
来たよお︕へへへ。。。少し遅刻だけど。

2006.09.22

昨⽇、⽇記を⼀度書いた。だけど、操作になれてなくて、うまく投稿できなかった︕ だから今⽇は多めにかかなくては。ずっと⽇記を書かなかった埋め合わせをしないとね。
ここの⽣活はとても楽しくて、充実している。⽕曜、⽊曜、⾦曜、2時20分に授業が終わった後、インターネットを使うことができる。数⽇前、バトミントン部に参加した。す
ごく楽しかった︕中国で⼀度もやったことなかったが、ここの学校の友達は熱⼼に教えてくれる。先⽣も丁寧に教えてくれるから、とてもやる気が出る。この⼀年で、バトミン
トンできるようになるぞ︕ ほかに、先週学校で学園祭が⾏われた。中国の学校でそういうものはなかった。お化け屋敷に⼊った。やっぱり怖かった。はは。あと射的なんかも
あった。楽しすぎた。やきそばや団⼦などなど、たくさん⾷べた。 さらに、⽇本⼈学⽣の有志団体の発表もあった。歌ったり、踊ったり、なんと⾃作のドラえもんの劇もあっ
た。私はそんなに⽇本語ができないけれど、⼤爆笑できた︕夜には、映画が上映された。学園祭は本当に⾯⽩かった。中国の学校にもあったらいいのに。 うん。今⽇はこの辺
までにしよう。みんなも書いてねえ。みんなの近況が聞きたいな︕⼀緒にがんばろう︕ （訳⽂）

王 笑凡さんの⽇記



友達と連絡できた︕︕

2006.10.01

まず、私の美しい祖国を祝って、よい祝⽇を~~ 昨⽇やっと顔さんと私の好きな球さんと電話で話すことができて本当に興奮した︕︕離れ離れになってからすでに22⽇間にな
ったけど、ついに再び彼⼥らの声を聞くことができた︕︕ しかも昨⽇于浩くんも私の学校に来た。彼の住んでいるのは隣の町の君津だからとても⾏き来が便利で、私はとって
もうれしくて、異国の地で学友に出会うことができたことはすごく暖かみを感じることができた。 私は少しホームシックになってしまった。。。 でも私は多くの慰めと激励を
得て、私はこの1年間をとても楽しく過ごせることを信じるし、勇気を持って何事にも直⾯することができる︕︕︕ 基⾦の⽅たちが彼⼥らに会いに来たって⾔ってたけど、私の
ところにはいつ来るの︖基⾦の⽅たちが来ることを⼼待ちにしています︕︕

王 笑凡さんの⽇記



感動的なニュース︕

2006.11.10

さっき陳坤が基⾦にきて、私達37⼈の留学⽣に頑張れというメッセージをみて、私はすっごく感動しました︕︕ 陳坤は私のもっとも誰よりも好きな俳優なの︕会うことはでき
なかったけれど、⾃分の好きなスターとこんな近い距離でいるなんて、思ってもみなかった。私は、本当に本当に感動した︕私たちの毎⽇頑張るエネルギーになった ふふ。。
数⽇前にちょうどホームステイが終わった。最初先⽣の話によると、三⼈⼀緒に同じ家に向かうと聞いて、ちょっと変だなと思った。ほんのちょっとだけ。。実際にホストファ
ミリーの家にいた後、私たちはとてもとても楽しい時間を過ごせた。あの⼀家はとても親切に迎えてくれて、横浜中華街に連れて⾏ってくれた。中華街に⼊ると、懐かしさでい
っぱいになった。ひとつひとつのお店、ひとつひとつの壁掛け、それぞれの「吉」という字、⼀枚⼀枚の「鯉⿂跳⿓⾨」の絵、⼀軒⼀軒のレストランの名前、その全てが⾒慣れ
たものだった。ふるさとの雰囲気に満ち溢れていた。たくさんの中国⼈とすれ違い、笑顔ひとつでふっと⼼が溶け合える気がした。。 もちろん私が⼀番感動したのは、やはり
四川料理を⾷べたこと︕ひさしぶりねーこの⼀年は⼤好きな四川料理に別れを告げなければならないと思っていた。。。⾷事のときはとてもうれしかった。。へへへ。。 それ
から船に乗って、横浜のある遊園地に⾏った。とても恐い、激流の中を進むジェットコースターに乗った。あとガチャガチャもたくさん⼿に⼊った。暗くなってからやっと、私
たちは後ろ髪を引かれながら⽊更津に帰った。晩御飯には回転寿司を⾷べた。ここで私のその「成績」を残さないわけにはいかないだろう。三⼈で40⽫を⾷べた。もちろん、
そのうち20⽫を消滅させた輝かしい回騏⾠君の成績も、書きしるさなければならない~三⽇⽬の出発間際、奥さんが今度はDisneyseaに⾏ってあげると⾔ってくれた。すごい楽
しみだよお︕冬休みまではまだまだ時間があるけれど、もう次のホムステイを待ちわびてるよ〜 （訳⽂）

王 笑凡さんの⽇記



お久しぶりです︕~~

2007.01.23

“2006 ”という４字を書くのにまだ慣れていなかったのに、またたく間にまた“2007”を書き始めることになってしまいました。。。 ちょっと前に1篇の⽇記を書いたのですが、
コンピュータのせいか未だにアップされません。だから 今⽇更に1篇書きます~ 12⽉27⽇から1⽉7⽇までの10⽇間、私はかわいい杜さんと⼀緒に新潟県へhomestayに⾏きま
した。 もともと新潟はとても寒いとと聞いていました。その上雪もものすごく降ります。しかし、去年私達が⾏った時は、とても異常な暖かさで、雪もあまり降りませんでし
た。私達を歓迎するためですか︖へへへ。。 今回は同じクラスの⽣徒の家に⾏ったのです。だからかなりのびのびできました。この家のおばさん、おじさん、おじいさん、お
ばあさんはみんなとても親切で、だから私達は10⽇間たいへん幸福な⽇々を過ごしました~ もちろん早く⾔わなきゃならないのが私達が超おいしい料理をたくさんたくさん⾷
べることができたことです︕最も私に忘れ難いのはあの中華料理です。中華街でもかつて中華料理を⾷べたことがありますが、どうしてもやはりすべて⽇本⼈好みに合わせて作
った料理です。味は⾃然といくらか変わっています。でも、今回私達が⾷べたのは本当の中国の味です。この店が中国⼈の経営だからです。しかもハルビン⼈の経営です。私は
東北で⽣まれじゃないですが、同じ北⽅です。味は⾃然とたくさん似ています。私は本当にたくさん⾷べました〜。⽢酢あんかけのヒレ⾁、マツの実とトウモロコシの炒め物、
ピータン、⼋宝粥、サツマイモの飴がけ、まったく何でも全部そろっています。全部で20種以上のおいしい料理を⾷べました~忘れられないです︕~ それから、私達は中国の
ギョーザを⾷べました︕⽔餃⼦です。中国製の冷凍⽔餃⼦。私達が2つ⾷べた頃には、⿐⽔と涙が溢れてきました。家を離れてからずっと中国の味のギョーザを⾷べていませ
ん。⾷べることが出来て感動して死にそうです~でもあと24⽇過ぎたら、私達は広島のギョーザパーティーで会うことができます。きっと更においしいギョーザを⾷べることが
できるはずです。⾃分たちで作るギョーザ︕ 新年のギョーザ~︕ 他にもいろいろおいしいものを⾷べましたが、スペースを節約するため⼀つ⼀つ列挙しません︕ その他に今な
お記憶に新しいのは、1⽉4⽇に⽇本海を⾒に⾏ったことです。⽇本海は本当に美しいです︕ とても⻘く、とても綺麗です。はるかな遠い彼⽅で空と溶け合っています。美しす
ぎて⾶び込んでしまいたいくらいでした︕。。もちろん 最も重要なのは 海の彼⽅、中国です。私の家です。その⽇、我慢できなくて海に向かって⼤声で叫びました。その後、
⿐の奥が酸っぱい感じがしました。。 書きたいことが多くて~すぐには書き終えることができません。数⽇後、写真送るので、みんなで⾒に来てください︕ とてもとても遅く
なったけど新年明けましておめでとう︕︕（^-^）

王 笑凡さんの⽇記



どうやって今の気持ちを表していいのかもう分からない

2007.02.23

帰って来てからもう⼆⽇たった だけど私の⼼はまだあそこにある。まだ広島にある まだみんなと⼀緒にいる。あの五⽇間 幸福という⼀⾔では表しきれない~︕ あの五⽇間は
笑顔が溢れた 喜びが広がった でも涙も流した 思い出になった。それぞれの学校で⽣活はとても楽しいとしても ホームシックや苦しいこともある。しかしこの五⽇間 そんな
ものは消え去った ただ友達と⼀緒にいれる幸せ 幸せだけ。 次に顔を合わせるまで5ヶ⽉間 この5ヶ⽉の中で 私達は頑張らなければいけない。次に会った時 友達にあっと⾔わ
せることができるように ⾃分に磨きをかけなければ︕ 5ヶ⽉間 とても速くすぎるはずだ︕頑張ろう~~ 基⾦の先⽣⽅ ありがとうございました~︕ （訳⽂）

王 笑凡さんの⽇記



お久しぶり︕︕

2007.05.06

すっごく⻑い間も⽇記を書いてなかったよね。。 あと３ヶ⽉間もないんですが。。。確かに 気持ちは複雑ってば ちょっと悲しくて でも 中国にいる親とか友達とかにも
めっちゃ恋してるから うれしいって気持ちもあるかなぁ。。 初めて親とこんなに⻑い間別けれることなんですけど しかも こないだ 初めて親が隣にいない誕⽣⽇を過ご
した 特別な誕⽣⽇だった 思うとおりに寂しいはなかった︕祝いをいっぱいもらった 楽しかったです︕でも︕。。あたしは年とった︕︕。。。 あとの三ヶ⽉間ないのは 
皆さんは⼀緒に頑張ってください︕︕ファイト ファイト＜*－*＞︕︕⽇本語も勉強も 何でも頑張ってね︕︕
これは⽇本語で投稿されたものです

王 笑凡さんの⽇記



今週の⼟⽇︕楽しみに︕︕

2007.05.30

今週の⼟⽇はめちゃ楽しみにしてるコトがありまーす︕ 短期の留学⽣はもうすぐ来るよね。中の４⼈は中国にいるとき同じ学校の済南外国語学校の⽣徒で 中の⼆⼈は今週の
⼟⽇、あたしが今住んでいる家へホームステイに来るんだ︕嬉しいなぁ︕後輩なんだけど 同じ学校の⽣徒に会えることなんて 本当に思わなかったで ⾮常に楽しみに︕先輩
として ちゃんと準備して よく招待しなくちゃ︕ あっ 明⽇から携帯を解約する。⼋ヶ⽉間も使ってきたので いきなりに携帯がなくなて なんか悲しくて寂しいな︕でも 
その代わりに 勉強に集中して頑張ることができるようになったよね︕ じゃ 記念として 携帯の写真をここに発表しよう︕
これは⽇本語で投稿されたものです

王 笑凡さんの⽇記



先週の⼟⽇︕︕

2007.06.06

先週の⼟⽇、とてもとても楽しくて幸せだったよ︕ 同じ学校の⼆⼈の後輩はあたしが今住んでいる家にホームステイに来てた。前はよく知らない⼈なんだけど、同じ学校だ
し、学校の⽇本語を勉強する⼦はみんな顔なじみなので しかも来た⼆⼈はあたしと性格もすごく合ってるし、会ったら すぐにメチャ仲良くなったんだ︕いろいろしゃべっ
た。今学校のこととか、⽇本と中国の違うとことか、今の⽇本語の先⽣とかね、おもしろかったよ︕実は 具体的なことがなくても、普通なおしゃべりと冗談で、⼀緒に歌を歌
って、買い物とかすると、すごく楽しいです。 久しぶりな中国語のしゃべりだなぁ。。。しかし︕︓あたしの中国語のレベルがちょっと。。（ちょっとだけダヨ）下⼿になっ
たことを気づいたの。ヤバイな︕。。 ひたすらおしゃべりばかりで、写真を撮ることを忘れちゃった。残念だけど。⼤丈夫︕帰ったらすぐに会えるからさ。 あたしは楽しかっ
たよ︕⼆⼈は今回の短期留学に通じて いろいろ勉強にしてね︕頑張って︕
これは⽇本語で投稿されたものです

王 笑凡さんの⽇記



メチャ忙しかったの⽂化祭︕

2007.06.24

昨⽇ 学校は⽂化祭を⾏った。楽しかった︕ 楽しかったってゆったら 皆さんは絶対いろいろ遊んたり⾷べたりしたと思うでしょ︖ 実は お化け屋敷もあるし ゲームもある
し ステージ発表もあるし でも あたしは全部⾒れなかった。 午前はクラスメートと⼀緒にてんじに⾏って、「３０分に男だけの⽩雪姫があります︕おもしろいですよ︕ど
うぞみてくださーい︕」と⼤きい声で呼んで またはプリントを配りながら 来た保護者たちにスマイルと「ぜひ来てください」を伝えてあげる（笑）ホントに⼤勢の⼈も⾒に
来てくれた 「おもしろいね」「最⾼じゃん」って⾔った。あたしも楽しかったの︕ １２時から１時半まで 調理に⾏った。⾼２はひとつクラスはひとつ国にして 料理とか
をすること。うちのクラスはドイツにした。ドイツ⾵のじゃがいもお団⼦を作った。じゃんけんに負けたので ひとつの班の班⻑になった。だから ⼀⽣懸命作らなくちゃ︕作
って終わったら 教室に戻って 料理の販売に⼿伝った。昼ごはんを⾷べるときもう２時過ぎだった。しかも 販売の暇にちょっとのポテトとクッキーしか⾷べなかった。 朝
も７時に学校着いたので すごく寝不⾜だし 午後から頭はめちゃくちゃ痛くなった。。終わったら「眠い」zzz「疲れた」と思って 帰ったら体重を測った なんと０.５kgも
やせたの︕実はいいことだけどさ︕（＾￥＾） もし 中国の学校も⽂化祭があったら いいな︕。。
これは⽇本語で投稿されたものです

王 笑凡さんの⽇記



今⽇でお別れ。。

2007.07.20

今⽇は学校の最後の⽇。終業式が終わってから クラスでパーティーをやった。みんなと写真を撮ったり 話したり お菓⼦を⾷べたり そしてゲームをやった。すごく楽しか
った︕終わったら クラスの１０⼈と⼀緒にカラオケ⾏った。楽しかったけど  今は切ない。。悲しい。。 なんでいつもいつも 別れることがあるの︖︖もう いやだ・・
もう 別れることなんて いやだ。。 でも パソコンメアドを交換したから 帰ったら よく連絡する︕ ⽉曜⽇で皆さんと会えるよね︕すっごい嬉しい︕メチャ楽しみに︕そ
して 顔さんたちとは同じ新幹線に乗って⾏くし︕ じゃあ また⼆⽇後︕
これは⽇本語で投稿されたものです

王 笑凡さんの⽇記



また明⽇︕

2007.07.22

ファミリーと分かれるのが⾟いけど。。でも明⽇の会うことはやっぱり楽しみにしてる。 皆さん︕また明⽇ね︕︕
これは⽇本語で投稿されたものです

王 笑凡さんの⽇記



お久しぶりです︕︕

2007.08.28

中国に帰ってから、⽣活はずっと忙しかったです。だから今⽇になるまで、私の第1篇の“卒業⽣の⽇記”を書くことができませんでした。こんなに⻑い間、みんなと連絡でき
ず、本当にとても申し訳ありません︕ いつの間にか、⽇本を離れてすでにまる1ヶ⽉過ぎました。この１ヶ⽉間、私の⽣活はほとんどすべて試験と勉強とプレッシャーに占拠さ
れていました。もし成績が良くなければ、私は留年を選びしかないが、留年は決して私の望むところではありません。 1年間の時間を無駄にしたくないし、来年の夏休みには私
が本当にどうしても北京に⾏って、2008年オリンピックを⾒たいんです︕⽇本の友達や先⽣達も来れるでしょうか︖もし来れるならば、絶対私達に知らせて下さい︕私達は絶
対歓迎しますから︕ ⾃分の学年、クラスに戻り、1年近く別れていたけど、少しも違和感はありません。友達の中でも、緊張した雰囲気のなか、皆毎⽇とても楽しいです。で
も、いつも⽇本の家族、先⽣、友達を思い出して、懐かしく、恋しい気持ちが絶え間なく、湧き上がってきます。本当にもう⼀度、会いたいです。遠くない将来、もう1度会っ
て、昔みたいに楽しくおしゃべりがしたい…。 他の学校から来ていたみんな、あなた達も元気ですか︖みんな勉強で緊張した中で、毎⽇を楽しく過ごして下さいね︕

王 笑凡さんの⽇記



みんな忙しそうですね~

2007.10.19

様々な理由で、いつも⽇本語で⼊⼒できません、hu~~ みんな忙しそうですね。私も忙しく、⻑らく⽇記ご無沙汰してしまいました。 交流センターの先⽣達は⻑春にいらっし
ゃるのですか︖回骐⾠から聞きました。うらやましいな︕先⽣⽅はいつ済南にいらっしゃいますか︖ ⼼からお待ちしております~~ 試験、試験で、忙しいのです。でもこの⽣
活はとても充実しています。もっと成績を上げるため、今⼤変でもがんばれます~ ⽇本へ⼀緒に⾏った仲間と時々会っています。みんなで⽇本での想い出など話しています。本
当に貴重な、すばらしい思い出です。これからの新留学⽣達もこの得がたい貴重な体験を無駄にせず、しっかりがんばって欲しいです。

王 笑凡さんの⽇記



济南とゆったら。。

2007.11.02

にほんごをにゅうりょくするのはやっとできたが かんじはできない︕。。。 こじませんせいは济南のどのきせつがいいときいてくれました。あたしは。。。どのきせつでも
いいとおもっていま〜〜〜す︕（しょう）ふっふっふ。。いちばんいいのは やっぱりあきだとおもいます。あつくもなければさもくもない とてもきもちいいきせつですね。
そして济南のあきはもみじがあります。いずみのみずもとてもきれいです。でもほかのきせつもとてもいいですよ︕せんせいたちはくるよていがありますか︖あったら ぜひお
しえてください︕ あとでじゅくにいきます。。たいへん。。。 でわでわ いっしょにがんばりましょう︕ 
これは⽇本語で投稿されたものです

王 笑凡さんの⽇記



济南のしゃしん

2007.11.16

いまは１１がつで あきのはずですが まったくふゆみたい。。。さむい︕きょうのおんどはただ１〜１０となっている︕あたしはとてもあつくきている。。 ・せんじょう
ろ・は济南のいちばんいいところかな。みせがいっぱいで かいものとか あそぶとか いちばんにぎやかなところです。がいこくじんがよくきます。しかも おいしいみせも
たくさんあります︕
これは⽇本語で投稿されたものです

王 笑凡さんの⽇記



どうもすみません︕

2007.12.14

 どうもすみません︕こくさいこうりゅうききんがわたしたちにおくってくれたそのものは なざかわからないんですが いえにとどいてなかった。。だからそのかんそうぶん
は１０かまえにだしませんでした。ほんとうにすみません。せんせいはあたしのおとうさんになんどもでんわしたですか︖おとうさんはしごとで なかなかでれませんでした。
もうしわけありません︕たぶんこのことのためでしょうか。  でも このこと ともだちからききました。そして そのゆうびんのものをかりてみました。きょうこそかいて 
できるだけきょうじゅうにそのメアドにだします。おそいですか︖  どうもすみません︕
これは⽇本語で投稿されたものです

王 笑凡さんの⽇記



新年おめでとう︕︕

2008.01.04

Happy new year!!! ごめんね、遅くなっちゃって〜〜試験を受けに南京に⾏ってたから、1⽉1⽇にみんなに挨拶できなかったの〜 試験が終わってから、両親と⼀緒に⼀⽇南京
で遊んだよ〜南京の夫⼦廟に⾏ったの。とてもにぎやかな所で、そのうえ軽⾷類がすごく美味しい︕ 南京はいい街だね、この数⽇で好きになっちゃった〜にぎやかで⾯⽩いん
だもの〜〜はは〜〜 みんなはこの短いお休みの間、どんな所に⾏ったの︖

王 笑凡さんの⽇記



基⾦の先⽣と会ったよ!~~

2008.03.02

今⽇の午後、基⾦の⼩島先⽣と橋本先⽣が済南にいらっしゃって、私たち10⼈も揃いました︕先⽣⽅に会えて本当にうれしかったよ~~７ヶ⽉ぶりだったけど、疎遠な感じは全
然なくて、すごく親しみを感じました︕ 私たちは⼀緒に泉城路を散策しました。先⽣は本屋に⻑時間いて、何冊も本を買いました、ハハハ~~ その後、私たちは⼀緒に⼭東料
理を⾷べに⾏きました、ハハハ~~本当に楽しい雰囲気でした^_^ 先⽣⽅とまた会える事を楽しみにしています!

王 笑凡さんの⽇記



そつぎょうしました~~

2008.06.12

ほんとうにはやいなぁ。。あたしはもう そつぎょうしました~うれしさもあるが、、、かなしさのほうが。。 これから ともだちとはなればなれなんだよ。。なんか こうおもう
と なきそうなきもちでいっぱい~あたしとおなじ なんきんしのだいがくにはいるともだちはひとりしかいないの~ほかのともだちとあえるのは 1ねんかんに 1、2かいだけか
な~ 9にちで だいがくのにゅうがくしけんが おわった~あたしは さんかしなかったけど、みにいった~ずっとそとでたってみた~さんかするともたちががんばろうと こころか
らいのった~しけんがおわってからのふっかかん とてもたのしかっ た~ちゅうがっこうのくらすやこうこうのくらす ぱーてぃーがあった~ともだちと からおけをうたったり ご
はんをたべたりした~いろいろはなした~ほんとうにいいおもいでになったわ~ そのさんまいのしゃしん いちまいは そつぎょうしきのしゃしん、いちまいは あたしのそつぎょ
うしょう、いちまいは がっこうのさいごのひ あたしは あたしのくらすの まえで とったしゃしんです~ みなさんにも そつぎょう おめでとう~~ いま だいがくのせいかつを と
ても たのしみにしています~~!
これは⽇本語で投稿されたものです

王 笑凡さんの⽇記
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