
無事⽇本に到着

2009.09.12

今⽇全⽇空に乗って、⽇本へ到着した。初めて⽇本に来て、たくさんのメディアに注⽬され、少し途惑った。でも、⾃分の重⼤な任務を再確認することができた。僕は⾃分だけ
でなく、中国⼈の代表でもあるのだと。僕のこれからの⾔動が中国⼈そのものをものがたり、⽇本の友⼈が、中国や中国⼈を知るきっかけになるんだろう。僕も⽇本でしっかり
と勉強して、独⽴した⽣活をおくる訓練をしよう。⽇本の気候も蒸し暑いね。僕らを迎えてくれた運転⼿さんは本当に⼤変だったろうと思う。その後僕らは⽇本で⼀番ロマンテ
ィックな場所、お台場へ⾏った。そこにいた⼈々は本当にゆったりしていて、⼦供を⾒守るあの微笑みには、⼼が癒された。⾷事をした場所では、マイケルジャクソンの記念展
が開かれていた。最後に僕らの宿舎へとたどり着いた。こうして⽇本での⼀⽇⽬が終了した︕

張 爽さんの⽇記



能ある鷹は。。。

2009.09.12

今⽇、とても驚いた事件があった。丸⼭先⽣はなんと中国語が喋れるのだ。僕はずっと⽇本語で丸⼭先⽣と交流していたのだけど、僕の勉強不⾜で、いくつか聞き取れない⾔葉
があったんだ。すると突然、丸⼭先⽣が中国語を話しはじめるじゃないか。本当に驚いた。実は丸⼭先⽣、以前に中国に⼀年間留学されていたらしい。能ある鷹は⽖を隠すと⾔
うけれど、まさにこのことだね。

張 爽さんの⽇記



別れの悲しみ

2009.09.12

今⽇お別れの昼⾷会の後、僕達35⼈の⽇本留学⽣活が正式に始まった。⼀週間⾜らずの時間だったけれど、皆互いに情がわいてしまっていて、別れはすごく名残惜しかった。
皆のそれぞれの留学⽣活が順調に進むことを祈る︕

張 爽さんの⽇記



居住地に到着

2009.09.12

今⽇は、校⻑先⽣に連れられて僕らの居住地へと赴いた。フジテレビの密着取材も⾏われた。東京駅から、居住地への新幹線に乗り込む。新幹線に乗るのは初めてだが、速度は
そこまで速くない。でも僕の⼼はとっくに新しい居住地へと向かっていた。希望に溢れていた。僕のお⽗さん、お⺟さんはどんな⼈だろう。電⾞を乗り換え30分ほどでこれか
ら住むことになる町へ到着した。駅を出て、⼀番最初に⽬に⾶び込んできたのはお⽗さんの笑顔の出迎えだった。僕の新しい家まではお⽗さんの⾞で3分ほど。お⽗さんと同じ
ようにお⺟さんもとても優しい⼈で、たくさんのご馳⾛で僕を迎えてくれた。とても嬉しかった。これからの⽇本の⽣活は、絶対に素晴らしいものになると確信した。僕らはき
っとうまくやっていける。⼋時半に校⻑先⽣が帰宅され、記者の⽅は九時にやっと引き上げていった。本当にお疲れ様でした︕

張 爽さんの⽇記



登校初⽇

2009.09.12

今⽇は初登校の⽇。7時には起床した。だいぶ早く起きたつもりだったんだけど、僕が起きた頃にはフジテレビの記者さんはとっくに到着していた。聞くと、今⽇は五時起きだ
ったらしい。豪華な朝ごはんを⾷べ、僕らは⼀緒に学校へと向かった。学校に着き、まずは先⽣⽅に⾃⼰紹介。ものすごく緊張した。フフ。それからクラスへ⾏き、クラスメー
トの温かな歓迎を受ける。不安な気持ちは⼀瞬で消え去ってしまった。どうやら僕はとても幸運みたいだ。クラスで午前の授業を受けたけど、基本的には全て聞き取れた。お昼
になり、フジテレビの記者さんは帰っていった。まだ他の学⽣にも取材をしなければいけないらしい。たったの数⽇だったけれど、とても名残惜しくて、メールアドレスを交換
した。これからも連絡を取り合っていきたい。

張 爽さんの⽇記



友達

2009.09.18

この間⼀⼈の同じ学校からの中国⼈留学⽣と出会った。その⼦も男だった。ハハ。⽇本に２年留学して、⽇本語もうまい。海外で⾃分ひとりで中国⼈と出会うのは本当に難し
い。こうして留学⽣活はもっと⾯⽩いものになった。

張 爽さんの⽇記



誕⽣⽇

2009.09.19

今⽇フジテレビの記者から電話があって、⽣活はこの半⽉どうかと聞かれた。 彼が僕のことを気にかけてくれててありがたい。けれど、僕の誕⽣⽇に訪ねてくるかもしれない
と⾔われた。また準備しなきゃ。カメラに向かって誕⽣⽇を過ごす、どうしたらいいんだ︕

張 爽さんの⽇記



誕⽣⽇

2009.09.22

今⽇は僕の誕⽣⽇でした。そして奇遇なことに、なんと下宿先のお⽗さんも同じく今⽇が誕⽣⽇。そのため今回の誕⽣⽇は特別ってことで、僕たちは誕⽣⽇パーティをすること
になりました。午前中は買出しに⾏って、たっくさん美味しいご飯を準備して、午後5時にパーティが始まりました。お客さんもたくさん来たんだ。お姉さんの家族や東京に⾏
ってるお兄さん、おばあちゃんから妹さんまで装飾品を⽤意してくれて、しかも僕にお祝いのお⼿紙まで。本当に感謝です。お姉さんが買って来てくれたチョコレートケーキも
すごく美味しくて、家族みんなすごく幸せでした。交流もたくさん出来たんだよ。お兄さんが東京から持ってきてくれた納⾖を初めて⾷べて、ちょっと味はなんとも⾔えない感
じだったけど、それでも⼼の中は満たされてたし、おばあちゃんはお年⽟までくれました。なんだか恥ずかしいな。唯⼀ちょっと残念だったのが、妹さんの具合が良くなくて、
ちゃんとご飯を⾷べられなかったこと。早く良くなってくれるといいな。最後に中国にいるお⺟さんとお⽗さんにも電話をしました。たくさん話をして、下宿先のお姉さんやお
⽗さんも僕の両親に⾊々話をしていました。楽しかったなぁ。今までで⼀番楽しい誕⽣⽇となりました。下宿先の皆さんには本当に感謝の気持ちで⼀杯です。本当に忘れられな
い誕⽣⽇になりました。僕も、家族みんなの幸せを願ってます︕

張 爽さんの⽇記



忙しい⼀⽇

2009.10.03

今⽇は栃⽊県⼤会。朝の六時過ぎには学校に集合して、電⾞に乗って宇都宮体育館へ。午前は⾊々と準備をして、午後から⼤会が始まる。⾊んな演奏を聞いて、とても驚いた
し、楽しかった。僕らの吹奏楽部は銀賞を受賞した。⿐⾼々だ。家についたころには7時になっていた。僕らはまた東京からきたお客さんと花⽕を⾒にいった。とても綺麗だ。
帰宅すると、フジテレビの記者さんから電話があった。明⽇家に来て取材をしたいらしい。しっかり準備しなきゃ︕

張 爽さんの⽇記



HAPPY DAY

2009.10.04

今朝は早起きをして学校へ。スクールバスで、野球部の決勝戦が⾏われる宇都宮の清原体育館へ向かいました。僕は吹奏楽部で応援の参加です。⼀⽣懸命演奏して、試合には負
けてしまいましたが、みんながっかりなんてしていませんでした。だって⼀⽣懸命がんばったんですから、結果だけが⼤事なのではありません。家に帰ったらもう3時。帰って
きたとき、お姉さんのご主⼈にばったり会いましたが、たくさん買出しをしてきたようです。今⽇は東京から来たおばさんとお姉さんお兄さんがもう帰るので、みんなでお別れ
パーティをひらくのです。フジテレビの取材の記者もみえて、パーティーはさらに盛り上がり、楽しいひとときをすごせました。最後に、みんなで⼀緒に写真を撮ってからお別
れです。⼀緒にいたのはたった⼆⽇間でしたが、駅でのお⾒送りのときは、さびしい気持ちで⼀杯でした。取材が遅くまでかかって、明⽇も朝から⼀緒に学校へ取材に向かうの
で、記者の⽅ももここに泊まっていかれました。本当に楽しい1⽇でした︕でも明⽇はニガテな体育の授業があるのに、テレビの取材なんて、どうしよう。がんばるぞ︕︕︕

張 爽さんの⽇記



吹奏楽部

2009.10.07

最近の吹奏学部の活動は盛りだくさん。塩⾕地区の⽂化祭と栃⽊県⼤会に参加して、コンサートも開催。活動を通じてみんなと、もっと仲良くなってきたよ。⼀緒にがんばっ
て、遊んで、すごく楽しいよ。たくさんのことも学べたよ。⼀ヶ⽉はあっという間だったな。時間はすぐに過ぎていくものだから、残りの10ヶ⽉、⼤切に過ごしていきたいと
思ってる。もっと⽇本の社会を理解してゆきたいな。

張 爽さんの⽇記



台⾵

2009.10.08

今⽇は台⾵で休校に。朝から外はすごい⾬と⾵。はじめての台⾵なので、不安になるのはしょうがない。でもお⺟さんが、栃⽊県は海に⾯していないから、⼤丈夫だといってく
れた。しばらくすると、⾵もやんできて、お姉さんが会社に⾏かなくてはいけないので、ユウとミーを預けに来た。ふたりもとほんとうにいたずらっ⼦だ。ハハ。⼆⼈と⼀⽇中
あそんで楽しかったな。またふたりから、休みになったら、新宿に遊びに連れて⾏ってねとせがまれた。ハハ、⼦どもってホント、遊ぶことには熱⼼だよね。休みまでまだまだ
あるのに、もう次の遊びの計画だよ。ハハハ。

張 爽さんの⽇記



⻑い休み

2009.10.09

今⽇は⾦曜⽇、僕の最も得意としない体育があります。体育ではバスケットボールをしました。とても疲れました。でもとても楽しかったです。友達と遊ぶのはとても楽しいう
えに、友好を深められます。 もうすぐテストがあるので、今⽇は⼀課分早く家に帰りました。はは、今⽇は太⿎を習いました。先輩の様⼦を⾒ると簡単そうですが、いざやる
と難しいです。基本の技術から習い始めて、⼀時間もやると⼿が痛くなりました。最後にはやっと⼿の動きを取得できました。そして僕たちは⼀緒に勉強して、⼀緒に宿題しま
した。⼈が多いと、時間がすぎるのも早いです。あっという間に放課後になりました。今⽇から三⽇間⻑いお休みです。でも気を抜いてはいけません。復習しなければなりませ
ん。なぜなら、学校がはじまれば四⽇間試験がありますから。初めての重⼤なテストです。優秀な成績を⼀つ取らないといけませんね︔。がんばろ︕

張 爽さんの⽇記



⿊い⼟曜⽇

2009.10.10

今⽇は僕の⿊い⼟曜⽇だった。 朝早くに学校へ。⼟曜⽇とはいっても、僕たち吹奏楽部は練習がある。でも学校に着いてみると、校舎内はしんと静まり返り、誰もいない。お
かしい。皆遅刻しているのか︖しばらく待ってみても誰もこない。そこで先⽣に電話をかけると、時間が変わったということだった。 家に帰り休んでいると、校⻑先⽣がやっ
てきて、⼀緒に運動場へサッカーを⾒にいくことになった。（⽇本の学校ってどうして寮と運動場が離れているんだろう︖交通の便がいいからかな︖それとも運動場を建てる時
に学校にもう場所がなかったのか︖） 試合を⾒ていたらお昼になって、学校へ戻った。⾳楽室に着くとフジテレビの記者さんが既に到着していた。まずは腹筋40回。なぜか今
⽇はとても⾟かった。昨⽇は簡単に出来たんだけどな。やっぱりもっと鍛えないと。そのあとはチーム練習。フルートは５班。きょうは呼吸の練習。とても難しかった。２時間
以上練習してやっと成功した。その後は⽂化祭の準備。あっという間に下校時刻になった。家に帰ると、東京からお姐さんとお兄さんが来ていた。今⽇も賑やかになりそうだ︕
今⽇は本当に⿊い⼟曜⽇だった。今⽇⽇記を書いたときもそうだ。２編書いて２編とも書き終わる⼨前で消してしまった︕明⽇はいい⼀⽇だといいな︕︕︕

張 爽さんの⽇記



⽂化祭

2009.10.13

ここのところずっと忙しい。⽂化祭の準備期間中に、テストも重なって、週末もほとんど⾃由な時間なんてなかった。でもみんなともりあがってるよ。昨⽇はホテルでおいしい
ものをいろいろ⾷べて、ちょっとした⼩旅⾏気分を味わってきた。まずは中華料理もある居酒屋へ。おいしい焼き餃⼦と名前を忘れてしまったけれど、ナントカ麺を⾷べた。そ
れから焼き⿃屋さんで、中国のトリの串焼きのようなものを⾷べて、なんだか懐かしい味で、おいしかったな。お店の⼈ともいろいろ話をし、僕が中国からの留学⽣だと知る
と、とっても歓迎してくれた。それからタクシーで中国家庭料理のお店へ。中国⼈がやっているお店だとお⽗さんたちが教えてくれたけれど、残念なことにお店についたら、そ
の⽇はお休み。最後におばあさんが40年の歴史のあるお店だと教えてくれたコーヒー屋さんへ。コーラとデザートをたべながら、おしゃべりをし、おばあさんが僕の誕⽣⽇の
ときに、僕が書いて渡した⾃⼰紹介のメモ⽤紙を取り出して⾒せてくれた。ちゃんと、とっておいてくれたんだ。もう感動で胸がいっぱい。名前を書いただけのものをおばあさ
んはずっと⼤事に持ってくれていたなんて、感激だ︕夜は、ぐっすり眠れたよ。今⽇はテストだ。まだみんなから⼤分おくれているので、テスト前に校⻑先⽣が、成績は気にす
ることないと、わざわざ⾔いに来て下さった。僕が落ち込まないよう、⼼配してくださったんだろうな。僕も早く⽇本での勉強に慣れなければ。テストが終わったらすぐに吹奏
楽部の練習だ。22⽇の⽂化祭にはフジテレビの取材と交流センターの先⽣もいらっしゃるので、がんばらないとね。良い演奏ができるといいな。

張 爽さんの⽇記



中間テスト

2009.10.15

今⽇、やっと中間テスが終わった。テストの⽅は当然めちゃくちゃだったけれど、⽇本に来てたった1ヶ⽉ちょっとではまだまだだよ。これからだよね。今⽇は古典と現代⽂の
成績が発表された。具体的な数字はここには書かないけれど、ひどい結果だったよ。先⽣⽅も慰めてくれたけれど、⼼の準備はできていたからね。これしきのことじゃあ、くじ
けないよ。ハハハ。⽂化祭の準備も進んでいる。明⽇は体育祭だ。⽇本の体育⽂化がいろいろわかってきたよ。 ⾬よ、降るな︕

張 爽さんの⽇記



運動会

2009.10.16

今⽇は運動会があるから、早々学校に⾏った。学校に着いてから僕は⼼の中で「クラス替えをしておいて良かった、そうじゃなきゃ運動会に参加するはめになっていた」とそっ
と⼼を撫で下ろした。しかしやはり世の中って⾔うのは⾃分の思い通りには⾏かないもの。僕そうやってこっそり喜んでいたのもつかの間、先⽣が⼤変好ましくない知らせを持
ってきた。僕に前のクラスの代表として運動会に参加しろというのだ。その後の僕といったら、もうプレッシャーと緊張でなにがなにやら。ど、どうしよう︖でももう開き直る
しかない︕もうすぐ僕の番だ。僕は障害物競争に参加した。スタートのピストルの⾳が鳴った瞬間、僕は死に物狂いでとにかく⾛った。最初は⾦網潜り。この⾦網がまたきつく
て進みにくい…うぅ。それでも僕は⼀番早くそれをクリアした。次にポール潜り。これはポールがちょっと低くてぶつかってしまい、ポールを落としてしまった。最後は両⾜跳
び。僕の前にいるのはただ1⼈。必死で前へ前へ進んだ結果、僕は1位タイになった。中々良い結果で満⾜です︕

張 爽さんの⽇記



週末

2009.10.18

最近はとくになにもなく、⽂化祭の準備くらいかな。吹奏楽部の練習もたいへんだよ。今⽇は友達と遊びに⾏くつもりだったけれど、いろいろお⽗さん達の⼿伝いをしていてい
たので、出かけなかった。

張 爽さんの⽇記



関東地区英語弁論⼤会

2009.10.19

今⽇の放課後、校⻑先⽣とお話をした。校⻑先⽣が僕の⽂化祭で発表した原稿を⼿直ししてくださった。⽇本語って本当に難しい。⽂法もたくさんあるし、話し⽅も様々だ。た
くさん訂正箇所が⾒つかったけれど、本当にいい勉強になったよ︕話の中で、関東地区の英語弁論⼤会に出てみないかと⾔っていただいた。⽇本に来て感じたことを英語で発表
するのも、⾯⽩い経験ではないかと。よーし、また新たな⽬標ができた。11⽉の⼤会に向けてがんばるぞ︕今⽇、もうひとつビックリさせられたことが。体育の授業の歩き遠
⾜で、学校の近くまで戻ってきたときに、校⾨のところで⻑い毒蛇を⾒つけた。しかもそのときソイツの⼀番近くにいたのは僕だったんだ。先⽣もすぐみんなに離れるよう指⽰
したけれど、本当に驚いた。危なかった︕︕︕

張 爽さんの⽇記



沖縄

2009.10.20

今⽇は沖縄にいる仲間と、⽇本での⽣活について情報交換を。住む場所によって、ホント、いろいろ違うよね。彼らの学校はけっこう忙しく、宿題もかなり出されて、ちょっと
疲れるんだとか。ハハハ、中国とかわらないよ︕僕達の修学旅⾏先は沖縄なんだ。3⽉8⽇には彼に会える、ハハ、まだまだ先だね︕︕︕楽しみだな。

張 爽さんの⽇記



忙しい

2009.10.22

ここのところテストのことばかりだけれど、化学は105点で満⾜の結果だよ。今⽇の数学の授業は超おもしろかった。午後は眠くてしょうがないので、居眠りしている⼈もい
た。そうしたら先⽣がストップウォッチを取り出して、今、授業がはじまって2400秒たった、時間は貴重なんだから、秒単位で過ごすべきだと⾔い、これには僕達も⼤ウケし
たけれど、この先⽣は毎⽇授業中、時間を計って、しかも秒単位で授業を進めていくんだ。おもしろいよね。今⽇、校⻑先⽣が⽂化祭で発表する僕の弁論の練習に付き合ってく
ださった。早く家に帰りたかったから10分の内容を早⼝で7分で読み上げてしまった。校⻑先⽣から早すぎるから、うちでもっと練習するようにと⾔われちゃったよ。やっちゃ
ったなあ、へへ。

張 爽さんの⽇記



地震

2009.10.23

今⽇の午後地理の授業のとき、きなり窓と椅⼦がゆれていて結構激しくて、はは、先⽣もやはりおどろいていたけれど、地震だった。栃⽊県は地震がずっとあまり多くはない場
所なので、ちょっと驚いた。⽇本に来る前は⽇本は地震がとても多いと聞いていましたが、それも受け売りで、今⾃分⾃⾝が体験して知りました。⾃⾝の揺れの感じはものすご
く激しいわけではなかったため、怖くもなく、⽇本の建物はしっかりしているので⼼配無⽤。はは、でも内⼼ちょっと驚いた。はは、でも地震はもうちょっと少ないといいな
あ︕︕

張 爽さんの⽇記



ダンス

2009.10.23

今⽇もう少しで学校が終わるとき、先⽣が⽮板市の⽂化祭のイベントに参加するように⾔って来ました。もちろん中国でも⻑らく勉強してきたストリートダンスですが、ちょっ
と⼼配。吹奏楽部のパフォーマンスは現代舞踏で、やはり努⼒して練習せねばならないし、これは多くの⼈が⾒る学校の代表なので失敗はできませんね。この週末またちょっと
あって、先⽣に練習しているときあまりきちんとやっていない、態度を正してまじめにするように⾔われました。はは、先⽣⾒ていて下さいよ、これは120％の努⼒が必要みた
いですね、はは、がんばります︕

張 爽さんの⽇記



頑張れ中国

2009.10.23

今⽇パソコンをあけて現れたのが中国に関するニュースで、⽬を通すと、我が国で⼤事件が起こったというのだ︓ 「10⽉19⽇15時50分、中国海上レスキューセンター当直室
本部は⻘島遠洋運輸公司の通報を受け、当社所属の中国船籍バラ積みコンテナ船「徳新海」号、総トン40892、船⻑225メートル、船速8ノット、乗組員25名、⽯炭積み、南ア
フリカを経由しインドへ向かう途中、セイシェル島北東部320海⾥、モガディシャ東偏南980海⾥において（南緯1度49分3.9秒、東経60度4分49秒）、武装した海賊が船に乗
っているとの報告し、その後連絡が途絶えた。当該船と会社との最後の通話時刻は北京時間19⽇16時35分。事件発⽣地点は中国船舶護衛編隊A集合点より南偏等1080海⾥。」
ああ、この海賊は狂っている、やりたい放題だ。祖国よがんばってくれ、海賊と徹底抗戦だ︕13億の中国の⼦⼥が後ろについている、私たちは何もできないけれど、私たちは
⾃らの祖国を応援しよう、中国ガンバレ、中国ガンバレ︕︕25⼈の中国⼈船員も無事でありますように︕︕

張 爽さんの⽇記



警報

2009.10.24

昨晩寝ているとき突然警報が聞こえて、何時だったかわからないけれどその時はすごく⼼配だった。昼間地震があったばかりだし、てっきり⼤地震かと思った。はは、そこです
ぐに窓を開けて外を⾒たけれど、しばらくしてもだれも⾒つからず、その上お⽗さんもお⺟さんもなんの反応もせず、相変わらず眠っていた。15分して何の事態も⾒当たら
ず、眠ってしまった。朝起きてお⽗さんと昨晩のことを話すと、どこかで⽕事が起こったのだそうだ。こりゃ失態︕︕

張 爽さんの⽇記



買い物三昧

2009.10.24

最近寒くなってきたから、今⽇お⺟さんが買い物に連れて⾏ってくれた。財布の中の8000円ではたぶん寝間着は買えないと思って、朝のうちに銀⾏でお⾦を下ろしておいたん
だ。フフ。⽇本の銀⾏は週末は開いていないからATMで。お⾦を下ろしたら、⾞で30キロほど先のデパートへ。デパートに着くと、僕はその⼈の多さに唖然としてしまった。
まるで中国の野菜市場みたいだ。まさか⽇本の服ってそんなに安いのかな︖と⼼の中で呟く。洋服は確かに良いものがたくさんそろっていて、しかもそのどれもがとてもお洒落
だ。フフ。僕もたくさんの服を選んだけど、どれもすごくかっこいいよ。そしてお⺟さん、さすが先⾒の明がある。お会計の時に早めに並んでおいてくれたから、ものすごく⻑
い列だったのにあっという間に会計を済ませることができた。⽇本はさすがに買い物天国というだけのことはあるね。買い物を済ませると、僕らは中華料理屋で餃⼦とラーメン
を⾷べた︕︕︕時間があれば今後も⽇本のデパートを⾒て回りたいな。⽇本の服はとてもおしゃれだから。もちろん、値段はあまりかわいくないけどね︕︕︕︕︕︕︕︕︕

張 爽さんの⽇記



病気に

2009.10.26

今⽇は病気でダウン。朝、起きると気分が悪かったので学校を休み、⼀⽇家で休んでいた。もうつらくて、⼀⽇中布団をかぶって寝ていた。早くよくならないと、家で寝てばか
りじゃ豚になっちゃうからね。

張 爽さんの⽇記



花より男⼦

2009.10.27

ヒマだったのでおすすめの花より男⼦を⾒てみた。でも韓国語版と⽇本語版しかなく、しょうがないので⽇本語版を。わからないところもあったけれど、なかなかおもしろかっ
たよ。よかったら、⾒てみてね。

張 爽さんの⽇記



遠⾜

2009.10.28

あさっては17KMの遠⾜だ。こんなに歩くのは初めてだよ。今はゆっくり休んで、英気を養っておかなくちゃね︕

張 爽さんの⽇記



やっぱりリタイア

2009.10.30

今⽇,17kmに挑戦してみたけれど、中国でもスポーツとかはやっていなかったので、出発してすぐにばててきた。ファイトファイト︕でも約8キロ地点の⼭のふもとあたりでつ
いにリタイア。クマ出没注意なんて看板にも驚ろかされたしね。熊なんか出たら⼀巻の終しまいだよ。ハハ、校⻑先⽣の⾞で学校に戻って⾃習していた。ハハハ、まあダイジョ
ウブ、もっと鍛えなきゃね︕

張 爽さんの⽇記



巣ごもり

2009.11.01

徒歩遠⾜で疲れたので、週末はずっと家にいて、関東⼤会も⾒に⾏かなかった。ちょっとペースダウン気味だけど、ハハ、千葉って遠いから。でもテレビドラマとかがじっくり
みれたよ。来週はもっとパっとした週末にするぞ。

張 爽さんの⽇記



負けた

2009.11.01

昨⽇は関東⼤会にいけなかったことも残念だったけれど、今⽇の新聞で僕達の学校が負けたことを知った。⼤丈夫だよ、インフルエンザで参加できなかった野球部の部員もたく
さんいたんだから。残念だよね。でも関東⼤会に出ただけでも充分すごいよ。

張 爽さんの⽇記



絵を書く

2009.11.02

今⽇の最後の授業は美術だった。絵を描くことは、僕が最も得意としないことなんだ。図書館で三国志を借りて本の中の⼈物を書いた。得意じゃないけど、ちょっとは似てる
ぞ。４０分も書いたけどちょっとしか書けなかった、はは。全⾯的に発展しなきゃね。楽しいよ。

張 爽さんの⽇記



僕の新しいルームメイト

2009.11.02

今⽇、先⽣がうちの学校の⾼校⼀年⽣の⽣徒を⼀⼈連れてきた。先⽣によると、その⼈は僕のルームメイトになるらしい。はは、僕の⽣活はますます⾯⽩くなりそうだぞ。話し
ているうちに、その⼈は⾼校⼀年⽣の中で勉強は⼀位らしい。しかも剣道部なんだって、すごい︕これぞ⽂武両道だ。へへ、僕たち仲良くしなきゃね。先輩になっちゃったよ、
ちょっと恥ずかしいな。

張 爽さんの⽇記



数学のテスト

2009.11.04

ちょっと前に数学のテストがあった。範囲は最近勉強したばかりのところ。テスト時間は５０分だけれど、問題が多くて、これまでのテスト経験から、まずできるところから解
いていったけれど、結局全部はできなかった。結果は７８点で、⾃分ではひどい成績だと思っていたら、なんとトップだった。２位の⼈とは１０点ぐらい差がついていた。先⽣
から慣れるのが早いって⾔ってもらったよ。ハハハ、他の科⽬にも⼒を⼊れてもっとがんばらなきゃね。

張 爽さんの⽇記



交流センターの⽅がいらっしゃいました

2009.11.06

今⽇の2時ごろ、僕のクラスに国際交流基⾦⽇中交流センターの⽅が2名いらっしゃいました。ちょうど英語の授業のときで、先⽇の旅⾏について作⽂しているところだったん
だけど、なんと出来上がったものを僕が⼀番に発表することになってしまって。まぁちょっと緊張したけど中々上⼿く発表できたと思う。その後交流センターの⽅に、ここ2ヶ
⽉⽇本での⽣活のことについて話をしたんだけど、お2⼈ともすごく熱⼼に話を聞いて下さって、⾊んなお話が出来ました。そしてその後はみんなで晩餐。洋⾷レストランでピ
ザを⾷べました。すっごく美味しかったし、たくさんおしゃべりも出来て楽しかった。だけど楽しい時間はあっという間に過ぎてしまって。お2⼈を⾒送ったあともちょっと寂
しかったり。2⽉中旬の中期研修でまた会えるのを楽しみにしよう︕

張 爽さんの⽇記



あやうく遅刻

2009.11.06

今朝、何故かいつにも増してぐっすり眠っちゃってて、学校のことなんてすっかり忘れちゃってたんだ。そんなとき「张君時間に成た」というお⺟さんの声が。ああ︕︕︕学
校︕そこでようやく寝坊してしまったことに気づいて、時計を⾒たらなんとあと10分で授業が始まる。急いで服を着替えて、1分で⻭磨き洗顔を終え、朝ご飯はもう⽜乳コップ
1杯だけしか⼝に⼊れられなかったから、お⺟さんが学校で⾷べなさいとパンを持たせてくれた。家を⾶び出し、⼩⾛りに学校へ向かう。急いでたけど交通ルールはそれでもち
ゃんと守ったよ。2回⾚信号に捕まって、ようやく学校に到着、そこでちょうど授業が始まった。危うく遅刻するところだったよ、家が近くて本当に助かった。ああ、これから
はちゃんと気をつけないと。遅刻は、絶対だめ︕︕

張 爽さんの⽇記



明⽇⼊居

2009.11.06

僕の新しいルームメイトが今⽇の放課後家に来てね、明⽇の2時に正式にうちに⼊居するってお⽗さんと話してたんだ。へへ、明⽇からまたいっそう楽しい⽣活なりそうだな。
放課後の「塾」（中国でいう課後班みたいなもの）の話題もぽろっと出てたんだけど、なんでも彼は毎⽇夜10時まで塾に⾏ってるんだとか。すごい頑張ってるよね。道理で成
績が学校で1位なわけだ。ああ僕も頑張らなきゃ︕︕︕

張 爽さんの⽇記



散髪

2009.11.07

今⽇、予定通り理髪店に⾏ってきた。10⽇の演説⼤会に備えて髪の⽑をちょっと切りたいなって思ってね。いつも通り、まずは雑誌で⾃分の好みの髪型から⻑さまでしっかり
⽬星をつける。今回は結構短めのを選択。それからシャンプー。たった⼀本でも髪の⽑が抜けないように細⼼の注意を払って丁寧に洗ってくれるから、すごく気持ち良い。そし
ていよいよカット。前が結構⻑めだったから、担当してくれた⼈が何回も本当に短くしちゃっていいか聞いてきたんだけど、意外に早く切り終わった。新しい髪型はさっぱりし
てて、気持ちまで元気になった。しかもお会計のときに600円分の割引券まで貰っちゃったんだ。まぁほんのちょっとの割引なんだけどね、⽇本の理髪店はめちゃくちゃ⾼いか
ら。ハハ

張 爽さんの⽇記



東京へ

2009.11.09

昨⽇、東京へ⾏き、午前9時過ぎに渋⾕に到着。さすが若者の街、街中に個性的な着こなしの、おしゃれな⼈があふれていました。買い物をしようとお店に⼊ると、あまりにも
たくさんの⾊とりどりの服、しかも中国からの旅⾏者にもたくさんあいました︕︕︕渋⾕で買い物なんてとても無理ですね。だってどれもすばらしくて、いくら時間があっても
選べません。街⾃体もとても華やかで、にぎやかで、おいしいものもたくさんあります。ある同級⽣からおいしいと教えてもらったアイスクリームや、きいたことのないものま
で。アルゼンチン⼈が開いたお店のもおいしかったです。街をぶらぶらした6時間ほどで、いろいろなものを⾷べ、それから埼⽟県のショッピングセンターへ⾏きました。そこ
はショッピングだけでなく、⼦どもにとってもとても楽しい場所です。たくさんの⼦供達が楽しそうに過ごしていました。家に帰ったらもう10時。疲れたけれど楽しかっ
た︕︕︕︕︕︕111

張 爽さんの⽇記



弁論⼤会の練習

2009.11.09

明⽇が弁論⼤会。中国⼈の⾃分と、他校の⽇本⼈⽣徒とが⼀緒に弁論⼤会で戦うなんて、考えただけでも頭が痛いけれど、これもいい経験かな。せっかく学校からこんなに良い
機会をもらったんだから、モチロンがんばらなくては。今⽇の午後は体育館を貸してもらい、体育の先⽣と⼀緒に、7分間の発表を何度も繰り返し練習をしたので、疲れてノド
も痛い。 ハハ、明⽇はしっかりやるぞ。

張 爽さんの⽇記



ヘッドフォンを買いに

2009.11.09

⽇本では電話を買ってもヘッドフォンがついていないので、昨⽇、東京に⾏ったついでに買ってきた。でもヘッドフォンを買うのはなかなかタイヘンだったよ。まず⼿に取れな
い。とりあえず⾒た⽬がかっこよかったソニーのを買ったけど、お店を出てはいったレストランで、早速使おうとしたら接続⼝が合わない。なんてこった。⽇本って信⽤を⼤事
にするから、ほとんどの商品が返品ができないから、また買うしかなく、今度は違う店で、やっとみつけられた。もう疲れたよ︕︕︕︕︕︕︕︕︕111

張 爽さんの⽇記



やっぱりダメだった

2009.11.10

今⽇は先⽣に引率していただき、博物館で開催された国際弁論⼤会に参加してきました。会場は重々しい雰囲気に包まれ、それぞれ準備をしてきた発表を⾏いました。僕は抽選
で5番⽬に。あっという間に僕の番になりました。会は予定通り順調に進み、途中の休憩時間に声をかけてくれた他の学校の⼈達とも話をしました。しかも中国語で話しかけら
れ、なんでも、台湾に1年留学したことがあるので、中国語が少しはなせるのだとか。もう⼀⼈は僕と同じ出⾝地の⼈。でも⼩学⽣のときから⽇本に住んでいる中⽇のハーフ。
ここでも友達ができました。結果は1000円分の商品券をもらいました。今回の参加者で中国⼈は僕⼀⼈、がんばって⽇本語で参加したということで。ハハ︕今⽇の6時から栃⽊
テレビで⼤会の様⼦が放送されます。時間があったら⾒てみてね︕

張 爽さんの⽇記



⽂化祭

2009.11.11

今⽇はずっと楽しみにしていた⽂化祭だ。⽇本の学校の⽂化祭は完全に⾼校⽣達の世界だよね。のびのびと⾃由に⾃分達を表現することができて。僕は留学について、先⽣⽅は
中国への⾒解や⽂化などの発表を⾏った。⼀番びっくりしたのは僕達の美術の先⽣が⽣徒達と⼀緒にロックバンドを組んで演奏したこと。先⽣のドラムはすごかったよ。

張 爽さんの⽇記



びっくりした

2009.11.12

今⽇先⽣が僕のところに来て、僕のルームメートがH1NIにかかったので、僕もすぐに家に帰って⾃宅で待機しているようにとのこと。驚いてすぐに家に帰ったら、そのルーム
メートも戻ってきた。検査をしたら、ただの発熱だったとのこと。まったく、なんなんだ。これなら明⽇は学校に⾏けるよ。ハハ

張 爽さんの⽇記



新劇

2009.11.13

今⽇学校で⽇本の有名な新劇劇団を招いて劇を演じてもらった。午前に昼⾷を済ませてから⽂化間に⼊るって⽬に⾶び込んできたのは⼤きなスクリーンで、第⼆次世界⼤戦時の
服を着た役者もいて、すぐに歴史劇と分かった。新劇の話は第⼆次世界⼤戦時および阪神⼤震災のことで、よくわからないところもあったけれど、⽣き⽣きした役者の演技か
ら、意味はだいだい分かって、⼆時間の劇はすぐに終わって、演劇中の写真撮影が禁じられていたのが残念だった。校⻑先⽣によると学校では毎年著名⼈を呼んで演じてもらう
とのことで、中国からも招いたことがあるそうだ。はは、⽇本の勉強は本当に豊富だね︕︕

張 爽さんの⽇記



優勝

2009.11.14

今⽇はうちの学校と宇都宮⽩楊⾼校とのサッカー決勝戦だった。全国⼤会には県から⼀校しか参加できないから、この試合はとてつもなく重要なものだ。僕は⽤事があって会場
に応援にいけず、ただひたすらに結果を待った。フフ。夜に良い知らせが。１︓０でうちの学校が優勝したんだ。次は必ず東京まで応援に⾏くぞ︕

張 爽さんの⽇記



⼀抹のさびしさ

2009.11.18

最近⽇記を書いていない。まずは気持ちを落ち着けて、あらためてここ何ヶ⽉かをふりかえってみる。 今⽇は胸にぽっかり⽳があいてるよう。部屋で⼀⼈、ぼうっとしてい
る。はるばる⽇本にやってきて、友達や家族も遥か彼⽅だ。きっとみんなが恋しいんだろうな。でもいつかはこの問題に向かい合わなきゃ。寂しさってのは永遠に消えることは
ないから。友⼈達と楽しく過ごしているときでさえ、本当に⾃分を全てさらけ出しているのかわからない。祭りの後の寂しさかな︕

張 爽さんの⽇記



感激

2009.11.19

夜、宿題をやっていたら、前のクラスの担任の先⽣が僕に会いに来てくれた。前のクラスのいたのは2週間だけだったけれど、僕はこの先⽣が⼤好きだ。年も近いから親しみや
すいし。思いがけず先⽣が会いに来てくれたのは嬉しかったな。お礼に、12⽉13⽇、東京で開かれるサッカー全国⼤会の応援に⾏くことにした。年末の遠出になっても必ず⾏
くぞ。だって僕は学校の⼀員だし、スタジアムの観客がまばらでもね。もちろん⾃分で決めたことだけど、先⽣が背中を押してくれたんだ。ハハ

張 爽さんの⽇記



2012

2009.11.22

最近映画2012が気になってるんだ。皆時間があったら⾒にいってみて︕︕

張 爽さんの⽇記



期末試験

2009.11.24

あと何⽇かで期末試験だ。中間試験が終わったばかりのような気がするけれど、もう期末試験だよ。ハハハ。中間の結果は普通だったから、期末試験はがんばるぞ︕

張 爽さんの⽇記



誕⽣⽇

2009.11.24

ハハ、あと半⽉で妹の多恵の1歳の誕⽣⽇だ。ハハ、可愛いおチビちゃんもついに1歳。僕が来たばかりの時はまだ⾔葉が全然話せなかったのに、今はもうママ、パパって⾔え
るんだ。それにバイバイも。本当に可愛いよ。ちょっと早めにお誕⽣⽇のお祝いを。元気にすくすく育ってくれよ︕

張 爽さんの⽇記



バースデープレゼント

2009.11.25

今⽇センターからの郵便物を受け取った。はじめは⽉末の報告だと思っていたけど、開けたら中⾝はバースデープレゼントだった。ハハ。誕⽣⽇はもう過ぎちゃったけれど、す
ごく嬉しいな。綺麗なカードに先⽣からのお祝いのメッセージが添えられていた。うれしくて⼼が温かくなってくるよ。先⽣、ありがとうございます。

張 爽さんの⽇記



黙想

2009.11.25

ハハ、最近気付いたんだけれど、化学のときだけ、授業中に何分間か黙想をするんだ。同級⽣から、化学の先⽣がみんなに勉強内容をもっと深く理解してもらう為にこんな時間
を設けたって聞いた。ハハ。でもちゃんと思索にふけっている⼈もいるし、寝ちゃっている⼈もいるね。ハハ。みんなのところでも、こんな⾯⽩いきまりってあるかい︖

張 爽さんの⽇記



遅く来た成績表

2009.11.27

はは、今⽇家に帰ったら両親が⼀枚の成績表を⾒せてきました。 ⾒た途端びっくりしました。 それは私の10⽉の中間試験の成績表だったからです。はは、もうすぐ１２⽉なの
に、少し遅いよね。 よく考えたら来週期末試験だ、早い〜︕ 頑張らなきゃ︕みんなも頑張ってね︕

張 爽さんの⽇記



きわめて豊かな英語

2009.11.27

はは、今⽇は英語の授業があった。 クリスマスのことを話していて、先⽣は僕に中国のクリスマスの過ごし⽅を聞いてきた。⽣徒たちは皆真剣に聞いていて、とても興味があ
るようだ。さらには、皆に中国語で“メリークリスマス”を⾔わせたりした。はは、僕も先⽣になっちゃった。 しかし、（先⽣になることは）とても難しい、どう教えたらいい
かわからない。結局⿊板に字を書いて、⼀つ⼀つ発⾳と意味を教えた。でもやっぱり難しいようで、クラスメートはみんな読めなかった。 はは、でもとても楽しかった︕時間
が過ぎるのは早いな︕

張 爽さんの⽇記



期末試験

2009.12.09

⽇記を書くのは久しぶり、期末試験の準備で忙しかったからね︕へへ。やっと試験が終わって、今、ホッとしているよ。もうすぐ休みだけど、みんなはどうする予定かな︖

張 爽さんの⽇記



試験

2009.12.10

1週間の試験がやっと終わった。なかなか難しかったよ。今は特進クラスにいるので、内容も前にいたクラスのより随分難しくなっていた。でも実⼒は発揮できたかな。前回よ
り良かったと思うんだ。ハハ。結果が出るのが楽しみだ︕

張 爽さんの⽇記



妹の誕⽣⽇

2009.12.10

⽇本に来て、⼆⼈の妹ができたんだ。この間、⼤きい⽅の妹の誕⽣⽇だったので、、アメや、⼩さい⼦が喜びそうなお菓⼦をじっくり選んでプレゼントしたら、すごく喜んでく
れたよ。へへ。⽇曜⽇は⼩さい妹の誕⽣⽇だ。良いお誕⽣⽇になりますように︕

張 爽さんの⽇記



京都でまたみんなと

2009.12.10

今⽇、センターからの速達を受け取った。内容は2⽉12⽇、京都での五⽇間の研修の知らせだ。またみんなと会えるんだ。楽しみだな︕

張 爽さんの⽇記



妹が歩けるようになりました

2009.12.28

ふふふ ⽇記を書くのは久しぶり。今⽇突然1の妹が歩けるようになったんだ、本当に早い。⽇本に来たばかりの頃は何もできなかったけど、今はもう歩けるようになった︕頑
張るんだよ︕

張 爽さんの⽇記



⼿作り

2009.12.31

今⽇の夜お⽗さんとお⺟さんが出かけたので、⾃分でパイナップルを料理しました。簡単そうに⾒えて、意外と⽪を剥くのが⼤変だったよ、ヘヘお⽗さんたちが帰って来たらビ
ックリするだろうな

張 爽さんの⽇記



ダークホース

2010.01.05

この間の⾼校サッカー全国⼤会で、僕達の学校はなんとベスト４に。9⽇に準決勝があるんだ。がんばってほしいな。会場は東京国⽴競技場。去年は⼤きな⼤会にはでれなかっ
たっていうけれど、今年はすごいぞ。ハハ。ファイト︕

張 爽さんの⽇記



負けた

2010.01.09

今⽇は東京の国⽴競技場へサッカー部の試合の応援に⾏った。相⼿は⼭梨県の強豪チーム、シード校だ。ベストは尽くしたけどやはり負けてしまった。少し悔しい。でももう⽴
ち直ったよ。全国3位だって⽴派な成績だ。頑張れ。来年は優勝だ︕︕

張 爽さんの⽇記



中⽥君

2010.01.18

ここのところスポーツの取材をしていて、記事を書く練習をしているんだ。この間僕達の学校のサッカー部を取材して、今⽇は選⼿の中⽥君にインタビューしてきた。彼は⾝⻑
187ｃｍ、チーム⼀の⻑⾝で、下記は学校側が準備した彼の紹介だ。 平成２０年度 U-16国体県選抜選⼿ ・平成２０年度 栃⽊県新⼈サッカー競技⼤会 優秀選⼿ ・第８８
回全国⾼等学校サッカー選⼿権 栃⽊県⼤会 優秀選⼿ 【 ⼤柄な体格を⽣かした⼒強いプレーで前線にボールをつないだり、また⾃分でいけるとみるや彼の右⾜から繰り出
される豪快なキャノンシュートで意外なところからでも点を取ることができる。ここ最近はMFとして出場する機会が多くなるにつれて連係プレーの質が向上してきたため細か
く素早い⾝のこなしもできるようになってきており、簡単には相⼿にボールを奪われない粘りが⾝についてきた。今後の課題は積極性がまだまだ⾜りないところか。多少強引で
はあっても、もっと⾃分から積極的にがんがんシュートを打てるようになれれば、近い将来には⼤物のストライカーに成⻑できるはずだ。】 普段、ほとんどの試合で彼の活躍
する姿を⽬にすることができるよ。今⽇のお昼に先⽣に紹介してもらって彼にインタビューしてきたんだO(∩_∩)O~中⽥君は友達に誘われて幼稚園のときからサッカーをはじ
めたんだって。サッカーに夢中になった彼はそれから今までずっとサッカー⼀筋。疲れたなって思ったり、ケガもしょっちゅうだけれど、やっぱりずっと続けてこれたのは、シ
ュートがきまったときの嬉しさは何にも換えがたいから。通学には⽚道電⾞で50分かかるけれど、⾬の⽇も⾵の⽇も練習を続けた努⼒は、今年のサッカー全国⼤会3位⼊賞で全
てが報われた気持ちだったって。最後に電話番号も教えてもらったよ。ぜひ友達になりたいからね。ハハ。がんばれよ、来年こそはぜひ優勝だ︕︕

張 爽さんの⽇記



おばあちゃん

2010.01.24

おばあちゃんはとても優しい。もう90歳だというのに、とても健康で、⾃分で開いたお店もとても忙しい。おばあちゃんとは3回しか会ったことがないが、僕のことをとても可
愛がってくれる。ただ、⼀回は僕の誕⽣⽇、⼀回はお正⽉で、⼆回もお⼩遣いをもらってしまってとても申し訳ない。時間があればきっと中国に⾏くよ、とおばあちゃんは⾔っ
てくれた。今⽇7⽉に帰国することを告げると、おばあちゃんは少し悲しそうだった。ふふ、でも⼤丈夫。来年の4⽉に戻っってくるんだから。おばあちゃんに会いにね︕︕

張 爽さんの⽇記



忙しい⼀⽇

2010.01.24

今⽇は本当に忙しかった。週末だからお⽗さんお⺟さんが買い物に連れて⾏ってくれた。⾞を⾛らせ３０キロ、いつものショッピングセンターへ。でもちょうど公休⽇だったん
だ。ついてないなあ。なので僕らは桜市へ向かった。ここのショッピングセンターは少し⼩さい。お⽗さんお⺟さんは洋服を買っていた。僕はしょっちゅう洋服は買っている
し、あそこはお店も少ないので、お⺟さんは僕に綺麗なマフラーを買ってくれた。買い物が終わるととても疲れてしまった。ファーストフード店のあるスーパーへ⾏ったのだけ
ど、こちらも運悪く⼀番好きなハンバーガーショップが閉まっていたので、仕⽅なく他のものを⾷べた。外もだんだん暗くなってきたので、僕らは家に帰ることにした。夜ごは
んを⾷べ終わると、何もすることがないなら何か飲みに⾏くか、とお⽗さんに誘われた。そこでタクシーに乗って近くの居酒屋へやってきた。そこでは美味しいレバーを⾷べた
り⾊んなジュースを飲んだ。⾷べ終わってもお⽗さんはまだ飲み⾜りなかったようで、おばあちゃんのお店にも⾏った。そこにはカラオケがあるんだ。僕らはお菓⼦をつまみな
がらカラオケを楽しんだ。家に帰るともう夜中の1時。ふふ。少し疲れたなあ。今⽇はゆっくりねよう︕︕

張 爽さんの⽇記



トーフル

2010.01.26

最近トーフルの英単語を勉強しなおしてるんだ。なんだかみんな英単語に結び付けて考えちゃってまいっちゃうよ。トーフルの呪縛からいつぬけられるかな︕︕期待ing

張 爽さんの⽇記



中期研修

2010.02.03

時間がたつのは速いね。⽇本での留学⽣活ももう折り返し地点。今⽇、センターから京都までのチケットを受け取った。中間研修がもうすぐなんだなって実感がわいてきたよ。
⽇本に来てもうだいぶたったのに、⾶⾏機から降り⽴ったときの⾵景が⽬の前にありありとうかんでくるよ。ほんと、時間が過ぎるのはあっという間だね︕

張 爽さんの⽇記



京都 中国

2010.02.12

ああ明⽇はついに中国の新年だ。僕たちも中期研修があります。みんなと⼀緒に楽しく有意義な新年を迎えられますように。わくわく……

張 爽さんの⽇記



研修

2010.02.18

京都での研修はもりあがったよ。ちょっとまだいそがしいので今は詳しく書けないけど、また時間が出来たらいろいろ報告しに来るね。

張 爽さんの⽇記



中間研修（1）

2010.02.19

回想︓今⽇は中間研修の⽇だった。10時頃の電⾞に乗らなきゃいけなかったから、朝はかなり早くに起きた。電⾞の中ではすごい興奮してたなぁ。宇都宮で東京⾏きの新幹線
に乗り換え。新幹線の中では、東京に着いてからのことを考えてた。友達のみんなに会えるのかなぁとか、すごいわくわくしてた。で、なんと東京に着いた途端偶然何⼈かの友
達に出くわして、みんな半年振りの再開だったから⼤興奮。その後の3時間の移動はすごい早く感じた。乗ったのは“ひかり”やっぱり速かった。たぶん⼀番速い新幹線なんじゃ
ないかなぁ。京都に着いてからまたたくさんの友達と再会して、こちらでも⼤興奮。ホテルに着いてご飯を⾷べた後みんなで⼀緒にたくさんおしゃべりしたんだ。楽しかっ
た︕︕

張 爽さんの⽇記



清⽔寺

2010.03.03

中間研修で、再び清⽔寺に⾏く機会があった。2度⽬の清⽔寺の印象は前回とは違った。初めてクラスメート達と来たときは天気も良く、境内は神聖な雰囲気に満ち、その場に
⽴っていると、まるでここでくり広げられた様々な歴史ストーリーが⽬の前に浮かんでくるようだった。今回の中間研修は、⼩⾬にふられた中での訪問だったけれど、半年も離
れ離れだった先⽣や仲間達と⼀緒で、気持ちも満ちたりて、最⾼だったよ。

張 爽さんの⽇記



⽇本語って難しい

2010.03.08

明⽇から修学旅⾏に出発するので、昨⽇のうちに中間研修のことを書き上げたんだ。まるまる半⽇かかっちゃったよ。知っている単語と⽂法を全て駆使して、なかなかいい出来
だと思っていたんだけど、他の⼈に添削してもらったら、がっかりしたよ。間違いだらけで、⽂章もめちゃくちゃ︕︕OMG︕︕僕もまだまだがんばらなきゃいけないみたい
だ。それからメールを送信するときも、WORDファイルをどう送信したらいいのかよくわからなくって何度も送っちゃったよ。へへ︕先⽣がちゃんと受け取れているといいな
あ……明⽇から修学旅⾏だ、まっていろよ沖縄、まってろよ海︕︕

張 爽さんの⽇記



⾝体検査

2010.04.09

今⽇は初登校⽇、学校で⾝体検査を受けた。⾝⻑が2センチも縮んじゃったよ︕︕︕きっと測り⽅のせいだな。でも体重が8キロも増えていたのは衝撃だったよ。8キロも太った
なんて初めてだ。これからはあまり⾷べないようにしないと。これ以上デブらないよう、ダイエットだ。でももっとショックだったのは、視⼒検査表が全く読めなかったこと。
400度数のコンタクトをつけてもＣレベル以下だった。また視⼒が落ちちゃったよ︕︕︕

張 爽さんの⽇記



富⼠急ハイランド

2010.04.11

富⼠急ハイランドは⽇本の三⼤遊園地の⼀つであり、その中でも最も刺激的な遊園地だ。富⼠急は4つのギネス記録を持っている。「FUJIYAMA」は⽇本⼀のジェットコースタ
ー。最⾼時速130km、最⼤落差70m、全⻑2045m、地上79m、所要時間3分36秒︕そして「ええじゃないか」︕最⾼時速126km、地上76m、全⻑1153m、レールのループ2
回、レールのひねり5回、座席回転7回の計１４回転・・・。お化け屋敷、超戦慄迷宮。これが⼀番やばい。実際の廃病院が使われていてる。2階建てで、外には花が敷き詰めら
れ、中は漆⿊の闇だ。中に⼊ると、まずは病院に関する映画を⾒せられる。。。ある2⼈の中学⽣が⼊院をしていた。⽬を覚ますと何かがおかしい。逃げ出そうとしたその時、
⾃分の内臓がなくなっていることに気がついた・・・。。さあスタートだ。各グループには⼩さな懐中電灯が⼀つだけ⼿渡される。その⼩さな明りを頼りに、真っ暗な病院の中
を⽮印に従って進んでいく。⾎⽣臭い内臓や、汚れた服、埃と⾎にまみれた器械が、全ての曲がり⾓に配置され、中は、⾃分の⼼⾳が聞こえるほどに静まり返っている。突然背
後から⾜⾳が聞こえてくると、あとは恐怖のあまり叫んで逃げ惑うばかりだった。次は、「トンデミーナ」。地上43m、アームの⻑さ25m、最⾼降り幅240度、最⾼速度
102km、回転速度13km、回転直径8.5m。そのほかにもたくさんのアトラクションがある。以前に⼀度、幸運にも富⼠急に来る機会があり、その時にはジェットコースターや
ウェーブスインガー、ティーカップなどで遊んでとても楽しかったのだけど、残念なことに、お化け屋敷だけは毎⽇⼈数制限があって⼊ることができなかったんだ。機会があっ
たら絶対にまた富⼠急ハイランドへ来ようと思う。あの恐怖のお化け屋敷をもう⼀度体験するんだ︕︕皆も時間があったら、是⾮遊びに⾏ってみて︕︕

張 爽さんの⽇記



3泊2⽇の勉強合宿

2010.04.17

学校が始まって2⽇でもう3⽇間の勉強合宿が決まった。僕たち特進クラスはHONDAの⼯業産業パークに⾏った。実際は⼯業産業パークって⾔うより観光地みたいな感じだった
けど。⼭深くにあって、中には豪華なレストランがたくさんあった。カーレース場やゲームセンターもあった。桜は満開だし、すごく居⼼地がよくかった。そこで3⽇間⽣活し
て僕たちがとくに感動したのが、そこの料理の豊富さ。しかもすごく美味しい。みんないっぱい⾷べてたなぁ。3⽇間でHONDAの⼯業区を⾒学して、⽔素⾃動⾞にも乗ってみ
た。なんでも世界でたった6台しかないんだとか。他の時間はずっと集中して勉強してた。夜には同じ部屋の友達とたくさん話も出来たし、本当に楽しかった︕︕

張 爽さんの⽇記



NHKで韓寒の

2010.04.27

昨⽇の夜7時頃、NHKの番組で韓寒のインタビューが放送された。30分の番組のなかで韓寒のインタビューは10分ぐらい。韓寒は中国を代表する新世代作家だ。ベストセラー
もたくさんあり『上海ビート（原題 三重门）』や、散⽂集『零下⼀度』、⼩説『像少年啦⾶馳』『⻑安乱』『⼀座城池』『光栄⽇』、⽂集『通稿2003』『韓寒五年』、選集
『毒』、レーシングエッセイ『就这么漂来漂去』ブログ選集『雑的⽂』など。彼のブログは新浪ブログで2010年4⽉27⽇18時16分現在、アクセス数363,585,361でトップだ。
27歳の彼は上海フォルクスワーゲン333レーシングチームのプロレーサーでもある。⼩説家としてもレーサーとしても彼は80后（中国の80年代⽣まれの若者）の象徴そのもの
だ。インタビューの間中、泰然として様⼦で、80年代以降の中国の姿そのものだったよ。

張 爽さんの⽇記



宮乃餅

2010.05.08

昨⽇数学の先⽣から《宮乃餅》というお菓⼦を頂きました。すごく美味しくて、⾒た⽬も綺麗。なんでこんな素敵なお菓⼦をもらえたのかというと、実は先⽇先⽣が三⾓形に関
する問題でちょっと詰まってしまったときに、僕がやり⽅を思いつき、代わりにその問題解いたのです。へへ、先⽣ありがとうございました、すごく美味しかったです︕

張 爽さんの⽇記



番組⾒てください

2010.05.24

⽇本に来てもう9ヶ⽉、ここでの留学⽣活も間もなく終わります。フジテレビの僕とkathlyloveの取材も完結しました。取材内容は5⽉25⽇18:15―――18︓40に放送されま
す︕︕番組はフジテレビの「スーパーニュース」です。みんな、ゼッタイみてくれよ︕︕

張 爽さんの⽇記



ここ何ヶ⽉

2010.06.09

中間研修からずっと⽇記を書いていなかったね。いろいろなことがあったよ。まず5⽉の連休は富⼠急ハイランドに⾏ってきた。初めてじゃないけれど、すごく楽しみにしてい
たんだ。乗っていないアトラクションがまだまだあったからね。でも連休中のせいで道路はずっと⼤渋滞。富⼠急ハイランドも⼈がいっぱいで、どこも⼤⾏列だった。⾼低差⽇
本⼀のジェットコースターFUJIYAMAに乗ったよ。このジェットコースターはいくつものギネス記録を持っているんだ︕スリル満点だったよ。他のアトラクションもまわった
よ。5⽉には中間テストもあったんだ。成績はアップしたよ。特に古⽂は78点、満⾜な結果だね。6⽉にはいって先週は、ホストファミリーと⽇光に⾏ってきたんだ。⾜を怪我
していたけれど、最後の旅⾏だからやっぱり⾏ってきたよ。⽇光でなんと群⾺に住む⻩哲君とばったり会ったんだ。すごい偶然だよね。何も連絡をしていなかったのにだよ。世
界遺産の⽇光をみてまわって、それから⾞で1400メートルの⼭頂へ。バイクのグループツーリングも通りがかって、にぎやかだったな。⼭頂の牧場レストランの⾷事は最
⾼︕︕6⽉14⽇には44名の中国雲南省の⾼校⽣達が僕達の学校に来るんだ。楽しみだな……

張 爽さんの⽇記



雲南省訪⽇団

2010.06.14

今⽇学校に、雲南省から短期訪⽇代表団が来ました︕⼀⽇、学校で交流活動をしたんだよ。僕も学校側の⼀員としていろいろ⼿伝ったんだ。⼀緒に料理を作る活動をしたりね。
お互いの代表が演しものを披露したよ。雲南のダンスなんてめったに⾒られないよね。久しぶりにこんなにたくさんの中国の⾼校⽣たちに会ったよ。とても楽しく、時間があっ
という間にすぎて、お⼟産までたくさんもらっちゃったよ。雲南省訪⽇団のみんな、ありがとう︕︕この⽇本に来たことを、ずっと忘れないでいて欲しいな。たくさんの⼈⽣哲
学を学んでくれよ︕︕みんな、がんばれ︕︕

張 爽さんの⽇記



送別会

2010.06.26

あっという間に6⽉末︕帰国の⽇もどんどん近付いてきた︕今⽇はお姉さんが送別会を開いてくれたんだ︕お兄さんも、4か⽉の⾚ちゃんを連れて東京から駆けつけてくれた
よ︕⾚ちゃんすごく可愛かった。楽しかったなあ︕︕お姉さんの家でBBQ︕︕美味しかった︕︕ありがとうお姉さん︕︕いつかきっと中国に遊びに来てね︕︕

張 爽さんの⽇記
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