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■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 101 号 ■□■□■□■ 

 

皆さんこんにちは！初めまして、ラ ケイブンと申します。私のことをラって呼んでください！今は早稲田大学日本語教育研究センター

（CJL）で一年間の留学生として勉強しています。 

出身は中国の広東省ですが、広東省は海の幸に恵まれていて、魚もエビもとてもおいしいです。皆さんもしチャンスがあれば、ぜひご旅

行に来てください～。 

私はいつも明るくて、素直な人だと言われています。趣味はジョギングで、暇な時、いつも一人で好きな音楽を聞きながらジョギングをし

ています。そして、料理を作ることも大好きです。特に留学している間、いつも自分で中華料理を作ります。おいしいですよ。 

今学期私は CJL の学生レポーターとして皆さんに早稲田大学や CJL などのことをちゃんとシェアしたいと思います。また、私は写真を

撮ることにも興味を持っています。これからきっと学校の行事や施設の写真をいっぱい撮ります～。 

ではこれからどうぞよろしくお願いたします。次回の記事をどうぞお楽しみに！ 

大家好！初次见面，我叫罗慧雯，大家请叫我小罗吧~我现在是早稻田大学日语教育研究中心（CJL）的学生，将在日本进行为期一

年的留学生活。 

我的老家是广东省，广东省海洋资源丰富，鱼和虾都很好吃。如果大家有机会的话，请一定要来旅行~ 

我经常被说是一个开朗、坦率的人。兴趣是慢跑，闲暇的时候，总是一个人一边听着喜欢的音乐一边跑步。而且，我也很喜欢自己做

料理。特别是在留学的时候，我总是自己做中国料理。很好吃哦。 

这个学期我作为 CJL 的学生记者，希望能好好地向大家分享早稻田大学和 CJL 的相关信息。另外，我对摄影也很感兴趣，今后一定

会拍很多有关学校活动和设施的照片~ 

那么，今后请多多关照。请期待下次的报道！ 

 

■□■□■□■ 学生レポーター ラケイブン■□■□■□■ 

 

 

  



 

■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 102 号 ■□■□■□■ 

 

皆さん、こんにちは。この度 2018 年度秋学期、早稲田大学の CJL（日本語教育研究センター）で勉強することになりました韓国外国語

大学融合日本地域学部 3 年生のキムミンジェと申します。大学生活 4 年の内、一度しかない海外での勉強のチャンスを最大に活かした

くて学生レポーターに志願することにしました。 

私は、簡単にはネットで探すことのできない早稲田大学と CJL についての詳しい情報や、言語交換プログラムと校内の様々な行事、そ

して私の個人的な日本生活についての内容を中心に記事を書きたいと思っています。短い間ですが、私の記事がこれから CJL での勉

強を希望する方々に役立てたら嬉しいです。どうぞよろしくお願い致します。 

안녕하세요 여러분. 이번 2018 학년도 가을학기, 와세다대학교 CJL (일본어교육연구센터)에서 공부하게 된 

한국외국어대학교 일본어대학 융합일본지역학부 3 학년 김민제라고 합니다. 대학 4 년 생활 중에 한번밖에 없을, 해외에서 

공부하는 이 기회를 최대한 살려보고 싶어 학생 레포터에 지원하게 되었습니다.  

저는 인터넷에서 쉽게 찾기 어려운 와세다 대학교와 CJL 에 관한 소소한 정보들, 언어교환 프로그램과 교내 여러 행사, 

그리고 제 개인적인 일본 생활에 대한 내용을 중심으로 기사를 적을 예정입니다. 비록 짧은 기간이지만 제 기사가 

앞으로 CJL 에서 공부하고 싶은 분들에게 도움이 될 수 있다면 좋겠습니다. 감사합니다. 

 

■□■□■□■ 学生レポーター キムミンジェ■□■□■□■ 

 

  



 

■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 103 号 ■□■□■□■ 

 

皆さん、初めまして、台湾出身のキュウ ケンテイと申します。今年の 6 月に大学を卒業しまして、9 月から早稲田大学の日

本語教育センター（CJL）で勉強を始めました。実は日本語教育プログラムを申し込む前に色々なことを考えて迷いました。

でも先輩たちの修了の感想とアドバイスを聞いて、私の悩みが全部吹き飛びました。そして、CJL に留学しようと決めました。

だから、私も先輩のように CJL に関することをシェアして迷っている人を助けたいと思いまして、学生レポーターになりまし

た。 

 この秋学期、学生レポーターとして早稲田大学に関する情報と色んなことをシェアしたいと思います。誰かの役に立てれば

うれしいです。これからもどうぞよろしくお願いします。 

 ちなみに、10/26 から 11/4 まで神田で古本祭りが開催されています。様々な本に出会うことができるいいチャンスなので、

時間があれば、行ってみてはいかがですか。 

神田古本祭りのオフィシャルサイト： 

http://jimbou.info/news/furuhon_fes_index.html 

 大家好，初次見面，我是來自台灣的邱暄庭，今天６月剛從大學畢業，９月開始在早稻田大學的日本語教育研究中心學習。其

實在申請日本語教育課程之前考慮了很多事也挺煩惱的，不過聽了之前在日本語教育課程上過課的前輩的感想和意見之後，我所

有的煩惱也隨之消失，並決定了要來日本語教育研究中心留學。然後也因為自己想和前輩一樣藉由分享關於日本語教育研究中心

的事情，幫助還在迷茫和猶豫的人，而成為了學生記者。 

 在這個秋學期中，作為學生記者，希望能和大家分享關於早稻田大學的情報，還有很多事情，如果能因此幫助到誰的話，我會

感到很開心，今後也請多多指教。 

 順道一提 10/26～11/4 在神田有舉辦古書祭，這是一個能與各種書相遇的好機會，如果有時間的話，要不要去看看呢？ 

神田古書祭的官方網站： 

http://jimbou.info/news/furuhon_fes_index.html 

 

■□■□■□■ 学生レポーター キュウケンテイ■□■□■□■ 
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■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 104 号 ■□■□■□■ 

皆さん、こんにちは！英国のロンドンから来たエイリーンと申します。(「エイリアン」ではない..！) 最近、ロンドンの大学を卒業して、専門

は化学でした。今年の 9 月に東京へ引っ越してきて、ゆっくりと日本の生活に慣れてきていると思います。これから 1 年間早稲田大学の

日本語教育センターで一所懸命日本語を勉強する予定です。将来、日本語で書かれた小説が読めるようになりたいと思っています。

「テラスハウス」も字幕なしで見て理解したいという感じです！(もしかしたら皆さんもテラスハウスを見ているかもしれません...) 

5 年前に世田谷区で４ヶ月間優しい日本人の家族の家にホームステイをして、日本語を勉強しました。イギリスに帰ってから、ずっと日

本へ引っ越したい気持ちがありました。だから、今早稲田大学で勉強するのは夢みたいです！ 

学生レポーターとして東京に住んでいるイギリス人の観点から何か面白い経験を書き表したいと思っています。趣味はボクシングと、和

菓子を食べることと、古着屋で買い物をすることです。次の記事でその趣味をもっと詳しく書くつもりです！キャンパスで会ったら、挨拶

を交わしましょう！ 

よろしくお願いします。 

Hi All! I’m Aileen (not Alien...as autocorrect likes to suggest) from London, UK and I’m one of the student reporters this year at CJL. I 

recently graduated in London majoring in Chemistry. I moved to Tokyo in September and like to think I am slowly getting used to the 

Japanese way of life! I will be studying Japanese for a year at CJL and hope to be able to read Japanese novels in the future. And also 

to watch (and properly understand) Terrace House without subtitles! I can’t be the only one who watches it... 

I learnt Japanese whilst on a homestay for 4 months with an awesome Japanese family in Setagaya-ku 5 years ago, and after returning 

to England I have been dreaming of moving back to Tokyo. So being able to study Japanese at Waseda is really a dream come true! 

As a student reporter I’m hoping to share some of my experiences as an English person living in Tokyo. My hobbies include boxing, 

trying Japanese sweets/Wagashi (YUM) and perusing second-hand clothes shops. Hopefully in my next student diary I can talk a bit 

more about things relating to those! Feel free to say hi if you see me on campus! 

■□■□■□■ 学生レポーター  エイリーン・メーリー・クーニー■□■□■□■ 

 

  



 

■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 105 号■□■□■□■ 

 

初めまして。香港からの交換留学生のチャン チュエン ワと申します。早稲田大学では日本語を学んでいますが、香港大学での専門

は中国語と中国文学です。私は日本の大学院に進学するために日本語を勉強しています。 

私は花を見ることが好きで、花を見にいろいろなところに出掛けます。最近では、茨城県の国営ひたち海浜公園にコキアを見に行きまし

た。日本では四季折々の美しい花が見られるので、留学生のみなさんにも日本の花の美しさを伝えたいです。また、日本と香港の大学

の雰囲気や文化にはたくさんの違いがあるのので、それらの違いに注目し、留学生だけではなく日本人学生も楽しめるような情報を発

信していきたいと思います。まだ日本語は勉強中で読みにくいところもあると思いますが、精一杯みなさんに楽しんでもらえるような記

事を書いていきますので、どうぞよろしくお願いします。 

大家好！我叫Chan Chuen Wa，係香港嚟嘅交換留學生！雖然我宜家系早稻田大學學緊日文，但我係香港所修科目係中國語文同中

國文學。因為我將來想去日本讀碩士，所以開始咗學日文。 

我嘅興趣係去唔同地方欣賞花卉。例如最近我去咗茨城縣嘅國營日立海濱公園睇一種叫 KOKIA 嘅植物。因為係日本一年四季都有

各式各樣嘅花卉可以欣賞，我希望可以透過嚟緊嘅記事同各位分享日本嘅四季之美。此外，我發現係日本同香港嘅學校文化都有

幾多唔同嘅地方，我希望可以藉住自己交換生嘅身份，發掘更多趣事分享比留學生同日本人學生睇。希望之後大家都會中意睇我

寫嘅記事，多多指教！ 

 

■□■□■□■ 学生レポーターチャン チュエン ワ■□■□■□■ 

 

 

  



■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 106 号■□■□■□■ 

皆さん、こんにちは！ラです。今日は早稲田大学の中で私が好きな勉強する場所を皆さんに紹介したいと思います。 

まずは、7 号館の W Space です。ここは普通の個人学習スペースだけではなくて、グループでディスカッションをしながら学習できるスペ

ースです。コンセントやホワイトボードなどの設備があります。一部分のグループスペース（個室や畳スペースやベンチシートブースなど）

は予約制です。これを利用したい場合は、早稲田 7 号館にあるポータルオフィスに学生証と申請書で予約すればいいです。でも、予約

しなくてもいいスペースもいっぱいありますよ。一人用の席も数多くあります。私がSpaceを好きな理由は、雰囲気が楽だからです。いつ

も友達と一緒に勉強しに行って、疲れたら話し合っています。課題も大変ではなくなります。そして、私語厳禁のルームも一つあります

から、静かな場所が好きな人にも合うと思います。 

また、私は 22 号館の近くにある中央図書館にもよく行きます。ここは今年８月改装工事を行って、各スペースの利用条件を見直しまし

た。今はオレンジ、グリーン、ブルーという三つのゾーンに分かれています。オレンジゾーンでは PC などの機器類の使用とグループ学

習が認められています。グリーンゾーンでは機械を使えますが、私語は禁止されています。そして、ブルーゾーンは私語も禁止されてい

るからとても静かな環境です。だから、みんな各自の好みと目的に応じた場所を自由に選択できて、中央図書館は快適に勉強できる場

所だと思います。 

それ以外に、CJL に所属する学生さんは 22 号館 3 階の読書室と地下 1 階のコンピューター自習室でも勉強しています。そこも静かで、

あまり混まないからおすすめします！ 

今回の記事はここまでです。もし皆さんが読んで、行ってみたい所があればうれしいです！では、次回の記事もどうぞお楽しみに！ 

大家好！我是小罗，今天想为大家介绍一下在早稻田大学中我喜欢去的学习的地方。 

首先是 7 号馆的 W Space。这里不仅仅是普通的个人学习的地方，还是一个可以一边进行小组讨论一边学习的空间，并且配有插座

和白板等设备。一部分的小组讨论空间（单间、榻榻米间、长椅包厢等空间）是实行预约制的。想使用这些空间的时候，在位于早稻

田 7 号馆的办公室里出示学生证和申请书就可以进行预约。但是，不需要预约也可以使用的空间也有很多哟。单人的座位也不少。

要说我喜欢 W Space 的理由的话，是因为这里的氛围很舒适。我经常和朋友一起来这里学习，当感到疲惫的时候就聊聊天，作业也

变得不再枯燥了。以及，因为这里还有一个严禁私语的房间，所以我觉得也很适合喜欢安静的地方的人。 

其次，我还经常会去位于 22 号馆附近的中央图书馆。这里在今天 8 月份进行了装修改造，对各个空间的使用规定进行了调整。现在

馆内分为橙色、绿色和蓝色三种区域。在橙色区域中可以使用电脑等电子产品，也可以进行小组学习讨论；绿色区域中虽然可以使

用电子产品，但不可以私语聊天；蓝色区域是严禁私语的最为安静的区域。在中央图书馆中，大家可以根据自己的喜好和需求自由

地选择相应的空间，因此我觉得它也是一个舒适的学习场所。 

除此之外，CJL 的同学们还经常会在 22 号馆 3 楼的读书室和负 1 层的电脑自习室中学习。这两个地方很安静，同时人也不会太多，

因此我也特别推荐给大家！ 

这次的报道就到这里啦，如果大家在读完之后有了自己想去看看的地方的话，我会非常开心的！那么，请期待下次的报道！ 

■□■□■□■ 学生レポーター ラケイブン■□■□■□■ 

 

 

 

  



 

■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 107 号■□■□■□■ 

あっという間に秋は過ぎ、もう寒い冬風が吹き始めましたね。東京は韓国よりは寒くないんですけれども、海辺にあるため風

が強い感じがします。なので、寒い今を少しでも忘れられるよう早稲田の秋についてご紹介したいと思います。早稲田の秋と

言えば、やはり「早稲田祭」が一番に思い浮かぶでしょう。早稲田祭は年に一回、11 月初めの週末に行われている早稲田大学

の最大の年中行事で、その規模は日本一だと言われています。二日間行われ、祭りの準備をする学生たちのため、木、金曜日

は休校にしています。早稲田祭を訪れる人数はおよそ 18 万人であり、その数もまた日本一だそうです。その早稲田祭に直接

行ってみたところ、確かに人込みはハロウィーンの渋谷を連想させるほどすごかったです。母校の祭りと比べてみると、もう

悲しくなりましたね。トッポッキやチヂミなどの韓国の食べ物も結構ありましたが、味は韓国のものとは少し違っていました。

似顔絵も描いてもらいました。下の添付された写真を御覧ください。似ていますか。夕方には「早稲田コレクション」といっ

て、ファッションショーがありました。とても見ごたえのあるショーでした（笑）読んで頂き、ありがとうございました。 

 

눈깜짝할새에가을이지나가고, 벌써추운겨울바람이불기시작했습니다. 도쿄는한국보다는춥지않습니다만, 바닷가에 있어서 

그런지 바람이 강한것 같습니다. 따라서,지금의 추위를 조금이라도 잊어버릴수 있도록 와세다의 가을에 대해서 소개해 

보도록 하겠습니다.  

와세다의 가을이라고하면, 역시 ‘와세다제’가 가장 먼저 머릿속에 떠오를것입니다. 와세다제는 일년에 한번, 11 월초의 

주말에 행해지는 와세다대학의 최대연중행사로서, 그 규모는 일본최고입니다. 이틀동안 행해지며, 마츠리의 준비를 하는 

학생들을 위해 목, 금요일은 휴교입니다. 와세다제를 방문하는 인원수는 약 18 만명으로서, 그 수 또한 일본최고라고 

합니다. 그 와세다제에 직접 가본 결과, 확실히 인파는 할로윈의 시부야를 연상시킬 정도로 대단했습니다. 모교의 축제와 

비교를 해보니, 어딘가 슬퍼지더군요. 떡볶이나 전등의 한국음식도 꽤 있었습니다만, 맛은 한국과는 상당히 달랐습니다. 

초상화도 그려받았습니다. 밑에 첨부된 사진을봐주세요. 닮았나요?ㅎㅎ 저녁에는 ‘와세다콜렉션’이라고 해서, 패션쇼가 

있었습니다. 정말 볼만하더군요ㅋㅋ. 읽어주셔서 감사합니다. 

 

■□■□■□■ 学生レポーター キム ミンジェ■□■□■□■ 

 

 

  



 

■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 108 号■□■□■□■ 

わたしは子供の頃、日本のアニメが大好きで、よくいろいろなアニメを見ていました。アニメを見ているときに気がついたのは、日本のア

ニメはよく野球の試合のシーンがあることです。例えば、「おもひでぽろぽろ」というスタジオジブリのアニメでも野球の試合のシーンが出

てきます。そのシーンを見てからずっと野球の試合を見に行きたいと思っていました。 

早稲田大学には留学生向けのサークルがたくさんあります。私がよく参加しているのは異文化交流センター（ICC）です。ICC のおかげ

で、さまざまな日本でしか体験できないイベントに参加できました。この前私は ICC が開催した「早明戦を見に行こう」という野球の試合

観戦のイベントに参加しました。 

香港では野球の試合がないので、初めて見ましたが、早大応援部の皆さんが一生懸命に応援していて、チアダンスをしたり、選手を応

援するスローガンを叫んだりしながら、球場を盛り上げていました。残念ながら、結果は引き分けになりましたが、とてもいい試合だった

と思います。 

皆さんも興味があったら、春に野球の試合を見に行きませんか？ 

喺我細細個嗰時候因為好鍾意日本動漫，所以睇過好多唔同嘅卡通。睇嘅時候都留意到喺日本動漫入面經常會出現棒球比賽嘅情

節。例如，由吉卜力工作室出品嘅動畫電影「歲月的童話」都有出現過棒球比賽嘅情節。因為我好鍾意睇「歲月的童話」，所以我一直

以黎都諗住黎咗日本之後要去睇棒球比賽。 

喺早稻田大學有好多面向國際留學生嘅學生團體。而我自己經常參加嘅就係 ICC 啦。ICC 成日都會舉辦好多喺日本先體驗得到活動。

而我之前就參加咗早稻田大學同明治大學嘅棒球大賽觀戰活動！ 

因為喺香港係冇棒球比賽，所以我都係第一次睇。見到早大嘅學生應援團體非常努力為球員應援，跳啦啦隊舞，一直努力大聲嗌應

援口號，真係覺得球場上好熱血啊！雖然最後結果係打和，但我都覺得係一場十分精彩嘅比賽！ 

大家如果有興趣嘅話，要唔要下年春天嘅時候去睇棒球呢？ 

■□■□■□■ 学生レポーター チャン チュエン ワ■□■□■□■ 

 

  



 

■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 109 号■□■□■□■ 

 

みなさん、こんにちは、ケンテイです。先日の古本祭りの記事はいかがでしたか。私は古本祭りの最終日に行って、とっても

賑やかな祭りを感じました。今日は古本祭りについてさらに詳しく紹介したいと思います。 

 古本祭りは 1960 年から毎年続いていて、10 月下旬から 11 月上旬まで大体一週間ぐらい神保町の本の街で開催されている

祭りです。今年でもう 59 年目です。古本祭りが開催されている時、神保町の本の街に 500ｍくらい本のブースが並んでいて、

約 100 万冊以上の本が売られています。それに、本だけではなく、古い CD、雑誌、プロの野球選手がサインした野球に関係

するいろんなものが売られています。そして、古本祭りは本を売っているだけではなく、珍しい本の展示会とか、講演会とか

いろんなイベントもあります。もし疲れたら本屋の中にカフェもあります。本を読みながら、コーヒーを飲むことは最高の幸

せだと思います。。 

 今回は小説を狙って古本祭りに行きました。結局何も買わなかったけれど、古本祭りの魅力を感じました。古本祭りに行く

人はみんな本が好きな人です。本を探している時、まるで宝を探しているようで、みんなの目がキラキラしている。私はこん

な雰囲気が好きです。来年もし時間があればまた古本祭りに行きたいです 

みなさん、来年もし時間があれば、古本祭りに行ってみてはいかがですか。 

  

大家好，我是暄庭，之前提到的古書祭感覺如何呢？我在古書祭的最後一天去了，感覺到古書祭真的非常的熱鬧，這次的記事想

來和大家介紹一下古書祭。 

 古書祭是從 1960 年開始每年的１０月下旬到１１月上旬約一星期在神保町的書街舉辦的祭典，到今年已經是第５９年了。古

書祭舉辦的時候，在神保町的書街旁會有約 500 公尺的書迴廊，而書迴廊上會有許多的攤位，約販賣１００萬本以上的舊書。而

且，販賣的東西其實不限於舊書，舊ＣＤ，雜誌，甚至職業選手的簽名球，許多東西都會在這裡被販賣。除了賣書以外，古書祭

也設有許多活動，例如稀有書的展示會及演講等等。若是逛累的話，旁邊的書店內也設有咖啡店，我想邊看書邊喝咖啡也是最棒

的幸福之一。 

 這次去古書祭其實主要是想買小說的，雖然最後甚麼書都沒有買，但也確實地感受到古書祭的魅力了。去古書祭的人都是喜歡

書的人們，而大家在找書的時候，都像在挖寶藏一樣，眼睛閃閃發光的，我非常喜歡這樣的氛圍，如果明年也有時間的話，也想

再去古書祭。 

 大家明年如果有時間的話，要不要也去參加看看古書祭呢？ 

 

■□■□■□■ 学生レポーター  キュウ ケンテイ■□■□■□■ 

  



 

■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 110 号■□■□■□■ 

皆さんこんにちは！ 

前回の記事を書いてから、季節が変わり寒くなって、東京の雰囲気も少し変わってきました。一年の中で 10 月と 11 月は最もすっきりし

ている季節で、朝早く通学するのは気持ちがいいです。 

11 月の最初の週末、浅草の浅草寺に「白鷺の舞」という伝統的な公演を見に行きました。写真のとおり、俳優が白鷺みたいな衣装を着

て、音楽に合わせて、踊っていました。衣装と雰囲気は綺麗すぎて、「白鷺の舞」を見ている人は皆うっとりしていました。朝の光で特に

美しかったです。この踊りは平安時代に演じられ始めて、振り付けとか演技の解説が「桂庵縁起絵巻」という古い絵巻に書いてあります。

それで、この古い祭礼行列は昔ながらの様式のまま見て楽しめます。毎年「白鷺の舞」は 2 回演じられているので、見たい方は、4 月に

また別の機会がありますよ！ 

私は、日常生活の中で日本的なことに気づいたら、必ず写真を撮っています。この間銀座で抹茶ビールを飲んでみて、驚くほど美味し

かったです。写真の一枚は、アルバさんという友達が抹茶ビールを飲んで楽しんでいるところです。他に私が目にした日本っぽいもの

は、ロードコーンです。可愛いと思ったんですが、もちろん本当の富士山ほどすてきではありません。 

最後に短く紹介したいのは、東京ドームシティのギャラリーアーモで開かれた「バッドアート」という美術展です。可笑しくて妙な絵がギャ

ラリーアーモで初公開されました。例として、モナリザの代わりに「マナリザ」という絵の写真を添付します。こんな絵が私を笑わせてくれ

ました。見に行くことをお勧めします！読んでくれてありがとうございます。また今度ね！ 

Hi Everyone! 

It’s got somewhat colder here in Tokyo since my last article, and the vibe in Tokyo has also changed. I love the fresh feel of October 

and November, in particular when walking to university in the early morning.  

At the beginning of November, I went to watch a traditional dance in Asakusa called the “White Heron Dance”. As you can see in the 

picture, the performers wore beautiful heron outfits and danced in time to music. The dance and atmosphere absolutely entranced 

everyone watching, and was particularly beautiful in the morning light! The dance has been performed since the Heian period, with the 

choreography and performance notes recorded on an ancient picture scroll (“emaki”) known as the “Keian Engi Emaki”. Because of this, 

it is possible to enjoy watching the unchanged dance, performed in the same manner as it was hundreds of years ago. This dance is 

performed twice annually, so if you want to watch it for yourself there is another opportunity to see it in April! 

On another note entirely, when I see typically “Japanese” things in my daily life I always take photos of them. Recently I tried matcha 

flavoured beer at a restaurant in Ginza and it was surprisingly delicious! You can see my friend Alba enjoying the matcha beer in my 

photo. There is matcha in the beer, so it’s healthy right..? Another typically Japanese thing I spotted was this set of Mount-Fuji inspired 

traffic cones. Although they are cute, they are obviously not as striking as the real Mount Fuji!  

■□■□■□■ 学生レポーター エイリーン・メーリー・クーニー■□■□■□■ 

 

 

 

  



 

■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 111 号■□■□■□■ 

皆さん、こんにちは！ラです。今日は早稲田大学の学生食堂について皆さんに紹介したいと思います。 

早稲田大学の中には、いくつかの学生食堂がありますが、私がよく行くのが「大隈ガーデンハウス」という学食です。2Ｆに

は丼ぶり、カレー、ビュッフェ、おかずなどがあります。3F では、うどん、そば、パスタ、グリルなどが選べます。また、2

階・3 階ともドリンク、ケーキ、アイス、お菓子などが買えます。選択肢がいっぱいだといえるのではないでしょうか。 

この学食の特徴は何かというと、まずは、いつも新しいメニューを提供してくれるという点だと思います。私は大体週二回ぐ

らい学食で食べますが、毎週少し違うメニューが出てくる気がします。各季節に合う料理や、まだ売っているのを見たことが

ないおかずなどが数多くあります。だから、いつも楽しみにして学食に行きます。 

それに、会計後にもらう領収書には、注文した食事のエネルギーに関するデータがあります。これは 3 群点数法｢赤・緑・黄｣

という表示方法で書かれています。三つの色は食品の違う栄養の働きを表しています。このデータによって、自分で栄養バラ

ンスをを考えて食事するようになります。（詳細は、こちらをチェックしてください。 

：https://www.univcoop.or.jp/service/food/three.html） 

今回の記事はここまでです。皆さんもぜひ大隈ガーデンハウスの学食に食べに行ってみてください！では、次回の記事もどう

ぞお楽しみに！ 

 

大家好！我是小罗，今天想为大家介绍一下早稻田大学的学生食堂。 

虽然在早稻田大学里有几个学生食堂，但我经常去的是一个叫大隈庭园的食堂。在这个食堂的 2 楼里，有盖饭、咖喱、自助餐和

小菜等。3 楼里可以选择吃乌冬、荞麦面、意大利面、铁板料理等。除此之外，在 2 楼和 3 楼里都可以买到饮料、蛋糕、雪糕和

小零食。选择可以说是超级多吧！ 

如果要说这个食堂的特征是什么的话，首先，我认为是它经常会为我们提供新款餐单这一点。我大概一周去吃两次食堂，期间就

注意到食堂每周的菜单都会有少许的变化。和当下季节相适应的料理呀、至今为止还没有销售过的小菜等等，非常多。所以，我

总是带着期待的心情去食堂吃饭。 

同时，在买完单拿到的收据上，还会有与我们买的食物所含能量有关的数据。这个是被称为三种点数法【红、绿、黄】的一种表

示方法。三种颜色代表着食物所包含的不同的营养功能。根据这个数据，我们可以自己去达到营养均衡。（详细的介绍请点击以

下链接查看： https://www.univcoop.or.jp/service/food/three.html） 

这次的报道就到这里啦，请大家也去大隈庭园的学生食堂里吃一顿试试呀！那么，请期待下次的报道！ 

■□■□■□■ 学生レポーター ラ ケイブン ■□■□■□■ 

 

 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.univcoop.or.jp%2Fservice%2Ffood%2Fthree.html%3Ffbclid%3DIwAR0q-dKitizjTLwPzAE8YLiI4kKYPps63uL0DakDxsmtvOXAPTaYO2ouipU&h=AT0cVXV88zTx2ndNeS6613HY1atB47WXYN7Nz6VMtvi8e_n7m1IyOutpBiXWrQh-TYU2VPEf4bv_C3KMK69HFiczF3KbWlpLkqTMDwSd-VtmenuMC9e9LdPX7bJMlhb5MOAMupiTiYQvveXeXn5yoLLLyUWybPjYb1A5t5-nvIOk2bj4r1FK8TJOeOitOWfRwIHeOIS7iczh0kwMTIc9Wtlk5IVoggZnOxrqLSvvEgliMQ3Q5KnBt3n2iO2qoOyJGxUanncg2QrJYlHDYf2qVf-1Bz6AF67y7YGm15_VApD0GsS0IKG3lm3im8yswMTWW8xK7AWGt9lqwabjhjjCU5bQFaIFbGlmiTivNK_H7bidF8AlshszWm26DVxRQptbWZJ4DbTnRaoXc0oIjl5JXQUOvOvB_WZbog8Ad3SHhasYFdCAjOE_1u1kBKxxu3NIywEnpxJRpe0qMUFMWDEOBwcvKXBm27nZ7lbJcAyDMYGEU9XYUxOzttQ1gOYVLgopKRnEYF8IW2yO1jdPFEjr0zBUnMVh2sCnITcoJQ9TDDpQ8BjxuLUL6EZSliWmJvPfHujz38_44WtsvIpc4W4IQOvX5resp0-1WWlbBSNsNaYRVCG3RcJWN-BcXtBM0WIXHQU
https://www.univcoop.or.jp/service/food/three.html?fbclid=IwAR3glFn94J-0_D7Mj-oQKyvWxmUUZl2QwglNB3t_i_UtCbN7wKw90-KweuY


 

■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 112 号■□■□■□■ 

 最近、街はクリスマスと新年の雰囲気になりました。私はそんな雰囲気が大好きですので、毎年この時期はいつもワクワク

しています。クリスマスと新年といえば、イルミネーションですね。今日は私が先日行ったよみうりランドのイルミネーショ

ンを紹介したいと思います。 

 よみうりランドは川崎市にある遊園地で、毎年 10 月中旬から翌年 2 月までイルミネーションがあります。よみうりランド

のイルミネーションは世界的照明デザイナーの石川幹子さんがプロデュースする宝石色をイメージしたイルミネーションで

す。約 600 万球の LED を使用しています。もしイルミネーションだけ見たいなら入園料は 1400 円ですが、遊園地に行ってア

トラクションに全然乗らないのは本当にもったいないと思います。なので、私は午後 4 時からの 2400 円のナイトパスをおす

すめします。ナイトパスは大観覧車以外のアトラクションが全部乗り放題ですので、非常にお得です。4 時は空がまだ暗くな

いので、空が暗くなる前にアトラクションに乗りながらイルミネーションの点灯を待つのはいい選択だと思います。 

 夜になると遊園地全体がキラキラになって、凄く綺麗です。遊園地で散歩しながら、イルミネーションを見るのは本当に幸

せなことです。もし遊園地全体のイルミネーションを見たいなら、空から見るのがおすすめです。例えばミルキーウェイとい

うアトラクションです。ミルキーウェイはくるくる空中で回るタイプのアトラクションです。回転しながら遊園地全体の景色

をみるのは一石二鳥です。そして、大観覧車もおすすめしたいけれど、ナイトパスを利用するなら別の料金を払わなければな

りませんので、お金に余裕がある方にだけおすすめです。 

よみうりランドは今年の東京都のイルミネーション人気ランキングの第四位です。東京はもっといっぱい綺麗なイルミネーシ

ョンがあります。もし冬休みに時間があればイルミネーションを見に行ってはいかがでしょうか。 

東京都のイルミネーション人気ランキング： 

https://sp.jorudan.co.jp/illumi/rank_tokyo.html 

 

 最近的街上都瀰漫著聖誕節與新年的氣氛，我因為很喜歡這樣的氣氛，所以每年的這個時期都會非常的興奮所以每年的這個時

期都會非常的興奮。說到聖誕節與新年，就會想到漂亮的燈飾，今天我想向大家介紹我之前去的讀賣樂園的燈飾。 

  讀賣樂園是位於川崎市的遊樂園，每年的１０月中旬到２月的晚上都會有燈飾的展覽。讀賣樂園的燈飾是由世界著名的照明

設計師石川幹子以寶石色的想像所設計的燈飾展覽，總共大概用了６００萬顆ＬＥＤ燈。如果只想看燈飾的話，入園費是１４０

０日圓，不過難得來遊樂園卻完全不搭遊樂設施其實是一件非常可惜的事，所以我會推薦買２４００日圓的夜間通行證。夜間通

行證除了摩天輪以外的遊樂設施都能無限搭乘，非常的划算。而且４點的時候天也還沒暗下來．在天黑之前邊玩遊樂設施邊等待

也是個不錯的選擇。 

  天黑之後，遊樂園整體都會變得閃閃發亮，非常的漂亮。在遊樂園中邊散步一邊欣賞燈是真的是一件非常幸福的事。如果想

一次看見整個遊樂園的燈飾的話，我推薦從從空中觀看。例如遊樂設施「銀河系」，銀河系是那種會在空中旋轉的遊樂設施，所

以可以在旋轉的過程中一邊欣賞整個園區的燈飾，是一件一舉兩得的事。雖然我也很想推薦摩天輪，但使用夜間通行的話，搭乘

摩天輪是需要另外付費的，所以摩天輪推薦給不在意另外付費的人。 

  讀賣樂園的燈飾是今年東京都燈飾人氣排行榜的第四名，所以東京其實還有很多漂亮的燈飾，如果這個寒假有時間的話要不

要也去看看燈飾呢？ 

東京人氣燈飾排名 

https://sp.jorudan.co.jp/illumi/rank_tokyo.html 

■□■□■□■ 学生レポーター キュウ ケンテイ ■□■□■□■ 

 

 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsp.jorudan.co.jp%2Fillumi%2Frank_tokyo.html%3Ffbclid%3DIwAR0WpRR1sZoIt3t4jNBl9phAlq4Zdg6SQEHccYr0bmqfU-YRqqGUuyjJJK8&h=AT2JmZq0PBefKdkT3ZUSBP_TEGlMLFEIeeDHymS8ZViBet7cgCNP1rYv0VQlaT9awJp4dkFnt1kzHbrRPtkI8BUeTnlgYG9QadmczZ_sMcF6R0XKPkI5zIzXooJuX6m0EPLnWPJ13Kps9EsOZybGEUyWNAQo6VVN9w5PFYMkYMI7Jld7Gz2P805OqkCznpSizbHoLTbWjM5zl_wvYL0D8QupU6JuVK1GY1q_TSXfy2hcbQoQxVo6h3x2zaTCrLWU9i6vc2mk-uCIlhKfi2mwOnk4n_QAEb1dQFvADIA6KfdZCTYtylM06qZLjqxTy04ky9wlIMb7HijKftWH4kiZBZc1zQKywYGBUSOw3XQkfoyggnJ_bZGZ5VoNhpnoQEPwAobMq467lEAVS6enbndXXhRkm7Vbht6JgvDUuBfRRlBg2KmOTxvJ0nYJr2yfaboKkbfhK1GnJ1TkEbAeUFUz40HzliZk0JkL_JsDMzwuOAXJ5u5-D6Q5PSrHrJPi6eN7IiAh9x88sx_68KIfmGrorhHATC0gfMR2nHuT5H8iwpWtTP6WbJkFk-pC33aZdJpQlpxrakHY6tcLbrNnxqD3t2lUK6tfoB6obcZ4q_ItjY2BcRakfeec3YV2dzvmuRoLAfQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsp.jorudan.co.jp%2Fillumi%2Frank_tokyo.html%3Ffbclid%3DIwAR2DAI5Ug9QnS__USCAmnTlipwUiPuTMAtYwEV69Mfmln_HmGRb_JcuTB_8&h=AT2SNtzf61_uqfpYMBWxXYzJOvT5gJy37opgdHXesD0MHyy6igPxv55DuJibqHrFIUnvWuLjzHqFt5M642zIrP2aV2vgUGWrILKodpqNKjhX6AMwYT5tH1jdrfPqLedn4SSXcLR7-5O-O08ZNvFSk_FSA7eq7YqyvWkEEXI2UAalKM-Y-A6RFjpFchtlEh27csu4EOg2l0O_JKEVtMMIwjh2GBxZnb5qcTo8Fx0e0v6XtwVmy3Z5v1oxW6dzhMd-My3Eg3dBlhZYmQcloqmrB1IrxONs4vHTz9yYCNJqBSEvZbK39vbSik-Dm_gM2u4WeyWDD12IwwApReqhafbFR8-TbkVwPy7jhqY62AWHRMd1dWIrQwYkkT9NVCpH5606fy-BovZLKhgQhtyN22DeqMxkWYo03s2Xn0VZ6viszdjoQlQ00egZfKcnRu9EGg2pqy6XdUJoEDZssk-QyTPYRX4cJsKfirAOo4iW_uAqjQIzjMCSDhwnQebctSPu_7bSMEX_F3sQLuD7SYTTlDJyDa7eC9WrD9M6Jzpe_G2yq1tu85pXEFElO-zQHxkcIqVmGwn5PnQmkZMJn4BU4IOfjVNvxx3lj_jsNDOXaZgBZN5yKYc9VoZubxisVMDvKyTzSVQ


 

■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 113 号■□■□■□■ 

日本の冬 

みなさん、冬休みはどうやって過ごしているでしょうか。いまの日本はとても寒いですね。東京は雪があまり降りませんが、東北や北海

道などは雪がたくさん降っているそうですね。せっかくの休みだから、この間わたしは東北の宮城県と山形県を訪れました。 

昔にも東北に行ったことがありますが、今回は初めて冬に行きました。冬の東北は雪の国と言えると思います。雪がたくさん積もり、寒

さは厳しい東北地方ですが、冬にしか見られない珍しい絶景がたくさんあります。 

例えば、山形県にある山寺という観光スポットは、山寺の山頂から見える雪景色がはっとする美しい景色だと思います。この景色は絶

対に忘れません。 

みなさん、春休みに東北へ行ってみませんか？ 

大家喺呢個假期過成點呢？宜家嘅日本真係好凍啊。雖然東京冇點落雪， 

但係日本嘅東北地方或者北海道已經好似落緊好多雪啦～喺呢個咁難得嘅假期，我早排就去咗宮城縣同山形縣旅遊。 

雖然我以前都去過東北，但今次係第一次喺夏天去嘅。我一直都覺得冬天嘅東北可以話係雪國。雖然東北會有好多積雪，十分嚴寒，

但係就可以睇到好多只有冬天先睇得到嘅美麗絕景。 

例如，喺山形縣嘅山寺山頂上面望落去嘅景色真係令人十分之讚嘆。山寺山頂嘅絕景喺絕對唔會令人忘記～ 

大家喺黎緊嘅春假要唔要去東北玩下呢？ 

■□■□■□■ 学生レポーター チャン チュエン ワ ■□■□■□■ 

 

 

 

 

  



 

■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 114 号■□■□■□■ 

明けましておめでとうございます。2018 年の初めは、日本へ引っ越すことができるかどうかまだわかりませんでしたが、今東京に住むことができて、

すごく嬉しいです！ 

今回のレポートでは、部活に関して書きたいです。以前書いたように、私の趣味はボクシングです。イギリスの大学にいるときボクシングを始めて、

やり始めたとたんに中毒になりました。それで日本に来てからもずっとボクシングを続けています。つまり、早稲田大学のボクシング部に入ったとい

うことです。他の国から来た外国人と日本人のメンバーは皆優しくてすぐに仲良くなりました。私以外にボクサーは男性ばかりですが、マネジャーは

女性で、他の大学で勉強している女性も時々スパーリングをしに来てくれます。イギリスでもボクシングをやっている女性は少ないですが、最近増え

てきました。 

写真で分かるように、練習するとき、T シャツの模様がくっきりとリングにうつるほど汗でびしょびしょです。つまり、いい運動をしているということで

す！難しくても、練習すればますます上手くなって、辛い練習も楽しくなると思います。時々不安が募れば、サンドバッグを打ちたいとういう気持ちに

もなります。そして、練習が終わったら、とても気持ちいいです。12 月にボクシングの早慶戦がありましたが、残念なことに負けてしまいました。今は

短い休みを過ごしていますが、冬休みが終わったらまた思い切り練習するつもりです。 

けれども、練習だけやっているわけではなくて、ボクシング部のメンバーと出かける機会もあります。皆は親切に日本の文化や習慣について教えて

くれます。最近、山中湖を見に行って、温泉を楽しみました。はじめての温泉の体験で、日本人が温泉に入ることが大好きな理由が分かるようにな

りました。イギリスにはそんな風に体を落ち着かせることがないと思います。すてきな経験でした！後は山梨の伝統的な「ほうとう」という太いうどん

を食べてみました。うどんが好きだったら必ずほうとうを食べてみてください！では、また今度… 

Happy New Year All! At the beginning of 2018 (this time last year) I wasn’t sure if I would be able to move to Tokyo, but now I am here and I couldn’t 

be happier! 

In this post I would like to talk about the social side of Waseda. As I mentioned in a previous post, one of my hobbies is boxing. I started boxing whilst 

at University in England and as soon as I tried it I became addicted…So of course I have continued boxing since coming to Japan - i.e. with the 

Waseda University boxing club. Although all the other boxers are male, there are female managers in the club and women boxers from other (Tokyo) 

Universities often come to Waseda for sparring practice. In England there are also relatively few female boxers but recently it has been increasing in 

popularity! 

As you can see in one of the pictures, during training I get so sweaty that the design from my T-shirt imprints into the boxing ring. It’s a good 

workout! Although training can be tough, being able to see improvements over time mean that it is also really gratifying. Also sometimes it’s nice to 

just hit a bag! And the feeling at the end of training is the best. The annual Waseda-Keio Boxing match was held in December but unfortunately Keio 

won this time. We are currently on a short break but once the winter holidays are over its back to training hard again. And getting rid of the 

Christmas fat… 

That being said, the boxing club isn’t only about training but there have also been 

opportunities to go out with the other boxers. Everyone is really friendly and kind 

enough to explain about Japanese customs and culture. Recently we went to see 

Lake Yamanaka and enjoyed the nearby onsen. It was my first time experiencing 

onsen and now I understand why Japanese people love onsen so much! We don’t 

really have this kind of relaxing experience back in England (unfortunately…). It was 

amazing! After the onsen I also got the chance to try traditional thick udon from 

Yamanashi called “Houtou”. If you like udon I really recommend Houtou, its super 

thick and delicious. Until next time! 

■□■□■□■ 学生レポーター エイリーン メーリー クーニー■□■□■□■ 
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皆さんこんにちは。学生レポーターとしての活動ももう半分以上が経ちました。早速ですが、戸山キャンパスについて聞いた

ことがありますか。僕は文化構想学部の授業を取っていて、週に 2 回戸山キャンパスに行っています。でも、普通の CJL の

学生は修了まで一度も行かないかもしれない所が戸山キャンパスです。今回はその戸山キャンパスについてご紹介したいと思

っています。 

戸山キャンパスとは、早稲田キャンパスの正門から歩いて 4 分で行けるもう一つのキャンパスで、そこには文化構想学部と文

学部の 2 つの学部があり、すぐ隣には早稲田大学の多くのサークルが活動している学生会館という建物もあります。早稲田大

学には WIF(Waseda International Festival)・早稲田大学放送研究会・エジプト文化研究会・早稲田大学学食研究会をはじめ、

約 550 個の公認サークルがあります。今日はそのなかでも WIF の紹介をさせていただきます。サークルについての詳細は下

のリンクをご参照ください。 

https://www.waseda.jp/inst/weekly/circleguide/ 

（以下は WIF のステージリーダの「Soma Hiyane」さんにインタビューした内容です） 

WIF とは、15 年前に国際教養学部を中心に作られたサークルで、国際交流のためのサークルです。留学生と日本人の学生の

割合はおよそ 8:2 であり、6 月と 11 月の早稲田祭でダンスショーをします。ICC（国際学生会）との違いは、年に二回ショー

をするということと、合宿や飲み会があるということです。今年の早稲田祭の時は Stomp、Swing、Scottish、Bollywood と

騒乱節などの公演をしました。WIF の長所といえば、サークルのリーダーが 2 年生と若くて、それぞれがやりたいダンスがで

きて、外国人が 8 割なので、とても自由で楽な雰囲気だということです。 

以上で記事を終わります。ありがとうございます。 

 

안녕하세요 여러분. 와세다 대학에서의 생활도 벌써 절반 이상이 지났습니다. 그런데 혹시 토야마 캠퍼스라고 들어보신 

적이 있나요? 저는 문화구상학부의 수업을 들어서 일주일에 두 번씩 다니지만, 일반 CJL 학생은 재학기간중 한번도 가지 

않을 수도 있는 곳이 바로 토야마 캠퍼스인데요. 이번에는 그 토야마 캠퍼스에 대해서 소개해드리도록 하겠습니다.  

토야마 캠퍼스란, 와세다 캠퍼스 정문에서 걸어서 약 4 분 이내에 갈 수 있는 또 다른 캠퍼스로, 그곳에는 

문화구상학부와 문학부, 2개의 학부가 있으며,와세다 대학의 서클이 다수 활동하고 있는 학생회관이라는 건물도 있습니다. 

와세다 대학에는 WIF(Waseda International Festival), 와세다 대학 방송연구회, 이집트문화연구회, 와세다 대학 학식 

연구회를 비롯한 약 550 개의 공식 서클이 존재하고 있습니다. 오늘은 그 중에서도 WIF 의 소개를 해 드리도록 

하겠습니다. 서클에 대한 더 자세한 정보는 하단의 링크를 참조해 주십시오. 

https://www.waseda.jp/inst/weekly/circleguide/ 

(이하는 WIF 의 스테이지 리더 분인 ‘Soma Hiyane’씨와의 인터뷰를 바탕으로 한 내용입니다) WIF 란 15 년전에 

국제교양학부를 중심으로 만들어진 서클로서, 국제교류를 위한 서클입니다. 유학생과 일본인 학생의 비율은 약 8 대 

2 이며, 6 월과 11 월의 와세다제에서 댄스 쇼를 합니다. ICC(국제학생회)와 WIF 와의 차이점이란, 바로 일년에 두 번 쇼를 

하는 것과, 합숙, 뒤풀이가 있다는 것입니다. 올해 와세다제 때는 Stomp, Swing, Scottish, Bollywood, 소우란부시(일본의 

전통 춤) 등의 공연을 했다고 합니다. WIF 의 장점이라면, 서클의 리더가 2 학년이며 각자 하고 싶은 댄스에 대한 의견 

제시가 쉬우며, 외국인이 8 할이다보니 매우 자유롭고 편안 분위기라는 것입니다.  

이상으로 기사를 끝내도록 하겠습니다. 감사합니다. 

■□■□■□■ 学生レポーター キム ミンジェ■□■□■□■ 

 

 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.waseda.jp%2Finst%2Fweekly%2Fcircleguide%2F%3Ffbclid%3DIwAR3xio_tMZI4lMphdzZCWoy0bkvDsPetYhapEPySIH7QPOmgiI0AQE30I3g&h=AT0Eha73Sko1FKLb113wkYNjYj9OqWO-2JVVoBFPLdqTGpVdEWhhZo2JarG3PunYUz0lnB_zoAhSdMCCxZaxkUeruVrO8tPT9T4_TMQLodkWW_naGQIgQhg_whpnraSJXhojDXBlNMILos3OqYxlmRkuOsz-J0R1Zlx1Tnzuhv_1WJ3HKkBRnaYtwontF6AEH8D2kyhl5avDRUTIB1LErSMdgV76xbh-WWxSExobEqneK009SyxS2FjWgkkOKiJtyQ8yvDlDG3apAC7L91-OsAzTCyH2iUzpyLu1bwbjXfeVCYijXyNYr8c29rRh6zTs7d94bm68SRQmQ4voQDGDnXGIsFjj_doiAeCTudrRDVZVBrNoCZlygbN5iFND1F51s43hf9O8AbFyIs5cKzNwkXYMBRSCQwWIM_tB0F-gIuPSijVhoiSYWZ-50gltAY7ettKpcFP_XXoyu6CZoKpFwhoEgJ5j58r4xmq9Q-ckvUWXDqrjVgOI4kDU5llUPTOyL_JyR6g5tHoSTM-HODU1MAfrH7jeZg9To9AdCMRG6xpkytvgn7rHQIBgufxAGZNfu5jDkj4VHhDCQ8JGNr0QgupN_tLRpCbKpzE0SL47lO3YoJ_Wm_zDBswEMJVVnLhLPGY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.waseda.jp%2Finst%2Fweekly%2Fcircleguide%2F%3Ffbclid%3DIwAR2e2q8M5z20mJYeNtFkPQOcyO-Kt57eFKpRYKl6csABSJ-BSWefe_x9e9g&h=AT39MDMi6TfrX9NHVma1e6mQMx1y88oW8rCXfBcACL-Y9BXartVNIezqa7vw0DmjV-Yp0oPQCDjOLeKHyqT9Yx1Ys0Y9w5vrJ9pGm_Z3A7mGC-Cs2zNueB-3l5qZOsEiwoZptExej_8vRb_o4YuwvFti_T7cyRhWYZaLxKvKS9SvW9JxXf7tVgmk43DD4w24OZCmUU1mnJWnmjeVZf053PzE4xucbEjOCU6tcSFpHo8R1KxpvEnz4x4TytXGDLFaP6PBJ25EJ1ydpNKRIwCmwCjgfIoLzv8ATbMU-ZsFquTiDtw_yEHLpFfMvmRyGN76841dQbvGz8JfFUzmuWQw3neGWe-QQU1sIotBGVHzaq67zEgp3-HkaMKQFHH6yxqToqJMUl09qU-ttir8kCizeyhPoWHEBs5DbnPz1FCoL78r4nKy1qGwxKmMfMwy4eUL7O0WjaV8MK7xNbMFgl8LNyRFDbH-vViQNg3uyycBnd9XMHimrfB2fQsC4aL_mLmQ4WEKjwcC4gz3vElVoI5YKTJkkme9d-vNutnxjgI34tPCFjIF-O2qki_KU6VXwL-fte1XPFissUs0BcyNOHkJBE1n0gtvVXRLca5hqbGOLYhDEA-LOvxDBr0RAbSWZxcc0sc


 

■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 116 号■□■□■□■ 

皆さん、明けましておめでとうございます！ラです。今日は早稲田大学日本語教育研究センター（CJL）の授業について皆さんに少し紹

介したいと思います。 

CJL の日本語科目は、五つのカテゴリーに大別されます。総合日本語、集中日本語、入門日本語、日本語技能、テーマ科目です。それ

ぞれのカテゴリーにおいて各レベルを対象としたクラスが開講されています。 

その中で、私がたくさん受講した授業はテーマ科目の授業です。なぜかというと、日本語だけではなくて、日本文化と社会に関すること

も学べるからです。例えば、日本の CM と広告を分析する授業もあるし、就職活動に関する情報を教えてくれる授業もあるし、近現代小

説を読んでみる授業もあります！とても面白くて、全部いい授業だと思います。 

特に今学期私は「待遇コミュニケーション」という授業を受けています。一か月ぐらい前、先生が年賀状の習慣と書き方を教えてくれまし

た。その後、私と友達はお互いに年賀状を書いて送りました。1 月 1 日に友達からの年賀状が家に届いた時本当にうれしかったです！

この授業を受けて、日本の文化を実体験できてよかったと思います。 

今回の記事はここまでです。次回の記事もどうぞお楽しみに！ 

大家好！新年快乐！我是小罗，今天想为大家稍微介绍一下早稻田大学日语教育研究中心的课程。 

CJL 的日语科目一共分为五个大类。它们分别是综合日语、集中日语、入门日语、日语技能和主题科目。每个大类别中还根据不同

级别开设了不同的课程。 

其中，我选的狠多的课都是主题科目类别的。要说为什么的话，是因为在这些课程中，除了日语我还可以学到与日本文化和社会相

关的东西。例如，有分析日本广告的课，也有介绍就业活动相关信息的课，还有试着阅读近现代小说的课！我觉得这些都很有趣，

都是很好的课程。 

特别是这学期我上了一节叫做“接洽与交流”的课。大约一个月前，老师教授了我们日本写贺年卡的习惯和具体写法。然后，我和朋

友互相为对方写了贺年卡并寄了出去。1 月 1 日那天我收到朋友寄来的贺年卡的时候，真的很高兴！我觉得自己选了这个课，能去

实际体验到日本文化真是太好了。 

这次的报道就到这里啦。下次的报道也敬请期待！ 

■□■□■□■ 学生レポーター ラ ケイブン■□■□■□■ 

 

 

 

  



 

■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 117 号■□■□■□■ 

2018 年も終わって、2019 年、新年が訪れました。新年があけた時、皆さんはどのような夢を見ましたか。日本では新年の初夢に出ると

縁起がいいとされるものが三つあります。一つ目が富士山、二つ目が鷹、そして三つ目がナスです。富士山は日本の象徴であり、鷹は

日本語で高いという意味で、ナスは何かを成し遂げるという意味があって新年の初夢に出ると縁起がいいとされています。私は 2018 年

12 月末に家族と共に富士山旅行に行ってきました。今回の記事では富士山の紹介と私の旅行話をしたいと思います。 

まず、富士山について紹介させて頂きます。富士山は山梨県と静岡県の真ん中にあって、晴天だと東京からも肉眼で見える活火山で、

最後に噴火したのは 1707 年だったそうです。また、富士山はユネスコ世界遺産にも登載されています。 

あら、何かおかしくありませんか。 

ユネスコ自然遺産ではなく、世界遺産だとはいったいどうしてでしょうか。その理由は、富士山には、環境の問題があって自然遺産に登

録することができず、日本文化の象徴であり、多くの絵や文学作品の素材になるなど文化的な価値に基づいて世界遺産として登載され

たのです。 

富士山の周りには火山活動でできた五つの湖があります。その中で、山梨県の河口湖という湖のそばに泊まることに決めて、富士山

が一番よく見れるいくつかの場所で写真を撮りました。写真を見てください。どうですか。それに、富士山にも登ってみましたが、日本で

はこのような諺があるそうです。「富士山に一度も登らぬ馬鹿、二度登る馬鹿」つまり、富士山の文化的な価値を考えて一度も登らない

と馬鹿と言う意味ですが、実際に登ってみるとあまり見るものがないという二つの意味があります。にもかかわらず、私の目には雲に覆

われた富士山はとても美しかったです。皆さんも一回くらい富士山に行ってみたらとてもいい思い出ができると思います。 

2018 년도 저물어 2019 년, 새해가 밝았습니다. 새해 때 여러분께서는 어떠한 꿈을 꾸셨나요? 일본에서는 새해 첫 꿈에 

나오면 길하다는 것이 세가지 있습니다. 첫째가 후지산, 둘째가 매, 그리고 셋째가 가지입니다. 후지산은 한국인에게 

있어서 백두산과 한라산과 같은, 나라의 상징이며, 매는 일본어로 다카(높다는 뜻)로 높이 된다는 의미가 있으며, 가지는 

나스(이루다라는 뜻)로 무엇인가를 이루게 된다는 의미가 있어 새해 첫 꿈에 나오면 길하다고 합니다. 저는 지난 

2018 년도 12 월 말에 가족과 함께 후지산 여행을 갔다 왔는데요, 이번 기사에서는 후지산에 대한 소개와 제 여행담을 

조금이나마 이야기하고자 합니다.  

우선 후지산에 대해 소개해드리겠습니다. 후지산은 야마나시현과 시즈오카현에 걸쳐있으며, 날씨가 좋으면 도쿄에서도 

육안으로 보이는 활화산으로서 마지막으로 분화한 것은 1707 년이였다고 합니다. 또한, 후지산은 유네스코 

세계유산으로도 등재가 되어있습니다. 어라 조금 이상하지 않으신가요? 후지산이 유네스코 자연유산이 아닌 

세계유산이라니요. 그 이유는, 자연유산으로 등재가 되기에는 후지산의 환경 문제가 극심하여, 일본 문화의 상징이며 

수많은 그림과 문학작품의 소재가 되는 등 문화적 가치를 바탕으로 세계유산으로서 등재가 된 것입니다.  

후지산 주변에는 화산활동으로 생긴 5 개의 호수가 있습니다. 그 중 야마나시현의 가와구치호라는 호수에 숙소를 잡아 

후지산이 가장 잘 보인다는 여러 명소에서 사진을 찍었습니다. 사진을 봐주세요 어떤가요? 그리고 후지산에도 

올라가보았는데, 일본에는 이러한 속담이 있더군요,“한 번도 후지산을 오르지 않은 사람은 바보. 두 번 오른 사람 또한 

바보.”즉, 후지산의 문화적 가치를 생각해서 한번도 올라가지 않으면 바보라는 뜻이지만 막상 올라가보면 참 별 거 

없다는 이중적인 뜻입니다. 그럼에도 불구하고 제 눈에 구름에 덮인 후지산은 정말로 아름다웠습니다. 여러분들도 한번 

정도는 후지산에 가보시면 정말 좋은 추억을 쌓으실 수 있을 것이라고 생각합니다. 이상으로 제 마지막 학생 

레포터로서의 기사를 마치도록 하겠습니다. 지금까지 읽어주셔서 정말 감사합니다. 

■□■□■□■ 学生レポーター キム ミンジェ ■□■□■□■ 

 

 

  



 

■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 118 号■□■□■□■ 

早稲田大学の日本語教育センターは日本語の授業だけではなく、日本文化についてなどのさまざまな授業を受けられます。わたしにと

って、語学学習とは文法や語彙だけではなく、その国の文化を学ぶことも大事だと思います。わたしは今学期は「日本の良さを知る：

『伝統文化を学ぼう！』」という日本文化を学べる授業を選びました。 

この授業で、わたしが一番印象深いのは津軽三味線のレッスンです。以前も弘前にある「弘前ねぷた村」という博物館で津軽三味線の

演奏を聞いたことがありますが、津軽三味線についてあまり知りませんでした。今回の授業では津軽三味線に関する知識や歴史など

たくさん勉強しました。また、「三津巴」というサークルのメンバーさんたちが来てくれて、さまざまな楽曲を演奏してくれました。 

この授業を通して、わたしは日本文化についての理解を深めました。皆さん、もし日本文化に興味があったら、来学期、または CJLに入

学して、日本文化に関する授業を選んでみませんか。 

早稻田大學嘅日本語教育中心唔係淨係得日文嘅課堂，好似關於日本文化等等唔同嘅課堂都可以上㗎。對於我黎講，學習語言唔

單止淨係學文法或詞彙，學習個嗰國家嗰文化都好重要。而我今個學期就揀咗科叫「學習日本傳統文化」嘅堂。 

係呢科入面，我最印象深刻嘅係津輕三味線嘅課堂。雖然自己以前係青森弘前嘅「弘前睡魔村」都聽過津輕三味線嘅演奏，但對於

津輕三味線嘅歷史或文化都唔係好知道。而今次呢堂就學習咗好多關於津輕三味線嘅知識同歷史。而且，早稻田大學入面一個專

門演奏津輕三味線嘅學會「三津巴」都有喺課堂上演出咗好多樂曲。 

透過呢科，我覺得自己對於日本文化有更進一步嘅理解。如果大家對於日本文化有興趣嘅話，下個學期要唔要試下揀下有關日本

文化嘅堂上下呢？ 

■□■□■□■ 学生レポーター チャン チュエン ワ ■□■□■□■ 

 

 

  



 

■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 119 号■□■□■□■ 

 

皆さん、こんにちは。ケンテイです。寒さの折、皆さんはお元気ですか。時間の流れは本当に早いです。これはもう４回目の

記事になります。今回は早稲田大学のキャリアセンターを紹介したいと思います。 

 皆さんは日本語プログラムを修了した後の進路は決まりましたか。もしまだ決まっていないなら、ぜひキャリアセンターを

利用してください。キャリアセンターは進路相談と就職相談があって、もしまだ進路と就職の問題に悩んでいるなら、キャリ

アセンターの先生と相談して、客観的なアドバイスをもらうことはいい選択かもしれません。キャリアセンターの先生との相

談を通して、新しい考え方が生まれるかもしれません。キャリアセンターの中には図書コーナーもあります。キャリア形成と

就職支援に関する資料と本が沢山あって、もし就職に関する情報を調べたいなら、キャリアセンターがおすすめです。そして、

キャリアセンターには様々な就職に関するイベントがあります。例えば面接対策講座や自己分析講座など、全部就職に対して

役に立つイベントです。 

 最新の、就職したい学生にとって最も重要なイベントは早稲田大学の学内合同企業説明会だと思います。学内合同企業説明

会は 3 月 1 日から 3 月１３日まで早稲田大学で開催されます。学内合同企業説明会を通して自分が興味ある企業をもっと深く

理解できて、自分が知らない企業に出会う機会もあります。これは本当にいいチャンスなので、時間があれば、学内合同企業

説明会に行ってみてはいかがでしょうか。詳しくは以下のリンクを参考にしてください。 

学内合同企業説明会 

https://www.waseda.jp/…/assets/…/2018/12/gousetsu201903.pdf… 

 大家好，我是暄庭，在最近寒冷的天氣中，大家都還好嗎？時間真的過得很快，這篇記事已經是我作為學生記者的最後一篇記

事了。在這次我想和大家介紹一下早稻田大學的職涯中心。 

 大家已經決定好修完日本語教育課程之後的出路了嗎？如果還沒決定好的話，務必利用看看早稻田大學的職涯中心。職涯中心

有進路與就職相關的商談處，如果還在煩惱進路與就職的問題的話，與職涯中心的老師商談，並獲得客觀的建議或許是個不錯的

選擇。透過與老師的商談中，自己也會產生新的觀點。職涯中心內部還有圖書空間，那裡有許多與職涯形成與就職相關的書，如

果想查詢與就職相關的情報的話，非常推薦來職涯中心。職涯中心還舉辦了許多活動，例如面試對策講座及自我分析講座等等，

這樣都是對就職相當有用的活動。 

 我想對想就職的學生來說，最近最重要的活動應該是早稻田大學的學內企業聯合說明會。學內企業聯合說明會將於３月１日到

３月１３日舉行，透過學內企業聯合說明會可以更加瞭解自己有興趣的企業，而且還有機會與自己完全不知道的企業相遇，這個

真的是很棒的機會，如果有時間的話，要不要參加看看呢？詳細的資訊請參考下面的連結。 

學內企業聯合說明會 

https://www.waseda.jp/…/assets/…/2018/12/gousetsu201903.pdf… 

 

■□■□■□■ 学生レポーター キュウ ケンテイ ■□■□■□■ 
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■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 120 号■□■□■□■ 

東京に引っ越してから４ヶ月経って、いろんな伝統的な演芸や祭りを見ることができました。しかし、最近見たものが、今までで一番すごくて日本的な新しい経験だと

思います。それは、2019 年大相撲 1 月場所を見に行ったことです！ 

日曜日の朝に早く起きて、始発電車に乗って、午前 5 時半までに両国国技館に行かなければならなかったんですが、相撲を見ることに非常にワクワクしていたので、朝

の早さなど気になりませんでした。両国国技館に着いたとき、もう 70 人ぐらいが並んで待っていました。皆寒そうに見えました。でも、早く着いた人々は相撲の愛好

者のようだったので、皆文句を言わずに、静かに喋って待っていました。並んでから９０分ぐらい後に、最初の 200 人が整理券をもらいましたが、私はその後も 30 分

ぐらい待っていました。 

それで、7 時半ごろ、本当の入場券を買いました。その時、3 時間ぐらい外で待っていたので、できるだけ早くコーヒーが飲める所に行って、温まりました！ 

相撲の試合はー日中行なっていますが、一流の力士は、午後に現れます。それで十両の力士は 2 時ごろ土俵に入って、幕内の力士は 3 時半ごろ試合をし始めます。でも、

朝の試合もとても激しかったです。塩撒きなど、テレビでしか見たことがない相撲の様子を目の前で見られることは本当に素晴らしかったです。 

入場券はあまり高くないし（たったの 2200 円）、午前 8 時半から午後 6 時まで相撲の試合もずっと見られるし、様々な面白いお土産や食べ物も売っていました。その

上、明仁天皇と美智子皇后が思いがけなく両国国技館にいらっしゃいました。観客は天皇陛下と皇后陛下がいらっしゃったので喜びました。もしかしたらそれは天皇と

して明仁天皇が両国国技館を訪れる最後のチャンスかもしれません。私は、東京に来る前ずっとロンドンに住んでいましたが、まだイギリスの王族の方々を実際に見た

ことはないです。それなのに、初めて相撲を見に行って、日本の皇族にお目にかかるのは、幸運だと思います。 

大相撲協会大会は毎年 3 回東京で行われているので、見に行きたい人がいたら、私が経験して学んだばかりのことを少し教えてあげたいです。早朝起きることができな

い方は是非大相撲協会のサイトをよく確認してください。行きたい大会の１ヶ月前に切符を買うことができます。例えば、5 月に行きたいなら、入場券は 4 月から買え

ます。 

でも、安い切符を手に入れたいなら、相撲を見に行く日を選んで、その日の午前 5 時半までに両国国技館に行き、２時間ぐらい待って、入場券を買って相撲の試合を見

ることになります。長時間待たなければいけないので、厚着をして、飲み物と食べ物を持ってきてください！ 

 

In the 4 or so months since I moved to Tokyo I have been lucky enough to enjoy lots of traditional Japanese theatre (Noh and Bunraku) and festivals (too many too 

list!). However, my recent outing has to be the most amazing Japanese cultural experience so far! I'm talking about seeing sumo wrestling during the 2019 

January Grand Sumo Tournament. 

I had to wake up extremely early on Sunday and board the first train in order to get to Ryogoku Kokugikan (*THE* sumo venue) for 5.30am, but because I was so 

excited to see the sumo I really didn't mind waking up so early. When I arrived at Ryogoku Kokugikan, there were already around 70 people queuing for tickets. 

My first thought was that everyone looked cold! However, all the people who were crazy enough to wait in the cold at that time in the morning were certainly big 

fans of sumo and therefore noone was complaining but rather was really friendly and we chatted to each other as we waited. One kind man even gave me some 

photos he had taken last year. Very cool! After around 90 minutes, the first 200 or so people received "Queue cards" which showed what number we were in line. In 

theory we could then leave the queue before the ticket office opened but in reality we just waited another 30minutes or so and bought our entry tickets at about 

7.30am. Since we had been in the cold for about 3hours by that stage we found the closest place that sold coffee both for the caffeine and to warm ourselves up! 

The sumo bouts were on all day, with the top sumo wrestlers on after lunch. The wrestlers in the 2nd division came into the ring ("dohyou") at around 2pm, and 

the matches of those in the top division started at around 3.30pm. However the morning matches were also really exciting to watch. To be able to see typical sumo 

rites like the salt throwing that I had only previously seen on television was amazing. As the sumos became more prestigious, they threw more and more salt in 

before their bouts, until there were massive clouds being thrown in. It was amazing to watch such intricacies of sumo first-hand. The entry ticket was not 

particularly expensive (¥2200, maybe £15), and we were able to watch sumo bouts all day from 8.30am until 6pm and on top of that there were lots of 

sumo-related items on sale and delicious food! (I may have bought a t-shirt and a mug...) On top of all that, the Emperor Akihito and Empress Michiko also 

unexpectedly came to watch the sumo on Sunday! Everyone in the audience was really excited to welcome the Emperor and Empress at around 5pm. It was an 

amazing atmosphere! Since he is retiring as Emperor in April this year, this was probably the last appearance of the Royal Couple at the Ryogoku Kokugikan as 

Emperor and Empress. Before I came to Tokyo I had always lived in London, but I have never seen any of the British Royal Family in real life. Therefore seeing 

the Emperor and Empress at my first time visiting the Sumo was unbelievably good luck! 

The Sumo Grand Tournament is held 3 times a year in Tokyo, and if anyone wishes to visit there are a few things I noticed on this visit which may be helpful. If 

you are unable/unwilling to wake up early and wait in line, please keep an eye on the Nihon Sumo Kyokai website. For any given tournament, tickets go on sale a 

month prior to the tournament. For example tickets for the May tournament go on sale in April. However for the cheapest tickets it is best to go early on a given 

day and queue from around 5.30am at the Ryogoku Kokugikan, wait for a few hours to obtain your tickets for the day and then really enjoy the sumo having 

earned the tickets! Of course since you will we waiting for a few hours please wear warm clothes and maybe bring something to eat and drink!  

■□■□■□■ 学生レポーター エイリーン メーリー クーニー■□■□■□■ 

 

 

 

  



 

■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 121 号■□■□■□■ 

 

皆さん、こんにちは！ラです。今回の記事はもう最後の記事ですね。あっという間に終わった秋学期でしたが、私にとって、忘れられない思い

出がたくさんできて、本当にうれしかったです。 

去年の 10 月から CJL の学生レポーターとして毎月記事を書きました。最初はただ皆さんに早稲田大学と CJL などの情報をシェアしたいと思

って学生レポーターになったのですけど、知らず知らずのうちに、学生レポーターとして何か貢献できることがあるかということをよく考える

ようになっていました。日常生活でも、何か面白くて、特別な素材があれば必ず次の記事を書くためにメモしておきました。そのおかげで、私

も以前よりもっと生活に注目して、早稲田大学と CJL のことに限らず、日本という国の魅力もよく感じるようになりました。 

また、先生たちはいつも記事の原稿をチェックしてくれたり、アドバイスをしてくれたりして、いろいろと勉強になりました。自分の書く能力

がよりよくなった気がします。 

まだ半年間の早稲田での留学生活が残っていますが、今学期よりも一生懸命頑張りたいと思います！今学期ずっと私たちの記事を読んでくれた

皆さんにも感謝の気持ちを伝えたいです！ありがとうございました！ 

 

大家好！我是小罗。这次的报道已经是最后的报道啦。虽然转眼间秋学期就结束了，但这学期里有很多对我来说非常难忘的回忆，真的非常高兴。 

我从去年的 10 月开始作为 CJL 的学生报告员每月写报道。刚开始的时候，只是抱着想和大家分享早稻田大学和 CJL 等信息的想法，成为了学生

报告员。但是在不知不觉中，我经常考虑作为学生报告员能为大家做些什么贡献。在日常生活中，如果有什么有趣的、特别的素材的话，为了写下

一篇文章的时候可以用到，我一定会记在笔记本上。多亏了这份责任，我比以前更关注生活，也感受到了早稻田大学和 CJL，甚至是日本整个国家

的魅力。 

另外，老师们经常帮我修改报道的原稿，也给我很多建议，让我学到了很多东西。我感觉自己的日语写作能力相比之前变好了。 

在还有半年的早稻田留学生活中，我会比这个学期更加努力的！也想向这个学期一直看我们报道的大家表达感谢的心情！谢谢大家！ 

 

■□■□■□■ 学生レポーター  ラ ケイブン■□■□■□■ 

 

 

 

  



 

■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 122 号■□■□■ 

 

皆さん、こんにちは。ケンテイです。皆さんの春休みはいかがでしょうか。この記事はいよいよ私の学生レポーターとしての最後の記事です。 

去年の８月末に日本に来て、早稲田大学の CJL で日本語を勉強してきました。正直に言うと早稲田大学での一学期は私の台湾の大学でのどの学

期と比べても、最も大変な一学期だったけれど、充実していました。台湾の大学では、私は勉強ばかりでそれ以外の活動に参加していませんで

した。でも今学期、折角日本に来たのだから、様々な経験を積みたいので、色々なことに挑戦しました。 

ある授業の先生がバイトは授業以外で最も日本語を勉強できる方法だと言ったので、今学期色々なバイトをやりました。バイトで色んなお客様

とのやり取りを通じて自分の話す能力が確実に上がりました。でも、最初バイトを始めた時、時間のコントロールが悪くて、バイトの時間が長

すぎて、勉強の時間が少なくなりました。その時、いつも夜遅くまで勉強しなければならないので、凄く疲れました。なので、もし来学期みん

なもバイトに挑戦したいならしっかり時間のコントロールをする方がいいと思います。そして、私は学生レポーターも挑戦しました。今学期は

毎月一回の記事のために、色んなところに行って、イベントに参加して、記事を書きましたので、とても充実した一学期でした。元々自分の書

く能力についてあまり自信がなかったですが、毎月の記事のために長い文章を書くうちに、だんだん自信を持つことができました。記事の中で

間違えたところがあっても、先生がもいつも修正してくれますので、凄くいい経験だと思います。 

もし将来日本で生活したいなら、日本語を書く能力も重要です。みなさんもし来学期まだ CJL にいるなら、ぜひ学生レポーターに挑戦してみて

ください。 

 

大家好，我是暄庭，大家的春假過的如何呢?這篇文章將是我作為學生記者的最後一篇記事了。 

去年的 8 月底來到了日本，並進入了早稻田大學的 CJL 學習日文。說實話在早稻田的這一個學期比我在台灣的大學的任何一個學期都還要辛苦，

但也很充實。在大學的我為了學習很少參加學習以外的活動。但這學期難得來到日本，便想累積許多經驗，所以就挑戰了各種事情。 

有一堂課的老師說過除了上課以外最能學到日文的方法就是打工了。所以我在這個學期挑戰了各式各樣的打工，在打工的時候透過與各種客人的應

對，自己的口說能力真的進步了不少。但是剛開始打工的時候，因為自己的時間管理做得不是很好，打工的時間太長，導致讀書的時間縮短，使自

己不得不利用半夜的時間來學習，實在是非常累。所以如果大家下學期也想挑戰打工的話，務必要做好時間的管理。然後這學期我也挑戰了學生記

者，這個學期為了寫每個月一篇的記事，去了很多地方也參加了許多活動，是非常充實的一學期。雖然原本對自己的書寫能力沒甚麼自信，但為了

每個月的記事寫長篇的文章，對自己的書寫能力也慢慢地有了自信。而且在記事中若有錯誤的地方，老師也會幫忙改正，我覺得這真的是一個非常

棒的經驗。 

如果將來想在日本生活的話，日文書寫能力也會是非常重要的一環。如果大家下學期還在 CJL 的話，務必來挑戰看看學生記者。 

 

■□■□■□■ 学生レポーター  キュウ ケンテイ■□■□■□■ 

 

 

 

  



 

■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 123 号■□■□■□■ 

 

感謝の日記… 

皆さんこんにちは！今日は最後の日記として CJL のスタッフと同級生の手助けに感謝したいです。次の学期も CJL で日本語を勉強しますが、

振り返れば去年 9 月から CJL の先生達にたくさん優しく教えていただきました。ですから、日本語でコミュニケーションを取る自信が持てる

ようになりました。学生レポーターとしてどうやって自分の意見などを詳しく伝えることができるか考えながら練習していい機会になりました。

その上、他の学生の面白い経験や感想も知ることができました。 

私はこの半年間、留学生として教室だけではなく外で日本語を勉強しました。日常生活でも部活でもよく日本語を使うことができました。そし

て色んな日本の文化に触れる機会もありました。文楽と能楽の伝統的な演芸を見に行って、そこで聞いた日本語は少し難しかったのに、公演と

装束を楽しむことができました。是非もう一回そんな素敵な公演を見に行きたいです。 

また、大学で勉強する時に、自分の視野を広めるために専門以外に新しいことをしてみるのも重要だと思います。それで、早稲田大学の早稲田

ボクシング部で習することができたことに感謝します。自己鍛錬になるように、友達と辛い練習をしたほうがいいと思いますから。 

印象深かった CJL の授業は、菓子の作り方や茶道のやり方を学ぶ授業で、体験しながら歴史について知ることができました。これからも日本で

もっと経験を積んだり、授業に積極的に参加することで日本語力を上げたいです。今学期が終わったばかりですが、もうすぐ春が来て、新入生

を迎えることを楽しみにしています！ 

 

Hi everyone! Today for my final write-up I’d like to express my thanks to the staff at CJL and my fellow classmates for all their help to date. 

I will be continuing my studies at Waseda next term, but looking back to September I am grateful to all my teachers for their patience and 

support until now. Thanks to their teaching I have gained confidence in my ability to communicate in Japanese. Writing these diaries as a 

student reporter has also been a great opportunity to focus on communicating my thoughts and opinions more fluently. And of course it has 

been lovely to hear the thoughts and experiences of my fellow student reporters! 

During the last 6 months as an exchange student I have learnt Japanese both inside and outside of the classroom. In particular, in daily life 

or whilst doing student activities I have been able to practice using Japanese. In this way I have also been able to gain an understanding of 

Japanese culture. Thanks to one of my culture classes I had the opportunity to watch both Bunraku and Noh theatre. Whilst the Japanese 

spoken when I went to these performances was quite complicated, the beautiful theatre staging and costumes were something to behold of 

themselves! I definitely hope to go and see more of such traditional theatre over the next few months.  

Although of course Japanese studies are my main focus at Waseda, I also think it is important to try new things whilst at University, to 

further broaden one’s horizons! I am therefore grateful for the opportunity to train with the Waseda Boxing Club alongside my studies. I 

think that working towards a common goal with friends is one of the best ways to improve, and to cultivate self-discipline. 

Other memorable experiences at CJL include learning in class how to make Japanese sweets (“Wagashi” – so delicious!) and learning how 

to correctly perform the tea ceremony. Looking towards the future I hope to enjoy more of such fun experiences and of course will do my 

best in class to improve my Japanese further. Although term has just ended, spring will soon arrive and with it the new students at Waseda, 

who I am looking forward to meeting in April! 

 

■□■□■□■ 学生レポーター エイリーン メーリー クーニー■□■□■□■ 

 

 

  



 

■□■□■□■ CJL 学生レポーター記事 第 124 号■□■□■ 

 

みなさん、こんにちは、チャンです。みなさんは春休みをどのように過ごしているでしょうか。今回の記事はわたしが学生レポーターとして書

く最後の記事になります。わたしはもう日本から香港に帰ってきました。あっという間に早稲田大学での留学生活は終わってしまいました。。

本当に寂しいです笑。交換留学生として早稲田大学でいろいろなイベントに参加したり、さまざまなことを体験できて本当によかったと思いま

す。また、学生レポーターとして面白い記事を書くために旅行したり、早大のサークルの活動に参加して、たくさんの素晴らしい思い出を作り

ました。毎月の記事も先生から直していただけて、この半年間のおかげで、自分の日本語は前より上手になったと思います笑。この半年間はわ

たしの一生の思い出になりました。お世話になった先生方には感謝しています。 

今学期わたしの書いた記事を読んでくださり、本当にありがとうございました。では、またいつか早稲田大学で会いましょう。 

 

大家好，唔知大家點樣度過緊春假呢？今次嘅記事將會喺我作為學生記者最後一次寫嘅記事。我已經由日本返咗黎香港了。喺早大嘅留學生活真係

眨眼就結束，其實真係好唔捨得㗎。喺呢半年以交換學生嘅身分喺早大參加唔同活動，體驗到好多事情，真係太好了～。而且，作為學生記者，為

咗構思每月記事而去下小旅行，參加下早大學生組織嘅活動嘅過程中真係製造咗好多美好嘅回憶。每月所寫嘅記事都會由老師幫我地修改文法，多

得可以學生記者呢半年，我覺得我自己啲日文比以前進步咗（笑）。喺早大留學嘅呢半年將會成為我一生嘅回憶，真係非常感謝一直以黎關照著我

地嘅老師。 

真係好感謝大家喺今個學期一直都有睇我寫嘅記事。希望將來會有一日再喺早大見面啦～ 

 

■□■□■□■ 学生レポーター  チャン チュエン ワ■□■□■□■ 

 

 

 

 


