
初めての⽇記

2014.09.03

今⽇は楽しかったです．（さっきの⽇記はなくなった。私のせいで、、、so sad!)

今までの⾷事は美味しいよ・

今⽇の研修は埼⽟県にあります、埼⽟県綺麗な感じ、すぐ埼⽟に⽣活する、⼤期待

みんな、これからがんばって、

これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記
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⾷べ物

2014.09.04

最近の晩ご飯は全部⾷べ放題です、うれしい 昨⽇、担当先⽣から聞いた、私は埼⽟県に⾏く⽇は学校の⽂化祭、家族と⼀緒に⾒に⾏きます、うれしい 今は材料がますます⼤く
なって、ちゃんと整理しなきゃ。
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



さいたま 始めて

2014.09.06

今⽇⼼連⼼の皆さんと離れて、悲しい、これから本当の留学⽣活が始まりますよ。 Home stayの⽗さんかさんはもう五⼗⼈上の中国⼈を受けました。20年ずっとvolunteer と
して留学⽣を受けています、驚いた。 今⽇偶然学校の⽂化祭ですから、⾒に⾏きたいと思ってるけど、最後いろいろあって、ただ終わリの式みました。 クラスの中で⼥の⼦だ
けいて、みんな元気いっぱい、今⽇はちゃんと話をかける時間がなくて、残念でした、みんな友達となればよかったから、友達を作れるかどうか知らない気持ちを持って、頑張
ります。
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



笑

2014.09.08

今⽇の午前中、家に⼀⼈もいなかった、私だけ。ですから、私このチャンスを使って、家の周りとか、bus停から電⾞駅までの線路、⾃分で出ていた。家の周りは複雑な感じ、
30分迷って、最後家を⾒つかった。 そして、暇の時間、部屋も掃除した。 昨⽇、⺟さんと⼀緒に学校⽤の靴を買った、嬉しかった、そして、昨⽇の晩御飯の前に、お⽗さん
pianoを弾いた、すばらしい!!! musicianのような感じ、⼩学校から練習しているだって、すごい 明⽇は学校へ⾏く予定です、今はドキドキしているよ、そして、その⽇授業が
ないようだ、⽂化祭の掃除予定です。 最後、明⽇ 家から学校まで迷わないように頑張ります!
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



学校 始めて

2014.09.09

今⽇は学校始めての⽇、友達がてきた!，⼀緒に家帰った!みんな本当にやさしい、私はしつも質問がある時、みんな詳しく私に説明した。 学校では最近⽂化祭とか、体育祭やっ
ていますけど、私はまだなんでも知らない、⼀点は⾔葉が通じないから、も⼀点は私最近始めてけど、活動についての準備はもういろいろできた。残念な、みんなが体育祭の結
団式と⽂化祭の終わり式に、本当にうれしかたけど、私はよく今何をしているの知らない。 今⽇は残念があるけど、⼤成功だ。 そして、⼀名の学校の中国⼈学⽣と、週末東京
へ⾏くつもりです。笑
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



今⽇ happy

2014.09.14

今⽇は李⽂馨と⼀緒に埼⽟県の⼤宮へ⾏きました。これはたぶん中国から離れたあと、⼀番楽しい⼀⽇です。笑ったいっぱいで、もうお腹も痛くなったほど、本当に今までの悩
みとか捨てちゃったよう、pressureも減ました。 学校に通っているのはもう三⽇間、いろんな事があって、体験しました、クラスメイトとの仲間は中国のクラスメイトとの仲
間は同じぐらいのはまだまだ遠いだけど、私やっぱりみんなと友達になりたいから、神様も助けてくださいましょう。この⼀週間で、電⾞を間違って、別のところへ⾏っちゃた
時、バスをおりすぎて、歩んで家に帰ったとき、⼀⼈で学校⽤のものを買ったとき、フランス語とか国語とかの授業が全然わからない時、体育課に⾬が降っても2.4キロを⾛っ
て終わなきゃいけないとき、⾔葉がわからなくても相⼿に微笑んでいる時、学校に⼀時間も遅くなった時、いろいろあった後、今⾒れば、⾟くても全然悪くない記憶だと思って
います。 そして、今はますます⽇本のクラスメートと気軽くて交流ができて、平和な気持ちで毎⽇を過ごして、⽇本の電⾞とかバスとかの使い⽅もよく慣れました。今⽇本に
いるから、中国の友達よく懐かしくて、両親とかも会いたい、でも、重要なのは、今の⽣活を忘れないように頑張ることです。中国の皆やっぱりいつ⾒えるから、今はもっとも
っと⽇本の友達を作りたい、⽇本の部活動をやりたい、⽇本のテストも合格するように、笑って頑張ります。 何か困ったことがあったら、皆のこと懐かしい時、ぜひ皆に⾔う
から、⼼配ないでください!
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



TOKYO すごい!

2014.09.15

昨⽇、お⺟さんとステファン(同じhomestayの留学⽣)と⼀緒にTOKYOへ⾏きました。 東京、私にとっては、旅⾏の時も、研修の時も、よく知っている感じだけど、やっぱり
驚いました。 東京都庁とアメ横と上野恩賜公園と秋葉原へ⾏きました。 東京都庁で、45階へ⾏って、観光して、東京の全景もよく⾒えます。45層で売っている記念品は本当に
かわいい。(値段が⾼くて、買わなかった、残念)。そして⼀層で、東京の旅⾏、買い物とかの中国語でのguide、全部持って帰った、笑、いつか、友達と⼀つ⼀つのところへ⾏
きたい! アメ横、⾷べ物とかいっぱいで、⼈がいっぱいで、rushhour時の電⾞駅よりも込み合っていました。中国⼈の店もあって、店員は请进请进(中国語）を⾔って、中の客
様も中国語で喋っていました。親切な中国にいる感じでした。でも、 そして、別の⼀つの店の店員は外国⼈(どの国の分からない)本当に怖い、まるで⼊らなくてはダメな声で
⼈に叫んでいた、私さっさと通り過ぎました。 ⺟さんは中国の店で⼩籠包を買って、私たちを連れて近くの上野恩賜公園へいました。時間がなくて、よく中で観光できなかっ
たけど、本当にきれいな公園なんだ!公園は広くて、道の両側に⾼い桜⽊あって、中で動物園、美術館もあって、動物園でパンダもあるんだ!⺟さんはこの公園は春の時、桜は公
園でどこでもきれいな咲いてると教えました。その時、皆ぜひ⼀緒に⾷べ物を持って、桜⽊の下でゆっくり座って、⼀⽇過ごしましょう! 秋葉原は予想と違って、電気商品を売
っても、すごくファッションなところでした。休⽇の時、⾞が⼊らなくて、⾞道でも⼈いっぱい歩んでいけます。かわいいcoserも⾒えますよ~ 東京のデズニーランドも⼀度⾏
きたい!⼀緒に⾏きたい⼈ぜひ伝えてください~ Homestayの⺟さん、私を東京へ連れてきて、ありがとう!
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



⼀週間

2014.09.21

また⼀週間が終わった、また新しい⼀週間もすぐ終わるでしょう、でも、いろいろあって毎⽇も新しい体験だよ。 先週、やっと体育祭が終わった、結果はすごく良かったわ。
うちの桃⾊団は⼀位だよ(942点)2位は801だよ、すごく点数の差で優勝した! 正直といえば、この体育祭、私参加したのは少なかったです。ただダンスとか全員参加の部分参加
した(ほかの部分は、私来た前に、もう決めたから),でも、やっぱり試合の時、強く感動の気分が感じれる、最後のリレー、⼀団は35⼈参加するの、⻑い時間で皆全⼒で⾛って
いた、最後⾛るの⼈は団⻑でした、団⻑が終点に突破した時、私涙もすぐ湧いてるような感じ。桃⾊団に⼊ったのは本当によかったです。 そして、最近⾷べ過ぎて、体育祭も
あって、ますます運動したくなる~ この週末、浦和も⾏った、いい図書館を発⾒して、秋の暖かい服も買った、充実だよ。(⺟さんは私にスカートを作ってあげるようだ、期待
しているよ). 今埼⽟の朝と昼の温度差はすごく⼤きい、私最近⿐⾎も出てきた、皆もぜひ天気の変化を気をつけてください。
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



これから

2014.09.29

最近もいろいろなところへ⾏って、いろいろ体験した。ステファンの学校⽂化祭も⾏った、いつもの予想の⽂化祭と全然違った、やっぱり⾃分⾃⾝で⾏なきゃ知らないわ!!!。⽣
活はいつも充実ですから、今はますます今⽇どこへ⾏くかな~、何を⾒に⾏くかな~という気持ちから転換して、もっと、何か勉強したくなる。やっぱり、勉強しないと精神は
空虚になるぞ。せっかく⽇本にきって、いろいろに体験する同時に、もっと⽇本の知識を学ぶ⽅がいい、全然わからない国語でもゼロから勉強のフランス語でもよく簡単に⾒え
る数学もフリガナいっぱいの世界史も、よく時間を出して、勉強したい。⽇本にいる⼀年間はただの旅⾏みたいなのはダメ、今、もう⽇本の⽣活ちゃんと慣れたから、これか
ら、⾃分のしたいこと、勉強したいことを計画を⽴てて、⼀歩⼀歩始まるよ。
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



10.1

2014.10.01

偉⼤なる祖国、お誕⽣⽇おめでとう（ま、こっちは休みじゃないけど）…… 今⽇はね、めずらしくなにもない⽇だったので早く帰ってこられたんだ。だから⽇記でも書いてみ
ようかなって（中国語で書いちゃってゴメンなさい）。 最近のこと。間もなくテスト期間の開始。気が付いたらクラスメートたちは必死になっている。なにげなく周りの⼈た
ちに昨⽇は何時に寝たのって聞いたら、11時前に寝た⼈なんていなくて、深夜1時なんて⼈も（それってもう昨⽇じゃナイし…）。みんなしっかりテスト勉強しているよ。復習
や予習なんかね。ボーゼン。みんなに昼間眠くならないのって聞いたら、そりゃあ眠いけどまだ⼤丈夫なレベル、だって。私なんて⼀⽇6時間以下の睡眠だったら、昼間、ぜっ
たいにフラフラしちゃう（ま、今だって睡眠時間⼗分とは⾔えないけど）。みんな昼間疲れて⾒えたのは、夜遅くまで勉強していたからなんだね。本当に⽇本の学⽣の事、尊敬
しちゃう。中国のコは宿題が無かったら、普通は⾃分から勉強をしようなんて思わないもの。⽇本⼈はみんなそんなに遅くまで勉強しているなんて、きっともう慣れっこになっ
ちゃっているんだろうな。でもおかげで私の勉強しようという意欲に⽕がついたよ。 それでね、いいところをみつけたんだ………それはコンビニ。でも家から近いし、勉強も
できるしね。おなかがすいたらすぐに買って⾷べられるし。これからもっと通うんだ。 なんだか最近、埼⽟県の気温があがってきているような気が。私の感覚がおかしいのか
な。でもちょっとまえは本当に寒かったんだよ。ここのところ多くて。中国でも最近はみんなすごく寒いんだよって⾔っている。⼀気に10度以上も気温がさがったとか。みん
な⼤丈夫かな…… 今⽇はクラスで席替え︕またくじびきだったんだけど、ラッキーだったよ。まわりもなかなかいいメンバーだし。来⽉から楽しみだな……^_^

王歩雲さんの⽇記



10.9

2014.10.09

今は毎⽇毎⽇早くて過ごしているようだな、やっぱリ中間テスト⼀周間前からだね。でも最近眠いよ、ですから、よく早く寝る⽅が昼間元気だと思うから.......しょうがない
わ。 何を書いたらいいかな....... 今、クラスで皆ダンスやっている!Michael Jacksonのダンスだ!学年中でダンスの試合があるの。今からまだ19回の体育授業もダンス。⼤好き
だ!⽇本でもう⾼跳びと⻑距離⾛やったんだ、全部好きだ。笑 そして、⺟さんは私にスカートを作ってくれたの!^_^^_^^_^いま⽇記を書いている時も着ているよ。 ある⽇、
バスで家に帰た時、⼀⼈変な⼀⼈⾒た。バスで、服もぼろぼろ、古い歌を歌ったりほかの乗客に向いて⼤きい声で喋ったりした。本当に怖いだった。別の⼈は全部スマホとかな
んとか注⽬してその変な⼀⼈を⾒ないようにした。でも、私はスマホとかなんでもないから、ずっと、その⼈の話聞いていた、⽇本語ですから、よく理解できないけど、聞いた
後は悲しい感じなんだ。その⼈は家がなさそうだ、ずっと電⾞とかバスとか乗んで、何処かへ⾏くもわからなくて、⾃分も⾃分が社会にとっては存在価値がない⼈と⾔った、そ
んな話が⾔う時は、普通の⼈間ようだ、冗談を⾔うような感じで⾃分の悲惨の⽣活⾔っていた、社会への不満⾔っていた。この事は、バスを降りた後もよく覚え出した、印象が
残った理由は怖いじゃなくて、よく分からないだ。もし、この⼈はこんなボロボロな格好じゃなくて、そしてもっと正式な場所でこれを⾔ったら、ある⼈は真剣にきくかな。
そうだ、李さんはいま東京でホームステイなんだ、埼⽟⼀⼈なる、寂しいよ、笑。頑張てね、李さん王さん。 そしてね、来⽉埼⽟の中国語のコンテストがあるだ!うちのクラス
も⼆⼈参加します!嬉しいわ。中国語勉強をきっかけにして、もっと中国を知りましょう。 今の世界史は中国の部分やっているんだ。先⽣は学⽣に聞いて、中国と⾔いたら、何
が初めの印象?王さんと⾔ったのは⼆⼈なんだ、プレッシャー増えたね私。笑。でも、これも留学の⽬的の⼀つなんだろう。わたしに通して、もっと真実な中国を知ることだ!
今⽇の⽇記は出鱈⽬をいうような、思い出したことそのまま書いた、ごめんね、(O_O)哇哦〜
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



10.17

2014.10.17

中国語で書いちゃおう… 中間テストがやっとおわった…… テストのことを聞かれたら、今回のテストは成績よりも経験として得るものの⽅が⼤きかったとしか、答えようがナ
イ…（遠回しすぎる…） でもまさにこの通りなんだもん。今回のテストを受けたおかげで、何を勉強するべきか、何をテストするのかが、はっきりわかった。 ⽇本の⽣物と国
語、世界史に関して⼀⾔で⾔えば、それは暗記。かたよった⾒⽅だなんて⾔わないでね。だってこれって真⾯⽬に勉強したかどうか、はっきりとわかるんだもん。 だから、こ
れらの教科って⽇本語だから勉強するのは難しい。だってはじめから⽇本⼈の同級⽣たちみたいに時間をかけて勉強していないんだから。 試験問題数も多いし、科⽬が多いと
きはちょっと緊張しちゃう。まあ、でも本当はラクといえばラクなんだ。だってテストは1⽇たったの2教科︕午前中だけ… いまのところちょっとテストの結果を楽しみに待っ
ている(☆_☆) 最近思うんだけど、学校の⾏帰りが超happy。時間はかかるけど、慣れちゃえばなんでもない… なんたって、和光市の駅から学校に向かう途中、同級⽣と⼀緒に
なったりすることもあって、⼀緒に学校へ向かいながらおしゃべりするのってなんか楽しい。ぶらぶらするのもちょっといいよね… それと最近は果物をずっと買っているん
だ…⼼連⼼からのお⼩遣いに感謝しています…今⽇はゆずを買って⾷べたんだ。Stefenも⾷べたよ。彼はこれがなんの果物かわかっていなかったと思う。Stefenはオーストラ
リア⼈だから、ホームステイ先でだされる果物や野菜も、はじめてのものが多いんだ。とくに⿂がだされたときのあの表情って⾔ったら…苦労するよね…よく⿂を⾷べる国に来
ちゃったんだから…^_^ 最近気分も上々。もうすぐ冬だっていうのに、初春のような天気だからかかな︖…気持ちもストックできたら落ち込んだ時につかえるのに… そうそ
う、私たちの学校は今年からマラソンをするんだ。男⼥とも10キロ。もう⼤当たりってカンジ。⾛るのは2⽉になってからだけど、今から鍛えておかないとやばい……… でも
マラソンで痩せられるんなら⼤歓迎だけどね︕ それと昨晩、埼⽟のマラソン……志願者のおしらせが︕これも2⽉だけど（まさかマラソンのシーズンって2⽉なの︖）ちょっと
楽しみ。2020年の東京オリンピックまでやるみたい。いつから受け付けが始まるのかな……^_^へへ 明⽇は川越の秋祭り。ホストファミリーと⼀緒に⾏くんだ。うれしいな。
川越のも京都みたいに(^o^)/ものすごい⼈出になるんだとか。 ⾔い忘れていたけど、前に花⽕⼤会にも⾏ってきたんだよ︕きれいすぎて泣きそう…唯⼀残念だったのは画像の
画素が低すぎて…これからは⽇本の⼤学に⾏っている⼈と、ゼッタイに⼀緒に⾏くんだ︕ 最近⼼連⼼で第九期のみんなの様⼦を⾒ていると、ホームシックがはじまっているみ
たいだね（こっちははやくも罹ったので、今はすっかりここにも慣れちゃった…）。いやなことがあってもみんなで話をすれば、きもちもすっきりするし。陳桑さんが⾔ってい
るように、今⼀番パワーをもらっているのは中国のみんなじゃなくて⼼連⼼の仲間たちから…（なんて感動的）。みんなも慣れるために頑張っている。私もがんばらなくちゃ。
以上 この⽇記、なんだかゴチャゴチャしちゃったけど、まあ周記みたいなもんだと思ってください…読んでくれてオツカレサマでした。(＾ｰ^)ノ

王歩雲さんの⽇記



10.7（2）

2014.10.17

今⽇はうっかり2回も⽇記書いちゃった。だって、⼀緒にホームステイしてたstefanが来⽉別のホストファミリーのところに⾏っちゃうって、ついさっき聞いたんだもん。 It's
so sad︕︕so sad︕︕⾊んな意味で、私は恵まれてるなぁって思ってたんだよ。家に⾃分以外にもう⼀⼈留学⽣がいるって。stefanは確かにあまり⽇本語が得意ではないけ
ど、でもすごくユーモアのある⼦で、⼀緒にいてすごく楽しいの。しかも礼儀正しいし、とっても優しいし。彼のおかげで、ここに来てまだ間もない私もすぐにこの家に馴染む
ことが出来たんだと思う^_^just want to thank you︕ 私もこれからの⽣活にもっと積極的に向き合わないとな。stefanと出会えたからこそ、私はオーストリアの⽂化やオー
ストリア⼈のことについて少し知ることが出来たんだ（前は全然知らなかったからね。ウィーンがオーストリアの⾸都だっていうことも知らなかったくらいだし）。stefan の
友達ともお知り合いになれたんだよ。4か国語しゃべれるとっても陽気なイタリア⼈。ヨーロッパは本当にたくさんの国々があって、それぞれ全く異なる⽂化をもっている。今
のホストファミリーは割と常に留学⽣を受け⼊れているようだから、きっとこれからも世界各国からやってきた⼈たちと出会うことが出来るんだろうな。きっとすっごく楽しい
よ︕ stefanが新しいホストファミリーともすぐに打ち解けられますように。きっと⽇本語ももっともっと上達するよ。best wishes to you︕私もstefanも2⽉のマラソンの参加
者だし、また会おうね︕

王歩雲さんの⽇記



10.19

2014.10.19

今⽇は⽗さんとStefan⼀緒に⾃転⾞でさい彩湖へ⾏った。天気はすごくよかった、空は⻘くて雲も少ない 湖のこっちは埼⽟県、あっちは東京だ、よくここから東京のskytreeと
新宿⾒えるの! 湖の周りは公園だ、⾞は⼊れない。 とてもいいいいいいいいい!ところだと思う! 綺麗景⾊は⼀⽅、もっとはそこで皆スポーツやっているから。 野球、ソフトボ
ール、ゴルフ、サッカー、テニス、windsurfing、⾃転⾞、ジョギングなどなど.......いろんな運動の場所があるの、運動機械もいっぱい、ある雪の上じゃないけど、スキーみた
いなスポーツもみた、⾯⽩かった。 今⽇もそこである運動会も⾏ってる^_^ ⽇本はやっぱり運動が⼤好き国なんだ、いいな、中国もこんなに良いスポーツ公園があったらいい
な。 景⾊より、スポーツやっている⼈⽅が公園の景⾊だ^_^
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



「浆声灯影」…川越祭

2014.10.22

はいはい、お呼びがかかったので書きに来ましたよ。読み継がれる⽂章を書きにね… 川越祭のだいだいのことは李桑がもう書いたから、私はいいよね（ざっと⾒て歩いただけ
だからあんまり覚えていない…⾷べ物のこと以外は） 川越祭でクラスメートもみかけたんだ。驚。世間ってホント狭い。笑。 それと⼭⾞をひっぱっている⼈の靴が特殊だっ
た。⾒た⽬はくつしたみたいなんだけど、靴底がついている⽇本の伝統的な靴下みたいな… 中間テストの成績も出たよ。国語がもうすこしで⼀桁台だったことがちょっとおど
きだったぐらいで、あとは予想通り。やっぱりクラスにはすごくできる⼈もいたよ…来週は全国模試もあるんだ。私も受けるのかはわからないけれど、楽しみにしてるんだ。⽇
記を書きながら何度もくしゃみをしちゃった。やっぱりだいぶ寒くなっているよね。 なんだか最近時間の余裕が無いような気がして、いつもやりたいことがあっても、時間が
ないなって思っちゃう。うまく時間をつかわなくちゃね。でも忙しいのって私にとってはエネルギー源になっているのかも。がんばろう。

王歩雲さんの⽇記



11.8

2014.11.08

今⽇タイの⼈がうちに⼀⽇ホームステイしました、名前はアリナです。⼀⽇楽しかった。埼⽟の新都⼼⼀緒に⾏った、上海のようなところね、⼤好き。寿司も⾷べた、⼀⼈で7
⽫ぐらい⾷べちゃった…アリナは予想より全然違った。⾝⻑めっちゃ⾼い、175ぐらい。⽇本語と英語両⽅もよく通じないけど、楽しくていろいろ喋った。そして、タイでいた
時は漫画家だった!⾃分の漫画もタイで出版された!facebookの ファンが5000⼈以上いるんだ!私は有名⼈が⾒たような気持ちで嬉しかった。今、アリナは埼⽟⼤学で⼀年留学
していって、学校の寮で住んでいんだ。めっちゃ私と近いね。これから、学校に通っている時とかlawsonで⾃習する時、また会えるね。ゲット（＾_＾）今まで⼆ヶ⽉しかない
けど、オストリアのステファン、イタリアのマルコ、タイのアリナ、⽇本の皆さんも出会えた、視野も広げたような感じ。各国に対しての印象も多少ついてきたんだ、⽚⾯かも
しれないけど、⾊々な共通性も相違点も感じた、すごくよかっただ思う。横⽥の家でホームステイはすげ〜ラッキーだと思う!^_^⽇本をきっかけに、これから世界の⼈もどん
どん交流ができる。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーそして、今晩、家族と⼀緒に上海で⾏ってる中国⼤会⾒た、印象深いのは、中国の選⼿闫涵と⽇本の選
⼿⽻⽣が練習中⼆⼈ぶつかった、⼆⼈も転んでなかなか⽴てない状態だ、スケートが速いスピードだから、⽻⽣がスケートリンクで⾎も流れ出した、闫涵も体調悪くてずっと⼀
度棄権した。そんなに突然で、drenched私びっくりした。でも、最後⼆⼈も試合を完成した!⾟くて痛くて難しいジャンプがよく失敗したけど、感情を込めていい演技だった、
ずいぶん感動させました。これから⼆⼈のファンになります!ーーーーーーーーーーーーーーおほほほほ、明⽇ちゃんと勉強なきゃ
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



11.16

2014.11.16

皆さん、こんばんは。しばらく⽇記がないのはごめんなさい。それは毎⽇新しい体験がないのじゃなくて、実は⾃由⾃在に⽣活しています。よくQQ（Lineみたいなもの)で皆の
多様な⽣活⾒て、皆もずいぶん変わった感じですね。運動部の⼦ほぼ痩せて筋⾁つけましたね、私もよく以前より毎⽇通学とかのおかげで運動量増やしました、健康になる同時
に、⾷べ過ぎで太っています。今の⽣活は中国との⼀番の違いが今は本当に⾃由なの、これが悪いものをやるチャンスじゃなくて、⾃分がずっとやりたい事をやるチャンスで
す。でも、これがよく⾃制⼒が低下の私にとってはチャレンジですね。今までも四分の⼀終わりました。速さがスゲえ!だと思いますよ。これからもマラソンとか、⼤学の⽂化
祭とか、⼭登りとか、イチゴ狩り、期末テスト、中間研修、デイスニランド、⽇本語無料クラス、クラスダンスの発表会、正⽉初詣……いろいろ思い出して、let me die in the
happy and busy life.（让我这个健康的⼩胖⼦在这忙碌⽽快乐的⽣活中死去吧…）まあね、すぐ中間研修だから、この前⼀⼈⼀⼈で頑張りましょう。
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



11.29

2014.11.29

もう⼆ヶ⽉、すぐ三ヶ⽉も終わったね。わりと早い感じ。今⽇、予防接種して帰った時、家の近くの店が変ちゃったのも気づいた、ほんとに家近くの景⾊多少印象があったね。
最近、毎⽇無事に学校に⾏って帰って、もうすぐ期末テストも来る。お⺟さんに⼀応⾃分の全教科の⽬標点セットした、お⺟さんがもし⽬標点取ったら、アイスケーキ買ってく
れるって(￣▽￣)。天気がどんどん寒くなってきたんだ、でも⾃分と天気⼀緒に元気なさそうのはダメだね。そして、この三ヶ⽉⾃分の⽇本語はもっとできてきたけど、まだま
だうまくないね、まあね、時間まだあるから。皆どうだった、もうすぐ中間研修の感じしない?多分皆ずいぶん変わってもう⾒分けつかないかな。(*_*)(・ω・)ノおほほほほ~
皆がんばって
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



12.9

2014.12.09

最近期末テストやりました。ホストファミリーのお⺟さんいつも私勉強してた時暖かそうな⾷べ飲み物とか持ってて、ありがとう!!そして、今⽇は期末テストの半分の教科テス
ト返し終わって、前模試の成績も返した。クラスメート⼀番楽な保険とか社会情報とか、逆に私とってはやばかったです。そんなに優しくて⾯⽩い保健と社情の先⽣、すみませ
んでした。m(_ _)mでも、割と国語やった!前の10天より⼤進歩!47点取った、嬉しい!数学も満点取った(英語は前より下がりましたけどね)(*_*)。模試の結果は、点数は全部
想像以下だけど、順位わりと⾼かったです、国語英語数学加えて、学年3位取った^o^。教科順位全部4位以内(国語は後ろから数えたんだけど(ｰ ｰ;))。まあね、明⽇もテスト返
しですけど、⼀応期末テスト終わります!おほほ~~~時間が恐ろしいスピードで経ているね、もうすぐ2015年じゃないか。⽺だよ⽺!最近年賀状買ったんだ、かわいい⽺印刷し
てたやつ、よく何を書けばわかんないだけど、楽しみにします。そして、最近、お⺟さん買ってくれた⼩さい⼿芸やている、⾯⽩かったね、今雪だるま⛄ 頑張ってます、⼥⼦能
⼒UP!12⽉26から、イタリアのマルコがうちで短い12⽇ホームステイします、いいな、期待しています。最近⽇本語検定試験皆がんばったんじゃないか、お疲れ、今から皆元
気いっぱいで楽しんで元旦を迎えましょう☆*:.｡. o(≧▽≦)o .｡.:*☆
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



12.11

2014.12.11

今⽇学校でダンスの発表会やった。⼋組学年⼀位取った!嬉しい!皆、⼤好き!!(*^o^*)⼋組、ずっといろいろすごかった、⼋組に配れてほんとに良かった!(⌒▽⌒)
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



12.16

2014.12.16

久しぶり、こんばんは、（＾＿＾）☆最近何かあった?いっぱいあったです、もう覚えないです。じゃ、簡単に⾔えば?多分だんだん皆と関係がよくなっている、嬉しいよ、これ
は他⼈からよく声かけられたじゃなくて、⾃分がなんとかクラスメイトとか部活の皆とか先輩にもっと好きになったんです。(ちょっとわかりにくいじゃないか^ -
^)。。。。。。。今⽇⾬すごく降っちゃった☔ 、靴下も濡れちゃった、今は布団の中から出たくない強い気持ち持っている、でも、⾬の⽇逆に気持ちめっちゃいい、今⽇茶道
部お点前のテストやった、がんばって合格したんだ(別に先輩優しいから)、⼤進歩と思うけど、先輩からテスト間違ったところと⼀⾔もらいました、感動した本当に。これから
も部活頑張るぞ!最近本当にイルミネーションとか⾒に⾏きたいな、デイズにランドとか⾏きたいな、映画も⾒に⾏きたいし、誰か⼀緒に⾏こうよな(￣O￣;)
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



12.16

2014.12.16

久しぶり、こんばんは、（＾＿＾）☆最近何かあった?いっぱいあったです、もう覚えないです。じゃ、簡単に⾔えば?多分だんだん皆と関係がよくなっている、嬉しいよ、これ
は他⼈からよく声かけられたじゃなくて、⾃分がなんとかクラスメイトとか部活の皆とか先輩にもっと好きになったんです。(ちょっとわかりにくいじゃないか^ -
^)。。。。。。。今⽇⾬すごく降っちゃった☔ 、靴下も濡れちゃった、今は布団の中から出たくない強い気持ち持っている、でも、⾬の⽇逆に気持ちめっちゃいい、今⽇茶道
部お点前のテストやった、がんばって合格したんだ(別に先輩優しいから)、⼤進歩と思うけど、先輩からテスト間違ったところと⼀⾔もらいました、感動した本当に。これから
も部活頑張るぞ!最近本当にイルミネーションとか⾒に⾏きたいな、デイズにランドとか⾏きたいな、映画も⾒に⾏きたいし、誰か⼀緒に⾏こうよな(￣O￣;)
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



12.16

2014.12.16

久しぶり、こんばんは、（＾＿＾）☆最近何かあった?いっぱいあったです、もう覚えないです。じゃ、簡単に⾔えば?多分だんだん皆と関係がよくなっている、嬉しいよ、これ
は他⼈からよく声かけられたじゃなくて、⾃分がなんとかクラスメイトとか部活の皆とか先輩にもっと好きになったんです。(ちょっとわかりにくいじゃないか^ -
^)。。。。。。。今⽇⾬すごく降っちゃった☔ 、靴下も濡れちゃった、今は布団の中から出たくない強い気持ち持っている、でも、⾬の⽇逆に気持ちめっちゃいい、今⽇茶道
部お点前のテストやった、がんばって合格したんだ(別に先輩優しいから)、⼤進歩と思うけど、先輩からテスト間違ったところと⼀⾔もらいました、感動した本当に。これから
も部活頑張るぞ!最近本当にイルミネーションとか⾒に⾏きたいな、デイズにランドとか⾏きたいな、映画も⾒に⾏きたいし、誰か⼀緒に⾏こうよな(￣O￣;)
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



12.22

2014.12.22

今⽇で本学期の終わり。拍⼿
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



12.23

2014.12.24

皆さん、元気ですか(´･_･`)この前の⽇記が⼀⾏しかWebに乗ってませんから。もう⼀度書きます。別にいつもたいしたことないですけど、今思い出したのを書きます。 最近
がホームステイのお⺟さんから⽑⽷もらった、それで今はマフラーの編み⽅お⺟さんから教わて作っている。最初よく間違ったけど、今はだんだん編むのが早くなったのよ。な
んとか⽇本に来て⼥⼦能⼒がずっと上がっている感じだね。そして、この前何枚の年賀状買った、最近書いて出しました。いい体験だね、中国は新春カードなんかないもん。も
う冬休みだ、時間速すぎじゃん、何かプランあるか聞いと、別になんでもないです。とにかく充実したいですね。学校最後の⽇、ある友達から電話番号もらった、いつか⼀緒に
映画⾒に⾏く予定だけど、まだ全然決まってないけど、嬉しすぎ本当に、同じクラスじゃないけど、⾷堂に⾏くから、よく⼀緒に⾷べるの、こういう友達出来て超ラッキーだと
思うのヾ(＠⌒ー⌒＠)ノ。実は最近クラスの座席の近くのクラスメイトとも仲良くなっている(席が近いのは友達できるのいいチャンスだと思う今)。家は学校まで結構遠いけ
ど、超近くに住んでいる部活⼀緒の⼦が⼀⼈いるのは初めの時信じられないね、よく学校に⾏く時⾒えるヽ(´o｀︔(最近いつも⾒る時話しかけようかしないか迷っているけ
ど)。そして、最近が7組の英検⼀級合格の⼦に学べて英語頑張りたいと思います(その同時に、私今の⼀つ重要な⽇本語学ぶ⽅法実はテレビを⾒ることなんだ、字幕とかあった
らもっといいなの)。 もうすぐの26⽇、⼀⼈イタリアの⼦が⼀週間ちょいと泊まってくる予定で、今少し期待しています。 おほほ、実は今浦和の図書館にいます、無線LANを
利⽤して⽇記を書くの。^o^ 皆メリークリスマス、ハッピーnew year。 そうだ、今⽇天皇様、誕⽣⽇おめでとうございます、休みになってくれってありがとうございま
す。ヾ(＠⌒ー⌒＠)ノ
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



12.1

2015.01.01

おほほほほ~あけましておめでとう!来年も⼀緒に頑張りましょう!2014に本当にいっぱい知らない⼈と出会って友達になるのは良かったと思います。今⽇は2015年⼀⽉1⽇で
す、朝お⺟さんとマルコ⼀緒に早起きって朝⽇⾒に⾏きました、空曇ってなかなか太陽出てこなかったけど、光だんだん輝いていて⼈⽣朝⽇の初体験としてもう最⾼でした。今
⽇も栃⽊県のお⽗さんとお⺟さんの実家にいきました。楽しかあったです、爺さん婆さんのお宅本当に⼤きかった、なんか別荘みたいです。⼀番感⼼したのは⽇本の⽼⼈はユー
モアな⼈だった、そして退職後の⽣活ちゃんと⾃分の趣味やてます、⾃分の⽣活⼤事にしている⼈は⼤尊敬です。お⽗さんのお⺟さんは学校の校⻑先⽣だった、話してくださっ
たのは時間が本当に速いから時間を⼤事にすること、お⾦を絶対無駄に使わないことでした、これからきっと覚えっているからありがとうございます、お⺟さんのお⺟さんとお
⽗さんもすごかったです、家に置いてる⼯芸品がまさか婆さんの作品です!超可愛かった!壁に掛けてる彫刻もお祖⽗さんの趣味なんです、お婆さんお祖⽗さん楽器もやってて囲
碁も何⼗年の趣味だ、⼀度お祖⽗さんと囲碁やって惨敗しましたけど、嬉しかったです。家族のお兄さんたちも⼿本です、インフルエンザの研究やってるとか⾃衛隊で頑張って
るとかいいなと思いました、(⾯⽩いお兄さんだよ、多分このユーモアは家族遺伝だと思う)。今⽇よく将来何をしたいですか何になりたいですか聞かれましたけど、⾃分がまだ
分からないです、マルコがもう⽇本語とかイタリア語のせんせいになるため、頑張ってる、私はまあ分からなくてもしょうがないと思うから、今なんにも興味を持って⾊々なこ
とを体験することが重要だと思って⾃分の可能性を制限しないとは⼤事です。おほほほほ~ヾ(＠⌒ー⌒＠)ノ、今から2015年の願い⾔います、⾃分の⾔いたいことを⾃信を持っ
て⾔う⼈になりたい、今お世話になってる⼈達と友達を⼤事にしたい、さっぱりなかっこいい⼈になりたい、帰国まで毎⽇リア充に過ごしたい、そして、痩せたいですよ（＾◇
＾）。私の⽇記を⾒てくださっている皆、今年ありがとうございました!
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



1.13

2015.01.13

しばらく⽇記書いなくてすみません出した。最近の⽇常について書いたいと思います。持久⾛⼤会が近づいているので、体育授業がマラソン練習のようになりました。2.5キロ
もう疲れた私、⼗キロならどうなんだろう、想像つかないです。授業の⽅はもっとわかりできるようになりました、ようやく⾃分の⽇本語がすこし上⼿になったですね。三学期
始めのごろなんですから、新しい気待ちで向かいましょうと思って、最近結構家から早く出かけました、学校もう早く着きました。別に学校で⼤した事やってないけど、少しず
つ頑張ればいいと思います。もうすぐ中間研修なんです、皆さんとの再会を楽しんていて荷物を準備中です。皆元気で会えましょう。
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



1.16

2015.01.16

また⼀周終わりました
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



1・17

2015.01.17

⼟曜⽇です、昨⽇⽇記書いたけど、また始めの⽂章だけ載ったのはショック。でも昨⽇の⽇記保存してないから、⾶ばす。今⽇結構寝たんだ、昨⽇⾛ったから疲れたかな、でも
ちょっと寝過ぎで⾵邪。でも意外に筋⾁痛ない。今⽇なんか部屋汚い感じだったからちょっと掃除した。研修の荷物もそろそろだね。⼟⽇の予定は百⼈⼀⾸です、頑張ります。
今⽇お⺟さんは献⾎に⾏く、びっくりしたのはお⺟さんもう208回献⾎しました、すごいね、なんか他⼈の健康のため、⾃分まだ元気の時何かできることやるのはいいじゃない
でしょうか。
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



2015.1.30

2015.01.30

時間速いね、また⼀週間終わりました、これから⽇記のタイトルに年号も書いとこ…もし何年過ぎて、誰か⾒る時ちゃんと何年のこと分かれるように……本気だよ。。。まず中
間研修のことについて、、、最初皆と会った時、皆ちょっと変わったなみたいな気がしてちょっと不安だった、後だんだん慣れてきた。三⼗⼀⼈、皆の留学⽣活も異なると思っ
てるし、あんまり皆各⾃の状況も公開されてないから、私そんなに皆の気持ち分からないけど、友達と話し合って⾊々なこと知りました。実はホテルで皆の夜⽣活もう充実して
たじゃないか、私はけっこう寝る時間遅かったから、朝起きる時は⾟かった、でも本当に楽しかった。友達と喋った時とか、グループワーク討論とか、最初にネガティブな雰囲
気よく出てきて⾃分が皆の中である⽅がそんなに⾟そうな⽣活過ごしてるのかよと思ってた、ホストファミリーとの誤解や友達作りの困りや学校⽣活、皆けっこう深く考えたな
と思った、私も個⼈的によくいろいろ考えるタイプだと思うので、皆とよく共鳴があったんだ、でも楽な態度は重要だから、⽇本に来てできても楽しいから、先⽣との個⼈⾯談
もやったから、次の半年も皆頑張れ。なんか、⽇本⼈のすごいところは親しい⼈との距離を持つとこだと思う、⼀定の距離感を持って相⼿の個性なものや⾃⼰選択を介⼊しなく
て相⼿と⼀緒に⻑く続けられる楽しい時間を過ごすこと。中国の⼈間関係は多少に攻めるイメージがあるみたいで、友⼈と⾒られると、⾃分の意⾒多分そのまま相⼿に⾔うとか
相⼿のことも勝⼿にコメントするとか無意識で付き合うだよね、こうなったら、⾃分も相⼿も別に負担がなくてたまにお節介な嫌な感じだけど、相⼿が私のために考えてるな
ー、だから、親友が深く知ってて距離も近い。だから、最初の頃、⽇本で私よく⼩さいところで褒められてや相⼿にちゃんと礼儀持ってされてるや、逆に距離感感じました。今
振り返れば、そんなにぎごちなかったら気にならなかったらいいのにね、ここまで⽇本の皆と⼀緒に過ごした私もう分かったから、最初の何ヶ⽉の⾊々ほんとに皆に感謝しま
す。まあ、多分国際交流の⽬的も国籍が違う⼈たちが皆の違う⽂化を尊重する同時に同じの簡単な⼈間性を感じることだな、皆もただ、友達作りたいな、成⻑したいな、⼀⽇ハ
ッピーで充実で過ごしたいな…ぐらいなんじゃないか。。。。。。最後、皆と別れたその夜はけっこう悲しかったけど、次の⽇に学校⾏って、私埼⽟も友達いるなって感じたか
ら、気持ちまた良くなった。(実は私、恥ずかしいけど、遼寧省以外の⼈たちあんまり接したことないから、今度南の友達もできてすっごーく嬉しいの!)。 ああああ、最初に、
⼗分ぐらいの⽇記が書きたいのに、なんで⼀時間もかかるのよ。 王ちゃん、少なくとも、⼀週間何やったくらい報告しろう! 友達にお⼟産送ったヽ(︔▽︔)ノ模試の3教科さい
試終わった(￣▽￣)英表プリント出した、五キロ⾛るタイム⼆度上がった(もう限界だけど)、学校から駅まで15分内で歩けた!今⽇百⼈⼀⾸受かった!!!☆*:.｡. o(≧▽≦)o
.｡.:*☆ 来週も⾊々あるね、フランス語期末、数学期末、持久⾛⼤会、英語⼆時間テスト、部活新部⻑さん決める、、、、和国ってけっこう勉強してる学校だね。ガンバレ(疲れ
たわ)
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



2.6

2015.02.06

今⽇は持久⾛⼤会でした、彩湖に⾏われた9.6キロです。昨⽇⼀⽇⼤雪でしたから、今⽇滑りやすかなと思って実は天気めっちゃよかった、快晴でした。意外に緊張感そんなに
なくて、インジョイ、楽しかったです。前もずっと⽇本⾼校のマラソンを憧れてたけど、⾃分は⾛るやっぱり怖かった。でも、今気持ち良くて、貴重な体験でした。前も彩湖に
⾏ったことあって、その時道路に⾛ってる⼈⼤尊重した、今⽇⾃分もできました(^-^)。それと、今⽇⼆年⽣の留学⽣の先輩⾒た、今⽇は帰国⽇と友達から聞いたんけど、帰る
前に皆と⼀緒に⾛ったのはすっごく良かったな、私も頑張る。⼥⼦は480名ぐらいで、私126位だった、時間わからないけど、53分ぐらいと思うんだ。⾃慢じゃないけど、私⼗
キロのマラソンも⾛り切ったのは⾃分がすっごいとおもうよ、達成感めっちゃ出る。今⽇先⽣たちもありがとうございました!ずっと応援してくれた!(^-^)。彩湖はほんとに名
前通りサイコーでした*･゜ﾟ･*:.｡..｡.:*･'(*ﾟ▽ﾟ*)'･*:.｡. .｡.:*･゜ﾟ･*
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



2.15

2015.02.15

昨⽇バレンタインだね、でも⼟⽇だから、皆⾦曜⽇にチョコとか送った。私ほぼ⼀⽇かかって作ったクッキーはまあまあ⾷べられるぐらい、それで⼗分、それもホストマザーの
おかげで出来上がったから、ありがとう!私⼥クラスだから、すごかった皆、担任先⽣もものすごく量のイチゴお菓⼦買ってきた。⼤体私三⼗四⼗ぐらいもらったのかな、全部
⾷べちゃうと、やばいな。ちょっと残念なのは、茶道部のある友達が王ちゃんのクッキー⾷べたいと⾔ったけど、その⽇会えなくて送らなかった。 昨⽇、ジェジェというタイ
の⼥の⼦、⼀泊に来た。楽しかった、ずっといればいいな、⼀緒に朝学校に⾏けるし。ジェジェはもう七軒ぐらいホストファミリー変わったんだ、朝横浜から特急電⾞で通学し
たこともあって⼤変でした。でも楽観的ないい⼦だね。 最近、消えない怪しい筋⾁痛があります、消えてくれ!
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



2.22

2015.02.22

ある⽇の朝、担任先⽣が、王ちゃん昼休み学年先⽣の⽅に⾏きなさい、と⾔った。初めてそう⾔われたから、何のことだろうなと思って、⾊々な可能性を考えた。実は、もうす
ぐ⼆年⽣になる時期だ、私最初中国にいた頃学校に理系の普通科に⾏きたいと⾔ったから、学校が覚えててくれた。私はずっと前に⼀年間外語にいる覚悟ができたから、普通科
に⾏くチャンスもらうと、逆に迷った。最後はやっぱ普通かに⾏く決意にしたけど、これで、私今までの築いた⼈間関係全部壊して、全く私のことのも知らないかもなクラスに
⾏くのは怖い。でも、チャンスがあるから、握りたいな。結果わかんないけど。 で、昨⽇と今⽇は李ちゃんとさいたま市市⺠マラソン⼤会のボランティアやりました、昨⽇は
⼀⽇で今⽇は午前中までだ、寒かったけど、いろんなスタッフしか知らないものわかってて、マラソンのスタートも⾒て嬉しかった、⼀万以上の⼈参加して、すごかった。 お
⺟さん今⽇もまた新しいボランティア活動発⾒した、⼋⽇にある、⾏きますから、楽しみ。 先週、バスケシュートテスト、英表個⼈発表、美術期末提出、中国語パーティ、社
会情報発表、、、無事終えてありがとうございました。 来週、期末試験なので、頑張ります。いま勉強不⾜かもしれないけど。
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



2015.3.3

2015.03.03

⽇記のタイトルに年号つけると⾔ったけど、ずっと忘れててやっと思い出した。ああっ、あと四ヶ⽉で終わるな、今想像すれば、帰りたいけど、別れたくないな。もうすぐ、ク
ラス替えもあるし、またどんな⼈達が会えるかな。今までお世話になってるクラスメート、友達になった⼈とまだあまり喋てない⼈もいるけど、会って良かったと思います、担
任の先⽣もいつのままに⼤好きになった、感謝しております~。昨⽇、デイズランドに⾏ったの、予想よりもっと遊べました、⼦供からずっと憧れてたデイズψ(｀∇´)ψ。帰っ
たとき、電⾞ちょうどあって、ラッキー、もうちょっと遅れると、次の電⾞は驚くほど零時過ぎまた来るだ。帰ったら、お⺟さんは待ってくれたようです、明⽇仕事なのに、あ
たしが深夜帰る時に誰かが迎えできるように待ってくれてありがとうございましたT^T。次はテストのこと、テストは普通通り、⾔い換えば、順調通りだった、⼀⽣懸命頑張っ
たとは⾔えないけど、この学期の成績はこれで終わってもいいぐらいです。結果は多分⼊試休み後、模試の結果も出るかも、楽しみ(Ｔ＿Ｔ)。この前、お⺟さんと図書館⾏っ
た、3本借りた、⼊試休みの暇を潰すために役⽴つ、読書不⾜の私にとっても甲斐ある。これと、⼟曜⽇、お⺟さんとしいたけ植えた、三年後ぐらいにしいたけ出れ来るといわ
れたけど、ちょうど私⽇本にまた⾏く時じゃん、その時、⾷べに訪れたいと思います。^o^。今の年齢は思想混乱期だと⾃分が思うけど、最後の四ヶ⽉を無念に過ごすように
頑張ります、若者の気持ちでいろいろやります。
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



2015.3.9

2015.03.09

⽇曜⽇に、障碍者の活動のボランテイア⺟さんと⼀緒にやりました。 ⼩型の運動会みたいでディスクを中⼼にやりました。私も前からディスクを憧れてた、でもやるのは初め
て、最初は障害者達よりも点数低かった、ディスクがスピード早いし、最初ずっと取れなかった、でも、他のスタッフと練習して、最後上達しました、まっすぐ投げれないけ
ど。障害者も体の障害と知恵の障害か⾊々あって、この⼈たちはかわいそうだけど、⾃分の⽣き⽅があります、だから、障害者かわいそうなあ気の毒感じるより、彼達を普通の
⼈間のように尊敬する⽅がいいと思います。ボランテイア活動と⾔うけど、実は、⾃分でも楽しんだ活動でした。 そうだ、期末テスト返しは何教科ぐらいやった、得意科⽬は
そのまま⼤丈夫だったけど、国語悲惨だった、27点、、m(_ _)m、世界史は⾃⼰満⾜、平均まだまだいかないけど、幸せな60点でした。また⽕曜⽇テスト返し、模試の結果も
出るんだけど、気にしないで、気にしないでね。 今、⽇記を書いてるだけど、実は電⾞の中で、今⽇はかなと⼀緒に浅草に⾏く、遅刻⼨前なんだけど、楽しみね(((o(*ﾟ▽ﾟ
*)o)))、緊張感出てきたけど。来週、タイのジェジェは来るから、これからもずっとにぎやかかな 〜
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



2015.3.20

2015.03.20

今⽇はクラス最後の⽇です。球技⼤会サッカー優勝のお祝いやって、担任先⽣がギターを弾いながら歌いました。先⽣の歌声聴いて、私の⼋組の⽇々も⽬の前に浮かび上がりま
した。 最初の⽇、カメラマンとお⺟さんと⼀緒に四階まで登ってクラスに⼊った瞬間に、クラスの⼦がすっごい騒ぎました。先⽣の指⽰に、⼀⼈⼀⼈⾃⼰紹介してもらいまし
た。その時、正直⾔えば、超ビビって⼀⼈の名前も覚えられなかったです。それから、毎⽇、席近い⼦から話しかけてみたのをはじめに、皆と⼀緒六ヶ⽉を送りました。中に、
皆となにかをがんばって達成した時、たまに⼀⼈ぼっちなの時、先⽣のいろんなお話聞いてた時、皆と喋ってた時、その時の気持ち今も覚えてます。 今、クラス終わって、本
当に皆のお世話になりました、本当にありがとうございました。皆と出会って良かったと思います。皆が⼀⼈⼀⼈の個性が溢れてて、誰もすごく印象に残ります。⾃分がたまに
シャイだったり、うまく伝えなかったり、最後までもあんまり喋れなかった⼦がいて、悔しくてたまらないけど、⼆度のチャンスがない。でも、皆を⾒て⾃分ももっと⾃分にな
れる感じがする、だから感謝します、⼋組の皆が誰でも素敵だから、これからも楽しくやりましょう、私普通科に⾏っても頑張ります。優しい先⽣⽅もありがとうございまし
た。(もしありがとうよりも強く気持ちを伝えられる⾔葉があったらいいな!!)。
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



2015.3.29

2015.03.29

皆さん、久しぶり。今春休み中です。 英語キャンプを楽しんでやりました。ちょっと英語に慣れたばかりで⽇本語に戻った感じがします。東京湾にお⺟さんとジェジェと李ち
ゃん⼀緒に植樹も⾏きました、ちょっとしか植えられなかった残念でした、でも、植樹だけではなく、埋⽴地のいろいろ知って歌聞いてダンスもヒタクソに踊って嬉しかったで
す。春休みの化学課外も⾏きました、先⽣はめっちゃいい感じだから、もう七ヶ⽉ぶりの化学、桜のように咲いてください。といえば、1⽇、上野公園に花⾒観にいく、楽し
み。今考えているものは、最後の三四ヶ⽉なにしようかなと趣味探してます。興味あるものは⾊々あるけど、全部⼀緒にやるわけがないから、維持できる趣味がいいな。春休み
短く感じてます、これからもそうな感じかな。
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



2015.4.4

2015.04.04

春休みもう直ぐ終わりますね。 最近、ジェジェのおかげで、ちょっと写真のアルバムを作りたくなりました。数えて⾒たら、簡単に百枚超えて⼆百に⾏ってます。あんまり写
真撮らない私も、こんなに写真あるんだなな感じがします。多分、⾃分の写真だけじゃなくて、偶然に会って気になる写真とか記憶に残る景⾊か物とか、さらに違う時期の気持
ちを表す写真とか全部⼊れたいです。これで、作業が⼤変し、破産する恐れもありますけど、この⼀年の留学⽣活をずっと覚えていたいし、下⼿でもなしよりいいから、頑張り
ますわ。 今⽇は学校の吹奏楽部の定期演奏会聞きました。恥ずかしかったけど、⼀⼈だけ沢⼭の写真撮った。素晴らしかったです、普通の演奏もPOPの演奏も歌も難しかった
振り付けも。ずいぶん前に千葉県のある吹奏楽部名⾨の演奏のビデオ⾒たけど、⾃分の学校もそこまでできるんだ、和国の⾃慢⼼出てきた。最後で三⽇間、⼀⽇は部活だから、
あまりの⼆⽇間は課題頑張らなきゃヽ(´o｀︔
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



2015.4.30

2015.04.29

今⽇⽺⼭に⾏って芝桜の花⾒と神社を⾒に⾏った。すごかったのは、電⾞から降りたときに、ちょっと現地に迷ったら、前の⼈の後ろ姿はなんとか⾒慣れた感じがした、やっぱ
り李ちゃんだ!こんなに遠いところも李ちゃんと偶然に会えるのはめっちゃ嬉しい。 うん、これから本⽂。最近、毎⽇平和とチャレンジの充実な⽣活を送っている。⾝体測定終
わった、体⼒テスト実施中、座⾼の数値と千メートルのタイムがショック。これから、何回⾛るだろう、四五回はありそう、でも終わったらテニスやる。まあまあ、体⼒向上
中。それと、書道は篆刻やるから、⾃分の⽯がもらえるの、⾯⽩そう、⼤事にする。そうだ、茶道部も新⼊部員⼊った!16⼈!男⼦も⼆⼈!いいな、先輩懐かしいだけど、これか
ら⾃分が先輩として頑張ろう。最近の⼼配なことは、家庭科の発表です、⽇本語だし、⾃分が何気無く教育基本法選んだし、原稿そのまま読めないし、最初の頃だし、キツツ
い。、、、そういえば、もう直ぐ五⽉だから、来年の⼗期⽣のことがそろそろ始まるかな、後輩たちの合格を祈ります。
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



2015.3.30

2015.05.30

皆さん、久しぶり。中間テスト終わったよ*･゜ﾟ･*:.｡..｡.:*･'(*ﾟ▽ﾟ*)'･*:.｡. .｡.:*･゜ﾟ･*嬉しい、しかも現代⽂平均⾏ったぜ---来週は遠⾜楽しみです。鎌倉と江ノ島いくよ。
なんか時間早いね、先輩も卒業した、私ももう直ぐ中国に帰るよね。いよいよ荷物送らなきゃいけないね。⽇本に来てから、⾃分の⼈間関係⼆倍に拡⼤した感じだけど、⼀期⼀
会だね、すごくああーな感じ、もっと交流の機会あればいいな、⽇本の友達を⾃分の学校に連れていきたいな。 最近、つい夏になっちゃた、毎⽇夏⽇だ!!地震も多発するね、私
のテンションも上がってるーどうだろう、環境⾝体⼀致性?⾃分作った⾔葉……（＾◇＾）ちなみに、明⽇映画⾒る!嬉しいーーーーーーーそういえば、今わかいい後輩たちが⾯
接してるかなーー頑張ってね
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



2015.6.7

2015.06.07

わわわわ…!今⽇は中国の⼤学受験だよ!いい成績を取れるように。今⽇はホストと⼀緒に焼⾁⾷べ放題を⾷べました。それは最近何ヶ⽉の夢だぞ、美味しかった、ダイエットは
やはり明⽇から。⾃転⾞で⾏くから、⼀時間ちょいも⾃転⾞で⾛って湖に近いから、気持ちよかったー。今が上半⾝重く、下半⾝軽くなったね。来週また⼀キロ⾛るよ、発表も
あるよ、部活も新しいお棚に⼊るよ、うわー怖いー頑張る。
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



6.20

2015.06.21

先週、クラスにアメリカ⼈が来た、みんな喋りたいけど、結構私のように、おはようしか⾔えなかったり、何も⾔わずに終わったり感じだった。私が来た時、みんなもこんな気
持ちかな、やっぱり⾃分から喋り出さないとね。だけど、⼀週間嬉しかった、アメリカ⼈の笑顔がすごいね。 ーーー最近、ずっとテニスをやったの!体育授業の実習⽣が来たか
ら、持久⾛を置いといた、だけど、来週から、実習⽣は戻るから、2組の⾟い持久⾛はまた続く、マージ〜、もう三週間⾛ったことなかったけど。ーーーー中間テスト終わり、
結構、点数取れた、今もう期末⼆週間前時点だけどね。めちゃくちゃ範囲広いから、今頭が回れない。ーーー皆さんお元気ですか^_^
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



6.29

2015.06.29

今はもう直ぐ期末テストだ!気にしないで… あと最後の20⽇ぐらいかね。それから、⼗期⽣の始まりだよね。 最後なんだけどこそ、帰国の準備とか、学校のスピーチとかいろ
いろあって、暇になかなかなれない。でも、どうせ⼗ヶ⽉も過ごしてきたから、全然いけると思うんです。 ジェジェは先週帰りました。今どうなってるのかな、⾃分も⾃分が
もう直ぐ帰るのを実感してない。 今⽇の⽇記あんまり内容ないですね、じゃあ、最近のクラスのバースデープレゼントについて話しましょう。六⽉は私も含めてクラスの⼦が
五六⼈も誕⽣⽇あった。私はお友達からホストのお⽗さんお⺟さんからプレゼントもらいました、ありがとう
これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記



久しぶりの⽇記だ

2016.09.15

ワワワワワアあ~⽇記を書くのは⼀年ぶりだ!

⽇記を書いてなかったのはIDを忘れたから。。。

⾔うのは恥ずかしい本当にごめんなさい

今⽇突然IDのカードを⾒つけて書こうと決めた。

⼗期⽣と⼗⼀期⽣の⽇記を⾒たら,いろんな思い出が頭の中で蘇る。整理しずに書く。⼆年前のこの時期ね,周りの何もかも斬新なことで⾊々ワクワクしてました。同時に,ずーと
張り切ってました。

ちょうどその時私のホームシックが強かったので,⼼理的複雑な感じだった。やっぱり周りに⼀秒でも早く溶け混もうとしたら,強がったりして理想にいかなかったら挫折してし
まうことってあるよね。あと考えたら,時間をかければ,何もなれていくのさ,周りの⼈達もやさしいから,⼼配しなくていいじゃないか

新環境に慣れるまでの過程は⼈それぞれだと思う,全く困難に会わなくてすむ⼈も当然いると思うが,困難にあっても直接にむきあえばいいんだ,何より楽しい時間を送るのは重要
だからな。⼀年って終わったら短く感じるものさ~

⼗⼀期⽣の⽇記を読んで皆元気よく頑張っているね,素敵ですわ~

今,私はもうすぐ⽇本に受験をしにいく,懐かしい⽇本に帰るのはめっちゃ期待(ホームシックまた発症するかもね),皆が順調に過ごすように~

これは⽇本語で投稿されたものです

王歩雲さんの⽇記
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