
幸せとともに

2009.09.06

昨⽇、⾶⾏機から眺めた福岡に到着しました。⾔葉にできないほどワクワクしています︕ \(^o^)/~ 福岡ってこんなにきれいでにぎやかな街だったんですねO(∩_∩)O︕ しか
もホームステイ先もverybeautiful。周りの環境も良くて、⼆階建てのお屋敷です。 お⽗さん、お⺟さんもとても親切で、ユーモがあって⼀緒にいると、とても楽しいです。 お
ふたりとも、スゴイの。 お⽗さんは英語、韓国語がぺらぺら、中国語も少々、さらに料理の腕前もバッチリ。昨⽇のカレーライス、今⽇のお昼のチャーハン、おいしすぎる︕
このとてもきれいなお⺟さんは、⼦どもが6⼈もいる偉⼤な⺟親でもあるのです。⾞の運転も得意で、迎えに来てくれたとき、ずっとしゃべりながらスイスイ運転してくれまし
た。⼀緒にいるとすごく楽しい。(*^__^*) 私には、4⼈のお兄さんとお姉さん、弟がひとりずつできました（でも弟の⽅がデカイ〜〜~~~~(>_<)~~~~がんばらなきゃ︕
↖(^ω^)↗） 東京でお会いしたお兄さんはすごくかっこよかったです。 今はお姉さんと弟と⼀緒にいますが、お姉さんが⾵邪をひいているので、⼀緒に遊べません。でもすご
く明るくて活発な⼥の⼦ですよ。ダンスが上⼿で英語も得意で、友達もたくさんいます。早くよくなって、⼀緒に遊びたいな。待ってるね・・・ ステイ先のご家族、みんな⼤
好きです。本当に感謝しています。1年間、楽しく無事に過ごせますように☺

張 芸潼さんの⽇記



ハッピーO(∩_∩)のO~~

2009.09.30

今⽇はハッピー(∩_∩)O︕サイコー!!!!(〜o〜)~zZ 今⽇はバレーボール部の練習が5:50ぐらいに、早めに終わりました。古⽂の先⽣が終了の挨拶を。良い先⽣で、⼤好きです
❤。本当はとっても厳しい先⽣で、あまり笑わないし、答えられない⼈にはきつい⾔葉もあびせますが、私は⼤好きなのです。集合時、私を⾒かけると、笑って話しかけてくだ
さいました︕⽇本の古⽂のことをちゃんと質問しようと思い、服を着替えてから先⽣を探しにいくと、まだいらっしゃいました。クラスの担任の先⽣ものこっていらっしゃいま
したO(∩_∩)Oそれと英語の先⽣--⼤好きな、5組の英語の先⽣です。数学の先⽣は、スゴク可愛らしくて、間もなく結婚なさいます。みんな⼤好きな先⽣達ばかりです。なんて
ラッキー︕古⽂の先⽣に今⽇はいつお帰りになるのかと聞いたら、まだ時間があるとのこと。早速、古⽂を教えていただきたいとお願いし、何から聞いたら良いかと考え。。。
そこからとても楽しい1時間が始まりました。。。 この1時間、会話もスムーズでした（⽇本語って話しても、聞いてもステキな⾔葉ですね）。さすが先⽣は、とても判りやす
くお話をしてくれ、まずははどこから⼿をつけたら良いのかわからなかったのですが、他の先⽣も話に加わってくださり、いろいろ相談をして、今後⽇本の⼤学に進むのなら、
古⽂も必要だし、ここにはあと1年いるので、わからないままでいるわけにはいかないので、がんばって勉強したいと伝えました。となりにすわっていらっしゃった英語の先⽣
も、私に笑いかけてくださいました︕そして古⽂の先⽣に英語は問題ないとおっしゃってくださり、私には化学の先⽣もとてもほめていたといってくだいました。もう、嬉しい
ことばっかり。先⽣⽅がどれが⼤丈夫で、問題があるのは、と聞いてくださり（教科ごとね）、化学はダイジョウブです⾔ったときに、化学の先⽣がほめていたわよ、といって
もらったんだ~~~~O(∩_∩)O~，ヤッター。それからも先⽣の話を真⾯⽬にきいて、古⽂の先⽣も私を気に⼊ってくださっているみたいです^_^。担任の先⽣もコッチを⾒て
いらしたようです。途中、古⽂の先⽣が『むずかしいね 』とおっしゃいましたが,わたしは 『はい』とは答えず、『（いいえ）たのしいです』とこたえると、先⽣はにっこりと
わらってくださり、隣の英語の先⽣にもこのことを伝えると、英語の先⽣も『さすが』といってくださいました~~O(∩_∩)O~~。ほんと、勉強っておもしろい、これからもど
んどんいくぞ〜 知り合いもたくさん増えました。毎⽇数え切れないほど挨拶をしています。友達の友達はみんな私の友達です。こんなにたくさんの良い⼈たちと知り合えて、
みんなともっと仲良くなりたいですね。明⽇は休みだyeah︕︕︕︕ 復習がんばるぞ︕

張 芸潼さんの⽇記



違う⾓度から⽇本のアニメを⾒る

2009.10.17

今⽇私の⼀番好きなアニメ--コナンを⾒ました。 なんか、前に⾒たときとは全く違う感じがしました。中国ではただ好奇⼼で⾒ていて、中に出てくるものがなんなのかなんて
ほとんど分かっていない状態だったんだけど、今⽇⾒たときは、なんだか慣れ親しんだ感じというか、アニメに出てくるもの、例えば電⾞や⾃動販売機、⽇本独特の習慣なんか
は今全部私の⾝近にあって... ⽇本語もかなり聞き取れたんだよyeah︕ この調⼦でがんばるぞ↖(^ω^)↗

張 芸潼さんの⽇記



夜⾷べすぎたー

2009.10.17

今⽇の夜は本屋さんへ⾏きました。帰りになんと焼き芋屋さんを⾒つけたんです。お姉ちゃん⽈く、冬になるとたくさんの⼈が買うみたい。さっそく⼆つ買うことに。いつもは
⼀つ500円なのに、今⽇は⼆つで500円。ラッキー。しかもおじさんが⼤きいのを選んでくれました。美味しい︕お姉ちゃん最⾼︕夜ご飯はトンカツ。美味しい。でも⼤きなサ
ツマイモを半分も⾷べてしまったので、お腹がいっぱいに。ふふ。 本屋さんに⾏ったから祭典には⾏きませんでした。⽇本のお⺟さんがりんごあめをお⼟産に買ってきてくれ
たのに、⾷べ切れなかった。どうしようかな︖フフ

張 芸潼さんの⽇記



ESS

2009.10.20

今⽇はバレーボール部はお休みをさせてもらい、ESS（英語）に参加してきました。 参加者は3名、私とクラスメートと、1年⽣の⼥の⼦。それから、なんと教師歴30年以上の
英語の先⽣︕ まず⾃⼰紹介してから、英語でディスカッションを開始。たくさん話せて楽しかったな。でも⾔葉がごちゃまぜになることも――英語と⽇本語が⼀緒になってし
まい、英語で話しているつもりが気付いたら⽇本語で話していた、なんてことも︕でも、ほんとどはちゃんとした英語で話していました。こんなに気持ちよく英語で話せたのは
久しぶりです。こういう活動は良いですね︕ 笑い声もたえなく、いきいきした雰囲気の中、内容もとても充実していして、すごく印象に残りました︕

張 芸潼さんの⽇記



2009.9.21 野球、活動

2009.10.21

今⽇の体育は野球で、初めて野球をしたのは昨⽇です。昨⽇は⼥⼦の⼈数が奇数だったので、私は先⽣とペアを組んで練習をし、楽しかったです。先⽣ありがとうございまし
た。 今⽇の試合は、あまりルールがわからないので、みんなに次はどうしたらいいのか確かめながら参加。ファインプレーだったのは、ボールを打って出塁し、次のチャンス
でダッシュしてちゃんとベースを回れたこと。グランドにいる⼈も、他のみんなも拍⼿喝采してくれて、嬉しいかったなO(∩_∩)のO~~ 午後はある活動に参加。とはいっても
これも部活動だけれどね。知的障害をもつ⼦ども達が通う⼩学校が近くにあります。今回の活動はここの⼦ども達との交流です。時間は限られていたけれど、仲の良い友達と4
年⽣の男の⼦と⼀緒にボール遊びをしてきました。 ⼀番印象に残ったんのは先⽣の⾟抱強さ。⾃分でちゃんとできるように⼀つ⼀つ、やるべきことを教えていました。間違え
ると、なぜ間違えてしまったのか、例えば砂の⼊った⽔⼊れを渡し、⽔が飲めるか聞いて、飲めないと答えたら、先⽣が「だからこうするのは。。。」⽣徒「だめです」。 ⼩
学校へ⾏き帰りの間にもみんなといろいろ話をして、またたくさんの知り合いが増えました。何度も聞かれているようなことを話しただけだったけれど、楽しかったよ。。。
O(∩_∩)O~~

張 芸潼さんの⽇記



パソコンの授業

2009.11.11

今⽇のパソコンの授業で、2進法を勉強しました。 ずっと勉強したいと思っていたけれど、教えてくれる⼈がいなかったし。先⽣がわかりやすく説明をしてくれたので、よくわ
かって、なかなか、おもしろかったです︕ がんばるぞ︕

張 芸潼さんの⽇記



北海道の旅 2009.10.27~30

2009.11.11

北海道のすばらしい景⾊ ⾛っている⾼速バスの窓から⾒る⾵景は、⽊々が連なり、⻘々とした葉がしげり、⼩川はキラキラ光る⽔しぶきを上げ、遠くにはぐるりと⼭に囲まれ
た⼀⾯の⽔⽥が広がり、稲穂がやさしく揺れている。 ⾼速道路を降りると、ガイドさんが道の両脇の⽮印の看板はなんでしょう、と私たちに聞いてきた。ふいに以前に⾒た映
画『⾮诚勿扰』（北海道で撮影された）を思い出した。ここでは真冬になると道路が雪に埋もれてしまうので、この⽮印がここが道路ですよ、という⽬印になるのだとか。映画
の中のきれいなシーンが頭の中に浮かんできた。あのときは、こんなところに⾏ってみたいと思っていたけれど、まさか本当に⾃分がそこ来ているなんて。もう、ワクワクす
る︕ ⽐瑛の丘では、さらに北海道の美しさを満喫。⾞を降りたとたん寒さを感じ、澄んだ空気を吸い込み、⼩さい建物に⼊ると、上のほうは緑に覆われ、⼭が延々と連なり、
空が広がっている。なんてきれい︕ 体験活動 午前中は⻑い距離を⾃転⾞で移動。地平線が広がり、上は⻘い空、下には緑の草原。なんてきれい。午後はジャムとアイスクーリ
ーム作りを。⽢くておいしいな、へへ、、、 楽しいお買い物 ⼩樽はショッピング天国。班のみんなとあちこちまわって、チョコレート、花畑牧場の⽣キャラメル、バ成タ，ま
りもなどなど、たくさんお買い物…… ペンション、ホテル ペンションのご主⼈はとても良い⽅︕ 到着したとき⼩⾬交じりの天気で、ちょっと疲れていた私たちを、「お疲れ
様︕」と笑顔で迎えてくれて、なんだか⾃分の家に帰ってきたようなホッとした気持ちに。 ホテルはとても豪華で、プールや温泉もあって、ホテルを満喫〜 また⾏きたいな︕

張 芸潼さんの⽇記



美瑛の丘

2009.11.11

いっぺんに写真アップできないので分けてねO(∩_∩)O~~ 美瑛の丘

張 芸潼さんの⽇記



美瑛の丘

2009.11.11

美瑛の丘（体験活動での） なんで1枚ずつしかアップできないの︖

張 芸潼さんの⽇記



アイスクリーム

2009.11.11

アイスクリーム ジャムの写真は2.07MB アップできない、，，

張 芸潼さんの⽇記



体育の授業

2009.11.11

今⽇の体育の授業でバスケットボールをしました。ほとんどの⼈（私も）は、初めてだったけれど、なかなか盛り上がって、シュートもたくさんきまったよ。楽しかった︕

張 芸潼さんの⽇記



期末試験、がんばる

2009.11.22

来週の⽊曜⽇から期末試験。頑張ろう↖(^ω^)↗

張 芸潼さんの⽇記



3ヶ⽉だ

2009.12.01

⽇本に来てもう三ヶ⽉、光陰⽮のごとし、だね。 ここの⽣活にもずいぶん慣れてきたよ。 みんなには本当に感謝、こんなに良くしてもらって。 お姉さんは、たくさん、たくさ
んの楽しいことをくれて、お姉さんがいてくれれば、私はいつでも幸せ。 ⼀緒に騒いで、⼼から笑って。 ホストファミリーのお⽗さんお⺟さん、先⽣、学校のみんなに助けら
れて、私は感謝で胸がいっぱい。 毎⽇が楽しくて、とても幸せ。 三ヶ⽉は留学期間の四分の⼀だけど、まだまだこれから。⼀⽇、⼀⽇を有意義にすごさなきゃね︕

張 芸潼さんの⽇記



思いもよらず

2009.12.06

進研テストが終わった。 まさか、数学で全校⼀位をとるなんて。 まさか、英語で全校⼀位をとるなんて。 まさかまさか、化学でも全校⼀位だなんて。 本当に思いもよらなか
った。

張 芸潼さんの⽇記



私のお姉さん

2009.12.06

お姉さんはダンスの練習をしています。 みんなも応援しているよO(∩_∩)O~~ ハハ お姉さんの夢はすばらしいダンサーになること (*^__^*)

張 芸潼さんの⽇記



ミュージカル映画

2009.12.13

昨⽇、お姉さんと、すごく良い、ミュージカルの映画を⾒たよ。困難を克服し、⾃分の意⾒を堂々と伝え、偏⾒や侮蔑の感情を捨てようって、メッセージがこめられていた。
みんな素晴しい『ノド』を持っていて、歌もすごく良かったよ。 街をぶらぶらして、プリクラも撮って、楽しかったO(∩_∩)のO~~ あー、シアワセ，，

張 芸潼さんの⽇記



雪が降りました

2009.12.18

今⽇福岡では雪が降りました ⽇本に来てから雪を⾒るのは、今回が初めてです すごく綺麗 だけどすごく寒い O(∩_∩)O~~

張 芸潼さんの⽇記



クリスマス

2009.12.26

昨⽇はクリスマスで、canal cityに⾏きました、\(^o^)/~⽇本のクリスマス⼤好きです︕ それからケーキを⾷べられて、24⽇にホームステイ先の家のお姉さんとケーキを作っ
てくれて、とてもおいしいかったです。 クリスマスの時canal cityはとても美しくて、沢⼭のイルミネーション、クリスマスの飾りがあって、鈴とか、松の⽊の枝のつくるリー
ス、クリスマス・ツリー。とてもにぎやかで、そこに住んでいるようです︕昨⽇はそこで本当に楽しく待ち巡り。 24⽇にホームステイ先のお姉さんの韓国の友達が福岡に着い
て、いっしょに英語と⽇本語で話をして、とても楽しかったO(∩_∩)のO~~が 本格的に冬休みになって（補習にもう⾏かなくていい)、有意義で楽しい休みを過ごしたいです︕

張 芸潼さんの⽇記



温泉

2009.12.30

昨⽇ホームステイ先のお⺟さん、おばあさんといっしょに温泉に⾏きました。 とても綺麗で、視覚的にも⾝体的にも癒されました。抹茶の⾹りも特に好きで、嗅覚的にも楽し
めましたよ。 ⽇本のお⺟さん、ありがとうO(∩_∩)O~~ 名物の伊都物語⽜乳まで買ってくれて、とてもおいしくて感動でした、、、

張 芸潼さんの⽇記



カレー

2009.12.30

今⽇ホームステイ先のお⽗さんからカレーライスの作り⽅を教わりました。お⽗さんはとっても料理上⼿で、ずっとおそわりたいと思っていました。中国に帰った後も⽇本のお
⽗さんみたくうまく作りたいなあ。

張 芸潼さんの⽇記



正⽉に着物

2010.01.03

1⽉1⽇に ついに綺麗な和服を着たよO(∩_∩)O~~

張 芸潼さんの⽇記



たのしかった

2010.03.08

昨⽇、友達と⼀緒に買い物に⾏きました。おそろいかって、いっぱい話して、楽しかった。 彼⼥は⾃分が⾏きたい⼤学に合格しました。奨学⾦ももらいました。これから⼤分
に⾏きますから、会うチャンスが少なくなります。彼⼥がこれからいい⼤学⽣活をすごせるように祈ります。
これは⽇本語で投稿されたものです

張 芸潼さんの⽇記



あさってから⿅児島へ⾏きます 楽しみにしています

2010.04.01

あさってからホストファミリーのお⽗さんと弟と⿅児島へ⾏きます 楽しみにしています ⿅児島の温泉に⾏きたいです
これは⽇本語で投稿されたものです

張 芸潼さんの⽇記



春休みはもうすぐ終わります

2010.04.01

春休みはもうすぐ終わります 誕⽣⽇の⽇に三年⽣になります 早い でも部活も頑張ったし 勉強も頑張ったし 遊んだし 充実でした
これは⽇本語で投稿されたものです

張 芸潼さんの⽇記



昨⽇⾷べ放題の店に⾏きました

2010.04.01

昨⽇⾷べ放題の店に⾏きました。 ケーキをいっぱい⾷べました、美味しかった。 でもこのままじゃやせられないわ
これは⽇本語で投稿されたものです

張 芸潼さんの⽇記



感谢⼤家

2010.04.11

迎来⽣⽇的当天，我成为了三年级学⽣。 16岁的我，还不能说是⼤⼈,不过我已经能理解很多事情了，⽐以前长⼤了。 以前听到⼀句话后，马上哭了，⼀直没能忘记。就是「⽣⽇
应该祝福的不是⾃⼰，⽽是⾃⼰的⺟亲」。⺟亲很⾟苦地⽣下了我。 谢谢爸爸，妈妈培育了我。 我现在感到了⾃⼰的重要，为了使⽗⺟⾼兴，要带着感恩的⼼情努⼒。 来到⽇本
后，我把⾃⼰快乐和难过的事情都对⽗⺟说了。有好的事情时，⽗⺟感到⾼兴,说到难过的事情时，⽗⺟担⼼地睡不着。说了难过的事情后，总是很后悔。让你们担⼼了，对不起，
妈妈,爸爸。我的⼼和⽗⺟的⼼真的是相连的。 我的⽣命不仅是⾃⼰的，对爱我的⼈，在意我的⼈都是很重要的。做事时必须考虑到别⼈。如果不这样，很可能会伤害到爱⾃⼰的
⼈。怀着爱⾏动的话，会让周围的⼈都感到幸福的。 来到⽇本，在周围善良的⼈们的关怀下，习惯了⽇本的⽣活，过得很开⼼。由于有⼤家，这次在⽇本度过的⽣⽇⽐以前都快
乐。 我想我⼀定要变得更好。想帮助别⼈。让⼤家感到幸福。 这次，听了好⼏次⽣⽇歌，现在也在⽿边响着。 4⽉3⽇从⿅⼉岛回来，开了门，「happy birthday to you …..家⾥
的姐姐和妈妈就开始唱。桌⼦上有插着蜡烛的蛋糕，姐姐说，「许愿吧，吹蜡烛」。 我感到惊喜。⼤的蜡烛⼀根，⼩的蜡烛六根。黑暗中，只有蜡烛在闪烁着，很漂亮。⽣⽇的⽓
氛⾮常浓，⾮常快乐。 谢谢妈妈，姐姐。 4⽉6⽇是开学式。因为还不知道新的班级，早上去了原来的班级，原来⼩组的朋友开始唱「happy birthday to you…..」，最后说「⽣
⽇快乐」。别的同学听到了，每个⼈都向我说「⽣⽇快乐」。并且得到了⽣⽇礼物。全部都是我想要的。太好了。书，迪斯尼的相架，熊的⼿帕，好闻的纸(这个也熊的)。真快乐︕
但是最后的课外活动结束后，⼤家都移动到了新班级。我从⽂科进⼊理科，离开了现在的同学，出教室时真的很难过，抱了朋友。3年2班只有8个⼥孩⼦，认识的有两个。理科班级
只有⼆班，以为16个⼥孩⼦⼤家都会在⼀个班，却被分开了。对1组的朋友说，「想在⼀个班」，但是是隔壁班还好。，并且熟习班是三班，2年4班(2年4组是熟习)的朋友也是隔
壁，这也很好。班主任的数学⽼师很和善，⾼兴。 回到家，⼜听到了⽣⽇歌。从爸爸和妈妈那⾥。爸爸和妈妈⼯作都忙，回来得晚。分别回来后，⼀边唱歌，⼀边给了我⽣⽇礼
物。从爸爸那⼉得到了可爱的⽇本制的熊，很可爱，⼀直抱着。从妈妈那⼉得到了和服质地的镜⼦和紫藤的花。正好镜⼦坏掉了，想要镜⼦。太好了︕⾼兴︕ 爸爸，妈妈，谢谢。
从⽇中中⼼也得到了⽣⽇礼物。很漂亮。喜欢︕⽇中中⼼的⽼师们，谢谢。 晚⼀些,从中国朋友那⼉也得到了信。 从韩国朋友那⼉得到了⽣⽇礼物。是化妆品。这样的话我能变得漂
亮吧。hoho ⽣⽇真的很快乐。 来⽇本过去7个⽉了。托⼤家的福，我很快乐。谢谢。之后只有4个⽉了，想快乐地充实地度过。

張 芸潼さんの⽇記



今⽇のバレボールの練習は６時間もありました、疲れました

2010.04.25

 もうすぐ⼤会ですから、後悔を残らないように、今⽇⼀⽇中ずっと学校で練習しました。朝９時から１２にまで練習して、ご飯を⾷べて、また１時１５分から４時１５分まで
練習しました、ほんとに疲れました。きつくて、今しゃがむのも難しい〜  でも楽しかった、みんな⼀⽣懸命声を出して、カバー頑張って、ボールをおちないように⾛った
り、倒れたりしました。誰もあきらめない。    バレボールは⼤会がありますから、きついです。毎⽇３時間あります。でもおかげで、バレボールほんとに上⼿いになりまし
た。  もう三年⽣になって、受験⽣ですから。来週引退します、今振り向いて、きつくて、やめたいときがあったですが、そのとき勇気を出して、続いてよかったと思いま
す。  最初の⾃分に⽐べてずいぶん進歩しました。続いてよかった。ホールひろいの私から練習試合に出られる私になるなんて、それを考えて、ほんとにうれしいです  次に
練習試合に出た話しをします。    ずっと⼀⽣懸命頑張って、試合に出たかったですが、やっぱり留学⽣で⼤会出られないし、他の⼈のほうは経験があるし、試合に出られま
せんでした。  でも⾃分の練習も頑張って、他の⼈がコンビをするときの⼿伝いも頑張りました。    練習試合の⽇もいつものように他の⼈を⼿伝うつもりだったです。試合
の前アップとキャッチボールだけしました。みんなスパイクのとき、ボール拾いをしました。    でも⼀セットが終わってから、キャプテンが私にサーブ打つができると聞き
ました。私はできます。ありがとうございますといいました。みんなは私に頑張ってといいました。  とてもうれしいですが。ずっと緊張しました。  ３セットが終わって、
先⽣に試合に出たいかと聞かれました。私はしたいですといいました。先⽣がキャプテンにサーブ打つじゃなくて、オールをやらせてといいました。  ４セット。私はセンタ
ーとして出ました。コンビしたこともない私ずいぶん緊張しました。でも緊張のおかげでずいぶん集中しました、ずっとボールの軌跡を⾒ました。スパイクはあまりできません
でしたが、サーブカットとカバーはまあまあだった、サーブミスもなかった。ほんとに緊張してなにをすればいいか、わかりませんでした。試合中なにをすればいいかを教えて
もらいました。  みんな⼀所懸命頑張ったが、負けました。悲しいですが、私にとって、ほんとにいい経験になりました。あきらめない気持ち、みんなで声を出してテンショ
ンをあげて攻めること、、、、いろいろ習いました。  最初、みんなの話がわからなくて、仲良く慣れなくて、上⼿になれなくて、泣いてしまってやめたい私を覚えていま
す。そのとき勇気を出して、ほんとに良かった。今、みんなと話して、笑ったりして、上⼿になって。楽しさは忘れられません。  部活にはいってお世話になった⼈たちに
「ありがとうございます」といいたいです。ほんとにいろいろ教えてもらいました。  これからも困難アがいっぱいあると思いますが、私は困難に打ち勝ちたいと思います。
これは⽇本語で投稿されたものです

張 芸潼さんの⽇記



３年２組

2010.04.25

 三年⽣になって、３週間もたちました。早いですが、毎⽇が楽しくて、充実に感じています。最近ずっと⾬が降っていましたが。授業は全然眠くなくてとても集中していま
す。放課後部活頑張って、家に帰って疲れて、⼤体ご飯を⾷べて、お⾵呂に⼊って、ぐっすり寝ます。でも朝早くおきて勉強します。  三年⽣になる前にちょっと不安だっ
た。みんなは理系から⽂系に⼊リますが、私は⽂系から理系に⼊す。同じクラスの友達は絶対同じクラスにならないし、理系の⼥の⼦も１５⼈しかない。友達ができるかなあと
いう不安がありました。  ３年２組の⼥の⼦は８⼈しかなかったです。でも友達ができました。毎⽇いっぱい話して楽しいです。⼀番仲がいい⼦は中国の⼦です。彼⼥は留学
⽣じゃなくて、⽇本に住んでいて、勉強しています。やさしくて、⼀緒にいたら楽しいです。男の⼦たちも話しかけてくれ、私は話してくれた男の⼦たちの名前を覚えました、
その中で⾯⽩い⼦がいました、楽しくいっぱい話しました。中国のことを紹介したり、お互いの夢を話したりしました。  担任の先⽣は⼤好きです。数学の先⽣です。やさし
いです。この先⽣のクラスに⼊って幸せです。    ⽣活の中で知識をいかしないといけないところいっぱいあリますし、部活が終わって、勉強はもっと頑張りたいと思いま
す。  ちなみに、スタディサポートの試験で英語の偏差値９９を取って、楽しいです。
これは⽇本語で投稿されたものです
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きょうはボーリングをしました 

2010.06.06

 きょう、クラスの⼥の⼦が⼀緒に遊びに⾏きました。クラスの遊びだけど、クラスのなかでは⼥の⼦８にんしかいなくて、⼀⼈が⽤事があって、７⼈で遊びました。でもとて
も楽しかった、みんなでどんどん仲良くなっている。  ⼀番楽しかったのはボーリングでした。私は初めてで、友達に少し教えてもらって、よくできた。  ⼆グループに分け
られて、⼆ゲームをしました。みんな上⼿だった。テンションも⾼かった。誰かがストライクかスペアをとったら、みんなとハイタッチをします。私たちは「がんばって」とい
っぱい⾔いました。それで私も⼀回ストライクできました、ほんとに楽しかった。  後すごしショッピングして、プリクラをとりました。  帰り友達がバス停まで送ってくれ
ました。優しい友達が⾔って、幸せです。  楽しい⼀⽇でした。
これは⽇本語で投稿されたものです

張 芸潼さんの⽇記



ヒマワリ

2010.06.11

みんなの⽇記を⾒て、ヒマワリを植えたことを思い出したよ︕すっかり忘れてた。 ⼀週間前、ヒマワリを植えたんだ。だいぶ遅くなったけど、すくすく成⻑してくれている。
私が帰国する前に咲いてくれるかな︖ ⼤事に育ててあげよう〜

張 芸潼さんの⽇記



最近⽇本料理を習っているよ

2010.06.11

最近、⽇本のお⽗さんお⺟さんに⽇本料理の作り⽅を習ってるんだ。帰ったら私のお⽗さんやお⺟さん、友達に⾷べさせてあげるんだ〜

張 芸潼さんの⽇記
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