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今東京にいますよぉぉぉ〜〜〜。友達と話したんだけど、みんな「今⽇本にいる」という実感がないようです。。。まあ、今毎⽇友達と中国語で話すチャンスが多いからだと思
います。これからの⽣活をすごく楽しみにしています。

これは⽇本語で投稿されたものです

張倩如さんの⽇記



新しいスタート

2013.09.01

明⽇は学校の始業式、オランダから来た⼥の⼦と⼀緒に全校⽣徒の前で⾃⼰紹介をするって、昨⽇荒平先⽣がおっしゃった。あとは教職員室でもクラスでも⾃⼰紹介するって、
合わせて三回

今朝は学校への道をお⺟さんと⼀緒に確認しに⾏ってきた。まずは⾃転⾞、徒歩で駅まで、近鉄電⾞、徒歩でＪＲの駅まで、ＪＲ電⾞、乗り換えす、電⾞、徒歩で学校へ⾏
く。。。 難しいなあ、明⽇⼀⼈でちゃんと⾏けるかな。。。初めて学校に通う、遅刻しないように︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕

お昼ご飯（超美味しかった︕︕︕︕︕）の後は⾃分の荷物を⽚付けた。ゴロゴロしてもうこんな時間

 

⼣べは五時半ごろお⺟さんの家に着いた。

お⺟さんのお友達の⻑柄さん（わざと⼤阪から来た︕）と⿊⽥家と⻄村家も来てくれた。

⿊⽥家のお⽗さんは気球も持ってきた。壁に飾ってくれたんだ。みんなで歓迎会やるって。

お好み焼きとたこ焼きと焼きそばはどんどん作られてた。すごーーーーーーーく美味しかった︕︕︕︕︕︕︕︕

歓迎会は三時間以上も続いた。

幼稚園と⼀年⽣と四年⽣の⼦がいたからかもしれないが、みんな気楽で楽しかった。

お⺟さんとおじさんおばさんたちはすごく親切で優しかった。みんなと⾊々おしゃべりしてた。

あとは⼦供達と⼀緒にジェンガで遊んだり、折り紙を折ったりした。ほんっとに楽しかった︕︕

⽇本の⼦供はやさしいなあって思った。四年⽣の⼥の⼦は扇⾵機をつけて、「寒いなら⾔うてね。」って私に⾔ってくれた。そうだ、関⻄弁。⼈の⾔うことを優しく聞こえる。
標準語と少し違うんだけど、わかる。

⼣べから今まで、お⺟さんに「ｘｘｘってなんですか」って数百回以上も聞いた感じがする。。。でもお⺟さんは毎度我慢強く説明してくれた。本当に優しいやなあ〜

初めて会ったのに、⼣飯の時はすごく盛り上がったんだ。その雰囲気はなんか、お客さんとはもう数⼗年上も隣近所のような感じがした。

残念ながら私写真持ってない。⿊⽥さんのカメラに︕ 写真を現像してくれるって。

お⺟さんの家にホームステイできて、本当によかった、幸せだなあってずっと思ってた。ありがとうございました︕

 

⼣べみんなの笑顔で感じたことは、これから私の⼈⽣はいろんな⼈と繋がっていく、忘れられない記憶を今から作っていく、この⼀年間、ちゃんと⼤切にする︕

 

最後に、⽇中交流センターのお世話になった先⽣にも感謝したいです。ホームステイ先や学校を探したり、私たちを指導してくれたり、本当に、どうもありがとうございまし
た︕これからも、頑張ります︕

 

同期⽣の皆さんも、⼀緒に頑張りましょう︕

これは⽇本語で投稿されたものです

張倩如さんの⽇記





タイトル書かなくてもいい︖

2013.09.02

今⽇はみんなの前での挨拶は全部うまくいったよぉぉぉ︕

みんなこんなにうまく⽇本語喋れるなんてびっくりしたって、うれしい︕︕(o>ω<o)

クラスのみんなはすごーーく優しくて話しかけてくれたんだ︕

今⽇は始業式のあとずっと劇の練習だった。

私はクラスのみんなと⼀緒に劇の最後のダンス（簡単なやつ）に出ることになってる。

練習はすごくすごく楽しかったよ︕

あ、クラスの服ももらった︕だがもう洗濯機に⼊れたから今度写真撮ってからアップする︕

「代わりに」クラス服を配ってる写真撮ったよ︕

クラスで、お⺟さんが中国⼈で、お⽗さんが⽇本⼈の⼦がいるよ。⼩学校五年⽣の時⼤連で留学したって。中国語喋れる︕それに、元々はバスで奈良駅で電⾞乗って帰るんだけ
ど、私に付き合って新⼤宮駅の近くまで送ってくれたんだ︕それからまだ２０分も歩いた。こんなに優しくて本当にありがとう︕

 

今⽇は⾬（⾬⼤嫌い）だったけど、本当に楽しかった︕

 

もう⼗時だからそろそろ寝ようと思って、今⽇はこれで以上︕

これは⽇本語で投稿されたものです

張倩如さんの⽇記



⽂化祭!!!!!!!!!!!!!!!!!

2013.09.05

昨⽇の午後は⾬きつかった︕

でも今⽇は降ってない。

⽂化祭の開幕式に、校⻑先⽣はこの地域だけ警報はないって。

ラッキーだと思うよ

今⽇は⾮公開⽇、⼆年⽣の各クラスのｇ劇の発表と有志発表だった。

講堂ですごーーーく盛り上がって（明⽇はきっともっと ︕︕）、誰か知ってる⼈が舞台に出るとみんな⼤きい声でその⼈の名前を呼んだの

⽩雪姫とかPinocchioとか、めっちゃ⾯⽩かった︕意味わからないところもあったけど、いっぱいみんなと⼀緒に笑ってた

うちのクラスの劇はモンスターズインクで、めっちゃうまくいったよ

私も劇に出たの︕お⽗さんの役で、クラスの男⼦がお⺟さんだった。。。

セリフは「おやすみー」しかなかったんやけど、楽しかった。⽂化祭の直前だったし、みんなリハーサルは何遍もしたし、今回の劇に顔が出せるのは本当に感謝している。元々
は劇の最後にクラス全員と簡単なダンスする予定だったけど、最後の最後私を劇に⼊れてくれた。本当にクラスの⼀員とされた。

実はおととい、もう京都ー奈良での⽣活は慣れたような気がする ⼀週間も経ってないけど。クラスメートと楽しく喋れるし、ホストママとも⼆時間以上喋れる（⼣べだった

よ、たくさーーーんのお話した）。毎⽇楽しく過ごしている （本当に楽しいよ︕︕︕）

⽇本は本当に中国と違う。ただの⽂化祭でも、いろんなことが⾒える、感じられる。

みんな⽂句なし（男⼦がスカート、ワンピースを平気に着る。⾯⽩いために、各クラスの⼥⼦役は⼀⼈や⼆⼈の男⼦がやる。四⼈のクラスもあった。）、喧嘩なし、グループに
分けて、⼀⼈⼀⼈ちゃんと⾃分のするべきことがある。どんなに⼩さいことでも真⾯⽬にやる。怠けることもあるかもしれないけど、⾃分の道具、セリフ、適当にするんじゃな
い。

明⽇は公開⽇で、⼀年⽣は展⽰、三年⽣は⾷べ物、⼆年⽣は楽しむ （よしゃっ︕）。

 

関⻄弁毎⽇聞いてるから、⾃分が話すときにも気ついてないうちにもう⼝に出した 関⻄弁で話すのは速いから、聞き取れないときもある。でもみんな優しいから、詳しく説
明してくれる。感謝している ︕

 

今晩はホストママとスーパーマーケットに⾏った。学校の話とか「これは何」とか⾊々お話してた。楽しかった︕⽇曜は⼀緒に「半沢直樹」をみるって。ははは〜

あとは、ホストママの料理はめっちゃ美味しい ︕︕︕毎⽇四時半に起きるなんて本当に⼤変だと思う。本当にありがとうございました︕

 

今⽇はこれで以上︕

これは⽇本語で投稿されたものです

張倩如さんの⽇記



⽂化祭からの感想

2013.09.07

 

⽂化祭の⼆⽇⽬、ダンス部と吹奏楽部の発表を⾒た。

⾔葉にならないほど素晴らしかった。

ダンス部の⼥の⼦はみんな笑って、⼀⽣懸命ダンスした時、吹奏楽部の三年⽣の先輩たちが引退する前の話をした時、涙まで出るほど感動した。

 

今までの努⼒、全部その発表で⾒えてた。私たちはどんなに頑張ったとかどんだけ苦労したとか、このような話はいらない、実はこんな話もしなかった。けど、全部⽬で⾒えて
る。

 

北野⾕先⽣のコメントを引⽤させていただく︓部活はまさに⻘春。

 

⾃分⼀⼈で部活で楽しんでるとか、⾃分⼀⼈で成⻑できたとか、そんなのは部活じゃない。みんなで精⼀杯、⽬指す⽬標を達成するとか、みんなの⾜を引っ張らないようにする
とか、⾃分の分をしっかり完成するとか。あとはその中から感じた楽しみ、緊張感、またいろんな気持ちがあると思うんだけど、その全てが⻘春。

だから、私を感動させたのはこの発表はどんなに完璧ということじゃない。みんな真⾯⽬に、⼀⽣懸命この発表を完璧にさせたい気持ちとそのための努⼒である。ダンス部と吹
奏楽部の皆さんが、そういう（深センでは⾒えない）気持ちを私に⾒せてくれた。本当に、⼼から、感動した。

 

これが私の了解し始める⽇本、の⼀部分。

3
これは⽇本語で投稿されたものです

張倩如さんの⽇記



料理部︕︕部活第⼀回︕︕

2013.09.13

⼆⽇全校⽣徒と先⽣の前で⾃⼰紹介するときに、料理部に⼊りたいって⾔った。

満員だった料理部なのに、先⽣は⼊らせてくれた。本当にありがとう︕

 

今⽇はやっと部活があった。チヂミ（韓国料理）を作ったよ︕︕

最も簡単な作り⽅で作ったけど。。元々のチヂミは烏賊とかキムチも⼊れるそうだけどね、今⽇のチヂミはにらとごまだけやった= =

みんなで野菜を洗ったり切ったり、卵と⼩⻨粉を混ぜたり、フライパンで焼いたり、最後に醤油をかけてみんなと⼀緒に⾃分の作ったチヂミを⾷べた︕

めっちゃ美味しいとかは⾔えないけどね、めっちゃ楽しかったというなら事実だ。それで⼗分

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

張倩如さんの⽇記



三連休!

2013.09.16

 

⼀⽇⽬（⼟）

午後は⼀⼈の⼩学校三年⽣の⼥の⼦が中国語を勉強しに来た。

中国語に興味を持って、これから毎週の⼟曜も来るって。

最初は⾃転⾞とか綿菓⼦とかの中国語を教えた。

やっぱり「拼⾳」から勉強するのがいいと私は思ってた。

それで、「拼⾳」のなかの「声⺟」を教えた。

さすが⼦供、頭が柔らかい。うまくいったよ〜

⽇本版の「封神演義」についてちょっとお喋りしたら、私より詳しく知ってる。。。

本当に楽しかった︕

来週は復習から。。。。。

 

⼆⽇⽬（⽇）

台⾵で、ホストママの同窓会は中⽌になった。

でも来年は花⾒に⾏くと約束した︕

代わりに、⼤阪芦屋の2軒のお友達の家に伺った。

ホストママはその⼆⼈のおじいちゃんと、何⼗年の友情も続いた。

中学校や⾼校で出会って、今でも仲良し。

本当に羨ましいなあ、よかったなあって思った。

やさしいおじいちゃん、おばあちゃんとお喋りしたり、おやつ⾷べたり、楽しい時間を過ごした。
友情は⼀⽣の宝物だと分かってる。

今まで出会ったやさしい⼈だちと、ずっと仲良くしていきたいと思う。

お昼ご飯はホストママのホンコンのお友達と⼀緒に⾷べた。

広東語でお喋りできて、楽しかった︕

今⽇はたくさんの⼈たちと出会って、交流たくさん重ねた︕

 

三⽇⽬（⽉）

朝は近所の⼦のピアノ発表会に⾏った。

張倩如さんの⽇記



２時間ぐらいで、みんなよく頑張った︕

お昼ご飯はイタリアレストランで⾷べた。ピザとスバゲッディー、めっちゃ美味しかった︕︕︕︕︕︕ほほが落ちるほど美味しかっ
た︕



午後はその近所の家に⾏った。遊んだりおやつを⾷べたり（いつも⾷べることばっかり。。。）、ゴロゴロして、また楽しい⼀⽇を
過ごした。



 

この三⽇間はとても普通だと思う。

普通の⽇本⼈に中国語を教えたり、普通の⽇本⼈の家に⾏ったり、普通にお喋りしたり、普通に近所の⼈とどこかへ⾏ったり⾷事し
たり、普通の⽣活を送った。

でも何となく感動した。

毎⽇⼼を込めて、細かいことにも気をつけて、⽣活していく︓）

これは⽇本語で投稿されたものです



⽇本での中秋節

2013.09.24

19⽇、中国の中秋節だった。

この前⺟が⽉餅を中国から送ってくれた。

19⽇の夜はホストママと⼀緒に庭で⽉⾒をしながら、⽉餅を⾷べたり、お茶を飲んだりした。⽉さんも⾮常に美しかったし、⾵も涼しかったし、本当に気持ちよかった︕

そして、近所の夫婦も誘った。梨を持ってくれた。みんな⾷べたりおしゃべりしたりした。

そのおばあちゃんは中国で⼆年間⽇本語を教えた。ご主⼈さんと⼀緒に中国のいろんなところへ⾏った。

漢字とか、中国と⽇本についての話も、⾃分の中国での経験についての話もした。

「中国の景⾊は美しいなあ。」

「せっかく⽇本に来て、⽇本の、いいことも、悪いこもよく⾒てから、帰ってな。」

「政府と個⼈は、絶対違う。」

その夜の庭には、⽉さんの輝きとの鳴き声に溢れた。

初めて家族と離れた中秋節は、確かに有意義だった。

優しい⼈たちと出会えて、よかったなあ、と思う。

 

22⽇、ホストママは私と遇くんを神⼾の南京町へ連れて⾏ってくれた。

南京町で中秋祭があった。

久しぶりに遇くんと会って、四川料理を⾷べて（全然⾟くなかったけど。。。）、中国っぽい町を歩くことができて、本当に楽しかった︕ホストママありがとうございまし
た︕︕︕＾＾

 

張倩如さんの⽇記



これは⽇本語で投稿されたものです



体育⼤会予⾏と団体練習

2013.09.26

 

明⽇が体育⼤会だ︕︕︕

（私の８００メートルリレーと棒取りの出る︕）

今⽇の午後はずっとグランドで全校⽣徒と⼀緒に団体演技の練習と⼊場とかのリハーサルをしてた。

⼤部分の時間は⽇光を浴びたけど、今⽇は⾵強くて涼しいからあんまり熱くはなかった。（でもやっぱりまた⿊くな
ったなあああＴＴ）

 

まずは項⽬の説明だった。三年⽣が模範を⽰してくれた。

中国と全然違って、棒取りとかタイフーンとか借り物競⾛とかがあって、中国の５０、１００、２００、８００、１
５００メートル競⾛とか⾼⾶びとか、みんな盛り上がるのは⽇本を⼀緒やけど、⽇本よりずと⾯⽩くないヽ(`Д´)ﾉ

中国の体育祭は全員参加するんじゃない。⼀つのクラスは⼀つの団体として、選⼿が試合をするとき、とりあえず⾃
分が勝ったら⾃分のクラスが試合に対応する点数が取れる。⽇本みたいに全校⽣徒を⾚⽩組に分けて、みんなで⼀つ
の項⽬をやるのではない。チームワークみたいな感じで試合するのは、⾃分で必死に⾛るよりいいと思う。もっと頑
張ってやれるしもっと楽しくやれる。

 

⼊場の練習のの時は、⾜踏みをして進んで、男⼥交替で⼤声で「⼀⼆︕」を叫んだ。

みんなですっごく声出して、本番ではなかったけど、もう「絶対勝たせるぞー︕」みたいな感じがした︕

⽇本の体育⼤会と中国の体育祭の違いを強く感じた。

 

団体練習は⼆年⽣全員でやる。⼥⼦はダンスで、男⼦は組み体操。

ダンス⾃⾝は簡単だけど、この前クラスでしか練習したことがなかったし、⼥⼦の⼈数が多いし、しかも何度も隊形
を変えるから、よくいけるかなと思った。でもびっくりさせたのは、ただ⼀回で、みんなちゃんと正しく、晴れ晴れ
にしてくれた︕︕︕

隊形を変えるとき、みんな⾛って、思わず⼤声で「アーーーーーー」と叫んで、満⾯に笑みをたたえた。

裸⾜で砂だらけのグランドを⾛るのは初めて。しかもめっちゃ楽しく⾛った。

みんなで円の形で座って、花⽕」を作ったのも、思わず砂に横になった。

その結果、みんなの背中とお尻と⾜の裏は、全部⻩⾊くなった。(*´∀｀*)

深センでは光景が⾒えないと思う。⼤体みんな「キタナーーーイ」ってさ、先⽣が何度も何度も命令してからたぶん
いけると思う。。。それに、中国はこんな団体演技やるわけないもん。ヽ(´Д`︔)ﾉ

張倩如さんの⽇記



 

男⼦の組み体操はめっちゃすごかった︕⾔葉にならないほど素晴らしかった︕

⾃分の⽬で⾒てからこそその「すっげ︕」っていう感じがわかると思う。めっちゃ感動した︕その感じ、しっかり覚
えといた︕

 

みんなで⼀緒に頑張って、何かを完璧に完成させるときの感じは最⾼だと思う。

⾃分⼀⼈で努⼒してるわけじゃなくて、千⼈も⼀⼈みたいに⼼を⼀つにした。

どんなに細かいことでも、真⾯⽬に、全⼒で、間違えないようにやってる。団体利益は第⼀。これが私の⾒ている⽇
本。

たぶんこれは⽇本⼈にとって⼤したことじゃない、毎年やってるもんだけ。

でも中国⼈である私にとっては、すごく感動して、⼼から尊敬している。

 

⽇本語のレベルと述べる能⼒は限りがあるから、わたしの⾔葉で述べた場⾯から⾒て、どうしてこんなに感動するか
みなさんはよくわからないかもしれない。

でも、私は⾃分の⽬で⾒た⽇本の⾼校⽣の様⼦と、⾃分の感想をぜひ伝えたいと思う。

 

明⽇の体育⼤会、すごく楽しみにしています︕

 

これは⽇本語で投稿されたものです



ウロウロした週末の⼋坂神社と⽉読神社

2013.10.11

元々は七⽇投稿したんだけど、なかなか出ないので、もう⼀度投稿させていただきます。

 

昨⽇は⼋坂神社に、今⽇は⾃転⾞で家の近くの⽉読神社に⾏った。

電⾞とバスで京都市へ⾏って、京都っぽい町を歩いて、⼈でいっぱいだったけど、楽しかった。抹茶のお菓⼦を買って明⽇オランダからの留学⽣にプレゼントする。

張倩如さんの⽇記



 

⽴派な⼋坂神社より、⼩さくて静かな⽉読神社がずっと好き。⼭の中だから⽊々がいっぱいだし、⽇当たりがいいし、本当に神様がいるような感じがする。

今⽇の午後は⼀⼈で⼀時間も⼩さい⽉読神社の中でウロウロして、写真をいっぱい撮った。

実際に⾔うと、本当に何もしなかったけど、ただ美しいものを⾒るだけでもう⼗分だと思う。

知らない⼈の絵⾺に書いた美しい願いを⾒て、⾃分も敬虔になった。

 



充実した有意義な週末だった︕

これは⽇本語で投稿されたものです





お久しぶりでーーす〜〜

2013.11.09

みんなお久しぶり〜〜〜

この間、奈良公園へ⾏ったり、中間テストやったり、留学⽣ビデオを撮影されたりして、忙しくて、ちょっと疲れちゃった。。。 でもやっぱり、毎⽇楽しんできた〜

みなさんはどうかな〜︖

 

昨⽇は料理部でグラタンの作り⽅を習ってきた︕

簡単だけどすっごくおいしいの︕

だから今晩、グラタンを作ってホストママに⼀緒に⾷べてもらった〜

私が作るといっても、ホストママがいっぱい⼿伝ってくれた︕

美味しい料理ができた〜

チーズとウィンナーの味が。。。どう表したらいいかわからないけど、とりあえず、美味しい〜

中華料理の「番茄炒鸡蛋」も作った︕

トマトと卵を炒めるだけ︕

やっぱり中国の味と違うなあ。。。

私は塩が⾜りなくてそんなに美味しくないと思うけど、ホストママはあっさりして美味しいよ、と、⾔ってくれて嬉しい︕︕︕︕

張倩如さんの⽇記



ホストママが明太⼦スバゲッティも作ってくれた︕

でも結局、グラタンでおなかがいっぱいになって⾷べられなかった。

だから明⽇の昼ご飯にする〜〜

この前も⼀回⾷べて、美味しかった〜

 

⼀番美味しかったのはーーーーースティール︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕

⽜⾁をフライパンでちょっと焼いて、タレをかける︕

残った分は⽉曜のお弁当に⼊れてもらう〜〜

幸せ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 

また太っていく

 

13⽇、アイドルのMaydayのアルバムの⽇本バージョンが発売︕

楽しみ︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕

 

では、今⽇はここまで︕

これは⽇本語で投稿されたものです



家に帰ったらクリスマス︕

2013.12.13

お久しぶり〜〜〜もう⼀ヶ⽉⽇記書いてないなあ。。

⼗⽇に期末考査が終わった。

古典や現⽂、家庭以外、なかなかいい点が取れたので、ほっとした。。。

あとは⼤掃除と終業式があって、20⽇から冬休み︕︕

クリスマスは冬休み中なんて、本当に初めて。

実は、⼤体三週間前、放課後家に帰ったら、⽞関からリビングルームまで、クリスマスのものが飾っていた。

クリスマスの雰囲気がすごい。本当にびっくりした︕

しかも、飾り物はぜんぶホストママの⼿作り︕

張倩如さんの⽇記



信じられないほど綺麗︕感⼼してる︕

 

11⽉13⽇に、国際理解⾏事があった。

私は深センの学校を⼀条のみんさんに紹介した。

運動場の写真を⾒たとき、晩⾃習があると聞いたとき、みんなびっくりした。(笑)



確かに⽇本の学校の体育祭は、⼤体他所の陸上競技場や運動場を借りて⾏われてる。

⽇本での勉強も中国での勉強よりずっと楽だと思う。

⽇本の友達にもよく聞かれる。「中国ではそんなに勉強すんの︖」と。「⼤変やな。⽇本はだめやな。」と。

「教育のシステムが違うやん。」といつも答えてるけど、実は、⾃分もよく考えてる。なんでこんなに違うんだろう。

 

やっと冬休みがやってきた。15⽇はホストママ、のだ先⽣、周千荷さん、あとは遇君と⼀緒に神⼾のルミナリエを⾒に⾏くことになってて、楽しみにしてる︕寒いけど。。。

 

では、今回はここまで〜

これは⽇本語で投稿されたものです



⽇本での新年がやってくる︕

2013.12.30

20⽇で第⼆学期が終わって、冬休みに⼊った︕

⽇本の冬は寒いよーーーー

あ、20⽇、終業式が終わって、学校を出たとき、初雪だった︕︕︕︕

冬休みのサプライズ︕⼤興奮︕

あんまり雪を⾒たことないし、この辺は雪が少ないと聞いたから、ほんの少しだけ降っても、綺麗なぁと思って、感動した。

道を歩いているときにも笑い出した

 

ホストママはルミナリエやイルミネーションなどに連れて⾏ってくれた。

とっても綺麗だった︕中国の新年の時も、町にいっぱい電気がついているけど、そんなに多くて、綺麗じゃなかった。。

 

15⽇ 神⼾ ルミナリエ

東⽇本⼤震災の後作られたものらしい。みんなの良い願望を含めているだろう。

⼈でいっぱいだから、ゆっくり歩いた。こんなのが初めてで、楽しかった︕

21⽇ 京都 ⾦閣寺

張倩如さんの⽇記



⼀年前の夏休み、三島由紀夫の「⾦閣寺」を読んだ。

その時は、絶対⾦閣寺に⾏ってみる。

やっといけた︕︕︕

その⽇は⾬だった。（狐がお嫁さんになる〜）

でも、⾦閣寺が⽬に⼊った瞬間、太陽が出てきた。

太陽光が⾦閣寺にあたって、キラキラして、涙が出るほど綺麗だった︕すごく感動した︕よかったなぁとずっと思ってた。

⼆⽉に、雪が降る時、もう⼀回⾏こうと思ってる。

 

22⽇ ⼤阪城 イルミネーション



22⽇は本当に疲れた。。

⼣⽅早く⾏っても、もう⻑い⻑い⾏列だった。。。

ホストママと遇君と３⼈で、昼間ホストママの友達にもらったお弁当を寒い⾵の中で⾷べながら並んでた。。。寒かったーーー︕でもお弁当があって本当に助かった︕

切符は⼀枚で2000円だった。（⾼︕）

でもやっぱり、感動するほど綺麗だった。

⼤阪城は３Ｄの⽴体映像が10分間できて、本当にすごかった︕ビデオを撮ってきた

だけど、⼈が多すぎて、いっぱい歩いて（ホストママの計算で、⼆万歩も歩いたらしい。。。）、⾜が折れそうに疲れた。。。

冬⾄だったから、ゆず湯に⼊ってみた。気持ちよかった〜〜〜〜

 

23⽇ なばなの⾥



世界⽂化遺産富⼠⼭〜（写真は変な⾓度でごめんなさい。。）

なばなの⾥は広い公園みたい、屋台もだくさんあった︕︕

その中でずっとホストママをウロウロして、いっぱい⾒た。

やっぱイルミネーションはきれいだなあ。

祭⽇だったけど、思ったより⼈が少なかった。ラッキー

 

25⽇ クリスマス︕︕ ⼤阪 ユニバーサル



世界で⼀番でかいクリスマスツリー︕︕︕

点灯の瞬間は花⽕も挙げられた︕

すっごく綺麗かった︕

遊園地でのクリスマス︕︕︕︕︕︕

「スバイダマン」は特に⾯⽩かった〜〜〜〜

忘れられないクリスマスだった〜〜

みんなありがとう〜

 

明⽇は⼤晦⽇だ。

いよいよ⽇本での新年がやってくる。

明⽇は朝５時に起きて、ホストママと富⼠⼭に⾏く︕

そこで新年を迎えるの︕

⼀年ぶりの富⼠⼭、もっと綺麗になったかな。雪降るかな。寒いかな。カウントダウンするかな。いろいろ、すごく楽しみにしてる︕︕︕︕

 

早いけど、皆さん、新年明けましておめでとうございます︕良いお年を︕

 



では、今回はここまで。

これは⽇本語で投稿されたものです



書き忘れた忘年会と、富⼠⼭で迎えた新年

2014.01.02

2013年12⽉28⽇、お昼から家で忘年会を開いた〜

またグラタンを作った〜中間研修の時もグラタン作ろうと思ったけど、中華料理を作らなきゃあかん。。。中華料理下⼿だけど、グループのみんなと頑張ります︕

ホストママもいろいろ準備してくれた︕

お寿司︕︕

張倩如さんの⽇記



24⽇は千ちゃんの誕⽣⽇だから、ケーキも⽤意してくれた

近所に住んでるホストママの孫娘の友達も来てくれた〜

みんなで⾷べながらおしゃべりした。

とっても楽しかった︕

午後は近くの神社へ散歩に⾏った（⾷べ過ぎた。。。）

夜はお鍋〜寒い年末、暖かかった〜︕

みんなありがとう︕奈ちゃん、ありがとうございました〜

 

31⽇、朝５時に起きて、ホストママと⼀緒に富⼠⼭のツアに⾏った〜

午後3時25分、富⼠⼭に沈む、2013年最後の⽇を⾒に⾏った。



太陽の最後の光が富⼠⼭の向こうに消えてしまった。

2013年も、これで終わりやなって、ただ美しい富⼠⼭を⾒つめて、何も⾔えなかった。

2013年は私にとって、とてもとても⼤切な⼀年だ。私の⼈⽣を変えてくれた⼀年だ。今の私の⽣活は、2013年に⾃分の頑張った結果だと知ってる。だから、これからも、もっ
とがんばらないと、思ってる。

2014年1⽉1⽇、また5時に起きて、富⼠⼭を登ってくる初⽇の出を⾒に⾏った。

マイナス8度でじーっと⽇の出待っていた。

⽇の出の時ははビデオを撮ったけど、写真はない。

何回ビデオを⾒ても、その時初めて2014年の太陽を⾒た気持ちは戻らない。

その最初の光を⾒て、涙が出るほど感動しちゃった。

2014年はここから始まる。



 

他の富⼠⼭の写真（河⼝湖、⻄湖などから⾒た富⼠⼭）



⼦抱き富⼠⼭

たくさん⾒て、たくさん感動した。

⽣まれてから最も特別な新年。

奈ちゃん、本当にありがとうございました。楽しかったです︕お疲れ様でした︕

 

最後だけど、新年のご挨拶〜

皆さん、明けましておめでとうございます︕☆::*Happy-New-Year*::☆

皆さんに、特に交流センタの先⽣⽅に、⼤変お世話になりました︕

いろいろ勉強して、頑張ってきいました。とても楽しかったです︕ありがとうございました。

今年も、どうぞ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



調理実習予⾏︕

2014.01.04

この間、中間研修の調理実習グループのみんなで相談した結果、コーラ⼿⽻先を作ることになった。

今⽇は朝ホストママと買い物に⾏って、お昼は練習しといた︕

コーラが多すぎた︕

出来上がり︕

もうちょっとしょっぱいほうがいいかなって、私もホストママもそう思った。

でもホストママは美味しいと⾔ってくれた︕うれしい︕︕

これで調理実習の時はいけるかな︕

めっちゃ楽しみ︕

みんなで頑張ろう︕︕＼(*⌒0⌒)♪

これは⽇本語で投稿されたものです

張倩如さんの⽇記





「料理の⽇」

2014.01.11

久しぶりの三連休だ︕（冬休みあったけど。。。）

昨⽇料理部でマドレーヌ作った︕美味しかったからレシピを持って帰った。

朝起きて、家でまたマドレーヌを作ってみた︕

 

最近ちょっと料理にハマってて、下⼿だけど、焦て作ってたけど、楽しい︕

疲れたって⾔ったら、慣れてないからってホストママに⾔われたヽ(´Д`︔)ﾉ

美味しいって褒めてくれた(//∇//)

（実はちょっと硬い。。）

 

昼ご飯⾷べて、豚⾁とキャベツの餃⼦を作った︕

ホストママとおしゃべりしながら、暖かい⽇向どこで餃⼦を50個包んだ。楽しかった︕ゆっとりした⼟曜⽇。。。

でも、今回はほんまに疲れた。。。(;´д｀)

今晩は5個味⾒します〜( ﾟv^ ) 

 

おやつの時間︕

張倩如さんの⽇記



研修についてのお知らせを読みながら⾷べてた。。。

あと半ヶ⽉で久しぶりにみんなに会える︕︕︕︕︕

楽しみ︕︕︕︕︕

 

夜は中華⾵の⽜⾁とピーマンの炒め料理をしようと思ってる。

おいしくできるように︕

 

第３学期が始まってもうすぐ⼀週間。

クラスのみんなと、仲良くしてます︕毎⽇楽しく過ごしてます︕

3⽉2⽇から5⽇まで、北海道で修学旅⾏をすることになってる。雪の世界、スキー滑り、すごく楽しみ︕︕︕︕︕

 

あと約半年で、中国に帰る。

毎⽇をもっと、もっと、⼤切にして、もっと有意義なことをして、充実した⽣活を送る。いっぱい、いい思い出を作って中国に帰りたい。

皆さんも、⼀緒に頑張ろう︕︕＼(*⌒0⌒)♪

これは⽇本語で投稿されたものです



中間研修

2014.02.06

中間研修が始まる前の⼆週間ぐらい、⾵邪引いたし、毎⽇寒いし、通学は⾟いし、だんだんやる気がなくなちゃった。こっちの⽣活は完全に慣れたし、友達と仲良くして、「め
っちゃ関⻄弁やんな」って⾔われてるし、ホストママとも仲良く⽣活してるし、毎⽇毎⽇何しようか、何を⽬指して頑張ろうか、わからなくなちゃった。「こんな状態はやばい
わ。」って思って、⽬標を探さないとって分かってたけど、しようと全然しなかった。

 

会議室でグループごとに座って、周りの顔を⾒たら、⼀瞬、まだ東京にいるような感じがした。みんな⼀⽣懸命ｐｐｔ⾒て、メモして、これからの⽣活を頑張ろうと、その様⼦
がすごく懐かしかった。ただディスカッションの内容が変わった。みんなの成果発表や、⽣活発⾒や、悩みを聞いて、⾃分だけじゃなくて、ここにいる30⼈、私の仲間たちが
みんな必死にがんばってんなって思われた。「これからも頑張ってください」みたいな⾔葉もいらず、ただみんなの頑張ったこと、感じたことを聞くだけで、⼀⼈⼀⼈の顔を⾒
て、やる気が出される。この胸には、もう⼀度五ヶ⽉前の研修の時と同じ、絶対頑張ろうと、⼀⽣懸命やろうと、前を進もうと、こういう気持ちでいっぱいだった。具体的にな
ぜかよく分かんないけど、とりあえずもう⼀回仲間たちから前を進む⼒を得たのだ。

深センのみんなにも久しぶりに会えて本当に良かった。夜はお⼟産会した。⾷べながらこの五ヶ⽉の話しや、深センでの勉強⽣活の話しもした。めっちゃ爆笑してた。(笑)「こ
の半年の分まで笑った」って、みんなそう⾔ってた。(笑)ほとんと深センの話しだった。やっぱり、⽇本でのつらい経験より、深センの話しがしたかったかな。あんまり⼝には
出してないけど、私たち4⼈は、過去のことがすっごく懐かしかったはず。

研修で分かったことがいっぱいあった。また作⽂に書くのでここでは⼀番分かったことを皆さんに分かち合う。外の世界に出ていかないと、⾃分の持ってるものはどんなに貴重
なのかわからないのだ。もちろん外の世界はいい、でも「ここ」が⼀番いいと、「ここ」にいるみんなが⾃分にとって⼤切な仲間だと、「外」に出てからわかるのだ。友情は⼀
⽣の宝物だ。

 

研修は本当に楽しかった。⼀番落ち込んでる時期に皆さんと会えて本当に良かった。またやる気が出した︕あと半年、頑張ります︕︕皆さんも、どうかお互いに励まして、頑張
っていきましょう︕

 

研修のスケジュールをよく考えて、相談してくれた先⽣⽅、5⽇間⼤変お世話になりました︕研修は、いい刺激になりました。どうもありがとうございます︕東京で合うのを、
楽しみにしています︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

張倩如さんの⽇記



予餞会

2014.02.08

昨⽇の午後は三年⽣の予餞会だった。

まずは有志発表の三曲の歌。ギター弾いたり、ピアノ弾いたり、バンドみたい。みんなうまかった︕卒業の悲しい歌か励ます歌かに関わらず、私たちは両⼿を振って、どっと喝
采してあげてすごく盛り上がって、⽂化祭のフィナーレみたい︕︕︕︕

あとはダンス部の発表。全国⼤会で2位を取ったダンス部はさすがだった。みんな笑顔で、精⼀杯踊ってる様⼦を⾒たら、本当に感動しちゃった。⽬がダンスしてキラキラして
る皆さんから離れなくなちゃった。かっこいー、うまい、すげーしか⼝から出てこなかった。ダンスグループとしてデビュウできる、テレビ番組に出られるっと、ずっと思って
た。

最後は、教員劇だった。1953から、毎年の予餞会で、必ずやるのは教員劇だ。先⽣たちは、夜9時まで練習したこともあるらしい。「新・その後の桃太郎」という劇だった。台
本を書いた⼀員はうちクラスの現代⽂の⾜⽴先⽣だった。その先⽣も⼀条⽣で、⼆⼗何年前⾃分が三年⽣の時、予餞会の「その後の桃太郎」がすごく印象に残ってたから、今回
は「新・その後の桃太郎」を作った。

劇を⾒ている時、知ってる先⽣が出てた、みんなめっちゃ先⽣の名前かあだ名を叫んだ。「たけしーーー」とか、⻄脇という家庭科先⽣は「脇ーー」とか、ミサワに似てる⽇本
史の先⽣は「ミサワーーー」とか、めっちゃ叫んでて、テンションすごく⾼かった。先⽣たちも舞台から⼿を振って挨拶してくれてめっちゃ⾯⽩かった︕︕セリフを忘れた時も
「次なんゃっけ︖」って舞台で直接いうから、まあ、本気演技だけど、この⽅がもっと⾯⽩い︕台本もめちゃくちゃ⾯⽩いし、先⽣たちみんな演技うまいし、めっちゃ笑った︕
もう楽しくて楽しくてたまらない︕

六⼗年間、忙しいうちに先⽣たちは予餞会のとき教員劇をしてきた。校⻑先⽣も、教頭先⽣も出演したことある。まだまだ寒い春の2⽉に、こんな形でこれから新しい⼈⽣を旅
⽴つ三年⽣を⼀⽣懸命暖かく⾒守ってあげてる。⾜⽴先⽣のように、教員劇が⼼の中に強く残っていて、⼆⼗年間も、この⼀⽣も忘れられないでしょう。

中国は⼤体教員劇なんてないから、こんなのを⾒るのは初めてだった。

あとは⽣徒会が作ったビデオとか、先⽣からのメッセイジとか、いろいろあった。

本当に楽しかった︕︕︕︕︕︕いい経験ができた︕

 

⼣べは雪がすごかった。朝起きたら庭にやっと雪が積もってた︕︕︕︕楽しくて「いえい」って叫んだ。(笑)でも東京はもっとすごいらしい(;´д｀)

 

3⽉2⽇に、北海道で修学旅⾏に⾏く︕︕︕︕だいぶ前から⼩樽に⾏きたかった︕︕︕︕︕めっちゃ調べて、⾏きたいところをアンケートに書いといた︕仲のいい友達と⼀緒に
お泊りできるし、めっちゃ楽しみ︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

張倩如さんの⽇記



やっとテストが終わった︕

2014.02.27

18⽇から、やっと今⽇で学年末考査が終わった︕︕休みもあったけど勉強しなきゃあかんから休まれへんかったﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ

明⽇は卒業式予⾏と記念品授与会で、あさっては卒業式。明々後⽇に北海道での修学旅⾏が始まる︕︕︕スキーもするし、ずっと⾏きたかった⼩樽にも⾏けるし、札幌ラーメン
も⾷べれるし、めっちゃ楽しみ︕︕︕︕︕

庭のピンクの梅が咲いてる。初めて梅を⾒た。めっちゃ綺麗〜まだまだ寒いけど、もうすぐ本当の春がやってくるかな〜

これは⽇本語で投稿されたものです

張倩如さんの⽇記



北海道から帰ってきた︕

2014.03.07

４⽇３泊の修学旅⾏から帰ってきた︕︕︕前からずっと北海道に⾏きたかったので、しかもクラスのみんなと⼀緒に⾏ってきて、夢を叶えたような感じだ。(笑)

★⼩樽

⼩樽なら海鮮︕︕⾃由⾏動だったんで、友達と海鮮丼を⾷べた。めちゃくちゃ美味しかった︕︕たまらない〜

七段の虹ソフトアイスを⾷べながら街歩きした︕⾔葉で⾔えない美味しさだったよそれは。(笑)

張倩如さんの⽇記



好きな映画の撮ったところは雪のときの⼩樽だから、この町に憧れて、⾃分の⽬で⾒てみたかった。団体⾏動なので、ゆっくり歩けなくてちょっとイメージとは違ったが、やっ
ぱ雪の⼩樽は感動された。⼩樽を出るとき、絶対また来るって決めた。

 

★富良野

富良野で観光はしなかったが、⼆⽇間全部スキー実習だった。

初⼼者なので、期待したり、⼼配したりしてた。⼀⽇⽬の朝は基本の練習で、ゆるいところで、少し滑って、⽌まれるように練習した。初めてだから、筋⾁痛がやばい。⾜も膝
も⼿⾸も痛かった。でもだんだん上⼿になって来て、午後はもうリフト乗って⾼いところから滑って降りられるようになったから、すごく達成感があった︕めっちゃ楽しかっ
た︕⾼いところから⾒る富良野は、何よりも美しい絶景だった。雲に隠された富⼠⼭の姿が⾒えた。天も、地も、⽬の前全部の空間も雪に溢れられて、⾔葉が出なかった。スキ
ー場の雪はめっちゃふわふわで、柔らかすぎてボールにも握れなかった。

（はっきり⾒えないけど、⼀番右が私。わら）

初⼼者組みでーす〜



夜はクラス別のクラスレクリエーションがあった。みんなでゲームして、めっちゃ楽しかった。

ゲームが終わって、友達のみきが、トイレについてきて、⼀⼈は恥ずかしいからって⾔って、ついて⾏った。帰ったら部屋が暗くなってびっくりした。はやく席に戻ろうと思っ
て、いきなりパンパンとクラッカーされて、なんや、これ間違えてんやろうとびっくりした。けど、後ろの⼈にせいちゃん、せいちゃんって呼ばれて、振り返ったら、みんなハ
ッピーバースデーの歌を歌い始めて、友達のまちことげらはろうそくの挿されたケーキを持って私に向かっていた。ああ〜トイレなんて最初からうそやな。ろうそくを吹いて、
みんなの拍⼿のなかで何度もありがとうと⾔った。その時は、そんな暗い部屋の中、⼀⼈⼀⼈は明るかった。そんな寒い北海道の夜、部屋は暑くて汗が出た。そんな雰囲気で、
ありがとうとしか⾔えなかった。

また電気がついて、担任の梶村先⽣が、はい、静かに、張から⼀⾔と⾔って、こんなサプライズされて、頭が混乱してたから、結局トイレの話からびっくりして、最後は感動し
た、ありがとうぐらいしか⾔えなかった。もっとなんかあるやろう、もっというべきやったやろうとその後思ったけど、何⾔ったらいいか、どうやってこの感謝と感動の気持ち
を伝えればいいか分からなかった。

夜はやっぱりみんなの部屋に⾏ってありがとうと⾔った。

昼間のときも、あやかちゃんと話するとき、せいちゃんはあと五ヶ⽉で帰っちゃうやんな、卒業までおってほしいと⾔われて、五ヶ⽉ははやいと知ってるけど、やっぱり笑って
まだまだやと答えた。いや、真剣に⾔ってる、おってほしいって返された。今回は⾔葉が出なかった。

 

★札幌

札幌と⾔ったらラーメン︕︕

四⼈で味噌ラーメン⾷べた。やっぱ普通のラーメンとは違う。スープが濃厚で、⾯の伸ばしにくい。マスターは北海道の⽔が美味しいからスープも美味しいと⾔った。



そのあとは街歩き。

雪を握りながら、おしゃべりしてた。(笑)



 

修学旅⾏が終わった。楽しい時間は本当に本当にあっという間だ。全然北海道を出たくない。「北海道はでっかいどう」って4⽇間みんな⾔ってる。(笑)朝六時に学校で集合す
る場⾯がまだはっきり覚えてるのに、修学旅⾏はもう終わちゃった。もし⼤学のとき、私がまた⽇本に留学するチャンスがあったら、絶対また北海道⾏って、⼀緒にスキーし
て、沖縄も⾏くって四⼈で約束した。

みんなとたくさんたくさんおしゃべりできて、めっちゃ笑って、写真撮って、もうこれ以上楽しいことはないやろうと思ってんのに、誕⽣⽇も祝ってもらった。みんなともっ
と、もっと親しくなってきて、もっとクラスの感じが出てきた。今を⽣きる、今の⼈々と今の楽しいことを⼤切にして、⼼に残らせる。最⾼な、思い出ができた。北海道は、私
の⽩い夢だ。

みんな、たくさん、たくさんありがとう︕♥

これは⽇本語で投稿されたものです





あと10⽇ですლ(╹◡╹ლ)

2014.07.06

みなさん、おひさしぶりでーす。

気付いたらあと10⽇でもう東京に⾏っちゃう。⼀年間ってほんまにはやいなー

先週の⾦曜⽇で最後のテストが終わった。午後は友達8⼈ぐらいで⼀緒にカラオケに⾏った。途中で、「ありがとう」っていう歌が出て、何⼈かがカラオケ屋さんのデザートを
持って歌いながら部屋に⼊ってきた。お⽫にはチョコレートソースで、「せいちゃん、今までありがとう」って書いてあった。北海道でのクラスレクリエーションの時と同じ、
またサプライズされたﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟめちゃくちゃ感動して、「みんなありがと、ありがと…」としか⾔えなかった。みんな、やさしくて、私のことをこんなに思ってくれて、ほ
んまに卒業まで⼀条⾼校にいたい、みんなと⼀緒に卒業したい(>_<)

けど、出会いも別れも、なんかの縁に違いない。出会った⼈々のやさしさをちゃんと覚えて、感謝して、別れる時は、また会える⽇を楽しみにすればいい。

いつも最後最後って⾔ってるけど、今回こそ最後になってしまう。みなんで⼀緒に頑張って、最後の10⽇間、もっと楽しい思い出を作りましょー

これは⽇本語で投稿されたものです

張倩如さんの⽇記


	11435
	11451
	11461
	11480
	11496
	11536
	11564
	11619
	11635
	11716
	11867
	11986
	12048
	12056
	12065
	12097
	12164
	12170
	12227
	12247
	12407



