
東京にいます︕

2014.09.03

東京にいます︕楽しかったww

今 パソコンで⽇記を出すのを練習してるんですけど。

来⽇研修はおもろいやで︕

先⽣たちはみんな優しい︕︕撮影のお兄ちゃんも︕︕

昨⽇新宿へご飯に⾏きました︕やっぱりさすが東京だわね

東京より済南はまったく⽥舎︕

でも⾵邪ひいちゃったQUQ

明⽇の中野歩き楽しみ︕︕

ところで、オリンピックセンターで⼤勢の⼥⼦⾼⽣が泊まっているprprpr

私も⼥⼦⾼⽣だにゃ

ちなみに今の写真はかっこ悪い 絶対変えるんだぞ︕︕

ではこれで

これは⽇本語で投稿されたものです

張楚珺さんの⽇記



やっとネットが使えるようになったよ︕

2014.12.13

本⽇ようやく3か⽉に渡るネットなし⽣活から抜け出すことが出来たよ。 これからは頑張って⽇記を書かなくちゃ。 わたしはいま2年⽣の3組外国語クラスに所属してる クラス
には男⼦がたった9⼈しかいないの。 みんなわたしのこと「しもん」って呼ぶの。「しもつき」に⽣まれたから。 部活はダンス部にしたよ。 今週は修学旅⾏で 昨⽇の午後東京
から帰ってきたばかりなんだ。 全部で4⽇間 横浜と東京を回ったよ。 割とスケジュールがタイトで さすが団体旅⾏って感じ（笑） ⼀番楽しかったのはやっぱりディズニーシ
ー︕ まぁほぼ9割がた順番待ちで時間取られたけど 0.0 それにほんとすっごい疲れたの︕⼀⽇中歩き回ってるから︕ 最終⽇に浅草とスカイツリーに⾏ったときは⾬も降ってた
んだ。 浅草にはほぼ中国⼈しかいなかった もはや⽇本語が聞こえてこなかったレベル。 ほんとに楽しくて、すっごく疲れた4⽇間でした
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141213

2014.12.13

今⽇は11時まで寝た。 お昼は⼤好きなうどん。 午後はお⽗さんお⺟さんお姉ちゃんの投票について⾏った︕⾨の外で⾒ていただけだけどね。 ⿅児島は今⽇も⾬が降った。し
かもお天気⾬︕ だから⿅児島に来てからしょっちゅう虹を⾒る。 夜はお⺟さんと⼀緒に最近⼈気のドラマ、ディア・シスターを⾒た。 来週の⽉曜⽇の授業が終わったら冬休み
だ︕頑張るぞ︕
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141214

2014.12.15

今朝お⽗さんが温泉に⾏こうって誘ってくれた。でも眠︕す︕ぎ︕て︕お⽗さんは⼀⼈で温泉へ。 午後heattechを買いに⾏った。 ⽇本の年末も中国と全く⼀緒。どこに⾏って
も⼈、⼈、⼈。ユニクロも⼤⾏列だった。 そこって九州最⼤のショッピングモールなんだって。⾃転⾞で、１０分で着いちゃう。ここは本当に便利だよね。なんでも近くにあ
るんだ。 Aeonで４回くじ引きをした。全部ハズレ︕きっとコレばっかりなんでしょ︕ 家に帰って「なべ」を⾷べた。９時過ぎには就寝。 それから朝５時起きで宿題をしなく
ちゃいけないことに気がついた。
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141215

2014.12.16

⽉曜⽇︕朝、外の出るときもう泣きそうに QUQ だって気温がまさかの2度︕でも学校のみんなに羨ましがられている400Dのタイツを履いていたからちっとも寒くナイhhhh
朝、桜島がまた噴⽕した。はじめて噴⽕をみたときはすごく興奮しちゃったけど、今はもう⾒慣れちゃって。 体育の授業はまたテニス。全然で︕き︕ナ︕イ︕ 苗字が飯⼭って
コの LINEでの名前は「めしやま」。なんだかすごくカワイくて体育の授業の間中笑っちゃった。0.0 部活では、部活仲間のおばあちゃんが亡くなって、ここのところずっと学
校をお休み (;´༎ຶД༎ຶ`) 家に帰ったら⽉例報告書が届いていた。先⽉のを昨⽇やっと送ったところなんだけど。 それから⼭東名物の茶湯をつくった←_←ちょっと失敗しちゃった
ケドね。 衆議院選挙の結果がでたね。 お⽗さんとお⺟さんはずっと⾃⺠党の不満を⾔ってた。 あと、お兄ちゃんがどうして投票に⾏かないのかなってもこぼしていたよ。
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141216

2014.12.17

冷︕ 早上起来以后发现在下⾬，所以没法骑⾃⾏车了。 正好爸爸起来了 就让他把我送到了车站。 修学旅⾏回来班级缺席特别多。流感发烧感冒加起来得快⼗个⼈没来。 ⼩伙伴 あ
きもと 书道部公⽋。没了她班级真的好安静hhhh 最近经常被说⼥⼦⼒⾼XDD⼋成是因为我每天带镜⼦发蜡护⼿霜等东⻄上学。 今天被说撒娇⾁→_→就是眼袋很萌 回家的时候爸
爸来电车站接我，顺道去了趟超市。 爸爸买东⻄真精打细算︕我买东⻄从来不看价格 回家以后姐姐也在 吃完饭以后⼀起去泡温泉。补我上星期睡过头的那次 于是⼀家⼈九︕点︕
多︕出门去泡温泉 看到了夜景ww 今天⼀直在下⾬ 风也⼤ 冷︕ 明天据说会下雪
これは⽇本語で投稿されたものです
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141217

2014.12.18

寒い︕今⽇の天気予報は雪。 でも今朝は駅に着く前から雹がふりだした。 それから⼀⽇中晴れたり⾬、雪や雹がふったり。 ⿅児島の天気には本当に驚かされるよ。 桜島に雪
がたくさん積もって きれい。 ⿅児島はあんまり雪が降らないから、みんな⼤感動。降り始めは雹だったけど雪になった。 家に帰ってからお⺟さんの⼿作りケーキを⾷べた。
この週末は餃⼦をつくるんだ。 ９時には寝るつもりだったけど９時半になっちゃった。
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141218

2014.12.19

今⽇は⼀⽇なにもなかったカンジ。 お昼は吹奏楽部の演奏を聴きに⾏った。クラスメートふたりがでているんだ。あとダンス部のコが助っ⼈でピアノを弾いていた。←_←吹奏
楽部にはピアノが弾ける⼈がいないので。 やっぱりピアノが⼀番いいなって思える。でも今さら弾けるわけではないけれど。 午後のLHRは２年⽣の受験⽣宣⾔。 50分間⼊試
の説明をうけた。中国と⽇本の教育って全く違う︕ 部活で、おばあちゃんのお葬式で三⽇間休んでいた「てごし」がやっと戻ってきた︕ 来週、回転寿司に⾏こうねって決めた
んだ。 担任の先⽣とセンターの先⽣から、今度⿅児島で外国⼈のスピーチコンテストがあるって聞かされた。 参加を決めた。でも決勝は中間研修の⽇程と重なっちゃうんだ。
おかげでプレッシャーが全然なくなったよ。 今週の⼟曜⽇は学校がある︕なんとか今週をのりきれば楽しい毎⽇がやってくる︕
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141219

2014.12.20

今⽇はほんとに楽しかった︕ お昼にまた吹奏楽部の演奏会に⾏ってきたんだ。うちの学校独⾃の応援ソングを演奏してたよ。 午後は先⽣たちが忘年会があるとかなんとかで、
３時には授業が終わって５時には部活も終わった。 その後てごしと⼀緒に中央駅でちょっと遊んだの。 たこ焼きとたい焼きを⾷べたよ。たこ焼きで⾆やけどしちゃって、今で
も⾆がじんじんしてる 家に帰ってからはいつも通りの⼣⾷。 お⺟さんが送ってくれた荷物も届いたよ 中⾝を開けて、いやぁやっぱり本当のお⺟さんはわかってるなって思っ
た︕ ホストマザーとホストファザーと⼀緒に⼭東省の特産品を⾷べて お⺟さんからの⼿紙も翻訳して読んで聞いてもらった。 明⽇は⼟曜⽇だけど授業があるんだぁ︕
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半学期最后⼀个周末

2014.12.22

这个周末终于是⼆学期最后的周末了。 ⼜忙⼜欢乐。 星期六有⼩论⽂的训练上半天课 所以和平常⼀样去了学校。 部活已经开始编明年棒球应援的舞了。虽然还有四个⽉。 因为是
星期六 所以部活结束了以后没有公交车，等了快⼀个⼩时。 回家以后基本上⽐上⼀整天课的时候早不了多少。 家⾥来了⼤阪的客⼈ 我来之后这都是第四次了。 爸妈特别忙 于是我
帮忙做了咖喱。 ⼀直到我⼗⼆点多睡觉他们还在聊天。 星期天⼗⼆点被姐姐叫起来了。 吃完饭以后两个⼈去泡了温泉 然后去了AEON。⼈真的好多。 我在AEON吃了四个⾯包圈
回家⼜吃了栗⼦ 晚上毫⽆压⼒的继续吃お好み焼き 姐姐对于我的饭量已经⽆⼒吐槽了。 寒假⼀定会胖︕
これは⽇本語で投稿されたものです
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この2⽇間

2014.12.24

⽉曜⽇はいよいよ授業最終⽇。 やっと希望がみえてきたってカンジ。 バドミントン部とホッケー部は九州⼤会にでるので、終業式は学校に来られない。 だから今⽇が今年最後
に会える⽇。 なんだか名残惜しい気分になるよね。 部活はちょっとだらけ気味だった。ずっと友達と次の⽇お寿司を⾷べに⾏く計画を⽴てていた。 ⽕曜⽇は⼆⼈で楽しくお寿
司屋さんへGo。 ⽇本ってホントすごい。本当にハイスペック。しかも安くてめちゃくちゃおいしい。 だから⼀⼈で２０⽫も⾷べちゃった︕ それから⼆⼈でカラオケへ。 ３時
間歌った。ノドはまだだいじょうぶ。 ほんっとうに楽しかったww ⽔曜⽇が終業式。 でもいつもより家に帰るのは遅くなると思うけど。 今週、ついに餃⼦を作るんだ。 がん
ばるぞ︕
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お正⽉

2015.01.05

冬休みに⼊ってからずっとサボったままで⽇記をひとつも書かなくてごめんなさい。冬休みの宿題も昨⽇⼀⽇でやり終えたんだ 笑。 まずは⽇本のお正⽉って中国ほどはにぎや
かじゃない気がした。中国のあのお正⽉騒ぎの過熱ぶりって、実はあんまり好きじゃないんだけれどね。 上のお兄さんが⼤分から帰省した。第五期の先輩も東京から帰ってき
た。彼⼥は今、東⼤⽣︕東⼤だよ︕ ひとりで天⽂館に⾏ってみたら、いろいろステキなものをみつけたよ。例えば400円の靴とか162のイヤリングなどなど。 それから友達と
⾷べ放題にも⾏った。また⾷べすぎちゃったよ。 元⽇、⿅児島は⼀⽇中雪が降ったんだ。でも全然つもらなかったけど。 ⽇本のお正⽉料理って本当に⼤好き。おもち、⿊⾖、
昆布巻きなどなど。5キロ太っちゃうコースだな。 お正⽉の間はお兄さんたちとお⽗さんは毎⽇夜遅くまでずっとお酒を飲んでいた。そばでみんなとおしゃべりをしていたよ。
お正⽉をたっぷり満喫した。⿅児島の冬休みって短すぎる︕楽しみすぎたおかげで、昨⽇⼀⽇で宿題を⽚付けなくちゃいけないハメに。 学校⾏く気になんて全然なれないよ
QUQ

張楚珺さんの⽇記



150105

2015.01.06

⽇記のタイトルを書いて気づいたんだけど、もう2015年なんだよね。感慨もひとしお。 冬の補講⼀⽇⽬。各宿題のチェック 私のなんちゃって宿題も全部提出しちゃったhhhh
みんな、宿題提出の前⽇はあまり寝てないみたい。 今⽇は『てごし』のバースデー。なのに本⼈が部活になかなか来ないからすごく焦った。 でも部活後半になってやっと来
た。 どうしたのか聞いたら、⾵邪で調⼦が悪くて⼀旦家に帰ってからまた出てきたんだって。 今⽇はちょっとお腹の調⼦が悪い。たぶんお正⽉に⾷べ過ぎたせいかな。hhhh
家に帰ってからお⺟さんに修学旅⾏の写真を⾒せた。 それからスピーチコンテストの原稿を書きはじめた。 コンテストは今週⼟曜⽇からなのに、私は⽉曜⽇になってやっと書
き出している。へへへ。 それもこれも、冬休みはめいいっぱい遊んでいたから。 今週はテストもある。忙しすぎてまいっちゃう。本当はスピーチコンテストはやめようと思っ
ていたんだ。 でもお⺟さんに相談したら、思い出をつくることのほうが勉強よりずっと⼤事だって⾔われて。 ⾃分もそう思うので、勉強時間をスピーチコンテストの準備にわ
りあてることにした。 テスト、バイバイ︕

張楚珺さんの⽇記



140106

2015.01.07

きょうは⽇本語で書こうかな きょうは暖かくて あめだった 友達のはるかは休みだった なぜなら 制服をクリーニングに出しちゃったって 友達の福岡からのお⼟産をもらった
美味しかった スピーチコンテストの準備で部活は休んだ お⽗さんに原稿を添削してもらった きょうは１⽇⾷欲がなく ムカムカしてた 先⽣と相談して、やっぱりテストよりス
ピードコンテストのほうが⼤丈夫で、頑張ってと⾔ってくれた さいきんちょっと忙しいなあ 頑張る
これは⽇本語で投稿されたものです
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150107

2015.01.08

きょう ３年⽣のセンター試験激励会があった。 そのあとにはぜんざい会があった。みんなでぜんざいを⾷べた。美味しかった︕ 私は１回おかわりしたんだけど、友達にも５回
もおかわりした⼈もいた、しかも⼥の⼦ あしたは始業式だ、試験もある。 でもわたしはずっとスピーチコンテストの練習をしていたから、全然復習しなかった 試験よりこっち
のほうが随分⼤事じゃないのか
これは⽇本語で投稿されたものです
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またしばらく⽇記お休みしちゃった

2015.01.13

今までは、朝、電⾞に乗っている時に⽇記を書いていたので、学校のない間は⽇記もお休みしちゃった。 先週の復習テストは全然ダメだった。テスト中はほぼヒマだったな。
家ではずっとスピーチの準備をしていたので、全く勉強していなかったんだ。 ⼟曜⽇のスピーチコンテストはうまくいったよ。でも本選の⽇ってちょうど中間研修とぶつかっ
ているので、私は予選に出てみただけ。 ⿅児島に来て以来、初めて神村の⼆⼈のお仲間にあった。 初めて城⼭展望台にいって、amuの観覧者に乗って、平川動物園に⾏ってき
た。 ⿅児島市内に住んではいるけど、もともとお買い物とかの⽅が好きなので、こういった観光スポット的なところって⾏ったことがなかったんだ。 あと⼀週間で中間研修
だ︕がんばろう︕

張楚珺さんの⽇記



150113

2015.01.14

今週の初登校⽇。もうタイヘン︕宿題やらなんやらで（笑） 体育の選択科⽬が新しくなった。私はバスケ。10回シュートして⼊ったのは0。⼀体どういうことなのかな。中国
で体育の授業はずっとバスケだったのに、すっかり忘れちゃった。 今⽇は掃除当番の場所もチェンジ。教室から今度は⾳楽室に。 こんどの場所は掃除中、担任の先⽣がいない
のが嬉しいな（だってコワイんだもん）。 英語の授業の時、担任の先⽣は体の調⼦がわるそうでずっと咳き込んでいた。数学の先⽣は⼆⼈もインフルエンザにかかったとか。
なので午後のLHRは楽しい副担任の先⽣がすることに。クラスのみんな⼤喜び。 家に帰ってから、お⽗さんとお⺟さんに修学旅⾏のクラス写真を⾒せた。⼆⼈は拡⼤鏡を持っ
てきて写真を⾒ていたけど、結局私を探せなかったよ（笑）
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150114

2015.01.15

今⽇の⾳楽の授業でバイオリンを弾いたんだ︕バイオリンは⼆⼈でひとつだったんだけど、やっぱり⽇本の学校の成⾦ぶりにはおどろかされちゃう。 英語の授業の時、また担
任の先⽣がおこりだしちゃった。先⽣は⼝では⾃分は怒っていない、なんて⾔っているんだけど、誰もそんなこと信じないよね。 午後の古典は漢詩の授業。ま、⼩学⽣レベル
の⼦供でも知っているような漢詩だった。 先⽣に中国語で読んでくれって⾔われた。それを録⾳してみんなのクラスに聞かせるんだって。詩の韻を聞いてもらためにね。 ⽇本
⼈の読み⽅では韻を踏むってことは全くできないもの。これじゃあ朗読の⼀番⼤事な部分がだいなし。 部活は本当ハード。ずっと踊り続けで休みナシ︕汗が滝のよう 朝からお
⺟さんが⾵邪で調⼦が悪かったので、お姉さんが９時に帰ってきてからやっと⼣飯。 中国ではずっと６時ぐらいに⼣飯を⾷べていたので、⽇本に来たばかりの時は⽇本の⾷事
時間がすごく“嫌でたまらな”かった。 午後から⾬が降り出して、夜には⼟砂降りに。今朝のJRはぜんぶ遅延している。
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ダラダラ週末

2015.01.19

学校に⾏かないとすぐ⽇記をサボっちゃう。 ⾦曜⽇のは書いてないよね。⾦曜は放送部へ遊びに⾏ったんだ。 遊びって⾔っても、漢詩の録⾳だよ。でも90％以上の時間はおし
ゃべりをしていた。 ⽇本に来てから男⼦とこんなに楽しく話せたのは初めて。⽇本の男⼥関係ってホント︕ダ︕メ︕ 初めて異性のトモダチができたよ。 週末の⽬標は中間研修
の⽤意をすること。 ⼟曜⽇は天⽂館で、4000円で2万円ちょっとの服をゲット。それから⿅児島名物の⽩くまを⾷べた。 ⽩くまは⼤阪に持っていけないから、みんなの分も⾷
べてあげるね。 ⽇曜⽇はAEONへ。お寿司を⾷べたんだけど、前に⾷べに⾏ったところのほうが美味しかったな。 それからおみやげを買いに。最後にROUND1に⾏って
→_→game centerへ。でも⾼校⽣も⼊場可のところだよ。 こんな楽しい週末でした。 without doing any homework 週末はずっとこんな感じでだらだらとすごして、後回し
グセがついちゃう︕
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