
こんにちわ

2015.09.03

⽇記を読んでいるみなさん、こんにちは。初めまして、王⾬⽵と申します。

ただ今,来⽇研修をしています。

第⼗期⽣の皆さんと楽しい３⽇間を過ごしました。

時間が⾜りないから,今⽇はここまでね。（ごめんね、パソコンの調⼦がちょっと悪いかも、写真はどうしても⼀番前にいます。。。

これは⽇本語で投稿されたものです

王⾬⽵さんの⽇記



蕨こうでの初めの⽇

2015.09.06

今⽇は蕨こうへ⾏った。今⽇は⽂化祭だ︕三年⽣の先輩が私を連れて、学校を回った。いろいろ体験したよ、お化け屋敷とか、喫茶とか、⽣花も⾒た、できれば、やはり華道部
と茶道部に⼊りたい。別の⾯⽩い部活もあるので、⾒学したから部活を決めたい。

クラスのみんなもすごく優しい。これからの⽣活が楽しんでる〜〜

（すみません、パソコンの調⼦がちょっと悪いので、写真がuploadできないですwww）

 

これは⽇本語で投稿されたものです

王⾬⽵さんの⽇記



随筆（９⽉８⽇）

2015.09.08

最近⾬が毎⽇降ってる。秋に⼊り、だんだん涼しくなるね。みんなも⾵邪をひかないように。

今⽇は⺟と⼀緒に来⽇後のいろいろな⼿続きをした。在留届をしたし、銀⾏⼝座も作った。定期も三ヶ⽉分のを買った。⾼いね︕⼀ヶ⽉の⼩遣いが使った。（笑）

⺟はとても優しくて、図書館へ⾏きたいと知ってから、すぐ図書館のあり場所を紹介してくれて、わからないことがあった時も詳しく説明してくれます。みんなと⼀緒に過ごし
た時間はすごく楽しかった。みんな、ありがとうね〜

明後⽇から学校へ⾏くの、ワクワクしてるね、学校⽣活どうなるかな。期待しています。

p.s.今⽇は⼿紙の書き⽅を習った、⾯⽩いね〜⺟から⼿紙の書き⽅についての本もかした。これからももっともっと習いたいの。

これは⽇本語で投稿されたものです

王⾬⽵さんの⽇記



チームワーク

2015.09.12

今⽇はホストファミリーの妹がいる中学校で運動会が⾏いました。私もホストファミリーのみんなと⼀緒に応援に⾏きました。それで、⽇本⼈にとってのチームワークの⼤切さ
も感じしました。。運動会では、全員参加が必要な項⽬がいっぱいあります。みんなは結果よりチームが⼤切なの。転んだとしても、全員で⼀緒に頑張って、⽴ち直せばいいで
す。これは誰か⼀⼈のせいじゃないの、みんなはチームだから、いっょうに頑張らないとダメなの、みんなは多分こういう気持ちを持って、競技場に⽴ちました。勝敗はともか
く、チームが⼀緒に最後までやれば、最⾼でした。ですから、たとえ最後位だとしても、結果発表の時も⼤声で歓呼しました。ですから、他のチームが全部タスクが終わったと
しても、焦らずにチームで最後まで頑張りました。私はこういう精神が本当のチームワークの精神だと思います。これからも、こうのように頑張りたいです。

以下は写真です。どうぞ、ご覧ください。

これはあの有名な⽇本伝統な騎⾺戦です︕︕︕（中国にはないよ︕⾒るチャンスがあったら、きちんと⾒てね。 笑）

p.s.今朝地震だ。ビックリ。⽇本に来たただ２週間の間では、もう台⾵も地震も⾃ら体験した。。。これもラッキかな。笑

これは⽇本語で投稿されたものです

王⾬⽵さんの⽇記





こんにちは、秋葉原

2015.09.13

今⽇は10期⽣の⾼さんと⼀緒に秋葉原へ遊びに⾏きました。ネットで南浦和駅で会う約束してから出かけたのだが︓

王︓（呟き）もう⼀時間待ってたのよ、⾼さんまだ︖⼤丈夫なの︖

⾼︓（呟き）もう何度もメール送ったのに、なんで返事しないの︖⼤丈夫︖

（約⼀時間後）

（⾼さんの携帯が鳴らした）

王︓もしもし、私何だけと。ごめんね、携帯の電池が切れちゃって。あんたは今どこ︖

⾼︓今駅だよ。あんたこそ今どこ︖

王︓ヘェ〜︖︖私はとっくに着いたけど。南浦和駅だよね。

（中略）

⾼︓あんた。なんで改札⼝で待ってたんよ。駅であったて⾔ったでしょう。私はずっとホームで。

王︓。。。

で、結局、私たちはお互いで別々のところで相⼿を⼀時間待ちました。最後にあってよかったですが、ここで反省します。今回の件からわかったことは︓

１．約束の時、おたがいにちゃんと会うところと時点を確かめること。（中国語では、駅っていう⾔葉は電⾞駅の駅の意味と、ホームの意味が両⽅持っていますから、今回の誤
解が起こった）

２．出かけする予定がないときにもちゃんと携帯を充電し、いつでも出かけるような準備をする。

（続き）今⽇はちょっと不愉快な件が起こしたとしても、それを除いて、1⽇は結構楽しかったです。たこ焼きとかいろいろなおいしいものも⾷べました。お腹いっぱい︕
（笑）

今⽇は⽇本に来たからの初体験ですけど、これからはだんだんうまくなりますよね〜

以下は写真︓

ものすごく可愛いでしょう〜〜

王⾬⽵さんの⽇記



これは今⽇の⼣飯ーー⽇本の餃⼦︕︕︕（作ってみたけど、全く別のものなの︕作り⽅も、⽪も、餡も、⾷べ⽅も。。。名前だけが同じですけどね（笑））でも、⽇本の餃⼦も
美味しかったですよ〜

これは⽇本語で投稿されたものです



イベントの季節〜〜

2015.09.22

最近、⽇本では⽂化祭とかのイベントの季節ですよね。たくさんの学校で⽂化祭とか、運動会とか、球技⼤会とかのイベントが起こりました。私もいろいろ⾒ました。⾔葉だけ
で説明できない⾯⽩いことがいっぱいから、今回の⽇記にいっぱい写真を載せましょう︕さあ、みんな、⾒てみましょう。

この２枚の写真は前も⽇記で書いたことがある中学校の運動会

こちらはわら⾼の⽂化祭〜〜素敵でしょう

そしてこれは軽⾳部の展⽰

王⾬⽵さんの⽇記



これは私がいるクラス︕︕︕みんな優しく⾒えるでしょう︕私のクラスはlittle mermaidというパン屋さんの模擬店をしました。（写真の中のクラスメートの男の⼦はマーメイ
ドだよ〜〜可愛いでしょう（笑）

パン、おいしいよ、私も⾷べに⾏きました、お客さんとしてね（笑）

そして、わら⾼の球技⼤会︕︕︕私のクラス、みんな最強だぞ︕

（私も出ました、バスケ、残念だけど、⼀点も取らなかったです。でも・出場できるのをもう満⾜しました。みんながこのなんもわからない私を出場させて、びっくりしまし
た。みんな、本当にありがとう。

勝った︕︕︕みんな、燃え上がっていますよ︕ごめん、興奮しすぎちゃって、⼿が震えて、写真がちゃんと撮れなかった、せっかくみんなポーズをしたのに、みんな、ごめん
ね。



それにこれは⼩学校の運動会、⾯⽩いよ〜中国の正式的な運動会と違って、⽇本の運動会はちょっとゲームのようながんじで、⾯⽩いですよ。

これは組体操という⽇本伝統的な項⽬です。私、すごく驚きました。⼩学⽣がそこまでやれるのはあんまり信じませんでした。展⽰のために、きっと精⼀杯頑張って練習したの
でしょう。頑張った⼩学⽣に拍⼿︕︕︕

最後は、右の写真の中の⼈の学校で⽂化祭︕超豪華だぞ︕名探偵コナンの劇もあるし〜〜（ちなみに、あの⼈は天天君、みんな、天天君って知りますか 笑）

ごめんね、⻑い間全く⽇記書かなくて、今回のは謝罪としていい︖

これは⽇本語で投稿されたものです



⽇本⼈と中国⼈の間のお互いに誤解すること１

2015.09.22

みなさん、こんにちは。この前は佐藤先⽣から”⽇本の餃⼦と中国の餃⼦の違いも今度紹介してね”というアドバイスをもらいました。それで、最近ホストファミリーと話した時
気付いた⽇本⼈と中国⼈のお互いに誤解することを思い出して、皆さんに教えたいと思いました。ここで、簡単に整理して、書きたいです。それでは、始まるよ〜

１ ⽇本⼈が思う中国⼈︓絶対パンダを⾒たことがある。

理由︓パンダは中国で暮らしている、中国のシンボルだ。

真実は︓そうではないです︕ただわずかの⼀部分の中国⼈がパンダを⾒たことがある。

２ ⽇本⼈で⼈気な中国料理︓マーポーとうふ、餃⼦

真実は︓味は全く違います︕まるで、別の料理です︕中国のマーポ⾖腐は⾟いですが、⽇本のは⽢いです︕

中国の餃⼦は⽔餃⼦という、作った煮て⾷べます。

左側のは中国の⽔餃⼦で、右側のは⽇本の餃⼦です。差が⼤きでしょう︕

違い点︓作り⽅︓中国のは⽪がちょっと厚くて、ちょっと粘って、⼩⻨粉をつけながら作ります。⼀⽅で、⽇本のは⽪がちょっと薄くて、硬くて、⽔をつけて作ります。それ
に、餃⼦を綺麗に作るときのやり⽅も違います。

調理法︓中国では餃⼦を煮るが、⽇本では餃⼦を焼きます。

⾷べ⽅︓中の餃⼦には味がつけていて、何の調味料をつけなくても直接に⾷べられますが、⽇本のはあんまり味がつけていなくて、醤油をつけて、ご飯といっしょに⾷べます。

３ ⽇本⼈が思う中国⼈︓普通はお茶を飲む。

真実は︓そうではないです︕中国⼈普通はお茶より⽔を飲むほうが多いです。

今度はこれで、また、会いましょう〜（実は、ほかのが忘れたwww）

これは⽇本語で投稿されたものです

王⾬⽵さんの⽇記



最近が体験した⾊々

2015.10.16

⻑い間、⽇記を書かなくてすみませんでした。最近は、ずっとテストの勉強をやっていて、あまり時間がありませんでした。今⽇はテストが終わりました。この⻑い間書かなか
った⽇記を⼀気に書きましょう〜fight on!!!

さあ、余計なことを⾔わなくて、まず、写真から︕︕︕どうぞ、ご覧ください。

９⽉２５⽇

学校の先⽣から制服がもらいました︕︕︕綺麗ですね︕本当の⽇本⾼校⽣に成ることが実感しました。これからも頑張りましょう︕

９⽉２６⽇

学校の先⽣と⼀緒に映画を⾒に⾏きました︕誘ってくれて、先輩、本当にありがとう〜映画、とても⾯⽩かったですよ〜（それに、普通に映画館で映画を⾒ることと違って、今
度は試写会です︕すごいですね︕６時からの映画なのに、みんな４時前からもう並んでいました︕︕︕）右側は試写会を⾒に⾏く途中の景⾊、綺麗でしょう︕

９⽉２７⽇

王⾬⽵さんの⽇記



ホストファミリーの妹たちと⼀に剣道を体験しました。年上の妹は剣道部で、彼⼥から⾊々学びました。剣道って、本当に⾯⽩いねえ〜

その⽇はちょうど中秋の銘⽉ですよ〜⽉も⾒ました。

あの⽇は曇りでした、ちょっと残念。でも、⽉様はとても綺麗でしたよ〜（⼀⼈で外に出て、ママや先⽣達に⼼配させて、本当にすみますんでした。

１０⽉３⽇

競歩⼤会に向かって、体育の授業でずっと練習しています。今回は第⼆回⽬︕今度の授業内容は⻑距離⾛４０分間︕約６４００メートル⾛りました︕初めてでした︕疲れまし
た。wwwJKの体⼒は ︕︕︕私も頑張らないと〜

１０⽉１０⽇

蕨⾼剣道部の⼤会を⾒に⾏きました。蕨⾼剣道部のみんなは最⾼︕みんな超かっこいいでしたよ︕

同⽇は、妹の誕⽣⽇、おかげで、美味しいケーキが⾷べましたよ〜（もちろん、プレゼントもちゃんと⽤意したし 笑）お婆さんとも会いました。お婆さんはとても親切で、優
しい⼈なんですよ〜あってよかったね〜ありがとう、お婆さん〜ありがとう、ホストファミリーのみんんな〜⼤変お世話になりました。私は今とても幸せですよ〜

１０⽉１１⽇

次の⽇は、東⼯⼤の学園祭を⾒に⾏きました。さすが⼤学の学園祭、素晴らしいでしたよ〜



でしょう〜

１０⽉１４〜１６⽇

それで、最後は中間テスト︕︕︕すごく難しかったですよwwwまあ、でも最後まで頑張りました。（お疲れ〜  笑）詳しくは次の⽇記で書きたいと思いますが、ご興味があ
る⽅が、次の⽇記も読んでください。

はい、じゃ今回はここまでで終わりです。最後まで読んで皆さん、お疲れ〜いままで⽀持してくれて、ありがとう〜これからも、よろしーくね〜

それでは、またね〜

これは⽇本語で投稿されたものです



⽇本と中国の違い１

2015.10.16

約束通り、私はここです〜（笑）

じゃ、今度は私が気づいた⽇本と中国の違い点を紹介しましょう。

1.試験のやり⽅

中国︓試験前後は礼がなくて、問題⽤紙を配った後、すぐ個⼈情報を記⼊し、そのままテストの内容を確認しながら、試験開始のチ
ャームを待つ。試験中には、試験に関するも質問があったら、いつでも先⽣に⾔っても構わない。２〜３⽇連続全ての科⽬のテスト
が終わる。

⽇本︓試験前後には先⽣とお互いに礼をし、問題⽤紙を配った後、試験開始のチャームが流さないと、問題⽤紙を開けない。試験に
対する質問があったら、科⽬担当の先⽣が教室に⾏った時しか⾔えない。落し物があったら、⾃ら拾わなくて、⼿を上げて先⽣に報
告する。（厳しいですよね〜）⼀⽇中には半⽇ぐらいしかテストがなくて、試験週間があって、テストが全て終わるまで⼀週間ぐら
いかかる。（今回は中間テストですから、全ての科⽬はやりませんから、３⽇間で終了しましたけどね。）

続いて、⽇常⽣活⽅⾯では、

中国︓ペットボトルは普通。⽔筒とペットボトルを両⽅持っている⼈がいっぱい。

⽇本︓ほぼ全員⽔筒持っている。いつもペットボトル持っている⼈は⾦持ちだと認められる。（でも、理解できますね。⽇本の飲み
物の値段は本当に冗談抜きで⾼いですよ︕︕︕）

中国︓ケーキの種類がそんなに多くない。うえに載せる柄の⽅がいっぱい種類がある。仏のとき買うケーキは誕⽣⽇ケーキは種類が
ちょっと違う感じがする。

⽇本︓うえに載せる柄も注⽬せれているているが、それより、もっとケーキの中⾝がちゅ⽬されている感じがする。ケーキの種類が
いっぱいで、普通の時も⾃分が好きなタイプのケーキを買う。

中国︓固定的なタイムリズムがあって、毎⽇同じように過ごす。

⽇本︓メリハリがあって、各時間帯に違うことをする。

じゃ、今度はこれグラにしましょう。また、今度会いましょう〜

王⾬⽵さんの⽇記



誕⽣⽇〜幸せ

2015.10.31

１０⽉２１⽇

今⽇は私の誕⽣⽇です︕︕︕

昨⽇からたくさんの親戚と友たちからお祝いをもらいましたが、朝が起きたからなんとなくちょっと不安でした。初めての⽇本での
誕⽣⽇ですから、どのようになりますか。楽しみにいていますが、正直⾔うと、やはり⾃分が寂しくなるかなあっと、ちょっと⼼配
しています。前はずっと誕⽣⽇早くきてくださいとおっもていましたが、本当に誕⽣⽇の⽇が来ると、まだ⼼の準備がしませんでし
た。もっと遅く来て欲しくなっています。

こうして、ワクワクして、学校に⾏きました。昼まではいつものように過ごしました。どうやら、みんな私の誕⽣⽇忘れたかと思い
ましたが、４時限⽬の授業が終わって、いつものように友たちと話しているうちに、友⼈の⼀⼈がは突然もう⼀⼈の友⼈に向かっ
て”ねえ、今でいい︖”って聞きました。”いいだと思うよ。”

”ねえ、王ちゃん、今⽇は王ちゃんお誕⽣⽇でしょう。お誕⽣⽇おめでとう︕”

”お誕⽣⽇おめでとう︕”（⼆⼈は⾔いながら、プレゼントを出しました。）本当に感動にしました︕︕︕みんな覚えましたよ︕私の
誕⽣⽇。みんな⼀緒に写真も撮りました。とても楽しかったです︕

放課後、留学⽣担当の先⽣からとお互いにお祝いの⾔葉を⾔いました。（私と先⽣の誕⽣⽇はちょうど同じ⽇です〜）後は、古典の
先⽣と⼀緒に古典の補習課題もやりました。先⽣はとても優しくて、いろいろ教えていただきました。本当にありがとうございま
す。（誕⽣⽇の時、初めて先⽣と⼀緒に古典を勉強します。１６歳になった私はこれからはみんなに追いつけるためにもっと頑張り
ましょう︕）

家に帰ってきたら、ママと妹たちはもう美味しいご飯を⽤意して、私を待っていました。机の上には・⼼連⼼の先⽣たちからの⼿紙
が置いていました。前からもう⼿紙のことが知っていましたが、中⾝を読んだとき本当に感動しました。先⽣、本当にありがとうご
ぞいます。

ご飯の後はみんなで⼀緒に⽇本式的にた私の誕⽣⽇を祝いました。ケーキ（私が前から選んだケーキよ〜）も⾷べました。とても美
味しかったです︕︕︕ママと妹からもプレゼントを貰いました。ママは本当に細⼼ですね。だんだん寒くなっくることがきついて、
私には寒くないようにマフラーをあげました。ありがとう、ママ〜 とても嬉しいです。

国内の親と友達からもお祝いの⾔葉を貰いました。

親からもお祝いのためワザワッザ作ったビデオがもらいました、本当に感動しました。⽇本に来たから、初めて泣きましたね。で
も、これは幸せの涙です。今⽇は、みんな、本当にありがとうございます。本当に楽しかったです︕︕︕

下は写真です。

 

 

王⾬⽵さんの⽇記





感動

2015.10.31

⽇常⽣活中の感動︓

漢⽂の授業︓

先⽣︓王さん、。。は書き下し⽂で、。。は訓点です。。。

私︓はい。。。。

（友達のAさんが会話を聞き、ノートで何かを書き始めた）

（しばらく）

A:王ちゃん〜（紙を渡した）

（そう、写真通り、Aは説明を書いてくれた）

先⽣たちから来たメーセージの極⼀部分です〜〜

王⾬⽵さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



強歩⼤会︕︕︕

2015.11.09

 11⽉6⽇

 1ヵ⽉ぐらい練習して、今⽇はいよいよ本番です。今⽇は強歩⼤会です︕︕︕みんな本当にがんばりましたね。お疲れ様ーー(っいうか、⽇本のJKの体⼒が本当に予想外です。
練習の時は40分完⾛ですけど、本番のときは、⼥⼦約15キロメートル、男⼦約10キロメートル⾛りました。)みんな最後まで諦めずにがんばりました。お疲れ様でした。ほんと
に素晴らしかったです︕︕︕

私たち留学⽣は強歩⼤会に出られませんでした。役員としてパンを配ることをしました。ちょっと残念ですが、仕事をするのもとても楽しかったです。他の役員たちもいろいろ
話しましたし、選⼿がゴールに着いた瞬間を⾒て、私も⼀緒に成功した楽しみを感じました。

⼤会が終わった後、同じ役員わりをした他の三⼈と⼀緒に遊びに⾏きました︕︕︕

みんなは⼀緒にプリクラをとったし、太⿎ゲームもしました~~とてもとても楽しかったですーー

 

これは⽇本語で投稿されたものです

王⾬⽵さんの⽇記



ソフトボール

2015.11.09

11⽉9⽇

強歩⼤会が終わりました。

今⽇の体育の授業はソフトボールをしました。私にとっての初体験です。皆はとても優しくて、何も知らない私に1から教えてくれました。ホントウにに感動しました。まだあ
んまり上⼿できませんが、みんなと⼀緒にやるのはとても楽しかったですーー

これからも頑張りたいと思います。

P.s. 今朝、出かけしようと思ったとき、突然鍵がいつものと所にないことが気づきました。早速探し始めました。結局無事に⾒つかりました。よかったです︕︕︕

鍵はとても⼤事ですーー今度はちゃんと鍵とか⼤事なものを保管して、⼆度とこういう事をしないように

ママにも⼼配させて、本当にすみませんでしたwww

これは⽇本語で投稿されたものです

王⾬⽵さんの⽇記



空

2015.11.27

 11⽉27⽇

今⽇の放課後、いつものようにすぐに家に帰りませんでした。もうすぐ試験なんですから、ちょっと勉強しようと思って、教室で⾃習しました。

数学のサクシードに没頭をしている最中に、突然クラスメイトが"あっ、ヤバ、めっちゃ綺麗"って⾔いました。問題集を置いて外を⾒ると、綺麗な空が⾒えました。太陽で⾚橙
⾊で染めた空はとても綺麗でした。

"王さんも⾒る︖"って⾔いながら私にとった写真が⾒せてくれました。美しい景⾊を⾒て、すっごく感動しました。"へえ、超綺麗︕︕︕""ね︕︕︕富⼠⼭も⾒える︕"

私も慌てて外に出て、こんな綺麗な夜空を撮りました。富⼠⼭が⾒えるなんて予想外でした。ホントウに感動しました︕︕︕

今⽇は教室で⾃習するのを決めて、ホントウによかったですね~笑

p.s. 帰り道はパン屋さんによって、クリームパンを買って⾷べました。美味しかったです。(ちょっと⾼いですが、お⼩遣いwww涙)

これは⽇本語で投稿されたものです

王⾬⽵さんの⽇記



すみません

2015.11.30

いつも私の⽇記を読んでいるみなさん、こんばんは〜

⼼連⼼の先⽣たちから⽉例報告を貰って、ふっと⻑い時⽇記を書かなかったことが気づき、ホントウにすみませんでした。

⽇本に来てから、もう3ヶ⽉経ちました。早いですね~私も⾊々経験しました。

実は私は今までずっと⽇記に書きたいことをメモしていました。さっきチェックしましたが、たくさんの書きたいことが⼊りましたが、結局書きませんでしたwww

申し訳ございませんが、もう少々私を待ってくださいませんか。テストが終わったから、すぐ書きます。私は今⽇ここで誓います。ですから、みなさん、私の⽇記を期待してく
ださいね~(笑)

P.s. 今⽇北京の汚染状況を知り、とても⼼配でした。中国にいるみなさん、お元気ですか。お⾝体を⼤事にしてくださいね〜ママとも⾊々話しました。「汚染治理は政府に任せ
るな︕︕︕⾃分⾃⾝で責任を取らなければなりません︕︕︕」ということを感じて、今の私でもできることがきっとあります。私も此世界が⽣きているために⾃分の⼒を尽きた
いと思います。

 

これは⽇本語で投稿されたものです

王⾬⽵さんの⽇記



⽇本と中国の違い３

2015.12.07

柿︓

中国:完全に成熟した（柔らかくなる）柿だけスプーンで中⾝をとって⾷べます。

⽇本︓柿がまだ固いときもう⾷べ始めます。包丁で⽪をむいて、⼩さく切って、そのまま⾷べます。

（詳しくは、劉雅軒さんの⽇記で書いてありますから、ぜひ読んでください。）

 

果物の⽪を剥く時︓

中国︓ほとんどのときピーラーを使って⽪を剥きます。

⽇本︓⼦供でも上⼿に包丁を使って⽪を剥くことができます。（うち、全然できません。涙）

 

お鍋などの⾷べ⽅︓

中国︓お鍋が主⾷、ほとんど味がありませんので、個⼈の好みで調味料をかけてそのまま⾷べます。まんじゅうとかを⼀緒に⾷べる⼈もいます。

⽇本︓主⾷はご飯。お鍋は少々味がつけていて、ご飯と⼀緒に⾷べます。（他には、餃⼦とかもご飯と⼀緒に⾷べます。）

これは⽇本語で投稿されたものです

王⾬⽵さんの⽇記



⽇本と中国の違い４

2015.12.07

コートについて︓

中国︓私が住んでいる中国の東北地⽅では、コートは秋の服です。冬に⼊ると、ダウンとかを着る⼈が多いです。

⽇本︓段々冬に⼊っても、秋と同じようにコートを着ます。下にスカーを着る⼈は少なくありません。

（個⼈の考え︓（ホストマザーや友たちの意⾒も⾊々聞きました）⽇本⼈と中国⼈が求める感じが違います。私がいる中国の東北地⽅は⽇本（北海道など⼀部を除く）より寒い
ですが、⽇本でも普通にセーターとコートだけを聴くのは冬には過ごせません。⽇本⼈は動きやすさを⼤事にして、⾒た⽬が薄くて温かい服が気にいます。⾒た⽬が同じです
が、中⾝はどんどん変わっています。ヒートテックやライトダウンを上着の中に着ることによって、体が温かくなります。）

 

クリスマス︓

中国︓中国の伝統的な祝⽇じゃありませんが、若者の中で⼈気です。特に⼦供達はサンタがいることを信じていて、サンタさんからのプレゼントを楽しみにしています。

⽇本︓⼀ヶ⽉から家を飾り始めます。クリスマス当⽇クリスマスケーキを⾷べます。

これは⽇本語で投稿されたものです

王⾬⽵さんの⽇記



ボルンティーアって、何︖

2015.12.15

ボルンティーアとていう事は、⼈を助けてあげるではなく、⼈に助けてさせてもらうことです。私はママからこういうことを聞き、ボルンティーアに対して考え直すことができ
ました。ボルンティーアを通じて、⾃分が⽣きている価値を感じ、お互いに楽しめることができます。他⼈の⽴場で⽴って、他⼈をより良くなるために、⾃分ができることを
し、⾃分も同時に楽しめる、こういうのは本当のボルンティーアじゃありませんかと私は思いました。やることとは関係なく、気を付けば、⽇常⽣活の中でもたくさんできこと
があります。私も是⾮やりたいと思います。まずは、思いやりの気持ちから。

これは⽇本語で投稿されたものです

王⾬⽵さんの⽇記



防災訓練

2015.12.16

2015年12⽉16⽇

今⽇は、学校で防災訓練をしました。災害時の緊張感を感じせるため、訓練は授業中にすることが決めました。(授業中といっても、実は重合が始まった5分間の時でした。笑)

訓練は2部分に分けて、まずは地震の防災訓練で、続いて⽕災の防災訓練をしました。⽕災の防災訓練の時、志望者(各クラス10名)が救助袋を使って地⾯に降りる訓練をしまし
た。前からずっと⽇本の防災訓練を体験したいと思って、⽴候補しました。(結果、クラスの唯⼀の⼥⼦希望者になりました 涙)

訓練始まりました。まずは地震の訓練でした。先⽣は「ただいま、埼⽟県に。。。。」を校内で放送し、クラス全員が数学の先⽣(ちょうど数学の授業でした)の指⽰に従って、
机の下に⼊りました。こういう訓練は聞くにはラックらしいが、実は机の下は結構狭くて、でた時はちょっと。。。それから、全員教室を出て、グランドで集合しました。しか
し、グランドは⼩さいですから、⼀クロス⼀列出席番号順で並ぶことにしました。先⽣は前で話していましたが、マイクがなくて、全く聞こえませんでした。仕⽅がなくて、私
はずっとクラスの最後に⽴って、ぼっとしていました。先⽣、すみませんでした。涙)

続いては救助袋を使う訓練でした。昼休みの時、建てた救助袋を⾒て、私は応募したことを後悔し始めました。とても怖かったです。前の⼈が⼀⼈⼀⼈順調に降りました。「は
い、つぎ、王さん。⼿を離さないでね︕」私は救助袋に⼊りました。スーー周りは真っ⽩でした。「はい、オーケー」終わりました︕早い︕︕︕もう⼀度滑りたいです︕︕︕

「お疲れーー無事に着いたね〜どうだった︖」と友達。「楽しかった︕︕︕」「さっきはそんなに緊張してたのに」喋りながら私達は教室に戻りました。

今⽇はホントウに楽しかったです︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

王⾬⽵さんの⽇記



現代⽂

2015.12.17

現代⽂のテストがやっと返しました。ずっと緊張していました。

点数は予想外でした︕︕︕前回は40点しか取らなかったのに、今度はなんか53点取りました︕︕めっちゃ嬉しいです︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

王⾬⽵さんの⽇記



さようなら

2015.12.19

⽇記を書きながら、スマホで「君がくれたもの」を流しています。今⽇は私が最⼩のホストファミリーにいる最後の⽇です。今は22︓45分、明⽇出発予定の9:45まで、たった
10時間しかありません。wwwこの歌は今の私の気持ちを表しています。歌を聴きながら、今まで家族と⼀緒に過ごした時間を頭の中に繰り返します。うちに始めた来た時のこ
ともまるで昨⽇のことのように、はっきり覚えています。

ユウモアなパパ、親切なママ、それに可愛い⼆⼈の妹、みんな優しくて、私のことを考えて、助けてくれました。私が⽇本のお菓⼦が好きと⾔ったから、いつももらったお菓⼦
を私にあげます。私はもっと⽇本を知りたいから、⽇本のいろんな事情を説明してくれます。私のことを考えて、たくさんのアドバイスをあげます。おがげで、私は⾃分の⽢さ
を知り、もっと⽴派な⼈間になりたくなっています。早いですね。もううちで4ヶ⽉近く家族と⼀緒に暮らしました。

みんな、ホントウにありがとうございます。⼀緒に過ごした時間はホントウに楽しかったです︕︕︕中国のことについて、まだわからないところがいっぱいで、いろいろ話しな
くて、すみませんでした。今まで、ホントウにお世話になりました。これからも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

王⾬⽵さんの⽇記



⾃⼰最⾼︕︕︕

2015.12.27

今⽇久しぶり現⽂の宿題をやりました。意外にこんな⾼い点数が取りました︕︕︕びっくりしました︕︕︕これからいいことがあるを暗⽰していますかな(笑)

とにかく、頑張ります〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです

王⾬⽵さんの⽇記



メリちゃん

2015.12.27

メリちゃんは新しいホストファミリーのにゃこちゃんです︕︕︕

可愛いでしょう( ^ω^ )めっちゃん⼤好き︕︕︕

ちなみに、メリちゃんは猫ですが、夜もちゃんと寝ますよ〜〜私の布団の上でね(布団が急に重くなっちゃうーーああ、メリーー 笑)

これは⽇本語で投稿されたものです

王⾬⽵さんの⽇記



スカイツリー

2015.12.31

今⽇はホストファミリーの⽅（実はわら⾼の先輩です。笑）と⼀緒に東京スカイツリーを⾒に⾏きました。さすが世界⼀⾼いの電視塔ですね。いまはちょうど年末ですし、電⾞
から降りてから、もうすごく混んでいて、⽇本⼈の⽅だけじゃなく、外国⼈の⽅もたくさんいらっしゃいました。私たちは11:30ぐらい着きましたが、もう6時の⼊場整理券を
配布していました。慌てて整理券をもらって、今度はプラネタリウムのチケットを買うために、また並び始めました。「君と⾒る流星」という作品で、私と先輩シがずっとみた
い星がたくさん⾒えて、綺麗で、とても評判がいい作品でした。ホントウに⾃分で⾒ると、ホントウによかったです︕︕︕とても感動しました、説明がわかりやすく、星座もと
ても綺麗でした。４０分間があっという間に経ちました。記念として、クリップを買って、出ました。ゆういつ悪いところをいうと、席が前の⽅ですから、ずっと上の⽅を⾒て
いて、⾸が痛かったです（でも、仕⽅がないですね〜笑）

 

終わるのはまだ早いですから、その近くのお店を⾊々回りました。⼣飯はスイーツ⾷べ放題（⾼級版）（おかげで、超⾼いよ、でもめっちゃ美味しい、ステーキもサービ
ス︕︕︕）

 

それから、いよいよ本番です。スカイツリーに登りました。夜景はとても綺麗です。たくさんの写真も撮りました。写真をとってくれるサービスがあって、出来上がった写真を
⾒に⾏った時、写真はもうプリントアウトして綺麗に飾っていました。とても感動して、つい買ってしまいました。⾼いです︕︕︕１３００かかりました︕︕︕私のお⼩遣い
（涙）

 

先輩が私の悩みを知り、展望回廊までのチケットを払ってくれました。本当に感動しました。ありがとう〜〜⼤好きです。（でも、⼀階降りると、⼆度と戻らないのは嫌で
す︕︕︕）

 

スカイツリーから出てから、スカイツリーマスターさんに出会いました。マスターさんの指導し従って、いっぱい綺麗な写真がとりました。ほうとうにすごかったです。とても
優しい⼈です︕︕︕ワンちゃんがあって、とても嬉しかったです︕︕︕

王⾬⽵さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



スカイツリー写真篇1(内部)

2015.12.31

たくさんの写真をご覧ください

王⾬⽵さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



スカイツリー写真篇(Star Wars)

2015.12.31

写真を楽しみにしてくださいね〜

これは⽇本語で投稿されたものです

王⾬⽵さんの⽇記





スカイツリー写真篇(マスターさんとの出会い)

2015.12.31

最⾼︕︕︕感動︕︕︕

王⾬⽵さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



勾踐

2016.01.05

勾踐です︕︕︕句踐ではありまーーせん︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

王⾬⽵さんの⽇記



⽇本⼈が思った中国２

2016.01.09

⻑い間続かなくて、すみません〜浅⽥先⽣からアドバイスをいただいたおかげで、⽇本⼈が思った中国シリーズ再開でーす︕

漢⽂︓⽇本⼈から⾒れば、漢⽂は中国の物ですから、中国⼈にとってはとても簡単ですはず。

実は、勘違いしました︕︕︕漢⽂は中国の昔の⽂章というのは間違いありませんが、漢⽂は中国⼈にとっては古⽂が⽇本⼈にとっての存在です。しかし、漢⽂の⽂章が読めます
が、⽇本⼈のやり⽅がわかりづらいです。つまり、分かる⾔葉をわざわざわかりづらいな⾔葉に変わるような感じです。簡単に⾔うと、⽂章が読めますが、問題集が解けないと
いうことですね。

これは⽇本語で投稿されたものです

王⾬⽵さんの⽇記



こんにちは、NHK

2016.01.17

1⽉16⽇

ホストファミリーと⼀緒にNHKを⾒学に⾏きました。とても楽しかったです。⽇本のたくさんの⼯場や事務所などでは⼦供が⾒学できるコーナーがあり、⼩学⽣でもできる⼯場
体験を⾏います。中国もこんな体験があったらいいですね。

さすがセンター試験の⽇ですね、私も１問解けましたよ〜笑

これは⽇本語で投稿されたものです

王⾬⽵さんの⽇記





明治神宮

2016.01.18

1⽉16⽇

ずっと憧れている明治神宮︕︕︕ようやく会いに⾏くことができまーした。思った通り、とても綺麗で、⽴派な神社でーす。下の⼆つの写真は御苑です︕︕︕

それでは、写真をご覧くださいませ。

王⾬⽵さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



⿍泰豊♪───Ｏ（≧∇≦）Ｏ────♪

2016.01.18

さすが世界⼀美味しい⼩籠包、めっちゃうまっーーーーー︕︕︕︕︕︕︕︕

⾷べ⽅。。。懐かしい(と⾔っても、私もあまりその⾷べ⽅で⾷べたことがあるません。笑)

王⾬⽵さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



雪︕︕︕

2016.01.18

今⽇は、⼤雪が降りました。とても綺麗でしたが、雪のせいで、電⾞が遅れてしまいました。半数以上の⽣徒が遅刻しました(私も 泣)www駅から学校まで20分、私は四ヶ⽉近
く歩き続きました。でも、今⽇は違います。私は⼆倍近くの時間をかかってようやく学校へ着きました。通学靴も完全に濡れました。とても⼤変でした。でも、⽇本の学⽣は毎
年毎年こうのように⼀⼈で学校へ⾏きます。天気の原因で学校を休む⼈はほとんどありません。私が教室に⼊った時、ホームルームはすでに始まりました。クラスメイトが私を
⾒て「うちく、遅刻したよ」と笑いながら⾔いました。それは8:42,ホームルームの始まりは8:35です。と⾔っても、教室には半分未満の⼈しかきませんでしたwww結局、授
業が10:5始まりの50分授業になりました。ちょっと⼤変でしたが、綺麗な雪を⾒て、本当に嬉しかったです︕︕︕さすが⽇本ですね、放課の時、雪はほとんど解けました。朝
写真を撮ってよかったでーす。それではご覧くださいませ

これは⽇本語で投稿されたものです

王⾬⽵さんの⽇記





Noodle museum

2016.01.18

1⽉10⽇

先週のことです。⽇記を書くのが遅くて、すみません。

ホストファミリーと⼀緒に横浜へ⾏きました。まずは前からずっと楽しみにしているnoddle museum での⼿作りチキンラーメン体験でーす︕︕︕とても⼈気ですね〜〜

ショック︕︕︕私たちを指導するかたはなんか中国⼈︕︕︕彼⼥は中国からの留学⽣で、今は⽇本の⼤学院で勉強しています。

写真は私が作ったラーメンのデザインです。みなさん、どうですか︖笑

これは⽇本語で投稿されたものです

王⾬⽵さんの⽇記





⼩さな感動

2016.02.02

学校帰り友達と⼀緒にお店に寄りました。そしてこのアルバムが私のこころを打ちました。ノートのようなデザイン、軽くて、⼩さくて、持ち歩き便利のサイズ、私はすぐ買う
ことを決めました。

毎⽇同じ⽣活が繰り返し、でも、こういう⼩さな感動があるからこそ、毎⽇がカラフルで、違います。さあ、明⽇はどうでしょう︖楽しみにしましょう︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

王⾬⽵さんの⽇記



むかつく︕︕︕

2016.02.02

2⽉1⽇

南浦和、今⽇からエレベーター使⽤開始でーす︖︕︕︕︕

泣きたい︕︕︕だって、うち、昨⽇⾃分でスーツケースを持って階段を登ったばかりのにwww

運が悪いかなあwwwでも⼤丈夫、お天道さんは⼀⼈⼀⼈に対して公平ですから。私の幸運はきっと私にとって⼤切な⼈にあげましたよ〜〜

 

これは⽇本語で投稿されたものです

王⾬⽵さんの⽇記



おばけいけーーーーーー

2016.02.03

2⽉3⽇

今⽇は節分︕︕︕節分といえば、おばけと⼀緒に⾖まき︕︕︕(笑)

お⾖は美味しかったでーす︕︕︕ちなみに、ふりかけを載せて⼀緒に⾷べるのがオススメーーーーーー(笑)

これは⽇本語で投稿されたものです

王⾬⽵さんの⽇記



これも恵⽅巻︖︕︕︕︕

2016.02.03

2⽉3⽇

節分の時は、恵⽅巻︕︕︕︕

でも、これも。。。。恵⽅巻︖︕︕︕︕どう⾒てもスイーツですけど。。。

でも、でもでも︕︕︕とても美味しかったです︕︕︕私、ちゃんとルール守りましたよ︕無⾔で⾷べましたね〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです

王⾬⽵さんの⽇記



超うまいチョコ︕︕︕

2016.03.03

3⽉3⽇

今⽇家族で超リアルで、超うまいなチョコを⾷べました︕︕︕チョコは惑星の形で作られていて、なんと1個で500円らしいでーーす︕︕︕でも、本当にその値がある⾼級品で
す。ママ、パパ、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

王⾬⽵さんの⽇記



今⽇は⽉曜︕︕︕

2016.06.20

先週⼟曜⽇学校公開で臨時授業をしたため、今⽇は振り替え休⽇ということで、学校は休みです。いつもと変わらず⼆⽇間連続休み、私が⾃然に今⽇は⽇曜⽇だと勘違いまし
た。 ⼀連の悲劇はここから始まりました。私は博物館に⾏くことを決めました。電⾞に乗って1間後ようやく上野駅に着きました。博物館前に置いてあった本⽇休館のボードを
⾒て、私が初めて今⽇は⽉曜だと気づきました。仕⽅なく、私は帰ることを決めました。駅でチャージしていたとき、外国⼈に道を聞かれわれました。私はがんばって英語で答
えってみました。そして、初めて、⾃分はもう英語ができないということを痛感しました。これは私今⽇唯⼀の収穫でした。笑

もっと英語の勉強頑張らないと。笑

でも、上野公園の景⾊はとてもきれいでした。デラックスできました。あー、電⾞料はやばかったねー

これは⽇本語で投稿されたものです

王⾬⽵さんの⽇記
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