
遅れた初投稿です

2014.09.07

 初めまして、陳林嶠と申します。遅れてしまいましたが、いつも⼼連⼼サイトをご利⽤いただき、⽇記を読んでくださる⽅々にご挨拶を申し上げます。
 

というわけで、私は昨⽇東京での研修を終わって、無事に登校先の敦賀気⽐⾼等学校に着きました。とてもきれいな学校です。校舎が広くて、近くに美しいうみと⽇本⼀広いと
も⾔える気⽐松原が⾒えます。敦賀市がとてもちっちゃい町ですが、空気が新鮮で緑がいっぱいです(夜では⾍もいっぱいでちょっと問題になるかもしれないけど…)。

 

今は学校の寮にいます。ちょっと驚いたのは、同じ部屋に中国からの留学⽣の趙君がいっしょに住んでることです(すみませんが趙君がどうしても写真を出したくないみたいで
す)。趙君が今年の四⽉にきて、今⼀年の特進コースで勉強しています。私のほうが後で来たんだけどどうやら先輩になったみたいです(私はいま⼆年⽣の進学コース、それに趙
君よりも年下)。ほんの⼀⽇間なんですが、趙君にいろいろお世話になりました。これからもよろしく。

 

皆さんがご存じ通り、うちの学校って結構野球が強い学校であります。今年の甲⼦園でもなかなかいい成績をとっております。寮に住んでるのはほとんど野球部の⼈です。⼣⾷
のときドキドキしながら⾷堂に⼊ってみたら、中に座っているみんなが全部坊主頭で、ホントにショックでした。野球って私とは全然別の世界のことかもしれませんが、みんな
優しく話しかけてくれるのはホントに嬉しいです。

それに、学校では中国語も教えているそうです。うちのクラスでも10⼈ぐらいやっています。
 

今⽇は⽇曜⽇で休みです。朝はお買い物に⾏って、午後は学校のほうへ⾒てきました。初めて⽇本の⾼校を⾒たのですから、いろいろ新鮮なところがあるわけです。で、明⽇⽉
曜⽇からは学校に通い始めます。ドキドキしながらにほんでの⾼校⽣活を楽しみにしています。これからもはりっきて頑張りたいと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーー次は写真でございますーーーーーーーーーーーーーーー
はじめは東京でとったものです

幸せそうな⼆⼈

⽴派な⽇本語国際センター（名前絶対間違えてるからすみません）

中野駅から撮った

陳林嶠さんの⽇記



科学技術館で撮った。なんか怖い

外務省のロビー。中に⼊ると撮影禁⽌だから

⽇中交流センターの図書館

みんなと離れるとき

夢でも⾒ていた東海道新幹線︕でも途中眠ってしまって．．．

で、次からは敦賀でね



クラスのみんなが迎えに来てくれました

学校についたー⾞からとったからちょっとあれなんだけど

 

寮から⾒えた景⾊

敦賀最⼤のショッピングモール

学校の体育館



うちの教室です

時間割です。なんか暇そう．．．

クラスのみんな（まだ⼀度も会っていないんですけど．．．）

学校の中庭

学校の運動場

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

まあ、というわけでいっぱい書いたんですけど、とにかくこれからよろしくお願いしますねｗ

これは⽇本語で投稿されたものです





中秋の挨拶

2014.09.09

今⾔ってはちょっと遅いかもしれないんですけど、皆さんの中秋節、いかがお過ごしでしょうか。私はですね…⽂字で⾔ってはなかなかうまく伝えないんで、皆さんも多分「つ
まんないな」と思ってすぐ消してしまいますので、写真に⼊りまーすｗ

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

はーい〜国から持ってきましたー

なんか中国で南のほうと北のほうの⽉餅も違うらしいんで、北のほうのやつはこれより⼩さくて、こういう「双⻩⽩蓮」の餡もないみたいです。

今⽇もいい天気☆雲がなくてお⽉様がはっきり⾒えてホントにきれい

このように屋上でゆっくり⽉餅を⾷べながらお⽉⾒をしました。中国⼈の先⽣も同じ部屋の趙君も⼀緒に来てくれました（寮に住んでるみんなは部活で遅くやってたので、その
時はまだ⾷事中なので⼀緒に来られなかった）。

陳林嶠さんの⽇記



寮の管理⼈先⽣にも差し上げました。うれしく召し上がりましたようです。今⽇は担任の浅⽥先⽣にも差し上げました。四つしか持っていないので、みんなに分けてもらえなか
ったの…残念

今からお⽉様を賛美する歌を歌わせていただきたいと思います︕

「（ドンドコドコドコドンドコドコドコ）

満⽉さま〜素晴らしや〜満⽉さま〜偉⼤なり〜

（ドンドコドコドコドンドコドコドコ）」

 

 

 

まあ、こんなところでこのネタをやってもだいたい分かる⼈いないよなｗ

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

世界では、違う場所によって、お⽉様の様⼦は変わるっていうことを、皆さんはご存知ですか︖わたしの経験というと、敦賀のお⽉様はシンセンのとけっこう違うんです。（写
真では⾒えないけど）しかし、模様が違っても同じお⽉様ですから、お⽉様を⾒ている皆さんの気持ちも同じなんでしょう。ここで皆さまのご健康とご多幸とをお祈り申し上げ
ます。同期⽣の皆さんも、元気に⽇本で⼀年⽣活して、帰ってから永遠にご家族と⼀緒に⼀家団欒に毎⽇楽しく過ごせますようお祈りします。

⻑くてつまらないものなんですけれども、最後までお読みいただき、ありがとうございました︕次は学校⽣活についてお書きしたいんですが、取材がなかなか進んでいないので
（っつーか全然取材していねぇじゃないか…）、週末アップさせていただきたいと思います。これからは⼀週間に２、３回ぐらい⽇記をお書きしたいんですが、どうぞよろしく
お願いします︕

これは⽇本語で投稿されたものです



コラム〜その1〜

2014.09.15

皆様本当に申し訳ございません。学校での取材がなかなかうまく進めなくて(実は惰けてるだけです)、学校⽣活についての⽇記は延後するようになりました。今回は代わりにひ
とまずコラムを書きたいと思います(写真がついていません)。テーマは「上下関係」です。

皆様のご存じ通り、⽇本では上下関係をとても重要視しています。敦賀市についてまだほんの⼀週間なんですけど、もうたくさん体験できました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーシーン1-ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(初めの夜、⾃室で)

「あ…どうしよう…ドキドキしてるわ…みんながやさしくしてくれるのかな…」

と、わたしは教科書を読みながら緊張しています。そう思いますと、「ドンドン」と、誰かがドアを叩いていました。

「はーい。おや、同じ⽣徒さんじゃん」

「はじめまして、隣の部屋の斎藤ってボクよ。今後はよろしくな」

「ああ、陳です。よろしくお願いします︕」

隣の部屋の斎藤君が挨拶をしに来たようです。

「陳君っていつから来てたの︖」

「さっき着いたところなんだ」

「へえ…中国のどこから来たの︖北京︖上海︖」

「まあ…シンセンって⾔うところなんだね」

「知らんなwww」

「wwwwww」

と、すぐ友達になったようです。

「で、君はどのクラス︖」

「2の3」

「へえ︖2の3︖」

「うん、⼆年三組よ」

「ああ︕⼆年⽣ですか︕すみません、わかりませんでした︕」

なんと、斎藤君が急に敬語で話し始めました…

「すみません︕特に⽤がないなら先に失礼します︕」

「お、おい、もう少しゆっくりしてくだ…⾏っちゃった…」

なんか斎藤君が慌てて⾃分の部屋に帰ってしまいました。

皆様、わかりましたか︖実は斎藤君は⼀年⽣で、先輩に敬語で話さなければいけないのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーシーン2-ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(朝⽅)

「あら、今⽇もいい天気☆早速朝飯を⾷べちゃおうかな〜」

陳林嶠さんの⽇記



(寮の⾷堂で)

「わ〜なんか⼈いっぱい〜そんな⻑く列に並んでる〜

あれ︖なんかぜんぜん進んでないな…おかしいな…」(朝ご飯はバイキング式)

そう思ったら、列の⼀番前へ望んでみますと…

「進まないはずだろ…だって前のやつが全然⾷べ物を取っていないじゃないか︕なんだよお前︕」

と、前の⼈に話しかけたい最中、なんとまた変な奴がやってきました。その⼈は完全に列を無視して、あっという間に⼈込みを抜けて、楽しそうに⾷べ物を取り始めました。

「お、おい︕これはさすがにちょっとひどいじゃないですか︕ちゃんと列に並べよこら︕」

と、ツンツン怒気が上がったら、また⼈が話しかけてきました。

「おお、陳君じゃないですか。⼀緒に⾷べようぜ。」

気が付いたら、その⼈は同じクラスの中井さんでした。中井さんは私の⼿をつなげ、さっきのやつのように列を無視して、⾷べ物を取り始めました。

「ちょ、ちょっと中井さん、これは本当にいいのかな…」

と、⼩さな声で私が⾔いました。

「ああ、⼤丈夫。俺らが⼆年⽣だから」

ここまで読みますと、皆さんがもうわかったと思います。わたしは本当はみんなより年下であっても、最近来たばかりであっても、私が⼆年⽣だというたった⼀つのことで、私
はみんなの先輩になって、みんなより早く⾷べ物を取ることができました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーシーン3-ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(放課後、体育館で)

「よろしくお願いします︕」

と、顧問の先⽣に⼀礼、バドミントン部での初めての訓練がはじめました。

「まあ、コートが少ないので、三年⽣、⼆年⽣と中⼆⽣が先にシングルノック30本*5回、陳君とそのほかはガイシュージュッシューから始めろ」

「おっす︕」

あれ︖シングルノックってはまだ分かっていますけれど、ガイシュージュッシューってなんなの…「鎧袖⼀触(がいしゅういっしょく)」︖いきなりの漢字テストですか…

そう思ったら、⼀部の⼈がラケットを持ち、私はほかの⼈と⼀緒に、なんと体育館を出て、室外靴を履いて、⾛り出しました。

「なんなんだよ︕『学校の外を周回して⼗週⾛る』って⾔うのは『外周⼗週(がいしゅうじゅっしゅう)』ってことかい︕」

いやであっても、なんとみんなで「外周⼗週」をはじめました。

(⼆⼗五分後)

「いやー…ホンマに疲れたわ…」

「はい交代。さっきの外周グループがシングルノックを始め、⾼2、⾼3、中2が外周を」

顧問の先⽣がこう⾔って、やっと私たちの番になりました。

落ち着いて考えてみると、なんで⼆年⽣の中で私だけが⾼1と中1と⼀緒なのでしょうか。それは、中1も⾼1も今年の四⽉に⼊部してばかりで後輩になって、⾼2と⾼3はもちろ
ん先輩で、中2は私よ年下ですが、去年から⼊部していて、もちろん先輩です。つまり、クラブのみんなは全員私の先輩です。より後輩の⼀年⽣と、まったく新⼈のわたしが後
で練習を始めるということもおかしくないでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー割線wーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

みなさん、どうだったでしょうか。こんな形で、皆様に⽇本の違う⽂化をもっと深く理解してもらえると、わたしはうれしいと思います。

次回はホンマに学校⽣活の紹介に⼊りたいと思います。投稿する時間は⽔曜⽇(仮)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





2014.09.23

陳林嶠さんの⽇記



また遅れてすみませんでした（どうせ⾒る⼈いないからお詫びしなくてもいいと思います）

2014.09.27

と、タイトルにそう書いてありますが、やはりお詫びしなければならないと思います。本当に申し訳ございません。実は最近寮ではインフルエンザ(本当はインフルエンザじゃ
なくなんとかウイルスと⾔いますが、症状がインフルに近く⼀応インフルと⾔っておきます)が流⾏っていて、インターネットが使える場所が利⽤できなくなりました。どれぐ
らい流⾏ったかというと、おとといの⽇曜⽇に、私が住んでいる寮の三階には、みんな熱で病院に⾏ったり、家へ帰ったりして、私しか残りませんでしたw最近はだんだん涼し
くなり、もう美しい秋の気分がしますけど、皆様もぜひお体に気を付けてください。というわけで、今⽇は特別⼤放⾎サービスとしてちょっと多めに書きたいともいます。予定
通り、今⽇は私の学校について書きたいと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

うちの学校は⽇本の⼋百万の私⽴学校の中でごく普通の⼀校であります。以上です。

 

 

 

 

 

まあ、普通ながらも⾯⽩いところがあるのです。

学校の授業の教え⽅は私が学校に対しての認識を完全につぶしました。

初めての授業が⽇本史です。先⽣が教室に⼊りました。

「はい、静かに︕」

「いや先⽣、せっかく陳君がやってきたのに、授業をやるのはさすがに無理です︕ね、陳君〜」

と、急に指名されましたwww

「おい、⾃⼰紹介はもうしたやろ︕」

先⽣がイライラしているようです。

「先⽣、陳君の歓迎会をやろう︖」

「歓迎会は浅⽥先⽣の授業でやれよ︕」

浅⽥先⽣は担任の先⽣です。

先⽣の話を無視して、さっきからふざけていた⽣徒が講壇にあがって、⿊板に⼤きな字で「歓迎会」を書きました。

「おい、何をしてる上⽥︕」

上⽥と呼ばれた⼈が司会みたいに私の歓迎会を始めました。

歓迎会といっても、実は騒いでいただけですwww私もみんなの調⼦に合わせて、もう⼀度⾃⼰紹介をしました。

特にやることがないので、騒ぎもだんだん凪になりました。

笑っているか怒っているかわからない先⽣が静かになったクラスを⾒つめて

「というわけで…」

「先⽣は夏休みに何をしましたか︖」

また訳が分からない急展開ですwww

「やあ…別になんにもしていないけど…」

陳林嶠さんの⽇記



先⽣が困ったような表情で答えました。

そうすると、また別の⽣徒が講壇にあがって、「歓迎会」の下に「私の夏休み」と書きました。

「私の夏休みは三つの部分に分けられています。」

と、1、2、3の数字を書きました。

みんなも真剣に聞いているようです。

すると、先⽣が恨めしそうな視線ででその⼈を⾒つめました。

「ええと…⼀つ⽬の部分は…何もしていないです︕⼆つ⽬と三つめも…何もしていないです︕以上です︕」

先⽣を怖がっているように、その⼈がこっそりと講壇を降りました。

パパパパとみんなが拍⼿しました。

「もういいか︖授業をやるぞ︕」

やっと先⽣が授業を始まりました。

「ええと、⼀学期は、確か鎌倉幕府の建⽴までやったとおもいますが…」

「ギンーゴンーガンーゴンー」

と、先⽣が仕⽅ない顔をして、私の最初の授業がこう終わりました。

 

⼆限⽬は⽣物です。先⽣が⼊ると、また誰かが話し出しました。

「先⽣、せっかく陳君がやってきたのに、授業をやるのはさすがに無理です︕」

「いや…もともと今⽇は授業をやらないと思ったが…」

と、なんかとんでもない発⾔をした先⽣ですねwww

こう⾔いますと、先⽣が⾃分の夏休みを紹介し始めました。

 

 三限⽬は数学です。なんとおばあさんみたいな先⽣が⼊りました。

「やあ…最近は世間も物騒になりましたね。私は夏休みに本当にいろいろ体験できました」

さすがに先⽣…挨拶の仕⽅も結構おもしろいって⾔うか…

もし先⽣が和服を着て、⽻織を覆って、⼿に扇を持って、正座をすると、まるで落語家のようですwww

「私の孫さんはね、今年も⼤学に⼊って、しばしばうちに帰るようになりました。」

「夏休みにも帰って家に⼀か⽉ぐらいすみましたが、本当は帰らないでほしかったんです」

「なぜかというと、その孫さんは…」

とても⻑い落語…いいえ、⻑い話ですからここまで乗せておきましょうwww 

 

四限⽬は国語です。担任の浅⽥先⽣が⼊りました。

「はーい。漢字のプリントをやりまーす」

と、みんなが配ったプリントをやり始めました。

もちろん私にとって難しいです。20問のなかで、わたしがわかるのは10問ぐらいしかありません。

「じゃあ、五⼈の⼈に前にやってもらいまーす。えーと、今⽇は九⽉⼋⽇…⼋番は陳君でーすwww」

「おい違うやろwww」

と、みんなが笑い始めました。先⽣もニヤニヤ笑って、なんかいじめられた気がしましたwww



わたしのような来たばかりの⽣徒が出席番号が⼋番だって全然信じられませんねwww

そう思いますが、先⽣が指名したのだから、⾏くしかありません。

結果は、私が書いた四つの問題に、私は三つ正しく答えました。けっこう頑張ったと思いますw

ーーーーーーーーーーーーーなんかオチがない話ですねーーーーーーーーーーーーーー

よく意味の分からない⽂章ですが、最後までお読みいただき、ありがとうございました︕また会いましょう︕(実はもう予告なんか書きたくないのです。どうせ遅れますからね
w)

これは⽇本語で投稿されたものです



前回の引き続き

2014.10.01

みなさんこんばんは。

皆さんはきっともう⾒抜いたんだと思いますけど、前回の⽇記はいろいろな原因で(怠けてただけです)、オチがなく、慌てて終わりました。今回はその引き続きをやりたいと思
います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

午後はなんといきなり休業になりました。(やった︕)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次の⽇、⼀限⽬は現代社会です。昨⽇の⽇本史と同じ先⽣が⼊ってきました。

「申し訳ございませんが、今⽇は特にやる話はないです︕」

「ええええ︖そんな︖先⽣の授業を楽しみにしていたのです︕」

なんか、現代社会の授業の前に、必ずなにか授業と関係ない話をやるという決まりがあるようです

「先⽣は夏休みに何をしましたか︖」

「おんなじことを⾔うな︕」

と、やっと授業が始まりました。

「前回は確か、⽇本の平和憲法までやってきたと思います。⽇本の⾃衛隊ははどのように、⾃分が作戦に派遣されないと保証していますかというと…」

そう⾔いながら、先⽣は⿊板に「⽂⺠統制(シビリアン・コントロール)」と書きました。

「先⽣、それは『ツビリアン』ですか」

そう⾔えば、確かに先⽣が書いた「シ」は「ツ」に⾒えますけど…

「『シ』だろ︕︖ほかのクラスでも⾔われたけど…」

と⾔いながら、先⽣は⿊板で「シ」を書き直しました。

「まだ『ツ』やろwww」

本当に、まだ「ツ」に⾒えますね…

「おい陳君、先⽣に教えてやろう︕」

「おおおお︕」

急に盛り上がってきたようです。

みんなにこう⾔われたら、もうやるしかないと思いましたwww

私はこの三年間、⽇本語を勉強してきたのは、このいわゆる「いざという時」のためかもしれません。そう思ったら、私は勇気を出して、講壇に上がって、⿊板で⼤きな「シ」
を書きました。

みんなが拍⼿してくれました。

まあ、ちょっとふざけすぎじゃないかですね

 

⼆限⽬は古典です。もともと古⽂は私にとってきっと難しいと思いましたが、まさか…

「えーと、今⽇からは、漢詩の部分に⼊りまーす」

陳林嶠さんの⽇記



漢詩︖

そういえば、この前も聞きましたが、⽇本の国語でも漢詩をやってるそうです。私ってちょうどいい時に来たんですね

「今⽇は、中国の唐の有名な詩⼈、李⽩の『静夜思』をやりまーす。陳君、中国で習ったことがありますか︖」

「ええと…この詩はですね、中国の幼稚園児も暗誦できますよ。」

「幼稚園www」

みんなが騒ぎました。

まあ、本当に有名な詩なんですからね

「じゃ陳君、前に出て暗誦しましょう︕」

楽勝楽勝︕わたしは早速前に出て、暗誦し始めました。

「床前明⽉光，疑似地上霜

举头望明⽉，低头思故乡」

「いいね︕でもこれは⽇本語で読むとどうなりますかね…はいEさん、どうぞ書き下し⽂で読んでください」

書き下し⽂︖あれは何︖

Eさんが読み始めました

「床前⽉光ヲ看る

疑フラクニ是レ地上ノ霜カト

頭ヲ挙ゲテ明⽉ヲ看ル

頭を低レテ故郷ヲ思フ」

なんか訳が分からなくなってきましたwww

やっぱり古典をなめてはだめですねwww

 

三限⽬は体育です。

⽇本の体育の授業は、中国のと全然違い、毎回必ず男⼦／⼥⼦全員で何かのスポーツをやります。みんなで⼀緒にやりますから、とても楽しいと思います。

今⽇は卓球をやるそうです。

「卓球︖それは陳君に負けるわwww」

みんながこう⾔っています。

まあ、確かに卓球は中国の「国球」とも⾔われていますが、実は私は…

卓球をやったことがないですwww

結局はもちろん、みんなにひどく負けましたwww

国にいるみんな、恥をおかけしました︕

 

四限⽬は⾳楽です。⾳楽室に⼊ったら、本当にびっくりしました。

なんかみんなの席の前に、全部⼀台のエレクトーンが置いてあるようです︕

「はい、今回の授業は、前から練習してきた『美⼥と野獣』を検査したいと思います︕」

これはさすがに無理じゃないですかねwww

私は隣の楽譜を借りてみると…

まあ、幸いに、⼩さいころピアノをやったことのある私にとってはあまり難しくない曲みたいですね。



私は急いで練習して、最後A等も取りました。やっぱり「備えあれば患いなし、備えなくても前にやったことあれば患いなし」ですねwww

次の授業はみんなで合奏を練習するそうで、今⽇は楽器も決めました。わたしは⽊琴を選びました。これはホントに備えなしだから⼤丈夫なのかな…

 

午後はなんと「コミュニケーション英語」と「英語表現」ふたコマの英語があるんですね。先⽣も教科書も違います。

コミュニケーション英語というと、コミュニケーションが必要ですね。だから私はまた英語で⾃⼰紹介をさせられましたwww

なんかみんながよくわからなさそう顔で私を⾒ていて、私の⾃尊⼼もちょっとだけ回復できました(⾃慢するべきじゃないだろ︕)

英語表現では、アメリカのすばらしいLAシティーから来たジョンソン先⽣がいらっしゃいました。みんなでいろいろなゲームをやりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

まあ、基本的に、私の学校の科⽬はだいたいこれぐらいでございます。中国語を習っている⽣徒たちもいますけど、その授業を受けていないので、よくわかりません。でも、み
んなの教科書は結構難しいし、結構しゃべれると思います。これからも頑張ってくださいね︕

あっ、「社会と情報」を忘れました…

次回は何について書きたいというと、敦賀市内の名勝を紹介したいですね。積んできた写真もいっぱい乗せたいと思います。取材が終わるまでちょっとお待ちくださいね

それでは、またいつかw

 

 

 

 

 

*書き下し⽂は⽇本⼈たちが、⽇本語に合わせ、作り出した漢詩の読み⽅です。中国語とけっこう違って、⽂法と仮名遣いとかは⽇本の古⽂のほうが近いです。翻訳の先⽣にま
たご迷惑をおかけしますねw

**皆様も気づいたと思いますが、⽇本の普通の⾼校は朝四限、午後⼆限、三時半ごろから部活の時間となります。「特進(特別進学)」という、授業がもっと忙しいクラスもあり
ますが、私は全然賢くない普通の男⼦⾼⽣なので、普通進学に通っています。(こんな重要なことは最初に書いておくべきじゃないですかね…)

***⽇本の⼤学の進学制度は、中国と違い、統⼀の⼊試がなく、別々の学校で⼊試が⾏われています。推薦⼊試とかAO⼊試とかいろいろありますが、よくわかりませんのでち
ょっと説明しにくいですけど…(説明するならちゃんと調べとけ︕)

 

これは⽇本語で投稿されたものです



国慶節の挨拶＋コラム〜その２〜

2014.10.05

 みなさんこんばんは。
 ⼗⽉⼀⽇は中国の国慶節ですね。今年も七連休があるそうです…⽇本では七連休どころか、五連休も⼆、三年に⼀回ある程度です…家でのんびり過ごす⽇々がなんか懐かしいな

ー(実は怠けたいだけですw)
 せっかくですから、今⽇はコラムとして⽇本の祝⽇と⾏事について紹介したいと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
⼀年の最初の⽇としての元⽇は、⽇本で⼀番重要な⾏事で、もちろんお休みです。この⽇にはみんなが年の初めを祝い、いろいろな伝統的な⾏事が⾏われます。詳しくは睦⽉の
ころ写真と⼀緒にアップしたいとおもいますが、ぜひおたのしみにしてください。

⼆週間ぐらい過ぎて、睦⽉の第⼆⽉曜⽇は成⼈の⽇です。(伝統的な祝⽇じゃないのになぜ「睦⽉」を使うの…)この⽇記を読んでいる皆さんはまだ成⼈していないほうが多いと
思いますが、もう⼦供じゃないので、ちゃんと⼀⼈前の堂々とした⼈になりなさいね(まだ⼦供でしょw)

 

⼆⽉⼗⼀⽇は建国記念⽇です。⼆千六百年ごろ前のこの⽇、神武天皇が即位したといわれています。まあ、実はそのころは旧暦を使っていると思いますが…でもいわゆる「休み
あり事はいいことなり」ですねw

 

だんだん気温が上がって、春の気配が感じるんですね。三⽉⼆⼗⼀⽇は春分の⽇です。(天⽂の計算によりたまたま変化することがあります)この⽇にはみんなが「⾃然をたた
え、⽣物をいつくしむ」とかしています。(実は私も意味が分からないですw)

 

四⽉⼆⼗九⽇は昭和の⽇です。もともと昭和天皇の誕⽣⽇ですが、2007年以降、あの激動の時代と複興の道を銘じるための記念⽇となりました。(ちょっと重い話ですね…な
に︖直上︖誘爆防いで︕)

 

5⽉3⽇は憲法記念⽇です。1947年5⽉3⽇、新しい⽇本国憲法が施⾏されました。(やっとはっきりした理由で⽇付を決められた祝⽇になりました…)その次の⽇はみどりの⽇、
⾃然に親しみ、その恩恵を感謝するための祝⽇です。その次の次の⽇はこどもの⽇で、もともと端午の節句で、⼀応伝統的な祝⽇に当たります。(5⽉はなにつきでしたっけ…)
この三⽇間は⽇本で⼀年中唯⼀な、待望な、貴重なゴールデンウィークになりますね。

六⽉はなんと祝⽇がなく、寂しい⼀か⽉ですね…(そんなに学校に⾏きたくないのか︕)7⽉の第三⽉曜⽇になると、海の⽇です。「海の恩恵を感謝する」という⽇なんですけ
ど、夏休み中なので、あまり気づけられない祝⽇ですね(やっぱりお前の⽬的は休みたいだけか…)

 

⼋⽉ももともと祝⽇がないですが、「せっかくのお盆なのになんでお休みがないの︖」とかを考えている⼈がいるらしいで、2016年から毎年8⽉11⽇に「⼭の⽇」が作られる
そうです。(どうせ夏休みだから…)

 

九⽉の第三⽉曜⽇は敬⽼の⽇です。このまえに「としよりの⽇」と「⽼⼈の⽇」とか呼ばれていて、その呼び⽅はさすがに嫌われますので、今の称呼に変えられました。

そして9⽉22⽇「国⺠の祝⽇」です。2009年から時々現れていて、今年はないです。特に休む理由がなく、なぜこの⽇に決められたのかもよくわからなく、いわゆる「謎の祝
⽇」です。国会の皆様もちょっと仕事をサボりたいかもしれませんねw

 

9⽉23⽇は秋分の⽇です。お茶を飲んだり、紅葉を⾒たりするほかに、とくにやるこたがありませんね。(せっかく秋分の⽇も春分の⽇があるなら、なぜ夏⾄と冬⾄も休まない
でしょうかねw)

 

10⽉第⼆⽉曜⽇は体育の⽇です。みなさんは⽇本に来てちゃんと運動していますか︖しないとある⼈のように、ちょっとだけ運動したら「ああ筋⾁痛でたまらないー」と⾔っ
てしまいますよw

 

11⽉3⽇は⽂化の⽇です。⽇本国憲法の公布を記念する⽇です。憲法記念⽇と微妙な違いがありますから気を付けてくださいね(休みがあればいいんじゃないw)ちなみにこのひ
は明治天皇の誕⽣⽇でもあります。

11⽉23⽇は勤労感謝の⽇で、だいたい中国の労働節に当たります。(もちろん連休がありません)気が付かないまま冬になりましたね。みなさんも冬になったらぜひ体にお気を
つけてください。(じつは私は南で⽣まれ育ちでまだ雪を⾒たことが⼀回もありませんw)

 

それに1年中最後の祝⽇、12⽉23⽇の天皇誕⽣⽇です。もし法律に「この⽇に⽇本国⺠は必ず、祝いにケーキを⾷べなければならない」と書いてあったら⾯⽩いはずなのに…
(まあ、あしたもうクリスマスイブだからちょっとだけ我慢してください)

 

ほかに時々太⼦の結婚式や、天皇様が亡くなりましたなどという原因でお休みになることもありますが、以上が⽇本の全部の祝⽇となります。
それに、時々謎の祝⽇や、振り替え休⽇の数が変わるかもしれませんが、毎年の休⽇の数は必ず１６⽇になっています。（中国では１０⽇ですね）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
まあ、休みの⽇でも学校に⾏く⽇でも、楽しい毎⽇を過ごすという⼼があれば、いい⽇になると思います。
それでは、また会いましょう︕

*「睦⽉」は⼀⽉の旧称です。ほかに⼀年の⼗⼆か⽉は全部⾃分の旧称があります。もちろん覚えていません。

陳林嶠さんの⽇記



**実は神武天皇のころは歴があるかどうかも問題ですが、和歌⼭県のどこかの看板にこの⽇付がはっきり記載されていますからしょうがないですね
***⽇本は島国ですが、いくつか海のない県もあるのです。そこの⼈々はどうやって海の⽇を過ごしているが知りたいですね…
****夏⾄と冬⾄に休みがない理由は、たぶん夏休みと冬休みにあるからでしょうね（でも６⽉２２⽇はまだ夏休みになっていないはずなのに…⼀体なぜでしょうかね…） 

これは⽇本語で投稿されたものです



いろいろな写真〜九⽉〜

2014.10.08

１．

２．

陳林嶠さんの⽇記



３．



４．



５．



６．



７．

みなさんこんばんは。

最近はだんだん寒くなりましたね。こちらはもう冬の制服を着なければ耐えられない気温になりました（お前が寒さに苦⼿だけだろｗ）。台⾵も吹いたり、毎朝寒さに起こさせ
たりして、夜はもうケロちゃんの鳴き声が聞こえなくて本当に寂しい…暗い⼈⽣…（もうこんな消極的な話やめろ︕）

敦賀に来て、あっという間に１ヶ⽉過ぎて、中間考査の⽇も近くなりました（ショボーン…）朝から昼までは授業、午後はバドミントン部の練習、こういう充実で楽しくて、た
いへん疲れて毎⽇パンツまで汗で濡らされる⽣活は、だいぶ慣れてきました。（変態って⾔われるよ︕）これからも張り切っていきましょう︕

というわけで、今⽇は敦賀市内で撮ったいろいろな写真を発表したいと思います。

それに⼤変申し訳ございませんが、写真のほうが前になりました…（頭が悪くてアップロードシステムが使えなくてすみません）⼀応パートごとに分けましたが、⼤変お⼿数か
かりますが、写真と本⽂の番号を⾒て読んでください…

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

１．

敦賀市の地図です。⼩さい町ですが、⾯⽩いところがいっぱいあります。

 

２．

まずは名勝の気⽐の松原です。

松原は海のすぐ隣にあります。

最も澄の空と海に、⽣命の緑がくわえられ、砂浜で楽しく遊んでいる⼦供たちのシルエットと⼀緒に、最⾼の景⾊になりました。

その近くに⼩学校もあって、そこで勉強している⼦供たちが毎⽇海とともに⽇々を送っているのは、本当に幸せだと思います。

 

３．

次は気⽐神宮です。

⽇本三⼤⿃居の⼀つと⾔われる⼤⿃居です。

神社でよく⾒られる⾵景ですね。

お⼟産ももちろん買って⾷べましたｗ

 

４．

敦賀港も結構歴史の雰囲気に溢れているところです。

敦賀港の歴史を紹介している⽴派な館です。

軍港じゃないのに、なぜか海保の艦が⽌まっていますね。

静かな海です。

静かじゃない海ですｗ

その⽇はちょっと曇っていて、この太陽が出てきた⼀瞬の写真を撮るには、強い⾵の中で２０分も待ちました…（⾵邪にかかりますからマネしないでください︕）

なんか古く⾒える景⾊ですね…



 

５．

敦賀には３、４本ぐらいの川が通っています。

⼤きな川です。

⼩さな川です。（もういいから怠けるのをやめろ︕）

どちらでも⽔がとてもきれいです。

⾒えますか︖⼤きな⿂が泳いでいます。

よく⾒えないかもしれませんが、⽩いのが鶴、⿊いのは⽯じゃなく野⽣のアヒルです。

もし中国だったら、こんな動物と⼈間の近い関係は、なかなか⾒えないことですね。実に美しい︕

 

６．

学校の周辺は⽥舎です。畑がいっぱいあります。

こんな豊作だと、⽥を植えている⼈たちは、きっとうれしいと思います︕

 

７．

その他

皆さんは読みたい本や⾒たい映画などを安く買いたい時がありますか︖それなら各⾃の住みかの近くのBook-offなどの中古屋さんをご利⽤ください︕とても便利ですよ

京極堂さんの本を買ってきました︕でもこの常識はずれ厚さ…（１３６７ページです）３⽇間で１００ページしか読めませんでした…

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

というわけで、今⽇は写真をいっぱい載せましたー（基⾦のサーバーに負担をかけてすみません…）

まだ⼀か⽉しかたっていないですが、⽇記の話題はもうネタ切れの気がしますけど…とりあえずがんっばって書きますが、これからはいままでのようにたっぷり乗せられないか
もしれません…申し訳ございません︕（どうしても私はものぐさの⾼校⽣ですものｗ）

ちなみにこれからもこのように毎⽉ごとにまとめて写真を発表したいと思います。

それでは、また会いましょう︕

 

 

 

 

 

 

 

＊ちなみにこの海は⽇本海です。海に⾯して叫ぶこと、中国に伝わるかもしれません。（いい⼦はマネしないで︕）

＊＊神宮で祀られている神様に関しては⼀切知りません。（せっかく奉納して祈ったのに…）いろいろな神社に詳しいメル友とかに聞いておきます。

＊＊＊どうでもいい話ですが、⽇本の海⾃（海上⾃衛隊）と海保（海上保安庁）の艦艇の名前は、ほとんど⽇本旧海軍の艦名から継いでいます。この船の名前はたぶん駆逐艦
「越前」からですね。

＊＊＊＊京極夏彦さんの探偵⼩説が⼤好きです︕この「絡新婦の理」は国で中国語バージョンを読みかけ、⽇本語版で後半を読みたいと思いますが、なかなか難しいですね…

これは⽇本語で投稿されたものです





⽉⾷〜その１〜（その１とつけても次回は来年になります）

2014.10.09

みなさんこんばんは。

昨夜は⽉⾷を⾒ませんでしたか︖こちらでは雲もなくはっきり⾒えましたよ︕写真も撮りました。

永遠の三⽇天下（違うやろ…）

実はすっかりこのことを忘れて、外を出たときにもうちょうどこのようになりました。（真っ⿊じゃないですか︕）

ちょっと待っててこのようになりました

だんだん⾚⾊も⾒えてきましたね（この前も⽉⾷の時⽉は⾚くなると聞きましたが、原因は⼀切わからないです）

こうなるときはもう１１時過ぎて就寝時間になりました…残念ですがおやすみなさい…

というわけで今⽇は短く書いておきました。また会いましょう︕

これは⽇本語で投稿されたものです

陳林嶠さんの⽇記





楽しいバド部

2014.10.12

1.

2.

3.

みなさんこんばんは(そろそろほかのあいさつに変えよう︕まだ夜じゃないし︕)

三連休明けからはいきなり中間考査です︕(じゃ⽇記なんかはもう書かないで早く試験勉強しろ︕)こんな時にスーパー台⾵が来るのはなんというか…(もうちょっと遅く来たら
学校が休めるのに…)皆さんも台⾵に⼗分気を付け、出かけないで、いえの窓を閉めて、庭にいる鶏とかも室内に⼊らせてください︕(こんな時代はもう庭で鶏を飼う⼈はいない
だろう…)

というわけで、今⽇は私の部活について話したいと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

もともと、私はあまり運動が得意ではなく(むしろへたくそとも⾔えます)、何か⽂化部に⼊ろうと思っていたのです。でも寮の⾷堂はあまりにもおいしくて、毎⽇気が付かない
まま多く⾷べてしまいます…この前体重を測りましたが、⽇本に来てもう2キロも太ってきました…このままじゃさすがにやばいと思って、運動部に⼊ろうと決⼼しました。

最初は学級⻑さんに誘われて、彼が⼊っている空⼿部に⾒学に⾏きました。

1.の写真を⾒てください…

まあ…これはやはりわたしに似合わないかな…

そのあと、バドミントン部もあると聞きまして、そこに⾏きたいと思いました。(実は国でやったことがあるスポーツはこれしかないですw)

その⽇の放課後、私は急いで顧問の先⽣が教えた第⼆体育館に⾏きましたが、そこには誰もいませんでした。おかしいなって思っていた最中、同じクラスのUくんが来ました。

「おお陳君、本当に来てくれたんだな。早く中に⼊ろう」

なか︖もう体育館にいるんじゃないですか…

そう思ったら、Uくんは男⼦便所のドアを開き、私に⼊らせろうと⼿を振りました。

中に⼊ると、もう四、五⼈ぐらいがいました。みんなは更⾐室のほうにあつまり、ばらばら床に座って、なんと漫画を読んだり、ケイタイを⾒たりしていましたw

陳林嶠さんの⽇記



「おお。新⼈か︖」

「は、はい︕中国からの留学⽣の陳です。きょうは⾒学に来ましたが、よろしくお願いします」

「遠慮しなくていいよ。同じ⼆年⽣だよ」

話しているひとが全然年上に⾒えますが…

「ここは部室…か︖」

「いやいや、ただのトイレだけよw」

でもこんなにゆるいのは本当にいいでしょうか…

「ここで始まるまでゆっくりしていいよ」

と、Uくんが⾔いました。

「何時から︖」

「3時45分。でも時々4時20分ごろに始まることもあるよ」

実は授業は3時20分に終わり、3時45分という時間はもうけっこう遅いと思いますが…

「先⽣がまだ来てない︖」

「先⽣は5時までに来ないと思うよ」

ホントに暇な部ですね…

「まあ、今⼀球打ったらどう︖」

と、Uくんに誘われました。

「まだラケットももっていないけど…」

「いいよ。学校から貸すのもあるよ」

こう⾔って、Uくんは私を連れてトイレを出て、体育館を出て、いくつかの⾓を回って、部屋が並んでいる薄暗い廊下につきました。Uくんはその中の1つに⼊りました。部屋に
窓もなく電気もついていなく、ほこりのにおいにあふれています。Uくんは暗闇の中で⾟そうに探して、とうとう1つの古いラケットを⾒つけました。

帰ったときはみんなはもうトイレを出てきました。

「あれ︖陳君のラケット︖どこで買った︖」

「いいえ、さっき倉庫のほうで⾒つけました…」

話が終わっていないのに、なんかみんなが笑い出しました。

「おい、『倉庫』って⾔ったよwww」

「まあ…あれはさあ…めっちゃ汚いけど、実は部室だよ」

えっ︖そちらのほうが部室か…ドアに札も張ってないし…

むしろここのトイレのほうが部室にふさわしいかもしれませんwww

まあ、細かいことは別として、わたしはUくんとコートのほうへ⾏って、打ち始めました。

正直⾔って、私は前回バドミントンをやったのは1年ぐらい前のことです…だからシャトルをとれるのも奇跡だったと思います…

10分ぐらいだけやったら、私はもう汗がずいぶん出て、ちょっと休もうとしました。

でも実は彼たちはそんなに強くないですね、私のような新⽶もシャトルがちゃんと取れますしwやはり練習がゆるすぎたでしょうかねw

と思ったら、Uくんが急にとても強そうな声で叫びだしましたーー

「K︕やるぞ︕」

Kと呼ばれた⼈が聞くと、ずっと待ってたように、かっこよく読んでいた漫画を捨てて、⽴ち上がって、そばにあるラケットを握って、⼤きな声で叫びだしましたーー

「ファイトーーーーーー」



急に雰囲気が盛り上がってきました︕

まあ、UくんとKくんがやっている様⼦を⾒て、実はさっきUくんが⽢えてくれたことがわかりましたw

つよっ︕

Kさんが左利きだったのに、なぜか私よりも強い⼒でシャトルを返したり、スマッシュすることもできます。

本当にさっきの「バド部はゆるい」という印象をつぶしましたw

でも、この1年間頑張って練習して、彼らのように強くなれると思ったら、明⽇から⼊ろうと決⼼しました︕

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

時間の流れも速すぎて、バド部に⼊ってもう1ヶ⽉になりました。毎⽇の練習は⾒た⽬が暇ですが、3時45分から始まり(いい加減なやつがいなければ)、6時半までの練習は、実
はとても⼤変です。前も⾔ったように、汗でパンツまで濡らせるぐらい疲れています。(本当に下品な話だな…しかも⼆度と)

でも、すっごく楽しいです。運動は体を強くさせるほかに、わたしとみんなの距離を近くしました。バドをやっているときはもちろん笑い声でいっぱいで、やっていない時もよ
くみんなと話し合っています。みんなに中国語をいっぱい教えて、みんなもわたしにいろいろなことを教えてくれました。

 

シーン1

Fくんは私と同じ寮⽣で、元野球部です。私と同じ頃⼊部しました。だからみんながちょっと難しい練習をするときに、私たちはいつも素振りとか外周とかをしています。

素振りの正しいやり⽅は(右利きの場合)、左⾜を前に出して、斜めに⽴って、左⼿を⾼く上げて、ラケットを持っている右⼿を後ろから前のしたまで早く振ることです。簡単に
⾒えますが、うまくできるまではずいぶん時間がかかるそうです。私たちは毎⽇、750回ぐらいそれをやっています。

参照に２．の絵を描きましたｗｗｗ

そのひ、Fくんは普段の素振りが飽きたようです。

彼は両⼿でラケットを持って、じっと前を⾒つめて、突然右⾜を上がって、ラケットを前へ振りました。

1回、2回、3回…彼はこんなわけのわからない動作を何度も続けました。

急に、私は何かわかったような気がしました。

彼は野球の素振りをしていたんです︕︕︕

３．の絵を⾒てください

でも、まるで野球場に戻ったように、彼の態度があまりにも真剣すぎて、ツッコむことができないですw

それで、私もFくんを真似して、野球の素振りを始めましたwww

「違う。もっとしっかりしろ︕」

「はい︕」

こんな⼆⼈はコートのなかで異類になりましたw

当然、最後は先輩にひどく叱られましたwww

 

シーン2

Eくんは1年⽣で、7⽉に⼊部しました。

そのひ、私とFくんとEくんと⼀緒に分けられて、シングルスを回せって⾔われました。

「陳君、中国語で『お願いします』ってなんていうんです︖」

とEさんが聞きました。

「『请多指教』って⾔うよ」

「请多指教︕」

話も終わってないとき、Eくんが急にサーブしてきました。私はまだ気がついていなく、シャトルが地⾯に落ちました。



「ワンラブ」

「はやっ︕」

これは本当にずるいですねw

⼀局終わって、次はEくんとFくんの勝負です。

「陳君、『⾶んでけ︕』って中国語でなんというんです︖」

「『飞吧︕』って⾔うよ」

「飞吧︕」

と、Eくんがまた急にサーブしてしましましたw

今度はFくんも反応できず、また1点取られましたwww

「陳君、『調⼦に乗るな』ってなんって⾔うのw」

今度はFくんが聞きましたw

私はFくんに答えなく、直接Eくんに向けて⾔いました。

「别太嚣张了︕︕︕」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このほかに、バド部にはほかにたくさんの⾯⽩いことがありましたが、時間のために全部紹介できず、ここまで終わりたいと思います。また会いましょう︕(結語も同じかよ…)

 

 

 

 

 

*⽉曜⽇は例の体育の⽇です。台⾵で運動ができないですけどねw

**「庭(にわ)には⼆⽻(にわ)の鶏(にわとり)がいる」が元ネタ。最近は学校でみんなにたくさんの早⼝ことばを教わりました。「バスガス爆発（ばくはつ）」とか「⽣⻨(なま
むぎ)⽣(なま)ごみ(繰り返し)」とか…やっぱむずかしいですね

ちなみに中国語を勉強しているみんなに「黑化肥会挥发，灰化肥会发黑(hei hua fei hui hui fa,hui hua fei hui fa hei)」を教えました。(先⽣としての私もよく読めないです
が…)

***寮の⾷堂は本当においしいです︕この１ヶ⽉毎⽇の⾷べ物はほとんど重ねていません。丼とかラーメンとかキツネうどんなどの⽇本⾷もあれば、カレー、スパゲティ、ハン
バーグなどの洋⾷もあります。それに毎晩デザートもあります。だから毎⽇の⾷事を楽しみにしています。

****「ファイトー」は英語の「Fight」で、運動部でよく使われています。このように⼤きな声で叫ぶと、みんなの戦う意志を盛り上げることができて、不思議な⾔葉です。

*****素振りは、シャトル抜きで連続してラケットを振ることです。いわゆるすべての基本です。外周は、前も⾔ったんですけど、学校を回って⾛ることです。

これは⽇本語で投稿されたものです



中間考査の終焉(なんか偉そうなタイトル…)+α

2014.10.17

みなさんこんばんは。

とうとう中間考査が終わりました︕⾃由の空気はいいですよねw

そういうはずだったが…今⽇の朝のテストが終わってからすぐ、12時から16時半まで部活で超絶賛延⻑練習になっていました…とても楽しかったです︕*

こちらの考査の時間割はわりと暇で、今週の⽕曜から⾦曜まで四⽇間ありました。科⽬は現代⽂、古典、⽇本史、現代社会、コミュニケーション英語、英語表現、数学と⽣物で
す。私は進学コースなので問題もあまり難しくないですから、⾚点は取らないと思います(⽬標を⾼めろ⽬標︕)。むしろ授業より試験のほうが好きですw(いい加減にしろ︕

成績の発表は来週になりますが、今⽇は国語の先⽣が「よくやったよ」って⾔ってくれました。本当はそう思わないですけど、1か⽉前に来たばかりの留学⽣にとっては、60点
ぐらいでも「よくやった」と⾔えますねw

まあ、試験も終わったし、外出の⾨限も普段通りに戻って、またいろいろなところに⾏けるようになりました。ちづを⾒ながらいろいろ調べましたが、これからは敦賀の⼋幡宮
と晴明社とかに⾏きたいと思っています。そのたびまた⽇記で紹介したいと思います。

⼗⽉も半分以上すぎましたが、今⽉中の予定はまだいっぱいです…来週の⽔曜⽇は待望の京都の遠⾜で、⼟曜⽇は福井市に⾏って、国際交流パーティみたいな活動に参加する予
定です。その時はまた写真をいっぱい載せますので、ぜひお楽しみください。

というわけで今⽇は全く実質的なことを話してないですけど、これで終わりたいと思います。また会いましょう︕

 

 

 

 

 

*実はバド部の顧問の先⽣が私がここで⽇記を書いていることを知って、「おまえもしかしてうちのバドミントン部の悪⼝⾔ってねえのか︕」って⾔って、ちょっと怖いですか
ら…w

これは⽇本語で投稿されたものです

陳林嶠さんの⽇記



秋季遠⾜

2014.10.25

1

2

4

陳林嶠さんの⽇記



5

みなさんこんばんは。

最近はなぜか急にいろいろなことがあって、忙しくなって、久々に⽇記を書いてないですね。先⽇⾬が降って、気温もずいぶん下がってきましたが、みなさんもぜひ体調を崩さ
ないように気を付けてください。

予定通り、今週の⽔曜⽇は京都へ遠⾜に⾏きました。

先々週から、私たちはこの待望な活動のために準備していました。班に分かれて⾃由⾏動をしますから、私はYくん、MくんとHくんと４⼈で班を作りました。＊

〜第⼀次作戦会議〜

「じゃあ、初めに今回の遠⾜のテーマを決めましょう︕」

⽣徒会⻑のYさんが真剣そうに提案しました。

しかし…

「テーマなんてどうでもいいやろ」

と、寝不⾜に⾒えるMくん。

「はい︕『陳君のための京都の旅』はどう︖」

と、ニヤニヤしているHくん。

「それは絶対嫌や︕」

と、なぜか名前が⾔われた私ｗｗｗ

なんか全然真⾯⽬になれないね…

「ああ︕いいアイディアがある︕『どこに⾏くかはどうでもいいけど、昼飯はぜったいおこだわりでなきゃだめだ』はどう︖」

Yさんがまた真剣そうに意味が分からないテーマを提案したｗ

でも新任⽣徒会⻑がそういったから、わけが分からないタイトルでもしょうがないです。それで、Yさんが活動計画表みたいなものに、このくそ⻑いタイトルを書きました。

〜第⼆次作戦会議〜

「ほら、京都駅周辺の地図を持ってきたで︕今⽇は⾏く場所を決めよう︕」

Yくんが⾔いました。

「ヨドバシカメラ」

と、電気製品好きなMくん。

「アニメイト」



と、オタクのHくん。

「嵐⼭」

と、本当に嵐⼭に⾏きたい私。

まあ、その時「メロンブックス」と⾔ったらよかったのにｗｗｗ＊

ずっと隣にいた先⽣が⾔いました。

「今回は⾃由活動っていうけど、必ずどこかの名勝に⾏って、班の集合写真を撮らなきゃいけないよ」

「じゃあ嵐⼭に⾏こうか︕」

まあ、こうなに簡単に決めて本当にいいのですか…それにぜんぜん地図を⾒てないし…

〜第三次作戦会議〜

「なんかちょっと調べたんだけど、嵐⼭ってめっちゃ遠いやで…」

「でも陳君が⾏きたいだって︖」

「いや、無理なら別に⾏かなくていいよ」

まあ、こんなに適当に決めた場所は⾏けるわけがないだろうｗ

今回の会議は最後なので、私たちは珍しくまじめに⾏程を決めました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

実はその⽇はうまく始まりませんでした。朝から曇っていて、Mくんも熱が出て来ませんでした。でも不利な条件にかかわらず、みんなのテンションが上がっていました。⾏く
ときのバスの中で、みんなで「任侠ヘルパー」という映画を⾒ました。ある男が社会福祉のため、⼿段を尽くして、⽼⼈ホームを作るという熱⾎ストリーなんですけど、みんな
が毎回厳かで笑えないシーンに笑い出して、せっかくの雰囲気を崩してしまいます。

京都市内に⼊って、映画も⼤体終わりました。窓の外の街を⾒ると、古い建築ばかりで、どこにも歴史が積み重ねてきたような気がします。東京のようなモダンな⼤都市より、
やはり私はこんな歴史的な雰囲気に溢れる町が好きです。苔だらけの井⼾、⿊くてさび付いたような古屋、⽊で作られたごちゃごちゃしている⾒世棚…このすべてが⼩⾬の幕に
覆われて、朦朧としていて、⼀瞬これは幻じゃないかなと感⼼しました。

突然、道端にお墓場が出現しました。しかもその規模は以上に広く、⼀つの丘にお墓がぎっしり詰まっていて、１０００⼈以上の仏さんが眠っているようです。

「ああ、賑やかですね」と、私はつい⾔ってしまいました。隣に座っていたHくんが化け物を⾒る視線で私を⾒て「陳君ってもしかしてそんなもの⾒えるの」とか⾔いましたｗ
＊＊

このお墓場を⾒ると、今⽇の初めの⾏き先の清⽔寺に近づいていることがわかりました。⾃由活動といっても、実はみんなで清⽔寺で集合写真を撮って、そこで解散するんで
す。

バスを降りて、⻑い坂道がありました。その両側に、多くのお⼟産店がお寺の⾨まではさんでいました。道を歩きながら、Ｈ君が話しました。

「やあ…わくわくしてるね…これはおれの初清⽔だよ」

「えっ︖おれならこれはもう⼆回⽬だよ」と、私が驚いて⾔いました。

「普通中学校で修学旅⾏の時来るんじゃない︖」

私の質問に、Ｙ君が

「まあ、関⻄の中学校だったら普通修学旅⾏は東京に⾏くよね。おれの中学校もそうだったよ。ねえi︖」と答えました。

なるほど︕こんなこともあるんですか…

実は今年の６⽉ごろに来たばっかりなんですが、なんか懐かしく感じますね。

みんなは⼊⼝の前で集合写真を撮って、中に⼊って⼀周回りました。（１）でも清⽔舞台のほかの所はほぼ⼯事していて、何も⾒えなかったんです…（その清⽔舞台の写真も定
番ですね）

なんとそこに外国⼈観光客もいっぱいいて、中国⼈もめっちゃ多いです。歩きながら、私はＹ君とＨ君に⽿に⼊った中国語を訳しましたｗ

そこでＹ君が焼き団⼦をごちそうしてくれました。さすがに⽣徒会⻑ですねｗ（２）

でも残念なことに、そんなにお⾦を持ってこなかったので、お⼟産は何も買えなかったのです。

 



解散後、清⽔を出て、七条のほうに向かって１０分ぐらい歩くと、三⼗三間堂につきました。

なかは撮影禁⽌なので、チケットだけ載せておきます。（３）

三⼗三間堂は幅１７メートルだけですが、⻑さは１１０メートとを超えていて、とても細⻑いです。そこではたくさんの千⼿観⾳の仏像があって、１０００尊もあるそうです。
観⾳様がきちんと並んでいて、⾏き過ぎの⼈々を⾒下し、とても荘厳な気分を感じました。

「でもなあ…これを今頃の時代から⾒れば、ちょっと悪趣味じゃない︖」

建物を出て、Ｈ君がそう⾔いました。

「え︖どうゆうこと︖」

「たとえば、どっかのオタが⾃分の⼤好きなキャラのフィギュアを何個も集めて、部屋につみ込んだらどう思う︖」

「まあ…本当にちょっとキモいな…」

「でしょう︖ｗｗｗ」

おいおい…これは冒涜ですよ冒涜…

 

三⼗三間堂を出て、ちょっとだけバスに乗って、降りたらすぐこの⽴派な建築につきました。（４）

はい、ポイントは京都タワーじゃなくヨドバシカメラですｗ

まあ、実はそのなかのカフェで昼飯を⾷べて、京都駅に⼊るために地下⼀階を通り過ぎただけでしたが、いろいろなすごそうな電気製品が⾒えました。もしＭ君がきたらきっと
興奮してしまいますねｗ

 

地下鉄に乗って、またバスに乗り換えて、⾦閣寺につきました。その時はもう⾬が降り始めて、急いでダッシュしました。（５）

これは思ったほどきれいですね︕さすがに『⾦』閣︕でも残念ながら⾬のせいであまり写真が撮れませんでした…

そのあとはまたバスと地下鉄で戻って、東本願寺に集合しました。帰りのバスでみんなが疲れてほとんど寝ていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

短い⼀⽇でしたが、いろいろなところに⾏けて、みんなとの距離も近くなってきました。とても楽しかったです︕

だいぶ遅れてしまいましたが、今⽇はやっと遠⾜について書けました…でもこれからは国際交流パーティー、⽇曜⽇のバドミントン⼤会、それに１０⽉分の「敦賀ランドスケー
プ」について書きたいけど、予定はまだまだ終わらんぞ…頑張って書きます…

それでは、また会いましょう︕

 

 

 

 

 

 

＊これからの⼈の名前は、⼤⽂字で書いたら苗字で、⼩⽂字で書いたら下の名前を表します。

＊＊秋の京都って⾔ったら紅葉ですね。紅葉を⾒る場所なら、私の知っている限り嵐⼭しかありません。

ちなみにそこに周恩来総理の詩「⾬中嵐⼭」が書いてある碑もあって、中国⼈の中にも⼈気な観光スポットです。

それに、ヨドバシカメラは有名な電気屋さんで、京都駅付近に店があります。アニメイトとメロンブックスはちょっと説明づらいんで、じぶんで調べてみてください…

＊＊＊実はもちろん⾒えないです。

これは⽇本語で投稿されたものです





No school, No life!!!
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Good evening everybody!

Last Saturday ,I went to Fukui city to attend a international exchange party...

まあ、やっぱ英語はやめようかｗ＊

というわけで、昨⽇は福井市に⾏って、例の「⾼校⽣国際交流の集い」に参加しました。

今回の活動には⽇本の⾼校⽣５２名と、私を含めて８⼈の外国⼈が参加しました。私と趙君と、三⼈の福井⼤学の中国⼈留学⽣と、福井⼤学からのマレーシア⼈とミャンマー
⼈、それに進明中学校のＡＬＴさんが来ていました。

朝８時過ぎに会場につき、さっさと準備を始めました。（１）みんなが８⽉から準備を始めたそうで、充実で楽しそうなスケジュールを作りました。それに⽇本⽂化についての
パンフレットを作って、会場にも⽇本の⾼校についての紹介ポスターがたくさん貼ってありました。

９時半ころになって、ほかの外国⼈の⽅もいらっしゃって、オープニングが始まりました。私たち留学⽣が⾃⼰紹介をして、みんなとアイスブレーキングゲームの形で、お互い
に趣味とかを聞きました。

それから、午前中は⽇本の⾼校⽣たちが、⽇本⽂化についてのコーナーを作りました。みんなが詳しくその⽂化を紹介して、わたしたちに体験してもらいました。

はじめは⽇本の琴です。（２）こういう楽譜をもらって（＠いっちゃんは読めるのかなｗ）、⾃分で弾いてみました。「さくらさくら」ですね。

なんか全然よくなかったのに、みんなが「うまいうまい」って⾔って、ちょっと照れるんですねｗ

 

次は書道のところに⾏きました。

「陳君の好きな漢字はなに︖」



「好きな漢字って…難しいな…でもどれかを選べっていうなら…」

はい、これですｗ（３）これはどういう意味かというと…国にいるみんなは多分わかりますねｗ

 

次は茶道です。「こんかいは簡単にやります」と、担任する⽣徒さんが⾔いましたけど、やはり道具が多いですね…（４）

この前も茶道のやり⽅を聞いたことありますけど、ブラシのようなものを茶碗を擦るですね（すみません正しい名前がわからなくて）。それの使い⽅も難しそうです。ぐるぐる
回すんじゃなく、前後に早く擦るなんだって…

それに、飲むときははじめ、机に置いた茶碗の絵柄は外に向かわなきゃなりません。それを左⼿で底を持って、右⼿を前に茶碗を囲むようにします。それから、茶碗を回って、
絵柄を⾃分に向かせて、それを⾒ながら、お茶を三回で全部飲み切れます。そのあと、また茶碗を回って、絵柄をもとのように外に向けるようにして机に下ろします。

なんか茶道っておこだわり過ぎて、もう普通の飲物じゃなくもう芸術レベルに上がったみたいですね…

これは私が⼊れたお茶です。泡がいっぱいで⾒るだけで飲みたくないですね。（５）

 

最後は折り紙を作ってみました。（６）

この鶴の折り紙は国にもありますけど、作ったことはなかったのです…

この⼿裏剣の折り紙は初めて⾒ました。（７）違う⾊の紙を合わせてもっときれいになるって⾔われましたけど…

 

午前中の体験が終わって、みんなもずいぶんお腹減りました。お昼は⽇本と外国の料理をその場で作って⾷べました。とても盛り上がりました。（８）

⽇本の⾼校⽣のみんなが作ってくれたのはおもちとカレーライスと揚げパンでした。（⑨）＊＊福井⼤学からの中国⼈の⽅がトマトと卵炒めとチンジャオロースを作りました
（１０）。それから、マレーシアのかたは名前がわからないお菓⼦を、アメリカの⽅がタコス、ミャンマーの⽅が春⾬を使った料理を作ってくださいました。みんなとてもおい
しいです︕（久々の中国料理も懐かしいですね）

私は何も作ってなくて⾷べてただけだからちょっと恥ずかしかったですけどね…

 

ご飯の後は、⽇本の結婚式の時にやる「饅頭撒き」を体験しました。先⽣たちが２階の窓から外へお菓⼦を撒いて、みんなが⼀階のところでレジ袋で落ちてきたお菓⼦を⼊れま
す。お菓⼦をいっぱい集めて、とても楽しかったです︕

 

それからは敦賀⾼校書道部のみんなにとてもすごいパフォーマンスをやっていただきました。（１１）ご覧の通り、⾳楽を合わせて、みんながでかい筆ででかい紙に今回の活動
のテーマ「No school, No life」と、いろいろな⾔葉を書きました。本当にすごかったと思います︕その前でみんなで集合写真も撮りました。

「No school, No life」どんな意味ですかって聞くと、それは学校⽣活、特に⾼校は、私たちの⼈⽣にとってとても重要な段階で、私たちの物事に対処する⽅法と価値観に⼤き
な影響を与えています。だからこの⼤切な時間を無駄にすることにはいきません。この説明を聞くと、このタイトルを考え出したひとは本当にえらいなって思いました。

 

午後からは、私たち留学⽣の出番です。グループに分かれて、みんなに⾃分の国で通っていた⾼校を紹介させていただきました。みんなはとても真剣に聞いてくださって、いろ
いろな質問も出しました。＊＊＊その流れで、みんながお互いのくにの⾼校についてもっと深く知り合って、笑い声もいっぱいありました。

 

最後はエンディング式があって、活動が終わってしまいました…短い⼀⽇でしたが、本当本当に素晴らしかったです︕⽇本の⾼校⽣とも、ほかの留学⽣の⽅々とも、強い絆を結
んだと思います。事前⼼を込めていろいろな準備をして、積極的に交流を進ませたみんな、本当にありがとうございました︕これからももっと、こういうような活動に参加し
て、みんなと⼀緒に楽しんでいきたいと思います。

 

というわけで今⽇は時間の原因で少なめに書かせていただきました…皆さんもきっと気づいたと思いますが、今回の写真はカメラじゃなく携帯で撮りました…（今回は絶対充電
を忘れないこと︕）

ちなみに、今⽇はバドミントンの⼤会がありました。敦賀全体の⼤会で、⾼校⽣だけじゃなく、中学⽣や、そのほかのクラブに参加されている成年⼈の⽅々もいらっしゃいまし
た。全部ダブルスです。朝９時から午後５時ごろまでやりました。

うちの学校の男⼦は２つのチームに分かれました。⼀つずつのチームはほかのチームと３回試合があって、毎回の試合は三つのゲームがあって、つまり３*２=６⼈が出ます。
私は先輩のＡさんと組んで、１回のゲームにしか参加しませんでした。中学⽣とやったのです。

その結果はーーーーーーーー



はい負けましたｗ

先輩がずっと「相⼿が強いから気にしないで」って⾔っていましたが、中学⽣に負けるなんて…まだ修⾏が⾜りないですね

全体の順位はまだ出ていないですけど、⾼校⽣はやはり社会⼈に勝ちにくいですね…これからも頑張りましょう

 

それでは、また会いましょう︕

See you next time! Good bye!（そんな下⼿くそな発⾳なら⾔わんでいいや︕）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊中学校の頃の英語の授業はあんまり真剣にやらなかったから…

＊＊写真の中で作っている⼈は趙君ですｗ

＊＊＊「彼⼥はいますか」っても聞かれましたｗ

これは⽇本語で投稿されたものです



いろいろな写真〜１０⽉分〜

2014.11.03

みなさんこんばんは。（発表時間１３時２２分。これは完全にアウトやろw

ご無沙汰しておりますが、また会ってしましましたね︕（ちゃんと⽇記かけよおまえ︕）

というわけで、今⽇は約束した写真発表会となります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最近は⾬が降りつつ、すっかり秋になりましたね。町の両側の⽊もこのようになって、⽊の葉がだんだん枯れて落ちはじめました。詩⼈たちが葉っぱの枯れと⽣えから命の無情
を嘆きますが、私から⾒れば、これは美しい景⾊のほかに⼀つの⾃然現象にしか⾒えないです。*

秋の⾬は夏のにわか⾬より頻度が少ないが、降ったら必ず⼀⽇以上続きます。だからほとんどの⽇はこのように「空が⾼く、⾵が歌う」天気なはずでしたが…なんか最近は平⽇
はいい天気ですが、週末になるとすぐ⾬が降るパターンになりました…せっかく取材とかに⾏こうと思ったのに、⾬のせいでスーパーへ買い物に⾏くすらできたくなりました…

その⽇は平⽇で部活が珍しく休みで、学校の横の総合運動公園に⾏きました。この前バドミントンの⼤会の時もここに来たことがあります。陸上場、グラウンド、体育館、プー
ル、野球場…たくさんのスポーツ施設があります。それに⼦供のための遊園地もあって、とても遊びたかったですがさすがに恥ずかしかったですｗ

⼀番気に⼊ったのは、⼩さな⼭もありました。中国では結構⼭を登っていましたが、⽇本に来て初めてです。登⼭道のそば側に植えてあった⽊は全部桜の⽊だそうであります。
春になるときっときれいな景⾊になるでしょう。

陳林嶠さんの⽇記



３０分で⼀周回せる程度の低い⼭ですけど、頂上に登ると気分がとてもいいです。

下るときに⼩さな⾚とんぼを⾒つけました。静かに私がゆっくりカメラを準備するのを待っていました。私がとったあとすぐ逃げて、まるで⼈の⼼が読めるようです…

名前が知らない低⽊の花です。⽇差しの下に争うように輝いています。でも私みたいにこんな微妙な⾓度から写真を撮るやつがいなければ、こんな⼩さな花はきっとスルーと無
視されますね。

そのあとは敦賀の市⽴図書館に⾏きました。⾒た⽬では⼩さく感じますが、中に⼊るとけっこういろんな本がそろっていて、１時間も回しました。この前買った⼩説を読み終わ
ったらまた借りに来ます。＊＊

本を読み始めたら時間を忘れて、図書館を出たらもう⽇が暮れ…もうすぐ⾨限だ︕ここからはダッシュ︕（写真を撮るところじゃない︕
幸いに⾨限には間に合いました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



ずっと部活で敦賀の⾯⽩いところを⾒たいと⾔ってましたので、昨⽇はちょっと⾬が降りましたが、先輩のＡさん、Ｍさん、それにＫ君、Ｂ君と⼀緒に遊びに⾏きました。はじ
めは回転寿司に⾏きました。⽇本での初寿司です。

中国にも⼀応回転寿司がありますが、あんまりおいしくなくて、店の出来も違っています。⽇本では、何列かのテーブルと席があって、すしが曲がってテーブルの⼀側に流れま
す。軌道は台所のほうから出て、⼀列のテーブルを過ぎて、１８０度曲がって、また台所に⼊ります。それで、また台所のほうから出て、今度は次の列に繋がります。だから、
テーブルの内側に座る⼈しか流れてきた寿司をとれないです。

中国では、軌道が⼤きな円になっています。お客さんが円を回って座り、握る⼈は円の中で作って、寿司を軌道に乗せます。テーブルがなくて周りの⼈と話すときは⼤変です
が、作っている⼈の姿が⾒えます。

中国の回転寿司をみんなに紹介したら、みんなが「カッコいい︕」「これこそ本物の回転寿司だ︕」って⾔いました。こんな舶来品が地元で発展して、元の国の⼈を驚かせるこ
とも、少なくないですね。＊＊＊

⼀⽫１００円／１５０円で、これで１７００円を超えました（税込）。今週は⽀出を控えなきゃ…

店を出て、すぐ近くにあるさかな街に⾏きました。⽇本海側の⼀番の⿂市場です。ひとがいっぱいで、中国に戻った気がします。

Ａさん「陳君、⼈が多いから迷⼦にならないようにね︕」

⼀応「はい」と答えましたが、実は中国で普通のスーパーにもこんなレベルの⼈がいるんですｗ



これよりもっと⼤きなかにもありましたが、撮れませんでした…

⽣鮮のシードフードのほか、焼き⿂、海鮮で作ったお⼟産なども売っていました。

そのあとは昆布館に⾏きました。昆布で作ったものがたくさん売っています。昆布あめ、昆布茶、昆布漬け…

これは普通の抹茶ソフトクリームに⾒えますが、実は昆布味です。ちょっと微妙ですけど…抹茶と似てますね（実際抹茶だと思いますがｗ）

⼼で思った通りに⾔い出すと、Ｂ君が

「こんなこと⾔っちゃだめだよ︕昆布アイスだよ昆布︕」と強く⾔いました。

まあ、確かにそうですね。世の中に真実を⾔っちゃだめなことがたくさんあるのですねｗ＊＊＊＊



それからは⾦ヶ崎宮・⾦ヶ崎城跡に⾏きました。また⼭を登りました。

ちなみに写真の右の⼩さい神社は愛宕神社の分社のようです。これで敦賀には天満宮、晴明社、⼋幡宮、愛宕神社、４つの主に関⻄地⽅に広がる信仰が集まっていることがわか
りました。

おかしいことに、敦賀には稲荷様がいないようです。特に何か深い原因があるか知らないですけど、調べときます。

普通の舞台です。後ろは正殿です。

正殿にちゃんと奉納して祈りました。お⾦を⼊れるとき、私は１０円⽟を出して、Ａさんが

「違うよ。５円⽟ある︖」

「えっ︖なぜですか︖」

本当におかしいですね…１０円あるのに５円⽟を⼊れろって⾔われて、本当に訳が分からないです。

「ご縁（ごえん）があるからね」

そういうことですか︕本当に習いました︕皆さんもこれから神社とか⾏くときは５円⽟を⼊れてください︕

ここは古っぽい気がします。建物が古いだけでなく、この場所⾃体から歴史の雰囲気に溢れるからです。（ここからはながくさくて知らなくてもいい紹介ですので⾶ばしてもい
いです）

⾦ヶ崎城というところは、１３３７年に新⽥義貞という南北朝時代の武将が建てました。新⽥義貞という名前はきっとみんなの⽇本史の教科書にありますが、その⼈は後醍醐天
皇の挙兵を応じて、鎌倉幕府を滅ぼしました。後醍醐天皇は⼀応政権を⽴てましたが、⾜利尊⽒という⼈もいて、両⽅は対⽴していました。それで、後醍醐天皇のほうが負け



て、新⽥義貞は皇⼦の尊良親王と恒⻑親王を奉じて、敦賀にこの城を建てたのです。結局、計画はうまくいけなくて、城が陥れました。新⽥さんも戦死しました。

ずいぶん前の話ですから、今ここにはもう城がなく、「城跡」になりました。それに、この話の記念として、１８９０年に元の城のところに、「⾦ヶ崎宮」という神社ができま
した。祀られているのはさっき⾔った⼆⼈の皇⼦様でございます。

⾦ヶ崎宮っていうのは、恋⼈にもとてもご利益があるといわれています。なぜ皇⼦様たちが恋⼈同⼠を守ってくれるのでしょうか︖別の話になりますが、Ａさんがこう紹介して
くれました。

時が流れ、戦国時代の話です。かつて織⽥信⻑というえらい⼤名が朝倉家を攻めるため、⾦ヶ崎を本陣にしました。しかし、彼は朝倉家と浅井家が結んで、⾃分を挟もうとして
いることを気づきませんでした。その時、織⽥信⻑の妹の市さんが兄様にあることを送って知らせました。それは、中に⼩⾖が⼊った袋で、両側に紐で結んでいました。織⽥信
⻑がこれを⾒て、両家の意思をわかって、この窮地に⽊下藤吉郎（あとの豊⾂秀吉）の⼒を使って、浅井・朝倉軍を破り、天下取りへ進んだといいます。

⼩⾖は恋を、結んだひもは⼆⼈の絆が強く結んでいることを象徴していると⾔われています。もう違う意味になりましたが、こうして⾦ヶ崎宮が恋⼈を守ってくれる神社になり
ました。

神社にはさっき⾔ったような形にしているお守りが売っています。信⻑が窮地から抜け出したように、恋⼈同⼠の間の難関を突破させる効果があるといわれています。でも１０
００円はさすがにちょっと⾼くないですか…

（すみません…毎回こんなつまらない話をして…）

もっと上へ上ると、港のほうが⾒えます。この前の⽇記に出たきらめきみなと館が⾒えますね（みなさんはきっともう覚えていないでしょう…）



⼭に⼊ると、もっと秋の気配がしますね。ほとんどの⽊が枯れて、落ち葉がいっぱいです。

頂上に登ると急に崖があって、下へと眺めると海です。先輩の話によると、晴れたらここから海外が⾒えるらしいです。（どの国かわからないですけど）

帰りに可愛い猫が⾒つかりました︕Ｍさんが触ってみましたが…みなさんはこの⽴てた尻尾を⾒たらすぐわらりますけど、猫が⼤変怒ってＭさんの⼿を掻きましたｗ



それに、コンビニでアイルーのドリンクを⾒つけました。モンハンって本当に⼈気ですよね。アイルーちゃんはかわいいですが、この飲み物の味は…＊＊＊＊＊

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

みんながわざわざ添って来てくれて、本当にありがとうございました︕特に先輩たちがたくさん解説して、いろいろな新しいことがわかりました。それに、今度は焼き⾁に⾏こ
うって⾔いました。楽しみにしてます。

というわけできょうはまた多めに書きました…しばらくお休みするかもしれないので…また会いましょう︕

 

 

 

 

 

 

 

*だからお前の国語が腐ってるわけよ…中国でもここでも

＊＊もう４００ページ（１／３当たり）読みました。京極堂さんの「分散の事件→つながりが出てくる→関係⼈が京極堂に集まる→京極堂が出て妖怪祓いする（事件を解決）」
という流れでは、まだ第２段階です…

＊＊＊東京で研修したとき、中華料理を⾷べました。めっちゃうまくて、しかも⾷べ放題…

＊＊＊＊「井○喜○⼦、⼗七才です︕」「おいおい」

＊＊＊＊＊⼀⼈前のハンターとしてちゃんと飲んでください︕

これは⽇本語で投稿されたものです



コラム〜その3〜

2014.11.16

みなさんこんばんは。(やっと正しい挨拶を使いました…
 最近気温がだんだん寒くなってきました。こんな寒さならシンセンではもう真冬ですが、最近学校からもらったお知らせに「晩秋の侯、保護者の皆様におかれまして益々ご清栄

のことをお慶び申し上げます」って⽂を⾒ました。まだ晩秋ですか…
先週は特に⾏事とかがなかったので、コラムを書きたいと思います。テーマは⽇本の⾼校⽣の娯楽です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
⽇本に来てからもう３か⽉⽬になって、⽣活にずいぶん慣れてきて、規律になりました。(⼀週間に⼀回しか⽇記を書かないとかw)さて問題が来ました。普通の⽇本の⾼校⽣は
暇なとき、何をしているんですか︖
１．スマホを⾒る。中⽇共通の現象なんですけど、⾼校⽣の中でスマホを持つ⼈が多くなって、ほとんどみんな持っています。(私は持ってませんけど)みんなはよくラインで友
達としゃべったり、パズドラ(オタクの場合はラブライブとか)*をやったり、Youtubeで動画を⾒たりしてるそうです。

 最近はスマホが⻘少年に悪い影響を与えてるかどうかとよく検討されていますが、私から⾒れば、これはもはや社会の在り⽅の⼀部分になったので、悪いかどうか簡単に⾔えな
いです。中国でも三⼗年ごろ前「資本主義を導⼊したら国がヤバい」という考え⽅を持つ⼈が多かったが、今はもう…(前の⽂は消除したほうがいいんじゃないですか…

 ２．ゲームをやる。モンハンはさすが国⺠レベルのゲームで、中学⽣と⾼校⽣のなかでとても⼈気があります。この前⻑野県にある、私の中国での学校の姉妹校に訪問に⾏った
とき、中⼀のこでもモンハンをやっているそうです。私も⼀応(元)ハンターですが、みんなに「(MH4の)ハンターランクどれぐらい︖」って聞いたら、「207です」「316で
す」などとんでもないほど強いハンターさんがいて、本当にびっくりしました。
ちなみに先⽉MH4Gも発売されて、新たな狩りを始めたみんなの話を聞いて、3DSを持ってない⾃分はホンマにうらやましかったなあ〜

 

３．本を読む。⽇本では、本を⼿に⼊れるのはとても便利です。学校の近くに⼤きい本屋さんや、中古屋さんや、レンタルショップさんがあります。どうしても読みたい本が⾒
つからないなら、通販で探すこともできますね。
本と⾔っても、⾼校⽣たちが読んでるのはほとんど漫画と雑誌です。放課後とか週末になると、さっき⾔ったとこに、⾼校⽣がいっぱい来るそうです。わたしもときどき暇なと
き、ブックオフで時間をつぶしたりしています。**買う⼈は少ないみたいですが(私も１冊の⼩説のほかに何も買ったことありません)、買うならもう箱を単位として買ってるよ
うです…
このまえ、Fくん(同じ部活で元野球部。寮に住んでるから仲良し。みなさんまだ覚えてるんでしょうか)とそとへ遊びに⾏ったことがありました。帰るときはもう⾨限がきつか
ったのに、本屋さんを過ぎていたところ、Fくんが急に「ちょっとだけ中に⼊ろうか」って⾔いました。中に⼊って、⼊⼝当たりの棚をそってみて、「やっぱ完売か…」って⾔
って、すぐ出ました。
確かに「ちょっとだけ」って⾔ったけど、１分もかかってないのはおかしいと思いました…「何みとったの」っつうって聞いたら、「⾨限までまだあまりの時間あるから野球の
雑誌を買おうと」という⾵に答えました。思いついたときは雑誌を買おうとして、やはり雑誌を読むのはもう習慣になっているようですね…
次に本屋さんに⾏ったときは私もアニメ情報誌を買ってみました。けっこう⾯⽩かったです。
４．⾷事。上に⾔ったことは全部うちでやることだけで、友達と外で遊ぶときとかはまた別のことをしますね。
寮に住んでいる野球部のみんなはとても⼤変で、週末にも朝から⼣⽅まで練習があります。でも⼀周中に必ず１⽇は５時ごろに早めに終わるんです。その時、みんなはいつも外
⾷に⾏きます。特に何かを⾷べたいわけではなく、厳しい練習をしばらく忘れて、精神的にリラックスするためなのです。
そのほかに、ときどき朝練が終わってから、⾃転⾞で近くのマックに⾏って何かを買ってくる⼈も多いです。寮で朝ご飯を⾷べたくないわけではなく、同じくリラックスするた
めなのです。私も朝早く起きて買いに⾏こうかなと思ってたけど、なかなか早起きは難しいですね…
先週の⽇曜⽇にはFくんと同じ部活のTくんとラーメンを⾷べに⾏きました。ラーメン屋に⾏く⼈は全部おっさんだという先⼊観を持っていたから、中に⼊ると家族全員で⾷べ
に来た⼈もいてびっくりしました…でも印象と変わらないのは店員さんの情熱です。(「チャーシュー麺⼤盛りプラス味たまごお願いします」「はいぃぃぃ〜〜︕︕︕」)

 この前、放課後部活が休みで、ゲオに⾏って時間をつぶしたことがありました。出てきたときはもう５時過ぎ、６時の⾨限に近かったです。すると、同じく寮に住んでいるテニ
ス部の４、５⼈がチャリでやってきて、隣の回転寿司屋に⼊ろうとしていました。私が声をかけたら、「おお、陳君や︕⼀緒に⾷いに来よう︕」と⾔われました。私がおかしく
思って、「ええ︖寮で⾷べへんの︖」と聞いて、「いや、ちょっとだけ⾷べるからね」って返事しました。でもスーパーへ買い物に⾏かねばならなかったので…今思えば⼀緒に
⾷べなくて残念だったんですね。
要するに、⽇本の⾼校⽣たちの外⾷は、何かを⾷べるのが⽬的じゃないのです。友達と楽しんだり、リラックスしたりといった理由で外⾷をしているのです。

５．銭湯。(またおっさんがいっぱいという印象の場所なんですね…)⽇曜⽇のごごは⼀応寮に帰って、４時ごろFくんが急に「銭湯に⾏こう」と提案しました。寮にもお⾵呂が
あるんじゃないとか聞いたら、「それとちゃうよ︕めっちゃ気持ちええよ︕」って楽しそうに⾔いました。初めての銭湯ですから、楽しみにしてました。
７２０円の⼊浴券を買って、更⾐室に⼊って、服を脱ぎました。するとなんか野球部のNくん、Kくん、Hくん…１０⼈ぐらい⼊ってきました︕驚きながら話し合うと、その⽇は
⾬で練習が早く終わって、銭湯に来てリラックスしようとしていたそうです。
お⾵呂はとても暑かったです。露天⾵呂でも３分だけ⼊っていたら体が⾚くなりました。それからはゆっくり野球部のみんなとたくさん話しました。(メガネが曇って誰が誰だ
か分らなかったけど…)⼊った後アイスを買って⾷べたのは最⾼な気分でしたね︕

 ７．⼀番⼤事なのは、普段の⼼がけ。
また先週の⽇曜⽇のことでしたけど、銭湯から出たらもう５時４０分で、すっかり暗くなりました。
もう寮に帰らなきゃ…チャリに乗ってたところ、Fくんが聞きました。

 「近いけど⾞がいっぱいの道と、ちょっと遠いけど気持ちいい道、どちらにする︖」
「いや…もう時間厳しいじゃん…」
「時間は全然⼤丈夫よ。気持ちいい道にする︖」
私の返事を待たず、Fくんがすぐ⼩さい道を通ってしまいました。私も早くついていきました。何回も家の間に回って、とうとう広い道につきました。

 ⼗六夜の⽉が叢雲に隠されて、そっとやわらかい光をさしていた。
道の両側に全部果てのない⽥んぼだった。遠くに町の輝きが⾒えた。
そのほか、世界は真っ暗だった。
涼しい⾵は⼩⾬と混じって私の顔に吹き込んだ。⾬が⽔たまりに落ちた⾳が聞こえた。
そのほかの世界は静寂だった。
⾃転⾞から⽴ち上がった。普段は危ない動きだがもう知らない。
ーー急に普通の道に戻りました。慌ててちゃんとチャリに座りました。そこから学校まではもう３分もかからないのでありました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
⽇本は先進国で、物質に豊かな国です。だからいろいろな娯楽のための⼿段が作られました。でも、よく「リラックスしよう」、「気持ちを変えよう」、「回り道をしておこ
う」とか思っている⼈々がいなければ、こういう⽂化は⽣まれだされないはずです。みなさんも常にこんな⼼がけを持っていれば、きっと楽しく毎⽇を送れると思います。

陳林嶠さんの⽇記



今週の⼟⽇はバドミントンの県新⼈⼤会です。わたしは出ないんですが、みんながんばってくださいね︕そのたびまた戦果をみなさんに教えます。
今⽇はこれぐらいで終わろうと思います。それでは、また会いましょう︕
 
 
 
 
 
 
 
 
*両⽅ともゲームです。
**頭の中にもう「本を売るならブックオフ♪」という旋律が⼊ってしまいました

これは⽇本語で投稿されたものです



県新⼈戦＋芸術鑑賞会

2014.11.26

みなさんこんばんは。お久しぶりですね…なぜか先週１１⽉病にかかりまして（そんな病気ないやろ︕）、⼀週間な〜にもしてないんで過ごしてきました。おととい⽇記を書い
た⼈が多かったなと思って、しょうがなくて私も書こうと思いました（ちゃんと書けよ︕

前も⾔いましたが、先先週は県新⼈戦がありました。私は出なかったんですが、みんなを応援してとても楽しかったです。

今年の男⼦の試合は勝⼭というところに開催されました。ちょっと遠いところなので、⼟曜⽇は５時半に集合でした…こそこそ鍵がかかった⽞関を開けて、Ｆくんと⼀緒に寮を
出ました。そとは全然真っ⿊で、⾵もひどく吹いてて寒かったですなあ。バスで誰かが「もし寝たら、体が起きるまで２時間かかるから寝ないでね」とか⾔って、無理やり頑張
って⽬を開いてみましたが、結局みんな眠ってしましました…

勝⼭⾼校についた時はもう明るくなりました。やはり体が起きていませんね…頭がぼうっとして体育館に⼊って、みんなはアップを始めました。開会式は隣の市⽴体育館にある
から、また外に出て移動しました。学校のグラウンドを通っていた時、視野が広くなって、するとすごい景⾊が⾒えました。

⽬の前に⼤きな⼭がありました。⼭は⽊に覆われました。しかしそれは南のほうの１年中緑⾊のままの⽊じゃなく、もみじだったんです。単純な⾚ではなくて、真っ⾚からオレ
ンジまで、はっきり分かれるいろが、⼭を染めて、いや、滲んでいました。昨夜は⾬が降ったようです。薄い霧が⼭を囲みました。それに、おもちのような乳⽩⾊な雲が⼭に付
いて、巡って、⼭の中からも湯気みたいなものが⽴ち上がりました。近くに、グラウンドのそばに楓の⽊が何本か植えてありました。それもすでに⾚くなり、柔らかく、朝⽅の
⽇差しに差されていました。

もっと遠くまで⾒ると、その⼭の後ろにもっと⾼く、銀⽩⾊の何かが⾒えました。その瞬間、息が⽌まったみたいです。

そう、その後ろの⼭にもう雪が積もっていました。

もう冷静でいられませんでした。震えた声で隣に歩いてたＥくんに尋ねました。

「なあ…あれは…雪なん…︖」

Ｅくんが私が差したほうを少し覗いて、そうよって⾔いました。

きっとＥくんも皆さんも私の感動が分かることができないでしょう。南国に⽣まれ育ってきた私は、これまで雪を⾒たことがなかったんです。その遠くの⼭に積もっていた雪
は、私が初めて⾒た雪なのです。

すぐ写真を撮ろうと思ったが、ケイタイもカメラも持ってきてなかったんです。だから歩きながらじっとそちらのほうを⾒ていました。記憶でその景⾊を記念しようと思ったの
です。

なんと美しい、北陸の郷よ︕

試合の結果はそんなによくありませんでしたが、バド部建部以来初めて団体戦でベスト８に⼊りました︕みんなを応援していた時はとても興奮して叫んでいました。情熱で楽し
い⼆⽇間を過ごしました。

それから、先週の⾦曜⽇に芸術鑑賞会がありました。皆さんは杉原千畝という⽅を知っていますか︖(詳しくはwikipediaまでお願いします…)その⼈のことを元にした演劇を⾒
に⾏きました。俳優さんたちの演技はとても迫⼒があって、物語を素晴らしく演じてくださいました。素敵な演技ありがとうございました︕

というわけで短いですが今⽇はこれで終わりたいと思います…*今⽇からテスト前1週間になりました…はやいですね。皆さんも期末テスト、張り切って頑張りましょう。

それでは、また会いましょう︕

 

 

 

 

 

*今回の⽇記はまあ…実は3000字ぐらいまで書けましたが、パソコンの不具合で半分紛失してしまいました…本当にショックでしたよ…それで適当にこの短いバージョンを書い
て投稿しました…これからは⽇記を書くたびにバックアップを作成していきたいと思います…

これは⽇本語で投稿されたものです

陳林嶠さんの⽇記





ちょっとつまらないこと

2014.12.02

みなさんこんばんは。急に寒くなりましたね︕こちらだけではなく、私のふるさとシンセンの⽅でもずいぶん気温が下がったみたいです。もう冬になりましたが、皆さんもよく
お体にお気をつけてください。

実は私も前から寒さの対策を考えてきました。着たことのない厚いコートとセーター、寒い夜に飲む紅茶などいろいろ買いました。でも、学校では制服を着なければいけないん
です…暖房もありますが、ついていないときは寒くて体を縮んで授業を受けるのはさすがに⾟すぎると思います。しかも私の席はずっと廊下側のほうでしたんで、ドアが開いて
しまったときは⾵が⼊ってくるからはもっと寒くなります。だから今の席を離れなければ、私の⼈⽣には希望がないともいえると思います。(本当にそんなに厳しいのか…

うちのクラスでは1か⽉に1回席替えをすることになっています。くじを引いて席を決めるんです。でも私の運が悪いほうで、初めての２か⽉は窓側に座りきっていました。⾃
分の運命を神様に任せるなんて、どれほど信仰していても頼もしくはないのです。困っている最中、先⽣がいいました。

「来週の⽊曜⽇は漢コンです。今回もみんなで頑張って校内1位を取りましょう︕」

「漢コン」と⾔うのは、漢字コンテストのことです。学年にかかわらず、全校でおこなわれるテストです。1学期に、うちの3組は3年⽣たちをぶっ⾶ばして、平均点校内1位の
ゆめを遂げました。満点の⼈もいたそうです。

「それで、今回は95点以上の⼈は、来⽉１１⽉の席替えの時、⾃由席になりますよ」

チャンスが来ましたな︕95点以上取ったら⾃分の好きなところに座っていいんですね︕と、思いましたけど、なかなか簡単なことではないですね…漢字ですよ漢字…

たくさん頑張った末、やっと成績が出ました。私は96点で、ちょうど⾃由席に座れる点数でした。これはやったぜ★、と思いながら、私は窓側の列の後ろから⼆番⽬の席に座
りました。*

毎回席替えの時は、クラスはとても賑やかになります(いつもにぎやかですけど)。みんな後ろのほうに座りたいからです。特に野球部のみんなが興奮していて、ほかの⼈が前の
席を引いたときは「よっしゃー︕」と喜んで、後ろの席を引いたら「おい︕いいって︕」と怒りの声を出します。いつも⾯⽩いと思っていましたが、その怒りの対象が私になる
とは…95点以上の⼈は私を含めて全部で６⼈でした。そして、みんな後ろの席を選びました。そうすると野球部が「お前(授業で)寝たいっけおい︕」と、めっちゃ怒ったみたい
です。でもほかのみんながほとんど笑っていたんです。本当に⾯⽩いクラスですね。

昨⽇は新しい12⽉に⼊って、また席替えをしました。今回はもう⾃由席がないんで、どうやって乗り越えようと、⼼配していました(だからそんなに深刻な問題じゃないっ
て︕)。わたしが⼆番⽬にくじを引きました。「いい席来い︕」と祈りながら、引いたくじを開けてみました。すると、⽩い紙に「⑧」と書いてありました。

説明しましょう。席替えのくじと⾔うのは、基本ランダムですが、「あたり」的なものもあります。要するに、このあたりの「⑧」番を引いたら、⾃由席になるんです︕

これは完全に強運ですねw笑いながら、私はまた先⽉の席を選びました。「おい︕いいって︕」と、また不満の声が響きました。

ーーーーーー(こんなにつまらないことでもこれぐらい書けるとはなあ…)ーーーーーー

元々はですね、明⽇から期末考査で、今⽇はちゃんと勉強すべきはずですが、書かなきゃいけないことがありましてね…

昨⽇の夜は強い⾵が吹いていました。部屋の窓がめっちゃ震えていて、夜中⽬が覚めて、その⾳にけっこうビビッていました…今朝はやはり寒くなって、外に出ると冷えた空気
を吸って、肺が凍りそうでした。

あまりにも寒すぎて、教室でもやっと暖房が付きました。朝4限⽬の頃はまた強い⾵か吹き初めました。朝の授業が終わって、校庭を通り抜けた時、⾵のせいでもう歩くのも難
しくなりました。⽊もすごく振っていました。

寮に⼊ったときはもう顔があまり触覚がなくなりました。早速⾷堂で暖かいラーメンを⾷いました。曇ったメガネのままで出かけようとして、⽞関になぜかたくさんの⼈が集ま
っていました。どうしたか気になって、外を覗いてみたーー

雪のような雹のような、⽩くてちっぽけな固体が、⾵に添って舞い上がっていました。

そんなに⼩さくて軽いもので、⾵のはっきりした⽩い軌跡を描いて⾒せました。地⾯に落ちても、すぐ⾵に巻き込まれて、またすっきり冷えた空気の中で渦を起こしました。

みんなと⼀緒に、傘のないままで渦に⼊りました。ちっぽけな固体はプラスチックの⽟のように、硬くて顔に当たると痛かったです。⾵に⼿を出し、⽟をいっぱい掬ってきまし
た。氷だの雪だの、ちっぽけな⽟はすぐ融けてしまいました。

学校に⼊るまでに、⽟がずっと降っていました。教室に⼊って、H君が窓の傍で佇んでいました。私を待っていたように⾔いました。

「さっきの⾒えた︖⾒たことないやろ︖あれは『霰』と⾔うなんやん。ふつうは朝⽅や⼣暮れの時に降るけど、1⽇降り続けることもあるね…

ほら、その⼭の上のほう、何か⽩いものに包まれたね。あれは雲じゃなく、雪が降ってるやん…

北陸の冬を楽しんでね」

陳林嶠さんの⽇記



敦賀の⽣まれ育ちがこのように、たくさん話してくれました。本当にすごかったですね…霰って

 

明⽇から期末考査です︕早速復習に⾏きます︕

それでは、また会いましょう︕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ちなみにこの席は「アニメの主⼈公がもっとも多く座る席」とも⾔われています。これは座って3⽇間過ぎてから思いついたことです。

これは⽇本語で投稿されたものです



テストの終わり、冬の始まり

2014.12.06

みなさんこんばんは。

今週の⽔曜⽇から今⽇までは、期末考査でした。毎⽇朝しか学校に⾏かなく、運動もしていないんで、体もだるくなりました…

前も⾔いましたが、テストまえの⼀⽇にあられが降りましたよね。あれから気温がだんだん下がってきました。何回かあられが降って、⼭のほうでも頂上から⽩さに覆われてき
ました。「もうすぐ冬だな」って、ちょっとだけ思っていました。

皆さんはまだこの写真を覚えているんでしょうか。これは１０⽉、初秋のころに撮ったものです。私の部屋は結構いいところで、毎⽇窓からこういう⾵景が⾒えます。先⽇は写
真の中の⼀番⾼い⼭（野坂⼭という名前がありますが）の頂上だけ、薄く雪が積もっていて、⽊の葉が真っ⾚になってだいぶ落ちていただけです。

そして今朝、アラームの⾳に起こされて、まだまぶたが半分しか開けられないところでした。でも何かがいつもと違う、と感じました。なぜか窓の外が普段より以上に明るかっ
たんです。まだ７時でしたのに、なぜか昼間のような明るさでした。⼀瞬何かを思いついて、「まさか…︕」と思えて、⼼臓の拍動が早くなりました。窓を開くとーー

ショックでした︕まるで⼀晩で世界が変わったみたいです︕

普通より早く準備して出かけました。⾬のように降りてくる⼤雪でした。地⾯にはもう２０センチぐらい雪が積もっていました。しゃがんではじめて雪を触ってみました。ふわ
ふわしてますが、握ると固い氷になります。かき氷みたいですねｗ

教室に⼊ったとき、野球部のみんながもう着きました。

「おい、こいつなんかにやにやしてる︕ｗ」

あら、にやにやしてないけど…喜びすぎて顔に出てしまったんですね。

「おまえ絶対雪⾷べたやろ︖︕ｗ」みんなが笑い出しました。

もう…⼦供じゃないですし。でも正直ちょっと⾷べてみたいですねｗ

雪は午後３時ごろまで降り続けました。試験のときはあまりにも気になって、視線がつい窓のほうに漂ってしまって、全然集中できませんでしたｗでも本当にきれいですよね。

歩いて寮に帰っていた途中、後ろから私を呼ぶ声が聞こえました。「陳君ー」

振り返ってみると、部活の顧問の先⽣でした。そして、急に雪の球を投げてきました。

いきなりの雪合戦です︖私には初めての雪ですけど、ぜったい負けませんよ︕と、球を握って投げ出しました。

その球は途中までしか⾶んでいませんでした。

やはり慣れてないですよねｗ

陳林嶠さんの⽇記



先⽣の話によると、今⽇の部活は⾃習練で、みんなと雪を遊んだりしてもいいそうです。でもみんなが結構真剣に練習していて、「雪遊ぼう」と邪魔してもあれですし、結局や
れませんでした。これからいつか晴れる時にやりたいなあ。

部活が終わって、温かくお⾵呂に⼊って、また雪が降り始めました。冬の学校もきれいですよね。ブラスバンド部の練習しているのを聞こえました。（４階の⼀番右の明かりの
ある部屋です。⽂化部なのに、ブラバンのみんなはいつも私たちよりも遅くまで練習しています。）「ジングルベル」でした。雪の中でこんな素晴らしい⾳楽が流れていて、本
当に最⾼ですね。

このまえスーパーで⾒つけた、冬季限定のポッキーです。でもイチゴって冬にはないじゃないんでしょうかね…まあ、おいしければいいですね。

というわけで短いですが今⽇はこれで終わりたいと思います。近畿や関東のほうでも最近そろそろ雪が降ると思いますが、みなさんはぜひ体調を壊さないように注意してくださ
い。

それでは、また会いましょう︕

これは⽇本語で投稿されたものです



冬の⽇、⼆度寝の朝(タイトルには特に意味ありません

2014.12.17

みなさんこんばんは。寒いですね︕今⽇は⼀⽇中強い⾵が吹いていて、雪も降っていました。授業中に窓の外を⾒たら、雪がもう横に⾶んでいたんです…これは吹雪というもの
ですかね。昼から学校が終わって、午後はずっと部活でした。寮と学校の間を歩いていたときはもう⾵が強すぎてなーんにも⾒えなくて、髪の⽑と眉⽑に雪が積もってしまいま
した。今⽇の雪は前に積もったのと違って、⼩⻨粉みたいにふわっとしています。柔らかくて⾮常に細かいですから⾵で顔に当てられても痛くなかったんです。これからはまた
どんな天気になるかなあ。

今⽇は２学期の最後の授業⽇です。期末テストはもう先先週に終わってますし、それからは授業で何をしていたかというと…まあ、「ちゃんと授業をやるときもある」としか⾔
えませんね。国語の授業では、テスト返しが終わってからもうちゃんと授業をやっていなかったんです。

先週の現代⽂の授業で、みんなで⼼理テストをやりました。⼼理テストと⾔いますが遊びみたいなものでしたが、結果はちょっとショックでした。

例えばこれ。「あなたが道を歩いていると、⼤きな果実をぶら下げる⽊がありました。その⽊の周りには熟れ切った果実がいくつか落ちています。それはいくつ落ちています
か︖」

さあみなさん、⼀⾒訳が分からん問題ですが、すこし考えてみましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いつも通り、先⽣が解読を発表する前に何⼈かに聞いてみました。「３個」「１個」など、数が少ない答えばっかりでした。でも私がこの⽂を読んだら、すぐ⽊の下で潰れた⽊
の実がたくさん落ちているイメージが⽣じました。少なくとも５０個ぐらいありました。

先⽣が解読を読みました。「これはですね、落ちている果実の数は、あなたが⼀⽣できる彼⼥の数です。」

……

まあ、遊びですからねw

今週の⽉曜⽇の授業で、みんなでカルタ*をやりました。でも上に書いてあるのは百⼈⼀⾸じゃなく、敦賀の名勝と名物に関する和歌です。私は前に聞いたことがありますけ
ど、やるのは初めてなんで、ちょっと緊張していました。

始まりました。みんなはとても上⼿で、和歌が詠み切っていない間にすぐカルタを取ってしまいます。床にあるカルタがだんだん少なくなって、私も焦ってしまいました。とき
どき、読む⼈はわざと間違った⽂や、もう読んでしまった⽂を読みます。その時はみんな⼿を出してはいけません。でも焦りすぎて、出してしまって、はいアウトですと、ほか
のお⼿つきした⼦と２回戦に⼊りました…

お⼿つきした⼈は全部で５⼈いました。床にあるカルタは４枚しかないんで、つまり最後に１枚も取れなかった⼈に⼀発ギャグとかをやってもらうことになっています。⼆⼈は
すぐにセーフになりました。私と残りの⼆⼈はドキドキしながら残りのカルタをじっと⾒ていました。残りの２枚のカルタに書いてあるのは、「北陸トンネル」と「ユリカモ
メ」でした。教室で話す⼈は⼀⼈もいませんでした。みんなは黙って読む⼈を待っています。

「ルリカモメ…」と、集中していた３⼈は同時に⼿を押しました︕みんなは「はははは」と⼤笑いを出しました。その時、それは間違った⽂だと気づきました…

「しょ、しょうがないなあw読みが近すぎて、今回は⾒逃してやろうwww」と、司会者が笑いながら⾔いました。

教室がまた静かになりました。⾃分の⼼臓の拍動しか聞いていませんでした。

「ロリカモメ…」

陳林嶠さんの⽇記



だれも⼿を出していませんでした。けれどそばに⾒ていた⼈はまた笑いました。「ロリカモメはアウトだろwww」と。

集中。

「北陸トンネル…」

と、私がすぐ北陸トンネルのカードを取りました、ほかの⼆⼈はまだどんなカモメが出るか夢中になっていたうちに。みんなもびっくりしたようです。本当に危なかったです
わ︕

最後に残ってしまったのは伊藤君でした(名前を載せてしまいますが)。みんなの前で⼀発ギャグをやらせました。伊藤君がとても困りそうに考えて、⼀歩⼀歩教壇に上がりまし
た。

「伊藤と⾔えば110。110と⾔えば警察。警察と⾔えば事件。事件と⾔えばけが⼈。けが⼈と⾔えば救急⾞。救急⾞と⾔えば、ビーブービーブービーブー」

救急⾞の⾳をまねしながら、伊藤君が教壇を回しました。教室の中で愉快な空気に溢れていました。すごいですね、こんなに短い時間にこういう笑いを考え出して。

まだ授業が終わっていませんでした。突然、さっきのお⼿つきグループのもう⼀⼈、⽣徒会⻑のYくんが教壇に上がって、教卓を教室の左側に移しました。そして、⽣徒会⻑ら
しい⼤きな声で話しました。

「本⽇は、カルタをやっているときに、お⼿つきをしてしまいました。皆さんにご迷惑をおかけして、本当に申し訳ありませんでした︕」

と、Yくんが頭を下げて深く⼀礼。まるで悪いことをして捕まった政治家みたいですねw

「いまからお詫びに、サイドステップをやらせていただきます︕１、２、３、４、５、６、ハイショヘイ︕１、２、３、４、５、６、ハイショヘイ︕…」

Yくんがリズムに合わせて教壇でサイドステップを始めました。こんどは全員⼤笑いしてしまいました。「だ、誰かにこいつをやめてこいや︕」

Yくんがまだサイドステップを続けています。「ガジで誰かあいつをやめて︕おい伊藤、速く救急⾞で︕」

「ビーブービーブービーブー」

伊藤君が早速救急⾞で教壇に上がりました。Yくんを⽌めてやると思ったが、伊藤君もサイドステップに⼊りましたwww

「１、２、３、４、５、６、ハイショヘイ︕１、２、３、４、５、６、ハイショヘイ︕…」

「おいM︕あの⼆⼈をやめてこい︕」Mくんもお⼿つきした⼈です。彼は怖そうにこっそり教壇に上がってーーまた⼀緒にサイドステップをやり始めましたwww

「１、２、３、４、５、６、ハイショヘイ︕１、２、３、４、５、６、ハイショヘイ︕…」教壇で三⼈が教室を盛り上がらせて、なかなか終わりそうにない。

「おいM(さっきのと別の⼈です)︕速くあいつらをやめろ︕」もちろんMくんもお⼿つきをしました。結局それも無駄になって、教壇でバカみたいにサイドステップをやってい
た⼈が４⼈に増えました。

「１、２、３、４、５、６、ハイショヘイ︕１、２、３、４、５、６、ハイショヘイ︕…」

「おい陳君︕お前の出番だぞ︕」

私も教壇に上がりました。「なあ聞いて…やめろよ…」と、Yくんの肩を触ってやめようとしました。全然やめる気がしませんで、しょうがなく、私もサイドステップを始めま
した。

「１、２、３、４、５、６、ハイショヘイ︕１、２、３、４、５、６、ハイショヘイ︕…」

教室はもう授業が終わるアラームが聞こえないほど、⼤騒ぎでした。

 

 

昨⽇は２年⽣の球技⼤会でした。項⽬はバレーボール、私はクラスの男⼦Bチームに分かれました。冬の体育館が寒いにもかかわらず、みんなは⼀⽣懸命頑張りました。それ
に、男⼦Aチームは優勝を取りました。Aチームはほとんど野球部で、決勝戦の時２年⽣の野球部が全員応援しに来て、野球部らしい声を出してくれました。私のチームは２回
戦で負けてしまいましたが…

授業が終わって、今は来週のバドミントン⼤会に向けて頑張って練習しています。シングルとダブルスに両⽅出るから、いい成績を取れるように。皆さんも寒中体調を崩さない
ようにしてください。

それに今⽉の写真なんですけど(それをやる予定があると覚えてる⼈は多分いないと思いますが)、今週の週末にやりたいと思います。

それでは、また会いましょう︕

 

 

 



 

 

 

 

 

 

*国にいる皆さんにルールとかを紹介しましょう。トランプみたいな札に、絵と⼀つのひらがなが書いてあります。それを全部床に散らせます。⼀⼈が⽂を読んで(ふつうは和
歌)、ほかの⼈が和歌に合う札を取ります。札に書かれる平仮名は、和歌の初めの仮名になるので、内容が分からなくても反応が早ければ勝てます。

これは⽇本語で投稿されたものです



ホームステイ先に着きました。

2014.12.26

みなさんこんばんは。この前写真を発表させていただくとかって⾔う話をしましたけど、なかなか忙しくて書けなかったんです…本当にすみません。

忙しいって⾔うのは、⽕曜⽇のバドミントン⼤会に向けて練習したことです。いつも以上の気合で頑張りましたが、結局シングルスもダブルスも１回戦でさよなら…まあ結果よ
り過程のほうが重要ですからね。今回の⼤会は嶺南地区＊の⾼校⽣⼤会でした。嶺北の学校＊＊と試合したら、うちのバド部は絶対カモわれるけど、今回は男⼦シングルス１部
でも２部でも優勝しました。

そう⾔えばみなさんはクリスマスをどう過ごしましたか︖私のクリスマスイブはケンタッキーでペアパックのチキンを買って、寮で⼀⼈で⾷べました…寂しいですね。でも⽇中
交流センターの先⽣たちから素敵なプレゼントをいただいてとても感動しました。詳しくは次回写真が載せるときに。

さて、今⽇は冬休みの間のホームステイ先の北村君のうちにつきました。北村君は１年⽣で、中国語がとても好きなようです。この前⾦沢市へ中国語のスピーチコンテストに参
加して、「朝三暮四」というスピーチを発表しました。とてもまじめなこです。

今⽇の４時ごろ⼩浜市にある北村君のうちに⾏きました。お⺟さんとおばあさんがとても親切に歓迎してくれて、おいしいお料理を作ってくれました。⾯⽩い弟もいて、とても
賑やかです。今は⼆⼈とテレビ＊＊＊を⾒ながらこの⽇記を書いています。私のホームステイ⽣活に関してはあとでｋｗｓｋ。

それでは、また会いましょう︕

 

 

 

 

 

＊福井県はおおらかに嶺北と嶺南に分けられています。どの⼭が「嶺」なのかよくわからないですが…

＊＊例えば例の勝⼭⾼校。⼥⼦の⼭⼝茜さん（１７、⾼２）がこの前いくつかの国際⼤会で優勝／準優勝して世界１２位にランクされたらしいです…

＊＊＊「世界番付」を⾒てます。私の意⾒と合わないほうが多いですが…

これは⽇本語で投稿されたものです

陳林嶠さんの⽇記



いろいろな写真〜１２⽉分〜

2015.01.20

みなさん、お久しぶりです。

いやーこの⽇記ができるまでいろいろな出来事があって、⾃分も⽇記を書くのをやめようってまで考えたんですけど、やはり書かないにはいられないのです。今後は書く頻度を
減らすかもしれませんが、何卒よろしくお願いいたします。

では、今回は先⽉の写真を発表したいと思います。(５割以上が⾷べ物の写真なので、夜中に読まないでください︕)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

前も⾔いましたけれども、私はお正⽉の間ホームステイに⾏きました。１２⽉２６⽇に寮を出て、学校から⾞で１時間かかる⼩浜市にある、ホームステイ先の北村君のうちに向
かいました。

おばあさんがずっと前から私が来るのを期待していたようで、朝っぱらから料理の⽀度をしていたそうです。⼀番左のは「ちらし寿司」と⾔って、⼩浜の地元料理だそうです。
⼩浜は江⼾時代からの港町で、⿂もおいしいです。特にサバが有名で、むかし京都まで送って天皇様に召し上がっていただいてきました。

ご飯を⾷べて、テレビを⾒ながらみんなと話し合いました。おばあさんは5歳まで(間違えたかもしれません)北京で暮らしていたそうです。ほとんど記憶がなっかたんですが、
まだわずかな中国語を覚えています。それにお⺟さんも学校で中国語を勉強していたそうです。さらに北村君も中国語を勉強していて、ほとんど家族全員中国語ができるとも⾔
えます。

北村君はとても中国語が好きで、いくつかのスピーチコンテストに参加しました。それに今年の春休みに中国に⾏くらしいです。済南外国語学校にいくらしいんで、@済南の皆
さんぜひよろしくお願いします。

 

次の⽇にちょっと寝坊をして朝起きるともう昼ごはんの時間になってしまいました。⾷べた後にはちょっと北村君と弟さんと家のあたりを散歩してきました。

「多⽥神社」という⼩さな神社です。⽊に囲まれてとても静かなところなので、夏になるときっと肝試し⼤会の場所になるでしょう。

陳林嶠さんの⽇記



神社のすぐ隣の多⽥寺です。けっこう⼤きなお寺で、霊場でもあるらしいです。

家の近くの川です。

 

それから平和な２、３⽇間が過ぎて、毎⽇⾷べたり寝たりテレビを⾒たりしていました。(そうしたあかん︕)２８⽇に⼀回敦賀に戻って、映画を⾒に⾏きました。ディズニーの
新作「ベイマックス」でした。普通の⼀般⼈が夢を追い、ヒーローになって世界を守るという物語なんですけど、「近未来都市サンフランソーキョー(サンフランシスコ+東
京)」の設定が気に⼊っているので、とてもいい作品だと思います。

 

いよいよ⼤みそかになりました。⽞関にしめ飾りを飾りました。部屋の机にもいつの間にか鏡餅がおいてありました。

お⽗さんの話によると、最近⾃分の家で⾨松を置く⼈がほとんどいないんで、作る⼈も少なくなりました。ですからお⽗さんの会社まで連れてもらいました。



晩御飯はお鍋でした。そして、初めてフグを⾷べましたw。

フグの刺⾝はとてもおいしかったです。ちなみにフグも嶺南の名物なんですよ。

それからテレビを⾒ました。皆さんは紅⽩を⾒たと思いますけど、こっちは「笑ってはいけない」でした。番組に出た有名⼈がさっぱりわかりませんが、⽉亭⽅正さんは落語家
としてよく知っています。(ちょっといいイメージが崩れたようです…)

年越しそばです。年末で⼈がいっぱいいるので、スーパーの海⽼天はちょっとしか残ってなかったのです…

お正⽉の⾷べ物と⾔えばこれですね。おせち料理は⼀つ⼀つの⾷べ物に縁起のいい意味があるそうですが、全然わからないです…



せっかくの正⽉に雪に降られて…⼀⽇中出かけられませんでした。

午後に年賀状が届きました。⼤雪の中お疲れ様です…本当にたくさんもらえましたよね。

おぜんざいにお茶は最⾼でっち︕(⽢党です

お⽗さんにお年⽟をもらってしまいました…



夜はすき焼きを⾷べました。

⾁⼤好きです︕

 

⼆⽇には雪が晴れてよかったです。

あさ雪かきをしました。こんなに降られてはきれいですけどなかなか⼤変ですよね。



ごごは滋賀県まで初詣に⾏きました。⽩髭神社というけっこう有名な神社です。

広島の厳島神社のように、この神社にも⽔の中の⿃居さんがあります。でも海の中じゃなく、琵琶湖の中です。雪の後の琵琶湖はきれいですね︕

⿃居と正殿です。

神社の隣の店で⽢酒を飲んでみました。中国のと⽐べてちょっと⽢いです。(⽗の実家では⼀応⽢酒が名物です)



⼤吉やって︕今年はいいことがいっぱいありようだな。

そのあとは草津市のイオンモールに⾏きました。とても⼤きなモールです。

道からはずっと琵琶湖が⾒えます。⼣暮れの琵琶湖はきれいですね︕

ここで夜ご飯のラーメンを⾷べました。

 

三⽇は⼩浜の⾷⽂化館に⾏きました。年が明ける前も⼀回来ましたが、体験のほうは休みなのでした。



和紙を作る体験をしました。

そこで正⽉に遊ぶものがいっぱいありました。福笑いとか、拳⽟とか…

そのあとは隣のお⾵呂屋さんに⼊って、ご飯を⾷べました。お⾵呂のゆず⾵呂には本物のゆずが⼊っていました…

 

４⽇はホームステイの最後の⼀⽇でした。朝はお⽗さんに散歩に連れてもらいました。



雪の後の川はきれいですね︕(おんなじことを繰り返して⾔うな…

それから昼ご飯を⾷べて、午後４時ごろに寮につきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ほんの短い⼀週間の間でしたが、お世話になりましてありがとうございました︕たくさんの交流ができて楽しかったです。機会があれば、またお邪魔したいと思います。

 

明⽇は中間研修の⽇ですね︕みんなとまた会うのを楽しみをしています。(お⼟産持ってきてなw

それでは、また会いましょう︕おやすみなさい

これは⽇本語で投稿されたものです



明⽇からは修学旅⾏なのです

2015.02.10

みなさんこんばんは。

おとといから北陸にとても強い雪が襲ってきました︕2⽉半ばというのに、1⽇中で雪が40センチぐらい積もりました。この前は連⽇の快晴でそろそろ冬が終わるのかなと思い
ましたけど…雪はあまりにもひどかったので今⽇の登校時間が2時間遅くなりました。その間、野球部のみんなはずっと除雪作業をしていました。本当にお疲れさまでした。

いよいよ明⽇からは待望の修学旅⾏です。⽬的地は沖縄です。こんな寒い冬の中から南国の島に⾏くって幸せですね。沖縄では最⾼気温が20度くらいだそうです。

今まで学校では沖縄の歴史や⽂化についてたくさん事前学習してきました。沖縄戦のことや、沖縄の⾯⽩い⽅⾔を知ることができました。今回の修学旅⾏では平和学習や、地元
の農家でホームステイする予定があります。とても楽しみにしています。⼀番楽しみなのは、三⽇⽬にグループ別でタクシーに乗って⾃由研修することです。事前に⾒学する場
所を決めましたけど、どんな体験ができるかなとワクワクしてきました。

この前友達のFくんと修学旅⾏のことについてしゃべっていました。Fくんは中学校の修学旅⾏で沖縄に⾏ったそうです。⾃由研修の時「⻘の洞窟」に⾏くと聞いて、なんか⼤げ
さに興奮して、「ネタバレしたくないからどんな景⾊か教えないけど、中に⼊ったら絶対に感動するぜ」と⾔いました。ネタバレしていけないほどの景⾊って、本当に楽しみで
すね。

それでは、また会いましょう。

これは⽇本語で投稿されたものです

陳林嶠さんの⽇記



甲⼦園⼀回戦

2015.03.23

皆さんお久しぶりです…急な話で申し訳ありませんが、実は今⽇わたし兵庫に⾏ってきました。何をしに⾏ったかと⾔うとーー

甲⼦園ですね(

まあ、うちの学校の出場は結構前から決まりました。せっかくのチャンスなので、⼀回でも⾼校野球の聖地に⾏って、球場で頑張っているみんなを応援しようと思いました。学
校にも壮⾏会や、⼈⽂字の航空撮影など、たくさんの応援活動が⾏われました。マスコミの⽅も抽選の⽇から学校に来ていました。ネットでうちの野球部を応援する熱意に溢れ
たメッセージを⾒たりして、野球というスポーツの魅⼒がちょっとだけわかってきました。

第⼀試合で朝早いから、今朝は3時半に起きました。みんなでバスに乗って、7時半ほど甲⼦園につきました。球場に⼊って、本当に⼤きくてきれいな球場だなあって思いまし
た。

今回のために、全校⽣徒で応援練習もしました。でも、練習の時はすごい勢いでしたが、この40000⼈以上⼊れる球場の中では、私たちの声はぜんぜん伝わりません。相⼿の奈
良⼤附はすごく多くの⽣徒が来ていて、⼤きな声で応援していました。私たちはちょっと⼈数が少ないですが、⼀⽣懸命声を出して仲間たちを応援しました。

9時ちょうどに試合が始まりました。去年の夏の3試合連続の⼆桁得点という強攻勢と違って、今⽇の敦賀気⽐は堅実に試合を進めました。2、３回に⼀点ずつ⼊り、６回にもう
⼀点追加しました。全試合を通して9安打を果たしました。投⼿の平沼君が⾒事に相⼿を1安打に抑え、10奪三振で完封しました。⼀回戦で、敦賀気⽐の校歌が甲⼦園球場で響
きました。*

帰りのバスの中でも⽣放送を⾒ていました。去年秋の神宮⼤会で優勝した仙台育英が神村学園に勝ち、うちの⼆回戦の相⼿になりました。結構強い相⼿ですが絶対勝ってきま
す。27⽇⾦曜⽇にまた応援に⾏きます。皆さんにも敦賀気⽐へのご応援をよろしくお願いいたします。

 

そういえば⽣放送を⾒た友達の話によると私の顔も映ったっぽい︖髪を切っていないんで格好悪そう…今回は切っていきましょうか。

 

 

 

 

 

 

*本当は野球があまりわかりませんので、ニュースを参考して書きましたw

陳林嶠さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



⽬指せ優勝︕

2015.03.31

あれから36万…いや、8⽇間だけですか…まあ、とにかく明⽇で甲⼦園の決勝戦ですね︕

⼀回戦に勝ってから、敦賀気⽐は今⽇の準決勝までどんどん進んできました。⼆回戦は@韓くん の神村学園を破った仙台育英に勝って(復讐してきたどー)、三回戦はちょっと
危なかったですが、9回ウラのサヨナラ勝ちで静岡学園に勝ちました。私はもちろん毎回応援に⾏ってますが、三回戦の時すごく⾬が降って⼤変でしたなあ…

そしていよいよ今⽇、⼆年ぶりの4強⼊りということで、私たちと⼤阪桐蔭の試合でした。去年の夏に、同じ準決勝戦で、私たちは惜しくもこの⼤阪桐蔭に負けました。ですか
ら、私たちの選⼿は去年の悔しさを背負ってここまでやってきたのです。果たして去年の借りを返してもらって、夏で優勝した⼤阪桐蔭を敗れるのでしょう。

(試合前練習している平沼投⼿と嘉⾨捕⼿)

⼀回の表、敦賀気⽐の先攻でありました。主将の篠原君が安打を打ち、さらに中井君が前送りバンドで⼆塁へ。それから3番の林中君、5番の⼭本君が四球で⼆死満塁となりま
した。気⽐⾼が順調に進塁しています。この時にバッティングしたのは6番松本哲幣君。ピッチャーと投球をよく⾒ながらさあ振ったーーボールはレフトへ、そして⼊った︕⼀
回表で満塁ホームランを打ってくれて、早々4点リードしました。

しかし、こういう場⾯で喜ぶ⼈はほとんどいなく、逆に⼼配している⼈が多かったです。そう、まるで歴史が繰り返そうとしているようです。去年の夏、同じ⼤阪桐蔭に対し、
私たちは⼀回表に満塁ホームランを放ち、先に5点もリードしました。でも、その試合はそう簡単にはいかなかったのです。桐蔭は1、2回で合計5点を⼊れ、同点になりまし
た。私たちは3回に⼀点が⼊りましたが、続いて桐蔭が四回に五点⼊れました。それからはもう激しい空中戦になっていました。試合の結果は気⽐9-桐蔭15で、試合を通してホ
ームランはなんと五本(気⽐2桐蔭3)も放たれました。

でも、秋と冬の練習で、みんなは⼤きく成⻑したようです。歴史は繰り返さなかったのです。⼆回表、私たちは連続の2塁打*2+3塁打で2点⼊り、さらに平沼君と⼭本君が四球
で進塁。こんな2死満塁のところに、さあ君に決めた松本君︕

まつもとくん が まんるい ホームラン を うちました。

こうか は ばつぐん だ︕

この⼀試合に2本の満塁ホームランというのは⼤会史上初らしく、さらに1試合に8打点はセンバツの新記録だそうです。

8回にはもう⼀点追加点が⼊りました。平沼君のピッチングも隙なしで、桐蔭を4安打0点に封じました。試合終了の時には本当に泣きそうになりました。

⼣⽅に敦賀に戻りました。寮にはもう号外の速報が届いていました。

たくさんの強い相⼿に勝ち抜いて、とうとう決勝戦になります。相⼿は北海道代表の東海⼤四です。敦賀気⽐の健児たちがこの初優勝を達成できることを祈っています。ご応援
よろしくお願いいたします︕

これは⽇本語で投稿されたものです

陳林嶠さんの⽇記





敦賀気⽐に桜咲く

2015.04.02

今⽇の天気はとても良かった。快晴の⻘空にはほとんど雲がなく、清々しい⾵がふいていた。こんなめったにない天気なのに、部屋にこもるのはさすがにもったいない。そう思
っていると私は出かけて⾏った。

昼下がりなのに⽇照りはあまりひどくなかった。思った通り、校⾨の前にたくさんの⼀般⼈やマスコミの⽅が集まっていた。野球部のみんなが先ほどこの敦賀気⽐⾼校に凱旋し
たのである。バスから降りてすぐカメラ陣に巻き込まれ、学校に⼊って、何かの番組の収録でもやるそうだ。昨⽇からはずっとインタビューやら取材やら忙しかっただろう。そ
う思うと、２週間前までには毎⽇寮で暮らしているみんなが、急にとても遠いところにいると感じた。

まあ、今はもう帰ったし、夜になったら会えるのだろう。

そう⾔えば校⾨の隣の桜が咲いた。いつの間にだっただろう。確か３⽉３１⽇の準決勝までにはまだ咲いていないと、おぼろな記憶だけど私はそう思っている。

 

ならば、この桜は昨⽇の甲⼦園決勝戦のためにわざわざ咲いたかもしれぬ。

サアァーーー

⾵がぶら下がっている桜の間を通る。

昨⽇の曇りと⾬を忘れるほどのいい天気である。

昨⽇の甲⼦園球場。朝からずっと⾬が降り続け、試合が中⽌するように思えた。幸い、⼀時間延後になるだけで済んだので、１万７千⼈の来場が無駄にならなかった。

試合が始まる。１回表に東海⼤四が先制の１点を取ったが、その裏に敦賀気⽐がすぐ１点追いついた。⾬のせいで視野が悪いからか、両⽅とも何回か死球が出た。それからの２
回から７回まで、１死⼆三塁のようなチャンスがあったけれど、結局どちらにも点数が⼊らなかった。

私のような⼈にとって、それほどドキドキするのはごく珍しいことである。

 

陳林嶠さんの⽇記



出かけて来たというものの、実は何の⽬的もなかったのだ。けれど、⾃然と駅前に向かって進んだ。⾃転⾞のペダルを踏みながら通り過ぎる景⾊を⾒る。

町中にはどこにも桜が咲いていた。道の両側に、川の岸に、家の庭に…

短くとも⻑くとも⾔えない３０分で、駅前に近づく。どうやら気⽐神宮にも桜の花が咲いでいる。詳しくは知らないが、敦賀気⽐⾼校という名前もこの気⽐神宮に由来している
のだろう。でも、「気⽐」と云う名を全国に広げたのは、やはり気⽐⾼なんじゃないかと、思わないにはいられない。

そうだ、理容室に⾏こう。⼀回戦から髪を切ろうと思ったが、やはり切りに⾏かなかった。連⽇に早起きして、３時間ほどバスで甲⼦園球場に⾏くのも疲れることである。

 

「でもなぁ、選⼿宣誓をした篠原涼君に、優勝旗が渡されたのもすごいと思いますねぇ」

となりに座っている⼈と理容師の雑談である。やはり町の中でも話題になっている。

８回の裏。戦況は進展せず、点数は１－１に留まる。応援席では誰でも叫んでいた。カセカセ、カットバセと。しかし、決定的なボールはずっと打たれなかった。

そんなところに松本哲幣、この２連続満塁ホームランを放った男、彼は相⼿の⼤澤投⼿をよく⾒ていた。その瞬間、彼はいったい何を考えていたのは、私にはわからない。が、
その胸に、きっと勝利への、野球への強い熱意でいっぱいだったのだ。

そして、思い切りバットを振っただけーー



試合が終わった。敦賀気⽐⾼校の校歌はこの春の五回⽬に甲⼦園球場に響く。これは気⽐⾼、敦賀市、福井県、さらに北陸勢の春夏通しの初優勝である。しかし、それだけでは
ないのだ。ほかの３１校も素晴らしいプレーを⾒せてくれた。観客席で応援していた⽅々も感謝すべきだ。

そう、これは敦賀気⽐の勝利ではなく、「野球の勝利」なのだ。

 

理容室を出たが、まだまだ⾨限より早かった。再び⾃転⾞に乗って、今回は港に向かう。

そう⾔えばこの辺は桜町というんだ。この景⾊には実にふさわしい名前である。



⾦ヶ崎公園に近づく。冬に⼊る前には何回かここで散歩したものだ。⼭には桜が⼀⾯に咲いている。それは確か⾦ヶ崎宮だと覚えている。ちょっと遠いけど、いい景⾊らしいか
ら、そこに向かった。

「花替え祭」というお祭りをやっているようである。参道は桜⽊に挟まれている。この前来たのは秋だったから、さすがに気付かなかったのだ。



⾼くない⼭を登った。⼼地よい春⾵が吹く道を歩くのはとても気持ち良かった。休⽇じゃないというのにたくさんの⼈たちが来ていた。⼦供でもおじいちゃんおぱあちゃんでも
うれしそうに笑っていました。こんな桜を⾒て、気分が晴れないはずがないのだ。

 

満⾜して寮に戻る。すこしお⾵呂に⼊って⾷堂にむかった。半⽇中ずっと歩いたり⾃転⾞に乗ったりしたから、いつも以上に⾷欲が出たのである。

彼たちはもうそこに座っていた。

１番 投⼿ 平沼 翔太

２番 捕⼿ 嘉⾨ 祐介

３番 ⼀塁⼿ 上⽥ ⻯也

４番 ⼆塁⼿ 中井 基継

５番 三塁⼿・主将 篠 原涼

６番 遊撃⼿ 林中 勇輝

７番 外野⼿ 森 茂樹

８番 外野⼿ ⼭本 皓⼤

９番 外野⼿ ⽊下 翔吾

１０番 投⼿ 海野 隆⼀郎

１１番 投⼿ 原 綾

１２番 捕⼿ ⼩島 誠⼈

１３番 外野⼿ 藤原 巧海

１４番 内野⼿ 本間 太⼀

１５番 内野⼿ 栗栖 千真

１６番 外野⼿ 安⽥ 拓夢

１７番 外野⼿ 松本 哲幣

１８番 投⼿ ⼭﨑 颯⼀郎

記録員 種⽥ 康平

今⽇の晩御飯はおでんに⿂フライ。冷奴と野菜サラダもあってさらにデザートのチーズケーキ。



忙しい⼀⽇を終え、敦賀気⽐の健児たちはいつものような場所で、いつものようなおしゃべりをしながら、いつものような晩御飯を⾷べている。まるで何も起こらなかったよう
である。

会う時に「ただいま」というべきか「おつかれ」というべきか迷っていたけど、結局その場⾯を⾒て、私は何も⾔葉が出なかった。

篠原君は私が⾷堂に⼊ったのに気付き、いつものように「よう」と声をかけてくれた。上⽥君はいつものように笑って、パンチを空に打ち上げるようにした。中井君はいつもの
ように特徴的な座り⽅でケーキを⾷べていた。森君はもう⾷べ終わって、通りすがりの私に⼿を出した。

私はそれに応えて⾃分の⼿を出して、その⼿に空中で合わせた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ご覧の通り今⽇はいつもとちょっと変わった⾵な⽇記を書きました…いろいろ間違ってるとこらがあると思うけど書けてよかったです…

これは⽇本語で投稿されたものです



宴 〜UTAGE〜

2015.06.08

三⽇間続いた⼩⾬の⾳がさらさらと⽿に⼊り込み、やがて浅く眠っていた私を覚ました。

⼆週間の快晴が嘘だったように、六⽉に⼊ってから曇りや⾬の⽇ばっかりだった。時計を⾒る。針が午前⼗⼀時を回っている。⾼校⽣にとってはとてもゆっくり眠る時間ではな
いが、部活のない⽇曜⽇なら特に⼤きな差し障りはないのだろう。

⼀昨⽇と昨⽇の⼤会で疲れたのだ。⾃分は試合には出ていないが、五時半に起きてバスに乗り、そして朝から⼣⽅まで仲間の試合を応援するのも⼤変なのである。コートの中で
プレーしていた⼈も、コートの傍でエールを送っていた⼈も勝つために必死だった。なぜならそれは最後の⼤会…

そうだったんだ。インターハイなどに出られる部活はまだいまからが本番だと思うが、県⼤会で負けてしまった三年⽣のわれわれはもう終わりなんだ。しかも団体戦は⼀回戦負
け、個⼈戦はほとんど⼆回戦を突破できず、実に格好悪い終わり⽅である。

⽬蓋を開けて、ベッドで横になったままで真っ⽩な天井を⾒つめる。理由もなく儚い感じがして、無理に体を起こしたくなかったのだ。

早すぎる。先週までは全く普通に部活をやっていたのだから、急にもう引退だお終いだと⾔われても、なかなか実感が湧かない。

昨⽇の薄暗くなったごろ、校⾨前に⽌まったバスから降りて、運転⼿さんと顧問の先⽣⽅に⼀礼をして解散となったが、誰⼀⼈も帰る⼈がいなかった。誰も別れの⾔葉を発する
ことができなかった。⼀緒にいる時間を欲しがり、くだらないおしゃべりだけをしていた。そしてやはり⼩⾬がさらさらと、さらさらと⾳を⽴てていた。「帰ろう」と誰かが⾔
い出した。しばらく経って傘が⼀本、そしてもう⼀本、⼩⾬の中で広げて、ゆるゆると動き出した。

その意味もない時間はいつまでも忘れられないのだろう。

いつまでも寝ていられないと思った。昨⽇乱暴に脱いだユニフォームを軽く折り畳み、かごに⼊れて洗濯室に向かった。これからはこのユニフォームを洗濯に出すことはないな
あと思った。それから早く昼⾷を済ませ、部屋で⼆、三時間うろうろして出かける準備をした。

今⽇はみんなと念願の焼き⾁に⾏くと約束してあったのだ。約束した時間よりちょっと早いが結構⼈が集まっていた。みんなは私に向かって⼿を振って、溜まっていた疲れが⼀
晩ですっかり取れたみたいだ。

今⽇は賑やかな宴になるようだ。

 

 

散々⾷って遊んでしゃべって楽しんで、私は先にお店を後にした。本当はもっといたかったが、寮の⾨限が迫ってきてしようがなかった。世の中に終わらぬ宴がないと⾔うが、
中途退席というのはなおさら残念だった。

空を⾒上げた。⼩⾬がもう⽌んでいるようだ。

 

ーーーーーーーーーーーーExtra Episodeーーーーーーーーーーーー

はい、実は今⽇はもう⽉曜⽇なんです…まあ細かいことを気にしたら負けです。

今⽇は放課後いつも通りの部活がなくてミーティングになりました。先⽣が来るのを待つ間に、みんなでバスケをやったりサッカーをやったりドッチボールをやったり楽しかっ
たですが、この部活⼀体どうなってるのかという疑問も出ました（最後だしちゃんとバドミントンをやったら…︖）。ちなみに昨⽇焼き⾁の後みんなは野球をやったそうです
（なんも⾔えねー）。

それから三年⽣が⼀⼈ずつお別れの⼀⾔をしゃべって、新しい主将について話し合い、それで私たち三年⽣は引退となりました。引退といえども、去年の先輩たちは引退の後も
結構部活に来てくれましたし、私もこれから暇だったら普段通り練習を続けようと思います（そうなんだったら何のためにこんなに悲しそうな⼝調で⽇記を書いたのだろ
う…）。

それじゃあこれぐらいにしましょうか…

これは⽇本語で投稿されたものです

陳林嶠さんの⽇記
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