
たのしい

2013.08.28

⽇中交流センターにいます。  ノートパソコンをつかっていますよ。

これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記





1⽇⽬O(∩_∩)O~

2013.09.09

  先週はクラスメート達が定期試験だったので、私が授業に出るのは今⽇が初めて。。。へへ。じゃあ書いていこうか
な︕

  ⼀時間⽬は英語。うん。。。簡単。でも伝説となっているほど簡単ではなかったよ（私ほどの⼈物が⾔ってるんだか
ら間違いないよ〜笑）。先⽣はすごく⾯⽩い⼈で、授業の終わりに、お箸の使い⽅についてのプリントを私にくれ
た。。︕説明がすごく細かくて、お箸の各部の名前とか、どうやって持つかとか、レストランの割り箸をどうやって
割るかとか。。⾯⽩くてたまらない︕︕

  次は数学。内容は中国で学んだことのないものだけど、どれも難しくはない。しかも、先⽣がすごくゆっくり話して
くれているから、きっと問題ない︕

  次は美術。。。粘⼟で彫刻の輪郭を作って、彫刻⼑で彫って⼈の顔にしていく。。。私が来た時には皆はもうだいぶ
進めていた。皆がみんな上⼿なわけじゃないけど、でも。。うまい⼦のを⾒るとなんだか肩⾝が狭い。。。

  。。お昼ごはん︕やっぱり異常においしい&お安い。ただ⼈が多いね。⻑いこと⾏列に並んだよ。。。

 午後は現代⽂。夏⽬漱⽯のこころ。昨⽇、事前に⼆編の中国語訳と⼀遍の⽇本語原⽂を読んできたので、どうにかな
った。。でも難しい︕

  最後の授業は地理。。。もしかしたら、地理が⼀番苦⼿かも。。先⽣はずっと⿊板に図を描いている（例えば、ペル
ーの漁獲量の変化の曲線とかね）。問題は、それらの図が本の中にもあるということ︕周りを⾒ると皆ノートに描き
写してるから、私も描いたけど。。。でもあの図に何の意味があるのか全くわからない︕それと、地理の先⽣の話は
全く聞き取れなかった。。。

 うん。授業はこんなものかな。皆すごく優しいよ。私が迷⼦になって遅れた時は、探しに来てくれた⼦までいた==

  部活については、また明⽇書くよ。今⽇は疲れた︕
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1⽇⽬続きO(∩_∩)O~ （バスケ部）

2013.09.10

  昨⽇は疲れて途中で終わっちゃったけど。。今⽇は書ききるよ︕今⽇のテーマは。。。部活︕

  先週の⼟曜⽇、サッカー部を⾒に⾏った。サッカーだけじゃなく、周りでやっている他の部活もみんな、準備運動を
しっかりやるんだね。皆サッカーうまいなあ。。僕も参加したかったんだけど、もうすぐ冬だからさ。。やっぱり、
もっと⾃分に合ったスポーツがいいかなと思って。

  だから。。昨⽇はバスケ部に⾏った︕⾒たところ、皆の体格は僕と⼤差ない。ものすごく⻑⾝だったり、筋⾁が異常
に発達しているような怪物はいなかった。。とりあえずは、ほっとしたかな。その後部活がスタート。まず外でラン
ニングをして体を温める。サッカー部を⾒た時もランニングでウォーミングアップしていたけど、その時はたったの
⼀周だった。僕としては、バスケ部もそこまで多くは⾛らないだろうと思っていて。多くても三周くらいだろうと思
っていた。そんな⼼持だったものだから、⾛り始めはすごく速く⾛ったんだ。最前列のグループに⼊るくらいにね。
でも、四周⾛ったあたりから⾟くて耐えられなくなってきた。。だって、こんな⾵に⾛るの久しぶりなんだ︕コーチ
の前を通った時に、コーチが⼀⾔。「頑張れ、あと三周︕」あの時は本当に泣きたくなったよ︕︕︕そういうこと
で、既に⼿⾜がフラフラになりながらも⾛り続けたのだけど、五周⽬の時にトップグループを脱落。⾜が前に動かな
い。頭も少し痛いし、酸⽋のような感じ。でも、僕は⽌まらなかった。だって、これが初参加とはいえ、⽌まってし
まったら負けだと思ったから。スタート地点で負けてなんていられない︕どんなに遅くても、絶対⾛りきってみせ
る︕そう⾃分を奮い⽴たせて、皆から遅れること約3分で、どうにか完⾛することができた。

  少しの休憩のあと、コーチが⾔う。「次はダッシュ」。よし。短距離ダッシュなら得意だ︕たったの300メートル︕
初めはチームの真ん中らへんで⾛り、最後、ゴールが⾒えてきたところで嬉しさのあまり加速。チームの⼀番前に⾛
り出た。。（後ろの⼦が僕を⾒てロケット〜と⾔っていたよ）。僕が満⾜気にスタート地点に戻り、休憩をしようと
していると、コーチが「⽤意︕」。何をですか︖と僕が聞くと、「今のやつ。あと4回︕」。あの(+﹏+)~。。。も
っと早く教えてくれませんか︕︕︕さっきのダッシュで⼒を出し切ってしまったので、その時の僕にはもう⼀⼨の⼒
も残されていなかった。なので、ゆっくりゆっくりと⾛るしかなかった。。。皆は300メートルダッシュを４本。僕
は400メートルランニングを３本。最後の1本はもう限界だった。その場で倒れこみそうなほど。コーチ達は皆、初め
てなのだから休んでいいと⾔ったけど、僕は⾛りきった。⾛りきった瞬間の感覚、最⾼だよ︕もちろんヘトヘトに疲
れたけれど、これで皆に⼀⽬置いてもらえたかな。僕がぜーぜーと⾔っている横で、まだ知り合いではない部員が僕
に笑顔を向けてくれた。これだけで、やってよかったと思える︕

  ⻑めの休憩の後、体育館の中へ移動。体育館の中でも⾊々な練習をした。まずは⾊々なパスやシュートの練習。次
に、１on１、３on３、４on４。最後はシュート練習。。。僕は初⼼者なので、知らないルールがたくさんあって、皆
に迷惑をかけてしまった。ごめん︕特に３on３の時、2⼈のチームメートがパスしてくれたボールを落としてしまっ
た。。。::>_<:: 疲れた。でもすごく楽しい。皆レベルが⾼くて、僕より上⼿いか、同じくらい。でも、きっと追い
ついてみせる︕頑張るぞ︕

  部活の中で、⽇本社会における“厳しい”上下関係も⾒ることができた。僕が⾛り終わって休んでいる時、⼀⼈のイケ
メン君が「疲れたか︖」と聞いてきた。すると、隣にいた⼦がすぐに「先輩だよ︕」と彼を注意。その⼀年⽣のイケ
メン君はすぐに申し訳なさそうな顔で「すみません︕」と僕に謝ってきた。それから、シュート練習の時、ボールが
⾜りないので、僕はたぶん中学⽣であろう⼦とペアになり、５球⼊ったらボールを相⼿に渡して交代ということにな
った。僕がシュートをする時、その⼦はずっとゴール下に⽴って待ち、ボールが落ちたらすぐに拾って僕に渡してく
れた。。僕がありがとう、と⾔うと、彼は満⾯の笑みで⼤丈夫です、と⾔う。僕が彼のボールを拾ってやると、彼は
ものすごく⼤きなお辞儀をしてありがとうございます︕と⾔う。とても感激した様⼦で。。。（そういえば、今⽇の
朝も、バスの中で⼀⼈の寮⽣と話をしていて、名前を聞かれたので、「張天鴻」だと答えると、彼は僕のことを「張
さん」と呼んでいた）。先輩って、ものすごく後輩に尊敬されるものなんだなあ。
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  だいたいこんなところ。。。歴史の問題で、たぶんもう⼀つの部活にも参加することになると思う。でもバスケ部に
は絶対に⼊るぞ︕うん。また今度書くよ︕



すごい携帯。。。

2013.09.10

  ふふ。。。僕らの携帯は８⽉２７⽇くらいにもらったよね。。。︖その時、確か豊川先⽣が「この携帯はダメだ、毎
晩充電しないといけない」と⾔っていた。でも。。実は。。。昨⽇まで⼀度も充電していない︕︕この数⽇、毎⽇携
帯使っているのに︕すごすぎ︕
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Another（もう1つ）

2013.09.11

  ⼀つ前の⽇記の最後に書いたように、もう⼀つ別の部活にも⼊ることになった。弁論部︕伝統的に、⽴命館慶祥に交
換でやってきた中国⼈⻑期⽣は、皆弁論部に⼊ることになっている。しかも僕⾃⾝、とても興味があるし、⽇本語の
応⽤⼒もつくということで、迷わず先⽣と⼀緒に⾒に⾏った。

  途中、先⽣から先輩達の話を聞いた。。。六期⽣の張雲銘⼤先⽣のことは⾔うまでもないと思うけど、あの⼈は慶祥
で成績トップ、古⽂が⽇本⼈よりできるという不可思議な存在。。。僕が驚いたのは、⼀期⽣の于瀚清先輩だよ︕僕
としては、彼は⼀⼈⽬なわけで、きっと慣れないことや上⼿くいかないことが多かったんじゃないかと思っていたん
だ。。。でも、先⽣が⾔うには、彼は張先輩よりも更に優秀だったんだって︕于先輩は⽇本⼈のスピーチ⼤会で優勝
したらしいよ。。。信じられる︖︕︕信じられない︕更に先⽣の⼝から「張雲銘を変えたのが⾃分だとしたら、⾃分
を変えたのは于瀚清だ」と⾔う⾔葉が︕そんなにも偉⼤な存在だったとは。。。⼆⼈の偉⼈はどちらもYaleに⾏った
よ。。。

  その後弁論部の教室にやってきた。皆僕にとてもよくしてくれる。まず⾃⼰紹介をして、次に皆の⾯⽩い質問に答え
ていった。その後は発声練習。専⾨的だよ︕⻑⾳（あ〜〜〜〜〜〜）、短⾳（あ〜〜ああああああああああ）、クル
クル（あいうえおいうえおあうえおあいえおあいうおあいうえ。。。）、笑顔（あえいうえおあおかきくけ
こ）。。。などなど、⾊々ある。最後は部訓（素直に謙虚に爽やか）︕⼝が鍛えられる。。。下のは弁論部の⼗周年
記念誌と宣伝の冊⼦。

  その後、先⽣と部⻑の指揮の下、皆でスピーチ⼤会の模擬練習をした。⼀⼈がスピーチをしているとき、他の⼈はそ
のスピーチの原稿を持っているんだ。スピーチを聞きながら、原稿に意⾒を書き込んでいき、スピーチが終わった後
に本⼈に返す。そして本⼈はそれを参考にする。皆のスピーチを聞いた後に気づいたのだけど、スピーチと⽇常の⽇
本語はだいぶ違う。語気も、速度も、使う⾔葉も。。。全部違う。僕も⼊部後に上達できればいいな︕(*^_^*)

  ⾦曜⽇が⼤会なんだ。皆頑張ってね︕o(≧v≦)o~~
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R-CUP

2013.09.13

  今⽇は我々⽴命館慶祥⾼⼀年に⼀度のR-CUP運動会でした。始まる前までは⾜の怪我のこともあってサッカーの試合
のときにみんなに迷惑をかけるんじゃないかってちょっと不安もあったんだけど、でもいざ試合に出てみたらそんな
ことも杞憂に終わった︓通常7⼈しかいないはずのサッカー場の半分の広さに両チーム合わせて20⼈もの⼈がひしめ
き合うという。。。というのも、この⼤会は勝敗を決めるのが⽬的ではなくて、みんなが⼀丸となって参加すること
に意味があるからなのです︕

  サッカーの他にもリレーや、⼤縄跳びなどの種⽬もあった。騎⾺戦ってやつは初めてみたけど。。。すごくデンジャ
ラスだし、でもすごく刺激的だし、すごく⾯⽩かった︕みんなナイスファイトだったよ︕

  今⽇の北海道は太陽の光がすごく強くて、外に⼀⽇中いたせいで、腕やら顔やらが⽇に焼けて、ヒリヒリとした痛み
すら感じるくらい。。。他の⼈たちも僕と同様にかなり焼けていたけど、でも、すごく楽しかった︕
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体育~

2013.09.20

  今⽇の体育の授業で、⽣まれて初めてラグビーをやったよ。世間知らずの僕にとっては。。。ラグビーってのは完全
に未知のスポーツでして。。。最初は右も左も分からなかったけど、みんなの熱⼼な指導の下、なんとかルールと遊
び⽅は分かってきたよ^_^

これは⽇本語で投稿されたものです
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ギター︕ギター︕

2013.09.22

  ⽇本に来てもうすぐ1ヶ⽉。。。⼤のギター好きで知られる僕だけどもう⼿がムズムズしてしかたない︕寮の友達で
エレキギターを持ってるやつもいるんだけど、やっぱりほら他⼈のものだからさ、思い切り引けないじゃん︕だか
ら、事前に⾊々計画を練った後、今⽇ついにギター探しの旅に出ることにしたのだ︕

  札幌駅で降り、30分くらい歩いて楽器センターにたどり着いた。実は札幌に来て最初の週に既にこの辺の楽器屋さ

ん3件ほどはもう視察済みだったりする。。⽤意周到でしょ。

  こないだ来たときにすでに候補はいくつか選んであったんだよね。もしみんなならどれにする~
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  頭の中で⾊々あれこれ考えた結果、最終的に⼆択まで絞り込んだ。どれもmorrisのやつだ。店⻑にちょっと試しに
弾いてみたいって⾔ったら、快くオーケーしてくれて、しかも2本ともチューニングをしてから僕に渡してくれた。や
っぱりギターを選ぶときには触った感じが⼀番⼤事だね︕前に好きだったやつは⾒た⽬はすごく綺麗なんだけど、実
際弾いてみるとそんなに良い代物でもなかったんだよね。ギター⾃体も⼩さいから、共鳴も弱いし、⾳も⼩さい。そ
の上弦⾼も⾼いから、引きにくいし、あとちょっと捨打ち品っぽい感じもするし。もう⼀本の⽅は⾒た⽬は確かにそ
んなによくないけど、でも⾳がすごく綺麗で、澄んでいて、引いてるときの感じもすごく良かったし（弾いてるとき
の触感がすごく良かったんだ!!!）弾いていて疲れない。それに、ずっとDreadnought型のが欲しかったからさぁ~な
んかMartinっぽいじゃん。。。



  よし、このギターに決めた︕この⼦を寮まで背負って帰ってる間顔がにやけてしかたなかったよ。。。いいでしょ~



お⽗さん、誕⽣⽇おめでとう︕

2013.09.22

  タイトルの通りです。みんなのことが恋しいです︕

これは⽇本語で投稿されたものです
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取り柄は~

2013.09.24

  ちょっとだけ、ドイツ語ができるので（本当に少しだけ。。。）なんとすぐ仲良くなって、ドイツとオーストリアの
友達ができたよ~ 
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化学の実験

2013.09.26

  最近の三回の化学の授業で、⼆つの実験をした。どちらも気体の物質変化の実験だ。おもしろかったよ~ 先週の実
験はたしか可過冷却⽔に関するもの。先⽣がテーブルごとにビンに⼊った⽔を準備し、それをプラの容器にあける。
それから凍りきっていな⽔滴のストローで⽔⾯をさわると、不思議なことがおこる。1秒前は⽔だったのに瞬間に氷
に︕まるで映画の特殊効果みたいだ︕

  これ以外でも気圧変化の実験もした。マグデブルクの半球の模擬実験でエネルギー学法則の検証や、ごみ袋で熱気球
をつくったり。。。本当におもしろいよ︕

(上の画像は⼆つのごみ袋を⾶ばしているところ。。。:D)

  これらの実験を通して、⽇中の教育理念の違いを実感したよ。中国は理論と知識の積み重ね、その運⽤を重視し、⽇
本が重視するのは現象に対する観察と分析だって。⾃分で実験を⾏うことで、物事を深く理解し、直感的にも理解で
きるんじゃないかな。

  

  この⽯鹸の泡がどうして空中を浮いているかわかるかな~
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温か〜い

2013.09.28

  昨夜は僕のクラスの担任の先⽣が、寮の宿直だった。⾃習前に僕の部屋に来てくれて、⼆⼗分ほど、何気ない話をし
た。先⽣に「但愿⼈长久」を弾いてみると、なんと先⽣は歌詞を知っていたんだ︕交流に国境はないんだね。。。温
かい気持ちになったよ︕

張 天鴻さんの⽇記



温か〜い 再び

2013.09.30

  さっき寮まで友達が来てくれた（中国語が話せる、でも⽇本⼈の）。なにか特別な話でもあるのかなって思ったら、
ネットもしてないし、ただどうしているのかなって様⼦を⾒に来てくれたんだ。^_^ カンゲキだよ︕
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⾄近距離での

2013.09.30

  今⽇は秋の講演会。⽇本の重鎮のお⼀⼈、宇宙⼯学の専⾨家̶̶川⼝淳⼀郎博⼠をおよ
びして、札幌市⺠ホールで⾏われた。講演はテンポもよく、話の内容も⾯⽩かったよ。

すごく良い刺激になりました︕ありがとうございました︕
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誕⽣⽇、おめでとう︕

2013.10.03

  17歳だ。

 誕⽣⽇、本当におめでとう︕

  まず、寮に帰ったら⽇中交流センターからメールが届いていた。ひらくと、8期⽣みんなで撮った集合写真が。それ
とセンターの先⽣⽅からのお祝いも。誕⽣⽇の⽇にこんなすばらしいお祝いをいただいて、センターの先⽣⽅、本当
にありがとうございました︕『暖かい感じが⼼から湧き出して、本当にありがとうございました︕o(≧v≦)o~~』

それからお祝いをしてくれたみんなにも感謝を︕

  ふたつめのことは~へへ、バンドのこと、進展があったんだ︕同じクラスで仲がいいT君がノリノリで⾳楽を聴いて
いた。あ、ロックだな︕ってぴんときたよ。同じロックファンとしてはすぐにつめよって何を聴いているのかたずね
てみた。するとMetallicaだよって。このバンドはここでステージをやるんだってチラシをくれた。そのときはすごく
ウズウズしたけど。。すぐ授業だったので詳しい話はできなかった。

 お昼にT君がギターのA君を読んで⼀緒に話をした。話をしてすぐわかったんだけれど、僕たちは⾳楽の好みがほぼい
っしょ。同じように語り合えるし、まさに意気投合︕A君が、今度ゼッタイ⼀緒にLiveをやろう︕って。へへ~

  みっつめは。。もう⼆⽇前のことだけど、今でもすごくうれしいんだ︕おとといに物理の授業で⼩テストがあった。
それが思いがけなくクラスで1位~（本当に意外だったんだ。だって問題集すらまだなくて、そこそこできればいいか
なって思ってたんだから。。それがまさかの。。。╮(╯_╰)╭）

張 天鴻さんの⽇記



  では最後に。どうして忙しい中、こんなに⻑い⽇記を書けたかというと。。。今⽇のバスケ部の練習が2時間きりあ
げておわったからだ。ハハハハ︕︕︕



感動〜

2013.10.05

 今日、富士メガネに行って古い眼鏡を直して来た。感動したよ！女性店員さんの対応がすごく良くて、とても細か

く調節してくれたんだ。古いネジも新しいのに換えてくれたし、眼鏡ふきもくれて、今つけている眼鏡まで機械で洗

ってくれたんだよ。全てタダで！帰る時には、笑いながら「頑張ってください～」とまで言ってくれて。本当にあり

がとうございました！

 

張 天鴻さんの⽇記



虹~

2013.10.12

 今⽇は六時前に起きた。机の前に座って、顔をあげると、鮮やかな⾊が空にかかっていることに気がついた。虹だ︕
綺麗だ︕

張 天鴻さんの⽇記



ロックフェスティバル Rock Festival︕︕︕

2013.10.13

  待ちに待ったぜ︕ハロウィン前のロックフェスティバル（全部うちの学校の学⽣バンド
が参加したんだよ~）︕

  ⾬がぱらついていたけれど、僕のこの燃え上がる思いを何⼈たりとも⽌めることは出
来やしない︕⾬の中JRの駅まで⾏き、まずJRに乗った後、地下鉄に乗り換え、また15分
くらい歩いてついに会場に辿りついた。割と⼤規模なlive house。

  そして、午後5時ついに開演︕どのバンドの演奏もすげー良かった︕僕も以前遊び半分
で友達とバンドやってたけど、全然雰囲気が違ってた。みんな完全に⾃分たちの世界に
⼊ってた。これでこそ︕だよな︕演奏してるときの⾳が合ってるかどうかなんてそんな
の⼆の次で、会場の雰囲気をhighにすることが⼀番⼤事なんだ︕みんなその雰囲気に酔
っていて、そりゃあもちろんミスはあったけど、でもそんなの誰も気にしない︕本当に
盛り上がった︕

  全部で6組演奏があったんだけど、寮の⾨限のせいで、最後の1組だけ⾒れなかっ
た。。。でもいいんだ。もうテンションがやばい︕最⾼に楽しかった︕

  ロック最⾼

張 天鴻さんの⽇記





⼿料理〜

2013.10.26

今⽇寮の友達の⼿料理を⾷べさせてもらった︕メッチャうまかったよ︕︕なんか中華料理の味が出てきた〜懐かし
い︕︕︕⾃分で料理を作るのはほんとうに羨ましい︕もし俺が出来たら週末にお弁当を⾷べなくてもいいから。。。
スーパーのお弁当はもうウンザリだ︕

  美味しそうでしょう〜⾁たっぷり︕
これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記



理科で制覇︕

2013.10.17

この間の化学と数学のテストがかえってきた。。。数学は満点、化学は１点減点、どれもぶっちぎりトップ。。。今
は親愛なる同級⽣たちの僕を⾒る⽬も変わったよ~(*^◎^*)

張 天鴻さんの⽇記



クッキングパーティー

2013.10.26

  ほんとは昨⽇書く予定の内容だったんだけど。。昨⽇はちょっとあまりに疲れちゃ
ったから書けなかったんだよね。。

  昨⽇は僕たち留学⽣たち（原⽂ママ）で国際部主催のクッキングパーティーに参加
してきたよ~ ドイツ⼈はポテトサラダ（タマネギが多くてポテトサラダっていうより
はタマネギサラダって感じだったけど。。。）、フランス⼈はフランス式卵焼き、オ
ーストリア⼈はスイーツ、⽇本⼈は寿司をそれぞれ作り、ネパール⼈は、、ブラブラ
してるだけで何も作らず、あっちにいったりこっちにきたりでちょっかいをだしてば
っかだった。。。んで、僕は⽔餃⼦を作ったんだ︕僕がタネだけ作り、その後みんな
に包み⽅を教えてあげた。みんなそれぞれ個性的な包み⽅をしていて、すごく⾯⽩か
ったよ。でも⼀つも⽪が破れたりはしなかった︕世界7カ国から集まった⽣徒たちで
取り組んだ餃⼦作りは、なんだか世界が⼀つになったようなそんな感じがした。。。
2時間くらいかかっちゃったけど、みんな美味しいって⾔ってくれたし、実際僕もす
ごく美味しく⾷べれたよ。。~\(≧▽≦)/~ 楽しかったなぁ︕⽔餃⼦なんて久しぶり
だったから。。。

  ほんとはギターも弾きたかったんだけど、⽔餃⼦に時間をかけすぎてしまったせい
で、急がないと最後のバスに間に合わなくなっちゃうってことで、今回は弾けなかっ
た。。。T^T

  あまりにバタバタしてたから、写真も取れなかったんだよねぇ。。。来週写真上げ
るよ~

張 天鴻さんの⽇記



北⼤で⾒学︕

2013.10.26

わが学校と北⼤の連携プログラムのおかげで、今⽇北⼤で⾒学することができた。「フ
カシギの数え⽅」という講義を聞いた。講師の湊先⽣は「おねえさんの問題」という動
画から、アルゴリズム技術について詳しく説明してくれて、私たちにアルゴリズム技術
と⽇常⽣活の深いつながりを実感させた。（Youtubeで「組み合わせの爆発」というメ
ッチャおもしろい動画があって、ぜひ⾒てください︕
http://www.youtube.com/watch?v=Q4gTV4r0zRs）あとで、北⼤の博物館で⾒学し
た。すごい︕

すごく感じいいところでしょう︖

⾒学の後で北⼤の⾷堂で昼ごはんを⾷べた。まるで⼤学⽣みたい︕︕︕カツ丼もすごく
〜うまかった︕

今⽇はほんとうに勉強になった。湊先⽣、本当にありがとうございました︕

（ところで、北⼤のもみじはめっちゃ美しい︕）

張 天鴻さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



ヘンなの

2013.10.31

  朝バスに乗った時、そのバスが出発して7、8分たったころ、突然運転⼿がゆっくりとバスを路肩に停めた。なにか
ブツブツとつぶやいていて「間違えちゃった。。。。」。 乗客が何があったんだとザワザワし始めると、運転⼿が⾞
内アナウンスで「申し訳ありません。道を間違えてしまいました︕少々お待ちください。。。」メマイがしたよ。
 まあ、結局は遅刻しちゃったけれど、先⽣のお咎めもなかったし。。。運転⼿さん、カワイイなって思うよ︕

張 天鴻さんの⽇記



準優勝〜

2013.11.02

今⽇は「第⼆⼗三回札幌国際⼤学外国⼈による⽇本語弁論⼤会」に参加した。弁⼠はみ
んな留学⽣だった。俺の演題は「「すみません」から」で、最後準優勝を収めた〜  ~\
(≧▽≦)/~ いろいろな国から来た⼈と会って、楽しかったー︕ところで、台湾と⾹港
から来た⼈もいた。その⾹港⼈は中国語しゃべれないって、信じられない︕めっちゃい
い⼈だったけど。

そういえば、この弁論⼤会のために確かにすごく頑張ったね︕原稿を何度も直して、⼀
⽣懸命暗記した。弁論っていうのは,やっぱり話し⾔葉と全然違っているね︕そしてその
なかで、学校の先⽣と弁論部のみんなから助けてもらって、表現からイントネーション
までの良くないところを全部指摘してもらった。みんなのおかげで俺は良い弁論をでき
たんだ︕ありがとう︕︕︕
これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記



零地点突破。。

2013.11.08

  実は⽇本に来て以来、ずっと部活で忙しかったし、週末も寝だめしたり洗濯やらで、ち
ゃんと友達と出かけるチャンスって無かった。。。。でも、昨⽇やっとその機会が︕

  なんて、実は本屋に⾏っただけだけど。。。╮(╯_╰)╭  でもさ、本当に楽しかった
んだ︕⼆⼈の友達と⼀緒に本棚を⼀列⼀列、じっくり⾒て回って、どんなマンガがいい
とか、おすすめの⼩説を教えてもらったり。。。そして彼らのおすすめの本を予約して
きた。

  寮に戻るときには⾬が降り出して。。。3⼈で⼀本の傘しかなかったので、みんなで⼀
本の傘の中で肩を寄せ合ってノロノロと寮まで帰った。。。三⼈ともほぼ濡れちゃった
けどね。。。でもすごく楽しかった︕傘仲間のみんな、お疲れさん。。。

張 天鴻さんの⽇記



初雪

2013.11.11

今年の初雪だ。雪に覆われた札幌は特に美しいんだ。
これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記



参りました。。。

2013.11.16

  化学で化学式を習った。。。Δt=a*k*B...本当に。。。⽇本ならでは。。。(╯﹏╰)b

張 天鴻さんの⽇記



なんていい⼈だ︕

2013.11.18

  さっきお⾵呂場で、すごく仲のいい3年⽣から、もしかしてあま
り服を持っていないのかって聞かれた。そんなことはないけれ
ど、どうして︖ってきくと、いつも同じ服ばかり着ているから、
もし服をあまり持ってきていないんなら、貸すよって⾔ってくれ
たんだ。このときあやうく感激で涙があふれそうになったよ︕そ
れと休みになったら⼀緒にスキーに⾏こうって誘ってくれ
た。。。↖(^ω^)↗

張 天鴻さんの⽇記



2週間前の⽇記、修正していろいろ考えてやっぱりアップするよ

2013.11.25

  ちょっとぎこちない⽂章になっちゃうかな。アドバイスよろしく。。

 

11.12
 

  都市の美しさにはいろいろある。たとえば思うがままにふるまう姿にすっかり魅⼊られ、ずっとそのなかをさまよっ
ていると、⼈はごく⼩さくなり無⼒になる。ニューヨークがそうだ。そして東京も。上海も。泰然と静かに⽇本本州
の外に位置する札幌市。ここも⽇本で五番⽬の⼤都市であるけれども押しつけがましさはない。札幌は美しい。その
美しさは含蓄があり筋が通っている。深く飲み込まないとその本質は分からない。冬の氷雪、夏の涼、秋の紅葉に春
の緑、四季それぞれの顔があり、⾵景も⼤きく変わる。毎年1300万⼈以上もの観光客がそれぞれに美しい冬や夏の季
節に札幌にやってくるが、⼀番好きなのは晩秋の静けさだ。都市部から郊外の林に⾜を向ければ流れるような現代彫
刻がそっと北⾵に落ち葉を舞散らす。無⼼で、でもあるがままに。

                                              ̶̶まえがき

 

  同級⽣たちはみんな海外研修に出発した。タイにマレーシア、ベルギー、アメリカそれ
ぞれに⾶び⽴っていった。⾃分は部屋に⼀⼈ぼっち。。。別にカワイソウなんてことは
ないよ。-_-||| ま、みんなが行ってしまったら授業はないし、これから約2週間は冬休みみ
たいな素晴らしい時間が過ごせるぞ。~ 今日はその一日目！天気は最高、やっとぽかぽ
か暖かいお日様がでてきた。道端にはまだ溶けきっていない初雪が残っている。ずっと

スーパーの弁当ばかり食べているから、そろそろ全種類制覇しそうだ。。。もう食べ飽

きたよ。天気もいいし気分もいいので、札幌の街に出てご飯でも食べに行こう。。。そ

う決めたからにはえいっと服を着替え、寮を出て電車に乗って札幌駅へ。

  札幌は北海道の交通網の中⼼だ。札幌駅はやっぱりすばらしいよ。JRどんな電車で
も、普通列車、空港への特別列車、特快でもすべてが札幌駅に停車する。しかもすべて

の列車は停車の際、みんな同じ手順で停まる。ホームから遠く離れた場所で減速を始

め、それからゆっくりしたスピードで1分ほどかけて札幌駅のホームに入線する。このゆ

っくり入線してくる様子はまるである種の畏敬の念のようだ。そびえたつ札幌駅を前に

し、これの怒りを買わぬよう、そろそろと進み入っていくようだ。

張 天鴻さんの⽇記



  駅を出ると、そこが北海道の中⼼だ。さて、何を⾷べようかな。。。︖街をぶらぶら
しながら考える。歩き回ってふと⾒上げると、洋⾵の建物が⽬に⼊った。これって時計
台じゃないか︕⽇本全国で⼀番古い時計台だ。世界的にも有名な⽂化遺産スポットだ。
この時計台は典型的なアメリカの様式で。真っ⽩な外壁に雪の⽩さが映えて、午後の⽇
差しに照らされ何とも⾔えない美しさを醸し出している。市の中⼼に⽴ち並ぶビルの
中、彼はひっそりとそこに建ち、まるで歴史の移り変わりを語る誰かがやってくるのを
待っているようだ。ちょうど間もなく1時になるところだったので、その美しさを⾒上
げながら1時の鐘が鳴り響くのを聞いた。鐘の⾳はすぐに消えていったけれど、ある種
の感慨が沸き起こった。まるでこう、⾃分に語りかけてくるようだ「さあ、どうぞ⾃由
に⾒てくれよ。まだ1時じゃないか。時間もはやいし、中に⼊ってみていきなよ」。な
ので、チケットを買ってこの130年間⾵雪に耐えた古い時計台の中へ⼊った。

  1階は主に時計台の歴史の紹介だ。かつてここは荒れ果てた地で、アイヌ⼈は北海道の
原住⺠だ。幕府が倒れた後の明治2年（1869）政府は北海道に北海道開拓使を置き北海
道の開拓に着手した。開拓当初は北海道にはまだ何もなく、さまざまな問題を要請して

迎えた西洋人によって解決していった。そこで賢い政府はこう思い至った。自分たちで

人材を育てるべきだ、と。そこで札幌農学校（北海道大学の前身）を設立し、時計台は
当時農⼤⽣たちの校舎だった。それは開拓の時代だ。すべては⼈々が作り出したもの
だ。⽇本⼈が招聘した初代校⻑はアメリカマサチューセッツ州農科⼤学学⻑のクラーク
博⼠。クラーク博⼠が⽇本にいたのは1年に満たなかったけれど、この短い間に農⼤⽣
たちと寝⾷を共にし、この学校をゼロからスタートさせ国家に貢献できる貴重な⼈材を
育てた。博⼠がアメリカに帰国するとき、札幌近くの島松を通った際に⾺上から⾒送り
に来てくれた学⽣たちに⼤声でこうよびかけた“青年よ、大志を抱け”（少年よ、大志を
抱けBoys，be ambitious）。この時から、この言葉は北海道大学の校訓になり、今なお広
く知れ渡っている。

  ⼣⽇に照らしだされるガラスケースの中に当時の写真がおさめられていた。農⼤の第1
期⽣がのこしたすべて英語で書かれたノートや、クラーク博⼠がコートを着て校舎をみ
てまわる様⼦などを⾒た。なぜだか、⾃分も何かのパワーをもらったような気がした。

  1階を⾒終ると、ギシギシとなる⽊製の2階へ。2階は演武場だ。それと⼤教室兼、礼拝
堂兼、体育場みたいだ。部屋の中には⻑椅⼦がずらっと並べられ、百年前の様⼦をほう

http://baike.baidu.com/view/2398.htm


ふつとさせる。前には教壇があって、上にはピアノもある。礼拝堂の天井の中央にはふ
たつの照明がさがり、あたりを⻩⾊く照らしている。なんだか暖かい感じだ。部屋の⻑
椅⼦に腰を下ろし、時計の鐘の⾳を聞きながら窓の外の雪と落葉に⽬を向ける。。。ま
るで歴史の話し声に⽿を傾けているようだ。 
 

  70過ぎのボランティアさんと2時間ほど話をした。このおじいさんのお⽗さんは満州出
⾝だそうだ。僕が東⽅出⾝だと聞くとすごく喜んでくれた。半同郷⼈ってことかな。す
ごく話が弾んで、いろいろなことについて話したよ。おじいさんは、時計台は⽇本が19
世紀に西洋の教育を取り入れたことと北海道開拓期の象徴だと⾔っていた。すごく慈愛
に満ちた⽅だった。ありがとうございました。

  ⼣⽇が時計台の周りの無数のビル群にさえぎられ始めるころ、おじいさんも交代の時
間だというので、僕も帰る準備を。最後におじいさんと⼀緒に写真を撮った。おじいさ
んが「がんばれよ︕」って⾔葉をかけてくれた。

  そうそう、それと記念品も買ったんだ。クリスタルのプレートだ（はいはい、ガラス
製だよ）。中にはクラーク博⼠がいるんだよ。博⼠は⼿をまっすぐ前に突き出してい
る。そして彼の⾔葉もBoys, be ambitious! 彫ってある。それと北海道のシンボルの森林も
ね。自分でもこれこそが北海道スピリッツの象徴そのものだって思うよ。ウン、北海道

スピリッツってすごく自分に合うなあ。

  それから札幌テレビ塔にも⾏ってみた。途中、⼤通公園を通ったけど、閑散としてい
て⼈っ⼦⼀⼈いなかった。遠くからもテレビ塔がみえた。上から下までライトアップさ
れて、すごくきれいだ。まあ東京タワーやエッフェル塔とは⽐べ物にならないけれど、
これはこれで独特の美しさがあると思う。実はけっこう塔って好きなんだ。今年の真夏



のある熱帯夜に、魔都上海で同じような⾓度から東⽅明珠-上海タワーのライトアップを
⾒上げていたんだ。

  テレビ塔は3階以上は上れない。600円の⼊場料がいるんだ。またいつか来たときに上
ることにしよう。

  この時にやっともう5時すぎだって気が付いた。。。ヘンだな、今⽇ここに来た⽬的は
ご飯を⾷べることじゃなかったのかな。。。-_-||| ウン、この半日はきっといろいろ感銘
を受けることが多かったからかな。荒地から札幌をこんな国際都市にまで発展させて、

石狩平野を見下ろすテレビ塔までたてたんだから。長い年月の間の人々の努力のたまも

のだね。そんなことを考えていると、おなかが空いたとかそんなちっぽけなことは感じ

なくなってしまう。

 

 

  テレビ塔の1階のお店にはすごい⼈ごみが。。。ツアー客だろうね。お⼟産をえらんで
いたよ。外にも何⼈かいた。そのうちの⼀⼈がテレビ塔を⾒上げながら、北京訛りでこ
う話していた“「たかがテレビ塔だろ︖」”。この瞬間、頭に⾎が上ってしまった。すぐ
にでもそいつに反論してやりたかった。でもすぐに我に返って、なんで⾃分はこんなに
腹を⽴てているんだ︖って考えた。︖たぶん、⾃分がもうすでにこの地を、この街を愛
してしまっているからだろう。
 

 

 

 

THE END
 





俺しかできないこと（原⽂ママ）

2013.11.29

今⽇の国際英語presentationは、本当に完璧の⼀⾔だった。ヨーロッパの⼈の中国に対
する印象をガラリと変えてやったと思う。僕はそれに成功した。僕は彼らに瀋陽地下鉄
や⻘年⼤街についてそのすごさを⼗分に伝えることが出来たし、彼らにThatʼs so cool
と⾔わせしめた。いやあスッキリしたなぁ。もともと10分くらいのpresentationのつも
りが、少なくとも40分は話してしまった。雰囲気もすごく良かったんだ。笑いも取れた
し、みんなからの質問もたくさん出た。彼らにもっと知りたいと思わせることが出来た
のだ。僕はimpress everybody presentすることが出来たんじゃないかと思う。これこ
そが中国⼈なのだ。ただ唯⼀⼼配なのが下に座っていた⽇本⼈の⼥の⼦が意味を理解し
たかってことなんだけど。。。 ☺

張 天鴻さんの⽇記



テスト終わったゼ

2013.12.14

  やっとテストが終わったゼ。\(^o^)/ ほんとは⽊曜⽇に終わるはずだったんだけど、
⽔曜が暴⾵の影響で、休校になっちゃったから、⾦曜⽇までずれ込んじゃったんだよ
ね。。。

  テスト⾃体はやっぱり中国のとは違うところがたくさんあった。どんな試験も時間が
50分って決まってて、以前僕らが受けたみたいな⼀番⻑くて2時間半あるような試験で
はなかった。。。だからなのかちょっと慣れなくて、試験⽤紙が配られると同時にペン
を⾛らせたんだけど、そのおかげで物理の試験はものの30分で終わってしまったとい
う。。

  最後に近況を軽くまとめておこうかな。キーワードは「忙しい」。こないだ2⽇間ほど
すごい猛勉強して、12時半までがんばったんだ。あと商賽とかの準備もあったから、そ
れで。。。⽉例レポートもずっと時間がなくて書けなくて、昨⽇テストが終わってから
すぐに書き始めたんだ。明⽇送る予定なので、ちょっと遅れるかもしれません
~~o(>_<)o ~~  ほんとーにすみません︕（ps 昨⽇テストが終わってからLove Letter
を観たよ。 すげー良い映画だった︕）

  もうすぐ冬休み。ホームスティ⽣活が始まるのかぁ。。。楽しみだ︕

張 天鴻さんの⽇記



紀伊国屋最⾼

2013.12.21

  今⽇は中⼼街に⽤事があったので、ついでに紀伊国屋札幌本店へ⾏ってきた。とてつも
なく⼤きな本屋さん︕僕が過去に⾏った、それなりの規模だと思っていた本屋が⼀瞬に
して輝きを失ってしまったよ…本当にあらゆる本があるんだ。例えば…

  棚に並べられている本を⾒ていたらどれもこれも買いたくなって…結局7冊も買ってき
たよ\(≧▽≦)/~

  それから、今回こそホームステイ先が決まったよ…とてもいい家庭。あと⼀週間、楽
しみだな︕僕の代わりにホームステイ先に連絡をしてくれた北野⾕先⽣、その他の先⽣
⽅も、本当にありがとうございました︕

張 天鴻さんの⽇記



へへへへ

2013.12.21

  そういえば、张婧如のビデオの中で城昊を⾒たよ。可愛いな笑︕︕︕O(∩_∩)O~

張 天鴻さんの⽇記



バンドやろうぜ︕

2013.12.24

最近は寮の友達とバンドについて相談していたんだ。三年⽣の卒業ライブだから、参加
させてくれないと思っていた。だが,⼀緒にやろうって⾔われて,メッチャ嬉しかった︕
バンドの名前はグローバル コミュニケーション(Global Communication)で、五曲の
予定なんだ。俺の弾く曲は三曲あって、⼀曲の洋楽は来⽇前すでにマスター。結構ハイ
テンポな曲だから、本当に盛り上がりそう︕︕ライブは２⽉⼗六⽇の予定なんだ。冬休
み明けから本格的に⾏動しよう︕がんばろうーーー︕

これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記



ホームステイ楽しすぎ︕︕︕

2013.12.29

昨⽇からホームステイ始まった︕札幌は暴⾵雪だったんだから、荷物を駅まで持ってい
くのは本当に⾟かった。今になっても体どこでも痛くて、全然⼒出せない︕︕

みんなはほんとうに優しい︕すぐに親しくなった。受験⽣のおねえさん、新体操が好き
な弟、何でも分かるお⽗さん、料理すごく上⼿なお⺟さん︕そして⼀匹の⽝、⼆匹の猫
（かっわいい〜〜〜）︕思わなかったのは⽝が俺にけっこう親しいことなんだ。初めて
なのに。。。

ホームステイは楽しすぎ︕家族と⼀緒にヤマダ電気に⾏ったり（弟と店内展⽰のipadを
遊んでいた O(∩_∩)O~ ）、 料理の⼿伝いをやったり、⽝と猫と遊んだりして、本
当に最⾼な体験︕

⼆週間のホームステイ体験を、⼤切に︕
これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記



やっぱり楽しいねー

2013.12.30

ホームステイ三⽇⽬。やっぱり楽しい︕午後はお⽗さんと弟とあちこち⾏ったんだ。
BOOKOFFは初めてなんだよ︕そして古い本を買った。めっちゃヤスイ︕１０５円って
信じられない︕

⾯⽩そう︕

あとビデオを借りに⾏った。中国であんまり借り物とかしていないから、⾯⽩かった。
実は借り物がいいと思うよ。やすいし、⾒たいものも⾒られるし。⼤好きなX JAPANの
selectionを借りてくださって、本当にありがとうございます︕いま楽しんでる〜 

O(∩_∩)O~

  ホームステイ⼤好き︕
これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記





初詣〜 suprise

2014.01.03

⼀⽉⼆⽇に家族と⼀緒に初詣に⾏った。恵庭市の豊栄神社だった。お守りを買って、御
籤を引いた。⼤吉︕すごいでしょう︖⼤吉はめずらしいって〜２０１４は不思議な⼀年
になりそうだよね︕頑張るぞ︕

これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記



カレー

2014.01.05

おかあさんと⼀緒にカレーライスを作ってみた。めっちゃうまくてお替わりした。ちょ
っと⾷べ過ぎた 芋の⽪を削るのは⼤変だった。包丁の使い⽅をもっと練習しないと
な︕⼿を切らないように︕
これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記



茶道

2014.01.06

お姉ちゃんと⼀緒に茶道を⾒に⾏った。茶道は俺にとって不思議だ。何もわからなかっ
たが、その雰囲気が⼤好きだ。もっとやりたいなぁー
これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記



To︓ホストファミリーのみなさん

2014.01.11

２週間お世話になって、本当にありがとうございます︕わずかの２週間ですが、もう⼗分満喫して、⼀ヶ⽉のように
感じています︕O(∩_∩)O~

俺を受け⼊れて、俺に家族のように優しくしてくれて、ありがとうございます。家族の⼀員となったと感じていまし
た。安⼼できる家の雰囲気でした。

俺を連れてくれてあちこち⾏って、ありがとうございます。電気屋さんとかラーメン屋さんとかに⾏くのは他の⼈に
とってごく⼀般的なことかもしれませんが、俺にとってはいい思い出です︕そして千歳の遊園地では、弟と思い切り
遊んでいたのもありありと⽬に浮かんできます。すごく疲れましたが、すごくすごくすごく楽しかったのです。そん
なに遊ぶのは初めてだなあという感じでした。

おかあさん、ありがとうございます︕洗濯をやってくれて、そしていつも洗濯物を丁寧にたたんでくれて、ありがと
うございます。お⺟さんの料理は⼀番です〜︕焼⾁とかお好み焼きとか通常に⾷べられない料理を作ってくれて、と
ても嬉しいです︕o(≧v≦)o~~ そして、いつも俺に料理の⼿伝いをやらせてくれてありがとうございます︕実は俺の
⾔う「⼿伝い」とは迷惑だったのでしょう︖それにしてもいつも優しく⼈参の切り⽅とかを教えてくれて、ありがと
うございます︕そして俺を寮まで送るのは疲れたでしょう︖往復は⼆時間半以上かかりますし。。泣泣  
~~o(>_<)o ~~ そして⾵邪が早く治るといいですね。。お体を⼤切にしてくださいよ︕

お⽗さんありがとうございます。いろいろなところに連れてくれて、勉強になりました。そしてわたあめを買ってく
れてありがとうございます。⽢かったです︕^_^ 最後の別れの時に会えなかったのはちょっと残念ですけど。。。

おねえちゃんありがとう︕茶道は全然わからなかったのですが、おねえちゃんはすごく上⼿そうですね。。︕
(⊙_⊙) 絶対忘れられないよ︕そしてセンター頑張ってください︕おねえちゃんの合格を⼼から祈っています︕でもさ
おねえちゃんはあんまり焦っていないみたいですね。。＝＝

弟ありがとう︕同じ部屋に住んでいる⼈はもっとも親しいという諺があります。US LANDは楽しかったね〜新体操頑
張って︕そして勉強も︕成績が上がったらゲームを買ってあげるとお⺟さんが⾔っていたでしょう︖それを⽬標にし
て︕

 

毎⽇ごはんのあとにみんなとテレビを⾒たり、マクスとランと遊んだりするのは⼤好きです。家族っぽいですね︕こ
こは俺のもう⼀つの家だと信じています。また帰ります︕また会いましょう︕

では、みんな元気に過ごしてください︕みんなと会えて、よかったです︕

これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記



やべえ︕︕

2014.01.13

バンドでやる曲しっかり練習しなきゃだわ。。。僕がやったことあるやつはなくなっ
て、代わりにもう⼀曲追加になっちゃった上に、なんと本番の⽇にちが5⽇も早まっち
ゃったんだ︕︕︕冬休み中ほぼ練習してねぇよー︕︕

張 天鴻さんの⽇記



バンド︕リハ︕

2014.01.20

  今⽇はバンドの初リハーサル。みんなでスタジオへ︕やっぱすごいよ。設備もサイコー
だし、こんな良いアンプは初めてだ︕

  はじめは不安だったんだ。みんなのレベルもわからないし。でもその不安も練習が進
むうちになくなっていった。メインギターの演奏もすごくいいし、全く予想外だった
よ︕曲を聞いただけで楽譜を書き起こせるっていう神なタイプの。。。

  今⽇はスタジオで3時間、2曲練習した。ひとつはこのままもっと練習して、もう⼀曲
の⽅はちょっと修正が必要だ。中国でバンドの練習をするのとは全く違うカンジだっ
た。でも本当に楽しかったな。こんな充実感、久しぶりだ︕︕さあ、本番に向けて、み
んな、がんばろうｾﾞ︕︕︕↖(^ω^)↗

張 天鴻さんの⽇記



過年好︕

2014.01.31

春節快楽︕⽣まれて初めて家族と離れて過ごした旧正⽉だね。ちょっと寂しいけど、し
ょうがないことだな︕春節の雰囲気を作り出すためにこれを作ったんだ︕⾚の紙がなく
て困るんだけど、最後思い切って⽩い紙で作った==

  明⽇から中間研修だね︕期待してまーす︕最近雪がヤバく降ってるから、⾶⾏機は⼤
丈夫かなー
これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記



バンド・最後・頑張ろう︕

2014.02.09

今⽇はライブ前最後のバンド練習でした。スタジオで四時間連続練習して、みんな疲れ
きっちゃったんですが、よくできました︕やる気満々ですよ︕全部の六曲を合わせて、
そしてメンバーの登場シーンの確認も出来ました︕みんなお疲れ様です︕あさってはも
う本番ですから、頑張ろう︕

これを読んでるあなたも、ぜひ応援してください︕↖(^ω^)↗
これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記



雪祭り︕

2014.02.10

北海道で最も有名な祭りとも⾔える雪祭りに⾏きました︕札幌の最中⼼部を横切る⼤通
り公園で、１丁⽬から１２丁⽬にかけて合計⼗⼆個の会場でいろいろなパフォーマンス
が⾏われています︕

並んでいる⾒事に作られた雪像

そしてスキーのパフォーマンスもありますよ︕

張 天鴻さんの⽇記



さすがウインタースポーツの天国なんですね︕

プロジェクションマッピングもメッチャきれいですよ︕

雪祭りは楽しい︕また⾏きたい︕

北海道は最⾼︕北海道⼤好き︕︕︕
 

 

ちなみに明⽇ライブ頑張ろう︕︕︕
これは⽇本語で投稿されたものです



⽇本での初ライブ。。。and MORE!!!

2014.02.11

ライブが終わりました。⽇本での初ライブですよ〜 GLCMのみ
んな、お疲れ様です︕

メッチャ楽しかったです︕みんなすごく盛り上がってくれて、あ
りがとうございます。そしておれの演奏もうまく出来ました︕お
れは四曲弾きますけど、⼀つのミスもなかったんですよ︕すごく
ない︖笑 GLCM, WE ARE THE BEST!

（おれはTenko~）

ライブのあと、打ち上げとしてみんな焼⾁に⾏きました︕メッチ
ャうめぇーー︕もともと２５００円かかりますが、うちのバンド
が５０枚ぐらいのチケットを売れましたから、５００円で⾷べれ
ました〜〜〜焼⾁⾷べ放題だよー５００円って信じれないでしょ
う〜

張 天鴻さんの⽇記



そして︕そして︕︕そして︕︕︕その場でGLCMの２回⽬ライブ
の開催を決めました︕２⽉１７⽇です︕⾒に来てくれると嬉しい
です笑 また頑張らないとなー みんな頑張っていこう︕
これは⽇本語で投稿されたものです



バンドのこと

2014.02.13

  ⾃分たちのバンドのライブをネットの動画でみられるよ。
→http://www.youtube.com/watch?v=mBWZbnbQotA&feature=youtu.be    画質
は悪いし、⾳質もそんなによくない。⽣でみてもらえたらゼッタイこれよりずっといい
んだけど。。。╮(╯_╰)╭

  それからさ、次にやるはずだったライブは、いろいろあってキャンセルになっちゃっ
た。。。理由はきかないでくれ

張 天鴻さんの⽇記



ライブの動画はYoukuでもみられるよ

2014.02.23

  コレ、書いておくの忘れちゃってた。。中国国内ではyoutubeみ
られないから、優酷Youkuに動画アップしておいたんだ。
→ http://v.youku.com/v_show/id_XNjc0Nzk4MTg4.html  ⾼
画質でもみられるし、画像はyoutubeよりずっと良いよ。。。ヨ
ロシクね︕~\(≧▽≦)/~

張 天鴻さんの⽇記



初⼼忘るべからず

2014.03.15

試験が終わって部屋の掃除をしている僕。突然、机の⾓にあるずっとおれに無視されて
いた⼆枚の紙が⽬に映った。なにこれ︖⼆枚の紙をとって読んでみると、⾶⾏機の搭乗
券だ。⼀枚⽬は去年の８⽉末に新千歳空港までの搭乗券で、⼆枚⽬は今年⼆⽉伊丹空港
までの搭乗券だった。これを⾒て、なにかを感じた。この⼆枚の搭乗券は、おれが⽇本
に来てから最も重要な⼆つの時点を表しているじゃないか︖北海道での⽣活の始まり、
と、中間研修。知らず知らずのうちにもう半年たったんだ︕⽇本に来る前の⾃分はどん
な気持ちだったのか︖今は︖

本当に後悔したくない。「⼀期⼀会」という⾔葉のように、今は正しく⼀⽣に⼀回しか
ない機会だ。ここに来るときの搭乗券を⾒て、⾃分の初⼼を思い出した。これから初⼼
を忘れずに頑張っていこう︕4ヶ⽉というのは短い時間ですが、⼨暇を惜しんで、⾃分
の毎⽇を最⼤限まで利⽤したら、けっこう⻑い時間でもある。4ヶ⽉のあと胸をはって
よく頑張った︕と⾃分に⾔えるように、がんばろう。
これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記



世界が終わるまでは

2014.03.27

⻄島家の皆様、６⽇間どうもありがとうございました。本当に、最⾼の思い出になりま
した。みんなと会えるのは、私の運でもあり、幸せでもあります。

いろいろなところに連れて⾏ってくださって、ありがとうございます。⼀番前の席で映
画を観るのは初めてですが、違った趣があったと思います︕「銀の匙」のロケ地である
帯広でそれを⾒るのは最⾼ですね︕そして本物のばんえい競⾺（世界唯⼀）を⾒て、競
⾺の迫⼒を良く感じました。教会に⾏くのも楽しかったです。たくさんの⼈と会えて、
いろいろ話しあって、すごく勉強になりました。賛美歌を歌うのも思いがけない体験で
したね︕

張 天鴻さんの⽇記



⼋期⽣が⽇本に来る前には北京でアンケートがあって、こんな質問がありました。「留
学の期間で⼀番⾏きたいところはどこですか︖」私の答えは「北海道の美しい雪⼭に⾏
ってみたい」でした。でも、雪⼭は都会の札幌に遠く離れて、⾏くのはなかなか難しい
ことです。ですから、今度⼤雪⼭国⽴公園に連れて⾏ってくださったのは、私の夢を叶
わせてくださったとも⾔えるでしょう。本当にありがとうございました︕︕本当に北海
道の⼤⾃然の美しさに⾒とれました。然別湖のイベントもおもしろかったですね︕そし
て帰り道でみられた狐。こんなに近い距離で狐を⾒るのは初めてです。⾒られてほんと
うに嬉しかったです︕狩勝峠にのドライブもどうもありがとうございました。⾵がすご
く強かったにもかかわらず、とても気持ちよかったです︕最後の⽇に昭和⼤学ｖｓ愛知
⼤学のアイスホッケーの試合を⾒られてよかったですね︕もともとアイスホッケーにあ
んまり興味がなかったのですけれども、今度⾒て、すごく激しくてかっこいいスポーツ
のイメージがつきました。これはすべて、私⼀⼈で体験できないことです。こんな体験
のチャンスを与えてくださって、⼼からありがとうございます︕







いろいろ⾷べさせてくださってありがとうございます。雄⼤な⼗勝の⼤地に育つ様々な
⾷べ物を満喫しました。⼗勝名物豚丼︕⾟くて美味しくて、ユニークな味を持つインデ
ィアンカレー︕⽇本⼀と呼ぶ⿅追のそば︕然別湖のアイスバーでの抹茶ラテ︕道産の素
材を使って作った回転寿司︕六花亭と柳⽉のうまいお菓⼦︕そしておばあさんの⼿作り
PIZZAと秋⼑⿂︕いずれもすごく美味しかったです。どうもごちそうさまでした︕





 

⾃分の⼦供のように慈しんでくださってありがとうございます。みんなと⼀緒にいると
⾃分の家族のように感じ、くつろげるのです。おじいさんはいつも優しくて、いろいろ
教えてくださっていました。おばあさんはいつも明るくて、周りの⼈達にもいい気持ち
にさせてくださいます。そしてゆうり君とよしかちゃんもいつも元気でした。毎⽇みん
なと遅くまでしゃべるのはほんとうに楽しかったのです。ゆうり君と遊ぶのもおもしろ
かったですね︕

みんなと会えて、私が前に進む意義を⾒つかり、勇気も湧いてきました。おじいさん、
最後駅まで送ってくださったときに、もう春だねと、おっしゃったでしょう︖そうです
ね、冬はもう終わりそうですね。みんなのお陰さまで、私の冬もそろそろ終わると思い
ます。６⽇間お世話になって、ありがとうございました︕もしよければ、五⽉桜が咲く
ときに、また会いましょう︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです



ようやく

2014.04.01

新⼊⽣はまだ寮に⼊っていないんだけど、今⽇からもう三年⽣の
席に座るんだよー 
これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記



orz

2014.04.05

今⽇朝起きて外を眺めてみたらびっくりした。真っ⽩だった︕雪降っているんだ。⼗⼆
時頃に吹雪のように降っていた。⾵雪の注意報が発令されたらしい。マジか︕もう四⽉
だぞ︕

だが、午後四時になってから完全に晴れた。。。北海道の天気まじでわかんない orz

これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記



北海道の春

2014.04.28

やっと、春が北海道にやってきた。

先週の芝⽣はまだ⻩⾊と緑⾊が⼊り交じっていたのに、今⽇⾒て
全部緑になった。まるで⼀夜でこんな変化が起こった。

寮の近くの公園で桃の花が咲いた。桜はまだまだらしいけど、春
の気配はもう忍び寄った。

これからの⽣活は希望に満ちている。頑張っていこう︕
これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記



函館紀⾏〜

2014.05.12

函館から帰ってきた︕発⾒の旅だった。
 

⼀⽇⽬︓

おじいさま、おばあさま、朝早く寮まで迎えに来てくださってありがとうございまし
た︕いつものようにやさしくて、⾃分の家族と会ったような感じがした。さあ、出発︕

札幌を出て向かっていたのは⼩樽。３⽉にひとりで⼩樽に⾏ったことがある。今度は通
過だけだったが、その町並みを⾒て、いろいろなことが頭の中に甦ってきた。

⼗⼀時ごろ積丹という町でちょっと早めの昼ごはんを⾷べた。三⾊丼︕

道路は海のすぐそばだから、海もはっきり⾒えた。私にとって海は本当に久しぶりだ。
⼩さいころおかあさんといつも海辺に遊びに⾏っていたけど、中学に⼊って忙しくて、
もう何年間も海を近距離で⾒たことがなかった。かもめも群となって空を⾶んでいた。
内陸で育った私にとって珍しい光景だった。まるで他のだれかの⼈⽣を体験しているよ

うな感じがした。

そのあと神威岬（カムイというのはアイヌ語の神）の展望台で展望した。海は不思議な
⻘⾊で、すごく綺麗だった。展望台までの道は険しくて、まるで万⾥の⻑城みたい。

また出発︕⼆つの寂しい町岩内、寿都を通過した。あめが降っていたから、外の景⾊⼀

層寂しく⾒えた。

張 天鴻さんの⽇記



午後四時に宿泊のところ ⻑万部 という町についた。まだまだ早いので、平和記念館
を訪れた。平和への思いを込めた作品をいろいろ⾒て、感動した。記念館から出て、旅
館に向かった。マルキンという温泉旅館だった。旅館に着いて、⼣飯までけっこう暇な
ので、⻑万部町の地図をもらって、旅館を出て、町の中で散歩していた。

妙な話だけど、東京理科⼤学が⻑万部キャンパスを設⽴した。基礎⼯学部の⼀年⽣が学
ぶ海が⾒えるキャンパスというのはこのキャンパスの紹介。。。ワケがよくわからな
い。。。

町のいわゆる「中央商店街」を⾒てみると、がっかりした。ほとんどシャッター通りに
なっている。もう⼀つ元気のない町だなーと、思った。岩内も、寿都も同じ。どうすれ
ばこんな現状を変えていけるのが、私の課題にもなった。北海道を変えていかなければ
ならない。

旅館に帰って、おかずたっぷりの美味しい⼣飯を⾷べて、お⾵呂に⼊った。男湯にはぬ
るいのとあついのとふたつのお⾵呂があった。いずれにも⼊ってみてから、外に出て、
露天⾵呂に⼊った。気持ちいい︕涼しい夜⾵と温かい温泉とは素晴らしいコンビだな︕
三つのお⾵呂合わせてだいたい１時間ぐらい⼊っていた。。。

 

⼆⽇⽬︓

函館︕

朝早く起きて出発︕⽬的地は今度の旅⾏のハイライトである函館︕太平洋を⾒ながら⾼
速道路でドライブ。九時半過ぎて函館に到着︕おばあさんは５０年前に函館に住んでい
たそうだ。五⼗年ぶりって⼗七歳の私にとっては信じられない。



まずは五稜郭公園に⾏った。桜は満開で⾒事だった︕︕桜と堀と⽯垣とは素敵な絵を描
いた。その後五稜郭タワーを登った。百メートルの⾼さで五稜郭を⾒下ろすのは別の趣
があった。タワーの素敵なグラフィック展⽰を⾒て、五稜郭の歴史を知った。箱館五稜
郭は戊⾠戦争最後の拠点だった。解説を⾒ながら、時の流れを良く感じた。

五稜郭公園から出てきてもう⼗⼀時だったのだけど、函館有名な朝市に向かった。お店
はずいぶん混んでいて、昼ごはんの場所を探すのにけっこう苦労した。待っていた時間
に私とおばあさんとが近くの海産物を売っているお店に寄って、喋り⽅がすごくおもし
ろい店員と出会った。そしてでかいカニの写真をとれた。デカッ︕



 

ずいぶん待っていてようやく店内に⼊れた。私は海鮮丼にした︕新鮮だなー︕うまかっ

た︕

満喫してから函館駅内の売店に寄って、ちょっと買い物をした。いろいろ特産品を⾒て

いた。

駅を後にして函館市⻘函連絡船記念館に向かった。記念館というが、この記念館はすご
い︕なぜかというと、この記念館は港に泊まっている摩周丸という船だ。⾃動⾞フェリ
ーや航空機が⼀般化するまで⻘函連絡船は本州と北海道とを結び、北海道の発展に⼤き
な役割を果たした。おばあさんによると、昔本州に渡るとき、必ず⻘函連絡船を利⽤し
た。四時間ぐらいかかったそうだ。だから、この連絡船は多くの⼈にとって、懐かしい
思い出として⼼に残っているのだろう。甲板に出て、海⾵に吹かれながら船の揺れを感
じて、本州に向かっている感じがした。昔の情緒、それは函館。



摩周丸から降りてレンガ倉庫群に⾏った。⼩樽と似ているんだなーと思った。あんまり
変わらないね。

これからは今⽇のハイライト︓函館⼭︕ゴールデンウィークだから、早めに⼭を登った
のに駐⾞場はめっちゃ混んでいた。教会の建物に⾏ってみた。そして旧函館区公会堂に
も⾏ってみた。坂の上から⾒下ろしたら海が⾒えるこの港町の雰囲気が⼤好き︕

意外なことに、レトロな路⾯電⾞を発⾒︕私の出⾝地である瀋陽には昔路⾯電⾞があっ
たのだけど、事故があって全部廃棄された。路⾯電⾞に乗って外の町並みを眺めて、タ
イムマシンで昔に帰った感じだった。



五時になって⼀軒のちょっと雰囲気が変わった洋⾷屋で⼣飯を⾷べた。店主は東南アジ
アが⼤好きらしくて、店内の装飾も独特だった。料理は⾟かった︕

函館の夜景は世界三⼤夜景の⼀つで、百万ドルの夜景だとも呼ばれている。せっかくだ
から、ロープウェーに乗って展望台に登って夜景に臨んだ。まだ早かったけれど、いっ
ぱい⼣⽇の写真を撮った。上から⾒下ろして、太平洋と⽇本海とに挟まれた函館はほん

とうに綺麗だった。



⼣⽇がだんだん沈んでいくに連れて、⼈が多くなってきた。視野がいいところが何時間
前にはすでに占められてしまった。ヤバイ︕︕

七時ぐらいに真っ暗になって、町の照明もだいぶついた。さすが︕⾒事だった。いっぱ

い写真をとった〜



夜景を⾒てから函館⼭を降りて、宿泊のところ 森町 に向かった。これで今⽇のこと
がもう終わると思ったのだけど。。。。︕︖

ホテルに⾏く途中に公園を⾒つかって、桜まつりをやっているようだった。桜の⽊が全
部ライトアップされて、夜桜だ︕ホテルに着いて九時で、まだ早いなと思って、その公
園に向かった。残念ながら、⼈がいないので、ライトアップが全て消されてしまって、
何も⾒えなかった。そして町がすごくちっちゃいから、道には⾞もなくて、周りは静ま
り返って、怖かった。そろそろ帰ろうかなと思っているところ、何⼗メートル前に光が
⾒えた。なんだろうと思ってそこに⾜を運んだ。地元の若者三⼈だった。かがり⽕の周
りで閑談しているようだった。私を⾒て、ここに来てと呼んでくれたから、私が彼らの
傍に座った。⾒知らぬ⼈だから、共通の話題があんまりないと思ったけれど、彼らは私
が中国から来ている留学⽣だと知って⾊々聞いてくれた。そして話がすごく弾んで、い
ろいろ⾯⽩い話をした。（⼀匹の狐もやってきた〜）⼗⼀時までずっとしゃべってい
た︕なかなか⾯⽩い⼈たちだった。話が終わってもう遅くなったから、彼らは⾞で私を
ホテルまで送ってくれた。ありがとう︕親切な⼈達だな︕今このことを思い出して、不

思議な体験だなと感じている。

三⽇⽬︓

最後の⽇。

今度の旅⾏はだいぶここで幕を閉じようとした。帰り道は来るときにとった道と違っ
て、洞爺、室蘭、苫⼩牧を通過して、北広島市についた。そこで昼ごはん（カツ丼︕）
を⾷べて、おじいさんが私を北広島駅まで送ってくださった。そこから電⾞に乗って寮
に帰る。これでこんどの発⾒の旅が終わりを告げた。⾃分の⽬で⾊々⾒て、⾃分の肌で
⾊々感じて、⾃分の⼼で⾊々考えた。



おじいさん、おばあさん、三⽇間お世話になりました︕ありがとうございます︕さよう
なら︕
 

これは⽇本語で投稿されたものです



今⽇寒すぎ︕北海道おそるべしT^T

2014.05.18

  今⽇の最⾼気温は９度︕︕︕午前の１２時５２分に、校舎の温度
計を⾒たんだ。。。何度だったと思う︖。。。３．８度だ
よ︕︕︕寒すぎる︕︕︕

張 天鴻さんの⽇記



頑張ったなー

2014.05.24

今週⾦曜⽇に第⼗四回さわやか杯弁論⼤会に出場した。僕の演題は 「「光」を守る」 
だった。中国の農村教育の現状を分析して、問題の改善策として奨学⾦募⾦という⽅法
を提案した。正直にいって、本格の弁論というのは今度が初めてなんだ。去年に外国⼈
による弁論⼤会に出場したんだけど、それは弁論じゃなくて、ただのスピーチだったと
思う。いわゆる「誰でも⾔えること」。今度は本格の弁論をやってみたくて、すごく頑
張った。やっぱりスピーチと違うね︕⾃分の考えと主張をきちんと弁論を通して他の⼈
に伝えるというのは、弁論の難しいところ、同時に弁論の魅⼒だと思う。

今度の⼤会は多分⾃分にとって最後の⼤会だと思って、必死に頑張った。演題の決定か
ら原稿の作成、そして最後の暗記まで全⼒でやっていた。千七百字の原稿をしっかり暗
記するのは決して簡単じゃない。だけど、最後だから、がんばらないと。この⼀週間弁
論のことしかを考えていなかった。
 

⾃分のためにやっていたから、⾃分の最善を尽くして、⾃分のいいたいことが伝わるだ
けでいい。だから、成績発表の時に⾃分が⼊賞できたのを知ってめっちゃびっくりし
た。優秀賞をとれた。優秀賞っていうのは、弁⼠２０⼈の中の第三位。ほんとーに感動
した。⾃分の努⼒が報われるとき、なんと嬉しいだろう。

原稿の指摘をしてくださった先⽣⽅に感謝する。僕を応援してくださったすべての⽅々
に感謝する。今度の⼤会をきっかけに、これからも精⼀杯頑張っていこう︕

これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記





⼈⽣最⾼

2014.06.02

。

これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記



  

2014.06.17

三年前に⽴命館慶祥に留学していた⼼連⼼の先輩が先⽇学校に来た。先輩と会ったんだ
けど、あんまり時間がなくて、いろいろしゃべれなかった。T^T 先輩が家族を連れて
いたのを⾒て、感動した。いつか俺も⽗と⺟を連れて、おれが⽣活していたこの⼟地の
いろいろを⾒せてあげたい。
これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記



オペラ座の怪⼈︕

2014.06.18

今⽇、芸術鑑賞としてうちの学校の⼆、三年⽣が「オペラ座の怪⼈」を⾒に⾏った。僕
にとって⼈⽣初のミュージカル。⼤感動だった︕︕︕ヤバイ︕ラストシーンで涙がボロ
ボロだった︕⼈の魂の奥底に触れるミュージカルだと思う。カーテンコールのときに怪
⼈の役を演ずた⼈の姿を⾒て再び涙がボロボロ。。。「オペラ座の怪⼈」が⼤好
き︕︕︕こんな素晴らしいミュージカルを⾒られて本当に幸せだな︕たくさんの⽅々に
感謝します︕ぜひ、⾒てみてください︕

これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記



献⾎

2014.06.22

昨⽇献⾎に⾏った︕初めての献⾎なので、２００ｍｌでいいかなと思ったんだけど、献
⾎ルームの⼈にせっかくだから、４００ｍｌにしないかと⾔われて、４００ｍｌにし
た。。。刺されたときは痛かった  >_<  でも、⾃分がやっていることは命を繋ぐボラ
ンティアだと思って、我慢していた。

僕が献⾎ルームにいた２時間内に、献⾎に来た⽅が２０⼈ぐらいいた。感動した。⽇本
の⼗倍以上の⼈⼝を抱えている中国では、献⾎の⼈は決してそんなに多くはないと思っ
た。⽇本⼈に⾒習わないとな︕

これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記





定期演奏会など

2014.07.06

昨⽇うちの学校の吹奏楽部の定期演奏会に⾏った。ヴァイオリニストのNAOTOさんがゲ
ストとしてきて、素晴らしい演奏を聞かせていただいた。吹奏楽部のパフォーマンスも
良かった。特に「アナと雪の⼥王」のテーマソングLet It Go が⼤感動だった。

演奏会が五時から始まるので、⼗⼆時学校が終わって北海道神宮にも⾏ってきた︕もう
三回⽬だが、神様にいろいろ願った。きっと叶うでしょうね︕

ほかもいろいろ遊んでいた。楽しかった⼀⽇〜
これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記



地震だ︕

2014.07.09

昨⽇地震があった。震度は３で、やさしかった。ちっとも怖くなかった 笑 ⽇本で経
験した始めての地震だから、ありがたいなーって思った。

これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記



全国⼀位だよ〜

2014.07.09

三年⽣の６⽉進研マーク模試の化学で満点を取れて、全国⼀位になった︕カッコよすぎ
〜 笑

これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記



弁論部の別れパーティー

2014.07.11

弁論部のみんな︓本当にありがとうございました︕︕みんなが書いてくれたものを読ん
で、めっちゃ感動しましたよ︕楽しかった⼀年間です︕これからも頑張っていきましょ
う︕みんな⼤好き (≧▽≦)/

これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記



ありがとう︕

2014.07.15

⽇本のみんな、⼀年間ありがとうございます︕明⽇はまた旅⽴ち
ます︕
これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記



ただいま

2014.07.23

無事に家についた。ペキンはキタネェーー︕︕︕やっぱり瀋陽はきれいね〜 涼しい
し︕最⾼だね︕みんな瀋陽に来てね、ペキンはやめてほしいけどさ
これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記



プレゼント

2014.10.26

先⽇交流センターから素敵なプレゼントが届きました。帰国前報告会に全員で撮った写
真です。みんなの笑顔を⾒ていると、いろいろが頭の中に甦ってきました。⽇本で過ご
した⼀年が、あたかも夢のように。もう、あの時に戻れないと知っていますが、いくら
時間が経っても、忘れたくない思い出が⼼の奥に残るのでしょう。⽇本という国が僕に
努⼒の意味を教えてくれました。⽇本で過ごした⽇々を思い出して、これからも、どん
な時でも、笑顔で頑張っていこう︕

これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記



明けましておめでとうございます︕

2015.01.01

明けましておめでとうございます︕今年もよろしくお願いします︕
これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記



お元気ですか︖

2015.04.12

⽇本の友達からメールが届いた。彼⼥からクラスのみんなの進学先を知らせてもらっ
た。難関⼤学ばっかりだった。中に東⼤や京⼤に合格した⼈も︕僕の先輩になれたらい
いなー ⼊学したばかりでいろいろと忙しいと思うけど、ぜひ⼤学⽣活を楽しんでよ︕
僕を待っていて︕
 

センターからの報告書も届いた。正直に⾔うと、帰国からもう８ヶ⽉が経っている実感
はなかった。ページをめくっていると、僕たち８期⽣はほんとうによく頑張ったなと思
った。そして、たくさんの⽅々が⽀えてくださったからこそ留学⽣活を無事に終えたと
思った。感謝しています︕これからも、あの時のままで頑張っていきます︕

⽇本のみんな、お元気ですか︖
これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記



最後の6⽇間

2015.09.29

まだ9⽉だけど、瀋陽はもうすっかり秋になった。今⽇の最低気温は3度で、⼀⽇の最も
暑い午後⼆時頃でも、⻑袖じゃないとだめになっている。

10⽉5⽇に⾶⾏機に乗って、中国を離れて、1年3ヶ⽉ぶりに⽇本に⾏く。今度国を離れ
ると、また帰ってくるのは速くても来年の夏になるだろう。期待と不安が⼊り交じって
いる。

今度は京都にある⽇本語学校に⾏く。中間研修の時に⼀度だけ京都に⾏ったことがあっ
たが、やはり僕にとって知らない⼟地だ。

⽇本から帰ってきてからの⼀年ちょっとを振り返ってみると、⾃分はよく頑張ったな
と、⾃分を褒めてやりたい。受験勉強や他のことで⾟いこともいっぱいあったが、諦め
なくてよかった。

明⽇はどうなるだろう。そればかり考えても何も始まらない。⾃分の未来は、やはり⾃
分の⼿で描くしかない。

最後の6⽇間を⼤事にしながら、旅に出る⽀度をしよう。
これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記



受験はこれで終わりです︕

2016.03.10

お久しぶりです。無事に東京⼤学に合格しました︕
留学⽣なので、⼤学をいっぱい受けられました。他にも名古屋⼤学と東京⼯業⼤学に合
格しました。
もともと京都⼤学が第⼀志望でしたが、残念ながら失敗して落ちました。なので、東京
⼤学に⾏きます(^ ^)

 

受験のためにいろいろ⼤変でしたが、たくさんの⼈たちが助けてくださったからこそ乗
り越えることができました。ありがとうございます。特に東北育才学校と東北育才外国
語学校の先輩たちに感謝しています。貴重なアドバイスと激励どうもありがとうござい
ました。

⽇中交流センターとセンターの先⽣⽅にも感謝しています。今振り返ってみると、⽇本
への⼀年間の留学経験がとても⼤切な宝ものになったと気づきます。どうもありがとう
ございました︕⼗期⽣のみんなも、残りの留学⽣活を⼤切にしてください︕

京都での⽣活は残り僅かです。⼤学に⼊るまでいろんなことを整理しておきたいと思い
ます。
これは⽇本語で投稿されたものです

張 天鴻さんの⽇記
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