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■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 40 号■□■□■□■ 

皆さんこんにちは。中国の雲南省から参りましたチンキンイと申します。今学期から早稲田日本語教育センターの学生レポーターとして、皆さ

んといろいろ分か ち合いたいと思います。去年 9 月に日本に来て、もう八ヶ月になりました。早稲田との出会いはすごく素晴らしいと思って

います。中央図書館でゆっくり本を読 んだり、3 号館の高いフロアーで色を眺めたり、7 号館一階でグループメンバーと討論したり、22 号館 3

階で一緒に弁当を食べたりするのは体験したことあり ますか？学校の中にたくさんいいところがあるから、これから皆さんに紹介したいと思

います。それでは、早稲田との毎日、楽しんでください～

大家好，我是来自中国云南的陈芹苇。从这学期开始，将作为早稻田大学日语教育研究中心的学生记者，和大家一起分享丰富的生活。从去年九月

份初到日本，到现 在已经过去了八个月。我觉得和早稻田大学的邂逅是十分美妙的一件事情。在中央图书馆慢慢地看书，在三号馆的高层眺望远

方的美景，在七号馆一楼和小伙伴做学 术讨论，在 22 号馆和朋友们一起吃便当······这些大家都体验过了吗？其实在学校里有好多值得说道的好地

方，接下来的日子里将为大家一一介绍。希望你 和早稻田的每一天，都充满期待。

■□■ CJL 学生レポーター キンイ ■□■ 



■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 41 号 ■□■□■□■ 

みなさん、こんにちは。初めまして、カセイと申します。中国から参りました。しずかと呼んでください。Facebook でみなさんに会えるのが

楽しみで す。真実の日本を知りたいと日本語の勉強のために、日本に来ました。四月から、日本語教育研究センターで一年日本語を勉強して

おります。東京に住んでから 一か月ぐらい、日中文化の差異を感じて、日常生活でテレビドラマと漫画から見える日本を理解します。そのイ

メージはなんか次元の壁を超える気持ちですね。 ^ ^

学生レポーターについて、私は行事のことを担当しています。私は日本の伝統的なイベントをシェアします。もちろん、写真も付けます。

一緒に FIND TOKYO!

大家好！我是来自中国的何静。大家也可以叫我阿静。很开心能通过 Facebook 与大家见面。为了了解真实的日本并学习日语来到了日本。从四月

开始，将在 日本语教育研究中心（CJL）进行一年的日语学习。在东京生活的一个多月里，感受到中日文化的差异，也能在日常生活中了解到我曾

在电视剧和漫画里看到的日 本。还真有一种冲破次元壁的感觉呢。^ ^

关于报道的部分，我将负责记载集会等活动。并将体验过的日本传统文化活动分享给大家。当然也会附上照片。

一起探索东京吧!

■□■ CJL 学生レポーター しずか■□■ 



■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 42 号 ■□■□■□■ 

自己紹介

みなさん、こんにちは！

私は今学期から学生レポーターを担当している劉楚楓です。

旅行して現地のグルメを食べることが大好きで、

去年の九月から日本のいろいろな場所に旅行に行って、

日本のいろいろなことを体験しました。

主に早稲田周辺の面白いところや、面白い授業を紹介したいと思います。

みんなと一緒に貴重な思い出を作りたいです！

これからよろしくお願いします。

大家好！

我叫刘楚枫，很高兴这学期成为了学生记者。

我最喜欢的事情是一边旅行，一边吃当地有名的美食。

去年的九月来到日本之后，去了好多日本的地方，

从很多方面感受到了日本的文化。

我主要介绍早稻田周边及有趣的课程。

想和大家一起留下美好的回忆！

请多多关照！

■□■ CJL 学生レポーター リュウ ■□■ 



■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 43 号 ■□■□■□■ 

自己紹介

私は中国からの呂若葉と申します。わかばって呼んでくれればうれしいです。

「二〇一七」年というのは、二十一歳の私にとって、ちょっとした記念の年になっている。ちょうどこの年、私は換留学生として早稲田大学

で勉強している。

現在、私は学生レポーターとして、授業と行事についての内容を担当している。

日本の茶道には「一期一会」ということわざがある。出逢う人とは必ず別れるときがきて、今後もう二度と逢えないかもしれない。だからこ

そ出逢った人との時間を大切にすべきである。

こんな珍しく尊い留学生活を忘れないために、自分で面白い授業、可愛い友達、日本社会に関する感想などを全部書き取りたい。将来の思い

出には必ず「本当に懐かしい」という感慨があると思う。

平凡な私と一緒に成長してくれればうれしいです。

我是来自中国的吕若叶，叫我“wakaba”就好啦。

“2017 年”对于 21 岁的我来说，是值得纪念的一年。恰好在这一年，我在早稻田大学交换留学。

现在我作为学生记者，主要负责日常课程与学校活动的记录。

日本茶道中，有“一期一会”的说话，意思是相逢的人一定会有离别的时刻，今后也再不会相见。因此要十分珍惜和遇见的人。

为了不忘记如此珍贵的留学生活，我想用自己的笔，记录下有趣的课程、可爱的朋友以及对日本社会的感想。以后回忆起来，一定会生出“真是怀念

那段时光啊”这样的感慨。

感谢大家与平凡的我一起成长。

■□■ CJL 学生レポーター わかば ■□■ 



■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 44 号 ■□■□■□■ 

早慶戦

日本に来る前まで、私は野球の試合を見たことは言うに及ばず、規則すら全然わからなかった。しかし、「早慶戦」が中国でもすごく有名だ

から、5 月 27 日 に、私は香港からの友達と一緒に明治神宮球場で早慶戦の一回戦を見に行った。試合開始時間が 13:00 なのに、早大応援部の

リーダーたちは 11:00 から 観客に呼び掛けて早大打者の気を引き締めた。当日は暑くて、太陽光線がまぶしかったものの、早大応援団の皆さん

も赤い応援 T シャツを着ていて、意欲的に高 く「気合を見せろ！」「早稲田必ず勝つぞ！」「慶應倒せ」「がんばれーがんばれー小島！」のよう

なスローガンを叫んだ。私はそういう気合をかけることをつ いぞ見たことがない。

一番目に焼き付いたのは、六回裏に慶應の清水選手に満塁弾を許したあと、七回表に早大の皆さんが立ち上がって、手を組んで、「紺碧の空」

という応援歌を 歌ったところ、主将の佐藤選手の本塁打、代打の熊田選手の適時打などで一挙５得点、逆転に成功したことだ。試合結果が慶

應に２イニング連続で満塁弾を許して負けてしまったものの、応援団は慶應に喝采した。最後に早稲田の校歌を歌っているとき、勝ったのは早

稲田のようなものだと感じた。

以前から、早稲田の魂はいったい何だろうかと思っていたが、この度早慶戦を見た末に分かった。それは「進取の精神」と「済世のこころ」

である。魂は死ん でも残っているものだ。世界が愛を見失いそうになっているとき、早大人はそれに光をあてることができて、そのひかりで

仲間を集めることができる。こういう 魂は文化を越えて、言葉を越えて、時を越えて、人々を奮い起こすことができる。

来日本之前，别说棒球比赛了，我甚至连棒球的规则都不知道。但是，因为早庆战在中国非常有名，我于是在 5 月 27 日跟香港的朋友一起去明治

神宫球场观看了早 庆战的第一战。比赛是 13 点开始，早大应援部的同学却从 11 点就开始号召大家为球员们打气。当天非常热，太阳光也很刺眼，

但是坐在早大应援区的我们穿着红 色的应援 tshirt，高声喊着“看看我们的气势”“早稻田必胜”“打倒庆应”“小岛加油”这样的口号。我从没看过这样的

气势。

最让我印象深刻的是，庆应的清水选手在第六回合打了一个满垒之后，第七回合的时候，为早大加油的我们全体起立，手挽着手一起唱应援歌《蔚

蓝的天》，就在此 时，主将佐藤选手的本垒打和代打的熊田选手的适时打一举得下 5 分，逆转成功。最后早大因为庆应连续打出两个满垒而失败，

但是我们依旧为庆应喝彩。当大家一 起唱起早大校歌的时候，仿佛赢的是早大一样。

在此之前，我一直在思考早稻田的“魂”到底是什么，看完早庆战之后我明白了，那就是“进取的精神”和“济世的情怀”。“魂”是即使死了也依旧存在的

东西。 当世界失去爱的时候，早大人可以变成那道光，重新连接起人与人的关系。这样的魂超越了文化，超越了语言，超越了时间，带给人勇气。

■□■ CJL 学生レポーター ロ ジャクヨウ（わかば） ■□■ 



■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 45 号 ■□■□■□■ 

古代文字にはロマンがある

今日私が紹介したい授業は森下先生の日本伝統文化の授業です。前の授業で、古代文字の専門家福島先生がいらっしゃってくれて、みんなに古

代文字を紹介してくれました。

私は先生が言う通りに小さい頃からずっと親の指示に従って無理矢理書道を させられた子供で した。教室に入って、小さい頃の記憶が浮かん

できました。私は初めて漢字を書いた時に、筆と墨を使って書いたのです。その時、四、五歳の私はよく顔と歯ま で墨 がついてしまいました。

服を汚さないために、母は書道用の特別な服を用意してくれました。それは本当に懐かしい時期でした。

書道というと、最初は確かにみんな楷書或いはそのようなちゃんと形がある書体 を学びましたが、だんだん上手になって、篆書を学んだ人も

います。書道を学んだおかげで、私は中国の文字の変化の流れや、その漢字の元の絵はどんな様子な のか を少し知っています。中国人は大体

漢字に対して少しでもどの部分がもともとどんな絵なのか を知っていると思います。

でも、授業でのように、みんなが 漢字の形の制限からぬけて 、ただ自分なりに、自分が思うように漢字を書いたの は初めてです。デザイン

みたいに、自分の気持ち、文字に対しての理解もその古代文字の絵の中に含まれています。

書いた時、まるで先祖が文字を作っている気持ちが感じられました。ある程度 先祖の素晴らしい知恵も感じられ ました。

この授業が本当に面白いです。いろいろな日本の文化を体験することができます。みなさんもぜひこの授業を取ってみてください！

古代文字的浪漫

我今天想为大家介绍的是森下老师的日本传统文化课。在之前的课上，研究古代文字的福岛老师来到了课上为我们介绍古代文字。

我就是老师说的那种从小就听从父母的要求勉强自己练习书法的小孩。那天我一进教室，就想起了小时候的使用毛笔和墨第一次写汉字的回忆。那

个时候，四五岁的 我甚至经常把墨汁涂得脸上牙齿上都是。为了不让我把衣服弄脏，妈妈给我准备了一件专门在练习书法的时候穿的外套。现在

想起来真的是怀念啊。

说起书法，最开始的确大家学习的都是楷书呀或者有规范性的书体，渐渐熟练了之后，也有学习篆书呀一些难度比较大的书体的人。因为学习过书

法，我对于中国的 汉字的演变和汉字原本的图样有一个大概的了解。我想中国人可能大概多少都对汉字的某些部分最开始是什么样的图样有一些

了解吧。

但是像在这次的课上，大家从自己所了解的汉字的形状脱离开来，只是把自己想写的感觉写出来的体验，我想应该都是第一次吧。像是设计一样，

自己的心情、自己对文字的理解也被包含在那些画出来的古代文字里面。

我在写的时候，好像能感觉到先祖在创造文字时的心情。甚至也能感受到先祖在创造文字的时候的伟大的智慧。

这个课真的非常有意思，可以体验到很多很多日本的文化。大家也一定要选这个课试一试！

■□■ CJL 学生レポーター 劉楚楓（リュウ） ■□■ 



■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 46 号 ■□■□■□■ 

アーティストは自分の内心を創作活動で表します。観客は絵画や彫刻やインスタレーションなどを通じてアーティストの内心世界が見られます。

ゴールデン ウィーク期間に、私は国立新美術館へ行って草間彌生「わが永遠の魂」とミュシャ展を見ました。前衛の女王と呼ばれていた草間

彌生は今回の絵画シリーズでは 色彩と水玉を用いて表現しています。。私は心の奥から素晴らしい感じがしました。ミュシャ展超大作「スラブ

叙事詩」は海外初公開でした。ミュシャの作品 は、立派な筆触はもとより繊細な感覚もあったと思っています。

アーティストにとって作品は自分の情緒を表すことです。皆さんの情緒の表現方法は何ですか。コメントでシェアしましょう ！

ちなみに、チケットを買うとき、早稲田大学の学生証を提示するだけで、特別な学割がありますよ～皆さん是非利用してください～最後に、近

くで行われる展覧会をご紹介します。興味があれば、行きましょう！

東京国立近代美術館：5/27-11/5：「彫刻を作る語る見る聞く」7/19-10/29：「日本の家」

国立新美術館：6/14-9/4：「ジャコメッティ展」9/27-12/18「安藤忠雄展ー挑戦」

国立西洋美術館：6/20-9/24：「アルチンボルド展」

艺术家通过创作来表现内心世界。作为观众也有机会通过画作、雕塑等一窥艺术家的内心。黄金周期间，我在国立新美术馆欣赏到草间弥生“我永恒

的灵魂”画展同 慕夏展。被称为前卫女王的草间弥生在“我永远的灵魂”这一系列的画作中，借用圆点与色彩去表达创作主题。让我从内心深处感叹

到真是精彩。慕夏展中有首次在 海外展出的“斯拉夫史诗”大幅画作。慕夏的作品总让我感觉到宏伟与细腻并存。

对艺术家来说，作品是情绪的表现。大家表达情绪的方法是什么呢？请在评论中分享吧！顺便提醒大家，买票时记得出示早稻田大学学生证，将会

有特别折扣哦~最后列出最近举办总的展览会，大家有兴趣的话就出发去欣赏吧~

東京国立近代美術館：5/27-11/5：「彫刻を作る語る見る聞く」7/19-10/29：「日本の家」

国立新美術館：6/14-9/4：「ジャコメッティ展」9/27-12/18「安藤忠雄展ー挑戦」

国立西洋美術館：6/20-9/24：「アルチンボルド展」

■□■ CJL 学生レポーター しずか■□■ 



■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 47 号 ■□■□■□■ 

私が 日本が好きな理由の一つは日本ドラマが大好きだということ。10 話ぐらいのドラマは短いけど 、深い意味が含まれていて 、いつも感動

している。ところで、早稲田大学でいいところを見つけた。早稲田演劇館博物館は今ちょうど企画展を行っている。今回はテレビドラマ博覧会

を テーマにして、たくさんの テレビに関 する作品とか、脚本とかが展示されている。これとともに、山田太一展もしていて、関連イベント

もいくつか あるそうだ。私は三回見に行ったが、毎回いい発見があって、いい勉強になった。こんないいところが早稲田にあってよかったな

と思っている。

展覧会の会期は 2017/8/6（日）まで。興味を持っている方はぜひ行ってみて ください。詳しくは館内またはウェブでご覧ください。

我喜欢日本的一大原因就是喜欢看日剧。10 集左右的剧里，虽说很短，但却有深刻的意义，总是倍受感动。正好我在早稻田大学发现了个好地方。

早稻田演剧博物馆现在正在举行企划展。这次的主题是日剧展览会，很多日与相关作品呀，剧本呀都在展出。

同时，山田太一展也在进行，关联的讲座和活动也有不少。我已经去看过三次日剧展了，但每次去都会有新的发现，学到新的东西。总觉得早稻田

有这样的地方真是太好了~

展览会举办时间到 2017 年 8 月 6 号为止，有兴趣的小伙伴一定要去看看。详情信息在馆内或者官网上可以了解。

■□■ CJL 学生レポーター キンイ ■□■ 



■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 48 号 ■□■□■□■ 

コンビニの芸術 呂 若葉

CJL の『「働く」ことを考える』の授業で、奥原先生は私たちにコンビニに関するビデオを見せてくれた。このビデオはお笑い芸人又吉直樹

がローソンに入 社した後、広告販促企画部で新しい弁当を売るためのキャッチコピーを考えるべく、店舗で店員として体験し、街頭で女性へ

のヒアリングをすることを紹介した ものだ。

一番印象に残ったのは店長さんが 又吉さんに商品を並べる方法を教えるシーンだ。例えば、売りたい商品は右端に並べ、後ろの商品も速や

かに前列に並べる。そして、商品の色と種類によって、どのようにきれいに並べられるかも大切だ。

現在、コンビニは日本人の生活に欠かせない存在となっていて、外国人さえも日本のコンビニを絶賛する。このビデオを通して、日本のコン

ビニは小さいの に、なぜこんなに人気があるのかがわかった。基本的な食品や日用品を売る以外に、各種支払いや ATM、コピーなどのサービ

スを提供して、非常に便利であ る。さらに、日本人がデリケートを追求するうわさ通りに日本人が営んでいるコンビニも信頼に足る。なぜな

ら、食品の安全性もさることながら、弁当のキャッ チコピーに至るまで真面目に設計するからだ。これは、芸術でなくて何だろう。

ちなみに、何週間か前に、大切な USB を なくして、いらいらが高じていたときに 、この前にコンビニで資料をプリントしたことを思い出

した。もしかしたら USB をコンビニでなくしたかもしれないと思って、店長さんに問い合わせた。図ら ずも店長さんが本当に 預かってくれ

ていたとは感動した。

だから、こんなに完璧な店が好きではない可能性はないだろう。

便利店的艺术

在“关于就业的思考”这节课上，奥原老师给我们看了关于便利店的视频。这个视频介绍了艺人又吉直树进入罗森公司后，在广告企划部为了给新开

发的便当设计宣传词，作为店员到便利店亲身体验实践，并且去街头采访，听取女性的意见。

最让我印象深刻的是店长教又吉商品摆放的方法。比如，最想卖出去的商品要摆在右边，后面的商品要及时的往前挪。并且要根据商品的颜色和种

类，整齐好看的摆放商品。

现在，便利店已经成为日本人生活中必不可少的存在，就连外国人也对日本的便利店赞不绝口。日本的便利店明明这么小，为什么会如此受欢迎，

通过这个视频，我 知道了原因。因为除了贩卖基本的视频和日用品，还提供水电支付、ATM 等服务，非常方便。而且，正如日本人非常追求细 节

的传闻一样，日本人所经营的便利 店也是值得信赖的。视频的安全保障就不用说了，就连便当的宣传词也如此认真的设计。这不是艺术是什么呢。

几周前，我丢失了非常重要的 USB，正在发愁的时候，我突然想起前些天在便利店用 USB 打印过资料。抱着一丝侥幸去便利店问店长，没想到店

长真的帮我保管着。我实在非常感动。

因此，这么完美的店怎么可能不喜欢呢。

■□■ CJL 学生レポーター ロ ジャクヨウ（わかば） ■□■ 
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先週の日曜日、東京都台東区の下町七夕祭りが上野から浅草にかけてかっぱ橋道具街で開催されました。暑かったけどみなの情熱が溢れていま

した。可愛い浴衣を着ている大人と子供がいっぱいでした。街も賑やかなたたずまいを漂わせています。

七夕飾りや笹飾りでかっぱ橋が美しくなりました。長い通りでビールや手作りのアイスと氷や焼き鳥や似顔絵や飴細工などの屋台が並んでいま

した。太鼓や街頭 紙芝居や雑技や合唱団などのストリートパフォーマンスが行われました。上野の森ジュニア合唱団の歌声に感動しました。

私は焼き鳥を食べたり太鼓のパフォーマンスを見たりしました。お祭りは伝統的な文化が感じられて、地元の商業も促進できます。

中国には七夕の晩に葡萄棚の下で天の川の牛郎織女が話すのが聞けるという伝説があります。日本は短冊で自分の願いを書いて「愛の笹竹」に

結びます。もちろん、私も書きました。私の願いを天の川に届けるかもしれませんね！

上周日，东京都台东区的下町七夕祭在连通上野与浅草的合羽桥道具街举办。天气很热但大家热情不减。穿着可爱浴衣的大人小孩也有很多。街道

上充满着热闹的气氛。

被七夕装饰和笹饰装扮的合羽桥街道变得很美。啤酒、手工冰淇淋、烤串、肖像画、捏糖人等各类的小摊排列在街道两旁。同时也能看到太鼓、连

环画剧、合唱团、 杂技之类的表演。上野之森少年合唱团的歌声令人感动。我吃着烤串去观看了太鼓表演。节日活动在传播传统文化的同时也促

进了当地商业的发展。

中国有着这样的传说：在七夕之夜葡萄架下能听到在银河相见的牛郎织女间的私语。在日本大家用长条纸写下自己的愿望后挂在竹子上。我写的愿

望或许也会到达银河呢！

■□■ CJL 学生レポーター しずか■□■ 
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都電荒川線

今日紹介したいのは都電荒川線。皆さん乗ったことある？22 号館から徒歩 3 分、都電早稲田駅で乗れる。都電荒川線は今東京都内に一つだけ残

る路面電車で、 早稲田から三ノ輪橋まで運行している。発車前は「チンチン」というベルが鳴るから、チンチン電車と呼ばれる場合もある。

めっちゃ可愛い電車なので、私は一 日かけて、荒川線めぐりをした。一日乗車券は 400 円で、乗務員に声をかけたら買える。おすすめの観光

スポットがいくつある。

まずは雑司ヶ谷手作り市。毎月一回行われている。7 月のテーマは「あおと青い鳥」で、見に行ったら、すごく面白かった。鬼子母神前で降

りたらすぐ見える。ここにおいしいメロンパン屋さんがあるから、ぜひ食べてみてください。

そして庚申塚停留所で降りて、巣鴨地蔵通り商店街が見える。ここはおばあちゃんの原宿と呼ばれている。

そして飛鳥山で降りて、飛鳥山公園を散歩するのも気持ちいいと思う。春と秋、桜の花と紅葉の名所として、ぜひ見てください。

今天想给大家介绍的是都电荒川线。大家有坐过吗？从 22 号馆徒步三分的早稻田站就可以乘坐。都电荒川线是现在东京都内唯一留下的路面电车，

从早稻田站到三 轮桥方向运行中。发车之前会有“叮叮”的响铃声，所以又被称为“叮叮电车”。因为荒川线真的超可爱，所以我花了一天坐荒川线一

日游。一日乘车票只要 400 日元，跟乘务员说一声就可以买到。沿途值得推荐的观光地有很多哦~

首先是杂司谷的手工集市，每月举行一次。7 月份的主题是“蓝色和青鸟”，去看了之后觉得真的很有意思。在鬼子母神前下车就能马上看见。在这

里还有家好吃的面包店，请一定不要错过。

然后在庚申塚停留所下车，就能看见巣鴨地蔵通商店街，这里被称作奶奶们的原宿。

接下来在飞鸟山下车，在飞鸟山公园散步也是一件让人心情愉快的事情。春天和秋天作为樱花和枫叶的胜地，请一定要来看看。

■□■ CJL 学生レポーター キンイ ■□■ 
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多文化コミュニケーションを考える

今日私がみなさん に紹介したいのは「多文化コミュニケーションを考える」という授業です。今学期私はこの授業からいろいろ勉強すること

ができた ので、みんなさんに紹介したいです。まずこの授業は他の授業と違って、自己認識が注目される授業です。毎回の授業の前に事前課

題がありまして、大体自分に 対してのアンケートです。アンケートをして、表わされる自分のコミュニケーションタイプと自分が持っている

自分に対してのイメージが大体違うので、とても 面白いと思います。

そして、この授業の発表も普通の発表と違います。「ポスター発表」という発表で、5 人の学生が教室の違うところで一緒に発表をします。発表

する人以外の学 生たちは教室の中であっちこっちに行って、一つずつの発表を聞きます。とても楽で、普通のグループディスカッションみた

いな発表です。発表が 怖い人たちにこの授業がオススメです。授業が進むに 従って、自己認識もだんだんできていきます 。例えば、自分が

ハイコンテクストなのか、ローコンテクストなのか、自分が競争的なのか、妥協的なのか、などがこの授業を通して、わかるようになりました。

学期の前半と後半に違うグループに入って 、いろんな友だちもできて、いろんな視点から見ることもできるようになりました。自分を もっと

認識したい人や様々な文化の人がどんな考え方を 持っているのかを知りたい人や自分のコミュニケーションスキル を伸ばしたい人たちにこ

の授業がオススメです。ぜひこの授業を一度選んでみて ください。

今天我想向大家介绍一个叫做多文化交流的课。这个学期我丛这个课上学到了很多，因此想要向大家介绍。首先这个课和其它的课是一个和其它的

课不太一样，非常 重视自我认识的一个课。几乎每次课都会有一个自我确认的问卷调查的课前作业。做完问卷得出的结果总是和自我本来的认知

有所偏差，我觉得这是一个很有意思的 现象。

与此同时，这个课的发表也和其他的课不太一样。五个人在教室的不同地方把自己准备好的写有发表内容的海报贴在墙上，同时发表。不发表的同

学随意到自己感兴 趣的地方去听自己感兴趣的发表，是非常轻松自在的发表方式，像是小组讨论一样的氛围，向不擅长发表的人强烈推荐这个课。

随着课程内容的不断深入，对自己的认识也不断加深。比如，自己的表达是什么类型，自己在小组讨论中扮演什么样的角色等，通过这个课程都会

变得明确。

学期中间会有一次小组调整，可以和更多不同的人交流并从不同的视点来思考问题，交更多的朋友。向想要加深对自己的了解的人呀想要了解更多

文化相关的思考方式的人呀想要提高自己的交流能力的人推荐这个课。一定要选一次这个课试试看！

■□■ CJL 学生レポーター 劉楚楓（リュウ） ■□■ 
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あっという間に一学期が過ぎ去った。

今学期をまとめれば、キーワードは「情熱」「多様性」「自律」「鈍感」である。

世界は私たちが想像するより大きくてきれいだ。何に対しても、好奇心を持ってきて、何も恐れない。

この世界には領土主権などの問題が存在していて、違う出身の人たちは育ってきた環境や教育によって価値観も違う。だが、絶対の

正しさも絶対の過ちもなくて、文化の多様性を尊重することが大事である。

誰がともなく言った話によると、「二十歳のころを真剣に生きた人は、今もどこか二十歳の部分がある」そうだ。そのため、高校を卒業

した三年後、二十一歳の私は初めて N1 に合格するべくコツコツ勉強した。時々疲れたが、充実を感じて嬉しい。

家族や友達と離れて、以前のややこしい人間関係から遠ざかる。生活がきれいになる。毎日心惹かれるところに行って、面白い仕事

をする。

私はずっと両親に「早稲田が好き」といったが、実は、早稲田が好きであると言うより、「早稲田で真面目に勉強している自分が好き」

だと言うほうが的確だ。

最後に、普通であっても面白い魂を持っている私と一緒に成長してくれてありがとうございます。

一学期很快就过去了。

如果要总结这个学期，关键词应该是“热情”“多样性”“自律”和“钝感”。

世界比我想象中的更大更美。无论面对什么，都可以怀抱着好奇心，什么也不怕。 

这个世界还存在着领土主权一类问题，不同出身的人因为教育环境的不同，价值观也不一样。但是，没有绝对的正确，也没有绝对

的错误，尊重文化的多样性才是最重要的。

不记得是谁说过：“在 20岁的时候认真活过的人，即便到现在，身上依旧会留有 20岁的痕迹。”因此，已经高中毕业三年，21岁的我

第一次为了 N1 合格认真学习，有时会疲惫但是很充实很开心。 

远离了家人和朋友，也远离了过去麻烦的人际关系，生活变得很干净。去了想去的地方，做了想做的工作。

我一直对爸妈说自己好喜欢早稻田啊，其实，与其说自己喜欢早稻田，不如说是喜欢在早稻田认真努力的自己。

最后，谢谢你和普通的我一起成长。

■□■ CJL 学生レポーター ロ ジャクヨウ（わかば） ■□■
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皆さん、夏休みはどうですか。涼しい部屋でスイカをのんびりしながら食べていますか？汗だくで旅行していますか。＾＾

まず、皆さんが春学期で私達の記事をご覧になって「いいね！」を使って応援してくれたことに感謝します。毎月のランチミーティングで

は先生と学生レポー ターと一緒にしゃべったり記事のテーマを決めたりしました。記事の取材中、日本の伝統文化を感じることがあり

ましたし今の世代で伝統的なお祭りは相変わら ず大人気だということに感動しました。早稲田大学学生証の割引を使って美術館へ行

きました。アートの世界を近距離で感じるチャンスを得ることが出来まし た。

大家假期过得怎么样了呢？是悠闲地在家吃着西瓜还是大汗淋漓地享受早就计划好的旅行呢？ 

首先感谢大家在春学期里阅读我们的记事和点赞。每月一次的午餐会议中与老师和其他学生报告员一起畅聊，确定主题。在记事

的取材过程中，亲身去体验日本的传 统文化。也因七夕节这类传统节日在现代也如此受欢迎而触动。去到了美术馆，近距离接触

了艺术家的世界。同时在不同文化的交流中，也培养了自己多元化的思考 方式。也感谢老师对每回的记事内容、语法等进行修改，

总之成为学生报告员真是一件幸运的事情。 

在 CJL 里跟随优秀的老师学习日语，结识不同性格不同国籍的小伙伴，一起感受日本文化。无论何时想起，都是自己最珍贵的回

忆。

■□■ CJL 学生レポーター しずか■□■
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終わりに

早稲田で一年間を過ごした。この一年間は二十一年を生きてきた私にとって、本当に貴重な思い出がいっぱい残った一年だった。慣れ

ていた生活から離れて、新しい環境に入るのは思ったより楽しかった。ここに来たから、私はもっと大きな世界を見ることができた。

様々な人々と出会って、様々な文化を知るようになって、私というものがこの一年間を過ごした後、充実した。一年間は本当に短い時間

だ。もう別れる時間に なった。でも、別れることは常に素敵な再び会うことだ。世の中は広いように見えるが案外と狭いものだ。いつか

世界のある場所で縁があれば、きっとまた会え る。

（写真は学生レポーターのランチ弁当）

我在早稻田度过了一年的时间。这一年对于二十一岁的我来说，是留下了很多珍贵回忆的一年。从自己熟悉的生活离开来到一个

新的环境，比我想象得要有趣得多。来到这里之后我看到了更大的世界。

和各种各样的人相遇，各种各样的文化相遇，在度过了这一年之后丰富了自我的内涵。一年真的是很短的时间，已经到了到别的时

候了。但是分离就是为了更好的重逢，世界其实比你想象的要小很多。有缘再见！

（照片是学生レポーター提供的午饭）

■□■ CJL 学生レポーター 劉楚楓（リュウ） ■□■
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もう夏休みになった。まだ東京にいる皆さん、暑いですね～！今学期は暑さの中に終わった。私の一年間の留学生活もここで終わっ

た。以前記事の中で何を書 くかと考えた時、もう一度自分の留学生活を振り返ってみようと思った。素敵な先生と出会って、様々な国

の友達ができて本当に嬉しかった。私にとって、この 一年間で学んだのは教科書からの知識だけでなく、もっと大切なのは日常生活か

ら積んだ経験と色々な新しいチャレンジだ。もちろん、学生レポーターを担当し たのは貴重な経験の一つだと思う。自分が書いた記事

を皆と分かち合えて楽しかった。毎回書いたあと、先生が直してくれてありがとうございました。ご覧いた だいた皆さんにも、ありがとう

ございました。素敵な一年間、いい思い出がいっぱい溢れている。最後に、早稲田が大好きだ。早稲田、幸せだ。

已经到暑假了，在东京的小伙伴现在还是很热吧。这学期在夏日的热气中结束了。我为期一年的留学生活也到这里就结束了。之

前在在思考文章里面该写什么的时候，又一次回首了这一年的生活。遇见了出色 的老师，交了来自各国的朋友，是真的很开心。对

于我来说，这一年中学到的不仅仅是书本上的知识，更重要的是从日常生活中积累的经验，和很多新鲜的尝试。当 然，作学生记者

也是宝贵的经验之一，自己写的东西可以和大家一起分享是件很开心的事情。每次写完之后老师都会帮忙修改，十分感谢。也十分

感谢正在看的你 们。在这很棒的一年里，美好的回忆充满整个脑海。最后，真的很喜欢早稻田大学。早稻田就是幸福。

■□■ CJL 学生レポーター キンイ ■□■


