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■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 86 号 ■□■□■□■ 

 こんにちは、はじめまして。私は中国の広東省から来たリュウ ショウウです。現在、私は早稲田大学日本語教育研究センター（CJL）

に所属している学生です。これからどうぞよろしくお願いします。 

 私は早稲田大学で勉強できることに誇りを持っているため、皆さまにここでの留学生活をシェアしたく、より多くの人々に早稲田の魅力

を伝えたいです。それで、先週 CJL の学生レポータ―になりました。不足のところがあると思いますが、許してください。 

 本文は学生レポータ―としての初めての記事です。 

 また、私は撮影することが大好きで、常にカメラを持って写真を撮っています。それは私にとって、画像を通し、自分の生活の様々なこ

とを記録した後で、他の人にきちんと伝えるものだと思っています。東京に来て以来、様々な初めてのことを記録しており、はじめて雪を

見たこと、はじめて満開の桜を見たことなどです。文字を書くという記事も同じようなものだと考えています。それはある媒介を通し、生

活の様々なことを記録することではないでしょうか。 

 では、この風薫る季節から、私に早稲田の魅力を伝えさせてください。 

 

 大家好，初次见面，我叫刘翔宇。现在是早稻田大学日本语研究中心（CJL）的学生。请大家多多指教。 

作为留学生来说，能够在早稻田大学学习，我感到非常幸运与自豪。我希望向大家分享在早稻田留学的点点滴滴，也想向更多的人

传达早稻田的魅力。因此，在上一周我成为了CJL的学生记录员。不过，我想自己也许会有不足的地方，请大家多多体谅，今后会在

这里用心地写每一篇记事。这篇文章将会是我的第一篇记事。 

我喜欢摄影，时常会抱着相机去记录自己的所见所闻。摄影对我来说，就像是用图像的形式帮我们记忆并向别人传达自己生活的

一件事吧。来到东京后，我也记录了很多初次遇见的事，初次看见雪、初见看见盛开的樱花等等。而用文字记录的记事，我想应该也

是一样的，它也透过某种媒介来做着这件事吧。 

那么，从这个和风轻拂的初夏开始，请让我为你们传达早稻田的魅力吧。 

■□■□■□■ 学生レポーター リュウ ショウウ ■□■□■□■ 

 

 

  



 

 

■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 87 号 ■□■□■□■ 

こんにちは、韓国から来たイ・ジョンスと申します。元々、日本地域学が専門ですが、日本語の会話の勉強のため、今学期、早稲田日

本語教育研究センター（CJL）に来ました。CJL のこのフェイスブックページに韓国語の記事がとても少ないことが気になって、学生レポ

ーターに応募することにしました。一学期という短い時間ですが、なるべく楽しみたいと思っています。色んなことについて記事を書くの

で、皆さんこれからどうぞよろしくお願いたします。 

 

안녕하세요. 이번 학기를 와세다 CJL 에서 공부하게 된 한국외국어대학교 일본어대학 융합일본지역학부 4 학년 

이정수라고 합니다. 늦은 나이에 교환학생을 온 만큼 와세다의 생활을 최대한 즐겨보려고 합니다. 최근 글을 보니 한국인 

학생 리포터가 많이 없어서 지원하게 되었습니다. 제 글을 보고 와세다 CJL 에서 공부하기를 희망하시는 학생분들이 

많은 정보를 얻어가셨으면 좋겠습니다. 와세다 학교 생활 및 주변 정보에 대한 내용을 중심으로 기사를 쓸 계획이니 

재미있게 읽어주시면 감사하겠습니다. 

■□■□■□■ 学生レポーター イ ジョンス� ■□■□■□■ 

 

  



 

■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 88 号 ■□■□■□■ 

皆さん、初めまして！台湾出身のヤンジェルーと申します。 

私のことユヤって呼んでください。(‘ω’) 

春学期から早稲田大学日本語教育研究センターの学生レポーターの一員として、自分自身が感じる早稲田の素晴らしさを Facebook で

皆さんに伝えたいと思います。楽しく読んでもらえると嬉しいです。 

私は高校の時から日本語学科を選んで、大学を卒業するまで(大学も日本語学科)ずっと日本語を勉強しています。この数年間、日本

語の勉強をし続けていたら、スランプに陥ってしまいました。その理由はあまり日本語で話す機会がなかったからです。そんな時に、思

わず「もう私の日本語力はこれ以上伸びないんでしょうか...」と思って、私は日本語を毎日使う環境を作りたいと思って、日本語をもっと

上手に話せるようになるために、日本に留学してきました。（日本語教育と歴史に興味があるのは別の話ですが（笑）） 

普段の趣味は歌を歌うことで今学期、早稲田のバンドサークルに入っています。５月２６・２７日に新歓セッションがあるので、写真をとっ

たらまた皆さんにシェアします☆ 

ちなみに、今回の写真はゴールデンウィークに親友と振袖体験をしたときの一枚です。 

では、これからよろしくお願いします！次回の記事もどうぞお楽しみに！ 

大家好！初次見面！我是來自台灣的楊潔茹，可以叫我 YUYA！(‘ω’) 從這學期開始我將作為第７期早稻田大學日本語教育研究

中心的學生記者的一員， 

與各位分享我在早稻田親身體驗的點點滴滴留學生活，如果大家能開心讀到最後我會很高興！我從高中時就就讀日文科，直到大

學畢業（大學也唸日文系）為止一直都在學習日文。 

但在這幾年，我感受到了瓶頸。因為平常能說日語的機會實在太少了。 

這時我開始思考－「要怎麼樣才能讓自己的日文程度更上層樓。」我想要一個能讓自己每天都能說日語的環境。由於這樣的契機，

促使了我來到日本留學。 

另外，雖然是題外話，但我對於日語教育以及日本史也都非常有興趣（笑） 

因為我平常的興趣是唱歌，這學期我加入了早稻田的音樂社團，在５月２６日、２７日的時候社團將會舉辦迎新演出，之後我會再與

大家分享樂團表演的照片☆ 

順帶一提，這次的照片是我在黃金週時與朋友體驗振袖和服時所拍攝的其中一張照片。 

之後也請大家多多指教了。也敬請期待下回的生活記事哦。 

 

■□■□■□■ 学生レポーター ヤン ジェル― ■□■□■□■ 

 

 

 

 

  



■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 89 号 ■□■□■□■ 

皆さん、普段はどうやって日本語の勉強をしていますか？早稲田でこの 2、3 か月は毎日とても充実していて、勉強スケジュールをちゃんと立てないと、課題とクイ

ズに追われてしまいます。私は春学期 14 科目を履修していますから、月曜日から土曜日まで授業があって、授業が終わったら、必ず課題とクイズがあります。そ

んな時に、時間を無駄にせず、効率的な勉強法がとても大事だと思います。早稲田で文房具や教科書を買おうと思ってる時、生活協同組合ライフセンター（以下

略称〔生協〕）は学生の味方です！生協ではなんでも買えますから、便利な文房具やノートなどがもちろん売ってますよ！ 

今回紹介したいのはこの 2 点です！「スマホで暗記」と「手ぶらで暗記」です！今の時代は PC よりスマホですね！皆さんは何かを暗記したり覚えたりするときにノ

ートに何度もその単語や内容を書いて覚えようと努力したことがあると思います。でも、それは大変な時間がかかります。まず、「スマホで暗記」を紹介します。 

私は今学期「擬態語マスター」という授業を受けています。その授業は毎回擬態語のクイズがあります。私の勉強方法は先生が配ったプリントの擬態語の部分を

暗記用マーカーでマーキングして、「スマホで暗記」のアプリをダウンロードして、アプリに取り込みます。アプリで読み込むと擬態語の部分はマスキングされます

（写真のように）！タップすると答えが見えます！これを使ったら、ノートに書かなくても、暗記できます！ 

もう一つ紹介したいのは、「手ぶらで暗記」です！これはどんな用途があるでしょうか？「漢字の世界を広げる」という授業があって、毎回の授業の始まりはクイズ

を行います。範囲は 80 個の漢字です！多いから、いい点数を取るには、覚えなければなりません。この使い方は「スマホで暗記」と大体同じです。暗記したい単語

を専用ノートに書いて、専用アプリをダウンロードして、アプリに取り込むと一気に 12 枚のオリジナル単語カードが出来上がります！私はいつもバスでスマホを使

って、アプリに取り込んだ単語カードで反復学習しています！ 

もし興味があれば、生協に行ってみてくださいね！では、次回の記事もどうぞお楽しみに！ 

大家平常都是怎麼學日文的呢? 

我在早稻田的這兩三個月，每天都過得非常充實。如果不好好訂定讀書計畫，幾乎要被課業給淹沒了。 

由於我在春季的這個學期總共修了 14 個學分的課，所以從週一到週六都要上課。各科的老師都是非常認真的老師，課堂結束後都一定會出作業。 

這樣的情況下，能善用時間、有效率的讀書方法就顯得更為重要了。在早稻田要買文具或課本的時候，生活合作社（以下簡稱為合作社）就是學生們的好夥伴

了！ 

在合作社，什麼都買得到，便利好用的文具和筆記本當然也不在話下囉。這次就來為大家介紹其中的 2 種商品。分別是「手機默背」與「空手默背」。 

現在的時代，比起個人電腦，手機變得更為泛用了呢。 

大家為了背些什麼或記些什麼的時候應該都有過在筆記本上不斷重複抄寫的經驗吧。但這樣的動作也非常耗時。首先為大家介紹「手機默背」。 

我這個學期選修了「擬態語大師」這門課，而這門課每次上課都會有擬態語小考。 

我的念書方法是，先在老師發的講義上的擬態語用「默背用馬克筆」做記號，再下載 APP，把做記號的內容載入到 APP 中。之後把 APP 打開就會發現用馬克筆

塗過的擬態語都被遮了起來（像照片那樣）。然後只要動手一點，就能看到解答囉！使用這個的話，不用反覆抄寫也能背書。 

接下來要介紹的是「空手默背」。這個的用途是什麼呢？ 

其實是有一門叫做「拓展漢字的世界」，每堂課都是一上課就馬上進行小考。 

考試範圍多達 80 個漢字，其實還滿多的，要考高分的話還是得好好背熟才行。「空手默背」的用法跟「手機默背」其實大同小異， 

先把要背的單字寫在專用筆記本上，再下載 APP，將筆記載入 APP，就能一次完成最多 12 張的單字卡！我自己在坐公車的時候就常常用這個 APP在背單字。 

大家如果有興趣的話，可以去一趟合作社看看哦！ 

下次的記事也敬請期待！ 

■□■□■□■ 学生レポーター ヤン ジェル― ■□■□■□■ 

 

  



■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 90 号 ■□■□■□■ 

「早稲田キャンパスの中で勉強できるスペース」 

 

今日は早稲田キャンパスの中で勉強できるスペースについて紹介させていただきます！CJLの授業は主に２２号館で行いますが、２２号館の３階の読学室以外に

も勉強できるところがたくさんあります。 

【２２号館地下１階コンピュータ自習室】 

早稲田キャンパスで２４時間開いている唯一の所です。早稲田メールを入力すれば、コンピュータが使えます。コピーはできませんが、印刷は無料でできます。た

だし、自分の印刷用紙は自分で持ってくる必要があります。２２号館が閉まった後は、地下駐車場を通って行けます。 

【中央図書館】 

中央図書館は２２号館の近くにあります。夜１０時まで開いているので、私も度々行きます。基本的に、２階と３階に自由に勉強できる席がありますが、充電もでき

る席は３階にあります。地下には、研究員向けの個別部屋がありますが、ここは予約制度があります。予約がない場合は、学部生も使えますが、私はまだ使った

ことがありません。そして、地下は午後７時に閉まります。 

【１１号館２階】 

SILS の学生なら１１号館で授業をたくさん取ると思います。１１号館の２階に、所属学部に関係なく入れる所があります。でも、ここはグループスタディーをする所な

ので、そんなに静かな所ではありませんので参考にしてください。他の人と一緒に使える広い机が沢山ある所だから、広い空間が要る時、行ってみてください。 

【７号館 W-Space】 

７号館の１階に W-Space という所があります。ここもグループワークをする所です。ついたてもちゃんとあるし、コンセント、コンピュータ、ホワイトボードなどもある設

備が良い所です。この前、W-Space を通り過ぎた時、畳があって、和室みたいな空間も見ました！１１号館の２階と同じように、そんなに静かな所ではありません

から、参考にしてください。 

 

今回は撮影の制限があって、写真は一部に限定しています。申し訳ございません。今回の記事が、これから CJL に来る学生のみなさんに役立つことを望んでいま

す！ 

오늘은 와세다 캠퍼스에서 공부 할 수 있는 곳을 소개해 드리겠습니다. 대부분의 CJL 수업이 22 호관에서 이루어지는데, 22 호관 3 층 독학실 

이외에도 공부 할 수 있는 곳이 꽤 있습니다.  

[22 호관 지하 1 층 컴퓨터실] 

와세다 캠퍼스에서 유일하게 24 시간 개방하는 공간입니다. 와세다 포털 아이디를 입력하면 사용할 수 있습니다. 복사는 못하지만 종이를 

가져가면 무료로 프린트도 할 수 있습니다. 22 호관이 닫는 시간 이후에는 지하주차장과 연결되는 야간출입구를 통해 이용하시면 됩니다. 

[중앙도서관] 

중앙도서관은 22 호관에서 매우 가까운 곳에 위치해 있습니다. 밤 10 시까지 열기 때문에 제가 가장 많이 이용하는 곳이기도 합니다. 기본적으로 

2 층과 3 층에 자유롭게 공부 할 수 있는 곳이 있습니다. 저는 주로 충전을 할 수 있는 3 층을 이용합니다. 도서관 지하에 연구하시는 분들을 위한 

개인실이 있는 공간도 있는데, 이곳은 기본적으로 예약제이고, 예약이 비어있으면 쓸 수 있지만 저녁 7 시면 닫아서 저도 아직 한 번도 못 써본 

공간입니다. 

[11 호관 2 층] 

SILS 학생이시면 11 호관에서 수업을 많이 듣게 되실텐데, 11 호관 2 층에 소속 학부에 상관없이 출입이 가능한 곳이 있습니다. 대신 이 곳은 

정숙하고 공부하는 곳이 아니라 팀플을 위한 곳이라고 할 수 있습니다. 팀플하기 좋은 넓은 책상들이 많은 공간입니다. 

[7 호관 W-Space] 

7 호관 1 층에 W-Space 라는 공간이 있습니다. 정말 팀플을 위한 곳으로 칸막이도 쳐서 있고 충전도 할 수 있고 시설이 굉장히 좋은 곳입니다. 

지나가다가 일본 다다미로 이루어진 팀플 공간도 봤습니다. 11 호관과 마찬가지로 팀플을 위한 곳이어서 조용한 곳에서 공부하기에는 적합한 

장소는 아닙니다. 

내부 촬영이 금지된 공간이 많아서 이번 기사는 사진이 아쉽네요. 이번 기사가 CJL 에 공부하러 오시는 분들께 많은 도움이 되었으면 좋겠습니다! 

■□■□■□■ 学生レポーター イ ジョンス ■□■□■□■ 

 

 

  



■□■□■□■ CJL学生レポーター記事 第 91号 ■□■□■□■ 

皆さん、こんにちは、学生レポーターのリュウ ショウウです。一ヶ月間お久しぶりです。お元気ですか。現在、5 月が明けて、6 月に入ってから、東京では、天気が

ぐっと熱くなっていく。皆さんの町はどうですか。 

早稲田大学日本語教育研究センター（CJL）の日本語科目の授業に興味がある人がいるかもしれないと思う。この度、私は CJLの授業システムに基づいて、さらに個人

の経験を加えて、授業について、以下の二つを紹介したい。文章はやや長いと思うが、最後まで読んでもらえたら嬉しい。 

まず、全体的に紹介する。早稲田大学日本語教育研究センターとは、早稲田大学における全ての日本語教育を一元的に担う学内機関で、国内最大規模を誇る日本語教育

研究センターだ。それから、CJLの常設プログラムは日本語プログラムと短期日本語集中プログラムがある。 

次に、CJLの学生として、CJL日本語科目と他学部のオープン科目が履修でき、科目を自由に選択し、自らの時間割が作れる。これから詳しく説明する。 

日本語科目は総合日本語、集中日本語、入門日本語、漢字科目、テーマ科目の 5つに分かれ、授業は 8つのレベルがあり、ゼロから上級まで含まれている。もし日本語

を読む、書く、聞く、話す技能を総合的に鍛えたい場合は、総合日本語と集中日本語（1-2 レベルのみ）を勧める。けれども、全ての技能は同じレベルに制限されてい

るので、例えば、3レベルの総合日本語を選べば、読むや書くなどの技能も 3レベルに限る。その一方、テーマ科目は個別の日本語技能を伸はしたい人と日本語技能以

外のことを学びたい人々の為に役に立つと思う。口頭表現、文章表現、聴解、読解、文法、語彙、社会と文化、アカデミック日本語、ビジネス日本語の 9のカテゴリが

あり、しかも、250科目以上を保有し、自分のレベルと興味に合わせて柔軟に履修できる。例えば、J-CATという試験を受験した結果は 5レベルになったが、聴解に自

信がなければ、3 レベルの聴解科目は選べるが、読むことに自信がある人は、6 レベルの読解の授業も選べる。日本語の 4 技能の向上を目指すものとは別に、日本の伝

統と現代の文化、社会、ビジネスに関するテーマもある。また、早稲田大学の日本語教育研究科の教授たちや各領域の専門家（辞書を編集する学者や日本語専門教師な

ど）も、CJLの教師として教えている。従って、教育の質も確保することができていると考える。 

次に、他学部のオープン科目とは、学部の学生と一緒に勉強することである。主に日本人の学生が履修する授業なので、授業の内容は容易とは言えなく、十分な日本語

能力を身に付けなければいけないと思うが、CJLと違う学習の雰囲気を実感したく、学部の知識を教えてもらいたく、その上、自分に挑戦する人がいれば、この授業を

勧めるよ。総合日本語や漢字科目も、他学部のオープン科目も、皆さんはそれぞれ科目を組み合せて自らの時間割にできる。 

今度の記事はここまでです。読んだうえで、日本語プログラムの授業に概ねの理解ができればうれしい。さらに、詳しい情報を希望する方は、以下の資料参考のリンク

をクリックしてほしい。また、長い文章を読んでくれてありがとう。では、CJLに来て勉強するのを期待しています。どうぞよろしくお願いします。 

 

大家好，我是本期的学生记事员刘翔宇。一个月不见，大家过得怎么样。现在 5月也已经结束了，时间很快来到了 6月。东京的天气也一下子变热了，大家的城市怎么样呢。 

或许有对于早稻田大学日本教育研究中心（CJL）的课程有感兴趣的人。所以，这一次我将基于 CJL 的教育体系以及结合自己的个人经验，为大家做一下两个方面的介绍。

文章稍微有些长，如果大家能够读到最后的话我将非常高兴。 

首先，我总体介绍一下 CJL。早稻田大学日本教育研究中心是担当早稻田大学所有的日本语教育的校内机构。在日本国内可以说是规模最大的日本语教育机构。其中常设的

项目有日本语教育项目和短期日本语集中项目这两个项目。 

其次，作为 CJL 的学生，我们可以履修的有 CJL 的日本语科目和其他学部的开放科目。大家可以根据自己的情况，自行选择科目，组成属于自己的那一份独一无二的课程

表。接下来为大家详细讲解。 

日本语科目分为综合日本语、集中日本语、入门日本语、汉字科目、主题科目等 5个类别。而且，根据早稻田大学的 J-CAT的系统分级，所有科目分为 8个等级，涵盖了零

基础到高级的课程。大家可以以此为基础，自行选择想学的科目。如果你想全面地锻炼自己的听说读写等日本语技能的话，我推荐你选择综合日本语和集中日本语（只限于

1-2级）。但是，由于这两个科目的各项日本语技能都是在同一个级别的，比如说你选了 3级的综合日本语的话，听说读写等内容也几乎限定在 3级。与其不同的是主题科目，

我认为这个类别的科目是针对想提高自己个别的日本语技能和学习日本语以外的人而设立的。分为口头表现、文章表现、听力、阅读、文法、词语、社会与文化、学术日本

语、商务日本语等 8 各方面，而且设有 250 门以上的课程，大家可以大家根据自己的等级与兴趣，灵活地选择自己想学的科目。比如，根据 J-CAT 的测试，你的等级为 5

级的情况，但是你对自己的听力没信心的话，可以选择听力 3级课程，对自己的阅读有信心的话，可以选择阅读 5级的课程。在这里，不仅可以学习到日本语的技能，也可

以学到诸如日本文化、社会方面的内容。另外，CJL的教师团队由早稻田大学的日本语教育研究科的教授们以及各行各业的专家（如编辑字典的学者、日本语教育的专门教

师等）组成的，因此，可以保证学习上的质量。 

关于其他学部的开放科目，这是与学部的学生一起学习的一种科目。课堂上主要是日本学生为主，讲课的内容也并非简单，如果没有很好地日语能力的话是有一定困难的。

但是，希望体验 CJL 不同的教课氛围，希望学习到学部的知识的话，同时希望自我挑战的同学，我推荐去选修开放科目。不管是综合日本语科目也好，汉字或者其他学部

的开放科目也好，可以自行将自己选择自己想选择科目，组成自己的课程表。 

本次的记事到这里就结束啦。如果读完之后，对于 CJL的科目有一定了解的话，我会非常高兴的。另外，如果希望进一步了解的人的话，可以点击以下的资料参考的网址。

谢谢大家读完这篇文章。在这里，我将非常期待大家能够来到 CJL和我一同学习。下次见！ 

 

写真：一部の教室と CJLにある早稲田大学 22号館の風景 

参考資料： 

1. 早稲田大学 日本語教育研究センター ホームページ https://www.waseda.jp/inst/cjl/ 

2. 早稲田大学 日本語教育研究センター「日本語科目 登録の手引き・講義要項」 

■□■□■□■ 学生レポーター リュウ ショウウ ■□■□■□■ 
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■□■□■□■ CJL学生レポーター記事 第 92号 ■□■□■□■ 

皆さん、こんにちは！ 世界人口の半数が注目しているサッカーワールドカップを観ていますか？ サッカー日本代表は本当にすごいですね！ 

私は 8年前からずっと応援していますので、今回も全力で応援しています！ 先週の日本 vsポーランドは 0-1で負けましたが、 イエローカー

ドの数で日本が 2大会ぶりの決勝トーナメントに進出しました！おめでとうございます！ 

ところで、早稲田はスポーツサークルがとても多いですね。有名人もいっぱいです。 その中で、100年以上の歴史を持っているのは、野球部で

す。「早慶戦」といえば早稲田大学と慶應義塾大学の対抗試合全般を指すものですが、やはり野球の早慶戦がメジャーです。  

 その早慶戦ですが、基本的に春の六大学リーグと秋の六大学リーグの 2回の早慶戦のことを指し、特に早稲田大学の多くのサークルが新入生

歓迎のイベントの一環として応援に来る春の早慶戦は空前の盛り上がりを見せます。 

 私も今年の春に初めて早慶戦を観に行きました。 試合会場に着いたら一気に緊張感が高まります！ 中に入ると、早稲田大学が出している選

手名鑑の小冊子と応援グッズセットが 500円で買えます。 小冊子の中に応援歌の歌詞や、「こういうチャンスにはこの応援を！」といった細か

い応援方法も載っています。 ちなみに、日本には「応援団」という組織があって、学校の運動会とスポーツ試合でよく見かけます。 「応援団」

とは学生服を着たリーダー部、華やかなチアガール、そして大迫力の吹奏楽団、この 3者を合わせて『応援団』と言っています。  

応援団の主導による、応援の練習が始まりました。 そのきっかけで初めて早稲田大学の「校歌」や応援歌「紺碧の空」などを歌いました。 そ

して、大変熱い試合展開となりましたが、最後の最後で惜しくも慶應に負けてしまいました。しかし貴重な経験を得ました。 

 では、次の記事もどうぞお楽しみ！ 

 

大家好！大家有觀賞全世界總人口約半數都在收看的世界杯足球賽嗎？日本的國家代表隊真的很厲害呢！我從 8年前就開始支持他們了，這次當然

也是全力為他們加油。雖然上禮拜日本對上波蘭的比賽以 0-1的比分惜敗了，但基於總黃牌數日本較優，日本隊爭取到了睽違已逾兩屆大賽的 16

強小組出線。真的是非常恭喜！ 

話說回來，早大也有許多的運動社團而且人才輩出。其中具有百年以上歷史的，就是棒球社了。雖然早大與慶應的各項運動比賽都泛稱為早慶戰，

但果然最主要還是指棒球的部分。 

東京六大大學春季聯賽以及秋季聯賽期間會舉行共 2次的早慶戰，特別是春季時作為迎新活動的一環，能看到空前的熱鬧盛況。今年春天我也第一

次去看了比賽。 

一到比賽現場就能感受到那種高漲的緊張感。500日元就能買到早大選手名錄的小冊子及加油小道具的組合，小冊子上不只加油曲目的歌詞，也寫

著什麼時候要喊什麼加油口號之類的細項說明。順代一提，在日本有一種叫作「應援團」的組織，不論學校的運動會或各種運動比賽上都非常常見。

所謂的「應援團」是由穿著學生制服的應援部、華麗的拉拉隊女孩們以及充滿魄力的吹奏樂團三者所組成。 

在現場由應援團主導，開始了應援的練習。以此為契機，我也第一次唱了校歌和應援曲目的「深藍之空」。熱血的比賽也隨之展開，雖然最後的結

果惜敗慶應但也是一次寶貴的體驗。 

下次的記事也敬請期待！ 

■□■□■□■ 学生レポーター ヤン ジェル― ■□■□■□■ 

 

  



■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 93 号 ■□■□■□■ 

 「シェアハウス」 

 ご存知の方もいらっしゃると思いますが、日本で部屋を契約する場合、在留期間が１年を超える必要があります。つまり、私のように、一学期だけ

交換留学に来る学生は１人暮らしの部屋の契約が出来ません。寮が提供されたら一番良いですが、半年だけ来る学生たちの多くはシェアハウスを

契約します。それで、今日は、日本でシェアハウスの契約を結ぶ時、注意すべき点と私のシェアハウスでの生活についてお話したいと思います。 

 まず、シェアハウスの会社を選ぶ時、信頼のある会社を選んでください。たまに、破産する会社がニュースに出ます。当たり前のことですが、大勢

の人が使っている会社なら安全です。私の場合は、最初、早稲田が日本でのハウジングについてメールで送ってくれた案内を見て連絡したところ、

早稲田の方からシェアハウスの会社と結び付けてくれました。 

 次に注意すべき点は、日本人向けのシェアハウスか外国人向けのシェアハウスか、それとも大学生向けか社会人向けかなどです。まず、日本人

向けのシェアハウスはプライバシーをすごく尊重して、実はビルだけが同じの１人暮らしの部屋だとみても良いです。ルールも厳しく、閑散とした中

で生活が出来ます。静かなことが好ましいなら、悪くないと思います。外国人向けのシェアハウスには私みたいな交換留学生やワーキングホリデー

で来た人が多いです。入居した人の国籍によって違いはありますが、特に、欧米の人が居ると仲良くなり易いし、家族のように生活が出来るという

長所があります。短所は、やはり、日本人の比率が低いので、日本語を使う機会が少ないということです。英語と一緒に日本語を使う機会もありま

すが、相手も日本語がペラペラではないから、深い対話は日本語では出来ません。そして、社会人向けより大学の近くにあって、大学生が主に入

居するシェアハウスを薦めます。毎日残業を終えて遅く帰宅する社会人よりは、大学生同士で過ごすほうが共感を呼び易いし、友達作りにもいいと

思います。 

 私は、外国人も入居できる早稲田の近くのシェアハウスに住んでいます。一緒に暮らしている友達が早稲田の学生だから、学校生活がたくさん助

けられました。時々、料理は未熟ではありますが、自分の国の食べ物を作って皆と一緒にシェアしたり、リビングで一緒に勉強もしたり、料理が面倒

な日は一緒に外食したりします。私は、最近、ここでの友達と北海道に旅行にも行ってきました！シェアハウス本当にお勧めです！ 

 아시는 분들은 아시겠지만, 일본에서 집을 계약하려면 체제기간이 1년 이상이어야 합니다. 즉, 저같이 한 학기 교환학생으로 오는 

학생들은 자취방을 계약 할 수 없습니다. 기숙사가 제공되면 가장 좋지만, CJL 소속 학생들에게 기숙사를 거의 제공해주지 않기 

때문에 반년만 오는 학생들은 대부분 셰어하우스를 계약합니다. 그래서 오늘은 일본에서 셰어하우스 계약할 때의 주의 할 점과 제 

생활에 대해 조금 알려드리도록 하겠습니다. 

 셰어하우스를 계약할 때 우선 믿을만한 업체로 고르세요. 간혹, 파산하는 업체들이 뉴스에 나옵니다. 사람들이 많이 사용하는 

업체로 고르시면 안전합니다. 저 같은 경우는, 처음에 와세다에서 보내준 하우징 관련 안내에 써있는 이메일로 연락했더니, 와세다 

측에서 셰어하우스 업체랑 연결 시켜줬습니다. 그 다음으로 고려하시면 좋은 것은 일본인용 셰어하우스인지, 외국인용인지, 

대학생용인지 회사원용인지 등입니다. 우선, 일본인들이 주로 이용하는 셰어하우스는 굉장히 개인의 생활을 중요시해서 사실상 

건물만 같이 사는 자취방이라고 보시면 됩니다. 규칙도 엄격하고 어떻게 보면 조금 삭막한 생활을 할 수 있습니다. 그러나, 조용한 

것을 좋아하신다면 고려해 볼만한 선택지라고 생각합니다. 외국인들이 주로 이용하는 셰어하우스는 저 같은 교환학생이거나 

워킹홀리데이로 온 친구들이 많습니다. 입주한 친구들의 국적에 따라 다르겠지만 서양권 친구들이 섞여있다면 친해지기 쉽고 

가족같이 생활 할 수 있는 장점이 있습니다. 단점이라면, 아무래도 일본인 비율이 적기 때문에 일본어를 사용하는 기회가 많지는 

않습니다. 영어와 같이 일본어를 쓰는 기회가 있기는 합니다만, 상대방 또한 일본어가 유창한 것이 아니기 때문에 일본어로 깊은 

대화를 하기에는 어렵습니다. 그리고 개인적으로 회사원들이 주로 가는 셰어하우스보다는 대학가 쪽에 있어서 대학생들이 주로 

입주하는 셰어하우스를 추천해드립니다. 매일 야근하고 방에 들어가서 뻗는 회사원들보다는 대학생끼리 지내는 것이 공감대 

형성하기도 쉬워서 친구 만들기에도 좋은 것 같습니다. 

 저는 외국인도 입주가 가능한 와세다 근처의 셰어하우스에 살고 있습니다. 같이 사는 친구들 대부분이 와세다 학생이라서 학교 

생활에 대한 도움도 많이 받을 수 있었습니다. 가끔은 미숙하지만 자기나라 음식을 요리해서 친구들에게 먹여주기도 하고, 같이 

거실에서 공부도 하고, 밥하기 귀찮은 날은 같이 외식도 하러 나갑니다. 저는 최근에 이 친구들과 홋카이도로 여행도 다녀왔답니다! 

셰어하우스 정말 추천 드립니다! 

■□■□■□■ 学生レポーター イ ジョンス■□■□■□■ 

 

 

  



■□■□■□■ CJL学生レポーター記事 第 94号 ■□■□■□■ 

皆さん、こんにちは。早稲田大学日本語教育研究センター（CJL）では、学生の日本語学習をサポートするために、支援制度・

施設を設けています。今回は個人的に大変有益な「日本語教育学生読書室」と「わせだ学生日本語サポート」を紹介したいで

す。 

 日本語教育読書室は、早稲田大学の多くの読書室の一つです。こちらの図書は主に日本語に関するものです。例えば、辞書

があります。和英辞書や国語辞書など、様々な日本語に関する辞書があって、日本語についての言葉を調べることができます。

また、問題集もあります。もし日本語能力試験（JLPT）や日本留学試験（EJU）を準備している方がいれば、こちらに来て勉

強できます。多様な問題集を保有していて、数台の CD プレイヤーも用意していますので、読解から聴解まで、試験に関する

全ての練習ができます。さらに、日本語の学習以外に、日本文化や日本社会に関する図書や新聞もたくさんあります。この中

で、特に『日本国勢図会』という図書を薦めます。これは日本の社会、経済情勢を表などで解説したデータブックです。読ん

だら、日本社会に対する理解を深めることができると思います。それ以外に、多種多様な図書があるので、これから、皆さん

もこちらに来て、自分に興味のある本を探して、読書室の魅力を自らで感じましょう。一つお願いがあります、読書室の図書

に書き込まないで，大切にしてくだい。 

 「わせだ日本語サポート」は、早稲田大学の日本語学習者を支援するために、CJL に設けられている制度です。日本語に関

する質問があったり、日本語の学習計画を立てるために、相談したかったりすることがあれば、こちらでアドバイスがもらえ

ます。個別に対応する制度を採用して、一人ひとりの声に耳を傾けます。それから、こちらは日本語が苦手な方々がよく相談

に来るところなので、もちろん日本語をうまく使えない方もいると思いますが、こちらには、日本語のほか、英語などの外国

語に対応できるスタッフもいます。また、こちらでは、様々な国際交流イベントなども紹介していて、さらに日本語学習等に

役立つ学内外の情報のチラシやパンフレットも用意しています。 

 皆さんに以上の二つの場所を強くお薦めします。ぜひ行ってみてください。 

場所：両方とも早稲田キャンパスの 22号館の 3階 

開室時間： 

・日本語教育読書室 

月曜－金曜 9:00-22:00  

土曜 9:00-18:00  

・わせだ日本語サポート 

2018 年 4月 6日（金）～2018年 7月 25日（水） 

火曜、水曜、金曜 12:00～17:30（最終受付は 17:00） 

ホームページ： 

日本語教育読書室：https://www.waseda.jp/inst/cjl/about/support/ 

 

 大家好，在早稻田大学日本语教育研究中心（CJL）里，为了对正在学习日本语的学生提供帮助，而设置有各种支援制度和设

施。这次，我将分别为大家介绍个人认为非常有帮助的支援设施和制度，日本语教育读书室和“早稻田日本语支援”。 

日本语教育读书室，是早稻田大学众多读书室当中的一个。这个读书室的图书是以日本语相关的图书为主的。比如，这里有许多

的辞典。日英词典，国语词典等各种与日本语相关的词典，大家可以通过这些图书去查询关于词语的内容。然后，这里也有许多

练习册。如果有备考日本语能力试验（JLPT）或者日本留学试验（EJU）的人，可以来这里学习。因为这里的各种各样关于考试

的练习册，也有录音机，可以从阅读到听力，全方位地进行考前的练习。还有，除了日本语的学习之外。这里也有许多关于日本

文化或者日本社会的相关图书或者报纸。在这之中，我特别推荐的是《日本国势图会》这本书。这是一本用图表等形式对于日本

的社会，经济形势进行解说的数据书。我认为读过之后，能对日本社会有更加深入的了解。除此之外，这里还有着许许多多的图

书，我希望之后大家可以自己来到图书室，寻找自己感兴趣的图书，也希望从这之中，发掘出图书室的魅力。但是，有一件想拜

托大家的事，就是希望大家在利用读书室的时候，不要在书上填写，保护我们珍贵的图书。 

“早稻田日本语支援”，这是早稻田大学面向日本语学习者进行支援，而在 CJL中设置的一个制度。如果对日本语的任何疑问，或

者有希望制定自己的日本语学习计划的人等等，一切与日本语相关的问题，都可以来这里进行咨询。这边采用一对一的咨询方式，

工作人员会仔细聆听每一个人的话语。另外，因为经常会有日本语还不太熟练，不能很好地使用日本语进行对话的人过来咨询，

所以这里除了日本语的对话外，也有可以用英语等外国语进行对话的工作人员在这里办公。大家可以放心地来这里咨询。还有，

这里也有许许多多关于校内外的活动和日本语学习相关的情报的宣传手册，大家也可以过来领取哦。 

以上的内容是我强烈想推荐给大家的，请大家有空一定要过来亲自体会。 

■□■□■□■ 学生レポーター リュウ ショウウ ■□■□■□■ 
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■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 95 号 ■□■□■□■ 

皆さん、こんにちは！ゆやです。 

いつのまにか第 4 回記事になりました！(ﾟ∇ﾟﾉﾉ"☆ﾊﾟﾁﾊﾟﾁ！ 

次は最終回ですが、今回も精一杯書きました！ 

では、さっそく本題に入ります！今回の記事は「早稲田大学学生食堂と台湾の大学学生食堂の違い」についてご紹介したいと思います。 

早稲田大学の学生は早稲田大学学生食堂（通称：学食）といえば、「大隈ガーデンハウス」を思い出すのでしょう。 

大隈ガーデンハウスは早稲田キャンパスの隣の大隈庭園にあって、学生のお腹を満たす大きな学食です。きれいな景色も見えます！ 

2F はカレー、丼ぶり、ビュッフェなどを選べて、3F は麺類、パスタ、グリルなどを選べます。もちろん、ドリンク、ケーキ、お菓子、アイスク

リームも学食で買えます。 

日本の学食の利用方法はまず、メニューを決めて、各レーン／コーナーに並んで、メニューを注文、受取り、レジにて清算、最後に、食

事後は食器を食器返却口に返します。すべては流れがあります。 

それに、学食パスという電子マネーがあります。それは、とても便利だと思います。 

例えば、時間がない昼休みに学食パスがあればいちいち小銭を出す必要がありません！ 

入金されたお金が、他の用途に使われなくて、両親も安心できます。 

一番大事なのは（個人的に）食べたメニューはすべてデータ化されて、栄養価チェックができることです！ 

それは、台湾の大学にはないものなので、とても新鮮だと思います。 

台湾の大学学食は地下グルメ街のような形で営業しています。様々なお店が並んでいて、真ん中に多くのテーブル席があります。（写

真場所：台湾私立東呉大学学食） 

ある大学にはマクドナルドやスターバックスコーヒーがあります。もし、各店のメニューがあまり好きじゃないなら、ビュッフェの選択もあり

ます。 

日本学食と違うのはすべて現金で払うことです。そして、地下にあって、きれいな景色も見えないです。（笑） 

機会があれば、ほかの国の学食も体験してみたいです！ 

みなさん、自分の国の学食はどんな感じでしょうか？ぜひ私に教えてくださいね！ 

では、次回の記事もどうぞお楽しみに！ 

大家好！是我，Yuya。 

不知不覺就寫到第四次的記事了呢！(ﾟ∇ﾟﾉﾉ"☆（拍手） 

雖說下次就是最後一篇了，但這次也寫得非常用心。 

那麼就進入正題，這次的記事將會為大家介紹「早大學生餐廳與台灣的大學學生餐廳的差異」。 

早大的學生如果提到早大的學生餐廳的話，應該會馬上想到「大隈 garden house」吧。 

大隈 garden house 位於早大校園旁的大隈庭園，是個能餵飽早大學生們的大食堂，從食堂裡也能看到漂亮的景色。二樓有咖哩、蓋

飯、自助餐，三樓則有麵類、義大利麵、鐵板料理可供選擇。當然，飲料、蛋糕、零食、甚至冰淇淋也都能在學生餐廳買到。 

日本的學生餐廳的使用方式是，首先先選好要點的東西，再去排隊點餐、取餐並結帳，最後再把餐具餐盤等放回回收區，一切都有

一套制式的流程。而且也有學餐卡可以用來電子支付，用起來非常方便。像是午休時間所剩無幾的時候，就不需要在那慢慢找零錢。

存進學餐卡的錢也只能拿來支付學餐的吃飯費用，所以父母也不用擔心吃飯錢會被花在別的地方。 

台灣的大學沒有這樣的東西，覺得還滿新鮮的。台灣的大學餐廳有點像地下美食街，有著各式各樣的店家，在餐廳中央有著許多的

座位。（如照片所示：照片地點為台灣私立東吳大學餐廳）有些大學也會有麥當勞跟星巴克。如果各家店的菜單都沒有看到滿意的餐

點，也可以選擇吃自助餐。與日本學生餐廳不同之處大概就是都要現金支付，還有因為餐廳在地下所以看不到風景的部份了吧。

（笑）如果有機會的話我也想去別的國家的學生餐廳體驗看看。 

大家的國家的學生餐廳又是如何的呢？請務必告訴我！ 

下次的記事也敬請期待哦！ 

■□■□■□■ 学生レポーター ヤン ジェル― ■□■□■□■ 

 

 

 

  



 

■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 96 号 ■□■□■□■ 

「休講になったらここ！」 

今日は急に休講になった時、行ってみたら良い所を皆様に紹介していきたいと思います。まずは、神田川です。学校のそばに神田川

という小さい川があります。川の両隣には散策路も付いていて、ワンちゃんと一緒に散歩している方やジョギングしている方もよく見えま

す。神田川はそのままでも美しいですが、桜が咲くともっと美しくなります。川の両隣の桜が満開になってすごくきれいです。川の中間地

点に橋が一つありますが、そこがフォトゾーンです！みんな立ち止まって写真を撮ります。もし、春に休講になったら神田川に行ってみ

てください！ 

 電車に乗って学校に来ている最中に休講のお知らせをもらったら、早稲田駅ではなくで、一個前の駅、神楽坂駅で降りてみてください。

神楽坂は私の大好きな町で、最近韓国で流行っている雰囲気が良い道に随分似ています。道を進んでいくとオシャレな店が並んでい

て、たまに、雑誌などに出るような美味しい店もあります。時間がたっぷり余っていたら、神楽坂がオススメです！ 

最後は、草間弥生美術館です。黄色いてんてんのかぼちゃで有名な日本のアーティスト草間彌生が去年 9 月、ついに自分の美術館を

オープンしましたが、位置が早稲田です！22 号館から神楽坂方向に歩いて 10 分しか掛かりません。そんなに大きい美術館ではないの

で 40 分あれば十分です。草間彌生の昔の作品と一番最近の作品が見える所です。ただし、ここはチケットをネットであらかじめ買わな

ければなりません。チケットは 1000 円です！もし、先生からあらかじめ休講のことを教えてもらった場合は、ネットでチケットを買って行

ってみてください！ 

 これ以外にも、キャンパス内の大隈庭園とか西早稲田キャンパスの近くにある戸山公園も暇つぶしにぴったりです。急に休講になった

のに、天気がすごく良くて、どうしても勉強がやりたくない日には、こういうところに行ってみても良いと思います！ 

오늘은 여러분들께 갑자기 휴강이 되면 가보기 좋은 곳들을 소개해 드리겠습니다. 가장 먼저 소개해 드릴 곳은 

칸다가와(Kanda River)입니다. 학교 바로 옆에 작은 강이 하나 있습니다. 강 양 옆으로 산책로도 잘 나있어서 강아지를 

데리고 산책하시는 분들이나 조깅하시는 분들도 종종 볼 수 있습니다. 칸다가와는 평소에도 정말 예쁜데 벚꽃이 피면 더 

예쁩니다. 강 양쪽으로 벛꽃나무가 만개해서 정말정말 예쁩니다. 강 가운데에 다리가 하나 있는데 거기가 포토존이라서 

모두들 가던 길을 멈추고 사진을 찍는답니다! 만약에 봄에 휴강이 되신다면 칸다가와 꼭 가보세요! 

지하철을 타고 오는 길에 휴강이 되었다면 와세다에서 내리지마시고 한 정거장 전인 카구라자카역에서 내려보세요!         

카구라자카는 제가 정말 좋아하는 동네인데요, 한국의 ~리단길 같은 느낌입니다. 길을 따라서 산책을 하다보면 예쁜 

가게들이 쭉 있고, 종종 잡지에 나오는 그런 맛집도 있답니다! 시간이 넉넉하게 빈다면 카구라자카를 추천해 드립니다! 

마지막 쿠사마야요이 미술관(Yayoi Kusama Museum)입니다. 노란 땡땡이 호박으로 유명한 일본의 아티스트 쿠사마야요이가 

작년 9 월에 드디어 본인만의 박물관을 열었는데 위치가 와세다랍니다! 22 호관에서 카구라자카 가는 방향으로 걸어서 

10 분 밖에 안 걸린답니다! 박물관 규모가 엄청 크진 않아서 40 분이면 다 볼 수 있습니다. 쿠사마의 옛날 작품과 가장 

최신 작품들을 볼 수 있는 박물관입니다. 이 박물관은 인터넷으로 사전에 티켓을 구매를 해야합니다. 티켓은 

1000 엔입니다. 만약에 교수님께서 휴강을 미리 알려 주신다면 티켓을 예매해서 한 번 가보세요! 

이 밖에도 학교 안에 있는 오쿠마 가든이나 니시와세다 캠퍼스 쪽에 있는 토야마 공원도 시간 때우기 좋답니다! 갑자기 

휴강이 되었는데 날씨가 너무 좋아서 도저히 공부를 못 하겠는 날에 저 곳들 한 번 가보세요!  

■□■□■□■ 学生レポーター イ ジョンス■□■□■□■ 

 

  



■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 97 号 ■□■□■□■ 

皆様、こんにちは。今日は住まいについて話したいと思います。前回に、他の学生レポータ―がシェアハウスのことを話しましたが、今度は別の住まいの形を話

します。では、早速進みましょう。 

 日本に来て留学をする学生にとって、日本でマンションやアパートなどを探した時、保証人や契約期間などの様々な悩みがあるとよく聞きます。しかし、CJL の学

生として、便利に住めるところがあります。それは、学生寮です。 

 私は CJL に合格した後、学校から 5 種類の宿舎情報が届きました。その中に、今日紹介したい学生寮が含まれていました。私が住んでいる学生寮は早稲田大

学と提携している会社から提供されています。もしこの寮に住みたければ、個人的に部屋の会社に連絡して契約する必要があります。その会社には日中韓英、四

つの言語が話せる係員がいますから、日本が全く話せない学生でも心配しなくてもいいです。しかも、電話でもメールでも構いません。申込書を書いて会社に送っ

たら、基本的なことはすみました。非常に便利だと思います。これから、私は自分の寮（一人部屋）に基づいて、いくつかのメリットを取り上げたいと思います。  

1.早稲田大学と提携している会社から提供されるので、安心できます。 

2.留学生応援制度があって、ある程度の料金の割引があります。 

3.日本人の保証人は要りません。 

4.給食制度で、月曜日から土曜日まで、朝と夜に食事を用意してくれて、便利です。 

5.寮長と寮母と呼ぶ管理者がいて、管理と支援、両方の役割を果たします。 

6.防犯設備を設置しています。学生一人ずつ電子キーが配られて、寮の建物に入る前に、キーをセンサーにつけないと入れません。安全だと思います。 

7.寮の学生は日本人と外国人が半分ずつですので、様々な国の人との交流ができます。 

 このような寮は CJL の留学生に対する特別なサービスとも言えるのではないでしょうか。一人で故郷を離れた学生のために、少なくとも安心して住めるようにしま

すので、この寮が提供されているのだと思います。もし日本で CJL に留学する時、住まいに不安がある人は、今日の記事を見た後で少しだけでも、心配が減った

らうれしいです。 

 一方、寮に住みたい方は、メリットを考える以外に、寮の場所や雰囲気など、様々な考えなければならいことが多くあります。そのため、自分の望みを合わせて、

考えておくほうがいいです。次回機会があれば、寮の他の話も話したいと思います。 

では、CJL に来るのをお待ちしています。 

  大家好，今天我想谈一谈关于住宿的事情。虽然在之前的记事当中，已经有学生介绍过关于共享房子的话题了。但是这次我想介绍的是不同的住宿形式。

事不宜迟，下面开始进入正题吧。 

我常常听说，来日本留学的学生在寻找住宿的时候，会有关于保证人或者租借期限之类的烦恼。但是，在这里我想告诉大家，作为 CJL 的学生，是可以有非常

便利且舒适的居住场所的哦。那就是，学生宿舍。 

 我在合格了 CJL 之后，学校方面为我发来了 5 种不同的宿舍情报。在这之中，就有关于今天我想介绍的学生宿舍的情报。我现在所住的学生宿舍是与早稻田

大学有合作关系的公司提供的。如果想入住这种宿舍的话，首先需要自己直接与住宿公司联系。不过，因为这个公司有会说日中韩英四种语言的工作人员在，

所以即使完全不懂日语的人也大可放心。而且，用电话或者邮件联络都可以，申请的时候，只需按要求填写申请表并发送过去，基本上就完成了。我觉得非常

便利。那么，下面我将就目前自己居住的宿舍（一人房）为基准，介绍一下几个优点。 

1.这个公司与早稻田大学是合作关系，我认为可以达到放心居住的目的。 

2.宿舍有留学生支援制度，对于费用有减免。 

3.无需日方的保证人。 

4.有餐饮配给制度，从礼拜一到礼拜五提供早晚两顿膳食，非常方便。 

5.有被称为寮长和寮母的管理员，兼并管理与服务两项职责。 

6.有设置防范装置。每个学生配备一把电子钥匙，进入宿舍的建筑的时候，需要将电子钥匙贴近感应器才能进入。安全安心。 

7.日本人与外国人各占一半，可以与世界各国的人交流。 

 我认为，像这样的学生宿舍，就算说是 CJL对于留学生的特别优待也不为过吧。我想这是为了让一个人远离家乡，来到日本的每一位学子至少可以住得放

心而提供的宿舍吧。如果有想来日本，想来 CJL 留学，却对住宿感到不安的学生，在看到今天我的记事之后，稍微有一点点放心的话，我会非常开心。 

当然了，从另一方面来说，在选择住宿的时候，除了考虑优点之外，宿舍的地理位置或者氛围等等，也需要多加考虑。所以，请大家结合自己的需求去选择住

宿才是最明确的选择。下次有机会的话，我再继续为大家介绍有关宿舍的其他话题。 

那么，我在 CJL这里期待着大家的到来。 

備考： 

1.学校が提供する寮の情報は毎学期に変わるかもしれないので、きちんと確認するのを勧めます。 

2.写真は私が撮った寮の部屋で、公共キッチンと料理です。ただし、寮によって違います。 

■□■□■□■ 学生レポーター リュウ ショウウ ■□■□■□■ 
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韓国で交換留学の学校を早稲田に選んだ時が一昨日みたいですが、もう最後の記事ですね。あっという間に終わった一学期でしたが、

早稲田だったからより多くのことを経験し、学ぶことが出来たと思います。日本語の勉強もやりましたし、世界各地からきた友達にも会

えました。学生レポーターとしてもっと色々な記事を書きたかったのですが、もう終わってしまって惜しいです。最初は自分の日本語の

文法の間違いなどが心配でしたが、こみや先生といわさき先生から毎回記事を直していただいて、もっと自信を持って書けるようになり

ました。そして、今回一緒に学生レポーターをやったゆやさんとリュウさんの記事を読んで自分が知らなかった早稲田のことも分かるよ

うになりました。韓国では CJL があまり知られていないので、自分が今まで韓国語で書いた記事が役立てばうれしいです。私は卒業の

ため国へ帰りますが、CJL は後輩に積極的に勧めたいです！今まで私の記事を読んでいただいて、ありがとうございました！ 

 

한국에서 교환 대상 학교를 와세다로 선택할 때가 엊그제 같은데 벌써 마지막 글을 쓰네요. 순식간에 사라진 한 

학기였지만 와세다여서 더 많은 것을 경험하고 배우고 갈 수 있었습니다. 일본어도 공부도 하고 세계 각국에서 온 

친구들을 사귈 수 있었습니다. 학생레포터로 더 다양한 기사를 쓰고 싶었는데 벌써 끝나버려서 아쉽습니다. 처음에는 

일본어 문법을 실수 할까봐 걱정이었는데, 코미야 센세랑 이와자키센세가 매번 문법을 봐주셔서 조금 더 자신감을 

가지고 글을 쓸 수 있게 되었습니다. 이번에 같이 활동한 유야상이랑 류상의 기사를 읽고 제가 몰랐던 와세다에 

대해서도 알게 되었습니다. 한국에는 CJL 이 잘 알려져 있지 않은데 제가 한국어로 쓴 기사들이 도움이 되었으면 

좋겠네요. 저는 이제 졸업을 하러 한국으로 돌아갑니다만, CJL 은 후배들에게 적극적으로 추천하고 싶습니다. 지금까지 제 

기사들을 읽어주셔서 감사합니다! 

■□■□■□■ 学生レポーター イジョンス ■□■□■□■ 
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皆さん、こんにちは！ ゆやです。 今回の記事は私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、毎日授業の課題とレポートに追われていて忙しかったですが、ものすごく充実した日々を送りました。  

初めての部活とか、新歓セッションとか野球の早慶戦とかクラスメイトと博物館や寺などに見学に行ったこととかこれはすべて私にとっ

て忘れられない宝物です。  

そして、早稲田大学で出会った先生方を私は一生忘れません。 必ず先生方から学んだことを自分の力にして、仕事に生かそうと思っ

ています。  

それは私が日本語を勉強する意義です。 留学する前と比べて、少し自然に日本語で他人と話せるようになりました。  

日本では日本語を使わないとコミュニケーションができないから、わからなくても、必死に考えて、自分の意思を伝えるように積極的に

話しました。  

こんな雰囲気で、日本語の会話力が絶対にうまくなるだろうと思っています。 最後に、 早稲田大学に来られて本当によかったです。 

この半年間いつも私の記事を最後まで読んでくれた皆さんにもありがとうと伝えたいです。 これからも日本語を上手に使えるように頑

張ります。 

大家好，是我 yuya！ 這是我以學生記者身分發布的最後一篇記事。 

回顧了一下這半年的時光，雖然一直在趕作業和報告，但這些日子也真的非常充實。 

像是第一次參加的社團活動跟迎新活動、早慶棒球大戰、或是跟同學一起到博物館或寺廟參觀之類的，這些回憶都會是我人生中

無可替代的寶物。 

還有，我不會忘記在早大遇到的每位老師，我會把從老師們這裡學到的東西化為自己的力量，活用在以後的工作之中。那也正是我

學習日語的意義所在。與留學之前相比，我現在能稍微更自然的用日語跟人對話了。因為在日本如果不用日語的話，根本無法與人

溝通；就算本來不懂，也會為了表達自己想說的事情而絞盡腦汁的想出來。在這樣的氛圍下，我想日文的會話能力會有所進步也是

必然的。 

最後，我想我不得不說我來到早大真的太好了。真的非常感謝這半年的時間持續閱讀著我的每篇記事的讀者們。我之後也會為了

能更流暢的使用日語，日亦精進。 

■□■□■□■ 学生レポーター ヤンジェル― ■□■□■□■ 
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皆様、こんにちは、私はリュウです。時間は一瞬の間にたちましたが、いよいよ今回は学生レポーターとしての最後の記事です。 

CJL で過ごした日々を顧みると、ここで先生たちの教育に感銘を受けたことが忘れられず、大変ありがたいです。今までの授業を通して、

日本語の技能がより一層向上しました。学んだことの中で、最も大切だと思ったことはロジカルシンキングの養成でした。また、日本語

を勉強するほか、早稲田大学の活気がある雰囲気を実感して、日本の文化などについての理解を深めていきました。そして、私にとっ

て、CJL は学習の場所としても、早稲田の雰囲気を感じられる場所としても、さらに日本文化に触れる場所としても、最も理想的なところ

だと思っています。ここで学習して以来、知らず知らずのうちに、日本とのつながりが強くなったと感じます。 

一方、CJL のことを知っている人が意外に多くない気がします。そこで、CJL の優れたところをより多くの人に伝達しようとして、学生レポ

ーターに応募することにしました。最初はこの仕事がうまくできないと心配しましたが、CJL の込宮さんと岩崎さんが親切に指導をしてく

れて、さらに他の学生レポーターさんと相互協力したので順調にいけました。心からありがとうございます。私は CJL の学生として、誇り

をもっています。将来、CJL に所属していなくても、CJL のことをより多くの人に伝えるべく力を尽くします。 

今まで、いろいろお世話になりまして、ありがとうございました。最後に、皆様とこの世界のどこかで再び会えることを永遠に期待してい

ます。 

大家好，时间过得飞快，转眼间，今天的这篇记事就是本学期我作为学生记录员的最后一篇记事了。 

 回首在早稻田大学的日本语教育研究中心（CJL）中度过的日子，我永远怀着深深的感谢，同时会一直铭记老师的教诲。在这里，

我的日本语能力得到了很大的提升。而在这里所学到的知识当中，我认为最重要的是养成了有逻辑性的思考能力。另外，我在这里

除了学习到日本语之外，还感受到了早稻田大学有活力的校园氛围，同时对日本的文化等等也有了更进一步的认识。因此，CJL 不

管是作为一个学习的地方，还是能够感受到早稻田大学的氛围的地方，或是希望接触到日本文化的地方，我认为都是最理想的。 

可是，令我感到意外的是知道 CJL 的人其他并不多。于是，为了能向更多的人传达 CJL 的优秀之处，我决定报名参加学生记事员。

在最初的时候，我怀着忐忑的心情，担心学生记事员的工作不能很好地完成。但是在込宫さん和岩崎さん的亲切指导下，以及跟其

他学生记事员的相互协调中，本学期的工作顺利地完成了。我从心底里对他们表示感谢。我非常自豪自己能够作为 CJL 的学生的

一份子。将来，即使我不属于 CJL，我也会尽自己的所能向更多地人传达 CJL 的事情。 

至今为止，我受到了非常多的人的照顾，感到非常开心也感到非常谢谢。最后，我将永远期待着，能与大家在这个世界的某个地方

再度相遇。 

備考： 

 写真：紺碧の空と荘厳な大隈講堂 

■□■□■□■ 学生レポーター リュウショウウ■□■□■□■ 

 


