
『好久不⾒』

2009.10.15

本当にひさしぶりです。ここではあまりネットが使えなくて、今⽇は学校で保護者会があるので、放課後、部活前の10分間でみんなに近況報告いたしますね。  なぜだか、⼼
連⼼からのメールが2件とも⽂字化けしてしまい、そのままゴミ箱いきに。みんなも私に⽤があったら、学校までよろしく。。。。  みんなも元気かな。。。。私たちの学校は
勉強もハードで、テストもしょっちゅう。ほとんど毎⽇、なんだかんだで、テスト、テスト。。。  ホームステイ先は、みんな良い⼈たちばかりです。⼩さいレストランをや
っているの。だから⾷べるものは⾔うまでもなく。。。  ここはとても景⾊がきれいで、このあたり⼀平⽅キロメートル圏内で、⼀番⾼い建物は4階建ての私たちの学校。どの
家にもたくさん草花が植えてあって、通学路も⾞がほとんど通りません。道路を渡るとき、⾞が来ても、学⽣をみつけると必ず停⾞して私たちを先に通してくれるので、本当に
感謝。。。  でもネットに関しては問題あり。ステイ先にはPCがないからネットもできないの。このあたりでは⽇本語能⼒試験の資料も売ってないし、もうPCが欲しくてたま
らないけど、ネットのつなぎ⽅もわからないうえ、学校の先⽣も購⼊してくれないしね。あーあ、憂うつだな。。。   このヘンでやめときます。もう剣道部の練習に⾏かなき
ゃ。練習は⼀⼈でだけど、部活のみんなと話すのは楽しいからね︕

張 亜新さんの⽇記



ちょっとヘン。。。

2009.11.03

この前、がんばって仕上げた⽇記をまだアップしていなくて、アセル。。。 今⽇の午前中、初雪が降りました。同級⽣と⾃転⾞で坂道にさしかかったら、⽚側のイチョウの葉
はまだ⻘々とした緑⾊、もう⽚⽅はすでに⻩⾊くなっていて、その時同級⽣が唐突に「雪だよ」って。「まさか……」って⾔い終わらないうちに本当に⽬の前に雪が降ってきま
した。でも遠くと⾒ると左の⽅は明るい空が広がっていて、暖かな陽の光が屋根を照らし、右側は厚い雲がたれこめていて雪が舞っていました。済南のパウダーのようなキラキ
ラした雪ではなく、⼿に取れば溶けてしまいそうな無数の六⾓形結晶の雪。しかもかたまりで降ってきて、なかなか溶けない雪です。図書館の窓からは、岩⼿⼭が雲に覆われて
いるのが⾒え、⼭頂にはもう雪が積もっていました。なんだか⼭の⽊が空のように⾒えて、⼭頂に積もった雪はその空に浮かぶ雲のようです。 ちょっと、感傷的になっちゃっ
たかな。でもなんだかウキウキもしています。この間の国語のテスト惨たんたるものだったけれど、数学と英語のテストの結果は思ったよりもよかったし。スケートも楽しいで
す。たくさんのベトナム⼈の友達もできました。こんどは『お茶会』もあります。楽しみだな。  希望もいっぱい。毎⽇が内容豊かで幸せです。

張 亜新さんの⽇記



补︓上周的

2009.11.21

11:47 2009-11-10 ⽕曜⽇ 曇り   今⽇は学級閉鎖の⼆⽇⽬で、昨⽇と同じに勉強している。これからの⼀週間もこのような毎⽇が往復すると思うと、学級閉鎖は全然よく
ないと強く感じている。まえはほかの⼈の学級閉鎖をうらやましいと思ったが、⾃分がそうなると、⼀⽇だけ⽴てた、けれども、学校に⾏きたいという意欲が溢れてきた。   
いろいろな授業の内容が学びたい、⼀番退屈な化学と現代社会さえすればいい。学校全てのことそんなに嫌ではなくなり、やはり失った時に惜しんだよね。
これは⽇本語で投稿されたものです

張 亜新さんの⽇記



困惑

2009.11.21

写真を貼り付けるとどうして確認のページが出ないのかな。しかも写真貼れないし。

張 亜新さんの⽇記



再发⼀次试试

2009.11.21

21:18 2009-11-14 ⼟曜⽇ 微⾬   今⽇はなんかそんなにさむくなかったと思っている。ちょっと⽇本語能⼒試験の⽂字と聴解をして、まだ⾃⼰採点をしていない、どうだ
ったかな。。。   えーと、午後のとき、リビングルームで勉強していたとき、おじいちゃんがはいてきて、「すみません」といった、「えっ︖」私びっくりしちゃった。
「チョコを⾷べてしまった。」「なるほど、実はそのチョコおばあちゃんが買ったのだから、当然にたべられるよ。」おじいちゃんは⾯⽩いね。   晩御飯はおいしいものい
っぱいあったよ。それに私もおばあちゃんを⼿伝って、お稲荷といくら寿司をつくった。下⼿だけど、すごくうれしかったな思い出だったよ。おばあちゃんが作った焼きそばも
いつものようにおいしかった︕   そうだ、暖かいマフラーもイオンでかったなあ。まあまあだったな。あしての茶会たのしみにしている︕＾０＾
これは⽇本語で投稿されたものです

張 亜新さんの⽇記



雪

2009.11.21

 今朝、窓から⾒ると、雪が積もっていて、まだ降っていた。世界は全部⽩くなった。舞っていた雪は⼤きくて、ぽろぽろ窓を通して消えていった。がっこうへの道も10セン
チぐらいつもった。もちろん、記念に写真を撮ったよ。  今⽇は考査の第⼆⽇、数学と現代社会⼆つだけだ。数学はかんたんですが、計算は⼤変複雑だった。現代社会はま
あ、思ったように苦⼿だ。これからもっと頑張るね。
これは⽇本語で投稿されたものです

張 亜新さんの⽇記



和菓⼦を作ったよ

2009.11.26

    きのうはいよいよ１１⽉考査が終わった。午後はひさしぶりの茶道部の部活だった。今回は和菓⼦のつくりです。私ずっと楽しみにしている。その和菓⼦のメーカーは
親切で、ユーモアなひとのおかげで、全然緊張していなかった。作り⽅は思うほどややこしくないが、⼿の⼒の⼤きさを控えることがたいせつだよ。第⼀個の和菓⼦を作ったと
き、まだ上⼿ではないから、実は今も上⼿ではない、何度も破れちゃった、厚さもところによって違った。先⽣の指導と友達の⼿伝いのおかげで、第三個の和菓⼦がよくでき
た。夜のとき、下宿のおばあちゃんとお姉ちゃんと⼀緒に⾃分が作った和菓⼦を⾷べながら、お茶を飲んだ、本当においしかった。「ありがとう」皆さんに⾔いたいんだ、こん
なにすばらしい思い出をもらった。本当にありがとうございました。     明⽇の家庭の授業のとき、料理実践だよ、きっと⾯⽩いとおもう。
これは⽇本語で投稿されたものです

張 亜新さんの⽇記



感動した

2009.12.01

 そろそろもう１２⽉１⽇になった。カレンダーが新しいページ、最後のページになって、⾵だんだん強くなってきた。⼀⽅、友達との感情も深くなって、下宿の⼈たちを本当
の家族たちとしてお互いに思い切っていた。   晩御飯のあと、おばあちゃんがお⽫⼆枚の果物を⽪を剥いて、テーブルの上において、「⾷べてね。」といってくれた。その
とき、感動した。実は今⽇下宿の孫さんがインフルエンザーになった。おばあちゃんはきっと⼼配だとおもっている。それでも、わざわざ私のために、果物を準備した。まこと
に泣きたいぐらい感動した。
これは⽇本語で投稿されたものです

張 亜新さんの⽇記



充実な⽣活

2009.12.03

 最近いろいろな活動を参加して、市⺠茶会とか、調理実習とか、進研模試とか、毎⽇充実で、楽しく過ごしている。  明⽇はブルネイから来た⾼校⽣が登校にくる。わたし
はバディ⽣徒に応募した。楽しみにしている。英語が下⼿だが、今度の活動も東アジア⻘少年⼤交流計画だと知ったとたんに、ぜひ参加すると決めた。私ここに来て、周りの⼈
たちから暖かい助けや思い切りをもらって、本当にありがたい。だからこそ、今回私もほかの国の⼈を⼿伝いたい、異なる国であっても、暖かい助けをあげたい、深い友情を作
りたい。  そして、茶道部の⼀員として、浴⾐がきられて、点前をする機会があるので、ドキドキしている。早くあして来なさい︕
これは⽇本語で投稿されたものです

張 亜新さんの⽇記



ブルネイ

2009.12.09

 今度の写真が掲載できるかどうか、わからないが、前の写真は全部できなかったようだ。残念ね。  先週の⾦曜⽇、ブルネイの⾼校⽣が学校に来て、私が担当していた⼥の
⼦はすごくきれいな⼥の⼦だよ。でも、英語を話すのは本当に困っている。そのとき、⽇本語の便利さが強く感じていた。  夜は部屋で、⼩さいパーティーをした、みんなも
プログラムを出して、うれしかった。そして、私もブルネイのダンスを少しだけ習ってもらった。  ⼟曜⽇はブルネイの⼈たちに茶道をやった。初めて浴⾐を着たので、わく
わくしていた。初めてお菓⼦を運んだときも緊張していた。でも、友達の⾔葉から、勇気をもらって、まあよくできた。ずっと正座だったので、全部終わったとき、もう⾜知覚
がなくなってしまった。  とても充実な週末だった。今は⼆番⽬の学級閉鎖で、あしたは合宿だ、楽しみにしているよ。
これは⽇本語で投稿されたものです

張 亜新さんの⽇記



英語会話の合宿

2009.12.11

昨⽇の朝から今⽇の午後までは来年みんなのオストアリアへの修学旅⾏のために、⼆⽇間の合宿が⾏った。たぶんずっと学級閉鎖なので、だるくなっちゃて、何か本当に疲れ
た。   昨⽇午前はバスで、いこいの村に到着して、ゲームをやりました。英語だけど、ゲームであるので、楽しく過ごした。残念なことに気になった隣のクラスの男の⼦と
同じグループではない。昼ごはんは和⾷だった、驚いた。おしいかったが、正座のままで⾷べるのは⼤変疲れた。   午後からは厳しい授業だった。具合が悪いとき、道に迷
ったときの表現し⽅などのいろいろ⽇常⽤語を習いました。４時間ぐらい⽴てて、みんなも眠くなって、疲れた。晩御飯もいろいろな種類の⽇本料理が並んでいて、しゃぶしゃ
ぶとてんぷらと刺⾝とデザートなど、楽しんだよ。そのあとはクラスメートと⼀緒にお⾵呂に⼊って、のんびりした。   次は発表の準備だった。うちのグループは「⼀年中
の⾏事」をテーマにした。わたし絵が苦⼿だから、ただ傍で応援した。９時半から１０時半までは⾃習で、みんなも静かに勉強していた。私疲れていたが、みんなのじっくり勉
強している姿をみて、最後まで頑張った。   朝は５時５０分に早く起きて、６時半から７時半までも⾃習だった。寝ちゃった⼈いっぱいでた。午前も発表の準備が続いて、
私簡単な飾りやつから、描くことをチャレンジし始めた。⼀番誇りに思うことは、イタリア⼈の先⽣とグループメンバーの意⾒をそろって、きれいにポスターにタイトルを描い
た。⾃分のできることをみつかった、本当にうれしかった。だって、前はずっと、⾃分が邪魔なものだと落ち込んでいた。   午後はいよいよ発表会になった。何回も練習し
たけれども、みんなの前で読んでいたときはまた緊張になってしまって、声もぶるぶるなってしまった。そのとき、顔も真っ⾚になったよ。ほかのグループもうまくできた。あ
るグループの男の⼦はさんさ踊りを踊って、もう⼀つのグループは先⽣と⼀緒に折り紙をやりました。⽇本⼈の男の⼦本当に才能が⾝についているね。   ４時ぐらい、学校
にもどった。そろそろ終わったね。充実な２⽇間だとおもうよ、ただ英語だけじゃない、ほかの事もいろいろならった。グループの⼒をしみじみと認めた。   
これは⽇本語で投稿されたものです

張 亜新さんの⽇記



剣道の正式練習が始まった

2009.12.15

１２⽉１５⽇ ⽕曜⽇    雪    今⽇からの四⽇間は三者⾯談で、午前授業になっている。朝雪がちょっと降っていて、すごく寒かった。そして、家を出ていたとき、
家の前の路⾯が少しだけ氷になって、転びそうになった。   昨⽇から剣道の正式な練習がはじまってきた。皆と⼀緒に服をきちんと着たり、防具もちゃんとかけたりしたま
まで、⽵⼑を使い始めた。まだ、防具をかけるのが苦⼿なので、かごとよくまさつしてしっまたが、我慢して、全⼒出して⾯や⼩⼿を打っていた瞬間は本当にうれしかった。特
に、良い打ちをやったとき、先⽣に褒められて、なによりだよ。氷点下の寒さでも、汗をかいてきた。剣道部のみんなとおしゃべりしたり、遊んだりしてから、疲れがすぐ消え
ていった。積極的にやったら、地味な練習なのに、うれしさや趣も⾒つかれた。剣道部の皆さんの熱中して、やる気出している様⼦を⾒れば、⾃分も感動せずにはいかない。   
これからは学校が冬休みが、特進コースは冬期講習になる予定で、頑張るよ。
これは⽇本語で投稿されたものです

張 亜新さんの⽇記



晴れの⽇

2009.12.17

2009年12⽉17⽇  ⽊曜⽇  晴れ   今⽇はいよいよ晴れていた。正午のとき、⽇当たりは暖かくて、眩しかった。今⽇の剣道部の顧問先⽣が来なかったので、初めて⼥
⼦の皆と⼀緒に回して、⼆⼈で練習していた。やはり、⼀⼈で練習するときとまったく違いない。⼀⼈で打つとき、若⼲斜めになっても、気づいていない。しかし、相⼿を打つ
とき、少しだけ斜めになったら、相⼿を命中できなくなった。そして、⼈によって、⼒とか、打ち⽅とか微々な違いもあるし、受ける⼈にした場合、よくミスしてしまった。皆
にとっても迷惑をかけた。けれども、私「すみません」を⾔ったとき、皆はいつも私を慰めてくれて、泣きそうに感動した。   帰るときは⿂市場に寄った。イカ焼きを待っ
ていた、やさしいおばあちゃんと知り合った。そのおばあちゃんは英語がへらへらして、中国にも旅⾏したことがあって、なんとなく⽣活の趣をいっぱい⾒つかっている⼈だと
おもう。これからもメールでもっと話をしたい。世界のいろいろな⼈と知り合うことは時々不思議だと嘆き、⽣命の中の⼤切なこととしてわたしはこれからも楽しんでいくよ。
これは⽇本語で投稿されたものです

張 亜新さんの⽇記



クリスマスparty

2009.12.23

明⽇、あさってと、出張などでみんなが揃うのが難しいので、今晩クリスマスpartyをしました。（9⼈の⼤家族︕） お⺟さんはケーキを買ってきて、おばあさんはチキンとポ
テトとの果物の料理を作り、私はお菓⼦の買出し担当、それからプレゼント交換の準備も。  おばあさんが私たちがプレゼントをたくさん準備するのは⼤変だろうと、⼀⼈ひ
とずつプレゼントを準備して、くじ引きでプレゼント交換をしようと提案してくれました。これならみんな、ひとつずつプレゼントをもらえるからね。⾃分のをあてちゃう、な
んてコトもあるかもしれないけれど、9⼈全員に喜んでもらえるプレゼントを選ぶのはタイヘン。私のプレゼントはクマのプーさんのパズル。出来上がると額に⼊った絵画みた
いになるんだ。みんなはなにを準備しているのかな、ワクワクしちゃう。本当は、おばあさんかお姉さんのプレゼントがあたるといいなあって思っているんだけど。。。

張 亜新さんの⽇記



明けまして おめでとうございます  

2010.01.06

 遅れたお祝いだよね。すみません。  今も毎⽇冬期講習が続いて、毎⽇国数英各８０分で、⼤変だ。英語はＢクラスからＡクラスに昇進して、宿題の量も難しさもどんどん
増えてきた。  こっちはほとんど毎⽇雪が降っている。いつでも窓から⾒ると、世の中真っ⽩で、銀世界だ。屋根の上に１５センチぐらいの雪が積もって、かわいい帽⼦をか
ぶったようだ。  そよ⾵に雪漂って、趣のある、まさに岩⼿の冬。  クラスメートと部活の友達から何枚も年賀状が届いて、微笑みながら皆の暖かい⽂字をよんで、とても感
動した。皆の⾔葉から、すごく勇気とパワーが得られた。  
これは⽇本語で投稿されたものです

張 亜新さんの⽇記



明⽇から、17歳の旅

2010.01.17

昨⽇と今⽇はずっと学校で⼊試のお⼿伝い。朝6時45、気温は-10度、⼊り⼝で挨拶し、靴袋の準備から早速開始。午後の4時までずっと会場係りをして疲れました。でも時々、
休憩時間の数分間にみんなとおしゃべりができて楽しかったよ。当番の交代の時、廊下でお互いにがんばってねって声を掛け合って、ペットボトルにはそれぞれウサギや、こぶ
たやキリンの絵を描いたり、セリフも書き込んだりしていたけれど、試験会場で先輩⽅に⼀⻫に視線を向けられると気持ちもビッと引き締まりました。皆さんと⼀緒にがんばら
なきゃ︕私にできることなんて少しだけれど、受験⽣が実⼒を発揮できて満⾜の⾏く結果が出せるようにお⼿伝いをしたいな。  明⽇は、私の17歳の旅の始まり。この始まり
のときに、希望を抱き、夢に向かって進んでいけますように。傍にいてくれる友達、優しい先⽣、そして⼤事な家族に感謝を。  盛岡は相変わらず真っ⽩い雪⼭にぐるっと囲
まれています。でも私の⼼の中の美しい⻩⾊の梅の花は既に満開で、すばらしい⾹りにあふれています。

張 亜新さんの⽇記



博物館を⾒学した

2010.01.24

 今⽇はおじいちゃん、お孫さんと⼀緒に岩⼿県⽴博物館へ⾒学に⾏った。⽇本の地質学、考古学、⾃然史少しだけ学んで、岩⼿県の地域⽂化をいろいろ了解して、いい勉強だ
った。  また、体験教室で「掛け軸」をこともたちと⼀緒に作った。めっちゃ⾯⽩かった。  帰る時は伝説の「四⼗四⽥ダム」をよって、おいしいそばを⾷べた。とてもうれ
しかった。  充実な⽇曜⽇だ、また、岩⼿県いっそう好きになった。
これは⽇本語で投稿されたものです

張 亜新さんの⽇記



節分

2010.02.03

2⽉3⽇  ⽔曜⽇  雪 とても寒い  今朝、とても寒かった。雪がさらさらと降って、北⾵も強く吹いていた。こんなに寒い⽇には私は 暖かい記憶をもらった。  放課
後、いつもどおりにホームルームをやって、先⽣が2⽉考査や全統模試のことを毎⽇繰り返して いた。皆が起⽴して、「さようなら」と挨拶直前、先⽣が何パックのピーナツ
（⾖）を出して、節分 こそ、「⾖まき」をやりましょう。  先⽣と⼆⼈の男の⼦が⻤になって、みんなが教室で次々ピーナツを投げて、⼀番かわいそうなのは 先⽣だ。いつも
まじめで、厳しい先⽣がずっと⿊板の前に、⾶び越えたり、逃げたりしてしまった。 ほぼ皆すべて先⽣の⽅向に投げてしまった。  私、ずっと笑っていた。本当に感動して、
うれしかった。うちらのクラス⼤好きだ。先⽣もクラス メートのみんなも。  岩⼿県の冬は⼤変寒いけれども、ここの⼈たちはいつも私の⼼を暖めてくれている。  下宿帰っ
て、もう⼀回「⻤は外、福はうち」を叫びながら、皆で⼀緒に「⾖撒き」をやったり、⾓ 向いて、無⾔で「恵⽅巻」を⾷べたりした。おばちゃんが作った恵⽅巻はスーパーで
買ったのよりも うまかったよ。
これは⽇本語で投稿されたものです

張 亜新さんの⽇記



春の息がきける

2010.02.23

 今⽇は久しぶりの晴れだ。昨夜は⾬がずっと降っていた。「春⾬」かな。学校への道は雪が溶けていっている。⾬が降ったので、氷と⽩雪が交わていて、まじかわいかった
よ。  ⽇当たりが射しているところは暖かい。昼休みは４階のクラスから隣のクラスの男の⼦たちが校庭の芝で野球を投げ合っている⽣き⽣き姿をずっと⾒ていた。なんとな
く中国での⾼校の記憶を思い出されたね。皆も各⾃の夢をめざし、⼀⽣懸命進んでいるね。  私もまけねよ〜春に早く来てほしい、花びらの散り舞い季節で、新し旅を⽴て⾏
こう〜
これは⽇本語で投稿されたものです

張 亜新さんの⽇記



⼀年の計は春なり

2010.03.20

 特進ＳＰコースに⾏くことになって、来週からは９⽇間の春季講習が始まる。⼤変そうだけど、もっともっとならいたい、ぜひ頑張る。  そして、先⽣によって、この前私
が参加した⽇本語弁論会は東北地⽅を通して、これからは８⽉全国⼤会に出るそうだ。  春の⾵に夢をのせて  汗かいてもゴールまであきらめず  
これは⽇本語で投稿されたものです

張 亜新さんの⽇記



盛岡の天気

2010.03.27

 今⽇は春期講習の五⽇⽬、朝は若⼲寒かったが、晴れていた。  10時ごろ、いつの間にか曇ってきた、牡丹雪が降り始めた。お弁当を⾷べながら、窓からみれば、真っ⽩の
世界だった。⽩雪に反射されたひかり、意外にまぶしかった。  放課後、道に積もっている雪は溶けはじめた。北⾵強くし、いっそう寒くなっている。  ああ、盛岡の春早く
来てほしいなあ。  ねえ、神様、雪舞い散りじゃなくて、桜づすよ。あたしの願い聞こえますか︖
これは⽇本語で投稿されたものです

張 亜新さんの⽇記
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