
この間〜

2014.09.03

初めてうちから出て、こんな⻑い時間を過ごしました・・・・・・この間新しい顔と⼤勢出会いました。新しい家族にはいた。みんな親切です。先⽣たちもとても優しいです。
しゃぶしゃぶは美味しいでした︕⽇本に新しい⾃分を探しましょう︕

 

テストテストテストテストテストテスト

できましたか

これは⽇本語で投稿されたものです

王志涵さんの⽇記



もう⼀つの

2014.09.03

家族と中国の友達、お元気ですか︖

これは⽇本語で投稿されたものです

王志涵さんの⽇記



もう⼀つの

2014.09.03

家族と中国の友達、お元気ですか︖

これは⽇本語で投稿されたものです

王志涵さんの⽇記



無事に到着〜

2014.09.06

皆はきっと「⽇記」ということを忘れてしまったでしょう〜お前だち、覚えてくれ︕で冗談です〜今⽇私たちはそれぞれの学校へ出発しました。離れたとき皆はきっと気持ちが
よくないでしょう。泣いた⼈もありました······皆は安全につきましたか︖安全は⼀番重要なことですね。町はどうでしたか︖⼈でいっぱいですか、それとも静かできれいです
か︖私は今盛岡市のある町に⽌まっていま······いいえ、⽣活しています。初めて電⾞の駅から降りたときはびっくりしました。回りは三階の建物はほとんどないし、⼈も⾞も少
ないし、私は⼤きい声で話すのはできませんでした。こちらのお⺟さんは私が何か分からなくて聞いたら、⾃分で私の前でやて、その⽅法を教えます。お⽗さんも優しくて、私
が始めてきたとき、下宿の状況を詳しく教えました。お⼆⼈もとても⾯⽩い⼈で、わたしは⽇本語が上⼿ではなくても、笑ってもっとゆっくり話します。そして遺書に住んでい
る皆さんも友好な顔で私と挨拶して、学校についていろいろ話しました。皆さん、本当にありがとう︕そしてこの間三⼗⼀名の友達、皆がんばって︕お⺟さん、お⽗さん、中国
で⾃分で⼤切してください︕

 

 

 

 

 

すごいねぼくは

これは⽇本語で投稿されたものです

王志涵さんの⽇記



雑記メモだよ~

2014.09.09

⼟曜⽇︓⽜丼、みそ汁、フルーツ、⼩鉢

⽇曜⽇︓朝︓パン 昼︓カップ麺 晚︓カップ麺

⽉曜⽇︓朝︓ご飯、みそ汁、たらこ、フルーツ 昼︓弁当 夜︓カツ丼、みそ汁、フルーツ

今⽇︓朝︓パン、バター、フルーツ、⽜乳 昼︓弁当

もらった及び購⼊したもの︓⻑そでシャツ２枚、半そでシャツ２枚、Ｔシャツ１枚、⿊いズボン１本、ベルト１本、ネクタイ１本、ベスト４着、⽯鹸４個、本七冊、コップ２
個、⻭ブラシ、⻭磨き粉、雑貨２個（マグカップとステンレスカップ）、 ⾷べ物飲み物アイス

他︓銀⾏に９万円を預ける、在留カードの⼿続き、靴磨き、洗濯、部屋の掃除、学校の予習、⾵呂、ベッドメーキング、部屋の⽚づけ、先⽣に会う、校⻑先⽣に会う、近所をぶ
らぶら、フィギアを買った、嬉しすぎる。

本当にいい先⽣だ︕いろいろなところをじっくりと⼀緒にまわってくれて、それから学校にも連れて⾏ってくれて先⽣との顔合わせ、校内の⾒学、アイスまでおごってくれたよ
~『ありがとうございました︕』

お⽗さんとお⺟さんもすごく良い⼈たちだよ︕⽇本のことをいろいろおしえてくれて、わからないことはジェスチャーまでしてくれた。どうしたら⼀番いいかなっても聞いてく
れたしね~『ありがとうございました︕』

更新遅れてホント『ごめんなさい︕』

王志涵さんの⽇記



今⽇は閉じこもりました・・・・・・

2014.09.11

おとといは中秋節ですからおめでとうございます〜「遅いんですね」・・・・・・と⾃分もこう考えています・・・・・・（図図しい）この間は下宿の親さんといろいろ話しま
した。兄弟、うちの状況、岩⼿の有名なもの、この辺りのお店、テレビ番組なんか、話題が何もあります。もっと親しくなった感じです。中秋節にプレゼントもあげました。こ
れからもよろしくね〜

これは⽇本語で投稿されたものです

王志涵さんの⽇記



今⽇は剣道部〜

2014.09.13

今⽇は剣道部に⾏きました。剣道部の皆さんは僕を⾒て、とても楽しそうでした。皆は剣道をやる時、毎度も全部の⼒で振ります。⾯とか、篭⼿とかなんか分からないんです
が、きっと⼤変だと思って、みんなはとても頑張っている感じです。今⽇先⽣もいろいろ教えました。正座、構え、お礼、送り⾜など、頭がよくなかったから、どうでも上⼿に
なりません_(:зゝ∠)__(:зゝ∠)_頑張りましょう〜明⽇は⽼⼈ホームに⾏きます。じゃok~終わりだ〜

これは⽇本語で投稿されたものです

王志涵さんの⽇記



今⽇は絶対中国語で⽇記を書くんだ︕

2014.09.14

なぜなら⾁まんが⾷べたくて仕⽅ないから︕⾷べた過ぎてしにそう︕

今⽇は午前中まず学校に⾏って、⽼⼈ホームで催される敬⽼のお祭りの準備をした。ほんとはすごい緊張してたんだ。この間岩崎先⽣が12時に学校に来てダンスを踊らなきゃ
いけないとかなんとかおっしゃってたから······それで練習もなにもしないまま向かったんだけど······でも学校に着いたら先⽣が⼤丈夫だよ~って。他の⼥性の先⽣が僕に⾐裳を
着せてくれたんだ（写真はあまり注意してみないように）

そのあと先輩たちとも合流。僕たちのグループはさんさ同好会（原⽂ママ）って⾔うんだ。⼈数はあまり多くなくて10⼈くらい。1年⽣が⽐較的少なかったかな（おかげでちょ
っと緊張がほぐれたけど）。太⿎を抱えてる⼈もいれば、笛を持ってる⼈もいた。そのときになってなにも練習してきてないことが急に怖くなってきてしまった。どうしよう、
やばい······でもそんな僕にみなさんすごく優しく話しかけてくれた。僕の名前を漢字でどう書くの︖とか、先⽣のこと、前期の先輩たちのこと、それにアニメのことも話したん
だよ~⾼3の先輩が実は剣道部だったらしく、僕と同じでガンダムが好きらしい︕いやー嬉しい︕ところどころ⾔葉が通じない場⾯もあったけど、それでもすごく仲良くなれた
んだ（⽇本の学⽣とちゃんと接したのは今⽇が初めてだぜ······こんなにガッツリ話をしたのは、かな······）彼らが⾔うに、このダンスは特に練習してなくても⼤丈夫とのこと
（その先輩がまさに踊りが出来ないからって、銅で出来たなんかの楽器を打ってるだけだった）。⼤事なのは僕がこの活動に参加すること、そして彼らに学校の国際化とかなん
とかを伝えること。必要があれば⾃⼰紹介とちょっと軽く体を動かせばいい、と。（これを聞いても僕は全然⼼元なかったんだけど）どちらにせよ、⼤体の内容はわかった。僕
たちは⾮常に動きづらい⾐装を⾝にまとい⽼⼈ホームに向けて5分間歩き始めたのだった~

⽼⼈ホームに到着~屋外の、⽼⼈ホームの正⾯⼝が舞台で、利⽤者の⽅々はみな向かいの椅⼦に腰かけている。周囲には⾷べ物を打ってる屋台とかもあった❤ちびっこや、⼤学
⽣もたくさん来てて、みんな舞台に上がってなにかしらの演⽬をやっていた。ソーラン節、中国ゴマ、腕の上で⽔晶⽟を転がすなどなど。そしてついに僕たちの出番。全部で3
曲踊って、曲と曲の間に紹介MCが⼊る感じ。僕は相変わらず緊張していた。⾃⼰紹介とかは問題なく終えられたんだけど、舞台上でどこに⽴ってればいいのかわかんなくてソ
ワソワするし、声を出さなきゃいけないときに出せなかったし、みんなで舞台下に降りて踊る時もワンテンポ遅れてから降りたしそもそもどうやって踊ればいいかわからないか
ら突っ⽴ったままだし······（だって事前に動きとか全然練習してなかったし、先輩と話してた時もお互いあまり⾔葉が通じてなかったから）（でもあの踊れない先輩も僕と同じ
感じだった。唯⼀違うのは彼の⼿には銅の楽器が握られているということQ_Q）先輩たちの踊りはやっぱりすばらしい〜僕たちが踊ってるときにちょっと⼩⾬も降ってて、終わ
ってからみんな急いで室内に⼊ってお昼を⾷べた。お昼はバイキングっぽい感じで、みんなそれぞれ⾃分の好きなものを紙⽫にとって好きな場所で⾷べてた。しばらくして岩崎
先⽣がやってきて僕たちみんなにチケットをくれた。このチケットがあれば外の屋台で好きなフードと交換することができるんだ~それを聞いて僕は速攻外に⾶び出したよ︕ホ
ットドッグ、ポップコーン、ドリンク、焼きそば、⼿当たり次第に⾷べて、チケットを全部使い果たしてしまった（どっちにしろ残してても意味ないし）。外で買ったものを⾷
べながら、舞台の演⽬を観る。さっき出てたちびっこたちも僕たちのところにやってきて⼀緒に遊んだんだ。すっごい可愛いんだよ、いっしょに笑いあったり~フィナーレでは
みんな正⾨まで出てきて、2階から落とされたキャンディをみんなで⼀緒に拾ったり、ほんとにすっごい楽しかった︕僕もそのころになるともうなにも怖くなくなって、すごく
⾃然にみんなの輪の中に溶け込めていた気がする。イイネ︕

午後は岩崎先⽣が市内の秋祭りに連れて⾏ってくれた。⼀番有名なのは⼭⾞。中国の葛沽宝辇花会と同じような感じかな~

その後は神社に⾏ったんだけど、神社に向かう道すがら周りにたくさんの屋台が出てて、美味しいものがたくさんあったんだ︕︕︕神社についてからも、そこかしこにたくさん
の屋台︕ガンダムもあったんだよ︕︕︕︕境内の中には⼿⽔舎もあって、なんだかすごく神聖な感じだった~

王志涵さんの⽇記



境内の階段を上った先が神社の⼊り⼝。そこで先⽣にたくさんのことを教えてもらった。たとえば階段の真ん中を歩いてはいけないとか、お参りするときは“⼆礼⼆拍⼿⼀礼”と
か、おみくじを引くとか、⽔⾯に浮いてる硬貨だとか、たくさんのこと。僕も天津の元宵節や逛花会などの伝統的なイベントについてたくさん教えてあげた。岩崎先⽣って本当
にさいこう（原⽂ママ）︕午前中からずっと僕のことを気にかけてくれて、午後も僕を⽇本の伝統的なお祭りに連れてきてくれて（僕実は伝統⽂化がすごく好きなんだ。たとえ
ば漫才や⾊んな曲芸とか）。ほんとしんせつだなぁ︕

夜スーパーまで僕を送ってくれて、⻑い1⽇が終わった。みてこの戦利品たち︕



岩崎先⽣、本当にありがとうございました︕これからもあなたは僕の担任の先⽣です。よろしくお願いします︕先輩⽅、今⽇は本当にお世話になりました︕中国にいるみんな、
元気にしてるかい︕⾵邪とかひかないようにね~

（伝説のガンダムフィギュアの屋台）→



あれらの単語。第⼀弾。~⽇本の友達につまらないと思わせないための単語と語法（来たばかり编）もしかすると男⼦向けかも

2014.09.20

今⽇第⼀弾を書いていくけど、果たして第⼆弾があるのか︖

欲知造化会元功，我也不知怎么办······（翻訳の先⽣、ごめんね・・・・・・）

開始だぞ︕

初級編（⽇本語の単語とその中国語訳を並べていく。漢字だと分かりにくいので、⽇本語は全てひらがなで書いていく）

（以下原⽂ママ、括弧の中だけ翻訳）
ＱＲコード ⼆维码 おうちょう 王朝 くんしゅ 君主 テレビきょく

电视台 しゅしん 出⽣地，从⼩⽣活的地⽅ こんど 下次，有空

づらい 难以（接尾辞、「にくい」より⾃然）ならば 这样的话（他の仮定語よりも使⽤率が⾼い）

である 是（「です」と同じ。平叙⽂で敬語を使いたくないときやどんなことばで締めたらいいのか分からない時、⾃分の⾔っていることが本当に正しいのか⾃信がなく、
「だ」を使うのはあまり効果的でないときなど）

えらい ⾮常，不错，⼲得好，了不起 きつい 紧崩崩

うるさい 讨厌，烦⼈（すごく軽い感じ。本気ではなく、周りがごちゃごちゃしてるときに使う）

おそらく 恐怕 やばい 不妙，完蛋了 で 那么 なんで 为啥

なんだ 啥事 なんである 是啥（前の︓何が起きたのかを聞いている。後ろの︓どういう意味かを聞いている）

じょうだん 胡说，耍我呢 ありえない 不可能，不应该啊

だまれ 别说，闭嘴（これも軽い感じ。同じくごちゃごちゃしてる場⾯で使う）

マジか 怎么可能，你说啥，真的 おれ 我（「ぼく」よりもしっくりする）

さ 那啥，嘛，呀（断定語気+交流の意味）うそ 胡说，扯淡，错了

さすが 不愧是（からかうときにつかう）ずるい 狡猾，占便宜（うらやましいとき）

めんどくさい 费事，烦⼈ めさす 打算⼲···

す （です、ますの進化形。普通に友達としゃべるときに使う）

だいじょうぶ ⾏了，没问题，ok，懂了（初⼼者にとって万能語）なれる 习惯了（初⼼者⽤語）

いいんじゃ 挺好啊 さて 那么 でいうこと 是这样⼦的（中国のことを話すときに焦らないで済む）

⾼级编（つまらないと思われたくなければ、節操をなくすべき）（説明しなくてもわかると思うけど）

くそ 可恶，不⾏了，烦⼈ ぶた 猪 へんたい 变态 かんごくじん 韩国⼈

（原⽂ママここまで）
 

次回︓あれらの単語。第⼆弾~今すぐ剣道部に⼊りたくなる単語

次次回︓あれらの単語。第三弾~数学の授業が他の授業よりもマシだと思えるようになる単語

次次次回︓あれらの単語。第四弾~⽇本の先⽣⽅やクラスメイトと中国語の熟語について話すときの単語

次次次次回︓あれらの単語。第五弾~どんなものを⾷べているときでも使える単語

次次次次次回︓わかんない

王志涵さんの⽇記



でいうこと（原⽂ママ）、毎⽇更新していけるか分からない······もしかしたら毎週更新かも······ともかく、古典はひたすら暗記し、数学では発狂しそうになり、化学の授業は
ハイレベルで、現代⽂はちんぷんかんぷん、⽣物は空き待ちで、歴史の授業の本はまだ届いていない。社会の授業ではまだ僕の分のプリントがなく、書道ではなんとボールペン
を使い、家庭科の授業ではサーモンパイを作ろうと思い⽴ち、情報の授業ではまた初めからキーボードの打ち⽅を練習している。体育はバレーボールをやって、英語の授業では
やっと2つほどノートを取り始めてる。柔道ではこれから始まる不思議な活動に頭を悩ませており、剣道着はやっとこないだ届いた。それから同じクラスの⼥⼦と夜の7時くら
いに⼀緒に帰宅した。

実際クラスの勉強に対する姿勢は普通だなと思う。授業中おしゃべりしてる⼈もいるし、裏でからかわれてる⼈もいる。全体的に⼩学校6年⽣くらいって感じ（まぁおかげで気
を張らなくていいんだけど）。僕の⼀番仲のいい友達は、慎太郎くん、昂輝くん、中村くんの3⼈。彼らは先⽣からの評判がよく、成績も悪くない。3⼈ともとても落ち着いて
いて、⼤きなグループに所属していないんだ（クラスは半数以上がほぼ男⼦で、いつもはクラスの男⼦みんなと遊ぶんだけど、いつもはこの3⼈と⼀番よく⼀緒にいる。⼀番し
ゃべってるのがこの3⼈かな。）慎太郎くんはマジックが得意なんだ。実はもう僕はネタを⾒破っているんだけど、それでも僕は彼みたいに器⽤に⼿を動かせないな。中村くん
はガンダムが好きなんだ︕他にもガンダム好きの⼦もクラスに何⼈かいるんだけど、ある⼈の家にあるガンダムはなんと10万円の価値があるんだ︕昂輝くんは僕の後ろの席
で、僕は暇さえあれば彼に話しかけてるんだけど、昨⽇彼は⾃分のことを韓国⼈に似てるって⾔ったその翌⽇、今⽇はまた中国⼈に似てるって⾔いはじめた······ウケるな。彼は
歴史が好きなんだって。そうだね、歴史のことについていろいろ話さなきゃね。

今⽇のこの⽇記が、おすすめの記事みたいな感じでみんなから評価されたらうれしいな

⽇本⽣活の体験⽇記の代表として後輩たちにぜひ紹介してほしいな。⽇中交流センター研修のときにみせてもらった名作⽇記集みたいに~（厚顔）

今週の⽇曜⽇は盛岡剣道会。

カメラマンのおじさん、ぜひ僕のところに遊びにきてね︕⽂化祭やら体育祭やら秋祭やらはもう終わっちゃったけど、でもカメラマンのお⼆⽅はきっといろんなところのお祭り
をたくさん撮ってきたでしょ︖今度はきっともっと平凡な普通の⽇本の⽣活をカメラにおさめるべきだと思うんだよ。（もっと厚顔だ）（もういいんんだよ）

最後に︓またね︕



あれらの単語→遠く未来かもだ・・・・・・

2014.09.24

只今⽇記のことが思い出しました・・・・・・時間はすごく速いですね。『ビー』の瞬間に⼀週間も経って、私はまだ『この前の⽇記は昨⽇だったから⼼配するべきはないでし
ょう』だと思っています。今は２３︓００もなりました。今⽇はお休みです。朝は剣道部に⾏きました。⽇曜⽇の試合はもう終わりましたから、皆疲れて、今⽇は多々１１︓３
０まで練習しました。練習が終わって、皆お話しました。私は焼⾁と⾁饅頭は⼀番すきなのは今⽇まで気づけませんでした(ﾟДﾟ≡ﾟДﾟ)。そして、皆はドラゴンボールなんかにつ
いて話しました。また、皆の携帯はいろいろなゲームがありました。ある『ブロックお消して化け物を殺す』ゲームが盛んです。(ﾟДﾟ≡ﾟДﾟ)皆私の携帯のゲームはすごいだと思
っています。

先週の⼟曜⽇書道の授業がありました。⼩学校で少し中国の書道を習いましたが、今中国⼈として、⽑筆の持ち⽅は苦⼿になりました︕（なんか恥ずかしいΣ( ° △ °|||)︴）⽉

曜⽇の体育の授業はありました。私たちが⾃由活動の番です。昂輝君たちとバトミントンをしました。みんなすごかったです。（でも俺はまけなっかた ）

じゃ、バイバイ〜

 

 

 

 

 

 

 

なに︖『あれらの単語』更新︖

やあ〜もう⼗⼀時半だったのさ・・・・・・（回避しないでくださいお前 ）

これは⽇本語で投稿されたものです

王志涵さんの⽇記



例の単語、第１弾~剣道部⼊部を即決させる⾔葉だよ~

2014.09.25

タイトルの剣道部に⼊部即決っていうのは、以下の単語を知っていれば、剣道部でも⾔葉の問題で困る事はナシってこと。他の部に⼊るよりよくないかな︖~さあ、剣道へ~剣
道最⾼︕

「ファイトー」 加油（fight︕）「どうぎ」 剑道⾐ 「はかま」 剑道裤 「よこむすび」

横打结（胴着の帯の正式な結び⽅。普段よく使うチョウムスビとは反対⽅向に結ぶ。）

「たてむすび」 竖打结（縁起が悪い） 「しない」 ⽵⼑

「つる」 ⼑弦（⽵⼑の側⾯の細縄。持ち上げるときはこれが上を向くように。整列して正座をする時はこの弦が⼈の⽅に向くようにする）

「こて」 护⼿ 「てぬぐい」 头围⼱ 「めん」 护⾯ 「どう」 护胸 「ちゅうだん 」中段（即かまえ）

「せいれつ」 整列（稽古前と後、先⽣の訓話を聞く前にかけられる号令）

「ちゃくさ」 落座（整列して正座の前にかけられる号令）

「おすわれ」 半蹲⾏礼（対戦前後に中段の構えで蹲踞、⼑を収める、あるいは挙⼑の際の号令）

「せいざ」 端坐默想（座って黙想する際の号令）「かまえ」 架势（号令） 「ごうれ 」⾏礼

「しょうめん」 神座（本当の神座ではなくて、礼をする⽅向） 「れい」 鞠躬

「おくりあし」 步⾏（剣道の⾜さばき） 「しょうめんすぶり」 正⾯挥⼑ 「じょうげすぶり」 上下挥⼑

「さゆうすぶり」 左右挥⼑ 「はやすぶり」 快速挥⼑ ··· 「ほん（ぽん）」 ···有効/···点

「ひらて 」平⼿ 「やめ 」停⽌ 「どうぐ 」道具（剣道、柔道などで）

 

さあ、剣道部にはいりたくなってきただろう~

そうじゃないかもしれないけどさ。······

剣道部っていえば、今⽇は剣道部のミーティングがあったんだ。みんなでこの前の試合のことと普段の稽古について話し合った。おかげで終了予定時刻をかなりオーバーしちゃ
った。顧問の先⽣が「時間がだいぶ遅くなっちゃったけど、寮のほうは⼤丈夫かな︖」と聞いてくれたので「何時でも⼤丈夫です。それにもう、⾃分も剣道部の⼀員なんですか
ら、剣道部のためだったらなんでも⼤丈夫ですよ︕」と答えたら先⽣がすごく感動してくれた。しかも頭を下げながら「王さん︕」ってまで声をかけてくれて…ちょっと⾔葉に
つまっちゃったよ。······だからこれからもがんばるぞ︕こんなこと⾔っちゃったけど、⾃分ってまさか⼝先だけのやつなのかな。······

あ、昨⽇地震があった。

こっちは無事だよ︕じゃ、バイバイ︕

王志涵さんの⽇記



雑記いろいろ

2014.09.28

CASIO推薦200⽂学作品（⽇本⼈の同級⽣から）

《グッドバイ》 太宰治 《⿐》 芥川⿓之介 《明暗》 夏⽬漱⽯

《桜の森の満開の下》 坂⼝安吾 《⼭椒⼤夫》 森鸥外 《破戒》 島崎藤村

 

例の単語集、第１弾̶̶第１弾補充

しまった 糟了 あいかわらず 跟往常⼀样（⼈物を） あたりまい 当然

うまい 做···做得好 すなわち 那么（⼝語じゃない）

 

⽇本語古典⽂法動詞活⽤（部分）（語尾変化）（※⼀段動詞は語頭は無。語尾だけ）

四段動詞︓未然︓あ段 連⽤︓い段 終⽌︓原形 連体︓原形已然︓え段 命令︓え段

上⼆段︓          い段          い段         原形        原形+る  原形+れ   い段+よ

下⼆段︓          え段          え段         原形        原形+る  原形+れ  え段+よ

⼀段︓             末尾かな  末尾かな原形        原形          末尾+れ    末尾+よ

 

トランスフォーマーの綴りルール︓

映画版ニュートロン語︓

G1版グループ別内部語︓

推薦URL︓

http://sk.my-gg.com/lp 進撃の巨⼈︓反撃の翼online

http://www.youtube.com/playlist︖list=PL3tRBEVW0hiD_PUOZqB5n_wvKPHhW5r58 Markiplierʼs best videos

http://v.qq.com/cover/4/42ccf73x27mdank/6VNQjJ1JK4S.html?ptag=sohu.cartoon 新世紀エヴァンゲリオン第⼀集 

http://jingyan.baidu.com/article/29697b91df3409ab20de3c27.html どうやってwin7にVPNをいれればいいんだ

http://www.tudou.com/programs/view/4l_iEUDBbig/ ブラックサンデーオリジナル第五フランス語歌唱（⾼能注意，まず、百度でやってみてから⾒るか決めたほうがい
い）（VPN@韓国陽が必要）

http://www.tudou.com/programs/view/5HVu3FA-L-k/ 藍藍路と⾦館⻑のハハハ

http://www.scp-wiki-cn.org/ SCP基⾦会

王志涵さんの⽇記



http://www.enet.com.cn/article/2012/0822/A20120822153730.shtml C⾔語動画カリキュラム

http://tieba.baidu.com/f?ie=utf-8&kw=%E7%8E%8B%E5%BF%97%E6%B6%B5&fr=search 王志涵だ

http://www.u77.com/ U77

http://www.tfls.cn/index.aspx 天津外国語学校

 

私めのCASIO芸術

 

松茸

 

貫⼝「⼋扇屏」の無鉄砲な⼈記憶メモ（画像完全じゃないけど）



 

Zガンダムフィギア鑑賞



 

盛岡地区剣道⼤会

 

各教科学習進度︓http://user.qzone.qq.com/964413026/mood/62c67b3911ad2254c17d0700.  （サボっているけど······）

 

最後はクライマックス、最近の重⼤ニュース

冷凍餃⼦の調理

やかんでお湯を沸かす（鍋だとおそい）

鍋に⽔を⼊れ、⽕をつけ、調味料を⼊れる（⽇本⼈は餃⼦を⾷べるときはスープもいるので、餃⼦をゆでるときは調味料も⼊れる······）



餃⼦を⼊れて3分煮る。途中、何度かかきまぜて。

器に⼊れるときがナヤム。⼩さいのに⼊れた······PC神の右腕が······

なんなんだろう······涙で霞んで⾒える······

 

幸せだな

みんな体を⼤事にね︕





メールは届きましたか︖

2014.10.01

１０⽉２５⽇は学校のボランティアです。勝⼿に出かけてはいけないだと聞いているから、交流センターにメールを送りました。届いたら返信してくださいませんか〜

最近はなんか⼤きなことがありませんね・・・・・・驚いたことは体育の授業の前に服を換える時、みんな教室で換えました︕でもパンツと腿は⾒えませんでした・・・・・・
換える⽅が上⼿ですね。（おいおい）

郵便も届きました。みんな⽉例報告を書きたくないでしょう・・・・・・でも本当にこの⼀ヶ⽉はいろいろありました。書かなかったら意味はないですね・・・・・・

よし。

バイバイ〜

これは⽇本語で投稿されたものです

王志涵さんの⽇記



アバター︖

2014.10.01

アバターを⾃分の写真にしなさいだと⾔われましたが、どうして換えることができませんか︖

これは⽇本語で投稿されたものです

王志涵さんの⽇記



いろいろな

2014.10.06

この⼆⽇間もいろいろなことにかかりっきり。通常授業に剣道。剣道の胴着も学校の制服も冬服に⾐替え。髪を切ったら、なんと1000円︕︕︕︕それから⽇曜には冷凍ピザを
調理、カップラーメン、BD版トランスフォーマーをみた︕気分爽快。

古典のあの徒然草ってなんなんだ︕

ひと⽉めは⾔葉の問題でやや気分悪し。確かに先輩たちからは失敗を恐れずにいろいろ交流すべきだってずっと⾔われてきたし、⾃分⾃⾝、失敗なんてこわくない。でもちょっ
と早く話されてしまうとわからなくなってしまう。もう少しゆっくり話してもらうようお願いしちゃうとなんだか話⾃体が興ざめしてしまう。もしかしたら他の中国から来てい
る仲間たちはこんなことはないのかもしれない。だってみんな⾃分より1学年上なんだし。⽇本語試験N2を受けた⼈もいる。。実⼒が違いすぎるんだ。だから勇気を奮い起こし
て話しかけに⾏ってもはっきりとは成果があらわれない。······笑いのツボがつかめないっていうのがイチバン⾟いことなのにｲｲｲｲｲｲｲ······だから今回⽇本に来たいろいろな都市
の仲間たちと交流して、⽇本語の先⽣が⾔ってくれた“クラス内で他の同級⽣と⽐べることはない、天津のなかで⽐べあう必要はない、全国に⽬を向けるんだ”って⾔われた意味
がよくわかるよ。天津での試験は確かにプレッシャーは少ない⽅だ。個⼈のレベルで⾔えばすごくできる⼈が中国全⼟のちょっとできるってくらいの⼈ととんとんだ。⼀緒に来
た仲間たちはそれぞれの切り札を持っているし、みんな実⼒者だ。だから来年天津に来る⼈たちに忠告しておくけれど、⾃分にプレッシャーをかけるんだ。そう、できうるかぎ
りね。⾃分が押し潰されさえしなきゃいいんだから。中３だったら必ず11⽉には⽇本語N3の試験を受けて、推薦試験がおわったらN2の⽂章が少しわかるようになれば⼤丈夫
だ。そう、例えば推薦試験が終わって体育館にバトミントンをしにいったり、英語の授業をうけるときなんかも⽇本語試験N2の読解のテキストをもっているといいよ。⽇本語
の先⽣が、先に⾏きたいのなら、⼿助けするっていってくれた。先⽣と毎⽇⽇本語を話して、課外のいろいろな単語を暗記する。今はQQも⽇本語でやっている。しかも夏休み
は毎⽇パソコンで遊んでいるだけじゃなく、朝起きたらまず布団の中で⽇本語のテキストを10時まで読む。それからパソコンを。N2の知識を細かくつきつめるんじゃなく、毎
⽇ひとつかふたつ⽂章を読むようにすればいい。ペンも使わない。でも⽇本に来るための⾯接は難しくなかった。ここまで書いてきたことは⽇本に来てから多少はスムーズに会
話ができるための準備だ。⾯接の先⽣⽅は、その後1年間、ずっと君たちの⾯倒を⾒てくれる⽅々だ。たぶん⽇本で⼀番深い関係になる⼈たちなんだから、なるべく早めに仲良
くなっておくほうがいいよね。̶̶こう考えれば、⾯接だって緊張しないよ。他の⼈が話し終わったら先⽣をじっと⾒て、先⽣の⽬を向けさせる。これでばっちりだ。

先⽣この⽇曜⽇にインドネシアに︕なんだって······

果物ワンタン⾖腐花が⾷べたい︕

このまえM4の地震があった。クラスのみんなは静かに座ったまま揺れがおさまるのをまっていたけれど、なんだか蜘蛛の⼦を散らすように⼀気にかけだすような雰囲気も。冷
静な頭とパニック的な⼼理。中国⼈だったら、まずはパニック、それからまてよ、とふみとどまる。それから、なあんだ、M4のたいしたことのない地震だって気づくんだ。こ
こでのサバイバルってこんなかんじ。そういえば災害掲⽰板なんていうのがあるんだよね。······それってなんなのかな。······

⽣物の授業中に野球のボールがとびこんできて⿊板の上ほうの陶製の飾りがこわれた。

字書でしらべてWifiがわかった。ネットでEWSAが調べられる。

歴史の授業の時、中国がでてきて、歴史の先⽣が僕にもし間違いがあったら指摘を頼むって⾔ってくれた。⽇本⼈ってきちんとした世界観があるとおもうよ。

王志涵さんの⽇記



ではこちらをおとどけ︓

http://192.168.3.3/[迅雷迷www.xunleimi.com]トランスフォーマー4︓ロストエイジ.BD中英語1280ハイビジョン.rmvb?
fid=lZSmymzzHY65SBwZN2Yw8UW5OL9Vt*2PAAAAACS4IaEgoKmwXh5n6EJgXQWxFG-
d&mid=666&threshold=150&tid=56D74C18BD3FDEED0FF4B174DCD32805&srcid=119&verno=1

あの単語、第1弾~これは君を数学がなにより好きにさせちゃうよ

数学なんて中国にいるときだってなかなか⼿ごわかったよね······でも⽇本の学校の数学は中国よりひと学年分下ってかんじだよハハハハ︕数字は誰でもわかるからね。これに数
学に関するいくつかの⾔葉を知って、中国で学んだ数学の知識と⼀緒になれば~

うそつき 谎（不成⽴） きそ 基础 すじみち 事理 ろんりてき 逻辑的

すなわち 那么  よって 根据···推断过程（∵） とおって 通过（∵）

より 根据···条件（∵）（∵この記号は⽇本では使わない。しかも証明の過程で強調する必要はない∴）

ぶんすう 分数 〜ぶんの〜 ⼏分之⼏ もどめ 求··· とかていする 设···为···（设量）

しめす 表⽰（含代数式結果作条件） およそ 约等于 なりたつ 成⽴ じょう ···平⽅

から ∵∴ じょうけん 条件 みたす 满⾜ ようそ 要素（集合）

ぞくする 属于（集合） ~かける~ ~乘~ ~わる~ ~除以~ ちゅうせん 中线

どうふん ~等分（加上せん即等分线） すいちょく 垂直 ひとしい 相等（⾮运算）

イコール 等于（運算中，使⽤はOK。⽇本語の算式の読み⽅は中国語と⼀緒。区別と対応する⽇本語が結び付けばよし）

ごうどう 全等 グラフ 图像（函数） ひ ⽐ ち 值 さんへいほうていり 勾股定理

さんかくひ 三⾓函数 にじかんす ⼆次函数 はんい 范围 しゅうごう 集合

 

ここに書き出した⽬的は、中国にいるときからスラスラと覚えられるように。ま、ここにある⾔葉は中国でもほとんど勉強したことがあるはずだ。これは⽇本に来て⽣活が始ま
ったころはいろいろと忙しいし、その場で覚えようと思ってもなかなか覚えられないかもしれないし、覚えるべき単語を選ぶ気⼒もないときのための準備だ。だから︓

 

 

⾃分って本当に⼈⺠のために役⽴っているよねｴｴｴｴｴｴｴｴｴｴｴｴｴｴｴｴｴｴｴｴｴｴｴｴｴｴｴｴｴｴｴｴｴｴｴｴｴ︕

こんなにお役にたつことなかなかできないとおもうよ。······

それと⽇記は毎回下書きはなし︕すごいだろ~全部書き下ろし︕みんなこのメモのおかげ︕





ああああああああなぜだ︕︕

2014.10.07

⼿紙書いて終わって２⽇も経った・・・・・・ポストと学校は同じ⽅向じゃない。毎⽇７時剣道部から帰った時、晩ご飯の事ばっか思って⼿紙はかばんで静かに待ってい
て・・・・・・FＦＦＦＦＦＦＦＦＦ・・・・・・（脳みそ、離さないで・・・・・・）

これは⽇本語で投稿されたものです

王志涵さんの⽇記



超⻑い断更からの→反省⽇記

2014.10.15

すごく中国語で書きたいんだ。······翻訳の⽅にはたいへんお⼿数かけてすみません︕今は中国語でしゃべっていても、⽇本語がとびでちゃうんだよ︕（あからさまな「みせびら
かす」）

剣道の道具がみんなそろった︕やったね︕

ここでは勉強のプレッシャーは他の同級⽣たちほどはないみないだ。ここでいちばんたいへんなのはSZコース。でも⾃分はAコースだから。以前、ここにいた先輩たちはみんな
Zかそれ以上だったんだって。Aコースだってきいたときはほっとしちゃったよ。これでいろいろ遊びに⾏けるしね。それでも毎晩宿題はやっているし、授業もちゃんときいて
いる。テスト勉強もするし、ま、中国にいたときよりはラクだよ。なんだかすごく勉強ができるヤツになったような錯覚におちいっちゃうよ。あせって中国で買った参考書と冬
服を⼀緒に送ってもらった······（みせびらかす）

台⾵の⽇は⾬の中学校に⾏った。のに、授業じゃなくて⾃習。ハハハハハ······

本当は先週の⽉曜⽇、昂輝君たちとカラオケに⾏くはずだったんだけど電⾞がうごかなかったのでキャンセルに。最近⾃分がどんどんぐうたらになってきている。週末午前中に
出かけて午後に帰ってきてから3時まで昼寝。それからはもう外出するきにならなくて。······盛岡を⾷べつくすんだ。へへへへ······

最近本当に頭が回転しない。あの単語シリーズもはじめに書いていたようには続けていけないよ。だから他のやりかたも考えている。ウン、化学とか⽣物、家庭科なんかになる
かも。ｱｱｱｱｱｱｱ······思いつかない。プロフィールの内容もなんだかよくわからない。陳林橋さんの⽇記みたいなのはすごくいいね。⾒習いたい。今回は書き散らかしちゃうけ
ど。

先⽣がネットで買ったオイルヒーターをくれた。まだ使ってないけど。······まだ半袖を着ているなんておかしくないかな。······

まだ銀⾏に⾏ってない。

また掃除した。

前に豊川先⽣がメールで、記者といっしょに留学のドキュメンタリー撮影にくるようなことを⾔っていた。もし決まったらお⼿数ですがはやめに連絡をください︕

いまみているアニメ⼀覧︓ナルト，ドラゴンボール、東京グール，ソードアート・オンライン、新世紀エヴァンゲリオン，ガンダム0079，とある化学の超電⼦砲（これじゃ番
組ナビゲータだ）

今お⾦を使うのって⾷べ物だけだ。······

これは反省⽇記。······ここだけ反省。······なんだか落ち込みが激しいカンジ。······

やるぞ︕︕︕︕「やるぞ︕俺はやる︕」

やる気いっぱいだ10⽉︓こい︕︕︕︕

詩 ⼆編

染 ⽩树

古⼈亿万帝五六

散仙⽆数⼏⼈灵

淘尽凡沙傲千古

霾伏今⽇墨还清

 

戎装

上将已死，宝剑⽆⽤

嗟其将才，罪其甲胄

精铁铠⽚，线头乱指

渣滓如⾬，红绿蚀透

王志涵さんの⽇記



刚折主易，寒光尽敛

⾎渍侵染，难以削⾁

 

今已弃之，混于凡铁

烈⽇霜结，寒冰反光

去者千万，返者⼀⼆

千年守侯，不问锋芒

问谁有⼼，赏其真章︖



超⻑い⽇本語⽇記⼤チャレンジ︕

2014.10.24

何だよ俺・・・・・・この前の⽇記・・・・・そんな元気ない様⼦⾒て⾃分も気持ち悪︕（そういえばこんな⼝ぶりはいかがですか︖よろしいでしょうか︖どうおもいますか︖
教えてちょうだいいたしませんか︖）（オイオイぜんぜんかわいいじゃない・・・・・・）
実その⽇記の前に本当におもしろいこといっぱいあったんだよ︕何も思い出さなく出・・・・・・たぶん東京グールの最終回を⾒たせいでしょう〜（遅いじゃない
の・・・・・・）
よし
もう⼀度の席替えだった〜慎太郎君はすぐ前に︕（性指向正しいよ）
先々週〜（もう・・・・・・こういったら前の⽇記はもっと気持ち悪い︕）タイから⽣徒が学校に来てホームステイだと聞いていた〜俺のクラスはバンコクの⼀番⼤きい学校か
らの男の⼦だ。ホームステー先は俺のクラスで勉強⼀番良い⼥のこのうち~（{#emotions_dlg.catface}）でも始めてクラスに⼊ったとき俺の近くに座っているからすぐに仲
良く︕ずっと英語でしゃべったけど、本当に話したいものがとまらなくなった︕趣味、部活からオンラインゲームまで何も話ができるんだった︕⽇本語１年ぐらい習っでいるだ
と聞いた。（なんか俺がかわいそうなのよ・・・・・・）次の⽇も来た〜体育だった。バレーは俺が⼀番苦⼿だけど・・・・・・なんか『俺はしたことないよ』しゃべったばか
りすぐみんな驚きされた。（俺はかわいそう。）で、⾏った~{#emotions_dlg.shock}まだ学校に来ないはずだ・・・・・・ああ〜中国⼈は⽇本で英語使ってタイの⼈と国際
交流ww〜

 俺の話は⼥の⼦みたいなのか︖ここまで気づいているのか︖（助けって・・・・・・）
テストが⾼い点数とった。で、みんな驚いていろいろ聞いた。よって俺は⽇本学校の状況をたくさん分かった。皆はもう１６か１７歳もある︕⽇本の学校は４⽉⼊学から〜で俺
は三年⽣でいるはずだ︕天才だと呼ばれた︕

岩崎先⽣はインドネシアから戻ってきた〜チョコと１つの記念品を持ってきた。チョコの味は中国のとても安いやつと⼤体同じ・・・・・・でもっとも⼤切なこと︓ついに『な
ぜ教室の中にこんな多い記念品が置いているのか・・・・・・』がわかった・・・・・・

今⽇は⽇本のある⼤学から中国⼈が中央に来た〜校⻑先⽣のところに話し合った。⼭⻄省⻑治市第⼆中学校から、⽇本に⼤学で勉強している。⽇本語超うまい︕１８歳から、⽇
本地元の⾔語学校で３ヶ⽉だけ習っただと︕（俺は頭を壁に当たってもいいの）でも彼は『１５歳で⽇本語このようにしゃべて本当に偉いね︕』うん〜

避難訓練が⾏った。ずっとひとつの問題を考えている︓こんなスピードで逃げたら皆たぶんもうやられただろう。（もう本気だしたくないね皆・・・・・・）

先⽣たちの板書は本当にきれいだ・・・・・・

おととい剣道部の三年⽣の先輩が⾒学しに来た。プレゼントくれた。瓶のレモンジュース（結構たかそう︕）とたけのこかきのこみたいチョコのお菓⼦だった。ジュースは皆も
らったけど、お菓⼦は最後３つ残っていた〜俺たちはあるゲームをした︓『たけのこたけのこにょぎぎ〜』（正しいかどうか分からないけど）しゃべってから⼿でたけのこみた
いに頭の上に上げる〜早いのは勝って、⼀緒に上げたら負け︕やっぱり︓負けた・・・・・・

ついにKTV︕

カレー〜

王志涵さんの⽇記



この前弁当箱はうちに忘れた・・・・・お⺟さんが学校までわざわざ届けにきた。午後はプレゼントかってお⺟さんにあげた時どう⾔ってももらわないかった・・・・・・いよ
いよもらったのに、後で『お⽗さんとお⺟さんはひとつずつもらって王君⾷べてください︕忘れ物を送るのはお仕事ですから本当に気にしなくて良いですよ〜』と⾔ってまだ返
した︕俺はなんか⽬から出るように・・・・・・

ずっとずっとしゃべっている『漫才の内容』︕漫才の『学』の部分CASIO最⾼︕図解辞書で『快板』（中国語）探してみて〜

明⽇ボランティア〜

チャレンジ⼤成功︕で︓陈林峤くんの⽇記を読んで。
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もうしにたい。

これは⽇本語で投稿されたものです



_(:зゝ∠)__(:зゝ∠)__(:зゝ∠)_

2014.11.14

半⽉更新無し······本当にダメダメだ······たぶんどうしようもない······

ガンガンいこう、⼀気に︕

10⽉25⽇、ボランティアに⾏ってきた。陸前⾼⽥は津波にのみ込まれた場所だ（今は⽔なんてとっくにひいている）。⼤型バスで４時間(;´༎ຶД༎ຶ`)······建物やレストラン、ガー
デンなどなど、ボランティアのために準備されている~（あんな⼤災害の後こんなすばらしいのが建つなんてよかったよ。嬉しいなあ）⾃分の学校からは⾃分も含めて学⽣４⼈
だけと岩崎先⽣が参加。······ちょっと少ないね。２０⼈ほどのおじ様おば様がたと⾯⻑なかんじのガイドさんは常連さん。その建物を建てたおじさんがてなれたかんじで仕事の
分担の割り振り。······もう何度も来てなれているからだね。場所はだだっ広いけど整備はすすんでいない。まだ基礎段階（ここまででもすごいけど○|￣|_）よごれるのはへっ
ちゃらだ。むしろおばあちゃんちを思い出す。なつかしいかんじだ。(>^ω^<)······割り当ての場所で、花を植る⼈と（花というより観賞⽤の草だけど）草むしりをするグルー
プも。⾃分は両⽅⼿伝った。有能だよね。草むしりや⼟の掘り返しなんかもどんどんすすめて、⾃分でも3,4ほど植えて、ほかの⼈たちとも⼀緒に20ほどうえた（いくつぐらい
か忘れちゃった。とにかくたくさん-_-!）。⾃分と⼀緒に来た⼆⼈の２年⽣は何をやったってわけじゃなく、⼟を掘り返したり、⼩さいゴミを拾ったぐらい。なにやったんだろ
うね。······⾃分の収穫は⼤きかったよo(≧v≦)o~~，しっかり働くって気持ちいいな。⼀緒に作業をしたおじさんと⼈⽣♂哲学♂なんかも教えてもらったり~話の内容は⼥社⻑
社員と⼦供の頃のこととかだったような気がΣ( ° △ °|||)︴，ま、よくわからないんだけど······帰ってきてから岩崎先⽣に聞いたんだけど、⽇本⼈同⼠だって何⾔っているのか
全くわからないって╮(╯▽╰)╭······楽しめたらそれでいいんんじゃないかって（⽇本語通じない233333）。まいったよ。······でもつくづくひとつの場所をきれいにきちんと
保持していくって本当に⼤変で難しいことなんだなってよくわかった。でもみんな楽しんでしたよ。⼦供みたいにね~(≧▽≦)/~。なかなかいい体験だった~それから岩崎先⽣
の家で「とんかつ」を⾷べたwowowoすごい︕先⽣の息⼦さんは⾼校１年⽣で、岩崎先⽣が以前、⼼連⼼の学⽣を受け⼊れていた時はまだ⼩学⽣だったんだって。⼀緒に岩⼿
⼭に登ったりしたとか。僕たち、なかなか縁があるよね。話も盛り上がったよ。Evaやドラゴンボールなんかの話題で。家にはドラゴンボールの本も揃っていた。しかもPS2も
そろえていたり。·····⾔葉が出ない。⻤泣と戦神なんてきいたことがないΣ( ° △ °|||)︴。バトルエボルーションなんかも（たしかにこれはおもしろいし⾃分の家にもあった。
でも全２作の神版は聞いたことがなかったようだ······なんなんだ······）。岩崎先⽣はおもちもごちそうしてくれた。串団⼦も朝⾷⽤にってくれたよ。ますます岩崎先⽣ってい
い⼈だなっておもえるよ。······今度の数学のテストは絶対良い点取るぞ︕

ながれで︓（ここには同じものはない。へんなの）

王志涵さんの⽇記



⽇本って本当にどこにいっても絵のようにきれいだよね~

寒くないsadlkjashdlakjfuhsdfk，じゃなかったら暖房をasddashfk。まだだいじょうぶ。Hsdalsaff頭もはっきり。klasdjhf油TMいつくるのかな（おちこませて(∩_∩)凸）

学校ではじめて「おやつ」を買った︓

 

11⽉６⽇、剣道の新⼈戦。全岩⼿⾼校~稽古は三⽇間······僕は審判補助。なので⼆⽇間旗あげ（楽しい〜O(∩_∩)O~~）お昼は弁当がもらえるし~今回の試合中、剣道部には
優等⽣が何⼈かいるってわかった······（どうしてそれがわかったかは聞かないで······恥ずかしい）



お⽗さんお⺟さんからの荷物が届いた︕

俺の「半暗⿊料理」︓（インスタント⾷品なんてどうつくたって暗⿊料理になんかなりっこないのにね······）

１週間テスト（保健と家庭科はひどかった）︓



なんでこれをアップするのか︓

fuck······携帯まだないrootよし。チャット記録のせたいな。ここのところ機嫌が悪くなられてまいるよ。······またアップしてみる（センターの先⽣は悩むことないって⾔うけ
ど。⾔えないだけで······）

実はこの半⽉⽇記を書かなかったのは今度の⽕曜⽇記者さんが来るからなんだど（こんなやり⽅で。前回のみたいじゃわけわからないので······）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バイバイ︕



_(:з0潯ですか︖__(:з0潯ですか︖__(:з0潯ですか︖_

2014.11.14

半分ヶ⽉更に······本当に死を求める······おそらく度が気が狂った·を⾒るのを⾒ます;·····

残忍な⼿、⼀気にまっすぐなことを次に︕

10⽉25⽇に志願者に⾏って、陸前と⾼⽥のひとつの津波の飲み込んだ場所（今⽔が早退する）、⼤型バスに座って4時間(;´ 塊を使いましたか︖ 〓)······それでは1⼈のおじ
さんの建設する計画家外加レストラン花園なにがあって、専⾨的に各道の志願者に~（後ろに皆がこの災害後再建のを⾒てとそんなにとてもそれがどんなにうれしい）に来て私
が⾏ったのを提供して、私達の学校は私ひとつやっと4⼈の学⽣さえ岩崎先⽣·をつけ加えます;·····少し少ないです。20ぐらいのおじさんのおばさんとひとつの少しですか︖の
⻑い顔のガイド、すべて多いのに来て帰りました。それでは家屋を建設するおじさんは私達にそんなに加えて·に注意したのでないをの仕事を振り分けて倒します;·····そんなに
多く帰りに来るのが熟しているでした。それでは彼が場所が倒れるのがとても⼤きいのを画策するのを⾒て、しかし、いつも建てていない終わるやはり(それとも)⽥舎くさい道
段階、（おじさんもとても容易ではない0|￣|_）私恐くない汚い、かえって感じる帰ります⺟⽅の祖⺟家、考える上地の中でまき散らす通の勢いが良い(>^ω^<)の······私達は
ひとつの場所に⾏って、たくさんの⼈がたくさんの⼈花を植えて（実は観賞したのが粗雑だだ）除草に分けます。私は両側を⼊れてすべてとを握って握ります。私が倒れるのは
とても有能で、除草して⼟のなにのを掘って教える必要はなくて、⾃分で3転倒して、4株、また⼈といっしょに20ぐらい転倒しました（忘れて、私はとても多い―_―を感じま
す!）と、は私のいっしょに来たあの２つの⼆学年のがほぼすべて、をしていないで⼟、すこし拾う雑多なごみ、を掘るどうして·を知りません;·····私かえって商品を受け取ると
ても⼤きいo("gv"f)のo~~、正式にして⽣きる感覚を注⽂する特に良いです。1⼈のおじさんはまた（まだ）私仕事をしながら、と⼈⽣♂哲学♂~は私が聞く中にを伝授してど
んな娘の社⻑の社員とどんな⼩さい時⽥畑でもしませんでしたΣ(°△°|||)?、これに反して本当に·を知りません;·····帰って来て岩崎に先⽣は彼が彼らの⽇本⼈の純が%n(%o%
を知らないをの私に⾔いを聞きますか︖p)%m······あなたは個が（⽇本の姙通じない233333）をやめにするのを笑う時に。私は·に従いました;·····かえって１つの場所の建て
たのがとても美しいを本当にとても難しいのを発⾒して、本当にとてもかえって、皆を疲れさせて1群の⼦供とと同じに、~("g%がすべて楽しいですか︖f)/~。とてもいい今回
の~がそれからまた（まだ）岩崎先⽣家に⾏くのがとんかつwowowoを⾷べるすごいです︕彼の息⼦は⾼い1に⾏って、聞くところによると岩崎先⽣の前であの回の気持ちが通
い合う学⽣が来る時彼は⼩学校を返して、いっしょに岩⼿⼭のなどを登って、私の2⼈(つ)は倒れてとても縁があります。とてもおしゃべりしてへい、eva⻯珠なにの、また
（まだ）彼の家で⾒て⻯珠に集まって、その上彼それともPS2正式版⼩⽫党·····⾔葉がなくて、⻤泣いてと神&Sigmaに戦いを聞いたことがありません;(°△°|||)?、は私が来る
前に彼はデジタルのBOLONを遊んでいて格闘します（このとても⾯⽩い私の家が彼の縁にしかし前のあの2⼈の神を聞いたことがないで·を⾏うようにもあるが;·····何⻤
······）。岩崎先⽣はまた（まだ）私にもちを⾷べてもらって、早めに私にたまの部分⽂字列を送りました。ますます岩崎先⽣の⼤きいいい⼈·を感じました;·····今回の数学が必
ず試験しなければならないのが良いです︕

1波は流れます︓（この中に奇怪ないかなる同じものがない）

王志涵さんの⽇記



⽇本は本当に気軽などこがすべて美しい絵のような~です

私の寒くないsadlkjashdlakjfuhsdfk、いいえ暖かいストーブasddashfkを開いていないで、私がさらにhsdalsaffが頭を持ちを守るのがはっきりしていて、klasdjhf油（脂）TM
はいつ（許可して(&capを悲しんでくださいに来ます;_∩)突き出ています）

学校で初めておやつを買います︓

 



11⽉6⽇に剣道の新⼈は戦って、全岩⼿⾼校~は考古の縁を計算して3⽇の·に来ました;·····私は審判の協⼒員で、結果の中隊は2⽇間⼿配は旗（i}〜O(&capを挙げま
す;_∩)O~~）は昼ごろにさらに弁当~結果を受け取ってこれを通じて(通って)私が剣道部を発⾒した中のいくつ(か)の学に試合して·を奪い取ります;·····（私にどう知っている
の·を聞かないでください;·····恥ずかしく思うことができる）

私のお⽗さんの私のお⺟さんは郵送して包んできます︕

おれのの半分の暗い料理︓（ファーストフードのといえばどのように作るのにも関わらずすべておそらく暗くない料理······）

⼀週間試験する（保健と家庭が打った）︓



どうしてこの図を出します︓

fuck······携帯電話はまだrootほど良くありませんて、特に私を伝えてチャットして記録したいです。この2⽇間に⼩さいパートナを誘発して怒りました······帰って来てまた伝わ
りましょう（ずっと中⼼の先⽣と悩みなにがないと⾔って、実は私が·を⾔うことはでき(ありえ)ないのです;·····）

この半ヶ⽉が⽇記を出さないで記者先⽣の来週の2を引くために来るといえばではありません（私がまた前回敵対していてそれがこのように⼀説には·を信じていなかったに私で
あるようだ;·····）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バイバイします︕



_(:з0潯ですか︖__(:з0潯ですか︖__(:з0潯ですか︖_

2014.11.14

半分ヶ⽉更に······本当に死を求める······おそらく度が気が狂った·を⾒るのを⾒ます;·····

残忍な⼿、⼀気にまっすぐなことを次に︕

10⽉25⽇に志願者に⾏って、陸前と⾼⽥のひとつの津波の飲み込んだ場所（今⽔が早退する）、⼤型バスに座って4時間(;´ 塊を使いましたか︖ 〓)······それでは1⼈のおじ
さんの建設する計画家外加レストラン花園なにがあって、専⾨的に各道の志願者に~（後ろに皆がこの災害後再建のを⾒てとそんなにとてもそれがどんなにうれしい）に来て私
が⾏ったのを提供して、私達の学校は私ひとつやっと4⼈の学⽣さえ岩崎先⽣·をつけ加えます;·····少し少ないです。20ぐらいのおじさんのおばさんとひとつの少しですか︖の
⻑い顔のガイド、すべて多いのに来て帰りました。それでは家屋を建設するおじさんは私達にそんなに加えて·に注意したのでないをの仕事を振り分けて倒します;·····そんなに
多く帰りに来るのが熟しているでした。それでは彼が場所が倒れるのがとても⼤きいのを画策するのを⾒て、しかし、いつも建てていない終わるやはり(それとも)⽥舎くさい道
段階、（おじさんもとても容易ではない0|￣|_）私恐くない汚い、かえって感じる帰ります⺟⽅の祖⺟家、考える上地の中でまき散らす通の勢いが良い(>^ω^<)の······私達は
ひとつの場所に⾏って、たくさんの⼈がたくさんの⼈花を植えて（実は観賞したのが粗雑だだ）除草に分けます。私は両側を⼊れてすべてとを握って握ります。私が倒れるのは
とても有能で、除草して⼟のなにのを掘って教える必要はなくて、⾃分で3転倒して、4株、また⼈といっしょに20ぐらい転倒しました（忘れて、私はとても多い―_―を感じま
す!）と、は私のいっしょに来たあの２つの⼆学年のがほぼすべて、をしていないで⼟、すこし拾う雑多なごみ、を掘るどうして·を知りません;·····私かえって商品を受け取ると
ても⼤きいo("gv"f)のo~~、正式にして⽣きる感覚を注⽂する特に良いです。1⼈のおじさんはまた（まだ）私仕事をしながら、と⼈⽣♂哲学♂~は私が聞く中にを伝授してど
んな娘の社⻑の社員とどんな⼩さい時⽥畑でもしませんでしたΣ(°△°|||)?、これに反して本当に·を知りません;·····帰って来て岩崎に先⽣は彼が彼らの⽇本⼈の純が%n(%o%
を知らないをの私に⾔いを聞きますか︖p)%m······あなたは個が（⽇本の姙通じない233333）をやめにするのを笑う時に。私は·に従いました;·····かえって１つの場所の建て
たのがとても美しいを本当にとても難しいのを発⾒して、本当にとてもかえって、皆を疲れさせて1群の⼦供とと同じに、~("g%がすべて楽しいですか︖f)/~。とてもいい今回
の~がそれからまた（まだ）岩崎先⽣家に⾏くのがとんかつwowowoを⾷べるすごいです︕彼の息⼦は⾼い1に⾏って、聞くところによると岩崎先⽣の前であの回の気持ちが通
い合う学⽣が来る時彼は⼩学校を返して、いっしょに岩⼿⼭のなどを登って、私の2⼈(つ)は倒れてとても縁があります。とてもおしゃべりしてへい、eva⻯珠なにの、また
（まだ）彼の家で⾒て⻯珠に集まって、その上彼それともPS2正式版⼩⽫党·····⾔葉がなくて、⻤泣いてと神&Sigmaに戦いを聞いたことがありません;(°△°|||)?、は私が来る
前に彼はデジタルのBOLONを遊んでいて格闘します（このとても⾯⽩い私の家が彼の縁にしかし前のあの2⼈の神を聞いたことがないで·を⾏うようにもあるが;·····何⻤
······）。岩崎先⽣はまた（まだ）私にもちを⾷べてもらって、早めに私にたまの部分⽂字列を送りました。ますます岩崎先⽣の⼤きいいい⼈·を感じました;·····今回の数学が必
ず試験しなければならないのが良いです︕

1波は流れます︓（この中に奇怪ないかなる同じものがない）

王志涵さんの⽇記



⽇本は本当に気軽などこがすべて美しい絵のような~です

私の寒くないsadlkjashdlakjfuhsdfk、いいえ暖かいストーブasddashfkを開いていないで、私がさらにhsdalsaffが頭を持ちを守るのがはっきりしていて、klasdjhf油（脂）TM
はいつ（許可して(&capを悲しんでくださいに来ます;_∩)突き出ています）

学校で初めておやつを買います︓

 



11⽉6⽇に剣道の新⼈は戦って、全岩⼿⾼校~は考古の縁を計算して3⽇の·に来ました;·····私は審判の協⼒員で、結果の中隊は2⽇間⼿配は旗（i}〜O(&capを挙げま
す;_∩)O~~）は昼ごろにさらに弁当~結果を受け取ってこれを通じて(通って)私が剣道部を発⾒した中のいくつ(か)の学に試合して·を奪い取ります;·····（私にどう知っている
の·を聞かないでください;·····恥ずかしく思うことができる）

私のお⽗さんの私のお⺟さんは郵送して包んできます︕

おれのの半分の暗い料理︓（ファーストフードのといえばどのように作るのにも関わらずすべておそらく暗くない料理······）

⼀週間試験する（保健と家庭が打った）︓



どうしてこの図を出します︓

fuck······携帯電話はまだrootほど良くありませんて、特に私を伝えてチャットして記録したいです。この2⽇間に⼩さいパートナを誘発して怒りました······帰って来てまた伝わ
りましょう（ずっと中⼼の先⽣と悩みなにがないと⾔って、実は私が·を⾔うことはでき(ありえ)ないのです;·····）

この半ヶ⽉が⽇記を出さないで記者先⽣の来週の2を引くために来るといえばではありません（私がまた前回敵対していてそれがこのように⼀説には·を信じていなかったに私で
あるようだ;·····）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バイバイします︕



超⻑編補完計画01︓秋⽥&poltergeist予告

2015.02.12

重⼤ニュース︓デート（誤）プリクラに連れて⾏かれてすべてを失う︕

（@全嘉楽 全⽂完成後編集第四弾 全て無節操な内容は本⼈がもたらした全嘉楽さんへのもの。全嘉楽さんとは無関係（この第何弾っていうのは気にしないように@qqコメ））

（全⽂完成後編集第五弹 2000円の借⾦）

⼏⽇不见雪⼜骤

暖和⼀阵严寒透

本也⽆意欺⾐薄

只盼慢融把春候

３ヶ⽉⽇記を書いていなかった。まずはそちら様の機械の転倒防⽌を機能ためして本当に「申し訳ございません」

この三ヶ⽉、⼤きなイベントって⾔ったら、年末年始、中間研修、試験、試合、それから秋⽥に⾏ったこと（部活予定表とmemoを⾒ないと思いだせない）リスタートだ。これ
からは更新のたびpoltergeisを。雑記部分で。

はじめに秋⽥から。····記憶もはっきりしているし、次はいつになるかもわからないから。(。⌒∇⌒)

この⽇記、スペシャルサンクスは全嘉楽さん。でも書くのは⾃分。

誤解を受けているdateなことをはっきりさせるため、こう⾔いたい「なんだ︕やばくて︕これってまさにどうやっても疑いを晴らすことなんてできっこない︕（⼤雾）@全嘉楽

あやしいのを（前の部分のこと、どうしてこんなに重々しくなっちゃうんだろう︕）

今、毎⽇時間がすぎるのが超早く感じる······どこかに⾏こうとしてもすぐについたような気がしたのに実は15分以上はかかっている。。携帯⾒てご飯を⾷べていたら30分が過
ぎていた。とにかく何分で駅に着くかそれをしっかりみきわめてから出発。（cao）なのでいつも余裕を持ったスケジュールにすることに（時間を全て20分以上は⼤⽬にみて。
なのにその余裕もいつのまにかなくなっている。なので==）だから︕起きてから朝、7︓50に家を出て、（新幹線8:49）→1、財布を忘れて取りに帰ってから駅に向かうと着
いたらすでに8:15。2、花輪線は8:08から8:48の間は電⾞がこない。

サイフだ

（なかから10000円を）（パンを⾷べて、注⽬浴びて）（プレゼント忘れたことを思い出した）

9:50の新幹線で11:25到着後（こんな画像じゃあなにがなんだかわからない︕）

王志涵さんの⽇記



親愛なる全嘉楽さんがきたぞ︕

 

（全⽂完成後編集第六弹 オリジナルの写真では驚愕の表情だったけど、作者の同意を得てとりけしhhhh）

（インタビューと全嘉楽さんの感想では、「⾃分の⼒で、王志涵さんには命の貴さをわかってほしい」）

まずは映画のチケットを買おう︕「ミュータントタートルズ実写版」は中国でも上映されたのかな︖（チケットを買うときには頭はもうポップコーンでいっぱい）

それから庶⺠的な店へ（@全嘉楽はずっと「ていしょくていしょく」なんて⾔い続けてた······定⾷······）⽜丼とフライドチキンにポテト、それに⽉⾒うどん（超ウマ
イ︕︕︕︕︕︕）→@全嘉楽はこれを⾷べなかった。⾷べたことがないんだって。（@全嘉楽、第⼀全⽂完成後更正，qqコメで⾷べたくないと⾔ってきた。遠慮しているのか
な。この部分いろいろコメ⼊ったけどここでもちょっと書いておこう。まだきてもないし︕詳細は後ほど）なのでオレが⾷べるのをそばで⾒ていた。それから⾃分でもフルーツ
クレープなんかを買っていた（I'm マヌケ野郎だ）

（@全嘉楽 オレの声がすごく⼤きいって。だって⽇本に来てから⼀⽇中中国語を話さなくなって発⾳ができなくなっちゃったから。なので→超⾼速の低⾳でしゃべり続けて→5
時間=午後いっぱい CCLemonとこれは関係ナシ）

それから→①カラオケ ②街歩き。どちらにしようかということでお互い譲り合ったけど（歌えない）結果⼆番⽬に。⼆番⽬にしたあとは午後中もう遠慮なしだ。

ホント、バカみたい︕︕︕︕︕︕︕︕ハハハハハ

途中で︓カバン持って+相合傘（⾔い訳⽤意してなかった ）

1、「アニメーション」マンガアニメ周辺→⼊ったとき防寒服の盗難防⽌タグが取れていなかったので警報が鳴った。それからフルーツクレープ⾷べ終わる前だったのでまた⼊
れず。

やっと⼊れた。→@全嘉楽 先に⾒せてgalgame（@全嘉楽，第⼆送信後、更正。Galgameを。その時彼⼥が⾔った通りに̶̶彼⼥の学校のトモダチが好きだとのことでこのあ
たり来たんだとか。それに普通純なコ程⾃分のことを卑下したがるから王志涵さんを連れてここにきたのかな。̶̶こんなことが。事実、こんなgalgameをみてると、全嘉楽さ
んにはやっぱりかなわないと思う）（オレはLich kingだ）。cd( ^_^ )/~~ それからマンガはよまないので、オリジナル東⽅紅⽑郷を買った（誤）（帰宅してからパソコンに
ダウンロードできないことが発覚）。（Bansheeガチャ）



途中、このビルがよくわからなくて。同じビルに⼊っていたのかな。

2、ディスカウントストア。なんでもアル︕しかが商品もぎっしりとならんでる。どこを⾒ても⽬新しいモノだらけ︕

（@全嘉楽 ここは上にもいろいろある。⽇本に来たとき持ってきた50000円がなくなっちゃった）途中R2D2が。⾍におどろかされて、店員の髪型にびっくりして（メンズの最
新の貞⼦ヘアー、おすすめ）（ただ@全嘉楽俺を驚かせようとして成功。そしてお⾦を数えるとき今度は@全嘉楽が間違えて驚かされた）RGM79のギター̶̶パズル︕（超
⼩）（帰宅した夜さっそくやってみた。これは間違いだったと思い知らされた→1︓00）（やっとなんとか）

3、loft（⽂具店︖）、100円ショップ、ゲーセン。

ゲーセンだ

銃とカーレースゲームをした。格闘系ゲームをしなかったfuck。のこりはコイン落としとかを。

でもtmおもしろかった︕そういえばゲーセンなんて7、8ヶ⽉ぶり。男⼥でゲーム、うん、いいね。（ひとつ記録が取れたけど、あとはまあまあ）



そしてオレたちはクレーンゲームにもアタック（あの景品が取れるやつね）クレーンってホント、ハラが⽴つ︕︕︕︕結果、腕時計型mp3がふたつ。（@全嘉楽 パチパチパ
チ︕）（@全嘉楽 全⽂完成後校⽣第三弹 これもqqで。私のイメージを壊さないで、とのことで、オレが⾔い出したってことらしい。そう⾔われてみれば、⾔い出したのはたし
かにオレだ。まあ、そうカリカリしないで︕）

アセ…プリクラって⼥⼦ばかり。ハズ死。

4、アイス。（上の画像）

5、映画。みるぞ︕

観た。具体的な感想は控えるけど、オリジナルの漫画のbossと全く⼀緒。⻑い間つづいているのってやっぱり変えられないんだな。（初めは下⽔道、Shredder）動きはすごく
よかった。アニメ漫画ゲームマニアだったら、⼤満⾜の映画だよ（ps2からゲームスタート。3部ぜんぶクリアしているよ） 

アイス⾷べ終わった

なので、出発。

5:00だ。駅に戻ると雪がちらほら。また相合傘。カバンを持った。男⼥で、⾵景もなんだか優しい。でもこんな時間ももうすぐ終わりだ。駅のロビーは冷たい⾵が吹き込んで
いる。あとのこった1時間ほどの時間、どこに⾏こうかきめられない。別れが⾟くてベンチに⼀緒に座っていた。

ガチャポンで買ったミニmp3の使い⽅をみてみたり（後でsd挿⼊⼝がみつかった），突然気づいた。今⽇は、⽇本に来てから⼀番リラックスできだ⼀⽇だった。いつもは⽇本
⼈と⼀緒でプレッシャーを感じ楽しめないし、中間研修でも、課題がたくさんあってこんなに純粋には楽しめない。今⽇⼀⽇は、⼆⼈でワイワイくだらないことばっかり話し
て、何をして遊んだかってことが⼤事なんじゃい。こんな⼀⽇を過ごせたおかげで今⽇の授業は元気百倍。やっと異国の地で祖国の仲間に会えたよ。①祖国ってこんなにも偉⼤
だ②仲間が居るって本当にいいことだ。

でも時間はっという間だった。はじめにこんなことを。あと１時間しかないなんて考えられないよ。

おわり。

からかいながら彼⼥にこういった「なんでこれがdateじゃないなんて⾔い切れるんだ（おおっ︕もしかしてヤバい場⾯をこなす素質が開拓されつつあるのかも︕）



それから、彼⼥はドーナツをくれて、それを⾷べ歩きした。そして新幹線の切符を買って、オレは⼦供⽤の切符を買った。彼⼥は2000円を借りた。もし⾜りなかったらどうす
るんだ︕（こんな⽂章を書いて，作者がだんだんと暗⽰的な事を書いていくけれどなんかおもしろい︕）（@全嘉楽 だれがそんなことを。じたばたしないの︕）

それから。電⾞に乗って。

（これがjbの戦利品︕）

メールの詳しい内容はまあ、ここではエンリョしておくよ。（作者の⾃分は♂コッソリみちゃうけどね）

この⽇記の翻訳は⼤変だと思う。もうしわけない︕たいへんだったら、⽇記のアップが遅れても⼤丈夫です。翻訳が分かりづらい部分があったらXXXXXXXXXXXX@XXX.com
まで連絡を

⽇記終わり。次はいつになるかな。

纸灯春酒不做声

散华漫天也难闻

执笔只把周公想

⾏囊探书更思亲

9時だ。ご飯を⾷べに⾏くぞ︕



⼤晦⽇だ。

2015.02.19

誰かを殴りたいな。

これは⽇本語で投稿されたものです

王志涵さんの⽇記



泡

2015.04.16

東洋の夢は⼀年で覆り

酒を買ってはまた数年で覚め

⻩梁の百⽇は⼼をなごませ

唇のあたりはあの苦渋にみちる

                      まだ帰国していない·…

王志涵さんの⽇記
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