
初めまして

2014.09.03

初めまして、今⽇は⽇本に着いてからの⼆⽇です。初めて⽇本語で⽇記を書きますから、もし⽂法とかの間違えがあったとしたら、ぜひ許してください。

予定の時間が間に合うかどうかがわからなかったから６時１５ふんごろ起きました。朝ごはんはおいしいですよ、いっぱい⾷べました。バスで⽇中交流基⾦会へ⾏って、⽣活指
導のビデオを⾒てから、プレゼンをやりました。ずいぶん緊張して、表現もそんなにうまくないんです。時間がないから、これまでにしよう。今度はもっと頑張ってね︕

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



⽇記、おそくなっちゃったね

2014.09.10

  京都に来て今⽇で五⽇⽬。登校始めてからは三⽇⽬だよ。カッコよくてイケてて背が⾼くてやさしくておもしろくてきっぷの良い（以下100語省略）cart先⽣のおかげで、本
⽇4時からついに寮でもwifiがつかえるようになったよ︕

  ずっと順調だよ。初⽇は荷物を⽚付けて、ある寮⽣とも知り合いになったんだ。彼⼥はずっとスイスに住んでいて3⽉に⽇本に戻ってきたばかり。優しいコなんだ。（ま、ク
ラスは別々なんだけど）。翌⽇、寮のみんなはなにかと忙しかったので、ニコニコとやさしい寮の管理⼈shibaさんが、私の⽣活必需品の買い物に付き合ってくれた。ポイント
カードもつくってくれたんだよ（笑）。

三⽇⽬は学校へ。すごくやさしくて良い⼈たちばかり。しかもみんなから⽇本語じょうずだねってほめられちゃった 。他にも⼆⼈の留学⽣にあったよ。スイスとノルウェー
から来たんだって。それにアメリカからきた校⻑先⽣とのお話は楽しかった（まあ、⽇本語と英語と変換がものすごくタイヘンだったけど）。こんな感じでこの⽇も何事もなく
無事におわりそう、って思っていたんだけど。。。寮への帰り道でbusを乗り間違えちゃって。。。しっかりと道に迷わせていただきました。まあちょっと回り道はしたけど、
何とか寮には無事到着できたよ。これも“痛~い”教訓だったね。もう乗り間違えたりしないぞ。

昨⽇は登校⼆⽇⽬。柔道の授業があったんだ。難しいだろうなって思っていたけど、なんとか⼤丈夫だった。同じクラスに柔道部のコがいて、そのコがずっと私について教えて
くれたんだ。授業が終わった時は何も感じなかったんだけど、翌朝、腕が痛くて、痛くてたまらない。やっぱり運動不⾜が。それから２年⽣の物理の授業にも出た。先⽣の話す
内容はイメージしやすくて、すごく良く理解できたよ。

今⽇もやることがたくさんある。在留カードや銀⾏のカードの⼿続きに、⾷堂のプリペイドカードなんかもつくらなくちゃ。今⽇はいいお天気だし、きっといい⼀⽇になりそ
う。

ps︓寮にもたくさんの留学⽣がいて、今のところ中国⼈留学⽣は⼆⼈知り合いになったんだ。それと⼤連育明から来た⼈も。ソク親近感がわいたよ。やっと中国語（しかも東北
弁）が聞けた~ここの⼈たちはみんないい⼈たちだよ。まだクラスメートの名前は全部覚えきれていないけど、おしゃべりもできるし、これからもがんばるぞ。

李彩維さんの⽇記



新しい始まり

2014.09.11

先⽣⽅⾊々相談した末に、今⽇から、⾼校⼆年⽣になった。新しいクラスに⾏った前に、「クラスの⼈はどうだったか」「私のことを受け取れるのかな」といろいろ⼼配したん
だ。でも教室に⼊ったとき、意外に、みんな熱烈な拍⼿をしてくれて、朝からずっと困らせた⼼配を取り除いた。

担任の先⽣は、数学の先⽣で、本当に⾯⽩い⼈だと⾔われてたんだ。それは、事実だ。数学の授業の雰囲気は結構いいと思った。しかし、数学の授業で先⽣が何が⾔ったのかは
ぜんぜん分かれない。本当に⾯⽩くて、やさしくて、いい先⽣なんだけど、関⻄弁が、今のところ、どうしても理解できないなあ。

今⽇も体育やった。⾼１の柔道と違って、テニスなんだ。私が知っていいるテニスは、全部「テニスの王⼦様」って⾔うアニメから知ってきた。最初はいやいやと⾔ったんだけ
ど、最後に結構みんなと⼀緒に笑ってて、うれしくてうれしくてならなかった。スポーツは、たぶん、みんなに仲間よくなる⾮常に重要な働き画あるだなあ。

この⼀⽇を通じて、みんな、意外にも熱⼼で明るい⼈だと最後あたしは気づいた。きっとこの後、みんなと仲間になるのができるとぃんじている。でも、まずは、⼀⽣懸命、ク
ラスの⼈の名前を覚えよう。

ps︓今⽇制服会社の⼈が来て、私のサイズを測ってきたんだ。１０⽉１⽇ぐらいに出る予定で、今楽しんでいて。

pps︓１０⽉中旬、⾼２の理系は北海道への研修があって、ぜひ、⾏きたいなあ。北海道にいる⼈に会いたいなあ〜（無理だと知っていたんだけど ）

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



⼟曜も通学

2014.09.13

今⽇は⼟曜⽇なんだけど、学校では授業があって、ちょっと慣れない感じがする。スケジュールは平⽇とちょっと違っていて、12時半で、授業が終わった。

今⽇はね、本当に”えらい”ことがやってた。2時ごろかっごうから出てきて、1時間半かかって、歩いて寮に帰ります。もちろん、ほかの友達と⼀緒に帰ってきたんだけど、⼀⼈
だったら、きっと道に迷うはずだった。宇治は⼭地が多いみたいな。帰ってきたの途中で、ずっと上ったり、下げたりしていた。道が狭くて、両側は和式な家屋が⽴てていて、
静かで、歴史感があふれている。歩き続いてきて、いろんなお茶を売っているお店が⾒えてくる。本当にお茶の有名な町なので、先⽇先⽣と⼀緒に歩いてたときも、「宇治で、
絶対にお茶が好まないとしゃべらないで」といわれていた。

本当に疲れていたんだな、でもめっちゃ気持ちのいい⼀⽇だと思う。今後の⼟曜⽇も、歩いてかえると決⼼する︕

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



「情報」っていう授業

2014.09.16

今⽇初めて、情報っていう授業をやってた。パソコン室でやって、プログラミングの⾔葉を教えている授業みたいな感じ。素晴らしいみたいな授業で、実も素晴らしいと思うけ
ど、問題点は私授業がやっている内容はぜんぜんわからなかったこと。ずっと隣の席にいる⼈を⾒ていて、頭が空⽩する状態で。

やばいなあ、明⽇も情報の授業があって、少しでも分かるよう、がんばっていかなくちゃ。

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



ずっと遅くなったお⽉⾒

2014.09.16

⼀⽇⼀回と書くつもりなんだけと、今はなんとなく書きたくたった。

さっきバルコニーに出て、⽉を探そうとしたんだけど、何も⾒つからなかった。

九時ごろ、放送でみんなカフェテリアに集まらせていて、九⽉のホームルームを⾏われてた。ある先⽣は、お知らせとかいっぱいおっしゃったんだけど、ぜんぜんわからない状
態でぽっとしていた。（関⻄弁だからさあ、⼀⽣懸命わかるようにがんばるんだけど、結局何もわからなかった。）

ちょっと話がはずしたみたいな。まあ、今からお⽉⾒って⾔うこと。「⼀週間遅れたんだけど、今⽇は、みんなお⽉⾒の団⼦とグリーンティーを⾷べさせたいと思う」と先⽣が
おっしゃった。ぜんぜん⾷べたくない私は、みんなと⼀緒に取りに⾏った。驚いたことは、⽢すぎてしつこい団⼦と苦い味がすると思った抹茶は、意外にもおいしかった。団⼦
は⽢いとは⽢いだけど、くどくない。抹茶いっぱい砂糖が⼊ってみたくて、⽢かった。でも、その⽢さが完璧に抹茶の苦い味を遮って、さっぱりとした⾹りしか残らなかった。

みんな⾷べながら、笑って、写真を撮って、意外なよい雰囲気で今晩を過ごした。（残念なことに、急に呼び出されて、携帯とかも持っていないし、写真を撮らなかった。）

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



関⻄弁について

2014.09.21

宇治についてから、ちょうど⼆週間になった。数学の先⽣の⾔葉、今でもよくわからんだけど、なんとなくわかる気
がする。

実は、私は寮で住んでいて、周りの⼈が、だいぶ関⻄の⼈じゃなく、四国とか、海外から来たので、普通は、標準語
を使っている。ただ、数学の授業で、⼩松先⽣がいっぱい関⻄弁しゃべっている。最初のときは、じっと先⽣を⾒つ
めていて、頭が空⽩になっちゃって、今は、なんとなくわかる気がする。

関⻄弁は標準語との違いは、まずアクセントで。普通、みんな「こんばんは」をしゃべっているとき、アクセントは
⑤で、関⻄弁の場合は①で、「おはよう」だったら③で、「ありがとう」は④だ。次は⾔葉の違いと思う。否定を表
したい時は、みんな「ない」を使っていて、関⻄弁では「へん」を使う。たとえば「わからない」は関⻄弁だったら
「わからへん」になっちゃって、「いかない︖」は「いかへん」に変わってきた。そして、「だめ」の意味を表した
い時、「だめ」の変わりに、「あかん」を使っている。で、最後のとき、何々「やん」をよく使っている。たとえば
「ほら、あの⽝、はしてっるやん」。

2週間のこのごろに、これだけ、分かりなってきたんだけど、きっとこれから、もっと関⻄弁が分かるようになったと
信じてる。（実はやはり私は標準語のほうが好きだな。笑）

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



⼗円⽟の裏側へ

2014.09.23

変なテーマでしょ︖私も変だと思う。でもこれはうそでもないし、今⽇、⼗円⽟の裏側に彫った平等院に⾏った。

まずは、友達と回転寿司に昼ごはんを⾷べた。別にそんなに多く注⽂してないと思ったのに、結局は1813円かかっちゃっ他。（泣きたい〜）

お寿司屋さんのすぐそばには、源⽒物語ミュージアムで、あそこの外側にちょっとみてから、歩き続けてきた。途中では、宇治上神社もあって、⼯事中のせいで、残念ながら、
⾏くことができなかった。

平等院は宇治川の向こうにいる。遊覧船では、⽵ざおを使って、船を渡る⼈がいる。いくつかの⼈が浴⾐を着て、撮影しているそうだった。帰ったときに、やっとあれは「鵜飼
いに恋した夏」っていうNHK11⽉のドラマだと知っていました。

橋では、遠くにいる町と神社を眺めて、古い建築と緑のいっぱい⼭を互いに美しく照り映えている。ちょっとだけ坂道を下って、平等院の⼊り⼝に着いた。400円の⼊場料が払
った後、私たちが平等院に⼊った。さすが世界遺産と選ばれた、ほんとにきれいで古い感じがした。壮⼤な建築と⻘い空、静かな池に映していて、鯉は⾃由⾃在に泳いでいた。
⼼をこめて植えた⽊がみんな独特な形になって、⾮常に美しい庭園に飾った。その建築の屋根は、⼆つの⾦⾊に鳳凰があって、まるで⾶び出すような感じで、⽻ばたいていた。
⼀瞬、「凤凰于飞」っていう中国の⾔葉は頭に浮かんできた。マジできれいな庭で、私の貧乏な⽇本語で、なんとなく物⾜りない感じがした。

帰ってきたの途中で、抹茶のソフトクリームを⾷べた。中国のうまみ調味料で作った抹茶味のソフトクリームと違って、そのアイスの中で、本当の抹茶が⾒えます。

寮までのバスとすれ違ったから、歩いて帰った。本当に疲れたんだけど、楽しかった。

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



興⾵祭

2014.09.28

考えたのだけど、やっぱり中国語で書くよ。私は作⽂の成績がすごく悪いけど、それでも⽇本語よりはうまく表現できるはずだからね。

ここ数⽇は全く勉強していないんだ。⽔曜⽇から、ずっと⽂化祭の準備をしていたからね。恥ずかしながら、準備といっても私には何もできることがなかった。⼀⼈で⼿持無沙
汰にしている感覚はとても居⼼地が悪い。⾃分からも何かできることはないかとずっと聞いて回ったのだけど、それぞれの役割は夏休みが明けてすぐにもう決められてしまって
いたし、まだ⾔葉もうまく通じない状態だったから、たまに何か物を運ぶのを⼿伝うか、同じようにやる事のない⼥⼦達とおしゃべりをしたり、同じように暇で暇で仕⽅のない
男⼦が躍る「トミカプラレール」「ようかい体操」「マルマルモリモリ」を眺めているくらいしかできなかった。でも⼀部の⼥⼦とは少し仲良くなれたかな。

開幕式のハンド部（原⽂ママ）とチア部のパフォーマンスはすごかったよ…。かっこよすぎる︕バトンのダンスがこんなにも優雅でセクシーだとは思わなかった。チア部もすご
かったよ。三段ピラミッドや、宙返り。本当にすごかった。

そのあとの演劇もとてもよかった。よく⾒るような説教くさかったり、派⼿な⼤⽴ち回りではなくて、笑いあり涙ありの本当にリアルを感じさせる劇だった。舞台セットの造り
にも驚いたよ。借りて来たものはほとんどなくて、机も壁もドアも段ボールに⾊紙を貼って⾃分で作ったもの。服も⾃分が普段着ている洋服で、そこが実に質素でリアル。

もちろん、これらは⽂化祭前のウォーミングアップに過ぎないよ。⽂化祭当⽇は本当に⼈⼈⼈、⼈の⼭。皆⾃分のクラスのＴシャツを着て。⾼２⾼３は模擬店。私のクラスはホ
ットドッグ。他にもたこせんや、から揚げや、アイスなんかもあったよ。模擬店の奥にはトラックで作った臨時の舞台があって、チア部やダンス部、⾳楽系の部活がそこで出し
物をしていた。チア部のパフォーマンスはすごかったな。AKB48やperfumeや少⼥時代のダンスを踊って、オタク男⼦達の歓声を浴びていたよ。特に「ヘビーローテーショ
ン」の時は観客の男⼦が⾼い声でI love you，I need youと歌って、すごく盛り上がっていた。

模擬店はクラス全員が関わらないといけない。⼀グループ５〜６⼈でシフトを組むのだけど、私が担当した時間はちょうどお昼̶̶ホットドッグが⼀番売れる時間で、とにかく
忙しい。オーブンは⼆つだけ。⼀つはパンを焼く⽤、⼀つはソーセージを煮る⽤で、⽕⼒も弱いから、待ち時間が⻑くなっちゃった。

最終的に結構な量が売れ残ってしまったので、クラスで⼀⼈ひとつずつ分け合って、更にはタダで配送しますと叫んでまわって、⼤騒ぎ。

そうそう、それと教室の展⽰。私のクラスは⼤したものは展⽰しなかったんだ。いくつか机を集めて、その上におもちゃの電⾞のレールを置いて…（汗）新幹線とか、電⾞と
か、蒸気機関⾞とかの⾊々な列⾞を⾛らせていたよ。壮観だったけどね。

最後は皆で後⽚付け。写真もいっぱい撮って、楽しい⼀⽇でした。少しずつだけど、皆と仲良くなっていけそうな予感。

李彩維さんの⽇記



留学⽣歓迎会

2014.10.08

さっきちょっと⽇記を⾒てきて、10⽉に⼊って以来はまだ⽇記を書いたことはなかったと気づいた。書きたくないではないんだけど、最近、寮のインタネットは⾮常に不安定
で、書こうともできなかった。
昨⽇学校は歓迎会を⾏って、世界各地から来た留学⽣みんな⾃分の国のことを紹介してた。私は、中国の⾷べ物について紹介してた（悪いんだけど、みんなおなかすいていると
きにこういうことを紹介して）。紹介を終わった後、留学⽣向けのQUIZとゲームがあった。その後で、みんないっぱい話し合っていた。

 この歓迎会を参加した⼈の中で、いっぱいIMって⾔うコースの⼈がいる。みんな⾼1のときにアメリカとかカナダとか留学して⾏って、とっても明るいな⼈だ。ずっと話し合っ
ていて、結構楽しかったの。同じ留学⽣の中に4⼈のタイ⼈がいて。実は私とある寮に住んでいるタイ⼈が友達で、彼⼥はちょっと内気の感じが与えていて、だから、タイ⼈に
対してのイメージはちょっと内気の感じで。でも昨⽇会ったタイ⼈は本当に私のタイ⼈に対してのイメージを裏切って、⾮常に明るいな⼈で、ちっとも⼈⾒知りとかはしなかっ
た。（ところで、あるタイの男性の顔は、陈林峤さんと似ている気がするよ）
IMの⼈といっぱい冗談をして、こういうような話があった。

 私︓「IMの授業は、英語でやってるのね」
 IMの⼈（「やつ」を使いたいんだけど）「そうだよ」

 「すごいな、英語で」
「そう、すごいよ、俺が賢いだから。」
「。。。そう。。。ですよ。。。ね」
「あっ、気にしないでね。i joking a lot」

 「うん、もう知っていました。」
「あっ、知ってるの、俺も寮で住んでるよ」
「えっ︖マジ︖みたことないよ」
「マジだよ、⾷堂で何回君の事⾒てたよ。ただ呼ばなかった。ところでこいつとはルームメートだよ」（ほかのIMの⼈が笑ってて頷いた）

 「なるほど、分かった」
数⼗分後、歓迎会終わったとき。
IM「⼀緒に帰ろうかな」

 私「いいよ、ちょっと待ってね」
バス停
「俺、この列に待とう」
「えっ︖何で︖あれは⼤久保ゆきなのじゃん︖」（⼤久保は寮とまったく違う⽅向）
「そうよ、俺は⼤久保いくのよ」
「えっ︖寮で住んでいるじゃん︖」
「Iʼve said that I joking a lot」

 「。。。。。。。。。。。。」
結局騙されたんだね。やっぱり私のほうがまだまだ⽢すぎるな。。。

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



中和滴定

2014.10.16

皆さん、久しぶり、やっとインタネット使えようになった。うれしい〜
先週化学の授業で、ずっと中和滴定の実験をしていた。⽬的は、⾷酢中の酢酸モル濃度を求める。
実験は、三⼈で１つの班として作業をしていたが、うちのクラスは４４⼈がいて、４４番の私と４３番２⼈だけで作業をしていた。作業をしているとき、よく使われている器具
の１つはホールピペット（整体吸量管）っていうやつで、１０ｍｌの液体を正確は測り取ることができ、操作はちょっと難しいだが、結構⾯⽩かった。⼆⼈とも何度も何度もや
ってて、楽しかった。２、３⽇⽬滴定をするとき、私はずっと酸を載っているコニカルビーカー（烧瓶）をゆれていて、彼は慎重にビュレット（滴定管 ps⽇本的滴定管没有酸
碱式之分）のかくはん⼦を働いてて、もうすぐ変⾊になったそうなとき、「もう⼀滴、もう⼀滴」と叫んだりしていた。本当に楽しかった。
作業は以下の通り
⼀⽇⽬︓シュウ酸の標準溶液を調整
シュウ酸⼆⽔和物0.63gを測りとって、100mlのメスフラスコ（容量瓶）にいれ、純⽔をメスフラスコの標線まで⼊れる。

 ⼆⽇⽬︓①⽔酸化ナトリウム⽔溶液の調整 
⽔酸化ナトリウムは1gぐらいを純⽔200mlに溶かす

 ②⽔酸化ナトリウムの濃度を決めるため、シュウ酸を⽤いて中和滴定を⾏う
三⽇⽬︓酢酸の濃度を決めるため、⽔酸化ナトリウムの⽔溶液を⽤いて中和滴定を⾏     う。
では、ちょっと説明しましょう。
何で直接に⽔酸化ナトリウムの正確な質量を測りとって実験をしないの︖あれは巣酸化ナトリウムが潮解性があって、空気の中で、正確な物質量を知るのは、ちょっと無理だ。
で、何で潮解性のない弱塩基を使わないの︖理由は２つあると思う。その1つは弱塩基と弱酸の反応ではｐｈ急激な変化がなく、中和点を知ることは難しい（教科書のまま）。
もう1つの理由は、弱酸を滴定するによく使われた指⽰薬はフェノールフタレインで、変⾊域のphは8から10まで、弱酸と弱塩基の反応した正塩のphは、加⽔分解で酸と塩基の
強さによって7のぐらいにいて、8になるのがちょっと難しい。フェノールフタレイン（酚酞）の変⾊域に⼊れなかったから、中和滴定し難しい。

 これから、レポートを書かなきゃから、今⽇これまでにする。中国の実験器具と⽇本のは、違いがあって、いつか時間があったら、また書こうよ〜（いろんな⽂法の間違えがあ
るみたいで、ぜひ勘弁してください）

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



highな⽇曜⽇

2014.10.20

週末は福⽥のお⺟さんのお招きで、李⼀凡さんと童鞋さんと⼀緒に⼤阪のコンサートへ。楽しかったｱ〜福⽥のお⺟さん、ありがとうございます〜 意外だったのは李⼀凡さんと
私って結構気が合う。。。今までずっとつんつんしたカンジの⼈だと思っていたんだけど。。。はいはい、私が間違っていました。 コンサートは特に書くこともないんだけ
ど、ソプラノの⼈がすごくたいへんそうだった〜「お疲れ様」 実は、あのね、coco壱番屋のおかげで⽇本のカレーに対するイメージが180度ひっくりかえった。。。⾟くない
のをってつもりだったけど、さすがに⾟いのが苦⼿な⾃分でも１カラにはしようと思ったんだ。そうしたらあんなに⾟いなんて（泣）。後悔。今度は普通か⽢⼝にしよう。やっ
ぱり⽇本のカレーをあまくみちゃいけない。 ⽔曜⽇は中間テスト。やらなきゃあとがこわいし。がんばって⼩説読み切るぞ〜

李彩維さんの⽇記



試験直後

2014.10.24

 

やっと、三⽇間の試験が終わった。さんざんの極まりで、もう何も書きたくなかった。やっぱり、気楽な事を話しましょう。

学校から出た後、バスで寮の近くの担々麺屋さんへ⾏った。前、coco壱番屋の教訓で、ほんまに⾟いが苦⼿な私は、⾟さ2のやつを選んだ。(任さん｡｡｡笑わないで~）実は、⾟
いのがあんまり好きじゃない私は、中国で⼀回担々麺も⾷べたことがなかったんだけど、なんとなく、親しみを感じていた。そんなに⾟くないんだが、結構汗をかいてた。う
ん、ただ700円はちょっと⾼いだけど。

で、⼗分ぐらい歩いてて、中村藤吉っていう抹茶を売っている店か(︖)へ⾏って、30分ほど待って、⾷べるようになった。(上の写真は庭と⾷べた抹茶善哉、⾃分の写真も撮っ
たんだけど、最近ずいぶん太りになって、恥ずかしくて、やめたほうがいい。ところでどうやって写真を下に置けるか、教えて~)

抹茶ぜんざいは、ご覧の通り、抹茶アイスクリームがあった。写真の中の⽩いやつは⽩⽟で、抹茶をつけて⾷べて、めっちゃおいしかった。で、その下に抹茶のゼリーとあずき
もあって、抹茶の苦さとあずき、アイスの⽢さの組み合わせは、最⾼だった。めっちゃおいしくて、本当に幸せな感じだった。(広告じゃないよ、これ。ほんまに)

太りなった、どうしよう~体重とおいしい⾷べ物との選択は、本当にね｡｡｡困ったわ~

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



京⼤宇治キャンパス

2014.10.25

今⽇、京都⼤学の宇治キャンパスへ⾏った。いろんな公開ラボと講演会がある。午前は三つの講演が会ったんだけど、うちらは、三択⼀せざるを得ないから、⼆番⽬のミャンマ
ー防災教育の講演会へ⾏った。(別にそんなに興味がないんだけど｡｡｡やっぱうちはラボの⽅が好き。)⽇本語での講演会だから、全部わかるのが無理なんだけと、⼀⽣懸命に頑
張った。講演をなさったの⽅は⽴命館⼤学の卒業⽣で、彼⼥は移動ミャンマーで移動防災教室で働いていたらしい。(ほかの国に関する⾔葉だから、ここで書かない⽅がいいと
思う)

この講演会のおかげで、もともと短い⾒学時間がもっと短くなった。1個の⾒学しか⾏かなかった。(本当に核融合のことを⾒に⾏きたかったのに)

では、唯⼀の⾒に来た「たんぱく質の構造」の話しをしましょう。

まずは、たんぱく質の結晶を作る。

巨⼤な分⼦であるたんぱく質も、塩や砂糖と同じように結晶することがでる。材料はある結晶しやすい、「リゾチーム」っていうたんぱく質と結晶化試薬:NaClとph=4.5の酢
酸ナトリウム緩衝液(ところで、緩衝液は普通の弱酸とその塩、または弱塩基とその塩の混合ようえきで、少量の強酸と強塩基が加えても、phはそんなに変わらないもの。その
原理を知りたかったら百度⼀下してください)。その⼆つの溶液を混ぜて、ほぼ15分後、顕微鏡で結晶を観察することができるようになったはず。(でも、うちの作品は本当に失
敗だった。やっているときは、緊張過ぎて、⼿はずっと揺れていた)2、3⽇後、成功したかったら、⽬でも結晶を⾒える。

次は、Ｘ線でたんぱく質の構造を⾒ることの簡単な原理。

Ｘ線は、結晶に当たったときに、曲がったりとか、散らしたりしているらしい。そのＸ線から得た図は、コンピューターで分析してから、たんぱく質の構造を知るようになりそ
うだ。

次は3Dの映像でたんぱく質を⾒る。空間感が悪い私は本当に何もわからなかった。

最後に、ペプチド（肽链）のモデルを作る。炭素とあいつの4つの「⼿」、R基とペプチド結合（肽键）それぞれがあった。

実は、案内書によりますと、最後にＸ線装置を⽤いたデモ実験もありそうなんだけど、時間が⾜りすぎから、残念ながらいかないで済んだ。

楽しかった⼀⽇、今度は最初に⼤学のビルに⼊って、特に⾃分の⽬指している⼤学の⼀つ、本当に新鮮感があって、嬉しかった。(いつもこんなに変な⽇記を翻訳させて、本当
に申し訳ございません。もうそうしない)

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



無題（本当にテーマを考え出せない）

2014.11.05

今週の午後は全部保護者⾯談があるから、授業がないですむ。気持ちいい〜。あんまり分からないうちにも、いくつかの⼥⼦同⼠と⼀緒に友達な家に⾏った。（いい⼦はぜひ真
似しないでください、ちゃんと相⼿の意図を確認したほうがいい）ペットボトルキャップの上に貼ったシートをとる⼿伝いをした。なんかペットボトルキャップはワクチンにな
れるっていううわさがあるそう。私⾃分⾃⾝はそんなに信じてないんだけど、まあ、とりあえず、やってみ。

今回のキャップは、あずの親が勤めている病院からもらったキャップだった。病院と聞いたとたん、みんなちょっといやな感じをしたんだけど、⼿の動作はぜんぜん遅くならな
かった。みんな⼿伝いをしながら、話しが弾んでいた。あずの話によると、これらのキャップは患者さんがわざわざ家から持ってきたやつ、だいぶはもう洗った。洗った︖私は
びっくりした。どこかの規則なのかと私は聞いて。。。結局。。。常識だと⾔われた。恥ずかしい〜〜〜〜

やっぱり、中国と中国⼈のごみについて分類とかきれいにするとかの意識と規則を養うにはまだまだ⻑い道を歩まなきゃ。

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



疲れた〜〜

2014.11.07

いろいろ考えた末にやっとチアリーダーに⼊った。さすが全国のレベルだよね。いろんなプロに囲まれた私は、本当に弱すぎに⾒えた。みんなが練習しているうちに基礎のトレ
ーニングしかできなかった。まあ、当たり前でしょう、運動不⾜の私にとって。⼊部した前すでに覚悟をした。前転も後転もいっぱいやって（そのせいで、今でも頭が回ってい
る）、逆⽴ちも試した。 残念ながら、腕の⼒は弱すぎで。。。結局できなかった。simonも同じ。 ところでsimonは、私をチア部に誘った⼈で、同じ留学に来たスイス⼈
で、同じように弱すぎ（怒らないで。。。simonちゃん）あっ、主題から外れてた。そもそも主題に戻ろうかな。

腕の⼒が弱すぎから。。。kurt先⽣は、いろんなことをやらせた。腕⽴て伏せとか、いろんな名も知らないへんなトレーニングとか、めっちゃ疲れてた。でも、うれしかった
よ、もしこう続いてきたら、絶対帰国したとき元気いっぱいになれるのでしょ。

さっき⾵呂⼊ってきたんだけど、相変わらず筋⾁痛、まあ、仕⽅ないなあ、運動不⾜の私は。でも、なんといっても明⽇も、がんぱってこう

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



明⽇、がんばれ〜

2014.11.14

明⽇はサッカー京都府の決勝があって、うちの学校は、その中のひとつの学校だ。勝ったら、全国⼤会にいけるようになる。今うちの⼊っているクラブはチアだから、明⽇も応
援に⾏く予定だ。今⽇の放課後、吹奏楽部、チア部とサッカー部打ち合わせて、明⽇の応援についての練習をしてた。⼊部したばっかりした私、何もできない私、、最初のと
き、ただほかの⼈の指⽰に沿って、気まずくてちょっとだらだらしていて練習してた。しかし、だんだん気温が下がってきて、、みんなの歌声が⼤きくなって、もうすぐ寒さに
しびれた私もそのにぎやかな雰囲気に染められ、できるだけ、ほかの⼈のダンスを真似して動き出してきた。ダンスは明⽇の選⼿⼀⼈ひとりのために作られたダンスで、その中
で、うちのクラスの⼈もいる。今は私の後ろに座って、本当にやさしくていい⼈だ。どうしても彼の応援ダンスをならいたいんだけど、私を教えている⼈は、「このダンスはち
ょっと難しくて、⼀晩で⾝につけなくて、やめといた⽅がいい」と⾔って、残念ながら、最後勉強せずにすんだ。

まあ、無駄な話をやめよう、今からダンスの練習をしよう。明⽇、絶対笑顔出して、明⽇、がんばろう︕サッカー部の皆さん、がんばれ、全国⼤会へ︕︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



敬意を

2014.11.15

ただいま〜残念ながら、今⽇うちのサッカーチームは負けてしまいました。京都府⼤会まで、もう進められなくなった。
最初会場に⼊りたいとしているうちに、本当にわくわくしてた。頭の中に禁じえなく「⻘春」って⾔うような⾔葉を浮かんできた。中国と違って、本当に⻘春の息吹を溢れて
て、⾃分の夢のために戦っている姿を⾒えた。
もうすぐ始まりそうとしたときに、突然ハトの群れが来て、グラウンドの上に⽴った。誰か盛り上がるため、わざわざ⽤意したハトだと思いきや、⾃分で来たものだった。いい
兆しだなあ、とみんなもそう思った（うちらも、相⼿もね）。
試合の過程はもう詳しく⾔いたくないで（実は、サッカーの規則をあんまり知らんから、⾔おうともできない）、前半は20分ちょっと、相⼿のチームはゴールして、後半のと
き、私はずっと胸の中でゴールしてゴールしてと叫んだりした。で、後10分終わるの時、本当にゴールしてた。残念ながら、ゴールしたのは相⼿だった。2つのゴールのおかげ
で、相⼿のチームは優勝を固めて、最後2対0で試合を終えた。

 終わりの呼⼦でみんな頭を下げた。⾒るだけでもつらく感じた。スタンドに近づくとやっとみんなの表情をぼんやりとして⾒えた。マネージャのみんなもうすでに涙が湧いてき
て、選⼿たちも⼿で頬の上の汗か涙かをぬぐってた。
お互いにお辞儀をしていたとき、本当に妙な気持ちがこの⼼からわいてきて、伝えきれないんでけど、たぶん感動だと思います。
勝っても負けても、興奮してもがっかりしても、今⽇⼀⽣懸命頑張った選⼿の皆さんに、諦めずに最後まで⾛っていた選⼿に皆さんに、最⾼の敬意を。

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



バレエ発表会

2014.11.23

今⽇は愛すべき⽇曜⽇。なのに私が夢にまで⾒た朝寝坊は、部活のために捧げられました。20分早退して、友達と⼀緒にazuのバレエ発表会を⾒に⾏ったよ。「外⾏看热闹，内
⾏看门道」（素⼈は表⾯の賑やかさだけを⾒て、⽞⼈は本質を⾒る）とは⾔うけれど、私はまさにその素⼈のほう。

第⼀幕は「⽩⿃の湖」。Azuも出たよ。30⼈以上が⼀緒に踊って、本当に壮観。

第⼆幕は「⼩さなバレリーナ」。幼稚園の⼦供たちのパフォーマンス。その後の数幕も⼩学⽣の演技だった。第⼀幕の中⾼⽣や⼤⼈達の⽩⿃の湖とは全く別次元のものだけど、
観客からは拍⼿喝采だったよ。第⼆幕の幼稚園児の中に、⼀⼈ものすごく⼈⾒知りの⼦がいたのだけど、先⽣に⼿を引かれながら恥ずかしそうに踊って、舞台から降りた後も先
⽣の⼿を握って離さなかった。

第⼀部は普通のパフォーマンスで、第⼆、三部はバレエ劇の「不思議な国のアリス」と「海賊」。⼀つ⽬が⼦供達で、⼆つ⽬がプロのダンサー。⼀つ⽬はストーリーが多くて３
０分だったのに、⼆つ⽬はストーリーらしいストーリーはなしで１時間。さすがプロのダンサーだよね。下で座って⾒ているだけの⼈すら疲れてきているのに、彼らはそれでも
全⼒で回り続ける。温度差が。

李彩維さんの⽇記



2014-11-29

2014.11.29

最近、いつも遅くまで部活やってて、⽇記に怠惰していて、本当に申し訳ない。なのに、今⽇もらった⽉例報告により、よく⽇記を書いててと褒められてた。ちょっと恥ずかし
いと思って、やっぱりこれから⽇記をきちんと書き込みましょう。

今⽇国際⼊試があって、久々⼟曜に休んで、望ましい寝坊をしてた。（もちろん、起きたとき、朝ごはんの時間もう過ぎちゃった）。午後は部活で、1時に寮から出て、学校へ
⾏った。いつもの通りstretchと筋トレをしてから本番になった。筋トレのとき、たまたま⾃分が弱いなあって⾔う気がする。いつもやっている途中で休まなきゃいけなくなっ
て、恥ずかしい。しかし、喜ぶことに、最近だんだん逆⽴てできそうになってきて、毎⽇毎⽇ちっちゃい進歩何だけと、毎回気づいたときうれしくてならなかった。

最近もいろんなダンスを習って、⼀応頭で覚えたんだけど、体はまだまだ覚えてなくて、もっと頑張らなきゃいけない。でも、いつもよくできたと⾔われて、本当に嬉しかっ
た。

まあ、12⽉学校は英弁論⼤会があって、留学⽣として⽇本語でやらないと。原稿の締め切りは明⽇で、これから頑張ろうかな。

ps︓いつもロジックのないめちゃくちゃな⽇記、ごめんなさい。特に翻訳してくださった先⽣、本当に申し訳ないです。

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



三ヶ⽉

2014.12.07

正直に⾔えば、昨⽇は京都に着てからぎっちりの三ヶ⽉。しかし、ただし、けれども、昨⽇地理のテストのため、おとといいつもより遅く寝ちゃった。そのせいで、昨⽇かえっ
てからすぐ寝ちゃって、起きたときはもう晩御飯。来週⽕曜と⽔曜もテストがあるんだけど、今⽇ちょっとだけリラックスしようと思って、結局忘れちゃった。

最近⼤したことって⾔えば、やっぱり期末テストかな。もう半分過ぎって、残ったのは2つの英語、化学と数Bしかない。でも︕英語はほんまにいやや。単語とかも暗唱しなあ
かん。（ごめん関⻄弁です）⾃慢じゃないですけど、うちら学校の英語ほんまにうまいよ。だからもちろん、いい点数を取るには頑張らなあかん。まあ、⼀緒に来たみんな⼤体
テストもう終わるのでしょー。英語、数学とかもいい点数を取ったのでしょー。

⼆学期はすぐ終わる気がするね。お正⽉楽しみにしている〜〜〜ああ、やばい、年賀状をまだ⼯夫してなかった。まあ、⼀応テスト後にしよう。⽉例報告と⼀緒。

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



三室⼾寺

2014.12.10

先週の⾦曜⽇からずっと続いていた期末テストがやっと終わった。試験期間があんまりにも⻑かったからテストが終わった瞬間、もうボーゼンとしちゃって頭の中は真っ⽩。寮
にもどってから⾃分へのご褒美って思って、着替えて財布を持っておでかけ。ホントは財布の紐はガチガチなほうだけど（オカシナ⾔葉使い許して）期末試験もやっと終わった
ことだし、しかもお買い得だったので...ちょっとお菓⼦買いすぎちゃった。それにまたポイントカードつくっちゃった。これですでに５枚⽬。帰国のときに全部換えられるるの
かな。。。フｳ

話を元に戻して。

外に出たら、ポカポカのいいお天気。お出かけの衝動にかられて、三室⼾寺を⽬指し始めた。実はね、寮から⼀番近い駅って三室⼾駅なんだ。なのにまだ１回も⾏ったことがな
い。⽔の流れにそって坂道をずっと上っていくともう⾒えない。案内板通りに道を曲がる。それ以降は⼀本道なので緩やかな丘をゆっくりとのぼっていく。どれくらいの時間が
経ったのかわからないけど、結構な距離だった。まだお寺はみえてくる様⼦がない。しかも案内板すらない。戻ろうか迷い始めた頃、三室⼾寺の駐⾞場が⽬にとびこんできた。

⼊場料は500円。平等院より100円も⾼い。チケットを買って中へ。平等院とはちがって三室⼾寺は⼭際に建っている。もしくはこの⼭全体が寺院の敷地だって⾔ってもいい。
⼭道を登って左90度に頭をあげるとやっと⽊が⽣い茂る丘と背の⾼い気を⾒ることができる。右側はちょっと低い平野。緑が⽣い茂っている。そこもお寺の庭園だ。看板には
4、5、6⽉にはツツジ、しゃくなげ、紫陽花が満開になるって書いてあった。ちょっと残念。今はシーズンじゃないみたい。

⽯段を登り切るとそこに寺院が。⽩い壁に⿊の屋根⽡。歴史の⾵格が感じられる。敬虔な⼈々はお賽銭をし、鈴を鳴らし深々と⼀礼をし、お祈りをする。それを遠くから眺め、
写真に収めた。

６０段の⽯段をまたおりてゆく。帰りに通り過ぎた庭園は与楽園。与楽与楽、静かな喜びを与えて。与楽園にはふたつの庭園がある。枯⼭⽔と池だ。枯⼭⽔には乳⽩⾊の砂利が
しきつめられていた。ザンネン、柵があって中に⼊ることはできない。池は回遊式の⼤きなもの。⼀番深い⻘草のところから⽔がこんこんとわいてきている。たぶん私が来た時
の⽔の流れもここからきたんだろうね。池には⼩さな橋がかかって静かな⼩道につづいていく。

⼭を降りてから、⾏きとは違う道で寮に戻った。住宅街の路地で⻩⾊い帽⼦をかぶった学校帰りの⼦供たちにであった。みんなにぎやかにわらいながらそれぞれの家へ帰ってゆ
く。⽇差しが気持ちいい。

世界遺産の平等院より、私はこの⼭中の静かな三室⼾寺の⽅が好きだ。改築を経た平等院は有名になりすぎて、静けさからははなれてしまった。でも三室⼾の静けさは魂の深所
を静寂に導いいてくれる。京都は⼀⼈静かにみてまわるべきだと思う。もしくは⼦供をつれた⺟親、年配の夫婦が⼿を携えて。⼥⼦校⽣たちが⼀緒にいるとにぎやかになるけれ
ど、そのなかにも静はある。ただ、にぎやかすぎると喧騒になるけどね。

李彩維さんの⽇記



クリスマスパーティー〜超楽しい〜〜

2014.12.12

先週からクリスマスの飾りをしてきて、今⽇やっと本番になった。いつもの通り、遅く部活をやって、8時ぐらい帰って、ちょうどパーティーの時間。

すべての⾷べ物はいくつかの机でできた⼤きい机において、きれいに飾って、おいしく⾒えた。（実もおいしい）

⾷べ放題、飲み放題、果物放題、ケーキ放題、抹茶放題、パスタからえびまで、キウイからパイナップルまで、全部は放題で。あっちこっちどっちに⾒てもほしくなって、つい
とりすぎっちゃった。もちろん、たべすぎっちゃった。でも、いっぱい⾷べることができて、本当に幸せ〜〜〜〜〜〜

⾷べてからは、bingo gameをした。ラッキーの極まりで、初めてやった私が⼀番早くbingoした。⼤きい詰め込み⽤のシャンプーとかわいい⼈形をもらった。後も次々とbingo
した⼈がいるんだけど、やっぱり最初にbingoしたのが、特別な意味がある。やっている間に、歓呼と悲鳴がずっと交わって、でも最後、みんなもプレゼントをもらった。あ
あ、ほんまに楽しかった、クリスマスパーティー︕

今でも、そのうれしい気持ちを抑えきれず、どうしても落ち着けない状態で。どうしよう、このままだったら、眠れないやん︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



クリスマスパーティの写真

2014.12.12

 

⾃分で貼ったんだ~~~

李彩維さんの⽇記



わたしのbingo

賞品~~

とりあえずはこれくらいで。。。先⽣⽅、写真の向きを直していただけたりはしないでしょうか。。。



いわば巡検

2014.12.14

今⽇地理の巡検で淡路島へ⾏った。淡路島は1995年の阪神⼤震災の中ですごく被害された場所で、そこには北淡震災記念公園が建っています。海沿いだから、すごく寒かっ
た。

そこで、地元のお年寄りの講演を聴いた。よく分からないんだけど、分かるの限りに、感⼼したことがある。あれは、⾏⽅不明の⽅は、⼀⼈もいない。その理由を聞いて、やっ
ぱりみんな普段もよく話し合って、地元の⼈とすごく親しい関係が築いたというわけだった。どの⼈はどの部屋に住んでいたさえまで知っていた。だから、震災直後速やかな救
援ができた。⾏⽅不明０ということも、当時に話題となっていたそう。そこの⼈は、そういうような話をした。「私たちは、よく隣の家の⼈が知っている。だから、誰がいなか
ったら、すぐ気づくことができて、助けることもできる。もしよくしらなかったら、助けてくれる⼈がいないというより、むしろあなたそういう⼈が存在していることも知ら
ず、無論助けてくれない。」しかし、コンクリートで建てられた⼤都市の中に、隣の家の家族何⼈いるはおろか、その家の名字さえも知らない場合が多い。

淡路島に⾏くには、明⽯海峡⼤橋に渡らなきゃ。かえってきたとき、橋の科学館へ⾏った。橋というのは、無論明⽯海峡⼤橋―世界で⼀番⻑いつり橋と誇れるその橋。主塔は
297ｍ、333ｍの東京タワーとほぼ同じ⾼さ。私たちは、８階にある展望広場と遊歩道へ⾏った。あれは海の上、橋のまっしたにある。海の上で、8階の⾼さであるから、潮⾵
がすごく吹いた。息苦しくて、話もできないぐらいの激しい⾵。その遊歩道で、47ｍの丸⽊橋があって、その周りの地⾯はすべてガラスで、まるでその丸⽊橋から落ちたら、
海に落ちるような感じで、めっちゃ怖かった〜。迫⼒満点︕︕でも、景⾊がすごくきれいで、気持ちよかった。

この橋は⽗親の諦めない、慈しむ⼼でつくられた奇跡と⾔ってもいいと私は思っている。1991年に建てられたこの橋は、1995年の阪神⼤震災を経っても、変わらずにそこに⽴
っている。今でも、⾵⾬を問わずに、⽇々に⽉並みな検査をしている⼈がいる。この橋を建つには、守るにはいろんな⼈を⼼⾎を注いできた。だから、今私たちが⽴っていた橋
は偉⼤となる奇跡とも⾔えるだろう。

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



2014-12-17

2014.12.17

まあ、最近本当に寒かった。特に今⽇︕︕︕

寒いとき、⼈は寝坊しがちで、最近も結構寝坊してて、起きたときもう7時20分の場合もあった（最後のバスは7時47分）朝起きられるように6︓30に暖房をつけようと決めた
（寮には6︓30と7︓00に寮⽣を起こすために放送がある）そうしたら、たぶん7︓00に起きられると思った。昨⽇、おとといもやって、本当に効果的だった。しかし、でも、
けれども、今⽇は⼀応6︓30にエアコンをスイッチオンにしたんだけど、7︓00になって、ぜんぜん温かくなれなかった。いやいや起きて、エアコンが壊れたかと思って、結
局。。。たぶん暗闇の中で不注意に運転の状態を変わって、暖房じゃなくて、送⾵になっちゃって。。。外の空気を直接に⼊らせて。。。泣きそう︕︕

今⽇、近くの⼤久保⼩学校へ⾏って、ほかの留学⽣と⼀緒に4年⽣のみんなにプレゼンをしてた。ところで、学校は最近ニュージーランドから三⼈の留学⽣が来て、その中の2
⼈は中国系のニュージーランド⼈で、もう⼀⼈はハーフで、今⽇はじめて知り合いになったばっかり何だけど、ずっと中国語でしゃべって、すぐいい友達になった。

で、彼⼥たちとそのホストの⼈と⼀緒に中村藤吉に⾏った。ホストの⼈たちもみんな明るい⼈で、わずか⾷べているの1時間で、みんな結構話ができてきた。

歩いてかえってた。本当に⾵が強くて寒い⽇なんで、寮についたとき本当にもう指がしびれた。ああ、2⽉はどうしよう

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



しんーどい

2014.12.19

今⽇本当にしんどかった。最近終業式とかの準備で、いつも使っていた多⽬的と⾔う部屋が使えなくなって、外練だった。3⽉に⼤会があって、⼤会のときに⼗分の体⼒を持つ
ために、今⽇から は︕し︕る︕

部活に⼊ってから1ヶ⽉半ぐらいで、⽇々の筋トレの中で、筋⾁はなんとなく強くなる気がするんだが、体⼒はぜんぜん上がらへん。校舎をめぐって三周︕1km以上なんで、ほ
かの⼈にとってたぶんそんなに⼤変な距離だけど、私にとってほんま地獄みたいな距離だった。特に学校は⼭沿い建てられて、のぼり下がりばっかり。終わってから、本当にも
うすぐ死にそうな感じがあって、しゃがんで、両⼿はひざに⽀えて、動かなくなった。のどが渇いても、⽔を取りに⾏く⼒もなくなった。ほかの⼈は声かけても、返事してなか
った。本当に話せようもできなかった。その次は、また⾛って坂をのぼる練習があって、たぶん顔⾊が悪すぎて何度も「本当に⼤変だったら、ちょっと休んでもいいよ」って⾔
われた。結局私も⼀周終わってから、休んできた。

やっぱり運動不⾜やん。中国にいるときも、2、3周しか⾛れなかった。ほかの⼈（王ちゃんみたい）は2kmでも⾛れるらしい。

ランニングのおかげで、⾜⾸も怪我したらしい、今でも痛くて。前ではも、ももが⾁離れになって、普通の歩くとかはぜんぜん⼤丈夫なんだけど、ストレッチをするとき、右の
⾜はどうしても痛い。実は、今アイシングしながらこの⽇記を書いたんで、でも⼤丈夫、きっとだんだんできるようになるよ。

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



⾼校駅伝

2014.12.21

全国⾼校駅伝は、今⽇京都⻄京極総合運動公園にて開催されました。チア、吹奏、バトン部は応援に⾏きました。本当に競争が激しい試合でした。⼀区の前半は⽴命宇治はトッ
プなんで、後半だんだん抜かれて4位になってしまいました。2区の⼈は2年の寮⽣で、私の知り合い⼦でした。彼⼥はめっちゃ速いスピードで3⼈を抜いて、またトップの位置
を取り戻しました。最後2区が終わったとき、2位より30秒早めに終わりました。（短距離の速度で⻑距離なんて⾛るのは本当に尊敬するわ）

3区には、ちょっと遅くなって、トップは薫英⼥⼦学園にとられました。競技場にいる私たちはテレビを⽣中継を⾒て、ずっと「ガンバ」「ガンバ」と叫んでいた。⼆⼈抜きつ
抜かれつ、最後まで勝負も出てこなかったです。いよいよ4区で、坂道ばっかりらしい、⽴命宇治は2位に落ちて、50メートルぐらいの差が出てきました。やっと会場に⼊って2
周回って、うちらの学校はわずかな8秒の差で薫英⼥⼦学園に負けて、全国2位をとりました。本当に惜しかった。

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



2014.12.24

2014.12.24

今⽇学校で終業式を⾏われた。⼀緒に⽇本に来た皆さんは多分既に冬休みに⼊っているかなぁと思うやけど、うちの学校はいよいよ終業式を迎えた。 今⽇寮に帰ってきて、や
っと落ち着いて年賀状を書くことができるようになった。実は、年賀状っていうのは、今⽉の10⽇にも既に買ったんで、いつも明⽇書こうかなぁと思って、結局書いていなか
った。 今までほんとにたくさんの⼈が助けてくれたと気づいた。思わず感謝の気持ちが湧いてきた。今までほんとにわがままで迷惑ばっかりかけていてという思いも出てき
た。 いつも⾯倒してくれた先⽣⽅、はるかの中国にいるいつも応援しているお⺟さんお⽗さん、毎回落ち込んだりした時、励ましてくれた⼀緒に⽇本に来た友達、ほんとにこ
のわずかな4ヶ⽉の中にいろんな思い出を作ってた。年末のこの頃あらためて振り返ってみると本当にありがとうございました
これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



メリクリ

2014.12.25

冬休みのはじめの⽇。いつものどおり起きて学校へ⾏った。休みだから、いつも乗っていた直⾏便がなくなって、普通のバスしか乗れなかった。今⽇休⽇じゃないやね、休⽇だ
と思って、ぎりぎり休⽇のスケジュールによって出かけた。平⽇のバスは7︓57で、休⽇のは8︓04であって、バスを通り過ぎるのを⾒送っていた。（泣く）

休みやから、部活は4時間続いてた。九時から午後⼀時まで。だから今⽇の昼ごはんは2時過ぎに⾷べた。

昨⽇もがんばって年賀状を書いて、今⽇も最後の締め切りだから⼀⽣懸命書いた。やっと年賀状と⽉例報告書き終わって、気分が軽くなった。

⾃分を褒めようとして、むしろこのさびしいクリスマスの祝い（明⽇閉寮だから、だいぶの⼈はもう帰っちゃった。残った陸上部のみなは部活でまだ帰ってこなかった）として
寮の近くにいるケーキ屋さんで抹茶チーズケーキを買ってきた。ちょっと⾼いやけど、年末だから、かまわなく買ってた。（本⽉の⼩遣いは後6000円も残っているのも原因
で）

抹茶の渋さとチーズの⽢さぷったり︕おいしかった。買いがいがある。

⾒かけはそんなにうまくなさそうだけど、ほんまにうまかった。

 

皆さんのクリスマスはどうやって過ごしてきたのか、私たぶんこのケーキだけですむのだろう。

何と⾔っても12⽉25⽇のこのごろ、メリークリスマス︕〜

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記





新しいはじまり

2015.01.01

皆さんほんとに久しぶりやね。まさにホストファミリーに来てから、1度も書いたことがない。昨⽇の⼤晦⽇はおじいちゃんとおばあちゃんの家にお寿司を⾷べた。スーパーで
買ったお寿司と⾃分で切った鮒と鯛、それに、みんなも⼤好きないくら、絶賛やで︕ ホストファミリーのお兄ちゃんは⾳楽専⾨でご飯を⾷べてからピアノで、⾃分が知ってい
るおじいちゃんとおばあちゃんの年代の歌を引きながら皆と⼀緒に歌った。いい雰囲気だった。 ⼤晦⽇の夜はみんな⼀緒に紅⽩を⾒てた。妖怪ワォッチ⼤好き。カナがかわい
いし、嵐も格好よかった︕ この年の⼤ヒットの曲、ありのままでもきれいだし。 12時過ぎてみんなライン、QQ とかで「あけおめ」「ことよろ」とかを送ったりしてた。⼤好
きな部⻑さんにも送って、返事も来てて、ほんまに嬉しかったわ。⼀⾔しかいなかったんやけど、しあわせ〜 今⽇福袋のために朝早く起きて、デパートに急いでた。まだドア
開けていないけど、めっちゃ並んでた。ドアが開いたとたん、みんなデパートに湧き込んでいって、⾃分の⽬指していたお店へ⾛ってた。1分しかかからなかった私85番の整理
券だけもらった。もらえるかなと結構⼼配した⼼もほっとした。10000円(税抜き)の福袋やけど、コートを含めて13点もいて、40000円以上のものが⼊ってる。お買い得や、
超嬉しい〜 帰ってからまたおじいちゃんの家へいって、⽩味噌雑煮を⾷べた。まあ、そんなに好きではないだけど、⼀応⾷べてた。 まあ、今⽇ここまでやで、また何があった
ら、いつかまた書こう〜(怠けものの私わよ)
これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



ただいま〜

2015.01.06

学校はまだはじめてないだけど、昨⽇から部活が始まった。年末終わったとき、コーチは休みのときにいろんな筋トレをやらせたん
やのに、最初きちんと配った紙に書いてたどおりにやったんだけど、年明けになって、あっちこっちに⾏って、疲れて中途半端にな
って、毎⽇50個の腕⽴てしかやってなかった。

昨⽇、まるでこの冬休みのすべての分をやってきたみたいに、ゆりかご腹筋、背筋、側筋、V字腹筋各５０個プラスいろいろ名前も
知らない筋トレをやらせてた。タンブリング前転、後転も結構やらせて、頭が回って、気持ち悪い〜〜しかし、喜ぶことに、⼆⼈の
２年⽣の助けに倒⽴前転を成功したわ〜しかも側転の練習も始まった。

年末に３⽉の⼤会のメンバーを決めるにはトライアウトしてた、昨⽇は結果の発表。２１⼈の中で１６⼈はAグループとして出場し
て、残った５⼈ともう引退した３年⽣の先輩でBグループとして補⽋。私疑問なくBグループ。

今⽇コーチは来てなくて、A、Bに分かれて各⾃練習。３年⽣の先輩と⼀緒に練習。さすが先輩で、勉強になってた。筋⾁痛は続いて
る（泣く）、でも正直に⾔えば、もしいつか練習の後で筋⾁痛がなかったら、うちは絶対びっくりするわ。

そう、やっとテーマに合える話になった。今⽇やっと寮が開いてた〜〜〜〜〜〜うれしいわ。年賀状もカレンダーも届いて、みんな
ありがとう〜〜〜１２⽉上旬に買ったリンゴ今でも腐っていなくて、喜んで⾷べてた。happy~

あんまり主題と関係ないテーマやな、うちほんまに適当すぎるわ。まあ、まあ、気にせず〜

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



1.9

2015.01.09

何を話せばいいのかな、今⽇⼀年IMコースの⼦は学校にいる最後の⽇だった。明⽇はニュージーランドへ⼀年間の留学へ⾏く。部活のIMの⼦も今⽇来て、別れのプレゼントを
くれた。

寮⽣の中にもIMの⼦がいて、浴室に会ったとき、「あ、ほんまに最後やな」っていうことが気づいてた。彼⼥来年帰ってくる時、私もうここにいない。今⽇別れてから、たぶ
んこの⼀⽣も会えないかも。私⾃分⾃⾝も留学⽣で、誰よりも留学のつらさが分かっている。でも、あの時、本当に「がんばれ」っていう⾔葉しか出てこない。この⾔葉は、彼
⼥たちのためだけでなく、私⾃分のためにも。本当にこれからも、もっと頑張らなくちゃいけない。

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



1-16

2015.01.16

前の⽇記いつだっけほんまに覚えられなかって、久しぶり、マジでごめん。 最近の部活って⾔うのがちょっと寂しいと思ってた。なぜならっていう、最近腕怪我して、お医者
さん⾏って、先⽣はとりあえず3週間部活やめとこうっておしゃった。だから技もできないし、筋トレもできないし、あんまり何もできない状況なんでほんまに悔しくて寂しか
った。 いつも「李さんやる︖」って聞かれた時、めちゃくちゃ喜んで、「はーい、やる︕」って⾔いたい、が、うでがなんか変で何もできない(泣く)。みんなが練習してる時
いつも胸の中で「早く治れ」「早く治れ」と叫んでた。ああああああああ、ほんまにやりたいぞ︕ ところで、明⽇中学⼊試のため、学校に⼊れなくて、午後BKC(⽴⼤の琵琶湖
草津キャンパス、滋賀県にいる)へ⾏って部活やるつもり。。。。滋賀県へ⾏くんですが、センターの先⽣事前に⾔った⽅がいいですよね〜BKCは滋賀にいることをすっかり忘
れちゃって連絡も取ってなくて、マジですみません。 まあ、いいわ。今⽇これまでにしようか。腕が治るのが期待するわ。
これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



1.17

2015.01.17

さっき昨⽇の⽇記を⾒て、みんなのテーマも⽇付だった。やっぱテーマを思い出すのが難しいやな。今⽇の⽇付を⾒たとき、急に「あ、1⽉17やで」って気づいた。阪神⼤震災
20周年。20年前京都も結構振っていたらしい。

兵庫県に記念⾏事があるかどうかは分からんやけど、京都は⼤体いつものどおり何もしてなかった。強いて⾔えば、今⽇もセンター試験の⽇。これも⽴⼤に⼊ってから気づいた
ことなんだ。今⽇の午後BKC（琵琶湖草津キャンパス）に⾏ってた、さすがお⾦持ちの私⽴学校、キャンパスが京⼤よりめちゃくちゃきれいで、⽴派な建物があっちこっちに⾒
えた。

⼤学のチア部と合同練、本当に素晴らしかったと思った。

遅くなって、今⽇はここまでにしよう、あしたまた、8時に南草津に着かなくちゃいけないんで、6︓30分ぐらいに起きなあかん。おやすみ〜

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



中間研修

2015.01.25

中間研修、あっという間だったね。集まってすぐにお別れしたような感じ。たった10⽇間⼀緒に過ごしたことがあるだけの⼈なのに、知り合って半年近いたくさんの⼈達より
も、ずっと楽しく遊べる。⼀緒にご飯を作って、バーベキューをして、パフェを作って、夜にお喋りをして、チーム討論をして。久々に⼼から⼤笑いをしたなあ。それにやさし
い先⽣達とも⾯談して。本当に、⾔葉では表現できないほどに、感動して、興奮して、名残惜しい。

駅や空港に向かう道すがらのたくさんの⾃撮り写真、久々の洗脳神曲「⼩苹果（Little Apple）」、そして別れの時の抱擁と真っ⾚に腫れた瞼。⼼を許せる仲間がこんなにもた
くさんいるなんて、本当に幸せ。7⽉にまた会おうね。頑張ろう︕

李彩維さんの⽇記



2.1

2015.02.01

こんにちは、2⽉〜

中間研修してからぜんぜん⽇記書いてなかった気がする。別に書いてないっていうより、いつも半分だけ書いてて、どうやって続けるのに悩んで、結局諦めた。

研修が終わってからわずかな⼀週間しか経ってないけど、なんともう⼀世紀を過ごした気がする。

もう⼆⽉⼊ったし、⼤会まで、後わずかな1ヶ⽉半、腕まだ微妙で、もっと頑張らなくちゃいけない時期なんだ。

ところで研修についてのレポートは何だっけ︖何について、⽂字数はどれぐらいでいいですか。

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



節分

2015.02.03

さっきバルコニーのドアを開いて、⾷べ残った福⾖は全部投げてた。晩御飯のときもらった福⾖なんで、恵⽅巻きをはじめの晩御飯は最後まで⾷べきれへんぐらい多すぎて、結
局その福⾖が持って部屋にかえっちゃった。

⾵呂のとき、陸部の同級⽣に「⾖まきやったか」って聞かれて、何も知らんくて困った顔してた。熱くて、どうしても⼊れないうちにはちゃんと説明してくれた。

だから、部屋に戻ってから16個を数え出して、⾷べて、残ったのは外に投げてた。でもさあ、あのさあ、ゴキブリを招かないの︖

ところで、中国の春巻きを⾷べたくなった〜もやしほしい〜

 

節分メニュー〜

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



卒業たーティー

2015.02.06

今⽇寮の卒業パーティーを⾏われました。⾷べ放題で、つい⾷べ過ぎて、やばかったです。

⾷べ終わってから、主にクラブごとに先輩にひとごとを⾔ってました。みんなずっと爆笑してました。

ところで、今⽇たくさんの⼈がマラソン⼤会らしくて、みんな絶対疲れているのでしょう。うちの学校はマラソンがなくて、運動不⾜の私裏にはめっちゃ喜んでいます。皆さ
ん、頑張りましたね、お疲れさん。

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



2.10

2015.02.10

⾼校⼊試と建国記念⽇があいまって、せっかく三連休となったのに。。。今⽇とあさって⼀⽇中ずっと部活がある。⼊試のせいで、校舎に⼊れなくて⽴命館⼤学のBKCって⾔う
キャンパスに⾏ってた。

朝10時から午後5時まで、BKCは滋賀県にあるから、通学よりも早く起きて、あわててバスに乗った。渋滞のせいかバス9分も遅れて、結局乗り換えのバスとすれ違って、駅ま
で歩くしかできなかった。⾛っててしんどかった。

⼤会練に⼊ったから、午前中ずっとシュミとミドル通し（競技の中の三層となるところを2層しかやらないやつ）をやっていた。午後には三層を単発で確認してからOPEANING
の全通しをやった。

前もゆってたんやけど、何もできない私は、ほかの4⼈ともう⼀⼈の留学⽣をＢチームに⼊った。残念ながら、Ｂチーム全員はベースさん（下にいて、トップさんをあげる⼈）
で、ミドル（三層の時真ん中にいる⼈）、トップ⼀⼈もおらん。⼀ヶ⽉前、出場を決めてから、⼀時的にコーチの指⽰にトップとミドルさんを選んでた。このチームのメンバー
を⾒て、ほんまにざつと思った。ほら、トップとミドルをぜんぜんやったことないトップとミドルさん、本番にチアをやってから3ヶ⽉を⾜らんの⼆⼈の留学⽣。正直に⾔え
ば、最初コーチから、「やる︖」って聞かれたときほんとに断りたいの。

できる技がかぎられっている私は、OPEANINGだけであげます。今⽇全通しをやったとき、焦って何度も何度も失敗したんだ。あげられないとか、おちっちゃったりとか、⾜
が開いたりとか、単発でいけたのに、何でドリルになってからあかんの。ほかの⼈から「落ち着いて、落ち着いて、単発だと思って」っていわれた、最後やっと完成してた︕カ
ウントも間違えなく、技も全部できていて、ほんとにうれしくて、すごいと思った。

あんなにだめに⾒えるチームなのに、これまでにいけるなんて本当に想像したことない。本当に⼈間は⾃分の想像以上にいろんなことができるものやな、⼤会まで後1ヶ⽉ちょ
っと、絶対これからもっと頑張って、できるだけ、⾃分の限りにやりましょう︕

ｐｓ︓明⽇休みで、前には休みにどっかに遊びに⾏くっていう⽬標を⽴ったんやけど、ほんまに今⽇疲れてて、ちゃんと休みを取りたいから、休ませてもらいます。

ｐｐｓ︓レポートは学年末試験を終わってから書きます。⼤会のため、試験期間にも部活ありますから、今から勉強しなければなりません。⽇記最近もそんなにかけないかもし
れません。ぜひ、許してください。

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



⼩正⽉おめでとう︕

2015.02.11

さっき、誰かが「⼩正⽉おめでとう」と書いているのを⾒て、ようやく今⽇が中国の⼩正⽉だということに気が付いた。ググってみて知ったのだけど、⼟地によって⼩正⽉の⽇
が違うんだね。北は（旧暦）23⽇、南は24⽇、沿海地域は25⽇、南京に⾄っては（旧）正⽉15⽇だって。まあ、たぶん23⽇が⼀般的だろうね。

今⽇は⼩正⽉。それを知って少し切なくなった。しかも起床後、さらに⾃分を追い詰めるようにアンディ・ラウのお正⽉気分満載の曲《恭喜发财》を流してしまったりして̶̶
春節前後のデパートでは、必ずこの曲が流れるよね。急に家が恋しくなってきた。。。

この歳でぐずってしまったよ。⼩正⽉おめでとう。お祝いの⾔葉はほどほどにしておくね。皆、頑張ろう︕

李彩維さんの⽇記



バレンタイン前⽇

2015.02.13

また⾵呂所陸部の⼈と会って、ついチョコの話になった。寮にチョコを作るのは⾯倒くさいから、買うようにした。でも今⽇陸部の⼈の話によって、彼⼥たちも⾃分で作って
た。驚く︕なめているわけがないが、本当に陸部の⼈の⼥⼦⼒は学校で⼀位に誇られる、もちろん後ろから。これが彼⼥たちも認めていること。⼥⼦⼒は陸部の⼈に負けるなん
て、ほんまに……

まあ、いいわ、⾷べる⼈の命のため、やっぱ買ったほうがいいやな。

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



バレンタイン

2015.02.14

待ちに待った（うそ︕）バレンタインディーがやっと来てた︕さすが⽇本⼈のみんな、⼥⼦⼒⾼い︕お菓⼦うまかった︕それに対して、私の買ったチョコ。。。もういいたくな
いぐらい

やっぱり部活の話をしよう。最近の⽇記部活ばっかりの気がする。皆さんはもうあきれたでしょ、実はうちもそうだった。でも部活は本当に⼀⽇のだいぶの時間を占めていて、
それ以外の思い出はあんまり残っていない。

⽕曜と⽊曜は⼀⽇中ずっと練習して、昨⽇もすごくきつく練習してて、コーチは「最近練習がきつくて、みんなも疲れているから、明⽇軽く練習して、ジョギングしよう」って
ゆっはった。

いやや︕ジョギング⼀番いやや︕それに⽐べてトレーニングのほうがすきやわ。陸部の⼈によって、学校を⼀周まわすのが500メートルもある。前の経験に3週をまわすやけど
今回三周を回して誰も⽌めていなくて⾛り続けた。４周⽬は絶対最終のやつって私はそう⾃分に励ましながら無理やり⾛ってきた、結局４周終わっても⽌まってなくて、５周⽬
に⼊った。た︕い︕へ︕ん︕これは絶対リラックスじゃない、地獄やで。

部活が終わったときキャプテンは「今⽇軽く練習してたから、明⽇絶対きつくなるから、みんな覚悟をして、明⽇頑張りましょう」ってゆったんやけど。１つだけいいたいの
は、今⽇の練習どこか軽いなの︖︕

まあいいわ、明⽇関⻄外⼤で頑張ろう︕

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



おおみそか

2015.02.18

帰宅してポストを開けたら⽉例報告書が届いていた。届いたのが今⽇ってことで、これも⼤晦⽇のスペシャル“プレゼント”かな。

部活がない⽇は本当にありがたいなって毎回思うよ。帰り道は空がどんよりして⾬がパラパラ降っていた。部活がないのでリュックを換えたら傘を忘れちゃって、busを降りた
ら寮までダッシュ。⽔曜⽇は洗濯機が使える⽇。しかも先々週は部活で関⻄外⼤に⾏ったので帰りが遅くなっちゃった。それで部屋の掃除ができなかったので、今⽇はチャンス
とばかりに部屋を徹底的にお掃除だ。

掃除をしているうちに夢中になっちゃって、気がついたら空に太陽がでてきていた。冬⾄から随分たつもんね。午後４時半の⽇差しがこの２階の⻄向きの窓から射しこんできて
いた。こんないいお天気、ずっと家にいたらもったいない。早速着替えてお財布をつかんでお出かけだ。

ドラッグストアをぶらぶらしていたら⽇がとっぷりくれていた。帰りに寮の近くのケーキ屋さんによってケーキを買った。年越しのごちそうはないので、せめて気分だけでも。

⾷事の時、寮の中国⼈の⼥のコがqqで「焼⾁⾷べに⾏ってる」ので帰らないって⾔ってきた。瞬間“さびしさ”倍増。

今は東京時間の20時51分。北京時間は19時51分。パソコンの前で中国のテレビの新春特別番組を待っている。ネットが問題なければ、今晩、新春特番を全部観ることができ
る。ネットが死んじゃってたら、数学でもやるしかないかな。でも数学の勉強をして過ごす⼤晦⽇っていうのも、なんだかすごく意義深いよね。

ま、こんなカンジ。新春特番、はやくはじまらないかな~あーでも、『露露』が飲みたいよ~~

李彩維さんの⽇記



最近の席替え

2015.02.21

先⽣の⾔ったとおりに、今週は彼担任として最後の⼀週間（後はテストとテスト返却授業もあるんやけど、通常の学校ではない）やから、毎⽇席替えしよう。まあ、でも今週い
ろんな⾮常事件があったから（パソコンが動かんたりとか）、結局毎⽇席替えしてなかった。それでも、三四回したらしい。⼟曜⽇はいつも午前中授業で、プラステストまえに
なって、⾃習ばっかり。担任として最後の⽇やから、⾃由席にした︕︕

先⽣は空の座席表は教卓に貼って、来たもの順に適当に⾃分の名前を書き込むこと。別にどこに座ってもあんまり変わらんという気持ちでゆらゆら教室に⼊った。

びっくりした︕

教室８時１０ぐらいにいつもすいてるなのに、今⽇みんな教室の前に湧きこんで、⾃分の名前を座席表に書いてた。皆も席のために早起きしてたなあ。偉い。

今の担任の先⽣は好きやねん。朝読書のときいつも皆と爆笑してた。ちょっと変わりたくないな

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



ドタバタな⼀⽇

2015.02.27

タイトルの通り、今⽇のこのドタバタした⼀⽇のせいで、もはや⽇本語で⽇記を書けるだけの⼒はわたしにはもう細胞レベルから残されていなかった。いや実際はたった2つの
出来事だったの。たった2つ。ほんとに。でもこのたった2つの出来事で今⽇のわたしはほんとにてんやわんやだった。

今朝はBKC（⽴命館⼤学）の情報理⼯学部へ⾒学に⾏くので、事前に下調べしておいた時間通り、JR宇治駅から8:19発の電⾞に乗る予定だった。寮からJR宇治駅までは歩いて
も20分弱、バスに乗れば絶対10分もかからない距離。だからわたしは全然余裕だなーとか思いながら7:57発のバスに乗ったの。だが。しかし。なんと。わたしは朝のラッシュ
を⽢く⾒ていた。バスは宇治橋のところで10分以上渋滞につかまってしまったんだ。そのせいで、駅に着いた時にはもう時間は8:18に。そこからはもう全速⼒で駅まで駆け上
がり切符を買い、改札を通って、ホームに駆け降り、なんとかドアが閉まる直前に⾞内に⾶び込むことが出来た。おそらくこれはホームにいた⼼優しい警察︖乗務員︖駅⻑︖の
⽅のおかげもあると思う。わたしが全速⼒で階段から駆け降りてくるところを⾒かけて、そのおじさんが⾚い旗を挙げてくれたの。それがどういう意味なのかはわたしには分か
らなかったけど、おそらくちょっと待ってっていうことだったのかな︖あの⼈にはほんとに感謝しなくちゃいけないな  ところでなんでわたしが宇治橋での渋滞を考慮してなか
ったかって︖それについては聞かないで。。だってわたしいつもはずっとバスの中で寝てるから。⼣飯のときに陸上部の⼦たちと会ったんだけど、その⼦たちに“やさしく”諭し
てもらった”。今度8時前後に間に合わせたいってときは絶対にバスを選んではいけない。歩いて⾏ってもバスよりは早い、って。  いやぁ、勉強になったわ。

ギリギリ電⾞に間に合ったおかげで、午前中はとても穏やかに終わった。ただ⾮常に不幸なことに、午後が来てしまったのだ。もともと12時に終わるはずだった⾒学が1時まで
延びてしまい、そのせいで、わたしはどう頑張っても3時までに学校に戻り部活に参加することが出来なくなってしまったのだ。でもまぁ仕⽅ない。こんなの⼤した事でじゃな
い。LINEで友達に⼀⾔伝えておけばいいのだ。ただ問題なのは、問題があるとすれば、うちは6⼈しかいない部活だからわたしを⼊れて3⼈もいない状況でコーチは今⽇の練習
メニューを̶̶ランニングに変更したのだ︕︕︕    みんな知らないかもしれないけどわたしは中国にいたときも400⾛るのに5分かかるような⼈で、⾛れたとしても3周くら
い。それなのに今⽇はなんと4周半も⾛ったの︕1周500メートルの道のりを︕上り坂も下り坂もあるような道のりを︕⾛ってる時のあの苦しさと⾔ったらもう。⾛り終わった後
はほんとに⾔葉も発せられないくらいで、顔にふつふつと⾎がこみ上げてくる感じ。ランニングはほんとに⼀番きらいなスポーツだわ。

そんなこんなで寮に帰る時間に。今⽇は学校が休みだったから、直⾏便がなかったの。最終が7:21のだったんだけど、⾮常に不幸なことに、わたしがバス停に着いたのがなん
と7:22。⽬の前でバスが⾛り去っていった。いつもは渋滞やらなんやらで遅れてくるのに、どうして今⽇に限って時間通りに来ちゃうの。最終便が⾏っちゃったから、もうほ
んとにどうしたらいいか分からなくて途⽅に暮れた。とりあえず誰かに相談しようとkurt先⽣（cheerの顧問兼寮の責任者︖の先⽣）に電話をしてみた。先⽣に⾔われるがまま
別のバス停に⾏き、7:35のバスに乗ることが出来た。しかし、不幸は重なるもので、なんと寮の⾨限は8時。そしてここから京阪宇治までは15分前後かかり、そこから寮までは
歩いて更に15分前後かかる。ご察しの通り、どう考えても間に合わない。

ただラッキーだったのが今⽇の道路は⽐較的空いていて、渋滞がなかったため、7:48には駅に着いた。そしてそこから⼩⾛りに家路を急ぎ、7:59になんとか寮の⾨をくぐるこ
とが出来た。ちょうど寮⺟さんが表の⼤きな⾨を締めるところだった。ギリギリセーフ︕

いやあほんとに⼤変な⼀⽇だったよ。でもまぁ体重計乗ったら若⼲軽くなってたからそれがせめてもの慰めかな。それに今⽇駅に着いてから切符を買い改札を通るまでのスピー
ドと、ランニングの距離、そして京阪宇治から寮までの帰宅時間をまた更新することが出来たし。そういう意味ではまぁ有意義な⼀⽇だったのかな。

李彩維さんの⽇記



ひな祭り

2015.03.03

テーマは「ひな祭り」なのに、内容はたぶん⼤体関係のない別の話。ただ、「今⽇はそういう⽇やな」っていうことを⽰したいだけ。

ひな祭りって⾔うより、テスト返却⽇って⾔うともっと今⾃分の気持ちに合ってるのだろう。まあまあまあ、今回のテストさすがに予想以外だった。⾃信満々な化学やのに、残
念ながらやらかした。できないわけでもないし、後で落ち着いてやれば全部できてたのに。絶対悲惨と思った物理は結局87点を取った、思った以上マシやった。

英語はレベルによってやっている。うちがいる上級１には理系4⼈⽂系9⼈がいる。英語っていうものイメージ的には、さすがに⽂系の⽅が得意なのに、結局80点以上を取った
⼈皆も理系︕納得できないって、⽂系の⼈がゆった。うちらもびっくりして、まさか先⽣はうちらが理系ということを知って、やさしくしてくれたの︖

まあ、テストの話はこれまでだ。やっぱりテスト終わってから部活集中や。最近⼤会が迫ってて、すごくストレスが詰めているAチームは⼀⽣懸命にやっていたんが、なんかう
れしそうに⾒えないって先輩から⾔われた。逆にうちらのBチームは、⼈数が少なくて、そんなにストレスがなくて、お互いに仲良くして励まして、問題を共有して、すごく明
るく⾒えているって褒められた。 うれしい〜〜〜〜〜

さっき隣のクラスの⼦からメセッジーが来て、5⽇⼀緒にカラオケへ⾏くって聞かれた。⾏きたい︕けど、けれども、然れども、5⽇朝9時から18時まで⼀⽇中部活ある︕嗚嗚、
⾏きたいのに、せっかく誘われたのに、部活を選んだ以上、ほかの何かを捨てざるを得ない。⼆兎追うものは⼀兎をも得ず。本当に⽣きたいけど、残念ながら、部活優先にせな
あかん。

最後、今⽇の「ひな」晩ごはん。あんまり三⾊団⼦好きじゃないな。散らし寿司とてんぷらはおいしいけど。ただ散らし寿司の中はあんまり刺⾝ない。にんじんとレンコンばっ
か。最後の最後、そのピンクのひなあられっていうおやつを買わないでとお勧めします。おいしくないと、みんな思う。

その

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



３１１

2015.03.11

この⽇付を⾒てから、誰でもわかるのでしょう。2011年の東⽇本⼤震災からちょうど4年間のこの⽇。今京都にいる私にとって、淡路島へ⾏ったり、防災科学館へ⾒学したり、
やはり阪神⼤震災に対してもっとイメージがつけます。海溝型と地下直下の地震がそれぞれ違いますが、復興の段階が変わらないと思います。そこからもう4年間を経て、その
場でなくなった⼈、怪我した⼈もいれば、津波で⾏⽅不明の⼈、原発で被曝した⼈もいますが、失⾒当期、災害ユートピア期が過ごした後に、今復旧 復興っていう⼤切な時期
になって来ました。テレビでもずっと応援してくださいっていう広告を聞けますが、今でも仮設住宅に住んでいる⽅々、応援している⽅々、頑張ってください。

頑張るっていったら、もう1つの件を思い出しました。昨⽇を書くつもりですが、帰ってきて疲れてて結局書いてなかったです。昨⽇は、⽴宇治の野球部の全国⼤会甲⼦園の選
抜旗授与式、まだ抽選は⾏っていないですが、周りの皆も誇らしげに応援してきました。市⻑様、毎⽇新聞社の⼈もおいでに来て、いろんな⾔葉をゆってくれて、野球のルール
さえも知らない私も甲⼦園を期待しにきました。野球部の⼈、頑張ってください︕

まあまあ、最後はさすがにありきたりの部活のことになりました。今週の⽇曜⽇いよいよ⻄⽇本⼤会がきました。Bチームとして点数をつけないですが1ヵ⽉半頑張ってきて、
すごく苦労をしてたくさんのことをできてきました。今意外と落ち着いている状態でいうんですが、今週末までたぶんこんなに⻑く⽇記をかけないかもしれません。まあ、なん
と、⽇曜⽇頑張りましょう︕

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



明⽇ガンバ

2015.03.14

いよいよ⼤会前⽇という⽇になりました。時間は本当にあっという間ですぎちゃっていましたね。あんまりイメージついてないのに、あんまり覚悟してないのに、⼤会がきまし
た︕今⽇も部活へ⾏ってました。明⽇本番ですから、やりすぎやったらやばかったです。通し⼀本しかやってなかったです。練習終わってから応援⽤のカラーボードを作って帰
ってきました。（⼥⼦⼒が低下しすぎて、カラーボードやらかした）

明⽇本番ですから、今⽇ここまで書きますわ。最後意気込みとして、明⽇落ち着いて、笑顔で、ノーミスで全上げしましょう︕

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



⻄⽇本⼤会

2015.03.15

どこから話したほうがいいのか。この⼆ヶ⽉にずっと⽬指していることを終わってから、なんと何かをなくした気がした。今までずっと頑張ってきた結果としては、思った以上
のいい演技が出てきた。本当に⾃分らもびっくりするほど本番の演技を終わらせた。コーチもそう思えた。うれしかった。

Aチームは残念ながら、本番では全上げできてなかった。うちらのBチームはAの後でやった。昨⽇の夜緊張したんやけど、今⽇会場にいたときぜんぜん焦ってなくて、すごくお
ちついていた状態でほかのチームの演技を⾒ていた。しかし、選⼿席から降りて、アリーナの外で待つときすごく⼿汗が出てきた。「⼤丈夫、普通にできてるから、今回も絶対
⼤丈夫」「全上げとか考えらんくてもいい、⼀個⼀個の技きちんとやったらいい」私たちお互いに励ましあってアリーナに⼊った。さっきミスりたAチームの⼈はもう選⼿席に
戻って、ずっと「ガンバ」「できる︕」コールとかをゆってくれた。その⼀瞬本当に感動しました。まさか⾃分もそんなにたくさんの⼈から応援されたのか。本当に⼼強くなっ
てた。

演技は順調に終わった。私たちは旗を持って、アピールしながらアリーナの出⼝から出てきた。ドアから出たとたんに、皆涙出てきました。私は泣き出してないけど、確実に⼼
の奥から何かが湧き出そうとすることを感じた。お互いを抱いて、GIVE FIVE して、あれは⾔葉以上の楽しさだった。

正直に⾔えば、うちらの演技のテクニックと難しさはぜんぜんこの⾜りなかった。でももともと順位をとるため⼤会へ⾏ったわけじゃないから。そういう体験したい、こういう
絆を作ろう、⾃分を超えたいだけだった。これまで⾏けるなんて、⼗分だった。お疲れ様、本当にありがとう。

PS: 今⽇の髪型。髪の⽑が短すぎお団⼦おろかポニーテールも無理そうなのに、りほ師匠とスーパーハードのジェルのおかげで巻き上がった。もちろん主にりほ師匠のおかげ
だった。職⼈技みたいにうまかった。（この写真の⾓度がちょい微妙やから、その太っている、みにくい顔を無視して髪の⽑しか⾒たほうがいい）

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



【京の旅】嵐⼭

2015.03.16

前もずっと⾔ったんですけど、ぜひ京都を中⼼にいっぱい遊びに⾏きたいですから、今回のチャンスを乗って、もうすぐ名古屋へ⾏くマルマル先輩と⼀緒に嵐⼭へ⾏きました。

京都駅から32番ホームで⼭陰本線を乗って嵯峨嵐⼭に降りました。JR嵯峨嵐⼭のすぐそばには嵯峨野観光鉄道のトロッコ嵯峨駅でした。でも⾃然って⾔うのはやっぱり⾝近く
感じたほうがいいと思いますから、⼆⼈ともそれを無視してグーグルマップに従って適当に歩き始めました。（トロッコ電⾞を乗ったら違う出会いがあるかもしれません。試し
てみてもいいよ〜）途中で⾃転⾞を借りるお店もいたんですが、1⽇1000円で⾼いと思いましたから、結局借りてなかったです。

やや斜めの坂道を登って、たくさんのお⼟産屋さんを⾒ました。中には浅⽥先⽣のプロフィールの画像のよーじやもありました。

皆⾼そうに⾒えましたから、結局⼊らずにすみました。

⼀本道に沿って上がってきて全然⽬⽴たない古い⾨のそばには「天⿓寺」のような⽂字が書いてありました。私たちは試してみようという気持ちを抱いて中に⼊りました。中は
意外と広かったです。本堂は参拝してないんですが、庭園に⼊りました。灰⾊の⼩⽯でできた道、きれいな形でできた⽊々たち、周りの景⾊を映してた湖、湖に⾃由⾃在泳いで
た鯉、咲き誇った梅花、みんな凄くきれいでした。

⼀周回してから北⾨から出てきました。北⾨のすぐそばは⽵林でした。何メートルの⾼い⽵の中で歩くのが本当に気持ちよかったです。ちなみに今⽇ずっと曇りですから、あん
まり太陽が⾒えなかったです。もし晴れだとしたら、差し込む光が⾒えそうです。

李彩維さんの⽇記



⽵林から出て、適当に歩きました。展望台という場所について、桂川を⾒ました。緑の桂川は静かで遠くから流れてきて、岸辺には散歩していた遊⼈もいました。

坂に沿って下がってきて、周恩来総理の記念杯がありました。⽇本でこんなものを⾒えるなんてなんか親切感が湧いてきました。

歩き続けて、まもなく渡⽉橋を⾒えました。まるで世間に戻ってきように、急ににぎやかになりました。3⼈⽤の船も1時間1000円で借りれるんですが、⾼いと思いますから、
借りずにすみました。渡⽉橋の付近では⽔⼒発電のためには落差を作って、流れはやや速くなりました。たくさんの友達同⼠、恋⼈同⼠は岸辺に座って、春の暖かさを楽しんで
いました。せっかくに、お⽇様は雲の後ろから出てきて、ちょっと熱くなりました。うちらは影のあるところに座ってきました。ハトもここが涼しいと思っているのせいか、周
りにびっくりするほどいっぱいハトが集まってました。



次は、バスを乗って四条へ⾏きました。もう東京時間13時過ぎですから、⾷事をしようと思っていました。新京極の⼀番奥のあるピザ屋さんで⾷べ放題をしました。710円の⾷
べ放題と390円の飲み放題、安いでしょう︖

⾷事終わってから四条⼤橋をわたって、向こうの電⾞駅へ⾏こうとした時に、たくさんの着物をしていた⼥の⼦は橋の下、賀茂川の岸辺に歩いたり座ったりする姿が⾒ました。
うちらもそこから降りて岸辺の芝⽣に座って空を仰ぎました。座るというより、むしろ寝転ぶといったほうがいいかな。太陽はそんなにまぶしくはなく、温かい春⾵を浴びて、
その場で寝てもいいという感じもしました。橋の斜め下から⾒る四条は普通に⾒る四条も違って、なんか⾯⽩い、新鮮感がしました。（もし機会があったら、ぜひそうしてみて
ください。本当にいい感じでした。）

もうこんな時間でした︕集中しすぎて時間も忘れました。今⽇はここまでにしましょう。皆おやすみ〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです



来たね、春

2015.03.20

いつからやっけ︖春が来た気がしてた。

前嵐⼭へ⾏ったとき梅花もうきれいに咲いてた。

おととい京⼤あたりへ⾏ったとき、よしだキャンパスへの寄り道の柳も芽吹いて柔らかな浅緑になってしまった。

マフラーをはずして、クロゼットの⼀番奥においてた。

暖房のコントロールも使わなくてどっかにおきっぱなしてた。

今⽇部活は短パンと半そでのTシャツだけでいけた。

春が来たな、温かくなると⼤地がよみがえる。昆⾍も同じく。

さっき蚊を⾒つかった。

いつか桜前線がくるのかな。

花⾒してみたいから。

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



明⽇ 甲⼦園 ⼀回戦

2015.03.21

明⽇甲⼦園の⼀回戦です。全校応援となります。全国放送︕︕︕チア部皆ユニフォームでダンスで応援。間違ったら絶対恥かくわ、緊張〜〜〜ほぼ⼆時間踊り続けるらしい、絶
対しんどいわ。でも痩せるかもね。

まあまあまあ、今からダンスしよう。今⽇10時ちょっと寝るつもり、明⽇早起きせなきゃ。

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



さらば、甲⼦園

2015.03.22

6時ちょうど、寮の放送に起こされた。頑張ってポニーテールをして、7時皆直⾏便で学校へ⾏った。皆バスで神⼾にある甲⼦園へ⾏く。

甲⼦園のコートを⾒たときみんなわあと騒ぎ出した。⾼校時代に甲⼦園へ⾏くことができて本当に⼀⽣の思い出となれるとみんなこう思った。⽇本⼈の野球に対する気持ちがよ
く分からんけど、なんかえらそうな感じがした。

すごく⻑い時間を待たせた、やっと会場に⼊った。待機したとき、選⼿が⼊った。選⼿の中の⼀⼈のキャッチャはクラブの⼈の彼⽒で、みんなめっちゃ応援してあげた。

うちらの試合は2⽇⽬の⼆番⽬、ちょうどお昼のころ。太陽がまぶしくて、肌を痛くなるほど照らしていた。温かい呼び声の中で開幕した。過程は、ほんまに⾔いたくはない。
むしろあんまりルールは知らんから⾔おうとしても⾔えない。結果としては1︓7で残念ながら負けた。

ちょっとがっかりで、ちょっと悔しいで、帰りのバスに乗った。宇治市⺠の希望を載せているこのチームが負けてしまった。でも甲⼦園に⼊れるこのことだけで、誇られるもの
だと私は思った。どの試合でも負けるほうがいて、不幸だけで（もちろん、技術の原因もめっちゃある）、今回失敗したチームはうちらのチームとなった。

さらば、甲⼦園、⼀期⼀会で、ここでお別れをしよう。

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



終業式

2015.03.24

2週間前ぐらいにもすでに期末テストが終わったんですが、今⽇やっと終業式になった。⼀番先⽣たちに⾔われるのがやっぱり甲⼦園でした。

卒業式の後は離任式でありました。悲鳴ばっかりでした。最初名前を呼ばれた先⽣は岡本先⽣―化学の先⽣でした。まずその先⽣が好きかどうかにかかわらず、びっくりしまし
た。⼀週間前バス停で⾒て、来学期のことを話したときは結構元気満々に意気込みをしてたんですけど、全然兆しがないんですけど、急に離任となってしまいました。いつも世
話してくれた岡本先⽣優しくしてくれた先⽣は離任したなんて思えなかったです。後、部活の⼆⼈の顧問の先⽣、保健室＆寮の先⽣も相次いでに離任しました。やっぱ、⼈⽣と
いうものは出会いと別れの繰り返しの中でできたものかな。また百⽇以上があって、別れって⾔うのがはるかな未来にいると思ったのに。

⼤切にしよう

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



ただいま〜

2015.04.06

皆さん、お久しぶり。春休み寮がしまるから、ホストへ⾏った。ホストにいるとき毎⽇いっぱい⾷べたせいか、だるくなった。⽇記も全然書いてないし。

よっしゃー、寮に帰ってきた以上、また頑張って⽇記書こう〜この春休み遊びに⾏った記事もどんどん書いていくつもりやし。（もう⽇記じゃないけど）

閉寮前リンゴ⼀個残ってるんで、腐ってなくてよかった。もしかしたら、部屋に⼊ったときの変なにおいエチレンのにおい︖(脑洞开⼤了)

荷物置いてから、買い物しに来た。おやつ!ホームパイ︕リンゴ君︕⼤好き〜本屋さんにこの前もらった図書カードで数三の⻘チャートも買ってきた。た︕か︕い︕

この後また学校へ⾏って、⼊学のリハーするから、今⽇ここまでしよう〜またね〜

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



⼤事故!

2015.04.15

今⽇、1つの失敗をしてしまいました。もし時間をとり戻すことができるなら、私はもう絶対に加熱するときに試験管を移動させたりしないです。

事の次第というと。。。

今⽇私達はアンモニアの噴⽔実験をしました。もう⾔い古された実験なので、内容と原理はくどくど述べないでおきます。アンモニアの溶解度の⾼さと圧⼒差を利⽤し、フェノ
ールフタレインが塩基に出会って⾚くなるという美しい実験です。アンモニアは塩化アンモニウムと消⽯灰の混合物を加熱することで精製します。準備段階ではとても順調でし
た。器具をつないで、気密性の検査をし、薬品を設置し、すべてとても順調に準備できました。そこで私達は加熱を開始しました。先にアルコール・ランプを⼿に取って試験管
に予熱して（もしくはガス灯と⾔うべきかな︖じゃぁ、ガス灯でいこう）、予熱し終えた後にガス灯を机の上に置きました。炎があまり⾼くなかったので、私はあろうことか、
試験管を少し引き下げようとしてしまいました。鉄のスタンドは⻑年修理されておらず、（うそです︕）、少し滑りが悪かったので、必死で下⽅向に押しました。たぶん、最⼤
静⽌摩擦係数と滑り摩擦係数の差がとても⼤きかったせいで、滑った後の加速度がとても⼤きくなってしまい（うん、わかってる、⾔い訳をしないでおきます︕）、スタンドが
急にガス灯のてっぺんの⽅に滑ってしまい、バンッという⾳と共に砕けてしまいました︕導管⼝にあった⾚⾊のリトマス試験紙はもう⻘くなっていて、⼀瞬実験室に⼀筋の魂が
抜けるような臭いが充満したところで、私達の試験は失敗におわりました。

うううう，みなさん、本当にごめんなさい。。。もしもう⼀回できるなら、次は必ず⼿持ちバーナーを選び、試験管を動かしに⾏ったりする余計なことはしません。

最後に、アンモニアは本当にとても臭いです︕実験室の規則は本当にとても重要です︕

李彩維さんの⽇記



【京の旅】⾬中の御所

2015.04.15

今⽇の話しではありませんが、書きがいがあると思いますから、⼀応書いときます。

今年京都御所の春⼀般公開は4⽉3⽇から7⽇まで、部活の時間に合わせて、3⽇部活後の午後、御所へ⾏きました。⾬でした。⾵も強いし、お出かけの最悪の天気でした。でも
アップルの天気のアプリによって、この⼀週間晴れの⽇がなさそうやから、⼀応3⽇にしました。でもさすがに頼りのないやつで、次の⽇、4⽇はほんまに晴れで、めちゃくち
ゃいい天気でした。まあ、これは別の話し。

御所へ⾏くには⼀番近い駅はやはり地下鉄の今出川です。しかし、地下鉄さすがに⾼いし、学校から⾏ったらまず近鉄にのって乗り換えせなかんし、お⾦かかりますから、⼀番
安い京阪へ選びました。

宇治から京阪を乗って、中書島で出町柳⾏きの特急電⾞を乗り換えて、終点まで乗りました。出町柳はもう初めてじゃないで、この前京都⼤学へ⾏ったときもここで2回降りま
した。3回⽬なのに、全然道分からんかったです。周りの景⾊似てすぎ、ほんまにやばかった。幸いにグッグルマップがあって、5分後やっと正しい道に歩みました。

びっくりすることに、「⽬的地まで20分」ってグッグルマップ書いてくれました。うそ︕同志社⼥⼦⼤学の塀に沿って前へ歩いてました。結構⻑い時間経ってて、やっと御苑
に⼊れました。

最初⽬に映したのがいろんな形と⾊をしている桜の⽊々たち。仰げば枝にきれいに咲いた花、⾒下ろせば緑の芝⽣と淡ピンクの桜の花びら。前向いても、後ろ向いても、左右⾒
ても、全部桜でした。⾵に吹かれ、⾬に打たれ、桜の花びらたちゆらりゆらりと舞い落ちてきました。感動するほどの美しさでした。

李彩維さんの⽇記



奥へ進むと、⽯でできた道となりました。なっちゃんの意⾒で運動靴を履き替えてよかったなと思いました。御所前の桜がさっき⾒たやつより全然きれいでした。茜⾊だった
り、薄いピンク⾊だったり、後ろのやわらかい緑⾊の葉を添えられて、もっと美しく⾒えていました。（やっぱりボキャ貧やんな、あたし。美しいときれい以外の形容詞を⾒つ
けられない。なく）

⾬のせいか、⼊り⼝にいる⼈が意外と少なかったです。スムーズに中に⼊って、回り始めました。



まず最初は御⾞寄。駐⾞場ぽいな。



次は、諸⼤夫の間。待機の場所。参内するものの⾝分によって、「⻁の間」「鶴の間」「桜の間」三つの異なる部屋に控えます。



もっとも格式の⾼い正殿で、⼤正、昭和天皇の既位礼もここで⾏われたらしい。殿の右側は「左近のさくら」で、左側は「右近の橘」。（向かいに⽴っている私たちから⾒る
と）⾜の下の⽯も⿊から⽩いやつになって、すごくきれいに⾒えます。

 

それからも参拝の順路にいろいろ⾒て、御庭園とか⾬の中には違う⾵に⾒えました。桜、松、池、橋、⽯でできた⼩道、美しいなとみんな思っていました。

すぐ出⼝のとこに桜が咲いてて、緑の海の中にすごく⽬⽴って。お庭の⽬のようにきれいでした。つい北京の故宮を思い出しました。故宮についてのイメージのなかには花もな
く、緑の⽊もなく、偉⼤に⾒える⾚い柱と⽩い⽯しかありませんでした。同じ皇帝陛下のお宅、全然違う雰囲気でした。蘇州へいったことないですけど、なんとこの京都御所は
そっちの庭園に似てるかなって⾔う気がします。でも絶対違うでしょう。蘇州の庭園は柔らかく、⾚い頬で、カッパを持っている少⼥、御所はどうしてもそんな想像をつけませ
ん。だから、この⼀個⼀個の所は⾃分なりの魂を持っていて、これも魅⼒的なとこかなと私は思っています。

これは⽇本語で投稿されたものです



合宿⼆⽇⽬ーウォークラリー

2015.04.24

今⽇２、3年合同でウォークラリーをしました。スポットを書いてある地図を配って、スポットで写真を撮ってクリアして点数をもらうっていうことです。炎天下でグッグル先
⽣の指⽰に従って城陽市と宇治市の辺でうろうろ回りました。iPhoneのヘルスケアっていうアプリによりますと、今⽇16.3kmを歩きました。いつも本当の距離より少なめにし
たアプリやから、今⽇たぶん20kmぐらいあるいてましたかな。

しんどかった。午後3時半ぐらいに帰ってきて、7時まで寝落ちてしまって、本当に疲れました︕明⽇絶対筋⾁痛になるわ。

どうしよう、明⽇また部活あります。⾏きたくはない〜〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



4.2８

2015.04.28

久々に⽇付でテーマとしてつけた。最近いろいろあったんねんけど、全然書く気がない。おとといと先週の⽇曜⽇アメフト応援へ⾏ったり、体育祭の演技をやったり毎⽇充実し
ていると⾔えるのかな。昨⽇も久々に部屋の掃除をして、気分を転換しようと思った。

新しい⼀年⽣が⼊ってきたせいか、今⽇みんななんとテンションが⾼すぎ。最近の最⾼気温がずっと20度以上で、そろそろ夏に⼊ったやんな。北海道の桜はまだつぼみのまま
って聞いた。なんか差がでかいな。こっちはもう春とはいえないわ。今⽇友達も冗談をした。「俺の春はまだ来てないのに、夏が始まった。」

だんだん熱くなっていくと思うし、絶対いややと思うぐらいになるし。まあまあ。頑張ろうかな。

また全然まとまりのない話しねんけど。

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



仕⽅ない、あんな体質

2015.05.15

皆さん、本当に久しぶり︕まだお元気ですか。私、まあ今病院から帰ってきたばっかり。部活で完全脱⾅でした。今回は右腕で、この前は左腕、今⽇病院へ⾏ったら、先⽣はも
しかしたら、腕は柔らかいから（さる⼿だもん）脱⾅しやすい体質かなって⾔われた。まあ、仕⽅ない。

しょーみ、⼀番⾔いたいのがこれじゃないんで、お医者さんの整復させる仕⽅です。ガンと整復して、めっちゃ痛いと覚悟もしたんですが、全然そんなことしてないです。治療
⽤のベッドに寝させて、怪我したかがした腕と肩だけベッドの外に出させて、ビニールの袋に重いものを⼊れて、それを持たせて、重りの作⽤で脱⾅した⾻が元の位置に戻させ
る。全然痛くなかった。すごい︕びっくりした。

⽚⼿で打つのがしんどいから、ここまでにしましょう。間違えがあったら、ぜひ勘弁してください。

やっぱ今が⼀番気になるのがどうやって顔を洗うことやん

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



さよなら、いつか奢ってくださいね〜

2015.06.13

久しぶり〜まだ私のこと覚えてる?この前の⽇記からほぼ1ヶ⽉ぶり︕久々に⽇記のページを開いて、なんかさびしいやなって思ってる。

6⽉1⽇から、教育実習⽣が学校に来て、授業をしてくれはった。今⽇は2週間経ってて、バーイバーイの時間だった。うちらのクラスにきた実習⽣は⽴命館⼤学⽣命科学部の４
回⽣で、４,５年前の先輩。今化学を教えていて、元野球部。すごく明るくて、おもろくてやさしい⼈。好きになった。

今⽇は最後だった。最後の終礼をして、記念写真を取って、「みんな⽴⼤に来てから、ぜひぜひ僕のとこに来てください。おごるよ」とみんなの前に先⽣最後のひとごとをし
た。

放課後部活前にもいろいろ笑い話しをして、⻄元君の壁ドンもやってあげて、本当の終わりをした。あっという間に、好きな先⽣との出会いが終わってしまった。将来⽴⼤も⾏
かないし、会えるかどうかは本当にわからんくて、どれでたぶん最後とするかもしれへん。

なんと寂しいな、先⽣が帰ってきはった後。本当に⼀期⼀会やんな。この⼀⼈の旅では。絶対別れと出会いを繰り返している。

まあ、でももしいつか会えるカもしれないな。その時、ぜひぜひ、奢ってください

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



今まで、ありがとう

2015.06.29

やっと最後になりました。チア部に練習する⽇々が。前も決まったんで、⼤会終わってから引退すると。明⽇は⼤会、だから今⽇は最後の練習。

⼊部しようと決めたときに、安全のために担任とかから結構反対されてて、しかし結局思い切って、チアに⼊りました。正直に⾔えば、そのときの⾃分も結構不安やし、最後ま
でやり切れるかどうかもずっと⼼配しました。５⽉中旬に怪我して、何もやらなくなったとき、ほんまに何度も何度も諦めようと思ったんねんけど、幸いに今まで、⾃分が決め
た最後の最後までやりきりました。

あんなに下⼿くそな私、性格が悪い私、⼈⾒知りで、盛り上げも挨拶も声掛けもできてない私を助けてくれて、教えてくれて、声掛けてくれて、受け⼊れてくれて、本当にあり
がたいです。

今まで、ずいぶん⻑い⽉⽇が経ったんで、ずっと誰かに⽀えられてここまで来たんです。肩を組んで、エンジンをして、励ましあい、⽀えあいの⽇々がずっと忘れられないで
す。

出会えてよかった。レイチャ―ズ（チーム名）に⼊ってよかった。⾃分が選んだ道が間違いは無かった。やっとそう⾔える様になってました。

今まで、ほんまに、ありがとう。

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



さよなら、ただいま

2015.07.19

もう帰っちゃった︕今⽇瀋陽の街にうろうろしていた時、不真実感がすごかった。「早く帰ろう」という気持ちですごした⽇々でも、「もう時間を⽌めてくれ」という気持ちで
すごした⽇々も終わってしまった。先輩たち帰国⼀年間、私たち帰国⼀⽇、後輩たち留学後１ヶ⽉ちょっと。

帰国の直前ほんまに忙しかった、インタネットの調⼦も悪くて全然⽇記かけなかった。帰国⼀週間前、清⽔寺、⾦閣寺、祇園祭（１５,１６は歩⾏者天国で、１４に⾏った私ほ
ぼ何も⾒れなかった）いろいろしに来た。友達といっぱい遊んで、先⽣ともいっぱいしゃべった。

もう全部おしまいだった。今の気持ちに聞かれると、別にそんなに悲しくはない。来年また⽇本に⾏くやし、友達と絶対会えるやし、今の⾃分じゃないけど、もっと輝かしい⾃
分かもしれない。

さよなら、⽇本、ただいま、中国。また会えるから、⼤丈夫。しかも、頑張れる。

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



終わり…

2015.08.29

⽇記を書こうと思ったんやけど、帰国のビデオを⾒てから、胸がいっぱいで、書く気もなくなった。（⼥⼦はそんな変わってるもんかも、結局書いたやし、わら）

ビデオ⾒て、頭にいろいろ浮かびだした。来⽇研修の興奮、広島⾏きの新幹線での不安、クラスに⼊ったときの温かい歓迎、⾶び級、興⾵祭、テスト、部活動、いろいろとつら
いと楽しい⽇々をすごした。

今の私、髪の⽑も⾼１のように戻って、数学とかで必死に、１年前の⾃分と⾒かけからほぼ何も変わってない気がする。だけど、やっぱり何が変わった。⽇本語⼒もそうやし、
たくさんの⾔葉でできないものも。

今も、ずっと夢の中で宇治のことを⾒てきた。でも、確かにこの⼀年間が終わった。よけれど、悪けれど、⼀年間が終わりました。別にがっかりとかではなく、どうせまた⽇本
に⾏ってみんなと会えるの。

終わりがあるからこそ、始まりがある。これからはどうなるのかな。

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



無題

2015.09.26

今⽇留学ドキュメンタリーで、新しい九期⽣の記事が⾒ました。（１０期⽣たちの⽇記に乱⼊、ごめん。。。）本当に懐かしく思っています。帰国前研修、すごくうれしかっ
た、ありがとう。

ところで、今⽇は⽴宇治の⽂化祭らしいですね。チア部のみんなまたダンスをやるやっけ︖⾏きたいな。。。まあ、みんな楽しんで〜

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記



久しぶり︖久しぶり︕

2016.01.23

みんなの報告書が次から次へととどいたんですが、私のはまだ届いてないです。もしかしたら、私のことを忘れちゃったの︖それとも誰かに⾷べられたの︖（わら）とにかく、
陳思宇君から、「報告書をもらった⼈みんな⽇記を書いてくれ」って聞いたから、書きにきます。（理屈分からない。報告書もらってないのに。まあ、書きたくなったからな）

今⽇は、冬休みの⼀⽇⽬︕久々に⼤掃除︕気分転換のためにも、春節の準備にも。散らかした本を⽚付けた後、置きっぱなしの九期⽣の作⽂集とみんなからのメッセジーカード
を⾒つけました。懐かしい気持ちでいられながら、ページを捲りました。みんなそれぞれ違う留学⽣活を送ったんですけど、同じところがあります。それはつらくて、友達いな
いさびしい⽣活から、頑張って、リア充な⽣活へ歩んできた⾜跡です。正直に⾔えば、その作⽂をかいたとき、帰りたい気持ちが名残惜しい気持ち上回っていました。しかし、
今その作⽂を⾒て、みんなからのさよならメッセジーを読んで、本当に本当にもっとそこにいられたらいいなあと思っています。私そんなに多くの⼈に刺激を与えたと思わなか
ったです。

今の⽣活は、陳君の⽇記どおりです。ちょっと違うところは、陳君がほんまに頑張っていて、私はちょっとサボりすぎごことです。

今⽇は１⽉２３⽇、去年の今⽇は中間研修の三⽇⽬、⼤阪を離れ、神⼾に⾏く⽇。孫⽂の記念館、舞⼦公園に⾏ったり、防災のセンターに⾒学したり、南京町で⾷事を取ったり
しました。本当に本当に楽しくてすごしました。まるで充電みたいに、お互いに励ましあい、交流し合ってから、またそれぞれの戦いに戻りました。

⼀年間本当にありがとう、しかゆえないです。⾃分がクラスの⼈にとってただの端役と思ったときもありますが、意外と深い絆があります。

脱⾅した後、コーチが相談してくれました。ある⾔葉は今でも⼼の中に刻んでいます。「リーさん、そばにいることで、意味があります」諦めず、粘り強く、挨拶して、そばに
いてあげたら、何とかなります。⼗期⽣の皆さん、頑張ってください︕

これは⽇本語で投稿されたものです

李彩維さんの⽇記
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