
今 東京にいる

2013.08.28

東京の⽣活はとても⾯⽩いです 。

これは⽇本語で投稿されたものです

張婷婷さんの⽇記



⽇本の⽣活スタート

2013.09.05

⽇本での⽣活が始まったよ〜。ここに来てまだ数⽇なのに、今まで中国で知らなかった、聞いたこともなかったようなことをたくさん知った。クラスメートも皆優しいよ〜。こ
れからの⽣活が楽しみ みんな頑張ろうね︕︕︕

張婷婷さんの⽇記



⼀週⽬〜

2013.09.07

⽇本に来てもう⼀週間。⾒知らぬ環境と新しい家庭、クラスメート達にも慣れてきた。私はここで、中国と同じ家族の愛情と友情を感じている。そして、中国では体験できな
い、やることのできないたくさんのことを体験しているよ これからの⼀年の中で、クラスメートの皆と最⾼の友達になろう。本物の家族の⼀員になろう。そしてたくさんの
ことを学ぶんだ。頑張ろう︕︕︕︕⼋期⽣頑張ろうね︕︕︕

張婷婷さんの⽇記



⾦曜⽇の学園祭、楽しみ

2013.09.11

⾦曜⽇は学園祭。ここ数⽇皆必死に準備しているよ〜。私も皆と⼀緒に準備してるし、そのおかけで、皆ともっと仲良くなれたよ。学園祭は私にとって初めての経験。だからす
ごく興奮しているんだ。作業をしてても⼀⽣懸命だよ〜頑張ろう︕︕⾦曜⽇の学園祭、きっと楽しいだろうなー。忍者の服も着るんだよ〜〜

張婷婷さんの⽇記



杂记

2013.09.26

三重県に来てもうすぐいヶ⽉

今⽇はクラスのみんなと⼀緒に和⼤⿎と琴を聞いて⾏った〜〜めっちゃ素晴かった そして、私が早く学校の琴部に⼊りたいと思います〜〜

。。。

今⽇は超楽しかった

これは⽇本語で投稿されたものです

張婷婷さんの⽇記



また1週間がすぎたよ~~~

2013.10.06

今週はすごく充実した1週間だったよ~~

      今週から正式に琴部に⼊部して、⽇本のお琴を習い始めた。⽇本の琴は中国のとはちがうところがたくさんあるんだよ。私は中国で琴を習ったこと
があるから、思っていたよりスムーズに練習が進められている。もっと⽇本⽂化を理解して、学ぶためにも、がんばって練習します~~そうそう、来週
は華道部にも⼊るんだ。楽しみだな~~

    今週、またオーストラリアからの留学⽣たちが私たちの学校に来た。留学⽣たちを歓迎する同級⽣たちの様⼦に、1か⽉前の⾃分の姿をかさねてみち
ゃったよ。時間がたつのってすごくはやいね。ここにきてからあっという間に1ヶ⽉ちょっとがすぎちゃった。これからの時間をしっかりすごせるとい
いな。毎⽇が充実して、明⽇がくるのを楽しみに過ごせますように。でも今回の留学⽣たちは1週間しかここにいられないの。だからもっと仲良くなる
ことはできないかな。またこんな機会があるといいな。いろいろな国の留学⽣たちと仲良くなりたいな~~~

    昨⽇はお⽗さん、お⺟さん、お姉さんと街に遊びに⾏ってきた。⽉曜⽇の調理実習の授業と、そのあとの料理部でつかうエプロンを買ったよ。楽し
みだな。·~それと服を2着買ったの。超うれしい。夜は家族みんなで回転ずしへ。中国にもお店はあるけれど、私は⼀度も⾏ったことがなくて。だか
ら、なにからなにまでドキドキしっぱなし~~お寿司は超オイシイ︕︕でもなにより⼤事なのは、家族みんなで⼀緒にいること、これこそが⼀番幸せっ
て思えるんだよね。ま、なにはともあれ、今はなんでも⼤切にしていきたい·~~

    今⽇はお⺟さんとお姉さんがでている、ダンスの発表会リハーサルを⾒に⾏ってきたんだ。出演者には幼稚園のコもいるし、もうお孫さんのいるお
ばあちゃんまでいて、みんなスゴイ︕︕みんなせいいっぱいがんばって、最後までベストをつくしていた。私も⾒習わなくちゃね︕でもずっとクーラ
ーのきいた会場にいたから、夜、家に帰った後、なんだかカゼをひいたっぽい。。。 薬飲まなきゃ。。。

 

張婷婷さんの⽇記



10⽉――2ヶ⽉⽬

2013.11.05

 あっという間に10⽉はこうして過ぎて⾏ってしまった。私が三重に来てからもう2か⽉。この⽉は、みんなと⼀緒に中間試験をうけた。試験前はほぼ毎⽇、放課後⾃習をして
いる⼈たちがいたので、私も⼀緒に勉強を。わからないことがあると、みんなで⼀緒に話し合ったりして、実は勉強って楽しかったんだね~~

 この⽉は、ここの「炊き出し」訓練におじいちゃんと⼀緒に参加した。公⺠館ですごく親切でかわいらしいオバ様たちと⼀緒にお昼ご飯を作った。私は初めてオニギリを作っ
たよ。みなさんからは可愛いく、上⼿にできているねって⾔ってもらえた。嬉しいな~~

 この⽉に、料理部にも⼊部した。料理部って本当にいいところ。料理が上⼿になるだけじゃなくて、みんなと⼀緒に料理をするって本当に楽しいんだ~~初めて作った料理は
「さつまいもと栗の焼き菓⼦」。その次はミートソース。どちらも家に持って帰って家族にも⾷べてもらった。お⺟さんとお姉さんは美味しいって⾔ってくれたので、その⾔葉
を聞いてすごくうれしくなっちゃった。なんだか達成感があるよね~~ハハ

 この⽉は、お姉さんとお⺟さんのダンスの発表会にも⾏った。この発表会に参加しているのは幼稚園のコから60歳近いおばあちゃんまで。みんなでいっしょにがんばった1年
間の練習の成果を、この10⽉のダンス発表会で披露していた。⼀⼈⼀⼈の時間は5分ぐらいだったろうけれど、みんなせいいっぱい、全⼒でステージに上がっていた。ステージ
での1分間のために、10年の努⼒を続けるこの精神を私もしっかり⾒習わなくちゃ。来週から私もお姉さん、お⺟さんと⼀緒にダンスを始めるんだ。楽しみだな~~がんばる
ぞ︕︕来年の発表会には出られなかったとしても、真剣に全⼒でやるぞ︕︕

 今⽇、学校で私たち4年⽣は⽇本最⼤の湖̶̶琵琶湖、の遠⾜に⾏ってきたよ︕︕琵琶湖の⾵景って本当にきれい︕︕琵琶湖でボート漕ぎの試合をしたんだ。私たち4Dは、男
⼦が1位、⼥⼦は2位をとった。なかなかいい成績でショ~~~試合の後はみんなでバーベキュー。おいしいものがどっさりあって、おなかは満⾜~~琵琶湖から帰る前に、クラ
スみんなで琵琶湖をバックに試合の賞状と⼀緒に記念撮影。今⽇はみんな最⾼の気分。1⽇中遊んで、往復のバスで体は疲れているけれど、初めてのこんなに楽しい遠⾜だか
ら、みんなもずっと笑顔だったよ~~超highだ~~

張婷婷さんの⽇記



期末テスト

2013.11.30

  今週の⽊曜⽇から期末テストが始まった。もう6科⽬を受けたよ。この前の中間テストより出来が良い気がする。成績も望み通りのものだといいけど。さっそく勉強しなき
ゃ。残り3⽇間のテスト、頑張るぞ︕︕でもさ、世界史が本当に覚えられない。ほとんどカタカナなんだもん。それに⻑〜い⼈名や書籍名、どうやったって覚えられない…とに
かく全⼒を尽くそう︕︕

 最近めっきり寒くなってきたから、皆も⾵邪をひかないようにね〜〜

張婷婷さんの⽇記



今⽇、期末試験終了

2013.12.04

  今⽇やっと１４科⽬、５⽇間に渡った期末試験が終わったよ。今⽇が最終⽇でラスト残りの２科⽬、数学と世界史。世界史はあんまりよくなかったと思う。だってカタカナが
多くて暗記もあやふや。。。でも今回の試験の⽅が全体的には、前回の中間の時より良いカンジだとおもう。試験の結果もこのカンジ通りだといいな。じゃなきゃあんなに毎
晩、夜遅くまで勉強したのがむくわれないよ~~

 今⽇は試験の後、お姉ちゃんとお⺟さんと服を買いに⾏ったんだ。 そのお店はすごく安くて、トクした気分~~ハハ~~服を買って、外でご飯を⾷べてから帰宅。お姉ちゃんと
お⺟さんはラーメンを⾷べて、私は⽜丼。超オイシイ︕︕お腹がペコペコだったので⼤盛りで~~

 もうすぐクリスマス。あちこちで家の周りをクリスマスイルミネーションをしているね。夜、電飾がともると本当にきれい。中国にいたときは受験勉強とかがあったし、家族
もそんなにクリスマスって気にしていなかった。だからこの年になるまでクリスマスってちゃんと過ごした思い出がない。でも今年はここで過ごすんだ。クリスマス前からこん
なに雰囲気が盛り上がっているなんて、とびきりのクリスマスになるだろね~~きっとワクワクするような⽇になるんだろうな~~

 

張婷婷さんの⽇記



マフラーを編む

2013.12.06

  11⽉16⽇はホストファザーの誕⽣⽇。ほんとは終わってすぐに⽇記を書こうと思ってたんだけど、わたしの記憶⼒が悪いのとその他諸々の原因により、いまさらになってよう
やく書き始めてます。。。

  ホストファザーの誕⽣⽇に、なにをプレゼントしようかほんとに⾊々と考えてたんだけど、最終的に、⾃分でマフラーを編んでお⽗さんにプレゼントしようと決めた。そうす
ればお⾦も節約できるし⼼も込められるし、なにより実⽤的でしょ。でも、今まで⼀度も⾃分でマフラーなんて編んだことなくて、前もおばあちゃんが編んでるのを⾒ているだ
けだったの。初めてで、しかもプレゼントとして無事にお⽗さんに渡せるようなマフラーを作るために、わたしは早速勉強を始めた。編み物の本を買い、編み物に関する動画を
観て、更にはマフラーを編んだことのあるお⺟さんに⾊々教えてもらったりもした。そうやってやり⽅をなんとなく理解した後、お⽗さんの誕⽣⽇の5⽇前からマフラーを編み
始めた。ちょっと期間がギリギリだったのと当⽇までに間に合わせたかったから、毎⽇必ず⽑⽷1⽟は編むようにした。ほんとに間に合わないときは、時間が⽌まって欲しいと
まで思ったよ~~でもなんだかんだ、お⽗さんが戻ってくる前に、なんとかマフラーを完成させることができた。やっぱり初⼼者だから、完成度はそれほど⾼くないんだけど、
それでもお⽗さんはすごく喜んでくれたから、わたしもすっごく嬉しかった~~ハハ~~

  マフラー作りももっと練習したら、特技になるかもだよね~~それにすごく⾯⽩いし~~

張婷婷さんの⽇記



京都⽇帰り旅⾏

2013.12.24

   

    12⽉22⽇、京都に⾏ってきた。この⽇は忘れられない⼀⽇になった。

    今回京都へは近鉄で。近鉄に乗るのも⼀⼈で出かけるのも初めてなので⼀抹の不安が。でかける前には学校の友達や寄宿先のお⽗さん、お⺟さんからも⼤丈夫よって声をか
けてもらっていたけれど、不安な気持ちはぬぐえない。近鉄に乗る前にまず、多気駅からJRに乗って松阪駅まで⾏き、そこで近鉄に乗り換え。電⾞の時間に合わせて朝6時ぐら
いに起きて、私を駅に送るためお⽗さんとお⺟さんも早く起きてくれた。⾝⽀度をして、緊張とドキドキした気持ちのまま出発。駅に向かう⾞の中で、お⽗さんが何度も近鉄に
乗る際の注意を教えてくれた。そして緊張することはないよ、誰にだって初めてチャレンジするときがあるんだからそんなに緊張しなくて⼤丈夫って⾔ってくれた。

    松阪駅に着いたら、すぐに今⽇の往復切符を購⼊。3時間ちょっと電⾞に揺られ、途中で2回乗り換えて、ついにテレビの中でしか⾒たことのなかった街に到着した。今回の
同⾏者は5⼈。みんなとは4か⽉近くも会っていなかったけれど、顔を合わせたら、あっという間にうちとけられた。京都駅で集合してから、まずは近所をブラブラと。そして
バスに乗って今回の京都⽇帰り旅⾏のメインイベント̶̶清⽔寺へ。

    清⽔寺へ向かう道中にはたくさんの外国⼈が。肌の⾊も、話す⾔葉も様々。だからこそこんな眺めが古⾊蒼然とした京都にまた独特の味わいを添えるのかも。バスの⾞内ア
ナウンスも4種類の⾔語でされていた。⽇本語、韓国語、中国語に英語だ。きっとたくさんの外国⼈観光客にとってとてもありがたいサービスなんだろうな。

    私たちは清⽔道でバスを降りて、清⽔坂を上って清⽔寺へ向かった。この清⽔坂は京都のお⼟産屋が買えるお店がずらっとならんでいて、すごくにぎやかだ。ここで学校の
友達と家族へのお⼟産を買った。値段も⾼くないし、ま、それってウレシイことだよね~~ここの来る前に、清⽔寺のこともちょっと調べてはきたけれど、実物を⽬にすると思
っていた以上の⼤迫⼒。

    まずお寺の外観と内部の構造からいっても、この清⽔寺が⼭の上に建っているってことだけでもすごいことだと思う。現代の技術でこれをつくろうとするんだったら、間違
いなく難しいことではない。でも材料を運搬するような機械なんて全くない時代にこれだけのものをつくりあげただなんて。しかもこの清⽔寺って決して⼩さな規模のお寺じゃ
ない。これだけの⼤⼯事には、きっと莫⼤な⼈⼿と時間を要したんだろうね。清⽔寺の⾵景はすごくきれいだった。階段を駆け上がったり、もろもろの神様をお参りするだけじ
ゃなく、柵にもたれかかって遠くを眺め、京都を⼀望する⾵景をしっかり⽬に焼き付けてきた。空を仰ぐと流れる雲に真っ⻘な空が⼀幅の絵画のようで、⼼の中の鬱屈したもの
をきれいにとりはらってくれる。お参りをした後に、みんなで清⽔寺の有名な⾳⽻の滝の泉⽔を飲みにいった。この清泉はみっつの出⽔⼝があって、それぞれ学業、恋愛、⻑寿
にご利益があるんだ。私が飲んだのは⻑寿の⽔。本当に100歳まで⻑⽣きできるといいな~~ハハ~~

    清⽔寺もほぼ⾒終ったので、みんなで五条坂下からまたバスで京都駅にもどった。最後は京都駅のあたりをあるきまわることに。ここには本当におどろいちゃった。京都駅
ってすごく⼤きくて、⼈もたくさんいて、⽅向を指⽰してくれる看板が無かったら、道に迷っちゃったかも。。最後に京都駅でちょっとお買い物をしてまた近鉄で帰宅すること
に。

    今⽇はほぼ⼀⽇中歩き回ったから、⾜が棒のよう。もし⼤和⼋⽊駅で乗り換えがなかったら、そのまま乗っていられたのかもしれない。このまま無事に帰れると思っていた
のに、⼈⽣ってそんなもの、順調にいっているときほどアクシデントはつきもの。̶̶⼤和⼋⽊駅についてから、調べていた電⾞の時間が違うことが発覚︕︕乗るはずだった電
⾞が来ないということ。この⼤アクシデントが発覚したときは、⾵もないのにビュービューと向かい⾵にあおられてる気が。。。その後駅員さんに聞いたら、ラッキーなことに
1時間半後に松阪駅まで⾏く電⾞だったらあるとのこと。お⽗さんに松阪駅まで迎えに来てもらうしかないみたい。。。

    松阪駅についたのはもう夜の10時すぎ。電⾞の中で何度も寝過ごしそうになっちゃった。駅の外で待っていてくれたお⽗さんの姿を⾒たら、なんだか泣きそうになっちゃっ
た。⾞のところに着いたらお⺟さんとお姉さんも⼀緒に迎えに来てくれていた。なんだかあたたかい気持ちになったよ。お⽗さんとお⺟さんにはもう“ありがとう”としかいいよ
うがない。今⽇はあんなに朝早くから駅まで送ってくれて、今こんなに遅い時間に迎えに来てくれている。もちろん今⽇のことだけじゃなくてこの4か⽉ちかくのあいだには、
たくさんの感激することがあった。とにかくとにかく、本当にありがとうございます︕

    それから家に帰る途中、お⽗さんが今⽇のことは帰ってからちゃんとまとめるといいよって⾔ってくれた。今⽇のことを振り返って、どんなところがよかったのか、そして
いけなかったのはどんなことか、悪かったところはどうしたらいいのか、次はどうしたらいいのかと考えるべきだよって。お⽗さんの話の中ですごく印象に残った⾔葉は、“私
たちはみんな⼈間なんだから、間違えるのはあたりまえのことだよ。でも同じ間違いを何度も繰り返すことは賢いやり⽅とは⾔えないね。だから間違えることは気にしないで、
肝⼼なのはそれをどう訂正していくかという事だよ、と。”

    今⽇⼀⽇本当に疲れたけど、収穫も⼤きかったよ。楽しかったな。また今度も機会があったら、友達とでかけたいな~~もうすぐお休み、やっとゆっくりできるぞ~~

張婷婷さんの⽇記



今⽇

2014.01.20

今⽇、１⽉２０⽇はクラスメイト、森瞳⼦という⼦の誕⽣⽇です。（お誕⽣⽇おめでとう︕︕ ）昨⽇⾃分でまじめにプレゼントを包装しました。今⽇、瞳⼦にプレゼントに
渡した、相⼿はすごく喜んた、だから、私も楽しかったです。瞳⼦はほとんど毎⽇も私と⼀緒に電⾞で学校へ⾏きます。楽しかった時間を⼀緒に過ごしました。仲間になりまし
た。永遠の友達になりたいです〜〜

これは⽇本語で投稿されたものです

張婷婷さんの⽇記



今週の調理部̶̶巻き寿司

2014.01.23

 今週の調理部は巻き寿司を作りました。巻き寿司を作ることは私にとって、初めてけれども、先輩と⼀緒にばっちり完成しました。楽しかった時間を過ごしました。さらに、
いっぱい写真を撮りました。楽しみでした。

 

これは⽇本語で投稿されたものです

張婷婷さんの⽇記



調理部で撮った写真̶̶いちごケーキ

2014.01.24

これは⽇本語で投稿されたものです

張婷婷さんの⽇記



１６歳の誕⽣⽇だ

2014.01.26

 

昨⽇、１⽉２５⽇は私の誕⽣⽇でした。今年の誕⽣⽇は私にとって、すごく⼤切な誕⽣⽇であり、ただ１６歳になって、年齢が変わってじゃなくて。つまり、昨⽇の⼀切、私は
必ずずっと⼼に強く残っています。

 昨⽇、学校で授業もあるんやんさあ、午前中までの。学校に着いた後に、みんなも私に「お誕⽣⽇おめでとう︕︕」と⾔ってくれました。それに、友たちからプレゼントをも
らいました。みんなも私の誕⽣⽇を覚えて、すっごく嬉しちゃったです〜〜（れな、瞳⼦、まな、さき、ももか、なな、ゆうな、ゆうゆ、ゆうこ、ゆめ。。ありがとう〜〜

  学校を終わった後で、理容の店に⾏きました。そこで前髪を作りました。髪形が変わって、気分も変われてと思います。

 家に帰った、晩ご飯を⾷べました。昨⽇の晩ご飯はたこ焼きと姉さん作ったのお寿司でした。たこ焼きも家で作りました。彩ちゃんはすごく上⼿になって、美味しかったで
す。（ありがとうね〜〜）ご飯を⾷べてから、誕⽣⽇ケーキを家族と⼀緒に⾷べました。そのケーキの上にあるクッキーを置いてあり、クッキーで「ていてい お誕⽣⽇おめで
とうございます」を書きました。そのケーキをみると、すごく涙を出ました。⼀⼝⼀⼝でケーキをたべながら、この半年間のいろいろなことを思い出しました。学校で全校のみ
なさんの前に⾃⼰紹介をしたこと、クラスの友たちと買い物に⾏ったこと、４年⽣全員とバスで岐⾩県の琵琶湖へハイキングに⾏ったこと、ホストファミリーの家族と⼀緒にお
正⽉を迎えるためにお持ちを作ったこと、いろいろなことは脳裏に浮かびました。それから、涙ごんでお⽗さんにそんな話を⾔いました。突然、⾃分⾃⾝から意識した。私はも
う１６歳になりました。もう⼦ともじゃなくて、前よりもっと⼤切な責任をおいていります。なので、今から、ぜひぜひ前より頑張ってやります︕

 昨⽇、さいさんとらんさんから「お誕⽣⽇おめでとう」のメールを受け取りました。ありがとうね〜〜

 昨⽇は私にとって、本当特別の⼀⽇だった。。。

 

 

これは⽇本語で投稿されたものです

張婷婷さんの⽇記



もうすぐ期末だ＼(*⌒0⌒)♪

2014.02.24

 来週の⽉曜⽇から⾦曜⽇まで、五⽇間で期末テストです。今回のテストは四年⽣として最後のテストから、本当に前より点数が⾼くなりたいです。この⼀週間でいろいろ頑張
るぞ︕︕

 春休み終わったら、私は五年⽣になります。その時、⽂理選択があるので、新しいクラスをわけてくれます。今のクラスメイトと今のクラスで過ごすのはあといヶ⽉だけを思
えば、ちょっと惜しいの気持ちをできました。だから、この⼀ヶ⽉で私はクラスメイトと楽しんで過ごしたいです︕︕４Ｄのみなさんのことが⼤好きだぜ︕︕(*´∀｀*)

これは⽇本語で投稿されたものです

張婷婷さんの⽇記



⽂化部合同発表会ーーリハーサル

2014.03.26

 明⽇は学校の⽂化合同発表会です。だから、今⽇は松阪市の⽂化会館で発表会のリハーサルをしました。私⼊った三つくタブは全部⽂化部のクラブって、琴部と華道部と調理
部です。でも、本番で調理部のことを参加できなくて、時間が間に合わないから、⼆つしか参加できないです。そうなんですけど、明⽇はぜひ全⼒で琴部と華道部のこと発表し
ます︕︕︕

 今⽇は午後⼀時から⽂化会館で集合してリハーサルをしました。まず、華道部のリハーサルをしました。みんなは花屋さんから注⽂したお花を⾃分好きなやつを選んで、それ
からまじめにお花を⽣けていきました。私選んだお花はレンギョウや君⼦蘭などの、⾊とかとても綺麗と思います。華道部終わてから琴部のリハーサルを始めるまでまだ時間が
けっこうあるんから、琴部のみんなと練習室で発表する曲を練習してきました。今回の発表会で弾く曲は「みずうみの詩」と「秋のワルズ」⼆つあるんです。みんなと何回何回
の練習をして、つまらないと思わないで、めっちゃ楽しました︕︕

 明⽇の発表会頑張るぞ︕︕その瞬間を楽しんでいって、悔いを残さないように、素敵な記憶になりたいです︕︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

張婷婷さんの⽇記



お花⾒

2014.04.07

今⽇は春休みの最後の⽇でした。この春の息吹があちこちにあふれる⽇に、学校の友達と⼀緒にお花⾒を⾏ってきました。

 ⽇本に来る前、この留⽇の⼀年間でぜひやることとかぜひ⾏くところとか紙で書いてあって、いろんなことがありました。お花⾒を⾏くこともその中にある。お花⾒というイ
メージは友達か家族と⼀緒に満開したきれい桜を⾒ながら、おいしいお菓⼦とかのを⾷って、話をして、気持ちの良い春の⽇を過ごします。本当に向いて⽣活と思います。いつ
もそんなことをテレビと⼩説だけ⾒てたんけど、今⽇は⾃分をその⼼の中の主⼈公になって、すっごく楽しかったんです。

 今⽇は⾏ったところは松阪市の松阪城で、春は桜すごく美しいところなんです。そこにいって、３⼈と桜の⽊の下を座って、紗希という優しく明るい⼦を作ってもらた弁当を
⾷べて、いろんなことを喋っていました。松阪城で花⾒をする⼈がたくさんいった、私はみんなの顔で笑みを浮かべることを気付きました、そうですね、休みの時間でそんなこ
とをやって幸せなことですね︕昼ご飯を⾷べてから、⽯ベンチで座ってきた。３⼈と喋って、知らず知らずの中で三時間を過ごしました。

 今⽇は本当に楽しかったです。私にとって、春休みに咲く桜というのは特別な存在なのです。

明⽇から五年⽣になって、新しいクラスに⼊って、もっと頑張るぞ︕︕残りの三ヶ⽉に悔いを残

さないように⽇を送っていきましょう︕︕⾏けるぞ︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

張婷婷さんの⽇記



五年⽣になりました︕︕

2014.04.09

 昨⽇は三重⾼校の始業式でした。今⽇から私は５年⽣になって、クラスももとの４Ｄから５ｃになっていました。新しいクラスに⼊って、新しいクラスメートと⼀緒に授業を
受けて、勉強して、残りの三ヶ⽉を過ごします。今⽇、ただ⼀⽇を過ごしたんだけど、本当に明るいクラスと思っています。みんなと⼀緒に何をするとき、いつも活⼒に溢れ
て、やる気満々で、楽しいです。

 新学期から、また新しいクラブに⼊りたいです。今度は茶道部に⼊ることを⽬指します。⼊ったら、残り時間は短いでも、頑張って部活を参加して、初⼼を忘れずに勉強しま
す︕じゃ、明⽇も頑張るぞ︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

張婷婷さんの⽇記



茶道部

2014.05.08

新学期から、私は学校の茶道部に⼊りました。残りの三ヶ⽉間でもっと⽇本の伝統⽂化を勉強したい、残りの留学⽣活をもっと充実させたいという思いを持って茶道部に⼊りま
した。初めて⾏った時、今の三年⽣の先輩たちから茶道のお⼿前招待するところを⾒せてもらいました。全過程で余計な話がいらなかった、そのまましずかでそばから⾒てきて
も、茶道⽂化に専属する魅⼒が⼗分感じました。先輩たちやったことに説明する話が何も聞いてもらえなかったんけれども、特定的な意味があるかないかも分からなかったけれ
ども、その瞬間、その魅⼒にはまっていきました。だから、茶道部に⼊ることを決まりました。今まで、茶道部の部活動に⼆回⾏きました。新⼊部のみなさんと茶道における最
基礎の袱紗の使い⽅を勉強していました。興味を持って勉強するので、あまり難しくないと思います、とても楽しみでした。でも、茶道の勉強の中の⼀つ私にとってすっごく⼤
変なことがあると思います。それは正座です。正座は初めてではないけれども、以前、正座する時間が相対的に⾔えば短かったで、最⻑でも１０分程度でした。だから、茶道部
で３０分以上、⼀時間ぐらい正座したら、⾜がすっごく痛くなって、最後まで、⾜は⼀瞬で感覚がなくなった、でも、先⽣は私に「慣れたら⼤丈夫になるよ、それは進歩でき
る︕頑張って︕」と⾔ってくれました。⾃分もそう信じているので、⾜の痛みを我慢して、もっと集中して勉強しにいきました。茶道部で本当にいろいろなことを教えてもらい
ました。とても楽しい時間を過ごしました。これからの部活も頑張るぞ︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

張婷婷さんの⽇記



⼀⽣忘れなれない修学旅⾏

2014.05.15

 

 ５⽉１１⽇から１４⽇まで、３泊４⽇の修学旅⾏に⾏きました。この修学旅⾏は九州へ⾏きました。５年⽣のみなさんと⼀緒に、楽しかった四⽇間を過ごしました。

 この修学旅⾏は九州のいろんなところへ⾏きました。１１⽇は５時半くらい起きました。⽗さんから学校まで⾞で送ってもらいました。学校から⼆時間半くらいのバスで中部
国際空港に⾏って、⾶⾏機で⿅児島へ⾏きました。⾶⾏機は初めての⼈もおるので、みんなのテンションすごく⾼かったです。⼀時間くらいかかって、⿅児島空港に到着しまし
た。着いたらすぐホテルに⾏くではなくて、知覧特攻平和会館というところへ⾏きました。修学旅⾏に⾏く前、学校でみんなと⼀緒に「僕は君のためにこそ死ににくい」という
映画を⾒たことがあります。だから、ちょっと知っていました。今回、⾃分は知覧に⾏って、戦死した特攻隊員の遺書とか絶筆とか写真とか、たくさん貴重な資料を⾒ました、
勉強していました。私たちに正しく伝え世界永遠の平和はとても⼤切なこともしっかり理解しました。

 ⼆⽇⽬は熊本城に⾏きました。以前はテレビでだけ⾒たことがあるんで、その時からずっと熊本城に⾏きたいです。今度修学旅⾏で⾏けました、すごく楽しかったです︕その
⽇は激しかった⾬が降ったけど、楽しかった気持ちが溢れていました。それに、友達と熊本城の天守閣で記念写真を撮りました、素敵な思い⼿になりました︕

 三⽇⽬は⻑崎での市内研修でした。よかったのはその⽇は晴れでした︕その⽇、市内研修の先にクラスで平和公園で写真撮影しました。したったら、原爆資料館へ⾏って、資
料館⼊場後、修学旅⾏前決めった班で⾃主研修を始めました。資料館を⾒学したったら出て、⻑崎の名物「チリンチリンアイス」を売っとる場所が⾒つけました。うちの班は四
⼈で全員買って⾷べました。チリンチリンアイスは普通のアイスと⾷感とかの全然違うと思います。みんな普段⾷べたアイスはなめらかの感じにしますが、チリンチリンアイス
はちょっとシャーベットの感じにします。それに、チリンチリンアイスは普通のアイスより⽢いと思います。とてもおいしかったです︕︕アイスを⾷べたら、路⾯電⾞で研修を
続いていきました。まず、出島というところに降りました。出島は⽇本が鎖国時代、唯⼀開かれた貿易、⽂化の拠点であったです。出島に⾏って、ちょっとびっくりさせたのは
19世紀の⻄洋⾵の建物です。⾏く前ちょっと調べました、現在、みんな⽬の前に⾒せられた建物とか全部当時のままの建物、街並みを復元した様⼦です。

 それから、⻑崎の新地中華街へ⾏きました。そこでお昼ご飯⾷べてきました。中華街で中国⼈を⼆三⼈に会いました。とても親切の感じがしました。ご飯を⾷べたから、⻑崎
孔⼦廟、中国歴代博物館とグラバー園に⾏きました。⻑崎孔⼦廟は１８９３年に清朝政府と在⽇華僑が協⼒して建てたもので、⽇本で唯⼀の本格的な中国様式の孔⼦廟です。中
に⼊ったら、両側の壁に論語を書いてある⼤理⽯を⾒つけました。すごく偉かったです。博物館は後ろのほうです。紹介する⼈にきいた、その博物館は⽇中両国の相互理解と⽂
化交流を⽬的に新設されたもので、中国国内の博物館が提供する中国国宝級⽂物を常設展⽰しています。そこでいろんな⽂物をみて、勉強できました。⽂物のうちに⼀番印象残
ってるのはある⼩さい⾦印でした。それは前漢の⾦印で、全世界で３個だけです。⼀個は⻑崎で、⼀個は福岡で、もう⼀個は中国で置いてあり。

 市内研修は最後、グラバー園に⾏きました。グラバー園はとても広かったです。集合時間をしっかり守れるために、ゆっくり⾒る時間はなかったです。きっちんと⾒ました。
そうなんだけど、⼀時間くらいかかりました。グラバー園で友達とたくさん写真を撮りました、すばらしい景⾊が背景として、楽しみでした︕︕

 市内研修は午後の四時まで終わりました。⼀⽇ほぼ歩いていて、みんなも疲れました。だから、ホテルについて、ご飯を⾷べ終わったら、⼤浴場で温泉に浸かっていきまし
た。⼀⽇の疲れを取れて、とても気持ちよかったです。よるは友達と部屋で話をしたり、ゲンムをやったり、お菓⼦を⾷べたりしました。すごくよかったです︕︕

 １４⽇は最後⽇でした。最後⽇は太宰府天満宮と九州国⽴博物館に⾏きました。ちょっとびっくりしたのは九州国⽴博物館で⾦印を⾒つけました。だから、この修学旅⾏で世
界で３個だけの⾦印が⼆個⾒れました。とても幸せでした。帰りは新幹線で帰りました。博多駅から京都駅まで新幹線で、京都駅からバスで帰りました。３泊４⽇間の修学旅
⾏、終わりました。

 この修学旅⾏は本当にいい経験になりました。前と違う⽣活を体験して、とてもよかったです。この修学旅⾏を通してまだ⾃分不⾜のところもよく気付けました、また２ヶ⽉
の留学⽣活はどうやって⼤切に過ごすもよく考えました。まー、ここで⽗さんから教えてもらった⾔葉を使って、「頑張ったら頑張った分、神様必ずご褒美を与える」。。。

 それは⼀⽣忘れなれないです。。。

これは⽇本語で投稿されたものです

張婷婷さんの⽇記



今⽇、茶道部で。。。

2014.05.23

 今⽇、授業終わってから、茶道部の部活動をしに⾏きました。先週と先々週は修学旅⾏と中間テストだったので、なくなりました。だから、今⽇⾏って、ちょっと久しぶりと
思います。

 頑張って先輩たちと先⽣から茶道のことを習って、⼀時間くらいの正座をしました。⼆週間ぶりなので、すごく⼤変でした。勉強終わって、⽴った瞬間は左⾜の感覚なくなっ
た。体のバランスを保つことができなかったので、転んでしまた。⾜ちょっと痛かったです。だけと、私も⾃分はもっと練習しなければならないこと、もっと勉強しなきゃなら
ないことがはっきり気付ました。

 また⼆ヶ⽉あるんので、⼀分⼀秒ももったいなくないように、頑張って⾏きます︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

張婷婷さんの⽇記



今⽇。。。

2014.05.26

 今⽇の天気はちょっと悪かったです。学校から帰り時、激しい⾬が降りました。なので、⾃転⾞で駅に⾏くの時間が普段よりもっとかかったんで、電⾞をぎりぎり間に合いま
した。

 今⽇の晩ご飯はえんどう⾖のご飯でございます。すごくおいしかったです。ご飯後に、お⺟さんとおばあさんのところから送ってきたえんどうの⽪を剥いて、中のえんどう⾖
を取りました。私にとって、初めてのことですので、いい経験になりました。でも、私のやり速度がちょっと遅かったから、時間けっこうかかりました(≧∇≦)。

 ある時、⼩さいことからでも勉強できると思います。もっと有意義の⽣活をするように、頑張るぞ︕︕

これは⽇本語で投稿されたものです

張婷婷さんの⽇記
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