
１月９日 中国浙江省の衣衣(林珠)との会話 

     
 

[20:24:51] 衣衣の発言:  本当に久し振りですね、渡辺さん  
[20:25:30] 渡辺 千里の発言: お久しぶりですねー 
[20:25:41] 渡辺 千里の発言: お元気ですか 
[20:26:04] 衣衣の発言:  元気ですよ。渡辺さんは  
[20:26:58] 渡辺 千里の発言: 私は年寄りですから、ヨレヨレですよ 
[20:27:46] 衣衣の発言:  そんなことがありませんよ、渡辺さんは元気一杯です  
[20:28:30] 渡辺 千里の発言: そんな遠くから、私の様子がえますかね? 
[20:29:06] 衣衣の発言:  チャットからの感じから  
[20:29:26] 渡辺 千里の発言: 見えますかね の間違いでした。 
[20:29:59] 衣衣の発言:  分かります  
[20:30:04] 渡辺 千里の発言: お仕事は順調ですか? 
[20:30:53] 衣衣の発言:  まあまあです。毎日同じことの振り替えしです  
[20:31:11] 衣衣の発言:  会議とか、  
[20:32:20] 渡辺 千里の発言: 振り替えしではなくて  繰り返しでしたね。 衣衣さんも、

ときには間違える。 
[20:33:01] 衣衣の発言:  ごめん、日本語があまり上手じゃなくて  
[20:33:33] 渡辺 千里の発言: いゃ、とても上手です。 
[20:33:57] 渡辺 千里の発言: 没问题`！ 
[20:34:11] 衣衣の発言  :  (F)  
[20:34:50] 衣衣の発言:  １月２６日から冬休みです  
[20:34:52] 渡辺 千里の発言: `明日は中国語教室です。 
[20:35:23] 衣衣の発言:  そうか  
[20:35:56] 衣衣の発言:  渡辺さんは中国語教室の一人ですか  
[20:36:03] 渡辺 千里の発言: 春節の休みですね。今年は何日ですか。春節ですけど。 
[20:36:31] 衣衣の発言:  ２月７日です  
[20:37:22] 渡辺 千里の発言: 久しぶりに故郷にお帰りですね。いいですねー 
[20:37:27] 衣衣の発言:  また一歳増えますね  



[20:38:03] 渡辺 千里の発言: 一つ位増えても結構ですよ。益々可愛くなる。 
[20:38:33] 衣衣の発言:  杭州から故郷まで高速バスで３時間かかります、近いですよ  
[20:39:25] 渡辺 千里の発言: ３時間でしたね。お家では何方がお待ちですか。 
[20:39:27] 衣衣の発言:  実はね、元旦もうちへ帰りました、新しい洋服を何着買いました

  
[20:39:50] 渡辺 千里の発言: 買ってもらったのかな 
[20:40:20] 渡辺 千里の発言: 元旦には、普通は帰りませんよね。 
[20:41:00] 衣衣の発言:  浙江省の南の台州市の黄岩です  
[20:41:30] 渡辺 千里の発言: 今メモしますね。忘れて 
[20:41:35] 渡辺 千里の発言: しまう。 
[20:42:35] 衣衣の発言:  彼から買ってもらったんです  
[20:42:46] 渡辺 千里の発言: 杭州の南になりますか 
[20:43:23] 衣衣の発言:  はっきりいえば、浙江省の南です  
[20:44:00] 渡辺 千里の発言: ああ、そうか。今度よく見てみよう。 
[20:44:17] 渡辺 千里の発言: 彼はおいくつですか 
[20:45:04] 衣衣の発言:  ２００７年２６歳、私に２歳うえ  
[20:45:51] 渡辺 千里の発言: 衣衣さんは、一番楽しいときですねー 
[20:46:12] 衣衣の発言:  いや、悩むこともいろいろですね  
[20:46:54] 渡辺 千里の発言: そりゃあ、悩むこともありますよ。そして成長していくのだ

から。 
[20:47:19] 渡辺 千里の発言: 魯迅だって、みな同じ 
[20:48:24] 衣衣の発言:  そのとおりですね  
[20:48:45] 渡辺 千里の発言: 私は 
[20:49:50] 渡辺 千里の発言: 中国語教室の主宰者だから、授業料は免費です。 
[20:51:07] 衣衣の発言:  それは良かったね  
[20:51:42] 渡辺 千里の発言: でも生徒が集まらないと閉鎖になってしまう 
[20:52:06] 渡辺 千里の発言: もう８年くらい続いています 
[20:53:16] 衣衣の発言:  じゃ、生徒を募集することに頑張りましょう  
[20:54:35] 渡辺 千里の発言: そのとおりです。ても、中国語を勉強する人が増えて実際は

大変なんですよ。 
[20:54:42] 衣衣の発言:  すごいじゃ、８年  
[20:55:13] 渡辺 千里の発言: うまい日本語使いますね 
[20:55:23] 渡辺 千里の発言: 現代的です 
[20:55:34] 衣衣の発言:  大変？  
[20:55:49] 衣衣の発言:  どういうことですか？大変って  
[20:55:53] 渡辺 千里の発言: そうでもないですよ 



[20:57:13] 渡辺 千里の発言: 大変ということは、中国語を勉強する人が多いために、一定

の生徒を確保することです。 
[20:58:23] 衣衣の発言:  そう  
[20:58:32] 渡辺 千里の発言: 生徒が少ないと、中国人教師へ支払いができなくなるでしょ。 
[20:59:21] 衣衣の発言:  日本で、そのような中国語教室が多いですか  
[20:59:50] 渡辺 千里の発言: とても多いですよ 
[21:00:37] 衣衣の発言:  中国で外語の教室がとてもおおいです。英語は一番おおい、二番

目は日本語  
[21:02:02] 渡辺 千里の発言: 近、中国の現状についてテレビや新聞での報道が多くなっ

ています。 
[21:02:55] 衣衣の発言:  例をあげませんか  
[21:03:58] 渡辺 千里の発言: 一つは、一人っ子政策による小さな子どもたちの勉強振りで

す。 
[21:04:23] 衣衣の発言:  それは本当です  
[21:06:06] 衣衣の発言:  子供の幼稚園の時から、両親が小学校の選びことに心配します  
[21:07:14] 衣衣の発言:  特に、中学のとき、どちらの高校を選らんだらいいかと考えます

  
[21:08:11] 渡辺 千里の発言: ただ一人だけの子どもですから、両親の気持ちは充分に分か

りますね。雲南省昆明での小学校の模様を、先日テレビで見ました。 
[21:09:03] 衣衣の発言:  それはしょうがないですね、こどもは両親の希望ですから  
[21:09:40] 渡辺 千里の発言: 学校でも家でも、宿題ちゃんとやったか、と言われ続ける子

どもがかわいそうに思いましたよ。 
[21:10:11] 衣衣の発言:  子供も大変でしょう  
[21:11:14] 渡辺 千里の発言: 親も子どもも大変ですね。親は大学を出ていなかったり、リ

ストラされたりしています。 
[21:11:50] 渡辺 千里の発言: だから、こどもにはそうなってほしくない。それは分かるの

ですが...... 
[21:12:03] 衣衣の発言:  子供の幸せもだんだん失っちゃった。あれこれの競争があります

  
[21:13:04] 渡辺 千里の発言: 衣衣さんも、子どもが出来たらそうなるんでしょうね。競争

だから。 
[21:13:56] 衣衣の発言:  将来、私は自分の子供に自由な生活をあげます  
[21:14:30] 渡辺 千里の発言: それはえらいよ。立派なことですねー。 
[21:16:28] 渡辺 千里の発言: 私は大学に行ったけど、たいした勉強はしなかった。 
[21:16:39] 衣衣の発言:  だれでも自由でしょう。いつか理想とか意識したら頑張り始める

ならいいよ  



[21:18:57] 渡辺 千里の発言: 今、中国の親の方たちは衣衣さんのような考えの人は少ない

と思う。 
[21:19:05] 衣衣の発言:  いまの大学生がほとんど勉強しない  
[21:19:48] 衣衣の発言:  恋したり、遊んだり生活を送ります送ります  
[21:21:00] 渡辺 千里の発言: そうなんですか。大学を出ても３割の人は就職できないと報

道されていますね。 
[21:21:22] 渡辺 千里の発言: 私のイメージと随分違いますね。 
[21:21:53] 衣衣の発言:  半分就職できない、  
[21:22:42] 渡辺 千里の発言: どうして、半分も就職できませんか。発展する中国なのに。 
[21:23:19] 衣衣の発言:  大学生はとてもおおいから  
[21:23:38] 渡辺 千里の発言: うーん、それは分かりますね 
[21:25:08] 衣衣の発言:  給料の低いところも行きたくない、給料のたかい会社に入れない、

だから、就職難になっちゃった  
[21:25:58] 渡辺 千里の発言: 衣衣さんは現在は、まあまあですか。 
[21:26:44] 衣衣の発言:  こっちは仕事が楽しいですけど、給料がまあまあです。でも、満

足しますね  
[21:27:20] 渡辺 千里の発言: それは、まずまず良かったですね。 
[21:28:26] 衣衣の発言:  大学の時、必死に頑張ったんです。  
[21:29:00] 衣衣の発言:  勉強家だった言えます  
[21:29:56] 渡辺 千里の発言: 衣衣さんは頑張った。立派な学生でしたね。 
[21:30:22] 衣衣の発言:  有難うね、渡辺さん  
[21:30:34] 渡辺 千里の発言: だから、日本語も殆ど間違えない。そんな人に私もなりたか

った。 
[21:31:28] 衣衣の発言:  でも、日本語が少しできます。日本語らしい日本語じゃなくて  
[21:31:28] 渡辺 千里の発言: こんど上海方面に行ったら、お会いしましょう。必ず行きま

すよ。 
[21:31:41] 衣衣の発言:  いつですか？  
[21:32:50] 渡辺 千里の発言: 今年か、遅くとも来年は行きます。上海には日本の友だちも

中国の友だちもいますから。 
[21:33:29] 衣衣の発言:  そうか、いきますよ  
[21:33:51] 衣衣の発言:  シャンハイに高校の同級生もいます  
[21:34:26] 渡辺 千里の発言: そんな方も紹介してくださいね。 
[21:35:17] 衣衣の発言:  彼女は会計の仕事をやってるって聞いた  
[21:36:17] 渡辺 千里の発言: 中国は広いけど、皆さんあちこちに友だちがいますね。 
[21:36:39] 衣衣の発言:  そうねー  
[21:36:47] 衣衣の発言:  ひろい  



[21:37:15] 渡辺 千里の発言: 上海の南京路で会いましょうか。何時の日か。近いうちに。 
[21:37:42] 渡辺 千里の発言: 衣衣さん、眠くなってきた。 
[21:38:34] 衣衣の発言:  南京路は有名ですけど、行ったことがありません  
[21:38:56] 衣衣の発言:  来学期、いい？  
[21:39:26] 渡辺 千里の発言: じゃあ、私がご案内しますよ。衣衣さんを。 
[21:39:49] 衣衣の発言  :  :D  いいよいいよ  
[21:40:17] 衣衣の発言:  いまから楽しみですね  
[21:40:26] 渡辺 千里の発言: 来学期って...。もう卒業しているのに 
[21:40:48] 衣衣の発言:  いまは学校の仕事をやってるから  
[21:41:11] 渡辺 千里の発言: うーん。そうでしたか。 
[21:41:38] 衣衣の発言:  そうよ  
[21:42:01] 渡辺 千里の発言: 学校の何をしているのかな。 
[21:42:11] 衣衣の発言:  うん、  
[21:42:27] 衣衣の発言:  教師。。。  
[21:42:53] 渡辺 千里の発言: そうか。じゃあ、私にもおしえてね。 
[21:43:27] 衣衣の発言  :  (sun)  
[21:43:31] 渡辺 千里の発言: ただし、優しく教えねばいけませんよ。 
[21:43:54] 衣衣の発言:  こどもっぽい先生って学生から言われた  
[21:44:16] 渡辺 千里の発言: それでも、いいじゃあないですか 
[21:44:30] 衣衣の発言:  いいです  
[21:44:38] 渡辺 千里の発言: 嫌われる教師ではいけませんよ。 
[21:45:05] 衣衣の発言:  はーはー  
[21:45:50] 渡辺 千里の発言: 衣衣さんは可愛いから、生徒もなつくでしょ。心配はしてい

ません。 
[21:46:25] 衣衣の発言:  心配しなくていい、中身は優しいから。。。でも、考えたら教える

ものが一つもない。。。  
[21:47:23] 渡辺 千里の発言: そんなことないよ。自分の本音で生徒に接すればよいのです。 
[21:47:56] 衣衣の発言:  でも、怒られた時も良くある  
[21:48:00] 渡辺 千里の発言: 自分を飾ると、生徒にばれてしまうよ。 
[21:48:52] 渡辺 千里の発言: 先生が生徒をみるように、生徒も先生をちゃんと見ているか

らね。 
[21:49:21] 衣衣の発言:  そうですね  
[21:50:05] 渡辺 千里の発言: 衣衣さん、今日は眠くなってきたので、これでお終いにしま

しょ。 
[21:50:28] 衣衣の発言:  じゃ、よく休みましょね  
[21:50:44] 渡辺 千里の発言: 私はいつでも、衣衣さんのお相手ができますからね。 



[21:50:55] 衣衣の発言:  また、今度ね  
[21:51:12] 渡辺 千里の発言: ８８というのは、サヨナラね。 
[21:51:32] 衣衣の発言:  ８８  
[21:51:42] 渡辺 千里の発言: ではまた。 
 
 


