は本当に疲れたよ。。。２４⽇は夜通しした、それからの１週間はずっと眠い。まあ、たぶんその⽇の問題ではないけど。

中間研修は最⾼だ。しかし、もう過ごした。その中間研修をきっかけに、⾃分の最初の⽬標や初⼼をもう⼀回確認した。また会うの７⽉に、みんなに笑顔を出すのために、今こ
そ努⼒の時間だ︕

昨⽇は席替えした。前回と違って、みんなは⾃分の好きなフルーツや野菜を選んで、そして先⽣の座席表によって変わります（先⽣の座席表はフルーツや野菜の名前があって、
私たちが選んだものに対応する）。⾯⽩い⽅法だね︕新しい席は⼀列だ。ときどき先⽣に質問されたから,授業は絶対真剣に受けるね〜

部活もどんどん進んでいる、今の動作ができれば、たぶんやを使えるレベルだ︕けれども、筋⾁に対しての要求が厳しいな〜私が使う⼸は伸びのやつだから、重さも重いだ。２
時間練習した後はもう痛いだ。まあ、その痛みこそ、⾃分がもっと練習しなきゃの証拠だ。やる気満々︕︕︕

今⽇の⾳楽発表会で、先週は⼤阪に⾏ったから、元のはんの練習はできなかった。結局⾃分で歌をうたった。意外にみんなに褒められた。嬉しいだ︕全校の発表会で歌う可能性
が⾼いから、もうちょっと練習するほうがいい。みんなの発表もすごくいいだ。男⼦のダンスも、⼥⼦のピアノ連弾と吹奏楽も。

国語の授業でディベートをした。私はーーータイムキーパーだ。。。話題がめっちゃ難しい、「死刑制度を廃⽌すべきは是か、否か」「安楽死を法律的に認めるべきは是か、否
か」とか、私が６０％ぐらいだけ分かった。

⼤阪から持ってきたお⼟産がもうみんなにあげた、「うまい」って⾔われて、私もうれしいんだ。

じゃ、今⽇はここで、この⼀週間は調⼦を整えるを⽬標に努⼒する︕

最後は、私の友たちや先⽣は体調が悪くなった⼈がいっぱいいるから、みんなも気を付けて︕

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



15.2.1

2015.02.01

王歩雲さんの意⾒を受けて、私も⽇記のテーマに年号を書く︕

先週の⽊曜⽇の⾳楽発表、意外に選ばれて、１年⽣の連合発表会を参加できる。あまりの発表は予想通りに、すごいだ。このままで私のプレッシャーも⼤きいぞ︕難しい歌を変
曲したいな〜

みんな、⾦曜⽇のコナンをみた︖ルバン三世ＶＳコナン。だけど、ホームスデーのお⺟さんが「偉⼤な⽇本⼈」という番組を⾒ていたから、私が⾒なかった。残念ですね。。。

体育授業はまた課程が変わった。今やっているのは卓球だ。

「中国⼈だから、卓球は上⼿でしょう」って⾔われたんだ、

「いや。。私はサーブさえ下⼿だよ」

「いやいや、絶対バドミントンと同じレベルじゃん︕」

「それは私もなりたいだけど。。。私はバドミントンしかできないもん」

「でも、陳はできそうな感じ」

「⾃分の下⼿さがちゃんと分かるよ」

「俺も」

僕たち⼆⼈が爆笑した。

本当にやるときは意外に楽しかった。みんなも同じレベル（下⼿さ）だから、逆にすごく⾯⽩い。⼈数が多い、休憩の時間も多い（笑）。

「陳︕⽇本に来た後、⽇本語が進歩した︖」

「たぶん聴⼒がすごく進歩した」

「じゃ、主に何を覚えた︖」

「へえ︖急にその話をして。。あ︕若い⾔葉だよ」

「マジで。。。ちゃんと普通の⽇本語を勉強しようよ︕」

「はいはい、そういえば、ゲームについての単語もいっぱい覚えた」

「やばくね︖こいつ」

きちんと考えて、たぶん進歩したのはただ聴⼒とか、若い⾔葉とかだ。だって、⽇常会話の中で、だれも１級の⽂法とか単語とか使わないよ︕

じゃ、今⽇はここまで。みんな、⼀緒にがんばれ︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



2.5

2015.02.05

ちょっと深いコトを書いているフリをするので中国語で書いたんだ︕（笑）

昨⽇とおととい、課題研究をおこなった。前回とちがうのは、全員が英語で発表したこと。僕のグループのテーマは「農業の競争⼒を向上させるには」だ。僕たちのグループの
考え⽅はわりと我が道をゆくってかんじで、「農業情報化」とは、⼀般的に農業技術の向上、品種改良、そして農産物の品質をさらに⾼めていくことだ。

ほかのグループはどこもだいたいいくつかの問題点をあげていた。農業従事者の⾼齢化（若い世代がどんどん減少していること），農業への無関⼼、理解がないこと。その中で
も少なからずとてもすばらしいと感じた意⾒もあった。

あるグループが提議したもので、若い⼈たちの農業への関⼼を⾼めるために、政府が⼩学校１，２年⽣を対象にある種を配ってはどうかというものだ。この種が成⻑するのには
何年単位の時間が必要だ。そして⼩学校を卒業する頃、やっと収穫ができる。この過程において、⼦供たちは収穫の楽しさというものを充分に理解できるのではないだろうか。
と、同時に忍耐づよくやり抜く精神も育まれるのでは。このような素地ができあがっていれば、農業に対してもっと関⼼を呼び起こせるかもしれない。

またほかのグループの発表では、農業の魅⼒があまり⼀般に理解されていないとの意⾒が出た。そのためこんなアイディアをだしてきたのだが、もっと多くの⼈に農業を理解し
てもらうために、農業をテーマにした映画やドキュメンタリー、さらに漫画やアニメなども制作してはどうか、そうすればもっと多くの⼈に関⼼を持ってもらえるはずだと。

でも、これらのなかから学べたのはみんなの素晴らしい個々の意⾒だけではなく、その考え⽅だ。課題研究を⾏う⼀番の⽬的は、僕たち若い世代にもっと現在の国の問題に関⼼
を持ってもらうことだ。結局、これらの問題は、いつかは⾃分たちに降りかかってくるのだから。早くから学⽣たちに国の問題に⽬を向けさせ、学⽣たち⾃⾝が資料を通し学
び、有益な意⾒をだせるようにする。これこそが⼀番のねらいなのかもしれない。断⾔はできないけど、でもまず⾝近なところからだけはじめては、国家の⼤事に考えが⾄るこ
とはできないと思う。もちろん関⼼を持つことはできるけど。でもただ何⼈かで机を囲んで問題を話し合っても、問題を深く掘り下げていくには時間も⾜りないと思う。もっと
⼤きく⾔えば、この部分こそが中国式教育に⽋けてることなのかも。

こんなこと⾔っちゃったら「オイ、公安だ。ここを開けろ︕」なんて来たりして。。。（冗談）

陳思宇さんの⽇記



2.8

2015.02.08

前回書いた⽇記がちょっとひどい話をしたね。

むしろ公安は来なかった（笑）

⾦曜⽇、学校に着いたら、学校⽤の運動靴がなくなった︕今も捜しているけど、まだ出てこない。。。スリッパで⼀⽇を過ごした。それでも、体育を参加した。卓球はあんまり
⾛る必要がないからね。

昨⽇、学校で全国統⼀⾼１模試を参加した。⾃信満々で志望校を書いたけど、結果はさんざん。

帰宅の途中でスーパーマーケットに⾏った、我慢できず、いろんなものを買った。

来週の休みが多いね、⽕曜⽇の午後は学校が⾏事があって、⽔曜⽇も休み。でも、建国記念⽇の休みは⼀⽇だけ︕中国は７⽇だよ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



2.11

2015.02.11

昨⽇、電⾞の中に、外の天気を⾒た。すごく強い⾵に、雪とか、⼩っちゃい氷とかを混じっている、電⾞の窓にぶつかっていた。

だが、偶然振り返って、まったく違う景⾊を⾒た。静かな天気を⾒た。

ただ⾵向きが異なるの話だけど、これをきっかけに、ちょっと考えた。

これは、違う⾓から⾒ると、まったく異なることが⾒えるという道理じゃないでしょうか。多分、もっと深く⾔えば、これは⼈々の性格にも関係があるんだね。

⾺ふんだらけの部屋で、楽観的と悲観的な⼦供がいる。楽観的な⼦供はそのふんの中で楽しんで何が探している。逆に、悲観的な⼦は何もしないで沈黙している。

「何をしているの︖」って楽観的な⼦に聞き、「そんな多くの⾺ふんがあるから、ひょっとすると⾺があるかもしれないよ。」

当然、これは物語だ。しかし、この中から何が分かられるね。あることに対する態度や、どのほうからこのことを⾒るのは、⼈々によって違うに違いない。これこそ、⼈々は個
性があり、性格が違うの故だ。だから、問題を解決するとき、時々⾓度を変わって、たぶん⽅法が⾒つかるじゃないですかと私が思っています。

まるで議論⽂を書いたね（笑）。最近の天気はまた悪くなり、電⾞がお⾒合わせ、運休するのはもう⽇常茶飯事だ。通学が⼤変だ︕

明⽇は芸術発表会だ、選んだ歌は⽇本語の歌詞もある、ちゃんと覚えた。うまく⾏けるか︕

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



2.22

2015.02.22

久しぶりの⽇記だ。

2.19 春節。ホストマザーと餃⼦を作ることにした。中国の伝統的な⽔餃⼦や蒸餃⼦ではなく、⽇本ならではの焼き餃⼦だけど（とはいっても、これも「煎饺⼦」なんだけど

ね）。何はともあれ、餃⼦を作るという⾏為⾃体が⼀番お正⽉らしい。

帰り道に、ちょうど⼣⽇が沈むところを⾒た。いつもは部活が六時半まであるので、普段では⾒られない景⾊だ。よくよく観察してみる。やっぱりとても綺麗だ。

カメラマンの素材収集完了。今回の撮影で『親友』と呼べる友達がいることに気が付いた。嬉しいな。

2.24から４⽇間のテストが始まる。勉強してくるよ（T-T）

テストが終わったら遊びにいけるかな︕楽しみだ︕

陳思宇さんの⽇記





やべえええ。。。

2015.02.27

むかつくのテストがとうとう終わった︕

前回のＧＴEＣと進研模試の点数も発表した。（恥ずかしいから⾔わないＴ－Ｔ）

友達と４⽉の新しいクラスについて話した、すごく悲しいな、⽂系の⼈と絶対別のクラスだし、同じ理系の⼈も別のクラスになっちゃう可能性もあるし。せっかくみんなと仲良
くなったのに、またまったく知らないクラスに⾏く可能性があって、もう︕わかれたくないよ。。。

テストの直後に部活がある。。。疲れたのに。めっちゃ頑張った現代⽂と古典はどうなるかな。

両⽅も部活があって、今⽇は⾦曜⽇だから英会話部に⾏った。やっぱり３年⽣にの⼀⾔を書くか、９⽉で来たから、３年⽣の先輩に会えなかったので、⾃⼰紹介の似ているもの
を書いた。

次の電⾞は１時間後だから⼤丈夫だという気持ちをもって、思い切り外国⼈先⽣と話した。

不意に時計を⾒て、「やばい︕もうこんな時間だ︕」と思って、先⽣と「see you sunday」って⾔って、速やかに帰った。

しかし。。。吹雪の影響で、⾃転⾞ができなくて、結局間に合わなかった。

今⽇はホームスデーの妹の誕⽣⽇だ。パーティーをして、楽しかった。⾃分が急に５ｋｇ増えた気がする。。。

まあ、いいや。さっきは中間研修のビデオを⾒た。なつかしくて、⾯⽩いなと思って、やっぱり⼀番幸せな⼀週間だね〜

じゃ、また会うのときを期待して、みんな⼀緒に頑張ろう︕

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



3.8

2015.03.08

昨⽇はパソコンが故障して、ずっとネットが繋がらなかった。様々な道（百度、百度、百度）を経て、⾃分で直した。

今⽇は天気がよかったので、⾃転⾞で出かけた。スーパーの中を３０分うろうろ。クッキーとヨーグルトを買った。帰宅後1500mくらいジョギングして、シャワー。

とてもいい気分だ。これこそが僕の思い描いていた週末だ。

その後、ホストマザーからドーナツの作り⽅を教わ…⼥⼦⼒の神とは呼ばないでよ。

⼈はなぜ運動をするのか。それはその後にものを⾷べるときの罪悪感を消すためだ（笑）

今年の７⽉５⽇に⽇本語１級試験がある。申し込み期間は３⽉３０⽇〜４⽉３０⽇。受けたい⼈は間違えないようにね︕

僕の１級の⾎と涙の歴史が思い出される。今回は受かるといいな。

もうすぐクラス換え。１組で過ごす時間もあと数⽇を残すのみ。関係はそこまで良くないけどさ。そうはいっても、半年間⼀緒に勉強したクラスメート達だ。離れるのはやっぱ
りさみしい。特に⽐較的仲の良かった数名の⽂系の⼦達とは、⼀緒のクラスになることはもうないだろうからね。

ノートにこの気持ちを書いたら、担任の先⽣に「新しい友たちができるぞ︕」と⾔われた。確かにそうだな。先⽣の⾔う通りだ。

２年⽣の⽣活はどんな感じになるかな。

ついに待ちに待った⼤好きな化学の授業が始まる。化学の先⽣もすごく⾯⽩い。⽂系の科⽬も⼀教科だけになるし、⼤歓迎だ︕

期末テストの成績が出た。予想通り、世界史は⾚点。ものすごく頑張って勉強した現代⽂と古典も、思った成績には届かなかった。学年には更に英語で満点を取った神がいるら
しい。英語で満点て、なんだ…

期末テストといっても、その後に休みはない。今は０学期らしい（なにそれ）。先⽣は、０学期がなければ成績が下がるとか何とか、僕らに説明していた。

０学期は部活も普段通り。でも英語部は活動がないので、ネイティブの先⽣とʻ特殊訓練ʼの約束をした。ネイティブの先⽣とは仲がいいんだ。先⽣が少し難しめの⽂章を探して
きてくれるので、それを⼀緒に読解する。嬉しいな。英語⼒がupしますように。

中国にいる皆はもうすぐ試験だよね。今、他⼈の不幸を喜んでいる僕も来年は受けなきゃいけないんだよ。（⼀度も合格したことがない政治をね）

来週の⽇曜⽇にクラスのお別れ会がある。皆で⼀緒にご飯を⾷べるんだ。ご飯の後、仲のいい⼦達とどこかに遊びに⾏けたらいいな。

4⽉18⽇にコナンの１９作⽬の映画が上映される。先輩に⼀緒に⾏こうと誘われた。先輩達とはすごく仲がいいんだ。先輩達は受験の準備のために５⽉で部活は引退。それまで
に絶対たくさん遊ぶぞ︕

ついでに新しいクラスにも期待しよう。親友ができるかな︕そして、２年⽣という事は…僕も先輩になるんだ︕（調⼦にのってます）

じゃあ、今⽇はこの辺で。あと４か⽉、皆⼀緒に頑張ろう︕

陳思宇さんの⽇記



3,11

2015.03.11

⾃由はやりたいことをすべてできるじゃなくて、やりたくないことを拒めることだ︕

またパソコンが故障して,韓⼤神のおかげで、いよいよ元気になった。←韓くんありがとう︕

１０⽇から酒⽥東⾼校は新⾼１の⼊学試験のため、僕たちは⾃宅勉強になった。まあ、別にいいんじゃね︖３連休だよ︕

昨⽇は化学先⽣からもらった問題集をちょっとやった。やっぱり半年ぶりでさんざんだった。まるで化学に諦められた。

１６⽇に提出の作⽂はまだ書いてない。。。どうしよう。。。

最近の天気がずっといいなのに、昨⽇はまた吹雪が出た。⾵が強すぎて、２度と停電した。今⽇は晴れと思うけど、パンをあぶるの間に、雪が降った。今はまた晴れになった。
転換速すぎるだよ。

⾦曜⽇は古典の敬語テストがある。あれはともかく、現代語の敬語表現すらも完全に把握できない。まあ、頑張るしかないね。

数⽇後は春休みだ。⾃分で酒⽥を「冒険」しようか︕

２１⽇は仙台に⾏く︕期待している︕

じゃ、勉（まん）強（が）するよ。

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



驚いた

2015.03.13

2015.3.13

このネットも不安全になったか

瞬くんにばれちゃった。。。

まあ、⼤丈夫だ。

前回の期末テスト、数学は瞬に１点負けた︕︕︕しかも、物理も英表も負けた︕

といっても、彼は「東⼤はならない話だ」って⾔った。

それは私がより無理の意味じゃないか︕︕︕

で、「じゃあ、どの⼤学に⾏きたい︖」って問って

「東北公益⽂化⼤学」

「何︖」まったく聞かなかった⼤学。。。

「知らないの︕⽇本の⼤学ってさ、東⼤、京⼤、東北公益⽂化⼤学だよ︕」

「それで、⽇本の⼤学の３位ということ︖」意味わからないよ︕

「そう︕周りの⼈に聞いて、みんなも知ってるよ。」

「それ、どこにあるの︖」

「近いよ、そこから⾒える。」

だいぶ意味わかった。

「そういえば、明⽇はワイトバレンタインデーじゃん︖チョコ作る︖」

「作る」

「それが好きな⼈がいること︖」

「いや、うちはお姉さんがいるから、ただ遊ぶよ︕思宇は︖」

「まだわからないな。。。前回は⼥⼦からもらったが、返す必要はあるか」

「それは返さなければならないよ、でも作らなくて、買ってもいいよ。しかし、もしこの⼦が好きという気持ちがあったら⾃分で作るほうがいい。ただ感謝の気持ちだったら買
ってもいい。」

「じゃあ、買おうか。」← ←好きな⼈がいないよ〜

時間もないし、抹茶のチョコを買った。

明⽇はスタディーサポートテストがある、絶対瞬に負けないよ︕

課題研究の発表会も⾏う、まあ、私とあまり関係ないけど。

よし、頑張ろう︕

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記





3.17

2015.03.17

先週の週末は忙しかった。

⼟曜⽇の午前中、学校でスタディーサポートのテストを参加した。数学、英語、国語しかないけど、国語はめっちゃ難しかった。そして、午後から課題研究の英語発表会を⾏っ
た。すごいと思った。みんなは完璧な発表をめざし、⼀⽣懸命練習したに違いない。結構⻑い英⽂を全部暗記するのは本当につらいだ︕１組の⽣徒も素晴らしい発表をした、拍
⼿〜

⽇曜⽇は１組の「最後のクラス会」を参加した。約束の時間は２時、だが、⼀番時間が近い電⾞は１時５５分、全然間に合わない。しようがないで、⼀つ前の１０時４０分の電
⾞を乗った（早すぎだろう︕）

そして、約束の場所の近くにうろうろして、買い物したり、本屋さんに⾏ったり、ゲームセンターに遊んだりした。３時間ぐらいの暇をつぶして、とうとう２時になった。

驚いたのは、今回のレストランはお好み焼きやもんじゃの⾷べ放題。まさかこのような⾷べ放題があるなんて思わなかった。まあ、楽しかった。

そのあとは、４⼈とともに、カラオケに⾏った。じゃんけんに順番を決めって、私はなんと最後だ︕

どうやらこの４⼈は初⾳ミクが好き、全員初⾳ミクの歌を歌った。だから私も「朧⽉」という初⾳ミクの歌を選んだ。⾼すぎのため、キーを下がって歌った。。。

なんといっても知ってる⽇本語の歌が少なくて、⼤勢のほうも⼥の歌だから、結局中国語と英語の歌を歌った。採点は９０以上でうれしい。

そういえば、最近は⾃分でカラオケに⾏きたい。⾒間違いじゃないよ、⾃分で。もし⾃分だけで⾏ったら、⾃分の思いきり歌える。⾳が破ってもかまわない、変な歌でも構わな
いね。春休みのとき、⼀回⾏ってほしい。

昨⽇は外国⼈の先⽣と特別訓練が⾏った、話題は中国の空気質量。

なんかPanasonic会社は中国で働いている⽇本⼈の社員に補助⾦を与えた。理由は空気汚染だ。もうこんなに厳しい状態になったか。

今も、中国で、環境問題についての「両会」が⾏っている。いい解決策がでったらいいね︕

明⽇は古典のテストがある。。

春休み期待している。この週末は仙台に⾏く予定︕⾏程はもう決まった。遊園地もっとも期待︕

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



最近

2015.03.26

⽇記、久しぶりだね。

最近の⾏事はいろいろあった。

１８⽇、学校で学部研究が⾏った。⼀⼈は４つの志望を選び、第四志望から第⼀志望の順番で先輩の話を聞いた。１つの研究は１５分かかる。

最後の第⼀志望、建築を選んだ。先輩は全部⼥の⼦って驚いた。先輩たちは研究した⼤学の⼊学からその⼤学の特徴まで詳しく説明くれた。残念ながら、やはり建築は美術の⼒
が必要だ。私の美術︖政治と同じレベルかな。。。

研究といっても、みんなの質問が少なかったため、先輩たちは２年⽣の⽣活を紹介し始めた。

「２年⽣は楽しかったね、クラスが⼀度変わったから知り合いが多い。にぎやかでいいよ︕」

「それな、修学旅⾏もあるし、台湾めっちゃ楽しかったわ、いろいろ⾏事があった。」

「しかしあっといに過ごしたね、しっかり２年⽣の楽しさを感じてね〜２年⽣が終わると３年⽣になるよ、受験⽣だよ。」

「。。。はい」僕たちが期待を込めて答えた。

だといっても。。。⽂化祭にせよ、修学旅⾏にせよ、僕は参加できない。（残念でならないな）

２１⽇、お姉さんの旦那さん（あとはお兄さんと呼ぶよ）と⼀緒に仙台に⾏った。彼はもともと仙台の⼈だから、今回私を連れて遊んでいた。３時間半ぐらい⾞を乗って、とう
とう仙台に着いた。時間は１２時から昼ご飯を⾷べるべきだ。仙台の名物と⾔うと、やっぱり⽜タン︕

お兄さんのお薦めに沿って、⼩さく⾒える店に着いた。けど、⼈が結構並んでいる、「⼈気がある店ね︕」半時間ぐらい待って、いよいよ⼊れた。

さすがいっぱい並んでいる店、⽜タンすごくうまかった︕写真忘れた、まあ。

そして、仙台の邹さんと遊んだ。アイスクリームをたべったり、歌を歌ったり、買い物したり、楽しかった。

でも、急に学校のテストがあって、２２⽇の計画ができなくなって、私とお兄さんが仙台の名所、松島に⾏った︕遊覧船を乗った、いい景⾊だ。清くて⻘いの⽔、林がある島、
⾃由に⾶んでいるウミネコ、素晴らしい天気と相まって、完璧な旅⾏だ︕

そのあとは仙台の被災地に⾏った。昔の写真と⽐べて、本当にすさまじい災害と思った。さっそく再建できると祝います。

２３⽇、学校の終業式、そして先⽣の離任式が⾏った。初めて知った、⽇本で先⽣は学校のじゃなくて、県内の先⽣だった。だから働く場所が変わる。

⾯⽩い地理の先⽣が離任した。いろいろお世話になってありがとうございます。

昨⽇は部活に⾏った。春休みの毎⽇部活あるか．あまり練習しなくて、みんなと雑談した。。。

まあ、いいんじゃない。

友達と⼀緒に勉強しようか。

 

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



4.6

2015.04.06

ずっと期待している新しいクラスが来た︕

担当先⽣が変わらないなんて最⾼︕

前回のビデオ（ビデオのことを全然思い出させたくないよ）で撮った私の親友かっちゃん、なんと私と同じクラスにいる︕うれしくてたまらない︕

⼀⽅、知らない名前ずくめのリストに対して、どういう対策で新学期に迎えるか︕

とりあえず頑張ろう、みんなの新しいクラスはどう︖

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



めちゃくちゃ忙しい

2015.04.16

みんな、新学期どうですか。１年⽣は２年⽣になって、初めて「先輩」になった、いい感じだろう。２年⽣は３年⽣
になって、勉強や⽣活のリズムが順調にしている︖（なんか先⽣っぽい）

最近はほんまにすごく忙しい︕いろいろなことを混ぜって、リズムはめちゃくちゃだ。（ツッコンしないで︕）

まず、新⼊⽣が来て、部活の新⼊⽣に向かう体験が⾏っている。しかし、９⽉に来た私も、部活体験という⾏事がな
かったから、今回は新⼊⽣として吹奏部や書道部に体験した。

吹奏部で、いろいろな楽器を体験した。めっちゃ難しかったけど、楽しかった。

トロンボーンは⼒に⼊る場所が違うと、おとの⾼さも違う。たとえば、真ん中に吹くと、faが出る。だが、したに吹
くと、doが出るなんだ。同じ位置なのに、⼒の⽅向によって⾼さが違うって初めて知った。

クラリネットが、簡単に⾒えそうだけど、おとが出るのもすごく難しい。最初はいくら⼒に⼊っても、フウフウしか
出ない。同級⽣の指導が聴いた後は、なんと弱い⾳が出た︕うれしくてたまらない、どんどん練習して、キレイ⾳が
出れるようになった。指の置き場所が⾳を出るより簡単だから、最後に短い曲を吹奏できた。

グロッケンは⼀番簡単なものだ。⾳がキラキラしている。「夏に演奏したら涼しく感じるよ」って先輩が⾔った。こ
の楽器はパーカッションだけど、ピアノと似ていて、絶対⾳感が持ってる⼈にとって楽だよ。友たちがそれで「⼗
年」という私が歌った歌を演奏した。素晴らしい。

今⽇は書道部に⾏った。やっぱり軟らかい筆で字を書くのは⼤変︕⼒を把握できない。。。先輩やクラスメットが助
けてくれて、最後に「光」という字をわりとキレイに書いた（まあ、⾃分から⾒ると）（笑）

テストも引きも切らずに出ている。終わったばかりの課題テスト、４⽉３０⽇の体⼒テスト、そして５⽉の中間テス
ト、７⽉の期末テストと進研模試、また⽇本語能⼒レベルテスト１級、帰国直後のTOEFL英語テスト。ああ、やる気
はあるが実⼒が伴わないな。。。毎⽇もいろんな単語を覚えて、宿題をして、部活もやって。疲れるけどすごく充実
感がある︕

しかし、⼀番⼼配のは体⼒テストだ︕１５００メートルを５分間内に終わらせる。⾃分的に無理。。。まあ、とりあ
えず⾛るしかないから、練習だ︕来週の４⽇連続体育はまじで⼼配︕︕︕

この週末も予定満々。⼟曜⽇は友たちとコナンの映画を⾒に⾏く。酒⽥に映画館がないから（びっくりした）隣の三
川ジャスコにバスで⾏くしかないだ。⽇曜⽇も桜の花⾒に⾏く〜いっぱい写真を撮りたい。

明⽇は英会話部だ、新⼊⽣いっぱい来るかな。パーティーするよ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



充実したゴールデンウィーク

2015.05.06

いまとても忙しいので、⽇本語で⽇記を書くのが⾯倒くさくなっていることをお許しください。。。（こんなに怠惰なのはあんまり良くないよね）

もともとのんびり過ごすはずだったゴールデンウィークも予定がいっぱいとなりました。

まず、部活の休みが1⽇しかなく。。。毎⽇午前中は部活の練習に⾏ってました︕

もともと⽔泳部の同級⽣とプールに⾏くことを決めてたのだけど、どうやら時間を間違えてしまったようで、彼らに会えませんでした

私は1500m泳ぎました。多いとも少ないとも⾔えないですね。というのも、⽔泳部のクラスメートは１⽇2万ｍも泳ぐからです。（頑張ろう）

⼀⼈カラオケにも⾏きました。やはり1⼈で歌うなら2時間が限界でした。喉がとても疲れたけど、めっちゃ楽しかった。

他の⼈がいなければ、⾃分が歌いたいように歌えるからね。次は友達と⾏ってみよう。

昨⽇の午後は先輩と映画を⾒に⾏きました︕前回と違い、今回は⾃転⾞に乗って⾏きました。。。

1500m⾛るのでさえ疲れる私が、20ｋｍも⾃転⾞で漕いで⾏くなんてありえないと思いました。

ところが、⾃転⾞だと⾛るのとは違って、思ったよりも楽に到着しました。

でも、それを⼝実にたくさん⾷べました（笑）

観た映画はワイルドスピード７です。初めて映画を２つの外国語で（英語⾳声と⽇本語字幕）観ました。やはりまだ分からないところがありました、まだまだですね。

 
突然、前回ここでコナンの第19回劇場版を観たことを⾔い忘れたことを思い出しました。

これは私の願いでした~⽇本に来てコナンの劇場版の封切り上映を観ること

なので、4⽉18⽇のその⽇に私は英語部の友達と《業⽕の向⽇葵》を観に来ました

とてもおもしろかったので、思わず映画のストーリを⼈に⾔いたくなるね（はは、叩かないでね）

 
部活の友達にはとっても感謝してます。英語部と⼸道部の同級⽣、先輩、後輩を含めてみんんが私のことを気にかけてくれました。

今回の地区⼤会の後で、3年⽣は試験の準備のため、部活動を引退します。

とても複雑な気分です。先輩⽅が希望⼤学に⼊学し、また⼀緒に過ごす時間をたくさん持てるといいなぁ。特に⼸道部の先輩達は私の⾯倒をとてもみてくれたし、私との関係も
とてもいいので、先輩達が⼤好きです︕

だから、彼らがいなくなってしまうとある意味少し寂しいです。もちろんまだ同級⽣も後輩もいるのだから、引き続き練習を強化していきますが。

先輩のいない部活の中では、私たちが⼀番年上になるから、後輩の模範となるようにしないといけません。

だけど、5⽉になったということは、私が⽇本で過ごす時間も⻑くないということを意味しているんですね。残り2ヶ⽉です。数⽇前、先輩とおしゃべりしているときに突然そ
のことを実感しました。

中国の親戚や友達に会いたいけど、⽇本の友達と別れたくもありません。

でも、終わりのない宴はありません。

残り2ヶ⽉、毎⽇充実して過ごすことができますように︕

担任の先⽣が私たちに２年⽣での願望を書かせました。私が書いたのは素敵な思い出をつくり、後悔のないようにすること。

やり遂げることができますように︕そして、みんなもやり遂げることができますように。

残り2カ⽉、みなさん、⼀緒に頑張りましょう︕

陳思宇さんの⽇記





５．１１

2015.05.11

みんなは超リア充の⽣活をしているね

昨⽇とおとといは地区総体を⾏った、⼸道部のメンバーたるものは⼸道部の選⼿たちを応援した。

成績は悪いとは⾔えないが,先⽣たちがそんな満⾜ではないそうだ。

個⼈戦は男⼦２⼈、⼥⼦１⼈が県⼤会を参加できる、団体戦は⼥⼦団体が地区１位の成績で県⼤会参加できる。

ていうか、酒⽥光陵⾼等学校の男⼦選⼿は強すぎ。団体戦合計１００本の中で、６４中の驚くべきな素晴らしい成績を取った。

とりあえず、選⼿権を得た⼈におめでとう︕県⼤会頑張ってください︕

地区総体が終わったというと、選⼿権を得なかった先輩たちにサヨナラを⾔う時間かな

歓送会の際、ぜひ先輩たちに歌いたい歌があるね（笑）

酒⽥祭りもそろそろだけど、中間テストの時間とまったく同じ︕︕︕復習しない⼈と⾏きたい︕（たぶん俺だけ笑）

国内の友たちや家族にのプレゼントを困っている（多すぎ）

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



中国の⼤学⼊学試験だ

2015.06.08

先輩たち頑張ってください︕応援するよ︕

チョー久しぶりの⽇記だ、実は１回書いたけど、ネットが壊れて、失敗したんだ。

いろいろあったね、最近は。

中間テストに向かって、特に⽂系のテスト勉強がいっぱいした︕結果は満⾜だ︕中国にさえ合格できなかった政治も６３を取り、平均点より上だ︕

部活もめっちゃ進んだ‼ようやく的前に⼊って、４番⽬がなんと当たった︕先輩たちもすごくうれしかった︕私を指導した先輩たちや同級⽣、⼤変ありがとうございます︕︕︕

今⽇は郵便局に荷物を送った、でかい２つのハコ、合計２１ＫＧの荷物、料⾦は８千円︕⾼いね。。。

友達や家族にお⼟産とかを買いたいが、何を送ればいいって難問だ。まあ、なんとなく解決した。

そろそろ帰るね、後⼀カ⽉ちょっとだけだ。

残念ながら、⽂化祭が参加できず、最後の学校⾏事は７⽉進研。。。今回こそ県１位を⽬指すぞ︕︕︕

中国の友たちと会いたいが、⽇本の友たちと別れたくない。そういっても、時間は私たちより

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



前篇の続き

2015.06.08

そういっても、時間は私たちよりコントロールできないから、我々ができるのは充実に毎⽇を過ごす︕

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



カウントダウンʻ前書き

2015.07.07

お久しぶりですね〜今も⽇記書かないと、後はもう帰国するから、どうしても最後の⼀週間で、毎⽇も⽇記を書くという⽬標を⽴った。

今週の週末は本当に充実で過ごした。⼟曜⽇は部活に⾏って、そのあとは先輩とボーリングしたいけど、あいにくボーリング⼤会していたから場所がなかった。

しようがないため、先輩の家に遊んだ。。。家の庭に松が⽴てて、⾼雅の息がしていた。⼊り⼝から⼊って、すぐ先輩の勉強の場所。疲れた時、少し休むためのソファーがあ
る、円卓の真上に暖かい⻩⾊の電灯が揚げた。

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



前篇の続き

2015.07.07

ただいま

、このネットが故障したから、できなくなった。これからは前篇の続けだ

暖かい⻩⾊の電灯が揚げた。たぶん受験⽣になってからというもの、布を敷いたピアノの上に勉強道具がおいている。机の上に⼭ほどある参考書や問題集が積んでいて、その本
のヘリが少し汚くて、まじめにやった証拠だ。さすが⽂系⼀位の⽴派な先輩だ。

ほかの先輩も机のそばに雑談したところ，呼び鈴が鳴って、おばあさんが帰ってきた。

私だけはよく知らない顔かもしれないから、「こちらは陳くんですか」という質問が出た。どうやら先輩も家で私のことをいろいろ話したね。

「はい、初めまして、陳です」って答えて、客好きなおばあさんが友⼈からもらったドイツのチョコとお菓⼦を出してみんなを招いた。

「チョコが美味しいけど、⽢いからお茶もどうぞ。」優しいだね。

そのあと、先輩が「バスケしようか」って、みんなもテンションが上がって、「やろう︕」といった。バスケが苦⼿な私も、同調しかできない。

公園に⾏って、もう誰かがバスケやっている。しようがないからみんなは公園でまた⼩学⽣の思い出について話した。⼦供のようなあどけない⼼がまだ失われていない私たち
が、滑り台を遊び始めた。いつの間にもう約束の時間だ。

「陳は主役だから遅刻したらやばいよ」先輩たちが私と速やかにかっぱ寿司に⾏った。そうだ、送別会の場所だ。

５分ぐらい遅れたけど、まだみんなも途中だ。Ⅵ卓

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



前篇の続き２

2015.07.07

書いた途中で急にできなくなって、たぶんネットが何か問題が出たから、こういう⼀段落ずつ書くしかできない、どうか許してくださいね。

６卓テーブルを予定した３０⼈ぐらいいる私たち、堂々として中にはいった。

みんなと抹茶で乾杯した後、「最後だから、みんなともいろいろ話して、席１０分間ずつ変わろうか」と先輩から助⾔をもらって、そうにした。また、いろいろブスの写真をし
た（笑）。

そのあと、花⽕をするにした。だんだん暗くなって、花⽕の絶好のタイミングだ︕すごく楽しかった︕最後に、私は,点⽕のろうそくを吹き消した、その雰囲気の中で、何かし
ゃべりたい気がして、少しの即興スピーチをした。まあ、⼤体ありがたいという気持ちをみんなに伝えただけだ。

楽しい時間はいつも速い。終電をミスした私が、ホームステイのお⺟さんに迎えを呼んだ。⾯倒をかけてすいません︕

⽇曜⽇の８時の⾶⾏機で、東京に⾏った。⽇本語能⼒検定１級を受けるためね。東京で先輩がいるから、案内してくれた。ほんまにチョー優しい先輩だ。いろいろ話して、⼀緒
にご飯を⾷べて、いい料理店を探してウナギとタイ料理を⾷べた、うまかったよ︕

テストはふつうだった。合格できるかな。。。

帰った時はちょっと騒ぎがあった。乗り換えが多いから、めっちゃ速やかに移動した私が、⼀本前の新幹線に乗り間違えた。幸い次の駅で下⾞して、また正しい新幹線が通過す
るから、どうやら無事で家に帰れた。１１時半でホームステイが迎えに来てくれてほんまにありがたいんだ︕家に着いた時はもう１２時過ぎだから、翌⽇の朝は休んだ。午前の
１１時で登校した。

忙しかった週末だけど、楽しかった、そろそろ中国に帰るから、残りのただ数⽇、みんなも頑張ってください︕

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



カウントダウン７

2015.07.08

約束通り、私は来た︕

今⽇はびったり最後の⼀週間ね。

昨⽇の⾳楽の授業があって、そのあと、なんと⾳楽先⽣からプレゼントもらった︕ありがたい︕

朝は担当先⽣から東京⼤学⾚本をもらった︕こんぐらいの厚さ。。。（やる気がないけど笑）しかし、⽴派な先輩を思い出して、困難にたじろぐのはダメだ︕私もがんばらなき
ゃー

英会話部の同級⽣からもらったコナンの⼩説がまだ１００ページ残っている。あと⼀週間だけだ。。できるだけ読み切れる︕

期末テストの成績が来た（⼀部だけ）最後のテストだから、めっちゃ頑張った。

結果もよかった。その中で、⼀番うれしかったのは現代⽂が５２点︕過去最⾼点だ︕（笑）先⽣に褒められ、友たちも「すごいね」って⾔った。

明⽇の午後は銀⾏カードを解約する。みんなもちゃんとやった︖

今、毎⽇も学校でこういう対話を繰り返している。

「陳くんっていつ帰るの︖」

「来週の⽔曜⽇だ、早いね」

「へえ︕早い︕」

「本当だね。。。」

「寂しくなるよ〜」

「」

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



カウントダウン5

2015.07.10

今週も終わり。。。早かったなぁ

今⽇は英語部で私の送別会をしてくれて、同級⽣と先輩が私のためにいくつかの話を書いてくれてたのでとっても感動した︕

⼀年⽣もlineで感謝の⾔葉を送ってくれて、とても嬉しかった︕⾃分では⼤したことしてないつもりだったけど、みんなはとても細かいことを注意深くみて気付いてくれてたん
だなぁと感じました。英語部に⼊って、本当に良かった︕

今⽇は現代⽂の最後の授業でした。来週の⽉曜、⽕曜はもう授業がありません。授業内容は《⼭⽉記》で、私はみんなに中間の古詩を読んであげました（笑）、知らない字もあ
りましたが、幸い事前に調べてたのでよかったです。

⻑いこと中国語で⽇記を書いてなかったので、何を書いたら良いのやら。。。

明⽇はいよいよ進研模試です。⽬標は県内1位︕頑張ります

模試が終わったら、友達とボーリングに⾏く予定です。前回は先輩と⼀緒に⾏ったのですが、あいにく⼤会が開催されていて、レーンが空いてなかったので、今回、順調に遊べ
たら嬉しいです。実はボーリングはしたことないのだけど、みんなもやってるみたいなので、私も⼀回してみたくて。笑

学校紹介のパンフレットをアイルランド⼈の先⽣にあげたら、とても喜んでくれて、英語の紹介と挿し絵を⾒て、⼀度⾏ってみたいと⾔ってくれました。⼤歓迎です︕

いつの間にか学校に⾏くのも残り2⽇となっていました。まだしていないことがたくさんあるので、とても忙しくなりそう。

私は⼀期⼀会の気持ちでみんなと付き合っているけれど、⼀会ではなく、ある意味【数会】だったらいいなぁと思います。これが私の⼼の中での⼀期⼀会。

最近何度かお別れの⾔葉を⾔ったけど、やはり、感謝の⾔葉しか出てこなかったです。感謝また感謝、です。こんなに素敵なみなさんに出会えたのもご縁があったから。また会
えることを願っています︕

では、今⽇はここまで。明⽇も楽しみ︕

陳思宇さんの⽇記



カウントダウン４

2015.07.11

⼟曜⽇だ︕。。けど、学校の⽇だ。

今⽇は進研模試だ。県⼤会があったから、⽔泳部、⼸道部、野球部の選⼿たちが⼤会に参加した。応援する︕

⼈が少しだけ少ないけど、普通にテストを⾏った。

⾃⼰採点の結果は満⾜した、現代⽂が本当に来たばかりの時より⾮常に点数が上がった。だといっても、⼩説がやはりさっぱりわからなかった。作者の意図を推測するのは苦⼿
だ。

テストの後は、親友とともに、ボーリングに⾏った︕初めてのボーリングだ︕

受け取りの後は、まず専⽤の靴を変えなければならない、そして⾃分の⼒にもっとも似合うボールを選ぶ、私は１２ポイントのやつを選んだ。重ければ重いほど、逆に⽅向のコ
ントロールがしやすい気がする︕かっちゃんは前やったことがあるけど、私と川島君が初めてだから、最初の点数の差はひどかった。２回⽬の時、少しだけうまくなって、点数
の差も縮んだ︕ちょっと難しいけど、楽しかった。

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



シンプルな感想

2015.08.27

昨⽇は⼼連⼼プロジェクトの友たちから、ウェブサイトで僕たちの帰国研修のビデオができたって聞いたとたんに、ここにアクセスしてビデオを⾒た、ついでにいろいろな報告
も⾒た、”帰国した後の⽇記もいろいろ書いているよ”というメッセージを⾒て、これや、書かなければならないなぁとおもって、久しぶりの⽇記を書くことに決まった。

あっという間に、もう帰国⼀カ⽉半だったよね。今でも⽇本の友たちや⼼連⼼の友たちと過ごしたすごく楽しかった時間をはっきり覚えている。張さんの⾔った通り、今私が中
国に留学に来て、また⽇本に戻るという気持ちがずいぶん強くなってきた。送別会で先⽣たちやクラスメートからもらった⼤事なメッセージ、ずっと覚えて、またいつかに、ど
こかに絶対会えるのを信じている。前から私にかくして、秘密なビデオも何回も吟味した。ここでもう⼀度、留学の期間に出会った先⽣、友たちにありがとうと⾔って、⾃分の
感謝の気持ちを伝えたいんだ。みんな、私をまってて︕

最近ときたら、新鮮なこともなく、毎⽇TOEFLに没頭して、１００とかを⽬指して努⼒している。⽇本語能⼒テストＮ１が無事で合格した（点数はぎりぎりだけど笑）。

変わったというか、元に戻ったというか、今の⽣活は少しだけ慣れない気がする。毎⽇⾃転⾞で通学した習慣が⾞で通⾏になり、部活もないため運動量が少なくなった。以前、
どこに⾏っても⾞に乗りたい私が今まさかこのようになったとは⾃分も思わなかった。⽇本に⾏って、１年にわたって、やっぱりいろいろ変わったね。

そろそろ１０期⽣が⽇本に届いたでしょう、９期⽣である私たちは成功に留学⽣活を完成し、また、１０期⽣が素晴らしい留学⽣活ができるように⼼から祈る︕次の⼀年間、楽
しくてね︕

  

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記



久しぶり︕

2016.01.13

久しぶりだ︕今⽇はセンターからの報告書が届けた、⾮常にいいプレゼントだ︕

それをみたとたんに、いろんな出来事を思い出して、懐かしくて楽しいんだ。

⾼校三年⽣に⼊ってから勉強はもっと⼤変になっちゃたけど、友たちと過ごしてそんなに疲れたわけでもない。⽇本の先⽣や友たち、ホームステイも連絡が続けている。

最近は瀋陽市外国語⼤会を参加した、２位を取った。⼀位は李彩維さん（強すぎる）だった。

先⽣たちや⽇本にいる友たちや中国の各地にいる友たちに会いたいんだ︕この最後の１年間を先途と戦って、また⽇本でみんなであいましょう︕

最後に、けっこう遅かったけど、みなさんあけましておめでとう〜

これは⽇本語で投稿されたものです

陳思宇さんの⽇記
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