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WISHでパン
ライフ

今回は、寮⽣によるWISH付近でおすすめのパンを
ピックアップ！あなた好みのパンを⾒つけよう！

WRITER: 辻萌花
TRANSLATION:レヌカ
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中野の隠れた名店といえばここ！野⽅駅を

利⽤している寮⽣は知っている⼈が多いか

もしれない。⾃宅の⼀部をお店にしたパン

屋さんである。⼩さなお店だが、⼊った瞬

間に⼩⻨の⾹りが全体に広がっているのを

感じられる。オーナーは⼀⼈でお店を切り

盛りしているにもかかわらず、⽇替わりで

季節のパンを作っているので毎⽇通っても

飽きない。私のおすすめは「イチジクのカ

ンパーニュ」と「野菜のおやき」。ただし

⼀⽇に販売している数が限られており、種

類が豊富な早い時間帯が狙い⽬。

クロワ

★★★★★★

パンの種類はバゲットのようなハード系を

中⼼に、コロッケサンドなどお惣菜パンも

多い。WISHからは少し離れているが、お
店は静かな場所にあり、ゆっくり選べる。

私はサラミのたまごサンドにトライ。ペッ

パーの効いた⼤⼈の味で、ピリッとした感

じがクセになる。⼀味違うたまごサンドを

⻝べてみたい⼈におすすめ！

ラ・クロシェット

★★★★★☆
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WISH寮⽣ならだれもが知っているパン屋さんで
はないだろうか？私は１個から買えるミニパンが

お気に⼊り！そして実はあまり知られていない嬉

しいサービスが沢⼭あるのだ。

1.公園を眺められるイートインスペースがある
2.500円以上の購⼊でコーヒー1杯無料(イートイ
ンのみ)
3.⽕曜⽇はパン全種類10％引き
4.夜7時から30％引き
休⽇はのんびり起きて、公園のパン屋さんでブラ

ンチなんて素敵！これぞ理想の休⽇の過ごし⽅！

BELBE 中野セントラル
パーク  ★★★★☆☆

スイーツ、お惣菜、飲み物まで取り揃えて

いる駅ナカの便利なパン屋さん。「朝のラ

ッシュ時でも、出かける前に焼き⽴てのパ

ンが⻝べたい！」という時におすすめ。12
⽉にはクリスマス限定スイーツ「シュトー

レン」がスライスして販売されていた。⼀

本は多いけれど、ちょこっと⻝べたい私に

はうれしいチョイスである。

KINOKUNIYA Bakery
★★★☆☆☆

中野駅南⼝をすぐ降りたとこにあるパン屋さん。

お店は広くて種類も豊富である。クリスマスには

こんなに可愛い雪だるまのパンを発⾒した。夜遅

くまで営業しているので、帰りに寄っていけて利

便性も抜群である。

プルミエ サンジェルマン
★★★☆☆☆
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WISHに住めば毎⽇魅⼒的なパンを味わえる。
あなたも⼀緒にパン巡りしませんか？

☺ この記事の内容はあくまで個⼈の感想です☺

番外編@中野サンモール

⽢いものが好きな⼈におすすめのパン屋さん。

BONと⾔えばメープルメロンパン！メープル
とバターがたっぷり染み込んでいて、ジュワッ

とした⻝感がたまらない。何個でもいけそうな

くらい病みつきになってしまう。まさに「悪魔

のメロンパン」である。ポイントシールを20枚
集めると300円引きに。商店街の⼀⻆にあり、
いつも混み合っているが、ポイント3倍、5倍の
⽇を狙っていくとお得である。

ボンジュールボン

★★★★☆☆

カレー屋さんのカレーパン。お店でカレーを⻝

べた後にぜひお持ち帰りしてみてはいかが？キ

ーマ、モッツァレラ、半熟卵、ビーフの全種類

買って⻝べ⽐べしてみるのもいいかもしれな

い。この中で私が⼀番好きなのはとろーり半熟

卵のカレーパン！トースターで温め直してもト

ロっとした感じは残ったままだ。

天⾺

今回は海⽼焼売と⾁まんを試してみた。その場

で熱々の⾁まんを割った瞬間に⾁汁がじゅわ

っ！ここでは上質な和豚もち豚を使⽤してお

り、後味はさっぱりしている。⽪はモチモチで

餡もたっぷり⼊っていて⼤満⾜間違いなし！海

⽼焼売と⾁まん、あなたはどちら派？なんとレ

シートを持っていけば次回10％引きになる。

⼿作り点⼼また明⽇。
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家族とのひとときを楽しんだり、友だちと新

年を迎えたりした冬休みから、多くの学⽣が

学校に戻ってくるなか、私たちは⾃⾝に迫り

くる現実に⽬を向けなくてはならなくなるで

しょう。そう、テスト期間です。

 
私たちの学期の集⼤成として、そして期末の

成績に最も考慮されるものとして存在するこ

の数週間は特に、全ての学⽣にとって計り知

れないストレスとなることは容易に理解でき

るでしょう。（私のように）不安を感じ、な

かなかコントロールできない憂鬱な気分をな

んとかしようとする多くの学⽣にとって、そ

れは厄介な問題ですが、同時に普遍的なもの

でもあります。

 
ただ⼀つ良い知らせであるのは、⻑い⽬で⾒

れば、試験というものは他のたくさんのこと

と⽐べたらそんなに⼤したものではないので

す。そしてそれにも関わらず、学期末に向け

た最後の「全⼒疾⾛」で⽣じるストレスや不

安な気持ちをコントロールする⽅法はたくさ

んある、ということです。

これはあなたにとって馴染みのある状況かも

しれません：何週間も先延ばしたあと、あな

たはやっと「テストが存在する」という現実

に⽬を向けます。もしかしたらもうすでにテ

ストが何⽇にあるのかを把握するためにカレ

ンダーに印をつけたかもしれません。そして

今が勉強を始めるときだと決めて机に向かっ

て座り、パソコンを開き、ノートを⽤意し、

そしてようやく、どうやって始めようか考え

ます。きっと誰もがこのような経験をしたこ

とがあるでしょう。

 
ここでの第⼀の問題は、「試験」というもの

を⼀括りに捉え、⽴ち向かおうとすることで

す。具体的には何を「勉強」しようとしてい

るのかを考えないままでは、この曖昧な、漠

然とした⾔葉は不安な気持ちを掻き⽴て、効

果的な学びへとギアを上げるどころか、考え

ることを諦めさせてしまうのです。私たちは

⾒えないものや掴めないものに対して、よく

恐れを感じます。同じように、確固とした勉

強計画がないことは、テスト期間というもの

に対して漠然とした恐れを感じさせ、ストレ

スに影響するのです。

テスト期間：思っているほ
どストレスばかりではない
WRITER: SARAH
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もしあなたが私（や多くの⼈）に似ていて、

どれだけ時間があっても頭に⼊ってくる情報

を毎度毎度留め置くことができないのであれ

ば、単純に書き出してみることが簡単な解決

策となるでしょう。予定表でも、ポストイッ

トでも、ノートでも、どこでもいいので、あ

なたの⽬に留まりやすく、その存在を知らせ

てくれる場所に書きましょう。⼀つ⼀つ着実

にこなせそうな、現実的で達成可能な⽬標を

⾃分⾃⾝に与えることは、効率性の観点にお

いて有⽤であるだけでなく、⾃信を⽣み出す

ことにもつながるのです。

 
加えて、勉強を細かい要素に分けることは、

学びをより簡単にさせるうえに、たくさんあ

りすぎる仕事をこなすという精神的な負担を

減らし、落ち着かせることにもつながるので

す。例えば、「今⽇は国際関係について勉強

しよう」と⾃分に⾔い聞かせる代わりに、勉

強計画を⽴てることを試みて、「今⽇は３つ

の国際関係の理論について１時間を⽬標に学

び、理解してみよう」と⾔い聞かせる。そし

て１時間後に、全てを忘れて休憩し、その⽇

の最後に、その⽇学んだことについて思い出

してみるのです。

何をすべきかについてはっきりと分かってい

るだけでも、物理的に⽬標を達成するための

段階を踏むことができ、不安を⽣み出す主要

因である「不明」なものを取り除くことがで

きるため、ストレスの緩和に繋がります。

 
勉強についてアプローチするほかにも、スト

レスを落ち着かせる⽅法はあります。テスト

期間は数週間も続く、つまりその間、体⼒

⾯、精神⾯両⽅を整えなければいけない、と

いうことを忘れてはなりません。だから、勉

強の時間を組み⽴てるとき、同時にリラック

スしてお茶を飲んだりNetflixを⾒たりいい本
を読んだりする時間をとる必要があります。

（ただしそれは底無し沼になりかねないので

気をつけてください！）そして何より友達と

交流し、頼ることは⼤切で悩みを共有するこ

とで、ストレスを落ち着かせてくれるでしょ

う。このように、ストレスは単純な⽅法によ

って対処することができ、私たちの望むよう

にコントロールすることができるのです。
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1) ⼈数 2) 場所
必ずしも何⼈が良いということはありませんが、初

めやすさでいえば2⼈が最適です。1⼈でのヒッチ

ハイクと⽐べて、体⼒的・精神的な負担が少ないこ

とはもちろん、もしトラブルが起きても対処しやす

いからです。また、3⼈以上の場合、乗せたくても

乗せられるスペースが無いことがあり、⼈数が多い

ほど乗せることに抵抗を感じるドライバーさんは多

いです。そして何より安全が第⼀なので、特に⼥性

は少なくとも2⼈以上が良いと思います。⽇本は治

安が良いですし、⼥性のヒッチハイカーの話でトラ

ブルが起きたという話も聞きませんが、万が⼀に備

えて複数⼈で⾏くようにしましょう。

あまり知られていませんが、世⽥⾕

区・⽤賀のマクドナルド前は「ヒッチ

ハイクの聖地」と呼ばれており、多く

のヒッチハイカーが旅のスタートにこ

の場所を選びます。インターチェンジ

の⽬の前にあるこのスポットは交通量

が多く、ドライバーさんが駐⾞しやす

いスペースが⼗分確保されているの

で、乗せてもらえる確率がとても⾼い

です。私もこの⽤賀のマクドナルド前

からヒッチハイクをスタートします

が、平均して15分くらいでとめていた

だけています。⾼速道路を東京と郊外

の間の通勤路として利⽤していて、家

に帰るついでに乗せてくれる⽅が多か

ったです。

2ヶ⽉ある⼤学⽣の春休みも3⽉に差し掛かると、旅

⾏や合宿など度重なる出費によってお⾦が底をつき始

めます。時間と体⼒を持て余す⼤学⽣も、「⾦⽋」の

状態ではどうしても⾏動範囲が狭まってしまいがちで

す。そんなとき、お⾦を節約しつつ、⻑期休みをより

有意義なものにしてくれるのが、「ヒッチハイク旅」

です。本記事ではヒッチハイクのやり⽅やアドバイス

について、私⾃⾝の経験を交えて基本的な項⽬ごとに

紹介します。

by 三浦知⼠

ヒッチハイクの始め⽅

7

翻訳：あい



ヒッチハイクに必要なモノはスケッチブックと太い油

性ペンの2つで、どちらも100円ショップで揃えること

ができます。

スケッチブックに⾏き先を書くときは、最初から旅の

⽬的地を書くのではなく、まずは⾼速道路に乗ること

⽬標にしましょう。なので、最初に⾏き着くサービス

エリアかパーキングエリアの名前を書くといいです。

先程の⽤賀をスタート地点にするなら、そこから⾼速

道路に乗って最初に⾏き着く「海⽼名SAまで」と書く

と、乗せる側もハードルが低いです。

実際にヒッチハイクをするときのポイントは、ドライ

バーさんに「⾃分がお願いされている」と思ってもら

えるようなアクションをすることです。スケッチブッ

クを左右に振ったり、笑顔を向けたりするだけで、乗

せるか⼀度考えてもらえる可能性が上がるので、きち

んと通る⾞の⼀台⼀台に向けてアピールしましょう。

これらを続けていけば、東京から⼤阪までならだいた

い5、6時間で⾏くことができます。

3) 実践

⼀度サービスエリアまで着けた

ら、スケッチブックを掲げる⽅法

以外にも、ナンバープレートの地

名を⾒て、直接ドライバーさんに

声をかけるという⽅法もありま

す。普段ならヒッチハイカーを乗

せないという⽅でも、実際に話し

かけると親切に話を聞いてくれる

⽅がほとんどで、少しハードルが

上がりますがかなり有効な⼿段で

す。この⽅法がうまく⾏けば2台

の⾞で⽬的地に着くことができる

ので、なるべく効率的にヒッチハ

イクをしたい⼈はこの⽅法がおす

すめです。

4) 実践・裏ワザ
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⾞内で最も意識するべきなのは、ドライバーさんにいかに

気持ちよく運転してもらえるかということだと思います。

⾃分たちはご厚意で乗せてもらっているわけなので、乗る

前後で感謝の気持ちを伝えたり、敬語で話したり、礼儀を

もって接することが最低限必要です。また、運転中に会話

の相⼿が欲しくて乗せてくれるという⽅も多いので、⾞内

が楽しくなるように⼼がけましょう。といっても難しく考

える必要はなく、どうして乗せてくれたのか、普段何をさ

れている⽅なのかなど、簡単な質問から導⼊していけば、

相⼿も話好きの⽅が多いので⾃然に会話が膨らんでいきま

す。私が今まで乗せてもらったドライバーさんの中には、

トヨタの幹部の⽅だったり、偶然にも中野で飲⻝店を経営

されている⽅だったりと、⾯⽩いバックグラウンドをもっ

た⽅たちとの出会いがあり、そういった⽅たちからのお話

やアドバイスを聴けたは貴重でした。⼈⽣の先輩から教訓

やアドバイスが得られるという意味でも、⾞内では積極的

に会話をしましょう。もしドライバーさんと仲良くなれれ

ば、ご飯をごちそうしていただけるかも…

5) ⾞内

本記事では、ヒッチハイクの基本的な事項について紹介してき

ましたが、少しの勇気があればあとは何も難しいことはありま

せん。もし⼀歩踏み出せたら、お⾦を節約できるどころか、刺

激的な体験や⾯⽩いお話や出会いを得ることができ、本当に⾃

分たちにとって利益しかありません。時間と体⼒を持て余した

⼤学⽣という貴重な時期に⼀度ヒッチハイクに挑戦してはいか

がでしょうか。
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私にとって、WISHはとても特別な寮です。なぜなら寮⽣間で幅広いつな

がりを作ることができるからです。WISHには多種多様なバックグラウン

ドを持った800⼈以上の寮⽣が住んでおり、交流を⽬的とした様々なイベ

ントが毎⽉⾏われています。それにより、他の寮に⽐べWISHには、国際

環境や教育環境だけでなく、⾃発的なインタラクティブな空間がありま

す。私は、このWISHならではの環境を活⽤し、多くの寮⽣と親密な関係

を築いてきました。例えば、イベントに参加するだけではなくイベント

のサポーターとして企画・運営に関わったり、WISH Timesプロジェクト

に参加したりすることで、RAや寮⽣とのつながりを広げることができま

した。そこで今回は、12⽉イベントの紹介を兼ねてイベントで築いた新

しいつながりについて詳しく書きます。

WISHの特別な理由
by 藤井美⾥ / 写真 by 筒井直
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12⽉はクリスマスパーティーが開催されました。

私はサポーターとしてこのイベントの⼿伝いをし

ました。そもそもイベントのサポーターになろう

とした理由は、⾃分がこのイベントを⼿伝うこと

で、より多くの寮⽣に楽しんでほしいと考えたか

らでした。私は以前から誰かのためにサポートし

て喜んでもらうことが好きで、今回も同じ思いで

取り組みました。そして、イベントを終えた今、

サポーターとしての活動を振り返ってみると、多

くの⼈との「つながり」が⽣まれた特別な時間だ

ったと感じています。

 

私の役割はイベントで使⽤する装飾を作ることで

した。その準備段階で、RAや寮⽣とのつながりを

持てました。装飾の制作はイベントの２ヶ⽉前か

ら始まり、他のサポーターと協⼒しながら、イベ

ントに必要なものを準備します。ミーティング、

ワークショップ、深夜の集まり、当⽇の準備をす

る中で、まだ話したことがないRAや初めて会う寮

⽣と関わることができました。この機会をもらえ

たことに本当に感謝をしています。
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12⽉13⽇のイベント開催に向けて、たくさんのデコレーションを⼿作りし、部屋を
可愛らしく飾り付けました。そして、４年間WISHに住んでいるRAさんから「私が
４年間みてきたクリスマスパーティーの中で、デコレーションが最⾼だ」と⾔って

いただき、やりがいを感じました。イベントには約80⼈の寮⽣が参加してくれて、
様々なアクティビティーで盛り上がりました。アクティビティ後には、ハウスマス

ターから寮⽣へ特別なサプライズもありました。それは⼿作りの唐揚げとおにぎ

り、そしてサンタさんの⾐装を着ての登場！！⼤⼈になっても、サンタを⾒るとワ

クワクしました。寮⽣たちの⼼が温まるプレゼントでした。最後には⼤きなケーキ

をみんなで頬張りました。

 
イベントでは参加者同⼠たくさん写真を撮り、話し、お互いを知り、笑っている姿

を⾒ることができ、楽しい時間を過ごしてもらえたのだと感じました。また、共に

準備してきた寮⽣とRAのおかげで私⾃⾝も「他の寮⽣のために何かをする」という
⽬的も達成でき、楽しい時間を過ごすことができました。私がこれほどまでに、つ

ながりを意識する理由は、新たな刺激を得るだけではなく、多くの⼈が楽しむこと

に貢献することで私⾃⾝も楽しむことができるからだと感じました。

 
WISHには、寮⽣同⼠で協⼒して絆を深めながら成⻑できるチャンスがあるので、
⼊寮中⼀度はイベントサポータとして、参加してみると良いと思います。新しい発

⾒とつながりであなたのWISH⽣活もより充実した時間になるかもしれません。
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