
⽇本に着きました

2009.09.02

⽇本に着いて、昨⽇は海に⾏きました。爽快でしたよ。 今⽇はネットに。⾯接時の⾃分の写真を⾒ましたが、まさかこんなふうに写っていたなんて。 キャー︕今度、絶対に交
換してもらおう....

王 暁瑩さんの⽇記



とりあえず

2009.09.02

昨⽇東京に着いてから、海にも⾏ってきました。もう⼤興奮。これからここでの11ヶ⽉、過ごすのですね。ハハハハ︕︕

王 暁瑩さんの⽇記



homestayの始まり

2009.09.06

嬉しいな。インターネットできて、中国語も打てる。これより嬉しいことない。 新しい家庭に来たよ。⼤家族。明⽇から授業も始まるし、とっても嬉しい︕⼀年間、きっとや
っていける。 頑張ろう︕︕︕

王 暁瑩さんの⽇記



⽣活 感動

2009.09.10

⽇本に来て１週間がたちました。学校の先⽣もみんなもとても親切で、いろいろ⼿伝ってくれます。みんなに迷惑をかけて申し訳ないですね。今は、⼀⼈でホームステイ先にも
帰れます。初めて下校するときは、クラスメートがついてきてくれました。そして「がんばってね。⽇本での⽣活楽しんでね｣と、いってくれました。嬉しかったな。クラスメ
ートのみんなも、とても親切です。⼾惑うこともなくクラスに溶け込めました。仲のいい友達も何⼈かできましたよ。 ホームステイ先もみなさん親切です。まちがったとき
も、優しく教えてくれます。いつも体のことを気にかけてもらい、本当に嬉しいです。外国⼈登録証の⼿続きも済みました。１０⽉には⽂化祭があります。楽しみです。１０⽉
のはじめにはまた、ステイ先が変わるとのことですが、どんなところかな︖

王 暁瑩さんの⽇記



⽇記がアップしない

2009.09.10

２本の⽇記がアップしないのはナゼ︖︖︖ 前のはなんとなく書いたものだけれど、今回のは気持ちを込めて書いたのに︖︖ もう⼀回やってみよう。 みんな親切で、嬉しいで
す。⽇本のクラスにもなじんできました。友達もできました。みんなからいろいろ助けてもらい、嬉しく、なんだか申し訳なくも感じています… 学校には中国⼈の先⽣もいら
っしゃいます。とてもよくしていただき、いろいろなことを教えてくださいます。 登校はスクールバスですが、帰りは電⾞です。ちょっと遠いですが、体も鍛えられていいか
な。 制服は緑⾊、エコカラーですね。ハハハ︕ 来週の試験はどうしよう。教科書もまだそろっていないのに、何をテストするのかな。とりあえず、受けるだけ受けてみよう。
１０⽉には⽂化祭があります。楽しみだな…

王 暁瑩さんの⽇記



今⽇のテスト....

2009.09.14

今週はずっと試験です。なんていうとたいへんそうだけど、実はそうでもないの。毎⽇早く帰れるしね。 昨⽇はずっと数学。４⽉から新学期で、みんなより５か⽉分も遅れて
るのに︕︕ でもまあまあのできでした。⽇本語の⽂章よくわからなかったけれど、そんなに難しくもなかったな。 でも、やっぱり練習問題もやったことのないものだし、公式
も多すぎて、今⽇でみんなわすれちゃった。 試験はなんとかこなせています。でも国語現代⽂にはお⼿上げで、テストもほとんどわけがわからない…家庭科はまだテキストも
受け取ってないのでなんともいえません。 来週は連休で学校が休みです。やった〜

王 暁瑩さんの⽇記



テストなんて

2009.09.17

今⽇は物理のテスト。簡単だろうと⾼をくくっていたら、加速度に関する問題が出題されてしまった。これって。⾼⼀の物理なの︕中国の⾼⼀のレベルよりは簡単だけれど、こ
れはまだ勉強していない︕汗…問題は公式を導き出す形式で、数学的な知識でとけるものもあったけれど、もうよそう。まだ教科書だって受け取っていないのに…英語は、⻑⽂
読解。何とか意味をつかんでも、こんどはそれを⽇本語にしなきゃならない…ホント、もうお⼿上げ。でも、がんばらなきゃね。この⼼連⼼サイトでみんなの⽇記をみている
と、充実した毎⽇を過ごしているようだね。今は⼸道部の練習を考えるとワクワクしてきます︕ 最近は特に何もないけれど、テストがね…

王 暁瑩さんの⽇記



休みだ︕︕

2009.09.18

この1週間のテストがやっと終わりました。明⽇から5連休、今までの分、取り戻すぞ。⾳楽のテストはかえって来ましたが結果はヒサン~~~⾳楽的センスなんてもともとない
のに、テスト難しかった....

王 暁瑩さんの⽇記



いい気分

2009.09.23

期末試験は散々だったけれど、今巻き返してるとこ。もともとは古典を強化するつもりだったけど、教材がなくて困ってるんだ。 おととい美術館と仙台交流センターへ⾏った
よ。美術館ではたくさんの絵が飾られてた。すごく綺麗だとは思ったけど、何を表してるかまでは分からなかったな･･･ 仙台交流センターは、ちょうど会議の⽇と重なってしま
って、ロビーをうろうろするぐらいしかできなかった。東京のと似てる。⽇本に来たばかりの5⽇間の研修を思い出して、すこし感傷に浸った･･･カレーライスは美味しかったけ
どね。 昨⽇はおそばを⾷べたよ。⾊んな種類があるんだね。すごい。でもあの冷たいおそばだけは⾷べる勇気がない。それを⽣卵と混ぜてる⼈達を⾒て、失神⼨前。私はやっ
ぱり⽕が通ったものが好きだなあ。 9⽉26⽇にはお家が変わる。どんな所かな。⼦供が3⼈いるって聞いたけど。⼀番上が5歳、下はまだ⾚ちゃんだって･･･また⼦供のお守りだ
なぁ。ふふふ

王 暁瑩さんの⽇記



⽂化祭準備

2009.09.24

今⽇の午後は、全校で⽂化祭準備の為、授業がナシ。私は途中からこの学校にきたので、委員会に担当を決めてもらいました。私は夢がかなって、ずっとやってみたかった模擬
店に参加します。 午後は、みんなと⼀緒に造花を⻑くつなげて飾り付けを。⽂化祭は１０⽉３，４⽇です。私は「オーダー」の担当。ウェイトレスですね。⽩シャツと⿊のパ
ンツを穿きます。⿊のパンツは持っていないので、買わなくちゃ… 模擬店の他にも、合唱の発表などもあるそうで、きっと⼤盛り上がりになるだろうな。 どうも当⽇はウケね
らいで、私にウサギの⽿をつけさせようとしているらしいの…

王 暁瑩さんの⽇記



気軽に⼀筆

2009.09.25

今⽇の午後相変わらず授業がなく、やはり⽂化祭のため準備でした。明⽇また授業があってその後また休みです o(∩_∩)o... 最近授業は少なく、ほとんどテストの解説です。
国語では電⼦辞書は本当に⼤切で、授業中ほとんど使いっぱなしです。以前は国語の授業は難解で、わからない単語を覚えて、そのあと⼀つ⼀つ調べるだけしかできなかったの
ですが、今はだいぶ良くなりました。 今⽇はホームステイの最後の⽇、本当に名残惜しいところがありますが、これも体験でしょう。

王 暁瑩さんの⽇記



新しいホストファミリ

2009.09.26

今⽇、新しい家族に着た。私はいま⽇本のコンピュータを使う。楽しいです。
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



⽣活

2009.09.29

昨⽇、海を⾒に⾏きました、あそこは海だけでなく、橋とか草とか、⾮常にきれいなところです。でも、カメラを忘れてしまいました。すこし残念でした。 家族では、⼦供が
三⼈います、⼀番うえのこは5歳ぐらいだけれど、下の⼦はまだ⾚ちゃんです。みんな親切で、⼦供もかわいいです。 本回のホストファミリはすぐなれた原因はたぶんこの前、
もう⼀ヶ⽉ぐらいのホストファミリを経験するのです。ですから、今の以前の家族に⼼から感謝しています。
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



興奮とスーパー

2009.09.30

昨⽇⼭﨑先⽣からの電話を受けました、とても興奮しました。そして、東京で研修したことがいろいろ思い出されました。 午後、スーパーに⾏きました。中国と⼤体同じです
が、果物とか野菜の売り⽅が違います。⼀本⼀本で売ります。そのほかに、おいしそうなお菓⼦もたくさんあります、⾷べたい︕ もうすぐ10⽉⼀⽇で、その⽇の中国はどんな
姿でしょか、楽しんでいます。
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



10⽉1⽇

2009.10.01

朝、テレビから北京の天安⾨のすばらしい姿を⾒ました。すごい⽴派で、よく知っている場⾯をみて楽しかったです︕ もうすぐ中秋節を迎えます、私の学校ではちょうど⽂化
祭なので、いいだ。みんな意義がある祝⽇を過ごしましょう︕泣かないでね。 ⽇本もmoon cakeがありますが、中国と違いがあって、模様がないのだ。 はい、以上です。
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



帰り

2009.10.02

昨⽇は⾃分ひとりでバスのりばまで⾏って⾒ました。でもかえりで曲がるのを忘れたので、家の周りを三回回りました。実は、正しい道と間違い道は５０ミートルだけでした。
今⽇は始業式です。⽣活信条を⾔った、でもまだよく覚えられないので、⼩さい声で⾔った。私の学校は育英と秀光にわけますから、他の留学⽣はみんな育英ですが、わたし⼀
⼈秀光です。彼らは今⽇から授業が始まる。 今⽇の準備は受け取りですから、初めはあまりなれなかったので、みんなすみません。でも、きっとがんばります︕きょうは全部
の教材を貰ったので、重い︕
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



⽂化祭

2009.10.03

今⽇は⾮常に楽しかった。朝喫茶店の受付の仕事です、最初はちょっと難しいですが、2回ぐらいやって⾒てから、だんだん出来なくなりました。昼ごはんは喫茶店のホットケ
ーキです、やすくて、おいしいです。 今⽇は、いろいろな⾷べ物をたべました、焼き⿃、⽔餃⼦、好のみ焼き。。。そして、剣道を体験した。⽔餃⼦は中国⼈の就学⽣がつく
りました。先、彼たちはわたしが中国⼈だと知らなかった。わたしは中国語で「餃⼦」というと、みんなびっくりした、それからみんな興奮でした。外国で中国⼈に会えるのは
こんなに難しいですが、今⽇は何⼗名会った。 学校の中庭でコンサートがあります、誰でも歌えます。特に、お化け屋敷が怖かった。くらいし、お化けがとこかから出てくる
のをぜんぜんわかりません。「近付かないでくださいといえば⾔うほど、近付きます」。出るとき、助けてくださいといいました。でも、楽しかった。
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



⽂化祭２

2009.10.04

今⽇は喫茶店の仕事がないでした。ですから、友達と⼀緒にそどへ⾏きました。暑つくてたまらないですが、楽しがった。中国⼈の留学⽣に話してから、みんな6年⽣です、来
年の4⽉に⼤学に⼊ります。育英で留学⽣がいっぱいいます、でも秀光では留学⽣がわたし⼀⼈だけです。昨⽇中秋節で、かえられませんが、⽔餃⼦をだべて、そんなに悲しく
なかった。 今⽇は学校の楽器クラブの演奏でした、みんなほんとにすごいです。わたしのような楽器が苦⼿なひとは⾳楽にも興味を持つようになりました。 そのほかに英語ク
ラブの公演もすごいです、みんな発⾳がきれいし、主⼈公の気持ちもちゃんと演じました。あしたは休みです、あさってから普通の通りに授業です。また、もうすぐ試験だ、頑
張れ︕
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



古典国語

2009.10.06

今⽇は先⽣が私に古典国語を詳しく説明してくださいました。⽇本で漢⽂も習います。でも、読み⽅が違うので、まず⽇本語の順番で並んで、そして読めます。最初は難しい
が、だんだん出来るようになりました。楽しいです。 今⽇は同級⽣に「何歳ですか」と聞かれた。『15歳です」と答えると、彼⼥はびっくりした。じつは、彼⼥は私がもう１
７・８歳だと思いました。わたしは本当にそんなに歳を取りそうですか︖︖︖︖
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



ともだち

2009.10.07

昨⽇は乗り換えの電⾞に間に合えなかったので、ともだちはお⺟さんにメールを送って、ホストファミリまで送って下しました。何度も感謝したのに、私の感動された気持ちを
ちゃんとあらわせません。 今⽇は、古典国語授業で、みんなグループを作って、昨⽇の宿題の答えを⾔いました。みんなに迷惑をかけないように「わたしを待たなくていいで
す」と⾔ったのに、みんな私のためにゆっくり⾔ったのを感じられました。本当にありがとうございました。 いま、友だちがたくさんできたので、毎⽇たくさんの⼈に挨拶を
します。今⽇はクラスメートは宮城県に演奏に⾏った。いい成績を摂るのを祈ります。 明⽇、台⾵があるので、休みです。
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



台⾵ 古典

2009.10.09

昨⽇夜6時ごろ台⾵が来ると天気予報が予報した。でも、実は夜11時来たのでした。朝、⾵も強いし、⾬もひどいし、天気は⾮常に悪かった。私の学校は台⾵が来るかもしれな
いと聞いてから、すぐ休校に決まりました。 今⽇は古典の授業で⽇本の読み⽅で漢⽂を読みました。ああ︕出来ませんでした。 明⽇から四連休です、最近は休みすぎました。
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



ピクニック

2009.10.10

今⽇は公園に⾏って、ピクニックに⾏きました。その公園は⼭の上にあるので、ちょっと寒かったです。ホストファミリのお⽗さんの会社のみんなが開催した。到着してから、
まずみんなに⾃⼰紹介をした。 その後は社員のおじさんと話した。おじさんはとても⾯⽩い⼈です。英語を習いたいって、時々英語で私と会話した。いしょうにサッカをし
た。
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



修学旅⾏

2009.10.18

まず、このテーマを⾒て、みんな興奮しないでください︕︕ 本番の修学旅⾏ではなくて、出発前の準備だ︕ でも、旅⾏は三⽉だと⾔われている。まだまだね︕早すぎ。
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



裁縫道具に関して みんなは

2009.10.19

昨⽇、今⽇の家庭基礎科で使う裁縫道具を持ってくるようにと⾔われ、みんなに、⼀体どういうものか聞いてみた。服を縫うものだって教えてくれたけれど、私が持っているの
はハサミとふた巻きの⽷だけ。まさか全員が.....あんな⽴派な裁縫セットを持っていたなんて。何⾊もの⽷や、様々な太さの針。実物を⾒て、もう呆然。中国で服をつくろうと
きは、あんなにややこしくないよ。服をつくろうだけなのに、まるで刺繍.....キョーガク 今は毎⽇合唱の練習があって、私は⼥声ソプラノ。ハハハ。優勝したらカレーがただに
なるんですって。

王 暁瑩さんの⽇記



合唱

2009.10.23

最初は、ちょっと忙しかった。毎⽇合唱の練習があるし、英語を⼀⽣懸命勉強している。充実な⽣活を暮らしている。⾃分の⽬標に向かって頑張ります。そして、部活について
考えている。部活に⼊るかどうか迷っている。参加すると、電⾞に間に合えないと思う、そして家に着いたら、たぶんもう8時かなあ。でも、参加しないとちょっと残念かな
あ。。。
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



家で歌の練習

2009.10.24

今⽇は晩御飯を⾷べた後、家で合唱の練習をした。情けないことに、⾚ちゃんが私の歌を聞いてるうちに寝てしまった。うう･･････

王 暁瑩さんの⽇記



休校

2009.10.28

インフルエンザのため、明⽇から休校です。4⽇間分の宿題をどっさり出されました。1,2組は⽉曜⽇からだったのですが、私たちのクラスはそれほどひどくなかったので、ち
ょっとおくれて休校です。

王 暁瑩さんの⽇記



困ったこと

2009.11.02

今⽇、いくら待ってもシャトルバスなかなか来なかった。平⽇私と⼀緒にバスを待つ⽣徒は⼀⼈も来なかった。そのとき、ちょっと可笑しいと感じた。8時になったとき、バス
はまだ来なかった、私は家に戻ると決まりました。先⽣に電話してみると、今⽇は来⽉の『天皇誕⽣⽇」の代わりに、休みになりました。ですが、何で私全然知らなったの︖
昨⽇、焼⾁を⾷べました。でも、昼ごはんは⾷べ過ぎたせいで、あまり⾷べませんでした。そして、景⾊もきれいだし、⾷べものもおいしい公園に⾏った。中国からの観光者に
たくさん会いました。でも、声をかけなった。久しぶりの中国語に再会して、もう満⾜でした。
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



がんばらなければ

2009.11.03

まず本⽂を書く前に、嬉しい報告をさせてね。やっと中国語で⼊⼒できるようになったよ︕この前までこのパソコン、他の問題もあったけれど、⽇本語からしか⼊⼒できなかっ
たの。なんとかセッティングできたけれど、タイヘンだったよ。 ここからが本⽂ね。 これは私が北京で研修を受けているとき、雑誌で読んだの。今私たちは必死でがんばって
毎⽇を過ごしているよね。外国に来て、友達とも離れてそれぞれの⽣活をおくっている。本当はこんなコト、以前の⾃分だったら考えたことも無かった。思い起こせば、中学校
の寮に⼊ったばかりの頃、1週間に1回しか家に帰れなくて、あの頃は家が恋しくて⼀⽇に何回も泣いていたな。それからも3年間、中学を卒業するまで寮住まいだった。そして
今、また異国で⼀⼈。全てが夢の中のよう。 ファイト、負けるな、がんばるぞ。がんばったことが成⻑になるんだから。がんばらなければ始まらない。がんばらなければ⽣き
てる意味が無いしね。

王 暁瑩さんの⽇記



昨⽇ 今⽇

2009.11.04

昨⽇お寿司を⾷べた。全部100円でした、でもちょっと⼩さかった。昼ごはん後、奈良時代の遺跡を訪ねました。遺跡は遺跡に恥じない。階段のほか、何も残らなかった。
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



昨⽇ 今⽇

2009.11.04

先、インターネットは切りちゃった。だから、続きます。 でも、その遺跡を通して、以前の豊かな光景を想像できる。その後は東北歴史博物館に⾏きました。新⽯器時代から
近代までの⽂物が博物館で保存されている。また、⽇本昔の農⺠の家を⾒学した。⼤変勉強になりました。 今⽇は模擬試験だった。うちの学校で試験がいぱっいある。明⽇も
試験がある。英語の聴解試験です。oh,my god! 今⽇の試験は、数学が良かったと思う、英語も以前より上りました。でも国語は今まで困ります。
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



試験 

2009.11.05

いろいろな原因で⽋席したクラスメートはやっときた︕主任の先⽣は嬉しがったので、みんなにおいしいお菓⼦をくださいました。でも、もっと⼤きいとよかったね。 今⽇は
リスニング、国語、英語の試験を受けた。昨⽇は県内試験、今⽇は校内試験だった。⼤変だよね︕国語はまだ難しい。それは全部何だろう︖ 今⽇は理系の医進コースを選ん
だ、そのほか政治経済、⽇本史を選んだ。⼤体４⽉ぐらい新しいクラスに⼊る。 じゃ頑張って︕
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



鍵 試験の終わり 合唱

2009.11.06

先⽇、鍵をなくなってしまったと⾔ったが、かばんの⼀番奥に⾒つけた︕帰りのどこかに落ちたと思ったので、駅員に聞いてばかりいた。そして、部屋のどこでもゴミ箱までも
捜してみたのに、意外にもかばんにあった︕ ですから、今⽇⽇記を書いて、先⽣に伝えたいです。保険⼊りません、新しい鍵にの料⾦は⾃分で払います。私の間違いのせい
で、⼭崎先⽣までも謝りました。本当にすみませんでした。 今⽇は試験がやっと終わった︕みんな「おめでとう」といって、私を祝いましょう︕ 11⽉12⽇、合唱の試合になり
ます。⾮常に⼤切な試合なので、毎⽇練習している。うちの学校は⾳楽が強いから、もし負けてしまえば、恥ずかしいなあ。更に、学校の宣伝にぴったり合わない。 最後に、
来週の⽉曜⽇から⽔曜⽇までまた休み、毎年⼀度の家庭学習⽇だ。
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



⾬

2009.11.11

今⽇は⾬だった、実は⽇本のような海洋性気候に属している国で⾬は普通だろう。でも、家庭学習⽇なので、家では私⼀⼈だけだった。だから、なにかすればいいか分からな
い。座っていた、座ったまま。。。。 静か過ぎてたまらない。電気をつけても、とどのつまり太陽じゃないだろう。静か、確かに静かだった。 そどは⾬でも、出掛けてみよう
と思って、出かけた。もみじ、⾏⼈に何度も踏まれたもみじだ。もう、秋か冬か分からない季節だ。 あした、晴れてください。
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



秀光祭 

2009.11.13

学校の構造が複雑だ。秀光、英進、外国語と⾔う3つの部分に分けてる。 祭というのに、実は合唱コンクールだ。うちのクラスは3組で、最優勝賞は2組、次1組。つまり最後と
⾔うことだ。 でも、でも、優勝朗読者賞はうちのクラスだ。無料のカレーがなくなっちゃた。友達は「たべられるよ」と教えて、興奮した。。。。。。。。。。。しかし、⾃
分で払うほうが良くない︖ ⾔わなくても分かるよ︕ あした、合奏。私、⾒るだけ。私は学校で珍しいひとと⾔える。まず、秀光で留学⽣が珍しい。次、楽器がまったく出来な
い⼈は私だけだろう。
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



楽しい⽇曜⽇

2009.11.15

まず、バスに乗って、利府駅で降りて、そこで仙台⾏きの電⾞に乗ったの。 仙台に着くと、友達が改札⼝前のパンやさんで待ったの。彼の⼥は⾮常にかわいい⾝なりしたの。
彼⼥より、なんか私まるで男⼦かなあ。ピンクの服を着てるけど、まったく灰⾊のウインドブレーカーに隠れてしまった。下は、ズボンだった。 ストラップを買った時、私ま
ったくたまらずにミッキーに選んだ。男⼠なあ。ドレスよりやはり運動着の⽅が好きだ。だから、剣道部に⼊ると決まった。 テーマが迷ってしまった。昼ごはんはハンバーガ
ーだ︕ 最後は仙台国際交流センターに⾏った。出掛けようとした時バスがちょうど来た、⾮常に急いで⾛った、幸い間に合った︕
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



⽇曜⽇の出掛け

2009.11.17

出掛けと⾔うのに、実は友達と遊びに⾏くだけだったの。 その⽇、彼⼥⾮常にかわいい服を着て、彼⼥よりを私の⽅がまったく男⼦かな。ピンクの服を着ていたのに灰⾊のウ
インドブリーカーに隠された。下はズボン。。。。 最初は、私たち⼆⼈は話してばかりいたので、乗り過ごしちゃった。地上から地下に戻って。。。。 昼ごはんはハンバーガ
ーだった。午後は仙台国際交流センターに⾏った。
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



裁縫

2009.11.17

家庭科でイチゴを作ったの。秀光の男⼦はすごいね。楽器も裁縫までも出来る。恥ずかしいと感じるのは、私、⼥⼦⼀名だ。でも、でも、裁縫で私より男⼦でももっと得意な
の。。。 先⽣に何度も「抜き直してください」と⾔われちゃった。 布の側まで約0.7センチの線に沿って⼀周抜いてから、引っ張ると、ぐちゃぐちゃになるの。でも、わたし
引っ張りすぎたので、緩むようになっちゃった。 でも、わたしが⼤失敗の時、もう出来上がった⼈はいた。 思えば思うほど、私の事、本当に⼥⼦なの︖
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



⾬に思い

2009.11.18

昨⽇⼜⾬ふりちゃった..... 最近、⾬が多いね︕梅⾬かなあ。仙台で晴れる⽇は太陽がすごく輝かしい。⾬の⽇はなんか中国の南⽅みたいだ。でも私、傘を開いて散歩する気持ち
がないよ。役場前と⾔うバス停で降りて、携帯電話についてのことを確かめに⾏きました。出掛けたとき、仙台でバスが少ないことを思い出した。 バス発⾞時刻は電⾞到着時
刻に合うので、1時間は３台しかないのだ。 歩いて帰りたいけど、⾬もひどいし⾵も強いし。最後にタクシーで帰ったの。運転⼠は親切で、家まで送ってくれた。 今回は⾬の
せいで気持ちが悪くなったと⾔う主題ではないよ。 天気は⼈々の⽇常⽣活と緊密な関係があるだけ⾔いたいよ。
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



変化

2009.11.20

最近いろいろなことが変わったのに気づいた。 私は「王さん」から「英ちゃん」に変わった。そう、そうです。それは名前、呼び⽅であると同時にクラスメートと仲が良くな
ったの証明じゃないか︖今のクラスとの距離がもっとちかくなった。もう、クラスに解け合っただろう。 出掛けて帰ろうとするとき、「仙台駅」に⽬を向くたびに、いろいろ
な思い出が出てきた。側の⼈たちは⽇本語でしゃべるとき、時々不思議だと思ってる。みんな⽇本語でしゃべるわけではない。多分⾃分が以前思わなかったことをしてるわけだ
ろう。 もう秋だ。⼜は秋か冬かはっきり分からない季節だ。 もみじも緑から⾚になっちゃった。
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



ずっといろいろ考えている

2009.11.24

先、範くんの⽇記を読んだ。内容の中に「マヤの予⾔」についてちょっと書いてある。ところで、私も最近「時間と空間」と⾔う本を読んでいる。前からずっとこんな本に興味
を持ってる。たくさん神秘的な物語を聞いて、例えば、ある⼈は不明の⼒に捕まえてこの世界で消えたように⾏⽅不明だ。だが、何年、何⼗年も経って、突然に戻ってきた。
⼜、パイロットとコントロールされる⾶⾏機と⼀緒に消えた。でも、そのパイロットは空から第⼆回世界⼤戦の場⾯を⾒たと⾔うような話も聞いたことがある。 不思議だ
な。。。。。時間はいつから始まったの︖いつ終わるの︖宇宙の始まりにつれて、時間も始まったの︖時間と空間はどんな関係があるの︖この世界でどこでも時間が同じなの︖
分からないな。
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



近研模试̶̶成绩

2009.11.30

国語は、なんとビリじゃなかったけれど、惨憺たる結果。 数学は、点数は良くなかったけれど、上位に⼊っていた。 英語はフツウ。 明⽇もまたテストだ。がんばるぞ。

王 暁瑩さんの⽇記



テスト 先⽣（⼀）

2009.12.05

テストは全部終わった︕結果はまだ知らないけど、でもやっと終わった︕ ２７⽇から⼀⽉７⽇まで冬休み、古典の課題はすごくあって、困るよね。 担任の先⽣︓⾯⽩い⼈で、
テストの後みんなに飴をくれた。その前、全員出席で、うれしがっていたので、⾼価なおいしいお菓⼦を買ってくれたことがある。放課後、「席に着け」と命令したのに、みん
なから返事をもらわなかった。だから、優しく「席に着きましょう」と⾔って、わたし、わらちゃったの。数学の先⽣であると同時に、⾳楽と化学もできる。いつも、私をびっ
くりさせたの。 世界史︓おじいさんの年だよ。いつか、どこかから出てくるか分からない。みんなに「神出⻤没」と⾔われる。ある⽇、りんごの種は何個あるかを確かめるた
め、実際に数えてみたの。かわいい。
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



12⽉

2009.12.08

いつしか3ヶ⽉間経ちました。 始めて来た時の不安と緊張は時々思い出されたの。 でも今もうゆったりと落ち着いていて向き合えて来た。 そのときの緊張感、みんなの前で⾃
⾏紹介の時、⼝が頭に控えられなかった。 でも今、みんなと仲がいい友達になった。⼀緒に遊び、話したり、笑ったりする。 3ヶ⽉間、3ヶ⽉間経った。 どんな速い交通⼯具
でも時間の流れる速さに追いつけない。 三味線もだんだんうまくなってきた、何でも、どんどん⾏けてる。 ちなみに、明⽇中国の短期留学⽣がうちの学年に来るって でも、う
ちにクラス以外、私がいるから。。。。。 じゃ、頑張っていくわ︕
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



通訳

2009.12.09

今⽇は育英からの中国留学⽣が学年に来た。 じつは最初会えないと思ったの、会うと⼆⼈の⼥⼦だった。 みんな来たばかりので⽇本語はまだあまりしゃべれない 教室に⼊ると
誰か「えいチャン」と呼んだの 「どうした」 「中国⼈の留学⽣は来た、今⼀組なの。でもあまり⽇本語が分からないけど」 「じゃ、通訳するわ」 数学の授業についての説明
だった。そして、⼀組の⽣徒に頼んで留学⽣を化学室までつれてもらったの いい経験だった。
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



中間研修

2009.12.12

昨⽇交流センターからの郵便を読んだ。その中に『中間研修」についてのことを書いた紙も⼊ってた。 2⽉15⽇は多分春節かな。。。。。 みんな京都に集まって外国で春節を
過ごすのもすばらしいね、何か楽しんでる。 でも私3⽉の修学旅⾏も京都に⾏くので、⾏けるかな ですが、以上全部の楽しませることの前に、冬休みの宿題を終わらないとい
けない。
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



裁縫の初成功

2009.12.15

以前は失敗してばかりいたのに、今度はやっと成功した。 先⽣はきれいだって、考えずにまっ⾚のスタンプを押した。 やった︕はははは。
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



お久しぶりです

2009.12.27

先週初め、家のパソコンの状態がずっとよくなくて、だからずっとオンラインしていません。いまになってようやく⽇記を書くなんてまったくどうしようもありません。ついで
ながらいまの新しい家庭の中では、⾃分は⼀番年下の⼀⼈です。お兄さんと、⾃分より1才上のお姉さん、さらにかわいい⼦⽝が⼀匹、6⼈家族といったところでしょう。 先週
クリスマスで、クラスではプレゼント交換をしました。とにかくおもろいこといっぱいで、今でも⾔い尽くせません。

王 暁瑩さんの⽇記



お久しぶりです

2010.01.05

今回は私も丹丹さんの⼗⼋番のタイトルをつかってみようかな。でも本当に久しぶりだからね。1⽉の初⽇記です。 1⽉は新しいファミリーとの⽣活が始まる⽉でもあります。
以前の⽇記もじっくり読み返してみました。もう4ヶ⽉ですね。 みんなの⽇記をずっと読んでいたら、なんだか⾃分が恥ずかしくなちゃった。私ってまだまだだな。 仙台のお
正⽉と中国の旧正⽉を⽐べると、やっぱり中国の⽅がにぎやかかな。爆⽵もバンバン鳴るしね。あちこちに真っ⾚な灯籠が掛けられるけど、⽇本はお正⽉と書かれて、縁起物の
がついた飾りがひとつだけ。 静かに過ごして、年賀状を受け取って、おせちを⾷べる以外はほとんどいつもと変わらない感じ。 そうそう、2⽉の研修は、おもいっきりはじけ
ようね。

王 暁瑩さんの⽇記



お休み超たくさん

2010.01.11

ステイ先の家族から学校の予定表をみて驚かれちゃいました。 【ずいぶんお休みの多い学校なのね】 わたしはちょっと嬉しいけれどね。お休みが多いのは、いいことだ。 3⽉
なんて、17⽇間もお休みがあるの（⽇曜⽇も含めてね）。 前のクラスメート達は学校が始まったばかりかな。でも私は楽しい修学旅⾏へ出発︕ 別に⼈の不幸を喜んでいるわけ
じゃないけれど.....ちょっとはあるかな。

王 暁瑩さんの⽇記



久々の⽇記

2010.01.22

みんなの⽇記を⾒ていると、どうやら数学が得意な⼈が多いみたいだね。 私の数学の成績は、まあまあって感じ。前は図を描くっていう習慣がなくて、不等式を解くにも式を
そのまま解いてた。微積分も、直接結果を書いてただけだし......例えばよく分からない分数がn等分されたりしてもね。我ながらすごいと思う 物理は、学年で第6位。まだいい
⽅だと思う 化学は、順位には⼊らないけど、それでも平均より15点くらいは⾼かった 英語は⼀個が平均より20点⾼くて、もう⼀個は15点⾼かった。 あとは、世界史なんだけ
ど、これについては何も⾔いたくないo(︶︿︶)oはあ、ひどかった そういえば中間研修がもうすぐだね、楽しみだなあ

王 暁瑩さんの⽇記



⽇記

2010.02.05

ずっと⽇記を書いていなかったから、お⺟さんが⼼配しちゃって、もしこれ以上書かなかったら本気で怒るわよって⾔われた。。。。。 久々に来てみて、なんだかますます恥
ずかしくなっちゃった。範くんはもうあんなにポイントを貯めてるのに、わたしときたら....... ここ最近⾊んなことがあったんだけど、時間が経っちゃったせいで、⼀体なにが
起きたのか忘れてしまった。 唯⼀覚えているのは京都⾏きの⾶⾏機のチケットを受け取ったこと。それで今すごい憂鬱になってる。だって京都研修のあとに3⽇⽬のテストがあ
るんだよ、考えただけで嫌になる。⾏かなくてもいいとかないかな︖へへ、まぁきっと無理だろうけど。こんなこといっても、ただの空想だよね︕ 明⽇から学校。休みは終わ
り。また早起きしなくちゃあああ。。。。。

王 暁瑩さんの⽇記



予想外の⼀⽇

2010.02.06

朝⽬を覚まし、窓の外を⾒て呆然…… 雪、⼤雪、暴雪。 昨⽇は確かに晴れだったのに、今⽇の朝は⾒渡す限りの銀世界。こんなこと考えられる︖ 予想外。 でも下の事件に⽐
べたら、こんなこと⼤したことじゃない。 [寮⽣殺⼈未遂事件] 事件現場︓育英⾼等学校。驚かないで、これ私の学校の姉妹校。 しかも、容疑者は育英の中国⼈留学⽣…… 殺
⼈未遂の被害者は、彼と同じ寮の⽇本⼈学⽣。 以上が私の知る限りの情報。 どうしてこんなことになってしまったのか、私には分からないけど、何か原因があったんだろう。
原因が何か、きっと皆には予想できると思う。ただの⼝喧嘩が、国と国との問題に発展した。 たぶんこんなとこだろう。 でも、育英は育英、秀光は秀光。この事件のせいで私
の⽣活が乱れることはない。 それがせめてもの救い。

王 暁瑩さんの⽇記



中間研修に関する質問です

2010.02.07

もし先⽣がこの⽇記をご覧になったら、是⾮回答をお願いします。 仙台から京都まで⼀⼈で⾏くことになると思うのですが、このことに関してです。 ⾶⾏機のチケットは仙台
から伊丹までになっていますが・・・伊丹ってどこですか︖空港に着いたら京都駅まではどうやって⾏ったらいいのでしょうか︖集合場所はホテルですか︖ 先⽣、必ずお返事
をください。よろしくおねがいします。

王 暁瑩さんの⽇記



なんて⼀⽇

2010.02.08

⼟曜⽇に⼤雪がふって、そのあと晴れたので溶けてきたけれど、夜にすごく寒くなって、また凍ったみたい。 今朝、家を出るときまだ雪が積もっているだろうと思って踏み出
したら、ツルっと滑ってしまいました。電⾞に乗り遅れそうだったので、転んだことになんてかまっていられません。でも駅に着いたら、電⾞は6分遅れで到着。 それから、学
校で模試を受けて、現代⽂⻑すぎ。古⽂はもうパス。 お昼ご飯のとき、みかんをたべようとしたら....... ミカンがお弁当箱の蓋に押されてつぶれちゃってた......... まったくも
う︕

王 暁瑩さんの⽇記



やっと中間研修の⽇記

2010.02.24

⼤晦⽇の夜に爆⽵はなかったけれど 夜空に花⽕も上がらなかったけれど 春節の雰囲気はなかったけれど 35⼈、全員がひとつのところにあつまって みんなと⼀緒に過ごせた最
⾼の春節 5⽇間なんてあっという間にすぎてしまって 気がついたら2⽉ももうすぐ終わり。あと4ヶ⽉ちょっとで帰国。 時はとまることなく過ぎていく

王 暁瑩さんの⽇記



スキーに⾏ってきました

2010.02.24

今は『冬も終わりで、だんだん⽇が⻑く』なってきた時期ですが、私はもう春がそこまできていて新芽が芽吹く季節のように感じています。 春ももうそこまできていますね。
この時期にスキーに⾏ってきました。 みんなは毎年⼀回は⾏っていますが、私は初めてです。 ワクワクして、ちょっと緊張です。 スキー板を抱えて、スキー場へ。スキー板っ
て重いですね。 板をつけてさっそく滑ってみたら、あせって、みごとにひっくり返りました= = クラスで全くの初⼼者は私だけなので、インストラクターがはじめからつきっ
きりで教えてくれました。 みんなの⾜をひっぱっちゃって、ほんとうにごめんなさい。。。 滑るたびにひとつひとつ教えてもらいました。でもインストラクターは私が外国⼈
だって知らなかったみたい。 それからリフトに乗って、⼭頂までのぼり、本格的に滑り始めました。 何度も転んで、スキーの基礎がわかってきました。なんとか前に進むこと
は出来るようになりました︕ でも、後がタイヘンでした。滑っているときは気付かなかったけれど、家に帰ってみたら⻘あざだらけ。 ⽬が覚めたとき、殴られたみたいに痛か
ったよ。

王 暁瑩さんの⽇記



⽇記少ないなあ

2010.03.08

最近のことを報告するね。まずは、卒業しました。2⽉27⽇に盛⼤な卒業式を挙げてもらったんだ。 ハハハ ⾼校の卒業式なんて⼀⽣で⼀度しか体験できないはずなのに 私は２
度も︕まあ、今回もらったのは本物の卒業証書ではなくて『名誉』卒業証書だけど、とにかく私はもう、卒業しちゃったんだ。 みんなは私がもう帰国するんだって思ったみた
い。すごく感動しちゃった。

王 暁瑩さんの⽇記



天気

2010.04.09

もう４⽉を迎えた。⼀時冬と「さようなら」といえる。 私って寒いときがあまり好きではない。 仙台で冬は雪やら⾬やらよくあることだ。⾬のとき寒くて、傘を開かなければ
ならないの、⾯倒くさいなあと思っている。 ３⽉、どう考えても雪が降る時期ではなくてしかも⼤雪だった。全球の天気ともおかしくなってくる。 やっと春が来て天気もよく
なってきて、晴れさえすれば気持ちも明るくなるわ。
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



地震

2010.04.20

⻘海省で⼤地震があった。 千九百余りの⼈が命を落としてしまった。 あしたは全国が哀悼になっていた。私たちは海外にいて、救援 に⾏けないが、⾃分の居住地で被災者のた
めに祈りましょう。
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



いろいろ

2010.08.05

やっと帰ってきた。両親に会えて、うれしいと感じると同時 に、悲しいことに、私たち３５⼈がそろそろ分かれを迎える。 それから、それぞれ⾃分の⼈⽣が始まって、元の⽣
活に戻る か、新しい暮らしを迎えるかどちらかだ。 ⼀⼈として悲しくなってこない⼈はいなかった。仲間たち、帰 っても、永遠の友達だよ。⼀緒であった時間が短かったけ
ど、 お互いに⼼が結ばれている。絶対、また会う⽇がある、そのひ を待っている︕
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



うっとうしい

2010.08.06

帰国してから、万博に⾏きたいとずっと思っていたけど、この間新聞から「上海は今、３９度の⾼温を越えている」というのを知った。やっぱり南⽅は天津よりずっと暑い。と
いうわけで、万博への旅を延期すると決めた。 楽しみにした旅を延期せざるを得なくて、これはうっとうしいことのひとつだけだ。 １７から２６にかけて、うちの学校の中学
を卒業したそろそろ⾼校⼀年⽣になる⽣徒たちは⼗⽇間の社会実践に⾏かなければならない。社会実践といっても、整列など退屈な訓練を受けるに過ぎない。しかも、⼗⽇間っ
て、余りにも⻑すぎる︕避けようにも、避けられない。 私の短い夏休み。。。。。
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記



故宮

2010.08.07

あした故宮に⾏くつもりだったけど、先ショックのことを知った。天気予報によって、明⽇華北地域で来週の⽉曜⽇まで続く⼤⾬が降るそうです。 何で私はいつもこんなにラ
ッキーじゃないことに遭ってしまうのだろう。
これは⽇本語で投稿されたものです

王 暁瑩さんの⽇記
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