
無事に到着

2009.09.02

もう、無事に到着いたしました。ご安⼼を。

董 丹丹さんの⽇記



無事に到着

2009.09.02

無事につきましたよ。ご安⼼を。

董 丹丹さんの⽇記



初体験

2009.09.15

写真の浴⾐は江蘇省からきた19⼈の短期留学⽣といっしょにつくったものです。夏に着る和服ですが、昨⽇着て写真を撮りました。帰ったらみんなに⾒せます。それと学校の
書道室で書道をしているところです。お茶室で、抹茶もいただきました。私たちの学校の茶道は裏千家流で、作法もなかなか厳しく、私は⾜がしびれて⽴てなくなりました。茶
道部の⼥の⼦の動作はなんとも優雅です。おしとやかさというものを初めて実感できた気がします。  ⽇本に来てから、いろいろ慣れるまでの間、しばらくみんなに連絡もし
ないで、本当にごめんなさい。怒らないでね。  今、⼤阪でホームステイをしています。毎⽇ＪＲと京阪（城際鉄道）、地下鉄を乗り継いで、1時間半かけて京都の学校に通っ
ています。もうこれ以上⾔う必要ないよね。でも、ステイ先ではとてもよくしていただいています。⽇本のお⺟さんの料理もとてもおいしいです。私って本当に幸せ者ですよ
ね。いろいろな国の、たくさんの留学⽣達のホストをしてこられたご家族なので、私のこともよく理解してくれます。話すスピードまで気を使ってくれ、お婆さんまで、私と話
すときは共通語をつかってくださいます。ご年配の⽅は⼤阪弁のほうがずっと話しやすいはずなのに、本当に恐縮です。  では、今⽇はこの辺で。みんな、バイバイ。

董 丹丹さんの⽇記



この間の⽂化祭

2009.09.22

 うちの学校は９⽉⼗⽇から三⽇間の⽂化祭でした。うちのクラスはお化け屋敷を作るのに、夏休みからみなさん壁を作るためにダンボールの集める仕事は始めたのです。私も
毎⽇放課後に、⼀緒懸命ダンボールを貼り付けていたのです。みんな⼀緒に同じ⽬標を向かって頑張るのはどのように疲れていても楽しかったのです。  すぐ、九⽉⼗⽇で
す。⽂化祭とともに私の１７歳の誕⽣⽇も迎えました。その⽇の開会式で、私は校⻑先⽣の次に全校の⽣徒の前に⾃⼰紹介をやったのです。不思議なのは、「今⽇はとうさんの
１７歳の誕⽣⽇だそうです。」と校⻑先⽣が⾔いました。その話を聞いたら、全校の⽣徒たちは⾃発に拍⼿してくれました。何度もお辞儀をして、とめたのです。そのときの感
動はぜんぜん忘れません。  教室展⽰の本番です。私の仕事は整理券を配ることなんです。整理券を配りながら、必要な説明をしたのです。多くの⼈に⾒分けられました。
「すみませんが、朝紹介した丹丹ですか。」、「お誕⽣⽇おめでとう」、「丹さんの⽇本語はうまいなあ、紹介してくれてありがとう」と⾊々⾔われました。特に、ある先輩は
私を訪ねるために、わざとうちのクラスへ⾏きました。⾊々おしゃべてくれたときに、⾃分も「この先輩は知り合いですか」と迷っちゃったのです。  この三⽇間の時間はあ
っという間に⾶んでいきました。⼤変しんどかったけど、私にとっては本間にメッチャ珍しい体験です。⼼にいつまでもよく保存します。
これは⽇本語で投稿されたものです

董 丹丹さんの⽇記



連休旅⾏

2009.09.23

 今⽇は⼀家そろって、滋賀県の彦根城へ⾏きました。  彦根はおばあちゃんの故郷で、そこにまだおばあちゃんのいえがあります。だから、私たちは掃除に⾏くという⼝実
で⾏ったのです。  まず私たちの宿泊所についたのです．外⾒から⾒ればすごく古い家だと思いますが、中に⼊ると電器とか⽤品とか今の家と⼤きな違いがないと思うように
なりました。もう２０年間以上住んでいない家だと信じません。中に、４歳ぐらいの⼦供と同じぐらい⼤きさの⼈形があります。「これはさっちゃんですよ」って⺟が紹介して
くれたのです。「えっ、なに︖」「この名前はかわいいおばあちゃんがつけられたのです。」と答えました。かわいいおばあちゃんですね、若い時キット純朴でもっとかわいい
ですね。  彦根城は本当に⽴派な建物です。彦根城はもう４００年の歴史があるそうです。彦根城が造られたのは、関ヶ原の戦いの後。元々彦根には、鎌倉時代に造られた佐
和⼭城という⼭城がありました。そして今年はちょうど井伊直弼が開国１５０年祭です。天守はお城の⼀番⾼い所に位置してます。やっぱり軍事的な考え⽅ですね。でも今から
⾒れば、そうしたら、上から眺めると、視野はもっと広くて、景⾊ももっと豊かなのです。残念なのに、今度はカメラを持ってこなかったのに、⽩⿃とか、彼岸花とか、たくさ
んのチャンスを逃してしまいました。でも、出⼝でおしろのスタンプで記念を残しました。  今度は⼆条城へ⾏きましょう。
これは⽇本語で投稿されたものです

董 丹丹さんの⽇記



連休最後⽇

2009.09.23

みんなはこの連休、どう過ごしたのかな。 お隣の県まで旅⾏に⾏ってきたばかりですが、また今⽇も、ロシア国⽴サーカスを⾒にいってきました。  今回はお⺟さんと妹と、
それから⼆⼈の姪̶̶̶って⾔っていのかな̶̶̶で⾏ってきました。サーカスの花形、空中ブランコや、シーソーアクロバットは、さすがインターナショナルクラスで、すば
らしかったです。空中で、くるくるとずっと回り続けるあの⾝体能⼒、サーカスの団員はスポーツの試合に参加してはいけないというのも納得です。動物たちの演⽬では12頭
の⻁、４頭のクマがでてきて、社会主義だった頃の名残が垣間⾒えました。でも私は動物の演⽬は苦⼿で、これに関してはサーカスに対してもちょっと意⾒があり、すばらしい
とよろこぶ観客も多いですが、ずいぶん尊厳というものを⽋いた⾏為ではないかともおもいます。 ピエロの演し物の最中、塩コーヒーを飲んでいる⼈を⾒かけました。⾃分で
も、今⽇はじめてポップコーンを⾷べましたが、本当にワクワクする体験でした。これって、⽣きている限り、新しい体験をし続けるってことなのかな。ちょっと特別な体験で
したが、なんとも、フシギな⾯⽩い感覚ですね。

董 丹丹さんの⽇記



京都の初体験

2009.09.27

私はもうこれ以上待てないほど⼼持にして、今⽇の⾒物を皆さんに伝えたいです。  京都に通っているのはもう⼆週間ですが、やっぱり京都の中で学校と地下鉄の駅しか知り
ません、私もう京都の美しい景⾊を待てませんから、今⽇⼀⼈でちょっと⾒物しました。  調べてみて、京都の中でいくべきところはいっぱいあります。毎⽇使っている京阪
電鉄の近くから便利ですね、という考えで三⼗三間堂からはじめました（⼀番⽬の写真）。そこの本堂に安置された⽇本全国で唯⼀の1001体の千⼿観世⾳像が圧巻です。正式
に蓮華王院といい、平安時代の⻑寛２年平清盛に創建されたのです。鎌倉時代に再建され、それから、室町、桃⼭、江⼾そして昭和と４度の⼤修理のより700余年間保存されて
います。１２０メートルの本堂と規模が⼤きい観世⾳像を⾒た私はほんとうにびっくりしました。このような国宝を保存だけではムズイのですが、作ったときも何代⼈の⼼⾎を
注がれたでしょう。  ⼆番⽬の写真は豊国神社です。今の建築は明治に再建されたのです、前は江⼾時代に徳川家康によって取り壊されました。私はずっと豊⾂秀吉が⼤好き
で、今⽇はやっと秀吉公を祭る神社へ⾏きました。ほうこくさんという名前もあるそうです、宝物館でその時代のよろいも⾒えました。静かな環境で歴史についての考えも⾊々
浮かびました。⼼から「⾟弃疾の词了却君王天下事，赢得⽣前⾝后名，可怜⽩发⽣。」の意味も納得しました。 政治と歴史を感じてから、最後に河合寛治労記念館です。何で
も問わずに、芸術の雰囲気で、のんびりした⽣活も同じようにすばらしいと思います。河合寛次郎についてひとつの評価があります、⼟と炎の詩⼈ということです。なるほど、
美はいつまでもどの国でも追い求めるものですね。 今⽇の⼀⽇はとても疲れたけど、価値があると思います。また⾊々なことをたいけんができました、これたち全部私の富で
す。まだいっぱいところへ⾏かなかったので、来週もがんばって続けます。
これは⽇本語で投稿されたものです

董 丹丹さんの⽇記



べつに

2009.09.27

 ⾔いたいことは前の⽇記で⼤体書き終わりましたけど、ひとつしか忘れちゃった。１０⽉３⽇は⼗五夜で、皆さん中秋節おめでとう（このような⾔い⽅があるかどうか知りま
せんけど）その⽇は私の部活動の初めの⽇です、あっそうだ、みんな私の部活動が知りませんね。今知らせます。私は剣道部に⼊りました。その⽇の練習は７時ぐらい終わるか
もしれませんから、そうすれば、私は家に着くのは９時半かもしれません、⾷事が終わったら１０時になる、そのとき祝い話を忘れるかもしれませんが、だから今⽇で予め⾔い
ますは。皆さん、⽇本での⼗五夜楽しみにしましょう、誰か泣くかもしれませんよ。ho-ho.ではまた。
これは⽇本語で投稿されたものです

董 丹丹さんの⽇記



気持ちを切り替えて

2009.10.01

みんな⽔をさしてゴメンネ。ちょっと楽しい気分になるようなことを話すね。 昨⽇はtu先⽣と⼀緒に⼆条城めぐりに⾏く予定だったけれど、⼤阪から京都は⼩⾬が降っていた
ので、繁華街に⾏ってきました。四条河原町のことを、中国の先⽣から聞いたことがあったけれど、まさか⾃分が実際に⾏くことになろうとは。新旧のお店がいっしょに建ち並
ぶこの街はとてもおもしろいです。ステキな下駄や草履、さまざまな櫛をみたり、静寂な美の京都の雰囲気をたっぷり満喫しました。  午後は⼩学校のそろばんの授業を⾒
学。⽇本でも中国の⼦ども達と同じようにそろばんをするなんてはじめて知りました。もうひとつ驚いたことは、⾒学につれてきてくださったこの先⽣はそろばんの名⼈として
有名で、新聞にも載ったことがあるのだとか。先⽣の息⼦さんもそろばんが得意で、たしざんと引き算しかできない⾃分が恥ずかしいです。 昨⽇は先⽣のご家族と⼀緒にご飯
を⾷べました。いつもとは違うtu先⽣の⼀⾯がみれました。普段はきびしい経済の先⽣が⼦どもと⼀緒になって遊ぶまるで⼤きな⼦どものようで、笑いのたえない⼀⽇でした。
今度はtu先⽣の奥様に餃⼦の作り⽅を教える約束をしました。おいしくできるかな。なんちゃって、どんなできでも、⾷べ物を無駄にするようなことはしませんよ。

董 丹丹さんの⽇記



剣道部の初体験

2009.10.04

昨⽇は⼗五夜で、皆さんどうでしたか、楽しかったですか。 私は昨⽇から剣道部の練習を受けます。初めての⽇、⼀番印象の深いのは、⾒るよりやるほうがずっと難しいとい
うことです。 最初はすり⾜です。この動作は⼀番基本のでも、そのつるつる感じも⾒つかりにくいと思います。ちょっと時間をかかってから、ちょっとうまくできました。こ
の練習は⼆時間ぐらいだったが、やっぱり時々⾜の幅とか、背筋を伸ばすことなどよく忘れた。でも先輩はずっと優しくて教えてくれました。「最初のことはどの⽇ともむ図貸
しと思いますから、⼤丈夫ですよ」「みんなも⾜の⽪がめくれてからスムーズになれるのよ」oh my god、⾜の⽪、どうぞ早く捲れてください。 次は⽵⼑の握る⽅など、私の
問題は両⼿はよく回ること、先輩は親しく⼿で私の⼿を直して教えてくれたのです。最後は正座、それは私にとって⼀番苦しい段階です。⾜が太いから、時間がそんなに⻑くな
くてもしびれます。先輩も私のきもちをぃかいしてくれて「タンタン、⾜⼤丈夫︖」私もいつも笑って⼤丈夫と答えますけど、⾃分で我慢します。でもたつときは、⾜はもうぜ
んぜん感覚がなくなりました。どうしても、最後までし続けるといえますね。だから、このように繰り返して、もうすぐいけると思います。 昨⽇は本当に充実な⼀⽇でした。
⼤変疲れたけど、⾃分の夢ともっと近づきました。明⽇の練習もがんばろう。
これは⽇本語で投稿されたものです

董 丹丹さんの⽇記



三連休

2009.10.14

 今度、東京へ⾏きました、新しい体験も感想もいろいろできました。でも毎⽇遅くまで学校にいるから、まだ発表の暇が⾒つかりませんでした。これから、次々に発表したい
のです、あらかじめ皆さんに知らせます。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

董 丹丹さんの⽇記



東京へ⾏った

2009.10.17

みなさん、お久しぶりですね。この間剣道の練習忙しくて、今⽇も練習に⾏かないうちに、⽇記を書きます。 まず、１０⽉１１⽇はお⺟さんと⼀緒に東京へ⼤学祭を⾒に⾏き
ました。踊ったり歌ったり、⽣き⽣きとやっているの、どの国でも、⼀番⻘春をアピール、なにも問わずに⾃分の夢を追いかけるのは⼤学じゃないですか。和太⿎も⾒えまし
た。うちの学校の⽂化祭、和太⿎を間に合わなかったことを補った。本当に⼒とリズムの美がちゃんと⾒えた。その中でも、みんなの協⼒が⾒えた。 夜は横浜のホテルに泊ま
ったの。ちょうど横浜有名な中華街の付近だ。そこの雰囲気はそんなに親しい。晩御飯の中華料理は⽇本の中華料理だけど、何となく⺟の⼿料理を思い出した。⺟は私いまそん
なに楽しくて毎⽇を過ごすことを知っていると、きっと私に喜ぶ。今度の旅⾏はｈｍお⺟さんが連れてくれたの、だから⼀番ありがたい⼈はｈｍお⺟さんです、お⺟さんありが
とう。 翌朝、まだ出発していないうちに、朝陽⾨と妈祖庙へ⾏った。天津にも有名な妈祖庙もあるから、特に⽇本の妈祖庙を⾒たい。この妈祖庙はそんなに⼤きくなくても、
⼿が込んでいる建物で、違う美がある。でも、その中で商⼈たちの願いがいっぱいあって、故郷のよりちょっと…でも考えてみれば、遠くから⽇本に来て⽣活のためにいろいろ
がんばって、いろいろ我慢して、これは死活問題じゃないのか。このような切実な願いも理解できる。
これは⽇本語で投稿されたものです

董 丹丹さんの⽇記



筋トレ

2009.10.17

三連休終わった、また忙しい学校⽣活に⼊りました。今週の⽔曜⽇、もう⼀度⾃⼰をチャレンジした。 それは、筋トレ。筋トレと⾔えば、実は前からずっとやっていますけ
ど、今度のと⽐べれば、前のは全然何もない。じゃ、詳しく紹介しましょう。 まず、学校から⼆条城まで、⼆条城を⼀周まわして、学校へ戻って⾛ること。「⼆条城の周りに
⾛る、楽しいなあ」と思っているね、私も最初そう思ったのに、でも本当に⾛る時、全然何か美しい感じもなくて、ただ早く早く終わらないかなあと思っていた。全部で４キロ
ぐらい、四キロ、私にとって想像できない距離だ。デモ、やっとできた。全部三⼗五分間かかった。⼀番遅かったけど、どういっても完成した。中学三年⽣から毎⽇８００メー
トルことになったうちの学校にとって感謝に堪えない。 それから、背筋、腹筋、⼆週跳び、腕⽴て伏せ、屈伸、３０は⼀セット、全部三セットやる。もともとは⼀番上⼿なの
は屈伸だけど、さっき⾛った原因で思わずに難しくなった。この三セット終わってから、⾜はどのように動かすのもわからなくなった。デモ、このように鍛えて続けられると、
⾃⼰にとっていいことじゃないかと思って、これからもっとうまくできるようになれる⾃信を持っています。
これは⽇本語で投稿されたものです

董 丹丹さんの⽇記



お久しぶり 皆さん

2009.10.29

 もう半⽉ぐらい⽇記を発表しなかったのに、ごめんね。この前⼀週間ぐらい病気で何もやらなかった。やっと元気になってからまた忙しい⽣活に⼊りました。毎⽇疲れていて
も、すごく充実な⽇々を送っている。昨⽇派毎週⼀回の筋トレで、体の具合はまだ全部直らなかったけど、ずっとがんばって最後まで続けられた。終わってからいつものように
それぞれのトレーニング三⼗回⼀セット全部3セットをやった。最後はテストの練習だ。まだぜんぜんやらなかった私もその練習を始めた。全部決まった形式の動作は覚えにく
くけど、何回も繰り返して、やっと印象を残ってた。続けてがんばります、皆さんもがんばってね。
これは⽇本語で投稿されたものです

董 丹丹さんの⽇記



買い物

2009.11.02

⽇曜⽇、剣道の稽古終わってから、友達が案内してくれて、やっと京都の中で買い物した。前に⼤阪で４０００円もかかったカバンは友達に京都で２0００円ぐらいいけると⾔
われて、すごく悔しかったの。今度いろいろな安いものを⾒えた。買い物と⾔えば、やっぱり京都のほうがいいね。 買い物が終わって⻑岡市にクラシック⾳楽会を⾒に⾏きま
した。これも友達に誘われたのです。⼀緒に⾏ったのも友達のお⺟さんと弟さんとお姉さんの夫だ。みんなも優しくて親切な⼈です。前にも中国からの留学⽣のホームステーを
遣ってくれたそうです。このような⼈はうちの学校でまだたくさんいます、みんなに親しまれるのは本当にうれしいことだ。廊下で知らない⼈に声をかけられるのも珍しくなく
なってきました。勉強のレベルはなかなか⾼くてがんばらなきゃだめなんだけど、このような学校へ⾏けるのは本当にありがたいと思う。
これは⽇本語で投稿されたものです

董 丹丹さんの⽇記



剣道新⼈⼤会

2009.11.13

先週の⼟曜⽇、学校から出発福知⼭市へ⾏きました。今度は剣道部の皆さんと⼀緒に⼀泊合宿して翌⽇の剣道新⼈⼤会に出ます。 私は唯⾒学の出⾝者として，出ないでも、今
回の毎年に⼀回の新⼈⼤会も、ただ⼀回のチャンスとして⼤切にして、いろいろな学校からの選⼿を⾒られました。強い学校の選⼿は補⽋だっても三段とか⼆段の⼈ですけど、
それより実はうちの学校は本当にあんまり強くないけど、でもみんな精⼀杯稽古した、負けても全然後悔しません。いい体験として、これからまだいろいろ頑張るべきところを
⾒つかりました。 次の今週、私もうほかの⼈と同じように防具をちゃんとつけて練習が始まりました。先輩に打たれんたあと、腕とかあざいっぱいで、めっちゃ腫れている、
でも毎⽇練習続けられると、もうすぐ慣れると思う。慣れるまで、我慢しかないかなあ。じゃ、やっぱりみんなfight︕︕︕
これは⽇本語で投稿されたものです

董 丹丹さんの⽇記



久しぶり

2009.12.07

毎⽉⼀回⽇記を書くのはちょっとひどいよね、ごめん、皆さん。 実は毎⽇の⽣活は予想どおりに進めている、本当に⽇本の⾼校⽣みたいな⽣活だ。同じの悩み、同じの楽し
み、同じように「やばい」、「微妙」を使う。 いま、剣道部の練習も⼤体みんなに追いかけた。１２⽉１２⽇の剣道⼀級審査は今の⽬標として、試験前だっても頑張って練習
を続けています。いいこと、今打たれても、いたくないというわけないですけど、前より進歩しているのはアザもう出なくなってきた。体は強くなってきたよ、より強い丹丹に
なってきた︕︕ 皆さんも前向きに頑張りましょう。
これは⽇本語で投稿されたものです

董 丹丹さんの⽇記



ご無沙汰しました

2010.01.18

もう⼤体書き終わったけど、操作ミスで、全部なくなった。じゃ今⽇はとりあえず写真を⾒せて、明⽇また⽇記のないようをかきますは。じゃ、皆さん、お楽しみに。。。
これは⽇本語で投稿されたものです

董 丹丹さんの⽇記



ご無沙汰しました

2010.01.18

ご無沙汰しました。前によくお久しぶりを⾔うのといわれて、だから、今回はご無沙汰を⾔いますは。  この⼀ヶ⽉間何も書いていなかったのは、本当にわざとやったのじゃ
ないの。ただ⾃分のidを忘れてしまって、ある⼈の助けで2⽇まえにやっと思い出した。だから、今から全部前の話を知らせよう。  この後発表する写真はこの間撮ったの。冬
休みはじめたすぐ、ｈｍお⺟さんと⼀緒に和歌⼭の南部へ⾏った。そこはお⺟さんのふるさとです。そこであるお菓⼦屋さんの親戚を尋ねて、ケーキの作る過程を⾒せてくれて
から、海を⾒に⾏った。ほんまに近畿地⽅⾒たくないあったかさだった。ヤシの⽊もいっぱい植えてあって、まるで熱帯の感じです。その海岸で同じ留学⽣どうしも⾒て、留学
⽣活についてしゃべって、友達もできた。（⼀番⽬の写真です。良い天気だったやろう）それから、12⽉下旬に伏⾒稲荷神社を⾒に⾏った。初詣じゃないけど、楽しく⼭登っ
て、⼭の上に京都市を⼀望した。深い冬だけど、清清しくて気持ちよかった。（⼆番⽬の写真です、落ち葉を踏んで⾳出すのも楽しかったよ。）三番⽬のはお正⽉に⼆回⽬彦根
へ⾏ったときのです。前回は彦根城、今回は琵琶湖です。写真だけ⾒れば、これは湖だと思える︖  そのほかにまだいっぱい⾒に⾏ったよ、どんどん⽇記の中で⾔うは。
これは⽇本語で投稿されたものです

董 丹丹さんの⽇記



話を続けましょう

2010.01.18

 前回はお正⽉に彦根に⾔ったことまでだね。じゃ、続けよう。  クリスマスみんなどう過ごしたのですか。今そういう話ちょっと遅すぎやなあ。やっぱり⾃分で前の⽇記を
⾒ますは。私は25⽇の夜⼤阪にあったルミナリエ⾒に⾏った。光の海の中でやっとクリスマスの感じ⾒つかった。実は私はずっとクリスマスを平⽇としているタイプだけど、
デモなんか、⽇本の雰囲気の中でどうかちょっと⾒に⾏くほうが意味ある。神⼾の間に合わなかったのに、幸い中之島ずっとクリスマスまでやっている、最終⽇にいけたのもラ
ッキーだなあと思う。  先週の週末に清⽔寺へ⾏った。⼀緒に⾏った担任の先⽣のおかげでいろいろなあんまり有名ではないけど、景⾊のいいところへ⾏って、たくさん絵葉
書みたいな写真を撮れた。それから将軍塚で京都市を⾒た。残念なのは、その⽇寒くてそれにちょっと霧が⽴って、はっきり⾒えなかった。けど、このような静かな環境に含ま
れるのも気持ち良いよ。  今度はここまで、まだあるよ、お楽しみに。
これは⽇本語で投稿されたものです

董 丹丹さんの⽇記



先週末の旅⾏

2010.01.18

おとといはお⺟さんからもらった⻘春切符で姫路城へ⾏った。朝五時半におきて、電⾞を何回も乗り換えて、やっと８時半ごろ姫路に着いた。さすが世界遺産で、めっちゃ⽴派
な建物だと思う。地上６階で、地下１階あります。９時から始めるの、私は９時５分に⼊った。天守には⾏ったときは、まだ誰もいないし、暗いし、ちょっと怖かった。けど、
初めて天守に⼊るのも興奮していて、展覧している⽂物を⾒て、歴史を触っている感じです。⼊場料は６００円かかったのに、もっともっと⾼い価値あるものをもらえた。  
昨⽇は三⼗三間堂へ通し⽮を⾒に⾏った。⼸道について何も知らないけど、興味を持って⾒に⾏った。武器が違うけど、でも私の感じはどこか剣道と同じ雰囲気がすると思う。
120メートルの距離で的に射られるのは本当に格好いい。そして、お姉さんたちのさまざまおしゃれな袴も⽬⽴った景⾊だと⾔えると思う。
これは⽇本語で投稿されたものです

董 丹丹さんの⽇記



別に

2010.01.25

 今週の⽇記、何かを書きたいんですけど、本間に何もあっていなかったのに、先週の⼟曜⽇やったことを話しましょう。  午前中、いつもと、いや違う、この何週間と同じ
ように、外科病院へ⾏って、再診を受けに⾏きました。皆さんまだ知らないやなあ、この間私の⾜は怪我した。最初は疲労⾻折だと⾔われたけど、⼆週間過ぎてからレントゲン
でもうそういう状況じゃなくなった。だから、お正⽉の前からずっと怪我で剣道部の練習はただ素振りをやらせて、そのほかの筋トレもあんまりできなくなった。全部で4週間
の休んで、おとといやっと、もし痛くないと剣道を始めてもいけると先⽣に⾔われた。やった︕もうこれ以上我慢できない︕⽇曜⽇の練習、久しぶりに⾯をつけて、ちゃんと練
習した。でも体⼒はあんまり⾜りなくて、⼤分ほかの部員より遅くなってしまった。ああ、これからもっと頑張らなければ、みんなに追いかけなくなるぞ。ｄｄｄ頑張ろ
う︕︕︕  午後は⼤阪国際交流センターへボランティアの活動に出席した。周さんと同じように⼦供たちに絵本を読むことなんですけど、⾒学前にそんなこと簡単やと思った
けど、ほかの先輩を⾒て、いつも、そんなこと恥ずかしいなあ、私いけると⾔う疑問が⽣まれてきた。あんまり⾃信を持っていないけど、やってみたいです。だからすぐボラン
ティアの登録の⼿数を終わって、三⽉から活動を始めます。帰るまでできるだけ多いことをできるようにしたいの。⼦供との話し⽅とか、⼦どもがどのようなことが好きなのか
を考えるのはこれからのとけるべき問題だ。 それは難しそうね、でも実は私たちも⼦ども時代から卒業したばかりじゃないかなあ、考え⽅の転換に本当に驚かされた。  話ズ
レちゃった、ごめん。これ以上私先週やったことだ。みなさん、もうすぐ中間研修であえて⼀緒に春節を過ごせるのは楽しんでいるよね。私も。先⽣は学校からホテルまでの道
も、もう教えてくれたよ。後、半⽉。皆さんを京都で待っているよ。（別にと⾔ったけど、知らずうちにそんなに多く書いた、ハハ、気にしないでね）

董 丹丹さんの⽇記



ギターの試験

2010.01.25

先週の⾦曜⽇、書道の授業で作った書道カレンターをもらった。私はそれに⾃分が⼀番好きな中国のことわざを書いた。仮名の練習も楽しくて、私の感じは漢字より書きやすい
から、もっと速くできると思う。 そして⾳楽の時間はギターのテストだった。曲は「郷愁」だ。前はぜんぜんギターだけじゃなく、楽器触ったことなくて、ただ⾃分の喉は⾃
分の最⾼の楽器だと⾔う話を信じている私は、初めてギターで⼀曲を弾けるようになった。順調に弾いた後、満⾜感いっぱいだ。皆さんの⾳楽の授業で何をやる︖そのほか何か
選択科⽬⾯⽩いことある︖
これは⽇本語で投稿されたものです

董 丹丹さんの⽇記



dddの初デビュー戦

2010.02.01

 先週から怪我の状態から回復してきて、普通の練習に戻したけど、⾜はやっぱり痛くて、よく半部で練習、半分で時間をはかるとかのことやりながら、ほかの⼈のを⾒て稽古
する。先週⽇曜⽇、⼈数の原因で私も団体戦の選⼿として試合に出た。  初デビュー戦、誰にとっても同じかなあと思う。同じに緊張し、同じにどうやるか分からない。私
も、団体戦の三⼈⽬は中堅と⾔う名前があるけど、先輩が私の順番を⾔った時に本びっくりしてからすぐ笑うか泣くのわからなくなった。どのように怖くても、現実は避けられ
ないものや。私の番がやってきた。はじめの礼は...めちゃくちゃだった。やり⽅わからない私は相⼿とぜんぜんあわせなかった。初めての相⼿は初めて試合出る同⼠だそうだ。
だから、だんだん私もリラックスしてきて、⾃分から積極的に攻めてた。でも奇跡はそんなにありえやすいと⾔うわけではない。相⼿はそんなに強くなかったけど、やっぱり引
き分けで終わった。⼆回⽬は背の⾼い相⼿にあった、⽬つめる時は、上から⾒下ろす感じは本当に圧迫感を与えられた。⼀回⽬の試合より、コーチの話によると、今度は⼼から
⾃分に負けた。最後はやっぱり引き分けだった。昨⽇最後の試合は、相⼿は準優勝を取った学校で、本当に強かった。三分間の最後に⼀本やられた。やっぱり負けた。でも勉強
になる負けは何もならない勝ちより勝ちあると思う。  団体戦は個⼈船との違うは、チームで戦うと⾔うことだ。各々の試合で⼀⼈で戦ってるみたいけど、実はその時いつも
聞こえるfightの声とか、先輩の指導とか、⼀⼈ではないと⾔うのを分かった。皆で⼀緒に頑張っているのは、いつも私の好きな感じだ。  今度は私の初めての試合、初めての
体育系の試合だ。その前にぜんぜん武道とか学校の運動会のほかの体育試合の経験なかった私にとってチャレンジだ。これからもまだどんどん試合あると思う。いつか、絶対⼀
回勝てる。ddd、fight︕ 
これは⽇本語で投稿されたものです

董 丹丹さんの⽇記



先週

2010.02.08

 先週の節分について皆もういろいろ喋ったやなあ。私も皆さんと⼤体同じように過ごしたのだから、⾔わなくても良いじゃないんかなあと思う。  ⾔いたいことは中間研修
についてのことなんだ。先週⽇曜、京都にいる同⼠の⼆⼈と⼀緒に、お菓⼦を買いに⾔った。なぜかと⾔うと、中間研修のとき皆さんにご馳⾛したいのやから。つまり、皆さ
ん、もうすぐ、あと⼀週間今⽇と⼀番有名な⼋ツ橋のお菓⼦⾷べれるで︕楽しみにしてね。
これは⽇本語で投稿されたものです

董 丹丹さんの⽇記



みなさんお久しぶりですね。

2010.03.23

本当にやばいなあ、このままだったら、帰るまでも1000点取れないじゃない。今から頑張るのは遅いかなあ。 まず説明しとこ、なぜそんなに⻑い間⽇記書いてなかったの。中
間研修の前から準備、終わってからすぐ引っ越し、引っ越してしてからすぐ期末試験、試験が終わってから東京へ⾏く修学旅⾏があった。ちょうど今⽇は⼀年の終業式だから、
何かを書くべきだと思う。 みんな最近どうですか。私試験が終わってから、東京fwへ⾏きました。どういうのかなあ、意味がたっぷりだと思う。進路について考えなければな
らない時期にいる私たちは企業とかでたくさんの⾒学ができて、⾯⽩いところもあるし、それよりもっと⼤切な⽬的がありますから、もっと意味ある三⽇間を過ごしたと思う。
これは⽇本語で投稿されたものです

董 丹丹さんの⽇記



遠⾜

2010.04.30

ひさしぶり、皆さん。最近皆も忙しいだろう。春休みはどうだった︖たっぷり休んでた︖桜は、⾒に⾏った︖私今から頑張らなきゃ、500点も取れなかったら恥ずかしい。 お
ととい遠⾜だった。京阪で枚⽅市へ⾏った。京都市内まで引越ししてから2ヶ⽉ぶりに京阪だった。懐かしいなあ。引越ししてからだいぶ楽になって、今の通学時間は前の三分
の⼀にあたる。 春が本当にきた。最近京都の天気は晴れたり⾬降ったりだったけど、どういっても4⽉、違うもうすぐ5⽉だなあ。セーター着ていた私。。。本当に計算ミス。
淀川公園の河川敷で「⼿つなぎ⻤」で遊んでた時（ちょっと恥ずかしいけど、⾼校⽣なのに）結構苦しかった。でも楽しかったからきにしなかった。 昼ごはんはBBQ、⾁と野
菜とかは当たり前、マシュマロとビスケットは定番、⾷パンとサツマイモはすごいアイディアだと思う。おいしかったよ。皆も試してみ︖ 遠⾜でいっぱい遊んでた、前にあん
まり喋らなかったクラスメートとも喋ってた。新しい友達を作ってきて、遠⾜は、良いなあ。
これは⽇本語で投稿されたものです

董 丹丹さんの⽇記



花⾒

2010.04.30

春休みの時のこと。花⾒のため、京都は観光客でいっぱいだった。部活に⾏くときも、早く出発しなきゃ。静かな京都にとってはちょっとおかしい（個⼈的な意⾒）。うちの近
くにも有名な哲学の道と銀閣寺があるから、その感じだ。 ある⽇、⾃分がちょっと散歩に⾏きたいと思って、道が分からないから、ホストファミリの弟。。（弟かなあ）に聞
いて、やさしくてつれてくれはった。それはそうだよね、⼀⼈では花⾒のもおかしいよね。 ⼆⼈でうちから出発、計画1時間ぐらいで帰るのに、哲学の道から銀閣寺へ⾏って、
出てから昼ごはん⾷べて、⼤⽂字⼭を登った。結構、予定外。⼭登ってから、哲学の道に沿って散歩、結局4時間過ぎかかった。いっぱい写真も撮ってきて、話もいっぱい喋っ
た。楽しかった、花⾒。弟さんも始めてわざと花⾒のために花⾒、肝とよかったなあって。そういえばそうだね、近くにあるものは珍しく⾒えない、美しさは知っているけど、
感じない。剣道部のコーチも皆には花⾒の宿題を出した。いっぱいの観光客は全国それに全世界から京都まで花⾒に⾏くのに、地元の⼈にとっては誇りのはずだ。 そのほか、
友達と円⼭公園、⼆条城、京都御所、四条の近くの鴨川への⾏った。花⾒よかった。 京都に来るのもよかった。
これは⽇本語で投稿されたものです

董 丹丹さんの⽇記



剣道部

2010.05.11

 ５⽉１５⽇、葵祭り、覚えてる︖でも私にとっては、最後の試合の⽇かもしれない。  つまり今週⼟曜⽇、剣道部に⼊ってからもう⼋ヶ⽉、みんなと⼀緒にがんばるのはし
んどいけど、楽しかった。今それ⾔うのは早すぎだけど、でも本当にありがたい気持ちいっぱいだ。最初にまだ試合に出れない時は記録係で、卒業した先輩とあって「りゅうが
くせいっぽい」って⾔われてケッコウ絶望した時、⾃分の垂れネームをもらって、みんなにかっこいい漢字って⾔われた時、初めて試合に出て、みんな応援してくれる声を聞こ
えた時、初⼼者の練習を⾒て、本物の先輩として敬語使われる時、全部全部ありがたい。初めて体育系のクラブに⼊って、体⼒もよくないし、怪我もあざも⽔ぶくれも:-)いっ
ぱい出た。でも達成感は胸の中に満たすのは初めてだ。タンタン、そんなことあなたもできるよって⾔う声が聞こえた。こういう⾃信が⾃分の⼒で作ったの。⼼の強い⼈、特に
⼥性こそ剣道部に⼊れると実感している︕  いろいろ最⾼な記憶を作ってくれた剣道部の皆さん、ありがとう。これから⾃分もみんなもがんばってね
これは⽇本語で投稿されたものです

董 丹丹さんの⽇記



⼟曜⽇の総体団体戦

2010.05.18

 先週⼟曜⽇、前⾔った総体の試合があった⽇。結果はどう︖みんなも知りたいよね。今、結果発表︓全部で⼆試合あったけど、⼀試合⽬は⼿続きのせいで試合に出られなかっ
て、⼆試合⽬は近畿地⽅優勝チーム⽇吉ヶ丘とあたって、相⼿は三段、⼀級の私は30秒くらいしかかからなくて、秒殺された。。。  結局こういう⾵になった。まあ、悔しい
はないけど、ただ体調よくなくて、また⾵邪を引いた。しばらく休むのはできるから、ちゃんと考えるチャンスをくれた。これからどのように頑張れば処断無事にうかるのだ
か。時間は後少しだけ、やばいぞ。でも、  いけると信じている︕︕⾃分は10⽉からやってきたのは絶対価値あるの、絶対値からになれるのと信じているよ。タンタン、初
段審査を⽬指して頑張ったらい け る︕
これは⽇本語で投稿されたものです

董 丹丹さんの⽇記



留学終わった

2010.07.28

本間にしばらく⽇記を書かなかったの。もうすぐ卒業⽣になっちゃうのはさみしいー。 ⽇本の皆さん⾒えるやなぁ、⽇本での⼀年間すごく楽しかった。先⽣たち、いつまでも
の仲間だといってくれた友達。みんなありがとう。 （これは⽇本語で投稿されたものです）

董 丹丹さんの⽇記



hi

2010.10.10

皆さん、お久しぶり︕ 久しぶりに⼼連⼼のWEBサイドで⽇記を発表するの。今、五期⽣の⽇記を読んで、パッとその時の⾃分をみてるような気がしてる。そういえば、懐かし
いなあ、⽇本から帰ったのはもう三か⽉前のことなんて。⽇本にいたときすごく楽しかったやから、今さみしく感じるの。振り返ってみるとその時そうしたこうした良かった
と、だから今からもっと頑張って⾃分の未来を作らなきゃ︕ファイト、ｄｄｄ、これからのチャレンジが待ってるじゃなくて、チャレンジを待ってるのだ︕みなさんもがんばっ
てね。 またね。
これは⽇本語で投稿されたものです

董 丹丹さんの⽇記



冬休み

2011.01.25

久しぶりーー相変わらずの挨拶。 ⾔いたいことがいっぱいいあるんだ、どこからはじめにしようかなあ。まず、あけましておめでとう。（⾔うのはちょっ遅いけどさあ）。今
年も皆さんにとっていい年になるようにお祈りしまーす。交流基⾦の先⽣たちからの年賀状がもう届いた、本当にありがとうございました。写真を⾒てやさしい先⽣たちのこと
すぐ思い出した。昨年は⼤変お世話になりました、これからもよろしくお願いします。 ５期⽣の皆さんは皆⽣き⽣きしていますね。ビデオを⾒た。なんかだいぶ変わった気が
する。変だという意味じゃない、ただうちのよりもっと若い⼈たちに受けることができそう、四期⽣のはだいたい正式だという感じかなあ。 先週から冬休みなんだ。ちょっと
休める。⽇本ではいま休みじゃないねえ、じゃ皆さん頑張って︕（うちちょっとひどいなあ）。 私は帰国してから髪の⽑ずっと切っていなかったやから、ヘアスタイルもう変
わったよ。⽇本の友達と会ってもわからんかもよ。 天津でも剣道同好会があると友達がこの前に教えてくれた、でも今の時間ならきついなあ。⾼校卒業までしばらくやめるし
かできない。 今⽇は⽇本で途中まで⾒たドラマの最終章を⾒た。⼀⼈で⾒たところ、⽇本にいた時ホストファミリーの弟と⼀緒に夜遅くまで居間でドラマ⾒て笑ったりしゃべ
ったりしたこと思い出した。本当に懐かしいなあ。たッくさん聞きたいなあ。皆さん、元気︖毎⽇楽しい︖私も頑張ってるよ。皆さんもね。ここに書いたら⾒えるのかなあ。私
の⼼からの声聞こえるのかなあ。 元のクラスメートのいい友達は皆⼤学⼊試に成功した。明⽇遊びに⾏くから、うきうきしてる。私もあと⼀年間。最後の⾼校⽣活、楽しもう
これは⽇本語で投稿されたものです

董 丹丹さんの⽇記
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