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■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 56 号 ■□■□■□■ 

 

自己紹介 

はじめまして、チンセンインと申します。 

中国の広東からの交換留学生です。二年間ぐらい日本語を勉強していますが、せっかく習った日本語を使わないと、もったいないだろう

と思って、日本に来ました。私は日本のドラマが好きです。中国のものより、日本のストーリーのほうが面白くて、意味が深いです。多分

ストーリーがきっとこのままで進んでいくだろうと思っても、実に不思議な方向に進んでしまうのです。 

では、これからよろしくお願いいたします。 

 

你好，我是陈倩茵。 

我是来自中国广东地区的交换留学生。我学了大概两年左右的日语，我觉得如果不好好利用自己学习的日语的话，是一件非常可

惜的事情。所以我选择来到日本留学。而且，我很喜欢日剧。我觉得，日剧比起中国的电视剧，故事性会更加有趣，所带给人的意味

更加深刻。这个故事大概会沿着这个方向发展吧，但实际上却发展成让人难以想象的结局。 

从今以后，请多多指教！ 

 

■□■ CJL 学生レポーター チン ■□■ 

  



 

 

■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 57 号 ■□■□■□■ 

自己紹介 

みなさん、はじめまして、ヒメイキョクと申します。 

出身は中国湖南省です。したがって、辛い食べ物が大好きです。「ヒ」という苗字は中国でも珍しいです。「メイキョク」は明日の太陽とい

う意味なんです。両親は私に希望を込めて、この名前をつけてくれました。今年九月に日本に来ました。その前に、日本語を専門として

二年間勉強しました。これから、日本語教育研究センターの学生レポーターとして、早稲田の留学体験をみなさんと分かち合いたいと

思います。 

これから，どうぞよろしくお願いいたします。 

大家好，我是费明旭。 

我来自中国湖南省。所以特别喜欢吃辣的食物。“费”这个姓氏中国也很少见。“明旭”是明天的太阳的意思。父母对我寄予了期望，

所以给我起了这个名字。我是今年九月来到日本的。在此之前，将日语作为专业学习了两年。今后将作为日语教育研究中心的学生

记者和大家分享我在早稻田的留学体验。 

从今以后，请大家多多指教！ 

■□■□■□■ 学生レポーター ヒ ■□■□■□■ 

 

  



 

 

■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 58 号 ■□■□■□■ 

 

皆さん、初めまして、私は中国から参りました孫芸嘉（ソンゲイカ）と申します。一年間のプログラムを通して早稲田大学で勉強していま

す。三月に来てからはもう半年間経ちました。 

写真の撮影は一番興味があることで、私の日常生活にいろいろな楽しみをもたらしてくれます。私も自分で撮った写真を通して、自分の

留学生活で積んだ貴重な経験を、Facebook で皆さんとシェアーして、保存したいと思います。これからよろしくお願いします。 

大家好，我是孙艺嘉，来自中国。今年三月来东京学习，已经在早大已经度过半年时间了。拍照是我最大的爱好，给我的生活带来了

很多乐趣，我也想通过自己的镜头，将我在东京的留学生活记录下来，将自己宝贵的经历与大家一起分享。那么以后就请多多关照 

啦~ 

 

■□■□■□■ 学生レポーター ソン■□■□■□■ 

 

 

 

 

  



 

 

■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 59 号 ■□■□■□■ 

 

みなさん、こんにちは！中国の吉林省から参りましたリュウショウヨウと申します。日本語教育研究センターの学生レポーターになった

のは非常に嬉しいことだと思います。 

東京に来てから一ヶ月ぐらいですが、東京の雰囲気に深く感動させられました。学校の先生にしても、知らない人にしても、各国の友人

にしても、皆は笑顔で、助けてくれて、本当にほのぼのとします。 

この期間は、短くもあり長くもあります。短いというのは数えきれる日々のことで、長いというのはこの日々はあなた、私、彼（彼女）の人

生の中で、もっとも素晴らしい印になるということです。今学期、CJL の学生としての目線で、自分のペンで、日本文化についてのことを

分かち合いたいと思います。 

これからよろしくお願いします！ 

大家好，我是来自中国吉林的刘小榕。很荣幸成为第六期日本语教育研究中心（CJL）的学生记者。 

虽然来到东京刚刚一个多月，但是这里的气氛却深深感染了我。无论是学校的老师，素昧平生的路人，还是来自异国的友人，大家

都会微笑着，互相帮助，这让我感到很温暖。 

这段时间很短也很长，短暂的是那些可以计算出的日子，长久的是这段日子将会成为你、我、他（她）人生中最浓墨重彩的一笔之一。 

这学期，我将用我的笔，以 CJL 学生的视角， 

在 Facebook 上和大家分享关于日本文化相关的事情。 

今后请大家多多关照啦！！！ 

 

■□■□■□■ 学生レポーター リュウ■□■□■□■ 

 

  



 

 

■□■□■□■ CJL学生レポーター記事 第 60号 ■□■□■□■ 

 

 皆さん、初めまして！台湾の台北から参りましたチャンジュンハォと申します。私、子供の時からずっと台湾に住んでいるが、実はシンガポ

ール人と言っても過言ではないよ（笑）だから、今後シェアする文章は、できるだけ英語バーション付きを目指します！今年から早稲田大学日

本語研究センターの学生レポーターの一員として、自分の留学生活を Facebookで、早大の皆さんにシェア致します。日本へ来たばかりですが、

早稲田の生活に徐々に慣れてきています。では、僕と一緒に早大及び日本の生活を楽しんでください！これからも、宜しくお願い致します。 

 大家好！我叫曾俊豪，來自台灣台北。雖然是在台灣長大，但其實也是個新加坡人喔！所以我也會盡量在接下來的文章中附上英文版本(笑)今年

開始將在日本語研究センター以學生記者的身份，透過 Facebook 與大家分享留日生活的點點滴滴。雖然今年九月才剛到日本，但是已經開始慢慢

習慣這裡的生活。今後也請大家多多指教！ 

Hey there! Nice to meet you all here on the Facebook, my name is Aaron. I came from Taipei which is the capital city located in northern 

Taiwan. Although I have been staying there throughout my whole life but I am actually being a Singaporean as well. So I will try my best 

to come out with the English translation for the rest of my posts here. As one of the student reporters of CJL, I would like to share my life in 

Waseda as well as in Japan with all of you. Even though it just the second month of my arrival to this so-called “land of rising sun”, I am 

already getting use to everything and hope you guys are fine so far as well. Let’s look forward to the rest of our days here, and make the 

best memories together! 

 

■□■□■□■ 学生レポーター チャン■□■□■□■ 

 

 

  



 

 

■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 61 号 ■□■□■□■ 

 

 皆さん、はじめまして、シンジャクリンです。中国から来た交換留学生です。ずっと日本の文化と社会に興味を持っていたから、大学で

日本語専攻を選びました。日本語を勉強した二年間、日本をもっと深く理解できて、日本語で他人と交流できるのは本当にすばらしいこ

とだと思います。これから一年間も早稲田大学日本語教育研究センターの学生として日本語を一生懸命勉強します。日本での生活は

初めてですから、いろいろなことを体験したいです。学生レポーターとしてこれらの体験を記録できて、みんなと分かち合えるのはいいこ

とだと思います。皆さんは楽しみにしてください！これからよろしくお願いします！ 

大家好，我叫甄若琳，是从中国来的交换留学生。一直以来我都对日本的文化和社会抱有浓厚的兴趣，所以在大学选择了日语专业。

我觉得在学日语的两年间，能够对日本有更深刻的了解，可以用日语和别人进行交流真的是很棒的事情。今后的一年间，我也将作

为早稻田大学日语教育研究中心的一名学生继续努力学习日语。因为我是头一次在日本生活，所以想进行各种各样的体验。能够

作为学生记者把这些体验记录下来并和大家分享，我觉得是很好的一件事。请大家期待我的分享吧！从此以后多多关照啦～  

 

■□■□■□■ 学生レポーター シン■□■□■□■ 

 

 

 

  



 

■□■□■□■ CJL学生レポーター記事 第 62号 ■□■□■□■ 

大学祭の時、二日の休みがあったので、友達を呼んで一緒に横浜へ観光しに行きました。横浜は日本で有名な港町として、美しい景色が多くの

観光客の心を魅了していて、特に海辺の夜景が有名です。でも今回の旅で私たちは横浜の海辺の夜景以外に、素晴らしいラーメン博物館を見つ

けました。では、紹介させていただきます！ 

ラーメン博物館は新横浜駅の近くに位置して、駅から十分くらい歩いたら着けます。入口の前に、お箸の部分が自動的に上下する措置がついて

いる面白いラーメン模型が置いてあって、誰かが本当にそこでお箸を操ってラーメンを食べているみたいで、面白いと思って記念写真を撮りま

した。切符を買った後、一階のラーメンの歴史を詳しく紹介する看板を見つけました。ラーメンの日本での始まりは何百年前に遡るそうです。

日本と中国の清日戦争が終わった後、清政府は日本へ留学生を派遣するようになりました。その時横浜に滞在していた一人の中国人は、日本の

食文化に慣れない留学生のためにラーメン屋を開きます。その店が日本はじめの中華料理店だそうです！ 

一階でラーメンの歴史が十分わかった後、地下一階で営業しているいくつかのラーメン店に実際にラーメンを食べに行きました。地下の内装は

古い中東の町のようで、ラーメン店が映画館や美容院の外観になっています。天井までも空と雲の壁紙を敷いて、本当にエキゾチックなところ

にいったみたいです。私と友達は「琉球新麺」という店を選びました。ラーメンの値段は 800円くらいで、都内の値段とほぼ同じでした。味は

そんなに脂っぽくなかったです。あっさりタイプの味が好きな私にとってはちょうどよくて、スープを最後の一滴まで飲み切れました（笑）。

スープを飲んだ後胃が温かくなって、この最後の一滴が最高の喜びでしたね。 

みんながもしラーメンに興味があったら是非ラーメン博物館へ冒険に行ってくださいね。 

学校在大学祭的时候我们有两天的假期，所以我就叫了朋友一起去横滨玩。横滨是一座风景秀美的临海城市，尤其是海边的夜景非常有名。但是这

次的旅行，我们除了去看海景意外，还发现了一家很棒的拉面博物馆。那么，请允许我介绍一下它！ 

拉面博物馆坐落在新横滨站附近，走十分钟左右就可以到达。入口前有一个拉面模型，筷子的部分可以自动地上下活动，好像是真的有在操纵着筷

子吃拉面一样。买完票后我就和朋友开始参观一楼的拉面历史介绍。拉面第一次在日本出现可以追溯到几百年前。中日战争结束后，清政府派遣了

留学生去日本学习先进的技术。当时的中国留学生还不太适应日本的饮食，于是当时在日本生活的一位中国人就为这些留学生开了一家面馆，以此

为契机，拉面开始在日本出现，并且这家店也是日本的第一家中华料理店。在一楼学习了拉面的历史后，我们去了地下一层去实际品尝了拉面。地

下的装潢很有中东古老街道的感觉，拉面店也都以电影院、美容院的外观来装修。就连天花板上也贴上了天空和云彩的壁纸，好像置身在异国风情

浓郁的国家。我和朋友选择了“琉球新面”这家店，价格在 800日元左右，和东京都内的拉面馆价格大致相同。我觉得它的味道和一兰拉面相比，比

较清淡，不那么油腻，这对于喜欢清淡食物的我来说真的太棒了。拉面好吃到我把拉面的最后一滴汤都喝光了，胃暖暖的，这最后一滴汤简直是最

大的快乐。（笑） 

如果大家对拉面感兴趣的话，请一定到横滨的这家拉面博物馆看看哦。 

■□■□■□■ 学生レポーター ソン ■□■□■□■ 

 

  



■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 63 号 ■□■□■□■ 

早稲田の学食 

ヒ メイキョク 

日本に来る前に、「早大のごはんがおいしいよ」という話を聞いたことがあった。早稲田に来てから二ヶ月の間、よく学食で食べ、確かに

早稲田の学食はおいしく安いと思う。ＣＪＬの 22 号館は早稲田キャンパスに属していて、大隈ガーデンハウスを利用することが多いので、

今回は大隈ガーデンハウスの学食を紹介したい。 

2 階にカレー、丼、ビュッフェ、ケーキ、サラダなどがある。お勧めしたいのはカレーと丼。カレーは便利で美味しい。時間がないとき、カ

レーは良い選択だと思う。季節と重要なイベントによって、期間限定の丼がある。例えば、早稲田祭の一週間前、祭り丼を発売した。 

3 階にグリル、パスタ、麺など専門コーナーがある。お勧めしたいのは大隈定食。カウンターで大隈定食を注文すると、「好きな惣菜ひと

つ選んでね」とのことだ。それに、鯖の塩焼き、から揚げ、味噌汁、白米がつく。実は私魚が嫌いだが、鯖の塩焼きが本当に美味しいと

思う。 

また、学食のレシートに自分が選んだメニューのカロリーと塩分量による栄養バランス点数が表示されていて、健康な食事に気を付け

ることができる。 

機会があったら、ぜひ早稲田の学食で食べてみてください！ 

来日本之前，就听过“早大的饭很好吃哦”这样的话。来早大两个月了， 我也经常吃食堂，早稻田的食堂确实是又好吃又便宜。因为

日语教育研究中心所在的 22 号馆属于早稻田校区，所以我经常去大隈庭园的食堂吃饭，这次就向大家介绍大隈庭园食堂。 

食堂的 2层有咖喱、盖浇饭、自助餐、蛋糕和沙拉等等。这次想给大家推荐的是咖喱和盖浇饭。咖喱既方便又美味。时间不够的时候，

咖喱是不错的选择。季节变换或者有重要的活动的时候，食堂会推出限时优惠的盖浇饭。比如，在早稻田校园节的一周前，食堂就

会开始贩卖节日纪念盖浇饭。 

3 楼里有烤肉、意面和拉面等等。想给大家推荐的是大隈套餐。在柜台点大隈套餐的话，会听到食堂的工作人员会和你说“请选择自

己喜欢的小菜哦”。套餐里还包括盐烤青花鱼、日式炸鸡、味增汤和米饭。其实我不喜欢吃鱼，但是盐烤青花鱼真的很美味。 

 另外，食堂的小票上海标有这一餐的卡路里和盐分，可以自己检查是否营养均衡，提醒大家注意自己的饮食健康。 

 如果有机会的话，请一定早稻田的食堂吃饭哦！ 

■□■□■□■ 学生レポーター ヒ メイキョク■□■□■□■ 

 

 

  



 

 

■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 64 号 ■□■□■□■ 

「早稲田祭」 リュウ ショウヨウ 

早稲田文化と言えば、思い出すのはきっと「早稲田祭」だろう。11 月 4 日、私は早稲田本部の祭りを間近に感じた。キャンパスに入ると、

すぐに盛り上がった雰囲気に感動させられた。ステージで、少女たちは我を忘れてダンスに没頭したり、各サークルの成員は一生懸命

に自分のサークルを紹介しながら、参加者を誘って体験活動に参加させたりして、本当に一味違うと思った。その中で、もっとも震撼さ

せられたのは、早稲田祭の文化包容力だ。つまり、飲食屋台の料理だけでなく、サークル活動も日本文化に限らず、世界のいろいろな

地方の文化に繋がっているということが分かった。と同時に、世界中の学生たちは自分の言語を話しながら、おいしい料理を食べ歩い

た。そういう場面を見ると、早稲田の CJL の学生として、どれほど幸せなことかと思うよ。最後に、今回の早稲田祭のトピックを引用した

い－「その一瞬に華ひらけ」。その祭りの時間を過ごすのは限られる。でも限られているからこそ、全力でささげたいという気持ちがある

はずだ。今回の参加者にとって、きっと早稲田の学生時代の一つの忘れられない記憶になった思う。 

说起早稻田的文化，我想一定会想到“早稻田校园文化节”吧。11 月 4 日，我近距离地感受到了早稻田本部校园文化节。走入校园，

我即刻被热闹的气氛所感染。少女们在舞台上忘我舞蹈；各个社团摊床负责人十分卖力地介绍自己社团的文化，不断邀请过往的同

学参与社团体验活动，都别具一格。其中，最令我震撼的是，早稻田文化节的文化包容性。无论是饮食摊床，还是社团展示介绍，都

不仅仅局限于日本文化，而是试图将日本文化和世界连接在一起。与此同时，总能听到来自不同国家的同学一边畅聊，一边品尝特

色美食。看到这样的情形，我突然感到作为一名早大 CJL 学生是一件多么幸福的事啊。最后，我想引用一下本次大学节的主题——

花开刹那。校园节的时间是有限的，但是正因为有限，我们就更应该全力以赴去奉献，去展示自我。相信对于参加了本次活动的同

学们来说，它会成为我们在早大读书最美好的回忆之一吧。 

■□■□■□■ 学生レポーター リュウ■□■□■□■ 

 

 

  



■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 65 号 ■□■□■□■ 

「日本語学習ポートフォリオの紹介」 チン センイン 

先生が日本語学習ポートフォリオの勉強法を紹介してくださったのですが、本当によい方法なので、紹介させていただきます。 

まず、現在から将来までの目標を設定します。一つ目は日本語を使った将来のビジョンは何か、二つ目は、そのためには、何ができる

ようになる必要があるか、具体的に書きます。最後に、今学期の学習目標を書きます。 

そして、計画を作成します。毎週何をしなければならないかを書いておきます。一週間後に振り返って、そこで、この一週間ちゃんとでき

たかどうかを反省します。 

そのほかに、12 月の JLPT を受ける人にも、色々な説明会が開かれています。最初は、自分の能力に応じて問題集テストを選んで、そ

れから、模擬問題集をやってみて、どこが苦手なのか、どこが得意なのかがわかるようになります。また、その苦手な分野をよく練習し

ます。 

そういう説明会に出ると、一緒にテストを受ける仲間も集まっています。先生も、特に、Ｎ1 とＮ2 向けの人達に分けて、グループに親切

にアドバイスをくださいました。例えば、文字語彙を一つずつ覚えるのは難しいと言われるのですが、文章の中に置いたら、一緒に覚え

れば楽になりそうです。皆さんも、ぜひやってみてください。 

老师介绍了我一种学习日语的新方法，因为感觉非常好，所以我想借此机会与大家分享一下。 

一开始，设定长期和短期的目标。第一项是你希望使用日语从事哪方面的事业？第二项为了前项的目的，你认为什么样的努力是

必须的？请具体写下你所认为必要的方面。最后，请写下你这个学期的学习目标。 

设定完目标之后，就可以开始设定计划。每周一开始，就给自己设定一个目标，然后到每周的最后一天，你可以反省一下自己这个

目标有没有达成，这一周自己有没有好好表现呢。 

除此之外，早稻田大学 CJL 学部的老师还给各位参加今年参加 12 月份 JLPT 考试的留学生们开展了学习分享会。在不到一个月的

时间里，如何有理有序地进行备考的工作显得尤为重要。一开始，老师便建议大家选择一本适合自己能力的参考书。然后，做一份

模拟题，大概知道自己的弱项和强项。接下来就专门针对自己的弱项来进行练习。 

而且，通过参加每次的说明会，还会遇见很多和自己类似参加 N1 或 N2 的小伙伴。老师也特地把参加 N1 和 N2 的人分成两个小组，

分别给两边同学恳切的意见。 

比如说，N1 的同学经常反映记忆单词比较难。针对于此，老师给大家的建议是，单词放入文中一起记忆会更加容易记忆。大家也不

妨试一下吧！ 

■□■□■□■ 学生レポーター チン センイン■□■□■□■ 

 

 

 

  



■□■□■□■ CJL学生レポーター記事 第 66号 ■□■□■□■ 

「サークル」 シン ジャクリン 

 中国の大学にいたとき、私はサークルの友達と一緒に楽しい時間を過ごしました。日本のサークルも体験したいと思って、

WIF (Waseda International Festival)というサークルに参加しました。WIFは民族舞踊などのパフォーマンスを通じて、留学生と

日本人の交流を促進することを目指しているサークルです。今回、WIFは早稲田祭での公演のために、いろいろなダンスを組

織して、たくさんの留学生を募集しました。 

 私が参加したのは Jiveという前世紀３０年代にアメリカで流行していた二人ダンスです。最初、恥ずかしがり屋の私はみん

なと友達となれるかなと心配していましたけど、やさしいメンバーたちと出会えて、自分は本当に幸運だと思います。練習し

始めたとき、このダンスはちょっと難しいと思いましたが、もっと練習するにつれて、上手になりました。その過程で、みん

なとの仲がよくなってきて、練習以外も、一緒に食事をしたり、ハローウィンパーティーに参加したりしたのはすばらしい体

験でした。 

 早稲田祭でのパフォーマンスは大成功でした。今はもう練習がないけど、Jive のみんなは連絡を保っています。来月、WIF

主催の温泉合宿に参加するつもりです。すごく期待しています！ 

（WIFの Facebook: https://www.facebook.com/WIFdesu） 

在中国上大学的时候，我和社团的朋友们一起度过了愉快的时光。我也想体验一下日本的社团，于是参加了一个叫做WIF(Waseda 

International Festival)的社团。WIF是一个致力于通过民族舞蹈等表演来促进留学生和日本人的交流的社团。这一次，WIF为了在

早稻田祭上的公演，组织了各种各样的舞蹈，招募了许多的留学生。 

我参加的是一种流行于上世纪 30年代的美国的双人舞，名字叫 Jive。刚开始的时候，性格腼腆的我很担心能不能和大家成为朋友，

但是我遇到了很好的小伙伴们，感到非常幸运。最初开始练习的时候，我觉得这个舞蹈稍微有点难，但在更多的练习中，也渐渐

掌握了跳舞的窍门。在这个过程中，我和大家的关系变得越来越好，在舞蹈的练习之外我们也一起吃饭和参加万圣节的派对，留

下了很棒的回忆。 

在早稻田祭上的表演取得了大成功。现在虽然已经没有练习了，但参加 Jive 的大家还是保持着联络。下个月我打算参加 WIF举办

的温泉合宿，非常期待！ 

（WIF的 Facebook: https://www.facebook.com/WIFdesu） 

■□■□■□■ 学生レポーター シン ジャクリン■□■□■□■ 
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■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 67 号 ■□■□■□■ 

「早稲田祭」 チャン ジュンハォ 

みなさん、お久しぶりです。最近の東京は非常に寒いので、ぜひ寒さ対策をしっかりしてください。今回紹介したい主題は、数週間前の

「早稲田祭」である。多くの人と同じ、新入生としての私にとっても、このような一年に一度のイベントは初体験になった。その日、学校が

休校になることはもちろんわかっていたが、私はいつもと同じ時間に起きた。早大正門に着くと、多くの早大生が自分の店をすすめたり、

パフォーマンスに力を入れたりして、いつもの早大と全く違う、なんかカーニバルのようであると感じた。たこ焼きを食べたり、興味あるサ

ークルを見に行ったり、最高な週末というのはこのことだろう。この中で、一番印象的なことは、早稲田の理念の一つ「学問の独立」と関

係することである。自分の興味あるものを追求し、サークルや同好会などを作る。例えば、「早大生物同好会」では、虫採りや魚釣りか

ら、植物観察やバードウォッチングまで、生物が好きな人が集まり、一緒に同じことをする。早稲田祭は、やはり日本有数の学園祭だろ

う。日本一だと言っても過言ではない。今年参加しなかった方は、来年ぜひお越しください。その理由はただ一つ、「早稲田祭」は、早大

生の必修科目だからである。 

Hey guys! It has been quite some time. Hope you guys don’t get cold as the temperature here in Tokyo has just reached the record low 

in 36 years. Anyway, this time I would like to share about the “Wasedasai 2017” (Waseda Annual Festival) which has taken place just 

weeks ago. Just like some of you all, it was my very first time to participate such huge event as a freshman in Waseda. Throwback to 

that day, I woke up in the early morning as usual even though it was a holiday. As soon as I reached the front gate of the campus, all the 

enthusiastic people just came to approach me, promote what they selling or introduce their “sakuru”. Wasn’t this qualify enough to be 

one of the best ever weekends as a “Soudaisei”? I always respect what Waseda has been emphasising “knowledge independent”. Such 

as the group called “Biological club”, it has really impressed me a lot. The people whom having common interest just got together and 

doing what they enjoying in. I’ve once heard about “Wasedasai” before, people said it’s amazing. And now I’ve finally seen it and of 

course it’s an amazing event with no doubt. If anyone of you all have missed this time, please don’t be disappointed and look forward to 

next year. Why? Because as a “Soudaisei”, “Wasedasai” is not elective, but compulsory. 

■□■□■□■ 学生レポーター チャン ジュンハォ■□■□■□■ 

 

 

 

  



■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 68 号 ■□■□■□■ 

「お正月のお祝い ---お餅つき大会とお茶飲み会」 

チンセンイン 

みなさんは、この前の大隈庭園での餅つき大会へ行きましたか。今年も荒汐部屋の力士と一緒に餅つきをしました。それは、毎年行わ

れるイベントなんですが、一年間の留学生の私にとっては、特に貴重な体験になりました。たくさんの人が集まっていて、力士の皆さん

が「よいしょ！」という掛け声を掛け、杵で力強く餅をついていました。非常ににぎやかな場面でした。また、このイベントでは、参加者も

実際に餅つき体験をすることができます。最後に、私も温かい餅入りけんちん汁をもらいました。初めて食べてみたんですが、すっごく

おいしかったんです。特にあの日の寒さで、そのような暖かいものを食べると最高だと思いました。 

もし、その餅つき大会をみのがしても、がっかりしないでください。早稲田の付近では、色々な町のイベントがあります。12 月 14 日の木

曜日に、家へ帰る途中、あるイベントを発見しました。そこで、暖かいお茶を飲みながら、お菓子とお餅を食べました。お茶などは全部無

料ですが、お餅は一人一つだと言われました。その時は午後 3 時ぐらいで、小学校の子供がたくさん集まって、楽しんでいました。なぜ

そのインベントが行われたのか、そばのおじいさんに聞いてみました。この町はとても狭くて、今度、みんなを集めて、一緒にお話するな

どいいじゃないかなと言ってくださいました。次の日に、私はもう一度行ってきました。優しい人たちに会いました。そのインベントの意味

をきいてみると、町の人々の親切さの表現を見せるものではないかと言ってくださいました。知らない人にお餅をもらっても食べてはい

けないという教育で育てられた私たちですが、ここでは、親切な人からのお餅をいただけます。 

お餅のインベントはそのような二つの体験があって、本当によかったと思いました。二つとも違う印象が残っています。にぎやかな大会

と下町の雰囲気です。日本のお餅は美味しくて、甘党の皆様にお勧めです。 

西早稲田の付近のイベントはまだあるので、もしよかったら、ぜひイベントに参加しましょう。 

大家有没有参加过之前在大隈庭园举办的年糕大会呀？今年，听说也有幸邀请到荒汐的相扑勇士来一起锤年糕哦。那是每年早大

都举办的盛事呢，对于像我这种只有一年的留学生活的人来说，确实是一个非常宝贵的经历。很多人都聚集在那儿，大家一边喊着

“よいしょ”，一边锤年糕。而且，这个活动还可以让观众参与到现场的锤年糕活动当中呢！最后，我也要了一碗年糕，我是第一次吃

日本的年糕啊，意外觉得非常好吃。特别是在现在那么冷的天里，吃上如此暖和的食物，简直是绝配啊！ 

什么？你错过了早大的年糕大会了？不要难受！不要想哭！在西早稻田的附近还有很多很多的街道活动等着你呢！我在 12 月 14

日回家的途中，（就是从学 2 巴士回高田马场的方向）偶然发现了一个街道活动。大家可以进去那里，免费喝茶，免费吃年糕，还有

免费吃零食。不过，年糕只能吃一次，但是也是好好吃！话不多说，看我的照片就知道就多好吃啦！还有，那天来了好多人，基本上

都是附近小学的小学生，就连学校的校长或老师也会来这里小乐一番。我问了下旁边的老爷爷，这活动举办的目的是什么呀？他

说，这个镇的很小，每年都大概这个时候把大家聚在一起，聊聊天罢了。感觉有点像中国美食节之类的吧！而且，第二天我也来到

这里，遇到了举办这个活动的负责人，她对我说，现在的年代呀，爸爸妈妈总对孩子们说陌生人的东西千万不可以吃哦，但是现在

借此机会，孩子们可以在这里安全地吃到好吃的食物，可能这也是这个活动的目的吧！ 

这两个关于年糕的活动，对我而言，感觉是如此不同的。前者热闹非凡，后者温暖感动，我真的感觉自己能够在日本留学一年，能有

如此暖心的回忆，实在是太幸福了！关于西早稻田的活动，还有很多很多，怕大家不知道，特意拍了照片给大家，大家如果有时间，

不妨去逛逛吧！ 

■□■□■□■ 学生レポーター チン センイン■□■□■□■ 

 

 

 

  



■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 69 号 ■□■□■□■ 

「ドラえもん」 

こんにちは！ソンです～今日は森美術館で催しているドラえもん展を紹介したいです。 

森美術館（Mori Art Museum）は東京都港区の六本木ヒルズ森タワーの中に位置している美術館で、2,3 か月ごとに、作品の種類によっ

て、特別企画される展示会を変える現代美術館です。なぜ「森」と名づけられるかというと、たぶん美術館の創立者森稔さんの苗字から

来たんだと思います。 

ほかのほとんどの美術館が独立した建物にあるのと違って、森美術館は「ヒルズ森タワー」の５３階にあります。初めて行ったときそん

なことがわからなくて、このビルを中心に何回も巡って探しましたけど、なかなか見つからなくて困りました。 

幼い時からドラえもんに夢中だったので、「ドラえもん展」でドラえもんに関する漫画の原稿や服、そしてドラえもんが好きなおじいさんの

ストーリなどを見てすごく感動して、深く印象に残っています。そのおじいさんはいつもドラえもんに関する帽子や服を集めることが好き

で、ドラえもん漫画の読書三昧の日々をおくったそうです。彼は白髪の老人でありながら、純真な心を持つ子供のように若いと思います。

最後に、彼の写真の近くに書いてある「じいちゃんは今天国にいるよ」というセンテンスを見て、なんとなく泣きたくなりました。 

Tip:六本木は足の便もよくて、西早稲田駅から副都心線に乗って、明治神宮前駅で乗り換えてから、二つの駅を通過したら到着します。

国立新美術館も近くにあるので、歩いたら十五分くらいで着いて便利だと思いますよ。 

以上です、もしドラえもんが好きだったら、ぜひ森美術館に行ってみてくださいね。 

嗨，大家好我是 ika。今天想向大家介绍的是正在森美术馆举办的哆啦 A 梦展。 

森美术馆位于东京都都港区的六本木ヒルズ森タワー大楼中，每两三个月就会根据作品的种类举办新的展览，是一个非常有名的现

代美术馆。它的名字为什么叫做「森」的原因，我想应该是从创建者森稔先生的名字而来的吧。 

与别的美术馆都是独栋的建筑不同，森美术馆位于「ヒルズ森タワー」这栋大楼的 53层。我第一次去的时候不知道这回事，所以绕着

大楼好几圈去找，结果总是找不到，哈哈。 

小时候我就很喜欢多啦 A 梦，在这次的展览中我看到了许多漫画的原稿，服装等等，最感动的是在这里了解到了一位很喜欢多啦 A

梦的爷爷的故事。这位老爷爷很喜欢收藏多啦 A 梦的衣服帽子，每天都会很痴迷地读多啦 A 梦的漫画，虽然他已经是一位白发苍苍

的老人了，但是却依然保有一颗童心。后来在一幅画的旁边我看到那里写着「老爷爷现在已经在天国了哦」，忽然就有种非常难过

的心情。 

TIPS:六本木的交通非常方便，从西早稻田出发乘坐副都心线，在明治神宫前换乘后坐两站即可到达。在附近也有国立新美术馆，走

路十五分钟就可以到达。如果有喜欢多啦 A 梦的朋友请一定去森美术馆看看哦！ 

■□■□■□■ 学生レポーター ソン■□■□■□■ 

 

 

 

  



 

■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 70 号 ■□■□■□■ 

「中央図書館について」 

みなさんが初めて早稲田大学の中央図書館に行ったのは何のためですか。中央図書館の本は外国人にとって、難しいかもしれないと

思います。 

ある日、「文学小説を読む」という授業の先生はある小説の原作の一部分を配り、「もしできれば、原作の全体を読んでみてください」と

励ましてくれました。この授業は４レベルで、読んだ小説は主に子ども版です。私にとって、この授業で出会った小説は背景にしても、結

末にしても少し不思議に思えました。なぜ作者はこういう考え方をするのか、私にはよくわかりませんでした。そのため、その小説の原

作を読むことにしました。そこで、原作はどこにあるだろうかと好奇心を持った私は 22 号館を出ると、中央図書館がすぐ見えました。 

入り口を入ると二階です。ざっと見回すと、様々な文庫本が発見されました。文庫本も日本に来てから一番興味を持ったものなので、今

回は必ず好きな本を探してみようと思いました。数え切れない種類の本があり驚きました。しかし、それほどたくさんの本があるにもか

かわらず、興味を持った本を探すのはさほど難しくはありません。なぜなら、「日本十進法分類」があるからです。最近、読んだ本は「日

本語とはどういう言語か」（『講談社学術文庫』）と「ノルウェイの森」（『講談社文庫』）です。 

ある人は「もし知らない言葉があったら、どうしよう」と私に聞いてくれます。私は辞書の大切さもさることながら、自分で連想して繰り返し

て読むことも役に立つと思います。なんといっても言語はただ意味が分かるためのものではなく、相手の気持ちや感想を伝えるための

ものです。だからこそ、多読は欠かせないものではないでしょうか。 

みなさんは中央図書館の中で、自分の好きな本はなんですか。 

大家还记得自己第一次是因为什么原因而利用中央图书馆的吗？最初我觉得中央图书馆对于外国人来说可能有些难理解，所以好

久我都没有真正利用它。 

直到有一天，我的一门叫做《文学小说阅读》课的老师在课堂上为我们分发小说的部分原作时，对我们说：“如果大家感兴趣的话，

可以试着阅读一下原作的全部。”这门课等级为 4，阅读的小说大部分是原作的儿童改编版。但是对我来说，课堂上介绍的小说无论

是背景还是结局都有些不可思议。比如，为什么作者会有这样的想法呢，这是怎么样的一种社会背景呢？所以从那时起，我决定开

始读整体的原作。但是原作在哪里能找到呢。很幸运，出了 22 号馆，一下子就看到了中央图书馆。 

从入口进去就是二楼。我粗略地观察了一下，发现了各种各样的文库本。这也是我来日本之后最感兴趣的东西之一，我决定好好找

寻一下自己感兴趣的书。但是我又瞬间被数不胜数的文库本所震惊了。还好，日本的图书馆里有一种叫“十进分类法”的图书分类

方法，让我能迅速找到自己感兴趣的书。最近我正在阅读的书是讲谈社学术文库的《日语是什么样的语言》和讲谈社的《挪威的森

林》，都很符合我的口味。 

大家也许会问，如果有了不认识的字词该怎么办呢？我认为，字典的重要性自不必说，但是自己通过联想并反复阅读则更有用。毕

竟语言不仅仅是了解意思，更重要的是通过语言传情达意。正因为如此，广泛阅读更是不可或缺。 

那么对大家来说，中央图书馆里的哪本书是你的最爱呢？ 

■□■□■□■ 学生レポーター リュウ■□■□■□■ 
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「大晦日に、増上寺へ」 

みなさん、あけましておめでとう！2017 年は、あなたにとって、どのような一年でしたか。私と同じ、まだ達成していない目標がある人が

いるかもしれないが、今年も一緒に頑張りましょう。今回の記事で紹介したいのは、年越しです。日本に来たばかりですので、初めての

大晦日はもちろん日本で過ごしたいですね。私は、毎年友たちと一緒に大晦日に花火を見に行ったり、映画を見に行ったりするが、日

本はちょっと違いますね。特に神社に集まり、旧年の感謝を伝えて、これからの一年の無事を祈願する様子は、毎年の年末によく見ら

れるでしょう。今回行った神社は、東京で長い歴史を誇る増上寺です。東京タワーがすぐ近くにあるので、神社の中から見ると、凄い景

色になります。もし、待っているうちに、お腹が空いたら、様々な食べ物が買えます。焼きそばとたこ焼きを買って、ビールもあるとぴった

りです。そのまま友だちと話しながら、年越しをすることは最高ではないでしょうか。今年神社へ行かなかった人は、今度は是非行って

みてください。では、今年もよろしくお願いします。 

First of all, happy new year! How was your 2017? I believe some of you just like me, still left plenty of goals remain undone in your own 

list. But it’s ok, let’s try to achieve them this year! This time round I would like to share about celebrate new year in Japanese way. As 

this is my very first time to have my new year here in Japan, so of course I want to experience it instead of back to my home country to 

do so. Actually, my celebrations every year were kind of the same, more or less. For example, see the fireworks in town, or watch a 

movie, which you can do every other day. However, Japanese have their own way to celebrate it. Based on what I know, they usually 

gather friends or family at home, and have some good dishes together. And another way is to go to shrine, thanks gods for the past one 

year has gone safely, and bless for the coming one. This year, I went to the shrine called”Zojo-ji”, which has extremely deep history 

since Edo period. From the inside of the temple, you can see the whole Tokyo tower as it just right beside it. And there are lots of food 

options right inside the temple in case you are worrying about that long waiting time before counting down. Buy a “yakisoba” or 

“takoyaki”, and a bottle of beer if you want. Isn’t it the great way to celebrate your new year? If you did not have a chance to try it this 

year, please try it this coming one. Ok! Let’s back to the reality (school starting soon), yorosiku! 

■□■□■□■ 学生レポーター チャン■□■□■□■ 
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「東京と横浜見物」 

みなさん、明けましておめでとうございます！ 

日本で三ヶ月を過ごしたが、ずっと忙しかったので、あまり遊びに行けなかったです。今回の冬休みに東京と横浜の見物に行きました。

本当に楽しかったです！今回は東京と横浜の観光名所について紹介させていただきます。宜しくお願い致します！ 

まず、ディズニーランドといえば、みんな知っているでしょう。私は二年前、香港のディズニーランドに遊びに行きました。実は東京ディズ

ニーランドと香港ディズニーランドは同じだと思います。でも、東京のディズニーシーは世界唯一です！私は若者にとって、ディズニーラ

ンドよりディズニーシーのほうがおもしろいと思います。 

次に、2017 年最後の日に東京タワーに行きました。150 メートルの上空から東京全体の夜景を見渡す体験は最高でした！晴れている

昼には富士山も見えると言われています。高層ビルの明かりは星のように見えます。こんな綺麗な景色はたぶん一生忘れられないでし

ょう。東京タワーを降りて、近くの増上寺に行きました。年末年始に行われる年中行事の一つとして、毎年除夜に鐘が108回撞かれます。

人間の 108 種の煩悩を抜くという意味です。お寺の鐘の音を聞いて、新年を迎えるのは、本当に特別な体験ですね！ 

次は横浜見物について話したいと思います。横浜は東京からすごく近いですね！電車で一時間ぐらいしかかかりません。横浜は日本

の第三の都市として、とても美しい海沿いの都市です。横浜の雰囲気は東京と全く違います。高層ビルも多いし、街も非常に広いです。

未来感が溢れる都市だと思います。中華街は横浜の一番有名な観光地です。四川料理や北京ダックなど色々な中華料理店がありま

す。故郷にかえって来たような気がします。そして、シーバスに乗って、横浜の美しい夜景を見ながら、赤レンガ倉庫に着きました。夜の

赤レンガ倉庫は人に重々しく厳粛な感じを与えます。その中で、日本の特色あるお土産を買えます。 

もし機会があれば、ぜひ日本の文化をもっと深く体験してください！ 

大家新年好！ 

虽然已经在日本待了三个月了，但是因为一直很忙，所以几乎没有时间出去玩。正好以此次寒假为契机，我去了东京和横滨游玩。

真的非常开心！这次我就给大家介绍一下东京和横滨的一些有名的观光景点。 

大家一定都知道迪士尼乐园吧。我两年前去过香港的迪士尼乐园。实际上，香港的迪士尼和东京的迪士尼大抵是相同的。但是东京

有世界上唯一的迪士尼海洋！对于年轻人来说，想必迪士尼海洋会比迪士尼乐园更加有趣！ 

2017 年的最后一天，我去了东京塔。从 150 米的高空俯视整个东京的体验真的非常棒！据说在天气晴朗的白天，还有机会看到富士

山呢。高楼大厦的如同繁星一般的灯光也尽收眼底。这样美丽的景色大概一辈子也无法忘怀吧。从东京塔出来后，去了附近的增上

寺。作为旧的一年的年末和新年的开始的惯例仪式的一种，每年除夕夜的零时寺庙都要撞钟 108 下。意味着驱除了人的 108 中烦恼。

一边听着寺庙的钟声，一边迎接新年，真的是非常特别的体验！ 

接下来和大家说说横滨。横滨和东京真的非常近！坐电车大概只需要一个小时左右。横屏作为日本的第三大都市，是一个非常美

丽的沿海城市。也是一个充满着未来感的城市。中华街是横滨最有名的观光地。有四川料理和北京烤鸭等等很多中华料理店。来到

这里，我好像有了回到故乡的感觉！然后再乘坐海上巴士，看着横滨美丽的夜景，来到了红砖仓库。夜幕下的红砖仓库给人以厚重

庄严的感觉。在这里，还可以买到很多带有日本特色的小礼品。 

如果有机会的话，请一定要更下深刻的体验日本的文化哦 

■□■□■□■ 学生レポーター ヒ■□■□■□■ 
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皆さん、こんにちは。シンジャクリンです。今日は皆さんに日本人家庭でのホームビジットの体験を紹介します！十一月に、私は早稲田

大学の留学生寮、早稲田奉仕園主催のホームビジットに参加しました。その日、ほかの二人の留学生と一緒に江戸川区にある黒沼さ

んの家に行きました。黒沼さんの紹介によると、江戸川区は子供とお年寄りが多く、住みやすい地域です。確かに、あそこの雰囲気は

新宿区と全然違います。空が広く見えて、空気も良さそうでした。こんなところに住んだら、気持ちがきっと毎日いいでしょう。 

 家に行く前に、黒沼さんは私たちを連れて足湯に行きました。足湯というものを知ったのは初めてでした。足を湯に入れたら、外が寒く

ても、体は暖かく感じました。とても幸せでした。私たち以外にも、足湯を楽しんでいた人がたくさんいました。日本人は本当に温泉が好

きですね。 

 黒沼さんの家で、私たちはいろいろな美味しい食べ物を食べました。まずは手巻き寿司。食べただけでなく、黒沼さんは寿司の作り方

を教えてくれて、私たちは自ら寿司を作ってみました。自分で作った寿司はいっそうおいしいみたいですね。そして、黒沼さんは鍋料理

を作ってくれました。最後に、私たちはおいしいアイスクリームを食べました。アイスクリームのコップはサンタクロースの形で、とても可

愛かったです！ 

 その日一日、私たちは黒沼さんと一緒に日本と中国のいろいろなことについて話し合いました。私はそのあと、日本社会に対してもっ

と深い理解を得ました。日本の家庭で過ごした一日は本当に貴重な経験です。留学生の皆さんも、機会があったら、ぜひ参加してみて

ください！ 

大家好，我是甄若琳。今天我为大家介绍一下我的一次拜访日本家庭的经历！十一月的时候，我参加了由早稻田大学的留学生宿

舍早稻田奉仕园举办的家庭访问。那天，我和另外两个留学生一起去了位于江户川区的黑沼阿姨的家。据黑沼阿姨的介绍，江户川

区是一个孩子和老人很多，很适宜居住的地区。确实，那里的氛围和新宿区完全不同。天空看起来很宽广，空气似乎也很好。如果住

在那里的话，肯定每天心情都舒畅吧。 

在拜访她的家之前，黑沼阿姨先带我们去了日语里称为“足汤”的泡脚的温泉。我是第一次知道有足汤这样的存在。把脚泡在热水

里的话，即使外面很冷，身体也感到很暖和。那是一种非常幸福的感觉。除了我们之外，还有很多在享受足汤的人。日本人真的很喜

欢温泉呢。 

在黑沼阿姨的家，我们品尝了各种各样美味的食物。首先是手卷寿司。不仅仅是品尝，黑沼阿姨还教给了我们做寿司的方法，让我

们亲手尝试做寿司。自己做的寿司似乎更加好吃呢。这之后，黑沼阿姨为我们做了日式火锅。最后，我们还吃了好吃的冰淇淋。装冰

淇淋的杯子是圣诞老人的形状，非常可爱！ 

那一天，我们和黑沼阿姨聊了关于日本和中国的各种各样的事情。我在那之后，对日本社会有了更深的理解。在日本的家庭度过的

一天是非常宝贵的经历。留学生的大家如果遇到这样的机会，也一定要参加试试哦！ 

■□■□■□■ 学生レポーター シンジャクリン■□■□■□■ 
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二週間の冬休みに、私は北海道へ旅行に行きました。たったの五日間の旅行でしたけど、いろいろな貴重な旅行体験をしました。北海

道の第一印象というと、頭に浮かぶ真っ白な雪が降り積もるイメージと同じで、北海道はとても寒くて、きれいでした。でも私にとって深く

印象に残ったことは、今回の旅行で予想外に順調にいかなかった北海道の交通の便の悪さです。 

「支笏湖」という湖は、山の周辺に位置している湖なので、観光客にとって、交通方法がバスしかなくて、大変不便でした。そのほか、そ

こにコンビニもないし、レストランもほぼ午後五時くらいに閉店するので、そこに住んでいる住民たちはもし買い物をしたければ、車を三

十分くらい運転して、買い物しに行きます。でも初めて訪れる観光客の私はそんなことは全然知らなかったので、日が暮れて夜になった

時、私は食事しようと出かけたのですが、何も見つけられなかったのです。お腹がぺこぺこのまま帰って、ホームステイのおじさんから

インスタントラーメンをいただいて、とても感謝しました。その日も大きい吹雪にあって、すごく寒かったので、夜ずっと部屋にいました。

暖かいストーブの近くに座って、ホームステイのおじさんとしゃべったことはとても貴重な経験だと思います。支笏湖への旅行は吹雪や

交通、食べ物といった色々な困難があったのに、今回の北海道への旅行を省みると、私が撮った一番綺麗な写真は、冬で条件が劣悪

な「支笏湖」で撮ったものだったのです～ 

在为期两个月的冬假里，我去了北海道。虽然只有五天的时间，但我有了许多宝贵的旅行经验。说起北海道的第一印象，大家应该

脑海里都会浮现出白雪皑皑的画面吧，我也一样，刚去的时候觉得北海道特别冷，但景色非常美。但是这次旅行印象最深的，却是

北海道交通的不便。 

「支笏湖」坐落在山脚下，对于游客来说巴士是唯一的交通方式，非常不方便。这里的饭店大概在五点就关门了，住在本地的居民如

果想买东西，需要自己驾车三十分钟到城镇买东西。但是这些不便我完全不知道，天黑之后我本想着出门吃点东西，但是饭店全部

关门，什么也没有找到，我饿着肚子回到了 homestay，那里的叔叔卖给我了一桶方便面，当时真是觉得太感谢了。那天我们也遇到

了暴风雪，特别冷，晚上我一直呆在屋子里，烤着暖炉，和那里的叔叔聊天，真的觉得非常可贵。在「支笏湖」的那几天虽然在天气，

交通，食物方面都遇到了很多很多的困难，但是回想这次旅行，我觉得最美的照片还是在这个冬天条件恶劣的地方拍到的~ 

■□■□■□■ 学生レポーター ソン■□■□■□■ 
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穴八幡宮の初詣 

チン センイン 

元旦の日は天気がとてもよかったので、どこかへ行きたいなと思いました。早稲田大学の近くに、穴八幡宮という神社があると聞きいて、

初詣に行きたいと思いました。 

友だちによると、元旦の日には、まちでは人が少ないそうです。西早稲田の駅に着いたら、いつも人気のある飲食店なども休業してい

ました。西早稲田駅から、少し歩いていたら、穴八幡宮に到着しました。向こう側には戸山キャンパスが見えました。穴八幡宮は赤い壁

で、たくさんの灯籠が立っていたので、とても目立っていました。 

9 時ぐらいには初詣に行く人が、たくさん並んでいました。警備員などはいませんでしたが、みんながきちんと並んでいる光景には、正

直に言えば、私はびっくりしました。中国も正月に神社へ行く習慣があり、人がたくさん集まり、すごい渋滞になってしまいます。なので、

警備員が出動しないと、とても大変な状態になってしまうのです。 

みんなは並びながら、きれいな花を買ったり、お好み焼きや焼きそばやリンゴ飴などをたべたり、家族と話したりしてました。そのような

風景は、その日の太陽のように暖かく感じられました。中国では、風車など縁起のいいものしか売っていなくて、食べ物などはあまり見

られないと思います。 

中国のお寺では煙が多くて目が痛くなるのですが、この神社では煙がほとんどなくて、またびっくりしました。神社の奥に、大きな木があ

りました。そこで子供たちは楽しそうに遊んでいました。子供たちの笑い声が時々耳に入ってきました。 

日本の初詣の雰囲気は中国とは違うものだと思います。 

元旦那天天气很好。所以，我在想着要不要取哪里玩呢。我听说，在早稻田大雪附近，有一间叫做穴八幡宮的神社。所以，我在打算

不如去那里看看。 

听朋友说，元旦的日本，街上行人稀少。我到了早稻田的车站，一出来果然发现和平时不一样，平时很热闹的饮食店今天都关门了。

然后，我向户山校园的方向走过去，到了 9 点的时候，发现很多人都在排队等着进入神社参拜。让我感到惊奇的是，在场虽然很多

人，但是没有触动到现场维持秩序的工作人员。在中国，人们也有去到寺庙参拜的习惯，但是肯定会有工作人员出动，维持现场的

秩序。否则，大家就会挤来挤去，场面一度陷入混乱。 

大家在排队的周边，会有很多卖小吃的店铺，还有卖花的地方。排队的人一边和家人们聊天，一边吃着东西。这样会不会就不显得

不太无聊了呢？那天的太阳非常温暖，看到日本全家来神社参拜的场景，我的内心也感到很温馨，想起了在异国的父母。说起在神

社卖的东西，和中国国内相比还是有一点不一样，传统的地方，可能就只会有风车和祭祀用的东西卖。食物等等一般也很少看到。 

进到神社里面，和国内相比烟雾弥漫的地方几乎没有。在神社的深处，有一棵百年老树，孩子们在那里开心的嬉戏打闹，大人们在

虔诚地参拜。虽然在场人非常多，但是给人一种并不乱的感觉。在中国的话，正月初一烧香的时候烟雾弥漫，眼睛被熏的很疼很疼，

于是大人让孩子们在某个地方待着。在混乱而烟熏的场所里，别说玩了，连站一会儿都很痛苦了。 

果然，日本的神社和国内相比，氛围还是有所不同。 

■□■□■□■ 学生レポーター チン■□■□■□■ 

  



■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 76 号 ■□■□■□■ 

もちつき大会のボランティア活動 

リュウ ショウヨウ 

 

みなさんは冬休みの時、日本で新年を体験しましたか。例えば、年中行事としてのもちを食べたり、初詣したりすることです。私は年末

の時ボランティアとして、中野区の新井薬師梅照院へ行って、数名の留学生と一緒にもちつき大会に参加しました。ボランティアの私た

ちはお餅をついたり、お坊さんにお雑煮を運んだり、お客様用のテーブルの衛生管理をしたりして、手伝いました。やる前は、そんなに

難しいことだと思いませんでしたが、実際にやると、もっと様々な細かいところを注意しなければならないことがわかりました。例えば、お

雑煮が熱くて汁も多いので、パートナーと協力してなんとかお客様の目の前に運ぶことができました。 

私が最も楽しみにしていたのはお餅をつくことです。お坊さんはまずもちつきの道具の名前を紹介してくれました。では、写真の中の私

を見てみましょう。手で握っているのは杵（きね）で、お餅の材料はもち米です。もち米を置いたものは臼（うす）です。まず、お坊さんは

お餅をつくのを見せました。「１、２、３、よいっしょ」の掛け声をといっしょに、もち米を強く打ちました。最初は、「超簡単だろうな」と思って

いました。実際に握ったら、その重さは信じられないくらいでした。でももう一回やってみたいなと思いました。ほかのボランティアに聞く

と、みんなもびっくりしていました。しかし、体験した後の皆さんの笑顔を見ると、たぶん私と同じように年越しの楽しさを感じたことでしょ

う。最後に、梅照院の優しいお坊さんたちはお雑煮とおしるこを用意してくれました。そして、新年のお祝いを申し上げました。 

今回のもちつき大会はほんとうに面白くて有意義だったと思います。みなさんもチャンスがあれば、ぜひ参加してみてください。 

捣年糕大会的志愿者活动 

2018 年的新年，大家有没有在日本体验新年呢？例如:吃年糕，参拜神社之类的呢。 

我在 2017 年的年末，就以志愿者的身份，来到了中野区新井药师梅照院，参加并体验了一次捣年糕大会。我们被分配到的任务是协

助寺院工作人员捣制年糕，搬运年糕汤以及管理餐桌卫生等。之前我还以为是一件多么简单的事。可是，实际操作时，就会发现还

有很多细节的东西需要我大加注意。例如，刚出锅的年糕杂煮汤很烫又有很多汤汁，必须要和同伴协助好，才能顺利送到客人面前。

接下来，是最令人期待的环节——捣年糕啦。下面，一起来看一下照片里的我吧。我手中握的叫杵；做年糕的材料叫糯米；放置糯米

的器具叫臼。接下来，现由工作人员给我们示范：随着“1，2，3，嗨呀”的吆喝声，他用杵向糯米重重击打下去。很快到我们了，这看

似轻松的动作实际上并不容易， “好重但是很有趣，还想再打几次”我这样想着。大家似乎也都被杵的重量震惊了。但是，从大家的

笑容来看，应该和我一样，都体会到了打年糕的乐趣了吧。最后，寺院工作人员很体贴地为我们每个人送上了一大块年糕、一碗年

糕杂煮汤和一盒温热的年糕小豆汤并祝我们新年快乐。真的很温暖呢，我觉得这才是寒冷冬日的绝配吧。 

此次的捣年糕大会不仅有趣而且有意义。大家如果有机会的话，一定要尝试参加一次哦~ 

■□■□■□■ 学生レポーター リュウ■□■□■□■ 

 

 

  



■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 77 号 ■□■□■□■ 

 皆さん、こんにちは！シンジャクリンです。今回紹介したいのは草津温泉での合宿です！去年の１２月、私は前に紹介した WIF という

サークル主催の合宿に参加しました。合宿のシーンはよくアニメで見ましたが、参加するのは私にとって初めてです。期待していて、合

宿の日が来ました。 

 午前９時半、学生会館の前に集合した私たちはバスに乗って出発しました。目的地は群馬県でした。でも、温泉旅館に行く前に、もう

一つの活動がありました：りんご狩り！りんご狩りの場所は群馬県にあるリンゴ園でした。制限時間一時間以内で、りんごは食べ放題で

す！自分でりんごを木から取って、すぐに新鮮なりんごを食べられました。木から取ったばかりのりんごはスーパーで買ったりんごより

おいしいと感じました。自分でりんごを取るのも面白い体験でした。 

 草津温泉の温泉旅館に到着して、ちょっと休んだあと、草津温泉での観光が始まりました。それまでこの温泉を聞いたことがありませ

んでしたけど、草津温泉は日本人の中でとても有名だと言われました。たくさんの温泉旅館と記念品店に囲まれていたのは大きな温泉

の池でした。水蒸気が池から絶えず出てきて、非常に壮観でした。 

 風呂から出たあと、私たちを待っていたのはおいしい和式の晩ご飯でした。そのあと、早稲田祭パフォーマンスの打ち上げを開催しま

した。歌ったり、踊ったり、楽しい夜を過ごしました。 

 短い旅行ですけど、今度の合宿は私に深い印象を残しました。友達と一緒に過ごす時間はとても大切な宝物です。 

大家好，我是甄若琳。这次想为大家介绍的是在草津温泉的合宿。去年 12 月，我参加了之前介绍过的叫 WIF 的社团举办的合宿。虽

然经常在动漫里看见合宿的场景，参加合宿对我来说还是头一回。在期待中，合宿的日子到来了。 

上午 9 点半，在学生会馆前面集合以后，我们乘坐巴士出发了。目的地是群马县。不过，在去温泉旅馆之前，还有另外一个活动：摘

苹果！摘苹果的地点是群马县的一个苹果园。在一个小时之内，苹果可以无限量地吃。自己把苹果从树上摘下来之后，就立刻可以

吃到新鲜的苹果了。我感觉刚从树上摘下来的苹果比在超市买的要好吃。自己亲手摘苹果也是十分有趣的体验。 

到达草津温泉的温泉旅馆，稍事休息后，在草津温泉的观光开始了。虽然我之前没有听说过这处温泉，但据说草津温泉在日本人当

中很出名。被许多温泉旅馆和纪念品店包围着的是一个巨大的温泉池。水蒸气从池子里源源不断地冒出来，十分壮观。 

洗完澡之后，等待着我们的是美味的和式晚餐。在那之后，庆祝早稻田祭表演结束的宴会开始了。我们唱歌，跳舞，度过了十分愉快

的一晚。 

虽然是一次短暂的旅行，但这次合宿给我留下了非常深刻的印象。和朋友一起度过的时光是十分珍贵的宝物。 

■□■□■□■ 学生レポーター シン ジャクリン■□■□■□■ 

 

 

  



■□■□■□■ CJL学生レポーター記事 第 78号 ■□■□■□■ 

 

東京の初雪 ヒメイキョク 

みなさん、こんにちは！昨日（2018年 1月 22日）、東京に雪が降りました！これは 2018年の初雪です。韓国では、初雪の時、好きな人に会い

に行くと言われています。みなさんは好きな人と初雪の喜びをシェアしましたか？私は中国湖南省の出身ですので、雪は珍しいです。中国の東

北部の大学に入学したら、そこは毎年 11月末から雪が降ります。しかし、毎回雪を見る時、すごく嬉しいです。今回の雪は、一日しか降りま

せんでしたが、たくさん積もりました。東京は一夜にして真っ白になりました。道端に可愛い雪だるまも見えます。雪に覆われた早稲田大学も

とりわけ美しいです。だが、ニュースによると、東京都心で積雪は２３センチになって、４年ぶりの大雪になりました。雪のため、交通も混乱

し、スリップ事故などは都内で７００件以上起き、転倒によるけが人は６０人を超えました。早稲田も夕方から休講になりました。確かに雪に

慣れない人にとって、とても不便です。今も、路面が凍結していますので、東京のみなさんはぜひ気をつけてください。 

大家好！昨天东京下了一场大雪，这是 2018年的初雪。据说初雪的时候，要去见喜欢的人。不知道大家有没有和喜欢的人分享初雪的喜悦呢？因

为我来自中国的湖南省，所以雪是非常罕见的，在中国东北上大学之后，每年 11月末就开始下雪了。尽管如此，每次看到雪我还是非常开心。这

次虽然只下了一天，但是却积雪很深。东京一夜之间变得雪白。道路旁边还能看到可爱的雪人。被雪覆盖的早稻田大学也分外美丽。但是，据新闻

报道，东京都心已经积雪超过 23厘米，是时隔四年的大雪。由于大雪的原因，交通也陷入了混乱，滑车事故发生了七百多件，有超过六十人因为

跌倒而受伤。早稻田也停课了。的确，对于没有习惯下雪的人来说，确实非常不方便。到现在为止，路面也还是结冰的，在东京的朋友们，一定要

小心不要跌倒哦。 

 

■□■□■□■ 学生レポーター ヒ ■□■□■□■ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 79 号 ■□■□■□■ 

 

「外国語を学ぶのは、難しくない」チャン ジュンハォ 

みなさん、久しぶりですね。東京の初雪はどうでしたか。私は、夏より冬の方が好きなので、幸せな冬だと思います。今回紹介したいの

は、外国語を学ぶ方法です。あなたにとって、外国語を学ぶのは、大変なことですか。それとも、その過程を楽しいと思いますか。私なら、

やはり後者です。私たちは、距離や時間がかかるにも関わらず、自分の故鄉から離れ、早稲田大学へ日本語を勉強しに来ました。まず、

何のために日本語を勉強したいのか。なぜ他の言語ではなく、日本語を選んだのか。つまり、その学びたい動機が一番大切だと思いま

す。それから、その環境を作りましょう。テクノロジーの進歩に伴い、自分をある言語の環境に浸すことは非常に簡単になりました。例え

ば、最近、アニメやドラマを通じて、日本語を学習する人は少なくないでしょう。実は、外国語を学ぶことは、教科書を覚えることではなく、

その言語を自分の生活と繋げることが鍵だと思います。多分、勉強することはいつも苦しいことかもしれません。しかし、それを生活の

一部としたら、全然違うものになると思います。私は、これからフランス語を第四言語として、学びたいです。では、あなたは次に、何を

身に付けたいですか。 

Hey guys! It’s been another long period of time since our last post, hope everything goes well so far. How do you think the recent first 

ever snow throughout this winter, which has taken place weeks ago here in Tokyo? As I always prefer colder than warmer, so it’s 

definitely a happiness for me throughout this winter. This time around, I would like to share some of my personal tips on 

language-learning. What do you think every time when you have decided to learn another language that you have no any prior knowledge 

with it? Is that suffering? Or you are just as same as me, see it as an enjoyment? Let’s throwback to that very first time when you 

determined to come all the way here to learn Japanese. Even though you have to leave your family as well as your love ones, and took 

that long flight here, but still, you never turn yourself back. Thus, what motivate you is crucial especially when it comes to 

language-learning. For instance, I believe there are lots of you guys have chosen to watch plenty of animate or Japanese-drama as a 

way to learn it. That’s doubtlessly the good way. To be honest, to learn a language it’s not to hold the text book and try so hard to 

memorize it, but put your life connected with that language which you are learning. Indeed, learn a new language has always been hard. 

But if you let it become a part of your life, it will be totally different. As of now, I’m planning to learn French as my forth foreign language. 

How about you, what’s next for you? 

 

■□■□■□■ 学生レポーター チャン ■□■□■□■ 

 

 

  



■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 80 号 ■□■□■□■ 

「振り返り」チン センイン 

時間は本当に早いですね。最初、学生レポーターになりたかったのは、自分が日本語で書くことが大好きなので、私の留学生活を文字

で載せたくて、みんなにみせたかったからだ。今もそういう気持ちで書き続けてよかったと思う。この半年で、いろいろな体験があった。

はじめて先生たちとみなさんと一緒にミーチィングしたり、みんなの前で、発表したりした。学生レポーターでは、レポーターだけではなく、

ミーチィングのおいしいお弁当を用意してくださった方や書いた文章を修正していただいた方などに、感謝している。 

この半年でたくさんの授業を取った。一番大変なのは「相手に伝える文章表現」という授業だが、最も勉強になったのもこの授業である。

この授業では、日本語で論文の文末表現とか構成とかいろいろ教わった。日本語の論文が上手な人にとっては、たいしたことではない

が、私のような下手なものにとっては、非常に役に立つだろうと思う。中国の私の大学はまだそのような授業がないので、それも早稲田

で受けた授業の魅力ではないだろうかと思う。 

私は将来、日本語を使った仕事を探したいと考えている。日本語の先生とか日本語の通訳とかになりたい。日本の生活は自分には合

っていると思うが、日本で大学院にはいったり就職したりしたいので、これからも日本語の勉強を頑張ろうと考えている。能力試験はよう

やく合格したが、聞いたり話したりする能力はまだまだだと思う。いまは聞いたり話したりするため、毎日新聞やドラマやバイトで、その

ような能力をあげようとしている。 

最後のパーティーは大成功で、よかったと思う。先生のおかげで、ゲームの中で、お菓子をもらって、とてもおいしかった。舞台に立って

も今の私にとって、緊張感がやや消えてしまうかもしれないだろう。これからもいろいろ頑張ろうと思う。この半年、お世話になり、ありが

とうございました。 

时间真的过得很快啊！我想起自己最初加入学生小记者的时候，是因为自己喜欢写文章，而且我想通过这次的机会来记录我的留

学生活，然后还可以借此机会与大家分享。现在我也正保持着这种心态坚持了一个学期，真是感觉太好了。 

在这半年内，我和老师们和伙伴们一起开会，还有开会的时候提出自己的想法，这些都成为我很宝贵的经验。我觉得学生记者不仅

仅只是我们这种写文章的学生，还有背后一直默默支持我们的老师和前辈。还有准备着每次会议的便当的斉藤和帮我们改文章的

前辈…… 

真的非常感谢你们！ 

这学期我登陆了许多课程，我觉得最难的是一门叫“相手に伝える文章表現”的课。但是老师超级好人，教了我们很多很多实用的文

末表现。对于擅长写日语论文的大神们来说，这些都或许是不值一提的事情。但是对于我这种菜鸟来说，简直是非常有用。国内大

学暂没有这样的课程，或许这也是在这边学习的魅力吧！ 

我将来希望从事日语学习的工作，做日语老师也好，做日语翻译也好。我认为日本人的生活方式和自己的生活方式挺吻合的，所以

我希望以后来日本这边读硕士或者找工作。自己也会加强以后日语的学习！一起加油吧！ 

最后的派对也非常棒啊，有很多好吃的！托老师的好运，我也拿到一个小零食。说真的，日本的小零食什么的真的很好吃！我感觉，

现在的自己站在舞台上也没有之前那么紧张了。以后我也会好好努力的！这半年，感谢你们的照顾与陪伴！ 

■□■□■□■ 学生レポーター チン センイン ■□■□■□■ 

 

 

 

  



■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 81 号 ■□■□■□■ 

「有意義な半年だった」チャン ジュンハオ 

 皆さん、こんにちは。時間が過ぎるのがちょっと早すぎると思わないか。ある人達にとって、まだ半年を残っている。一方、私と同じ、今

学期で卒業する人も少なくないだろう。今回は最後の記事として、私は、これまでの早稲田の毎日を再び思い出したいと思う。当初、何

のために、「留学」という道を選んだのか。私は、夢を叶えるために、この道を選んだのだ。この半年、短い間だったが、様々なことを学

んだ。もちろん、留学の目的は知識を身に付けることである。しかし、実際に来た後、知識以外のことは意外に多かった。一人暮らしか

らびっくりするような体験まで、ここでの毎日は新たな挑戦ではなかっただろうか。 

 そんな中、早稲田大学の日本語教育は日本一を誇ることが分かった。留学では、多くの金と時間がかかるため、最善のものを選ぶこ

とは常識だと思う。例えば、惠谷先生の授業「日本語文章のルール」は、本当に役に立った。日本語の基本を身に付けられないなら、

上手になるのは有り得ない。私は、これから大学に進学する予定だから、多くの関連授業を選んだ。進学することを考えたら、毛利先生

の授業「大学・大学院進学に向けての文章表現：志望理由書と研究計画書」は必修だと思う。特に、日本語ライティングに大変助かった。 

 最後に、どこでも聞くあいさつだが、皆さん、今後何をしても頑張ってください。この半年、皆さんと一緒に自分の生活をシェアしたのは

大変楽しかった。今は私たちにとって、終わりではなくて、始まったばかりだと思う。 

 Hey, guys! I guess this will be the last time you see my post here. Time flies, isn’t it? Some of you all may still left another semester to 

go through. But I believe lots of you all are drawing to a close just like me. This time around, I would like to go through my life from that 

very beginning once again as my last post here. Do you still remember why you choose to go on this path? If someone ask me, I will say 

because I want to achieve my dream. Yes, simple as that. This half year might seem quite short, but it’s also true that I have learned so 

much here. Of course, getting that knowledge is always the main purpose and objective we come for. But people often realize after they 

have experienced themselves that overseas study is not just about knowledge, but so many more. From living alone in this unfamiliar 

country to that first ever experience whenever you try out something new. Everyday could be new challenge for us. 

 Throwback to then, I was somehow awarded that Waseda is one of the best when comes to Japanese education. If you are already 

knowing that you are going to invest so much time and money in order to pursue this dream, why don’t select the best one? The class 

such as” Discourse Grammar in Japanese” was so useful which I couldn’t find elsewhere. If you cannot even have the foundation of 

Japanese, how to master it then? If you are same as me who have decided to pursue further study here, I will definitely recommend you 

the class “Expressions and Mechanics for Academic Writing: personal statement and research proposal”. Trust me it will make much 

different on your Japanese writing skill. 

 Finally, I have to say what people always say when comes to farewell. All the best to the next chapter of your life! Last but not the 

least, it is my pleasure to share about my life in Japan to all of you for past few months. This will not be an end, but the point where we 

start. 

■□■□■□■ 学生レポーター チャン ■□■□■□■ 

 

 

 

  



■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 82 号 ■□■□■□■ 

「振り返り」リュウ ショウヨウ 

 今学期の最後の日、帰宅する電車の中で、秋から冬にかけて徐々に短くなっていくことに気付きました。初めての海外留学そして来

日してから半年が経ったことを実感するとともに、この半年間どんな体験や収穫があったのか、ということを振り返りました。 

 一つ目の体験は WID 所沢という早稲田大学の学生寮での生活です。大学からは電車と徒歩で約一時間ほどかかります。日本語があ

まりうまくない私に対して、寮長さんと寮母さんは「いってらっしゃい」「おかえりなさい」と家族のように接してくださいました。また寮生の

多くは日本人ですが、流行り言葉を知らない私にいろいろな流行り言葉を教えてくれました。寮生たちが交流したり、頑張っていたりす

る姿には活力を感じます。この WID 所沢はまさに私の第二の故郷というにふさわしい場所だと思いました。 

 次は、CJL の学生レポーターになったことです。毎月の例会で、先生がよく強調していたのは「楽しんで考え、楽しんで記事を書く」とい

うことです。そして、同じ理念を持って、授業の復習の時、もう一回日本語の授業の内容を記録し、観点を書き出すという習慣をつけま

した。 

 最後に、早稲田大学の授業の担当の先生と友達に「ありがとうございます」を言いたいです。みんなの国籍と年齢が違っても、先生と

協力し、積極的にグループワークに参加したことがすごく嬉しかったです。たぶん、大学を卒業後、もう一度早稲田大学を選択し、早稲

田の大学院に入るつもりです。早大の雰囲気が大好きだから。 

在这学期的最后一天，当我坐着回家的电车，不经意间望着窗外，突然发现白昼已经从刚刚来日本时的九月最长期渐渐变短。的确

是啊，我已经来日本将近半年了。而这对于首次出国留学的我而言，我也一直在思考，这一期间我有了怎样的体验呢，又收获到了

什么呢。 

首先，很幸运的是，我能够住进早稻田大学专属的宿舍——WID 所泽。宿舍位置虽然位于埼玉县，坐电车加上走路大约要一个小时，

给人的感觉很远。但是这半年下来，我还是觉得很满足。寮母，寮长没有因为我是外国人，日语说得不够流利就忽视了我的存在。刚

住进来的时候，一直问我有没有适应，有没有想家。平日里他们永远像家人一样热情地对我说“欢迎回来，注意安全”一类的问候语，

每次都会觉得很感动。同时，宿舍的同学中日本人占大多数，起初我听说日本年轻人会不会因为我不太会青少年用语而远离我啊，

而实际上，大家不但没有这样，反而主动教我一些词的用法，同时还遇到了正在学习中文的小伙伴，大家一起交流，一起努力的场

景一直让我觉得干劲十足呢。我一直认为，这里就像是我的第二个家。 

其次，是成为 CJL 小记者这件事给了我很大的启发。在每一次的例会上，老师们都在强调：要享受地去思考，享受地去写作啊。于是，

怀着相同的理念，我也养成了在复习的时候也努力用日语对课堂内容进行第二次复述，并试着问问自己对学过知识的感想这一习

惯。 

最后要感谢在早稻田大学老师和小伙伴们。大家虽然国籍不同，甚至年龄差别也很大。但在课堂上大家都积极地参与合作学习，使

我很受鼓舞。我想，等到大学毕业之后，我还是会选择来早大读大学院吧。因为真的很喜欢这里平等、包容的气氛啊~ 

■□■□■□■ 学生レポーター リュウ ■□■□■□■ 

  



■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 83 号 ■□■□■□■ 

「振り返り」ヒ メイキョク 

 皆さん、こんにちは! ヒです。 

とても残念なことですが、今回の記事は私が早稲田大学の学生レポーターとしての最後の記事になります！ 

この半年間を振り返って見ると、より良い記事を書くために、いろいろなことを体験し、とても勉強になりました。授業や先生たちとのラン

チミーティングの時に、いろいろな貴重なアドバイスをいただきました。とてもありがたいです。学生レポーター活動を通じて、もっと有意

義な留学生活を過ごすことができたので、大変嬉しかったです。最後の修了パーティーに学生レポーターの仲間たちを代表し、留学生

に挨拶したこともとても光栄でした。皆さん、この半年間、ほんとうにお世話になりました!もう皆さんとお別れですが、皆さんが今より元

気でいられますように! 

自分も学生レポーターとして、今まで積んできた経験を生かして、これからの日本語の勉強にもっと力を入れたいと思います。 

 いつか、また早稲田大学で会いましょう！ 

大家好！ 

虽然非常遗憾，这回的记事是我作为早稻田大学学生记者的最后一篇记事！ 

回顾这半年，我为了写出更好的文章，经历并体验了很多，最后也学到了很多。在课堂里和与老师们的午餐会中，也得到了很多宝

贵的意见。真的非常感谢。通过学生记者的活动，度过了更加有意义的留学生活，真的非常开心。能够在最后的毕业晚会里，作为学

生记者的代表上台演讲，我也感到非常的光荣。这半年，真的感谢大家对我的关照。马上就要与大家分别了，也请大家在今后的日

子里多多保重！ 

我也会讲这段学生记者的经验积累起来，活用在今后日语学习中！ 

如果有机会的话，让我们再次在早稻田相遇吧！ 

■□■□■□■ 学生レポーター ヒ ■□■□■□■ 

 

 

  



 

 

■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 84 号 ■□■□■□■ 

 

プログラムが終わって、帰国してからもう一週間くらい経ちましたが、日本で滞在した一年間の生活は昨日のことのように頭の中に思い

描かれています。日本に来たばかりの時、知らない土地や習慣にどんどん慣れてきて、とても貴重な経験を積みました。 

授業であった先生やクラスメイト、インターンの時働いた会社、友達になった外国人、もちろん学生レポーターの経験、今まであった

色々な人や体験したことを全部大切にして記憶に保存しています。特に今学期、学生レポーターになって、好きな美術館や旅行の時撮

った写真とか、faceboook をプラットフォームにして、自分の目で見つけた日本の一面を、他の CJL に所属している学生とシェアできて、

達成感が体に満ちました。もちろんその過程に、先生が私で書いた文章を直してくれたのも、日本語の勉強になりました。 

今ふりかえってみると、この一年間、私の日本語能力が最初の時よりすごく向上してきました。これから出身大学でさらに真面目に勉強

するとともに、日本でできた感性や知識を活かして努力したいと思います。 

距离项目结束回国，已经一周左右的时间了，但在日本的这一年的生活仍然历历在目。 

比起刚来日本时对于这里的街景和风俗都不甚了解，后来渐渐习惯，觉得这是一份很宝贵的经验。无论是课堂上遇见的老师同学，

还是实习公司，认识的外国朋友，还有作为学生记者的经验，这些东西我都非常认真地保留在记忆力。特别是这学期我成为学生记

者，通过 facebook这个平台与其他 cjl 的朋友分享我喜欢的美术馆和我拍的照片，我觉得很有成就感。当然在这个过程中，还有老师

为我修改作文，这也成为了我学习日语一个非常重要的经验。如今回顾这一年，我的日语水平比起最初，有了很大的进步，从今以

后我也会在努力学习的同时，将在日本体验和学习到的东西活用起来~ 

 

■□■□■□■ 学生レポーター ソン■□■□■□■ 

 

 

  



 ■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 85 号 ■□■□■□■ 

 皆さん、こんにちは。シンジャクリンです。早稲田大学での留学生活はもう半分終わって、この記事も私の学生レポーターとしての最

後の記事になります。日本に来る前、私はすでに中国の大学で日本語を二年間勉強していたのですが、日本に来たばかりの時、日本

語での会話が全然できませんでした。言語というものは、本当に応用しなかったら上手になれません。今、私は自分の日本語に対して

まだ十分な自信がありませんけど、５か月前と比べて、もう大きな進歩がありました。日本語教育研究センターの先生たちは全部日本

語で教えてくれて、学生たちも日本語で質問に答えたり、発表をしたりします。授業以外も、いろいろな日本語を勉強する機会がありま

す。例えば、サークル活動で日本人の友達と日本語でしゃべることや外国人向けの日本語ボランティア活動に参加することなどです。

こんなに豊かな活動は自分の国にはありません。授業とこれらの活動を通じて、私はもっと日本語を練習する機会を得ましたから、日

本語もどんどん上手になりました。 

 言語というものは、世界に通じる橋です。新しい言語を学んだら、新しい世界の扉が私たちの前に開きます。日本語をわかるようにな

ったあと、私は日本の文化にもっと深い理解を得て、日本語を使う人と交流できるようになりました。日本語がわからなかったら、それは

無理です。言語はとてもすばらしいものではありませんか。皆さんも、日本を知りたかったら、ぜひ日本語を学んでみてください！それに、

上手になりたかったら、日本に来るのは絶対に一番いい選択ですよ！ 

 私の記事を最後まで読んでくれて、本当にありがとうございます！私はこれからも日本語を上手に使えるようになるために頑張りま

す！ 

大家好，我是甄若琳。在早稻田大学的留学生活已经过去了一半，这也是我作为学生记者写的最后一篇文章了。在来日本之前，虽

然我已经在中国的大学学习了两年的日语，在刚来日本的时候，我也完全没有办法使用日语来对话。语言这种东西，如果不真正运

用的话是没有办法得到提高的。虽然我现在也对自己的日语没有十分的自信，但和五个月前相比，已经取得了很大的进步了。日语

教育中心的老师们都用日语给我们讲课，学生们也用日语来回答问题和演讲。除了课堂之外，还有各种各样学习日语的机会。比如，

在社团活动中和日本朋友用日语聊天，以及参加面向外国人的日语志愿活动。这些丰富的活动在自己的国家是没有的。通过上课

和这些活动，我得到了更多练习日语的机会，日语也变得越来越好了。 

语言可以说是通往世界的桥梁。学习了新的语言的话，新的世界的大门也会在我们面前打开。我在懂得日语之后，对日本文化有了

更深的理解，也可以和使用日语的人交流了。如果不懂日语的话，那都是不可能的。语言是一种非常棒的东西不是吗。大家如果也

想要了解日本的话，一定要试试学日语！如果想要把日语学得更好，那么来日本绝对是最好的选择！ 

非常谢谢大家能够把我的文章看到最后。我从此之后也会为了能更好地应用日语而努力的！ 

■□■□■□■ 学生レポーター シン ジャクリン■□■□■□■ 

 


