
ようやく東京に

2012.08.29

昨⽇は東京に来て、新宿でずっと楽しみにしたすき焼きを⾷べました。⽜⾁を⽣卵のなかにいって、すごいおいしいです。

これは⽇本語で投稿されたものです

張⽂寧さんの⽇記



来ました北海道

2012.09.05

ようやく⽇本へきました。今⽇はこの４⽇のことをいいましょう。

９⽉１⽇  北海道にきました。”ようこそ、札幌”のかいている広告板を⾒て、楽しくてたまらない。homestayの家族のみなさんと挨拶した後、留学⽣活が始まりましたよ。

９⽉２⽇ 今⽇は⽇曜⽇で、家族みでんなは休みます。お姉さんよしえはピアノを弾いて、弟ひろは部活動を参加しました。今は全国⼤会のれんしゅうで、忙しです。晩御飯は
たこやきです。とてもおいしいです。作り⽅は簡単です。たこ焼き器がねつくなったところで、油を多めにひく。あなの９分ぐらいざいいりょうを注いで、たこを1切れずつ⼊
れて、焼き板いっぱいに⽣地を注ぎ、周囲の⽣地を取り込んで返す。それからクルクル回しながら焼いて丸くする。たこ焼きがいびつだったら、⽣地を⾜して丸くする。家庭で
作るたこ焼きの⼀番の魅⼒は、焼きたてが⾷べられるところです。熱々をハフハフ⾔いながら⾷べて、外側カリッ、中⾝とろ〜りを⼼⾏くまで楽しみましょう。
 このあたらし町に来て、何事にでも興味があります。⼀⼾建ての家を⾒たとき、すごいと思いましたが⼀⼾建ての家は⽇本で珍しくないよ。

⼣べ、隣に住む⼈と挨拶しました。⼆本でこれは重要です。

これは⽇本語で投稿されたものです

張⽂寧さんの⽇記



学校と部活動

2012.09.09

昨⽇の⽇記でした、でも、投稿できなかった。ごめん。

９⽉３⽇  学校にいきました。⾃分が書いた書画を校⻑先⽣に贈りました。先⽣はその書画を廊下の壁に広げて掛
けました。ちょっと恥ずかしいけど、うれしいです。そして、放送で全校に⾃⼰紹介をしました。ちょっとだけ緊張
しました〜〜〜。

２年１組で勉強します。すぐいろいろなクラスメイトと友達に成りました。昼ごはんの時、友達と⼀緒に弁当を⾷べ
て、名前の中国語の読み⽅を教えました。みんなはすごい興味があります。 あっ、弁当︕お⺟さんが作ってくれた
弁当はとてもおいしいいいいよ。⾃分が持った弁当箱は⼤きいでした。今、よっちの箱を使っています。ぎっしりの
感じがもっといいです。

国語の先⽣は中国語ができます。中国語の挨拶をもらって、感動しました。国語の⽂章は⼤丈夫です、能⼒試験の⽂
章もこのようなものです。

クラスメイトにお⼟産をもらいました、みんなの笑顔をみて、うれしかった︕

寧ちゃんありがとうって、みんなはそういって、うれしかった。

９⽉４⽇  演技部の活動を⾒学しました。homestayのよっちは演技部の⼀員です。もうすぐ定期テストですから、
ほかのクラブは休みでした。でも、演技部は全国⼤会を参加したい、練習は忙しいです。先輩たちのえんぎはすばら
しいです。この活発の雰囲気に感化されて、わたしも演技部に参加しました︕︕

演技部の皆さんは愛称があります。私もひとつの愛称をもらいました。 エレン です︕︕

連想ゲームからもらいました。とても好きです。

９⽉5⽇   清⽥⾼校の体育の授業は週⼀回、私はバスケットボールを選びました。先⽣はなんと担任の先⽣〜〜〜  
そんなにまじめに体育の授業を受けるのは初めてです。いろいろ勉強しました、テｲｰムワｰクの⼒も体験しました。

これは⽇本語で投稿されたものです

張⽂寧さんの⽇記



授業だよ︕

2012.09.09

ようやく学業です︕私は2年1組で勉強します。理系ですから、数学B 、数学２（違っている内容）、英語、物理、化学、国語、古⽂
と⽇本史を勉強します。保険と家庭基礎のような勉強しなっかた科⽬もあります。数2は今 円と直線の位置関係を勉強して、もう
すぐテストですから、テストの後新しいものを勉強します。数Bは数列です。化学は燃焼熱とヘスの法則で、物理は運動学です。

 ⽇本語と英語はどっちが上⼿と聞かれた、英語と答えました。みんなおどろいました、でも、本当に⽇本語をぺらぺら話せない。こ
の⼀年、ぜひがんばって⽇本語をべんきょうします。
数学の授業で全部の問題を解けました、ほめられて、うれしかった︕ 
9⽉6⽇   今⽇は定期テスト、私は受けない、だから⾃習です。 でも、突然、数学の試験を受けると通知されました︕受けると
いわれました。あっ〜〜〜 
教科書ももってない。午後はテストがない、区役所で住所登録をしました。
9⽉７⽇   今⽇もテスト〜〜〜〜〜午後、よっちゃんと⼀緒に通帳を作りました。

 そして、晩御飯は春巻きです︕︕︕私は料理を⼿伝いました。弟の広君と⼀緒に春巻きを巻きました。春巻きはおいしい︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

張⽂寧さんの⽇記



外郎売り と 全国⼤会

2012.09.25

 

外郎売り 外郎売り。。。。。

ようやく演劇部に⼊りました、もう⼊部届を出しました。これからは正式の部員として、皆さんと⼀緒に活動します。
演劇部の⼀員としていつでもおはようございますといって、終わりのときはお疲れ様でしたといいます。これはルールです。
活動の始めのときは連絡の時間です。
それぞれ発⾔した後、ぜひ”以上です”をいいます。これもルールですから。そしては”黙想”で、このときはぜひちゃんと黙想して、授業のことを

 全部忘れて、⼀⼼に活動します。そして、声を出すために私が⾒たことない訓練をします。”外郎売り”という⽇本长篇贯⼝の練習です。そんな⻑いことを
 そのまま⼝に出して、そんな⻑くて難しい⽂章を全部暗記して、そして歩くときは⼤声で話しました。びっくりしました。これもある程度の演劇の訓練で、台詞を⾔うときほか

のことをすることができる能⼒を⾝に着ける。
そして、今、私も順調に全部の⽂章を読めます。もっと練習したら、全部暗記できるのを信じてます。
最近、いろいろな卒業した先輩が着ました。演劇部はみんなの家です。

全国⼤会は近いです。私は演劇部の⼀員として⼤会の準備に参加しました。道具の準備です。弁当とかカ－ドとかの準備はそんなに簡単じゃないよ︕

何でもまじめにしなければならない。⾃分の名前はポスターの中に載ってるのを⾒ると本当にうれしい︕⼤会まではやる気満々にがんばりましょう。

私は役員がない、でも演劇部と⼀緒に⼤会の前の会議に参加します。みんなに認められてよっかたなあ。

⼤会を楽しみですね。これは演劇部の友達と⼀緒にレストランでとった写真です。⼀番左のはhomestayのよちゃん︕

これは⽇本語で投稿されたものです

張⽂寧さんの⽇記



修学旅⾏

2012.09.30

友達の⽇記を⾒た後、私も優れた⽂章を書きたいですね。でも⽂才がないから、残念だ︕私はほかの⼈に⽐べて、ほ
んとにラッキです。毎⽇、
homestayのお姉さんと⼀緒に学校にいって、電⾞を間違えることと乗りすぎることは⼼配しなくてもいいですよ。家
にはやさしいお⺟さん、穏やかな
お⽗さん、性格が明るいお姉さんとわんぱくな弟がいて、もともと兄弟がない私は毎⽇こんな幸せに過ごして、本当
に楽しいです。

お⺟さんが作った⾷べ物はとてもおいしいです。本当においしいですから、毎回いっぱい⾷べました。私もちょっと
太りました︕でも、やっぱり
お⺟さんが作った料理をたくさん⾷べたいなあ。

１０⽉のときは、⼆年⽣は⼀緒に修学旅⾏をします。東京のディズ⼆ランドと京都と奈良にいきます。修学旅⾏です
から、グループで⾃由に活動する
予定です。グループの皆さんはいろいろ資料を調べた後、完璧な計画を作りました。そして、全校⾒学のときは清⽔
寺もいきます。清⽔寺の舞台はいったいどうですか︖今は楽しんでいる。グループが違って、みんなが⾒学するとこ
ろも違います。好きなところを⾒学します。たとえば、東京の⾃由⾒学のとき、デｲズニランドとデｲズニシーと都内
のスカイツリー、三つの選択があります。私はデｲズニランドにいきます。こんな⾃由な活動は⼤好きです。
東京に⾏きます、でも⾃分で⾏動できない、だから基⾦の事務所にいけない、でも本当に⾏きたくて、先⽣たちに会
いたいなあ。
早く１０⽉になるのが良いなあ。︕
学校の⽣活にもだんだん慣れました。⼀番楽しいときは昼休みで、友達と⼀緒に弁当を⾷べて、しゃべって、冗談も
⾔います。⾃分が作ったお菓⼦を

みんなに分ける⼈が多いです。⾃分のお菓⼦においしいと褒められた⼈も楽しいですね。
昼休みの前にいつもおなかが空いた、そのときはおいしいお菓⼦を⾷べるのがどんなに楽なことですか。まだ分から
ないところが多いです、でも友達

はいつも私のことを思って、いろいろなことを教えてくれました。
幸せな感じがいっぱいだなああ。

これは⽇本語で投稿されたものです

張⽂寧さんの⽇記



清⽥cup

2012.10.07

最近は忙しいですから、⽇記を書きなっかた、⼀番⾔いたいことは清⽥カップ︕清⽥カップは運動会のような体育の全校の試合、
さっかとバスケットボールとソフトボールとどっちボウルがあります。⼀⽇⽬は普通の試合で、⼆⽇⽬は決勝の⽇です。うちのクラスのバスケット
ボールはすごいですから、男⼦と⼥⼦も決勝戦の資格を取りました。
やっぱりバスケの部活に参加した⼈はすごいなあ︕そういうと、⽇本の部活動はすごいなあ。中国の部活と⼀番違っているところは、⽇本で部活動と
授業は同じような重要のです。オリンピックの選⼿も⾼校の部活から出ました。
私は参加したのはどっちボール、⾯⽩かった。もっとは試合でルールも知らなかった、でも⾒学した後はよく知りました。試合のライバルはまさか
演劇部の先輩、絶対勝つと思ったのに、負けた。
でも、冬のときも清⽥カップがあります。次、がんばります︕
でも私に対して、こんなにがんばって試合をするのは久びりですね。みんなががんばっている姿を⾒て、感動しました。応援している時の⼼も
どきどきしました。⾃分の試合より緊張した。
イケメンも⾒ました。（ちょっと許せ）
⼟曜⽇のときはお⺟さんと⼆⼈で留守でした。つまらないうちに、クッキを作りたかった、だからワフウを作りました。私は料理にすごい興味が
あって、⼀緒に作りました。実は簡単です。⽜乳と卵と⼩⻨粉を混ぜて、特別なオ－ブンで焼った。めっちゃおいしかった。

そろそろは秋です、朝と夜のときはさむくなりました。でも、北海道には果物がいっぱいです。リンゴとミカンを⾷べることができます。秋は収穫の
季節で、私は何が収穫できますか︖この⼀年間、楽しみをしていますね。

これは⽇本語で投稿されたものです

張⽂寧さんの⽇記



演劇⼤会

2012.10.21

最近は演劇部の⼤会があったため、⽇記も書く時間がなかった。今⽇はこの⼀週間のことを話します。１０⽉３，４⽇、私たち清⽥⾼校演劇部の部員は⼤会の会場に舞台の⼿伝
いをしに⾏きました。

舞台の装置と⼤きい道具を⾒たとき、私はびっくりしました。⾼校⽣なのに、壁と⽊のような道具を⾃分で作って、まるで本物みたいに思いました。どの⾼校の道具も素晴らし
かったが、清⽥の道具はもっと素晴らしいと思いました。道具係の先輩は本当に滑れる滑り台を作りました︕ベンチと⽊と街頭はすべて作ったもの︕舞台の⼿伝いは疲れた。で
も⾃分が出演するとき、ほかの学校は⼿伝ってくれることを思うと、すぐやる気満々となり
ました。（⼤会当⽇は演劇発表がない学校が⼿伝いをする。）ほかの学校の舞台装置について全然わからないのに、ある学校の先⽣の態度は不愉快な気持ちになりましたが、我
慢しました。ほかの学校の劇もみました。
１０⽉８⽇は清⽥の本番。この劇は異⺟兄弟の感情と男⼥⾼校⽣の恋を表現して、
”求めて得る愛もいいけれど、求めずして得た愛はもっといい”というシェクスピアの主旨を伝えました。キャラクターは先⽣から、⾼校⽣、幼稚園児まで、豊かな⼈物を表現し
ました。
みんなの⼀⽣懸命劇を表現する姿を⾒て、すごく感動しました。私も役者さんとして、舞台で活躍したい︕終わった後、⼤好評をうけました。
私は演劇部に⼊ったばかり、この⼀か⽉の時間で演劇を好きになりました。より確実にいうと、劇の準備に参加した後、劇をもっと好きになりました。
１０⽉９⽇、結果発表の⽇。私たちはドキドキしました、⼤好評を受けましたが、結果が発表されるまで緊張していました。なんと最優秀を受けました。そのとき、私の感情は
⾔葉で
伝えませんでした。みんなは泣きました。三年⽣の先輩は引退する前に、全道⼤会に⾏けるのはどんなにうれしいことでしょうか。

これは清⽥演劇部⼋年ぶりの最優秀です︕

この収穫の秋、私たちは賞状だけでなく、⼀緒に頑張た後の成功の実も受けました。

 

これは⽇本語で投稿されたものです

張⽂寧さんの⽇記



修学旅⾏を終えて

2012.11.03

⼀⽇⽬、京都に⾏きました。バスの中で町の⾒学をして、Mcdonaldのブランドは⾚いと⻩⾊ではなく、おしゃれされたように茶⾊になりました。ユニクロのブランドの⾊もち
ょっと違っています。

京都に⾏くと、⾦閣寺に⾏かなければなりません。建物の内外に⾦箔を貼った3層の楼閣建築であり、⾦閣寺と呼ばれる。主建物舎利殿が太陽と⽔に映って、ギラギラ輝いてい
た。きれいでした。そして、清⽔寺に⾏きました。清⽔の舞台について、教科書で勉強したことがあります。その舞台から下の⾵景を⾒た後、たくさんの⼈は⾶び降りました。
幸いなことに、私はそんな感覚がなかった。

⼆つ⽬は京都の⾃由研修でした。クラスメートと⼀緒にいろいろな準備をしました。線路と時間割を作るために、資料を調べました。私たちは計画通り時間をちゃんと利⽤し
て、楽しく遊びました。線路は”東寺ー三⼗三間堂ーぎえんー任和寺。京都の抹茶は有名で、抹茶のデザートを⾷べました。抹茶ゼリーと⼩⾖と⽢いクリームの完璧な融合で、
くるし過ぎず、⽢すぎず味は今まで忘れない。わらび餅もたべました。

京都のお⼟産ーー⽣⼋つ橋︕たくさん⾷べためした後、抹茶と栗の⼋つ橋をえらびました。”秋のとき、栗を⾷べましょう”というコマーシャルを⾒た後、栗で作られた⾷べ物は
本当に多いことに気づきました。修学旅⾏なのに、⼀番印象深いものはまさか⾷べ物。恥ずかしい︕でも、各地の飲⾷習慣を了解することもいいと思います。
⼀番楽しかったのは東京デイズニーランド。そして、東京都内の⾒学のとき太陽ろうという中華料理の店でとってもおいしい料理を⾷べました。

修学旅⾏を終えて、いろいろなことを収穫しました。でも、友達と⼀緒に遊ぶ経験こそ⾒学旅⾏の魅⼒である。

これは⽇本語で投稿されたものです

張⽂寧さんの⽇記



いい成績だよ

2012.11.09

前⽇、統⼀テストを受けました。とっても頑張って復習しましたので、いい成績ができました。数学も英語も⼀位でした、そして、数学Bは１００点。先⽣たちにすごく褒めら
れました。古典は３５点をとって、⾼くないけど、頑張りましたから、とても満⾜でした。
あっという間に、⼗⼀⽉になりました。演劇部の全道⼤会は近いです。全道⼤会downcount，いい結果を願いします。

これは⽇本語で投稿されたものです

張⽂寧さんの⽇記



中国語のスピーチ⼤会

2012.11.17

札幌は冬を迎えました。まだまだ雪が降ってないでした。今年の雪は遅いけど、天気が寒くなって、完全に冬を感じられます。札幌
の雪がとてもきれいで、雪祭りもいっぱいある、お⺟さんはそういいました。札幌の雪、楽しみ︕
１２⽉９⽇、札幌で中国語のスピーチ⼤会があります。学校のグローバルクラスの友達を応援に⾏きたかった、”⽂寧が⼤会本番に
⾏ったら、ステイ―ジで中国語で⾒本を読んでくれる?”先⽣は⾔いました。多くの⼈の前にとても得意な中国語を話すことは思った
ことないけれども、いろいろ迷った後、暗証の⾒本をすると決めました。私は中国⼈ですから、⼤会の順位に⼊れないけど、きれい
な中国語の⽂章を暗証して、中国語の魅⼒をみんなに⾒せて、いいんじゃない︖

札幌には、中国語を勉強する学⽣が多いので、今回参加したら、たくさんの⼈と交流できます、もっと多くの⼈と友達になれます。
これも⼀種の⽂化交流だと考えています。

前⽇、⼼連⼼のwebsetに載っている（留学纪录⽚）⽂章を読みました。いろいろ考えて、感想もいっぱいあります。でも⾔葉にま
とめることはできません。⾃分が書いたこと通り、⽇中⺠間⽂化の伝える⼈になりたいです。留学⽣として、これから⽂化交流の活
動に積極的に参加したいです。
雪を楽しみにしている同時に、スピーチ⼤会の準備はそろそろはじまります。札幌の冬は寒いけど、きっと暖かいものがあるでしょ
う︕
（演劇⼤会は無事に終わりました。いい結果をお願いようになりました。）

 

これは⽇本語で投稿されたものです

張⽂寧さんの⽇記



お正⽉とお年⽟

2013.01.04

 

⼀⽉⼀⽇から三⽇までは⽇本の正⽉です、私はホストファミリ―の家族と⼀緒に過ごしました。とても楽しかった︕︕みんなに愛されて、家庭の温かさを感じました。
⽇本での⽣活にもう慣れました、ホストファミリ―の家族と⼀緒にいるのはとても幸せです。
⼀正⽉のとき、おばあちゃんに会いました。おばあちゃんはとても優しくて、中国に⻑い時間住みましたから、中国⼈の私が⼤好きです。おばあちゃんからお年⽟をもらいまし
た︕︕
先週親戚の吹⽥⼀家と⼀緒にスキーに⾏きました。瀋陽はスキー場がありますけど、私はスキーをしたことがないです。吹⽥さんがスキーを教えてくれました。優しくていい先
⽣です︕︕吹⽥夫婦からお年⽟をもらいました。すごく嬉しくて、今度餃⼦を作ってあげたいです。
家族からお年⽟をもらって，うれしっかたです。うれしいというより、感動しました︕︕︕家族みんなが⼀緒に⾷べたり、しゃべたり，とても楽しい正⽉でした。⼀⽣忘れない
です。
新年おめでとうございます。新しい⼀年は、健康でありますようにお祈り申し上げます。

これは⽇本語で投稿されたものです

張⽂寧さんの⽇記



買い物とおいしいハンバーグ

2013.01.06

いつも部活で忙しいだったので、⼟⽇ものんびり過ごせないでしたが、冬休みにはいてから、遊んだばかりでした。お正⽉のとき、お⺟さんは私を連れて、親戚の家に⾏きまし
た。そこで⾷べたりしゃべったりした、とっても楽しかったです。
冬休みのとき、⾷っちゃ寝したりする⼈が多いですけど、私にとって、冬休みのとき、いろいろなことを体験しました。⽇本の⽂化を深く了解しました。
とりわけお正⽉のとき、⽇本の正⽉を体験しました。中国の春節と全然違うだが、家族と⼀緒にいて、その楽しさは変わらないです。
せっかくな⽇曜⽇なので、お⺟さんと⼀緒に買い物をしました。靴屋さんとか、服屋さんとか、いろいろかわいい服を買いました。
昼のとき、”びっくりドンキー”というハンバーグレストランで⾷べました。私はハンバーグが⼤好き︕そこのハンバーグはおいしかったです、お⺟さん、ありがとう︕

 またたくさんおいしいレストランがありますから、今度連れて⾏くって、お⺟さんは⾔いました。
そうだ、クリスマスのとき、クリスマスケーキを作りました︕味は店で売っているケーキに負けないよ︕そういえば、クリスマスイブに⾷べた料理はおいしかった。お⺟さんが
作った洋⾵の⾻付きもも⾁は⼀番おいしかった︕⾷べ物が⼤好きな⽂寧にとって、最⾼だよ︕
今⽇、あちこちいろいろな店に⾏きました。⽇本の店員さんの態度は本当にいいなあ。
楽しかった冬休みですねえ。来週も買い物⾏きます。それに、雪祭りも⾏きますよ︕札幌の雪祭り、楽しみ︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです

張⽂寧さんの⽇記



⽀笏湖の氷涛祭り

2013.01.27

今⽇、お⺟さんは私を連れて、⽀笏湖の氷涛祭りに⾏きました。私たちが住んでいる恵庭市から⾞で約１時間かかって、新千歳の⽀笏湖に⾏きました。
祭りにはいた前に、不凍湖ーー⽀笏湖のところでたくさん写真を撮りました。本当にきれいな湖ですね。この湖は⼀回だけ凍ったことあります。
祭りは驚きほどきれいだったです。こんな⽴派な氷の彫刻は⽣まれて初めて⾒ました。
晩御飯は姫ますそばを⾷べました。天ぷらとそばはすごく会いました。もともとそばが好きじゃない私もこれからもっと⾷べたいです。その嫌いモノや知らないものに挑戦する
のは⼀番⼤切です。意外な結果が出るかもしれませんよ。
⼀番印象残ったのは花⽕⼤会です。花⽕といえば夏だというイメージがありますが、冬に花⽕を⾒るのは最⾼です。その瞬間、中国の春節を思い出しました。楽しかったです。
北海道の冬は⼀番きれいで、魅⼒があると思います。この雪の王国であちこちに⾏くのは幸せだと思います。こんなきれいなところに住んでいるのは本当に幸せです。

 

これは⽇本語で投稿されたものです

張⽂寧さんの⽇記



中間研修

2013.02.08

中間研修から帰りました。この五⽇間、すご楽しかったです。先⽣、ありがとう︕

２⽉２⽇

友達と久々に会って、楽しかった。すごくしゃべりました。

先⽣たちから、誕⽣⽇サプライスをもらいました。ケーキおいしかった︕

２⽉３⽇

南三陸町に⾏きました。そこでボランテイア活動をして、中国の春節についての交流会を開きました。司会をして、クイズゲームをやりました。緊張した。みんなで北国の春を
歌いました。

２⽉４⽇

活動をした。たぶん、あんまり⼿伝わなかったけど、気持ちを伝えたいです。

よる、後井先⽣と⾯談しました。たくさんしゃべって、悩みについて、相談しました。

無理しないけど、楽もしないでって後井先⽣は⾔いました。先⽣の意⾒を聞いて、また考えました。やめないで、演劇部を続きたいと思います。頑張ります。いい思い出を作り
たい︕

２⽉５⽇

観光しました。たくさん素敵な景⾊を⾒ました。

東北の６⼈がそろえなかったけど、この５⼈の写真も素敵だと思います。

張⽂寧さんの⽇記



２⽉６⽇

帰るよ︕ないちゃった。。。。。

空港で分かれた時はやっぱり泣いちゃた。なぜか分からないが、多分次回⾒る時は帰る時だろう。
後六ヶ⽉頑張りたい︕

学校モードに変えています。でも、仙台と南三陸町で⾒たことは忘れないです。

⼀番印象に残ったのは南三陸町で⾒た海です。こんな話聞きました「私たちは海にやられました、でも、さいわいに私たちは海に残りました。⽣まれたところで、海と⽣きたい
です」この⾔葉は私の⼼を叩きました。その時泣きそうな気持ちが湧いましたが、涙がなかった。泣けない︕笑顔で過ごすようお願いしました。
 

これは⽇本語で投稿されたものです



⼀⽣忘れない誕⽣⽇

2013.02.08

はじめて親を離れて、誕⽣⽇を過ごしました。すごく楽しい誕⽣⽇でした。

中間研修のとき誕⽣⽇パーティをしましたが、ホストファミリーの家族と過ごせなかった。

今⽇、お⺟さんはケーキを買ってくれました。うれしかった︕⾔葉で今の気持ちを伝えないから、写真⾒よう︕

もう１７歳よ。。。この⼀年で成⻑しました。これからの⼀年はどうなるだろう。。。

⼀⽣忘れない誕⽣⽇だった︕︕︕

張⽂寧さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



雪祭りとバレンタイン

2013.02.19

２⽉１０⽇のとき、家族と⼀緒に札幌の雪祭りに⾏きました。毎年の２⽉、札幌の中央区の⼤通りに、雪祭りを開きます。世界の観光客がたくさん訪ねます。すごいですよ。１
１⽇までですから、中間研修から帰って、すぐ⾏きました。

瀋陽にも雪が降りますけど、こんなに⼤きい雪祭りの会場は初めて⾒ました。

今年のテーマは伊勢神話です。たくさんの建物がありました。こんなに⼤きい雪像を作るのは⼤変でしょう、って私は思っていました。興味津々に⾒ました。

⾷べ物の店もたくさんありました。いい匂いだったです。

さあ、写真⾒よう︕まずは中央区の⼤通りです。

 

そこから、札幌テレビ塔を⾒えますよ︕

いろいろな雪像を⾒ました。その中、タイやアメリカなどの外国の雪像もありました。

初⾳未来もあったんよ︕すごく興奮した。

 

２⽉１４⽇

バレンタインですね。もともとは⼥の⼦が男の⼦に義理チョコを贈る⽇だったんだけど、今はともチョコを贈ることが多いですね。男の⼦はかわいそうね、でも格好いい⼦はた
くさんもらいました。格好いい⼦だけです。

⽂寧もブラウニーを作りました。王ちゃんがらもらったエプロンをつけて作りました。⼥⼦⼒⾼い︕︕︕

張⽂寧さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



おひな祭り

2013.02.28

⽇本には、⼥の⼦のための⽇ーひな祭りがあります。うちには、⼈形がありますけど、もっと⼤きいのを⾒たいから、お⺟さんは私を連れて、ひな⼈形がある親戚の家に⾏きま
した。

私たちは⾃分で⼈形を組み⽴てました。すごく⽴派な⼈形ですね。

作業中〜〜〜〜いっぱい写真取れました。

疲れたけど、すごく楽しかった︕成果を⾒て、幸せな感じがいっぱいだった︕

こんな⽇があって、⽇本の⼥の⼦は幸せですね︕

これは⽇本語で投稿されたものです

張⽂寧さんの⽇記



いろいろ

2013.03.23

取材の先⽣たち、お疲れ様でした。⾯⽩い動画になるかな〜楽しみにしています。⽇記を書くのは久しぶりでした。最近、ちょっとだるいですね。たぶん試験が終わって、春休
みがそろそろ来るから、やる気ないですね。でも期末試験でいい成績が取れて、よかったです。数学２もＢも１００点取れました。４⽉になると、三年⽣になっても、もっとも
っと頑張りたいと思います。三年⽣になると、クラスも変わります。私にとって、まるで災難だった。とても仲がいい友達もできたのに、もう⼀緒に弁当⾷べれないです。悲し
いことですよ。担任の先⽣もこの学校にいなくなる。私は、何回も泣きました。でも、クラスが変わっても、しゃべれます。時間があったら、遊びに⾏きます。そして、私はＡ
ＫＢ４８を好きになりました。⾦太郎の物まねを⾒て、すごく興味になりました。わざわざｙｕｔｕｂｅで前⽥さんの卒業発表を⾒ました。今、私も前⽥さんの物まねができま
すよ︕ところで、⽇本のテレビ番組はすっごく⾯⽩いと思います。グルメ番組が⼀番好きです︕秘密の嵐ちゃんが今⽉の末までに終わっちゃうですねえ、私⼤好きだけど。。。
４⽉のときに、ホストファミリーのお⺟さんとよしえちゃんと⼀緒に＜美⼥と野獣＞を⾒に⾏きます。楽しみ〜〜〜セリフは全部分かることができないけど、頑張ります。あら
〜〜細かいことばっか書きました。まあ、これこそ⽣活ですよね。楽しんで毎⽇を過ごしたいです。

これは⽇本語で投稿されたものです

張⽂寧さんの⽇記



美⼥と野獣とバイキング

2013.04.27

今⽇、ホストファアミリーのお⺟さんとよっちゃんと⼀緒に美⼥と野獣という劇を⾒に

⾏きました。すごくいい席のチケットを取れました、これはお⺟さんに感謝しなきゃ。

私は⼩さいころこの物語を聞いたことがありますけど、その時王⼦様と美⼥が恋に落ちた

ことしか気にならなかった。でも、今１７歳の⾼校⽣として、演劇部の部員んとして、

この劇を⾒て、いろんなところで感動しました。豪華な舞台装置と華やかな⾐裳と⼼に

残したメロデイーが素晴らしい舞台を作りました。まるでアニメーションの世界が⾶び出

してきました。⼀番印象に残ったところは”ビー アワ ゲスト”のメロデイーにあわせて

、御嬢さんと⾷器たちが楽しんで踊るところです。さすがミュジカルですね、⾳楽は⼼を

叩きました。ガストンの存在も⾯⽩かったです。ハンサムで⼈気がある⼈だけど、乱暴な

うえ⾃分ほど素晴らしい男がいないと思っているうぬぼれやさん。この⼈のシーンは⾯⽩

かったです。 話の内容は知っていますけど、感動しすぎてないちゃった。お客さんの

拍⼿が⽌まらなくて、カーテンコールが５回もやりました。 そのあと、バイキング⾷べ

に⾏きました。死ぬほど⾷べました。和、中、洋⾵の料理全部ありデザートもいろんな

種類あります。満⾜度は９９％で、無理やり１％下げましたけど。おなかいっぱい︕ 

これは⽇本語で投稿されたものです

張⽂寧さんの⽇記



着物

2013.05.24

着物を着ました︕

友達の中着物を体験した⼈いてすごくうらやましい︕今回、ホストファミリーのお⺟さんのおかげで、私も着物を体験しました。新聞にも載せました。すごく楽しかった。

すごいきれいな着物です。私の⼤好きなピンクです。着るのは⼤変時間かかりました。あいにく⾬だった、じゃないと外をあるけますよ。

正直きつかった、たぶん私太ってるからだね。めっちゃ楽しかった︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

張⽂寧さんの⽇記



来年も札幌ドームで東⽅神起のコンサートを⾒ましょう

2013.05.31

ずいぶん前の話ですけど、私はゴールデンウィークの時、札幌ドームで東⽅神起のコンサートを⾒ました。

５⽉５⽇  全国ツアー〜〜TIME~~~札幌ドーム

私は東⽅神起が⼤好きです、それに、友達も⼆⼈⾏きますから、頼んでチケットを取ってくれました。TIMEこのアルバムの中の曲がとっても好きです。どうしても⾏きたいっ
ていう気持ちを持って、チケットを買っちゃいました。ちょっと⾼いけど、東⽅神起本⼈を⾒れて、すごく嬉しかった。

その⽇、まず、友達と⼀緒に東⽅神起の⾐裳展⽰を⾒ました。

そして、地下鉄に乗って、札幌ドームに⾏きました。札幌ドームは初めてですから、すごく嬉しかった。残念なことは、リハーサルは全然聞こえなかった。東京ドームは丸聞こ
えるそうですけど。

宣伝⾞で〜〜〜す。格好いいでしょう︕東⽅神起⼤好き︕︕︕

何時間も待ちまして、いよいよ本番はじまりました。ペンライトは全部⾚ですから、⾚い海はすごいきれいだった。感動しました。めっちゃ泣いてしまった。

張⽂寧さんの⽇記



グッズも買いました。

 

札幌ドームで野球の試合はいつも⾏われますから、今度⾒に⾏きたい。

東⽅神起のコンサートを⾒れてよかったなあと思いました。

これは⽇本語で投稿されたものです
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