
■□■□■□ CJL 学生レポーター記事 第 145 号■□■□■□ 

こんにちは。学生レポーターのリ シュです。中国北京から参りました。趣味はピアノと読書です。バレーボ

ールとファッションにも興味を持っています。高校時代に早稲田大学の先輩の陳独秀氏のことをきっかけ

に、知れば知るほど、早稲田大学に憧れを持ってきました。出身校の北京林業大学で、もう 2 年間日本語

を専攻していて、教育の分野に興味を持っていて、将来、先生になりたいです。 

先生になれるように、表現力と探究心が必要だと思います。学生レポーターの仕事は、探究心を持って、

留学中の経験をまとめた上で、自分が言いたいことをどんどん書ける能力を鍛える機会です。また、他人

と分かち合うのが好きなので、自分で早稲田大学での留学生活を皆さんに紹介できれば、幸いです。早

稲田大学に留学したい学生達も手伝えます。 

写真は初回ランチミーティングの集合写真といただいたお弁当です。本当に美味しくて、美しかったです。 

日本語がまだまだだと思いますが、早稲田の面白さを発見したい情熱を持って、頑張っていきたいです。 

大家好，我是早稻田大学日语教育研究中心的学生记者李思雨。我来自中国北京。兴趣爱好是弹钢琴

和读书。对排球和时尚也很感兴趣。上高中时以了解到早稻田大学的前辈陈独秀先生的事迹为契机，

我开始对早稻田大学非常憧憬。我已经在母校北京林业大学日语专业学习了两年日语。对教育领域充

满兴趣，将来想成为一名老师。 

为了成为老师，我认为表达能力和探究知识的热情非常重要。学生记者的工作，是带着饱满的求知欲，

在总结留学生活点滴的基础上，能够顺利地把自己想表达的内容传达出来，锻炼这种表达能力的机会。

并且，因为我非常乐意分享，所以如果能把自己的留学生活介绍给大家，我感到很荣幸。希望这也能

为更多想来早稻田大学留学的学生提供到一些帮助。 

图片是第一次午餐会的合影和吃到的便当。真的是又好吃又很好看。 

我的日语还有很大提升空间，我想要发现更多早稻田大学有趣的地方，继续努力。 

Hello every one. I am the student reporter of Center for Japanese Language Waseda University. I came 

from Beijing, China. My hobby are playing the piano and reading books. I am also interested in volleyball 

and fashion. During the high school period, I was eager to study in Wasada University because I learnt the 

things of the famous senior Chen Duxiu. I had learnt Japanese two years in Beijing Forestry University. I 

have interest in education sphere. I would like to be a teacher in the future. 

To be a teacher, I considered that expressiveness and enthusiasm of study are significant. The job of the 

student reporter is a chance to develop the ability which to write down the experience of the life studying 

abroad with the enthusiasm of exploration. In addition, I love sharing with others, so I am so excited to 

introduce my study and life to you. I hope it will also offer some useful information or fun to those who 

want to study in Waseda University in the future. 

The pictures are the group photo and lunch at the first lunch meeting. It was really delicious and beautiful. 

I will keep going and have the passion to explore more interesting things in Waseda.  

■□■□■□学生レポーター記事 リシュ■□■□■□■ 

 

 

 

 

  



 



■□■□■□ CJL 学生レポーター記事 第 146 号■□■□■□ 

こんにちは、学生レポーターのミナです。 

台湾から参りました。今年の四月から早稲田大学に入学し、学生レポーターをやらせていただきました。

学生レポーターの経験のお陰で、早稲田大学のイベントや日常生活への関心が高まってきました。記事

を書きながら、だんだん日本語能力がアップしました。一石二鳥と言えますね。 

趣味の一つはカフェ巡りなので、早稲田の周りの良いカフェを探して行ってみようと思います。皆さん、ご

存知ですか。早稲田大学にはオフィシャルのカフェがあります。Uni.Cafe125 というカフェです。まだ行った

ことがないので、今学期こそ行きましょう！ 

カフェ以外、もちろん CJL の面白い授業を紹介したいと思います。写真どおり、「一生勉強、一生青春」と

いう言葉が大好きです。秋学期も頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

大家好，我是來自台灣的 Mina。從今天四月進入早稻田大學，就開始擔任學生記者。感謝這個經驗讓

我對早大的活動和日常生活都有更多的關心。為了寫每篇文章，漸漸地日文能力也提升了，可以說是

一石二鳥吧! 

我的其中一個興趣是去各式各樣的咖啡廳，希望能開發更多早大附近的好店。大家知道早稻田有自營

的咖啡廳嗎? 叫做 Uni.Cafe125。到現在還沒去過裡面用餐，所以希望這學期一定要去試試看。 

咖啡以外，當然也想向大家介紹 CJL 有趣的課程。如同照片中所言，「一生學習，一生青春」非常喜歡

這句話。秋學期也會加油，請多多指教。 

Hello, I am Mina. 

I am from Taiwan. I entered Waseda University in April 2019 and started being a student reporter. By 

writing the post, I paid much attention to Waseda university events and daily life. For writing every post, I 

felt my Japanese ability improved. This can be called “Killing two birds with one stone” right? 

One of my habit is going to a lot of coffee shops. I hope to find more good café around Waseda. Do you 

know Waseda University has their own café? The café named “Uni.Cafe125” I never been there to eat or 

drink something. So I hope I can do this in Fall semester. 

Besides coffee shop, I hope to introduce CJL interesting classes surely. Like the photo, “keep learning, 

stay young”, I love the words. I will try my best this semester. Thank you for watching. 

■□■□■□ 学生レポーター記事 ミナ ■□■□■□■ 

 



 

  



■□■□■□ CJL 学生レポーター記事 第 147 号■□■□■□ 

 皆さん、こんにちは。中国のオウイキです。今学期の学生レポーターの一人となりました。 

今後日本でのことを皆に教えたいと思っています。前は中国の大学で日本語を勉強していました。あっと

いう間に三年生になっちゃって、卒業する前にぜひ日本に行ってみたいなあという気持ちで、早稲田大学

の日本語教育センターに申し込みして、願いが叶いました。そして、日本でもっと日本語を話して、日本語

が上手になるように頑張ります。 

 私は日本の漫画が大好きで、家の近くの本屋に寄ったら、まさに天国でした。ほかに、推理小説にも興

味あって、日本の島田荘司や東野圭吾といった作家の本も読みました。こんな私も当然早稲田のミュージ

ックワーズパズルに参加しました。博物館を回している間に、答えを探しました。最後パズルを完成させて、

記念プレゼントももらって、すごく楽しかったです。ついでに、歴史館で昔の学生の制服を着てみましたよ。

どうでしょうか。 

大家好，我是来自中国的王玮绮。这次报名了早稻田大学日本语教育中心的学生记者，成为了这学期

的学生记者的一员。今后希望能将在日本的经历分享给大家。我之前在国内的大学学习日语。不过转

眼间就变成了大三，就想着在毕业前一定要去日本，就申报了早稻田大学日本语教育项目，如愿以偿

来到日本了。希望在日本多说日语，努力提高日语水平。 

我最喜欢读日本的漫画。最近去家附近的书店转了转，真是宛如天堂。此外，也喜欢看推理小说，看了

岛田庄司和东野圭吾等作家的小说。这样的我自然也参与了早稻田博物馆的字谜游戏。在逛博物馆时，

一边寻找字谜的答案。最后顺利填完字谜，也兑换了纪念礼物，真的非常开心。顺便还在早稻田大学

的历史馆，试穿了上世纪的学生制服。大家觉得如何呢？  

Hello everyone. My name is Wang Weiqi. I’m from China. This semester I will share some my experiences 

in Japan as one of the student reporter. When in university of China, my major is also Japanese. Time 

passes so fast. Thinking that there is only two years left before my graduation, I signed up for the program 

of Waseda University Japanese Education center, hoping to go to Japan for one time before I graduate. I 

made it. Now I’m in Japan, I want to speak more Japanese and improve my Japanese. 

I like reading manga very much. When I come to the bookstore nearby, with so many mangas, 

It’s really like in paradise. I also have interest in detective stories. I’ve read some Japanese writer’s 

novels, such as Souji Shimada and Keigo Higashino. Without doubt, I challenged the museum crossword of 

Waseda University. I visited the museums and tried to find the answers. 

At last, I finished the crossword and got the museum present. I really enjoyed myself. In the History 

Museum, I put on the uniform of last century. How is it? 

■□■□■□ 学生レポーター記事 オウイキ ■□■□■□■ 

 

 

  



 

  



■□■□■□ CJL 学生レポーター記事 第 148 号■□■□■□ 

こんにちは、呉です。中国南京の出身です。今学期も引き続き学生レポーターを担当させて頂いてありが

たいです。前学期の学生レポーターの活動で、自分の日本語能力が高まり、今度は何を書けばいいだろ

うと毎日考えつつ、日常も楽しくなりました。今学期は CJL で勉強する最後の一学期になりました。ここで

の生活を大切に過ごせるためにこれからも自分の留学生活を記録したいと思い、今度も学生レポーター

に応募しました。 

前学期は大学院の入試に色々忙しかったので、書いた記事は授業や図書館など勉強の内容が多かった

です。今学期は学内のイベントや旅行などもっと楽しいことについて書きたいと思います。（もちろん、勉強

が楽しくないと言いたいわけではありません。） 

今回投稿する写真はフィルムカメラで撮った早稲田大学の一隅です。最近は寒くなり、今年の緑もだんだ

んなくなってしまうかなと思って、この写真を撮りました。これからも文字や写真を用いて、早稲田大学

CJL で留学の楽しさをみんなさんにレポートします！よろしくお願いします！ 

大家好，我是小吴。来自中国南京。这学期能让我继续担任学生记者真的很感恩。在上学期的学生记

者的活动中，自己的日语能力得到了提高，每天想着下次要写什么好呢，日常生活也变得有趣起来。

这学期是我在 CJL 学习的最后一学期了。为了认真对待在这里的每一天，我想要接下来也继续记录自

己的留学生活，报名了这次的学生记者。 

上学期忙着大学院的考试，写的新闻也大多是上课和图书馆之类学习相关的内容。这学期，我想要写

一些校内的活动，旅行之类更开心的内容。（当然，我并不是想说学习是不开心的事情。） 

这次投稿的照片是用胶片相机拍摄的早稻田大学的一角。最近天气转冷，想到今年的绿色也要渐渐没

有了拍下了这张照片。今后也会用文字和照片向大家报道我在早稻田大学的 CJL 留学的快乐！请多

多指教！ 

■□■□■□ 学生レポーター記事 ゴ ゲツライ■□■□■□■ 

  



 

  



■□■□■□ CJL 学生レポーター記事 第 149 号■□■□■□ 

皆さん、こんにちは、オウイキです。先週の大学祭楽し見ましたか。私は土曜日に学校にいって、早稲田

祭を楽しみました。中国の学校ではこういう全学校に至る大きなイベントはあまりないから、前から早稲田

祭を期待していました。 

土曜日の 10 時、正門の会場に着いた時、もうたくさんの観客が集まっていました。幸い大きいスクリプト

が設けられ、舞台の様子をそれに映しているから、せの低い私も見えるようになっていました。アカウント

が終わってから、きれいな女の子がエキゾチックな衣装をきて、素敵なダンスを披露してくれました。しか

し、いきなり怪獣らしいものが出て来て、ダンスを止めました。怪獣はまたさらに女の子を脅かそうとする

際、ヒーロー「早稲田 W」が助けに来ました！よかった！早稲田 W はきれいに敵を片付けて、かっこよかっ

たです。それで、みんなの歓声で正義のヒーローは去って、パフォーマンスも再開しました。続いて、侍部

の学生が登場し、音楽に乗って、すごい技を見せました。三人が下に立って、もう一人は飛ぶみたいに三

人の肩について、着陸しました。これを見て、感心しました。それと、本当のアイドルグループにも負けな

いパフォーマンスが出されました。同じ服を着た女の子はダンスをしながら、歌も完璧で、このままデビュ

ーしてもよさそうだとも思いました。 

その後、学校をいろいろ回ったら、様々な模擬店があって、どれを食べようか迷うくらいでした。クレープ、

焼きそば、たこ焼きなどの日本の食べ物、チヂミ、ケバブなど外国料理もあります。人気者のタピオカも売

っていました。途中は完成度の高いコスプレした学生を見かけ、漫画研究部に寄って、部員に似顔絵を描

いてもらいました。短い間、こんな上手に書き上げるなんとすごいなあ。それに、相手は「目がきれいです」

とほめてくれました。学園祭は本当に楽しかったです。 

大家好，我是王玮绮。上周的学院祭大家过得如何呢？我周六去了趟学校，享受了早稻田祭。中国的

学校不常有这种全校动员的大型活动，所以很早就开始期待学园祭了。 

周六早上十点到达学校正门时，已经聚集了许多看表演的人。幸好学校配备了大型屏幕，个子不高的

我也能看得清楚。大家结束倒计时后，漂亮的女孩子们穿着异国风的裙子，展示了精彩的舞蹈。可是，

突然怪兽跑上舞台，阻止了舞蹈。就在怪兽要恐吓女孩子们时，英雄早稻田 W 登场了。太好了。早稻田

W轻松收拾掉敌人，帅气极了。他在众人的欢呼声下场，表演继续。接下来是武士社团的学生表演。他

们配合着音乐，展示了高超的技艺。三人站在下面，另一个人就好像飞上去一样，落在了三人的肩上。

我看了后，非常佩服。还有不逊色真正的偶像团体的表演。女孩子们穿着同样的衣服，一边跳舞一边

唱歌，甚至让人觉得就这样出道也完全没有问题。 

之后，我到学校各处转了转。看见了许多小摊，多到不知道该吃哪个。有炒面、章鱼烧这样的日本食物，

还有韩国煎饼，烤串这些外国料理。当然还有最火的珍珠奶茶。途中我还看到了非常逼真的角色扮演，

就顺道去了漫画研究部，请部员帮我画了漫画风格的自画像。短短时间里，漂亮地完成了一幅画，真

的很厉害。还被部员夸赞了眼睛很漂亮。这次的学园祭真的非常开心。 

■□■□■□ 学生レポーター記事 オウ イキ■□■□■□■ 

  



 

 



■□■□■□ CJL 学生レポーター記事 第 150 号■□■□■□ 

皆さん、こんにちは。呉です。 

今回は茨城県への旅行を紹介したいと思います。 

皆さんは日本の都道府県魅力度ランキングをご存知でしょうか。最近、最新版は発表されたが、東京から

電車でわずか１時間半ぐらいの茨城県はなんと連続７年 47 位でした。日本で魅力度最下位のところは一

体どういう風景なのかを知りたいため、茨城県に足を運びました。 

今回は茨城県のひたち海浜公園、大洗磯前神社に行きました。実は水戸市市内にも偕楽園など面白い

ところたくさんありますが、時間が足りないのでざっと見るだけで帰りました。茨城県の名勝を十分に楽し

みたいなら、県内のどこかに泊まることはお勧めです。 

秋の茨城県の見どころを検索してみれば、国営ひたち海浜公園の紅葉の情報がいっぱい出てきました。

特に 10 下旬に真っ赤になるコキアという植物は人気があるそうです。 

朝に東京駅からその有名なひたち海浜公園に出発。そこに行くには、電車で勝田駅まで行って、バスに

乗り換えることと直便の高速バスで行く二つの方法があります。高速バスの方が楽で、値段も手頃ですが、

本数が少なく、予約もできないので、早目に駅に行かないと満席になってしまう。高速バスのチケットは入

手できなかったため、電車で行きました。 

2 時間ぐらいをかかって、ひたち海浜公園に到着しました。とても快晴な日だったので、赤いコキアと青空

の色の対照が綺麗です。丘の上から海も見られます。今回の一枚目の写真はフィルムカメラで撮ったコ

キアの丘です。 

午後から、大洗磯前神社に移動しました。そこに行くには、水戸駅で大洗鹿島線に乗り換えることが必要

です。大洗駅から磯前神社までバスが通っていますが、バスを逃したので 30 分歩いて着きました。太平

洋に面した磯前神社は岩礁に立っている鳥居が有名です。波の中で静かに佇む鳥居を見ながら、浪の

音を聞いて、時間を忘れるほど心地がいいです。二枚目の写真は磯前神社の鳥居です。また、磯前神社

の「二の鳥居」の前の長い階段もほかの神社であまり見たことがない、独特なところです。 

東京に帰ったのはもう夜九時でした。ランキング最下位であるが、茨城県は実は魅力がいっぱいあるとこ

ろです。「ランキング最下位」の名で観光客を招くためにわざと毎年連続最下位になるのではないかと思

っています。ぜひ、一度茨城県に行ってみてください。 

大家好，我是小吴。 

这次想给大家介绍我去茨城县的旅行。 

大家知道日本的都道府县魅力值排行吗。最近发表的最新版中，距离东京坐电车仅有 1 个半小时左右

车程的茨城县竟然连续 7 年排在了第 47 位。因为想知道日本魅力值倒数第一的地方究竟是怎样的风

景，我前往了茨城县。 

这次我去了茨城县的国营日立海滨公园，大洗矶前神社。其实水户市内也有偕乐园等许多有意思的地

方，由于时间不够了，只走马观花地看了看。如果想要充分欣赏茨城县的风景的话，推荐在县内住一

晚。 

搜索一下秋天茨城县值得看的景点的话，会看到很多国营日立海滨公园的红叶的信息。特别是到了 10

月下旬会变成鲜红色的一种叫扫帚草的植物似乎很有人气。 



早晨从东京站像传说中的国营日立海滨公园出发。去那边可以坐电车到胜田站转公交也可以坐高速

巴士直达。高速巴士比较轻松，价格也便宜，但是班次很少，而且不能预约，不早点去车站的话就满座

了。因为没有买到巴士的票，我选择了坐电车前往。 

大概花了 2 个小时到达了日立海滨公园。那天的天气非常晴朗，红色的扫帚草和蓝天的对比很漂亮。

从山丘上还可以看见海。这次的照片是用胶片相机拍摄的扫帚草的山丘。 

下午开始前往大洗矶前神社。想要去那边的话必须去水户站转大洗鹿岛线前往。从大洗站到矶前神社

有往返的公交，但因为错过了公交我走了半个小时才到达。面向太平洋的矶前神社因为伫立在礁石上

的鸟居而有名。一边看着海浪中静静地伫立着的鸟居，一边听着海浪的声音，是会忘记时间的那种舒

畅。另外，矶前神社的“第二鸟居”前的长长的台阶也很独特。 

回到东京已经是晚上 9 点了。虽然排名是倒数第一位，其实茨城县很有魅力。我甚至觉得它是不是为

了借排名倒数第一的名字吸引游客而故意每年倒数第一的。大家也请亲自去茨城县看一看。 

■□■□■□ 学生レポーター ゴ ゲツライ■□■□■□■ 

 

 

 

  



■□■□■□CJL 学生レポーター記事第 151 号■□■□■□ 

皆さん、こんにちは。学生レポーターのリシュです。最近、農林業に関係があるレポートを書いています。

日本語教育研究センター学生読書室の係員のお姉さんに聞いたら、WINE で図書館の資料を探す方法を

教えていただきました。嬉しいことに、中央図書館に農林業の文献がたくさんあります。前は中央図書館

の収蔵規模の大きさを聞いたことがあります。今回は利用できる機会があって、ワクワクしていました。 

WINE にキーワードを入力してから、それに関する文献の名前や位置が出てきました。中央図書館の農林

業類文献を例として、B1 階は研究書庫であり、3 階に国際農林業協力協会などの雑誌があります。そし

て、もしオリジナルの雑誌資料がまだあれば、オンラインでの利用もできます。また、3 階の「産業」という

本棚で農林業の蔵書がとても豊富だと思います。レポートや論文を書くのに本当に助かります。 

それから、図書館でエリアをはっきり分けて、最大程度で閲覧できる静かな環境を保障されています。そ

れに、2 階のアクティブエリアでインターネット端末が利用できて、十数種類の言語が設定できます。特に

留学生達に便利だと思います。もしお腹が空いたら、コーヒーを飲みたいなあと思ったら、2 階のリフレッ

シュルームとコーナーで気楽にお弁当や軽食がエンジョイできます。 

中央図書館に入るたびに、勉強が好きになると感じられます。これからも面白さを発見したいです。 

 

※早稲田大学図書館 

https://www.waseda.jp/library/ 

大家好，我是早稻田大学日语教育研究中心的学生记者李思雨。最近，我正在写一篇关于农林业的报

告。在问过日语教育研究中心学生读书室的职员姐姐后，她为我演示了在 WINE 上搜索图书馆资料的

方法。让我欣喜的是，中央图书馆里有很多农林业的文献。之前我就耳闻中央图书馆的收藏规模之大，

这次能有机会好好利用，我非常兴奋。 

在 WINE 上输入关键词，与之相关的文献名称和所处位置等信息就显示出来了。以中央图书馆藏的农

林业书籍为例，B1层是研究书库，3层有国际农林业协力协会等的杂志，并且，如果原网站的杂志还存

在，那么也可以线上阅览。3层名为“产业”的书架上农林业的藏书非常丰富，这些对于写报告和论文

真是大有帮助。 

除此之外，图书馆进行了明确的分区，最大程度上保证了阅览时安静的环境。同时，在 2层的“活跃区

域”可以使用电脑，并且有很多语种可供选择，我深感这尤其对于留学生来说非常便利。如果感到有些

饿或是想喝杯咖啡小憩片刻，即可在 2层的休息室轻松地享用便当或轻食。 

每当我走进中央图书馆，就会感到已经喜欢上学习了。今后也想继续发现这中有趣的地方。 

※Waseda University Library 

https://www.waseda.jp/library/ 

Hello everyone. This is Siyu Li, the student reporter from CJL. I am writing a report about agriculture and 

forestry these days. When I asked the staff of CJL Students’ Reading Room, she showed me how to use 

the system named WINE to search the materials in the libraries. Fortunately, there are a number of 

literature related to agriculture and forestry in Central Library. I have heard that Waseda University 

Library is one of the largest and most extensive university libraries before. This time I felt excited that I 

can have the opportunity to use the library. 

After input the keywords in the WINE, the name and the position of the literature came out. As an example 

of the agriculture and forestry literature in Central Library, the B1 floor is the area of research archive. 

Then there are lots of relevant magazines on the 3rd floor. And it is available to read them online. 

Moreover, the books of agriculture and forestry are abundant in the zone called “industry” which is also 

on the 3rd floor. It is really helpful that students can use them when write reports or paper. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.waseda.jp%2Flibrary%2F%3Ffbclid%3DIwAR0UDVNqkNY4oF4fyCLgxKnPulKeVsDBVL35fF-Xr3z3pnOBwP-wEf-o14o&h=AT3XFhL9uoiFigMjTL1MtCh7So45WOsQ1d9aIzLgvZjA9Se_RTvTdj3meAwO2JiNdSkT1ksNU-x4U3sBW2EPn1idJFV81Ad1gosqxc0iSGADX85noqN-dACm6WWBNEIqxRuUH8Me7ajLqN8JqDXjJOWcGhmOxEJhwxSC6wZBbPEn2iQoiGlbMVIKN8Wm5QsgmiwmPzJR9jo-BrtTS7Jc0rUvAhmN11twwA1kz-tVOeBHJlPkPf7rLEDt2Ta6M2DIkDEJEfOQG2ihA-DLOUSXcX82zkxnngUn3wcnuo3uXqHYBS2xpWygoHQH6CLXAabPMYFTVkCNz8YdvxnpDOQxcTWVX-v6zi0-R2BZZE9XiwEovjETSjisv7P25P3l1o0WPi_wKafri1mhD6MWwKABqWcoLnYsd2N7eDJMugu5YQ7SNSqI17lkS-ScU5J2FFEv2pouc0deVdpJUqa0cI42bQxnrwX_4FDfd3IllDA3nQjLCMZdEZPehWzP2gEWyhlbMEqZ8go3Cf9G9oWNvngs7bBuNb-mTX_QnIthHlvfDQwWx0HuTMtYW3nQru5dvRkGGkx0Hys6RvVa3-MdpnOUomVuXruzqgoOE-UMWK8JRmixYgTLDbv6IFLudqNI1bqw83o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.waseda.jp%2Flibrary%2F%3Ffbclid%3DIwAR11KnEdaNJTFHMF_ooo__qTx1dboPpPUo6FLHZAFCjH3eCK8fP6wcuhShU&h=AT2oLIPEI_7UvL2I2TZOP0ju1HHtIyQ4dMynyQp_SMxQbk3-6egMywIYixojZtJ4SyD1vNCpPKQPq5Yqj9a6d4WNWCAX2Aw9_7NhsS6uCc3x68dW3Rf1u9mzExE7GtJI_YUNIJEd0hnICRkIq0gKHqd9rLwGRX_tGx9KZynH0cFzvaF7D-Li7yLgZ-5Fo96nW4GvY-duiGx2saVegaxMQqTIlNHEoEWQuENNXKYtXnwdw4Pig348GnicbtwiCnHugv-USkdJFxVzO-kljWOUvixnTm0fV30vn2QoKg9LzuMXbE778CpOu36nNQbc0Hep4TfeEm7D9aNhS4Y6sXEN-LkMaql4s-bg_yWcLBKbMZdEESiDikWF2DP2nt0TVk0M0ckzb7O3Ez9F1wHuejeDerppF1xE4_Oipf0gI8lqUW5sxU9MP6D1EEzoWQ8GAGrhVwgkZXrb5tTT_PWih6s_UImHji7naRjyOv_D0OXDUPJXcsZqNo4sV4YI9wZWPIoRDGbhrAgP5mtuEWmGWftFIk0TIRvUWQ2NZ-ZwjxXEHsY5JDnUxno8sgYqtZk0kFNYYhmUBFtiHTbBpwPTpsujPy5Q8r_5z7c7QqlmpNyVEssb2wptzC1RYZ_UvF32u51nj1E


In addition, the areas are clearly divided in Central Library. So a quiet environment that in favor of reading 

are guaranteed. At the same time, internet terminal is available in the active area on the 2nd floor. More 

than 10 kinds of languages can be set, which especially for foreign students, this is convenient. What’s 

more, if you feel a little bit hungry, or want to have a cup of coffee for relax, the refresh corner and refresh 

room on the 2nd floor would be a cozy place for you to enjoy a light meal. 

Whenever I enter Central Library, I feel that I have fallen in love with study. I am looking forward to 

discovering more. 

※Waseda University Library 

https://www.waseda.jp/library/ 

■□■□■□学生レポーター リシュ■□■□■□ 

 

  

 

  

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.waseda.jp%2Flibrary%2F%3Ffbclid%3DIwAR0qKB5bcpjWhzEeI32oA_ZgiAAhu_kiNWIvr62Rodg5AJRVRVrHtdBXKyU&h=AT3GlHrSGnk0G9ASf5txrkbo-vruKGm352AbmsDH2IZ6Kyht0ich-HLL-ENYbUatn_aQdviibRpNpO_7hxMZgx7vRpJalfTJejq_F2ftzn18FXlmbr7aFitCh17wBPEe4EaNdHQVmbZfmz30lcl668-JMQogMZ941xxXZkUZK0MIJz6dl2JFxtNQo-Bg6ce0gP7j-RU7DETRaHVWWIUDTLXRSwvCmkAJXGuknp7jpg1tP0KQ0QswP-cdH3-e86Y5j22p_toakttQzvphi0PIN6USACbAC5CIGeX4z7EQkiKfbKSMIYp91jnmvTkF4ZZeu6kvcZ_PsCWzmKrXgKZyXROS7PikCK2aybVE50xQ-8KsSsEb1Nw45HL8FUP9rYEi735TjBDXhAfdeLF6nQJSpX2q_QVaUAuYE0RtfKJMTqZqNvMP8QeELfbrhuH23Ltu7KBlYuHGo-4IZKFpcVQACC_66Rk8GqLuWok-kdxFYqY64kKYboO_jyz39Ly8ku6ELHkK49VZUqp3DRje_IEqoa9kVlP04_e70LrOl6Hq_1J5GQ4i2dfc3R2xfj1DBJzHThOgrsVvdE9L4RCKHE0WCe9n1EX_jiavqoo3YjyGzSQBVzKRYCbvhVZ8ksWcnEd97oI


■□■□■□CJL 学生レポーター記事第 152 号■□■□■□ 

将来、日本に就職したい人がいらっしゃいますか。早稲田大学のキャリアセンターが学生の就職活動を

サポートしますよ。キャリアセンターは留学生のために様々なセミナーが開催されています。就職活動の

スケジュールを紹介したり、面接の注意点を解説したりします。 

セミナー以外、就職相談サービスがあります。就職相談は日本語だけではなく、英語の相談もできます。

相談時間は一回 40 分以内、自己分析や履歴書の確認などの活動を行います。 

キャリアセンターでは、就職関連図書の閲覧と貸出、まだ就活に関する資料を配布しています。例えば、

写真の就職活動ガイドブックがたくさん情報を載っています。日本に就職したい人はぜひキャリアセンター

を利用してください。 

※早稲田大学キャリアセンター 

https://www.waseda.jp/inst/career/ 

Do you want to work in Japan in the future? Waseda University Career Center is supporting students’ 

job-hunting activity. The Career Center offers various seminars for international students to introduce 

job-hunting schedule and explain key points for interview. 

In addition to seminars, Career center offers consultation services. This servise is not only in Japanese, 

but also in English. The consultation time is less than 40 minutes at one time. The service is including 

self-analysis and CV check. 

The Career Center distributes materials related to job hunting. For example, the attached photo is about a 

guidebook of job-hurting. If you want to find a job in Japan, please come to Waseda University Career 

Center. 

※Waseda University Career Center 

https://www.waseda.jp/inst/career/ 

將來希望在日本工作嗎?早稻田的職涯中心會提供學生各種協助。職涯中心為了留學生招開各種說明

會，介紹在日本找工作的流程以及面試技巧等。 

說明會以外，還有就職諮詢的服務。諮詢的語言不僅限於日文，也可以進行英文的諮詢。一次的諮詢

在 40 分鐘內，可以幫學生進行自我分析以及檢查履歷等活動。 

早稻田的職涯中心提供就職相關書籍的閱覽及借出服務，也發送許多與就職相關的資料。例如照片中

的就職活動指南。希望在日本就職的人，請多利用早稻田的職涯中心。 

※Waseda University Career Center 

https://www.waseda.jp/inst/career/ 

■□■□■□学生レポーター ミナ■□■□■□ 

  

https://www.waseda.jp/inst/career/?fbclid=IwAR3CpPCfonhg3I6zYlYF1eGdulAieScTJKTZFqdDhXmGrsL9lDywdLxA4WE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.waseda.jp%2Finst%2Fcareer%2F%3Ffbclid%3DIwAR1wkxzhBfiLZaocfIsYf5sObAQao6vAX7qhlEPCRakb289azWud77bnJ4Q&h=AT1RpriUAhTpAWIOk4szcUgZNA6uj0Rrbdrepa1eCOeYj4nQezNmoDQaE_t7CMwQXcVbewEg1XGOdSiKgVFd3xVHMdEpVJerBgCZjlvNW1sDJBFjzPJEBYgA9bzpUqdvBLDn5B2GOBF_yg9JOM-Q8q7iSXXlKNjRK7Ofjo8iSun5sy61l4E6H9QaB9ogRQk6xxFyjPkF3S2Nvqlta7XwHQlVZ_6RL2z4ALyiDfK5C5cax8chkpRXVMAavGMnxoU_SIuPljS7FlQGmJz3LDVBnSU7fIbpi2L-jjtu5c2GSN1m0m-RA8tg780KRrEKN2rek5J-yXWp3R2A2xAGZ1khwggzVgfRmNHsMWkg9opb1_3PVKvV46fl9D8UwRO1Qv-J6tYE_RNvCnr17P0sLid7kLkAdAi0pZ-sVFFwmX8sUQrdmha4fGClCNkwXPT3EI2ROHOup0sxSX1wPkFno2yp_HcTy4IilLcC-7WVjO2uUTU0GLoeqFoDyubAVFzXFNbcjjtN4GBWhu6KLPqageFiUQ13jJSuDzWSAA3v0ivwV--NWWoqzm6UdJWz62WodhHoZ8PTCZMMbaUVzWL7GCFbl_BxGZoo6j-H2yqMW7k60tO0d7I5qxsucvyxDTMEjG9xPRA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.waseda.jp%2Finst%2Fcareer%2F%3Ffbclid%3DIwAR0qO7hKsXst1mTIGbo7Bv0hzuNaYqF9hSqVEX9B7sLKak6dLlbt0v3KzOE&h=AT0GgUI2SVtCQm-ysGJ6xpO8ejKsug9NiSeH-aGR-PW917HnDpUIbzR9E6twW99Pypi6p1NANtN0fLCbyqlP9uVQ9yck-XqPaWd8WNLT_tdFTVF8Am0UwxCnOADWytahGGqemRQVAh2XnOG3TLdIUB3NSEni9iPWZWGnIfgYrilj4rvqXJotIUBGRDEOBrwljhtCR0i6PjWuNuySqneWmoTBKOAO_gEiReLkbY6eR1r8BnZ8j_974WLBQU1sr4EY5QVxlzzXRjiWkBwB7bw2BtTrm1HLkui-j5yh7z8DfsvSNuY1PefkWHGXuF0ZA4y809wKZN_gMobifwbyRkYi71ybb6R9aKcPh7TGv1b47HCcY7BGULUIU5oeuvb8mq_UsmxDrNuu78a6uqyqyOY2AKAJf4J99Iag57ICQFo9R-NFE7Gd02Hpvaq4yvoqdKrjprInKyC9eUJfYjs5M7dONtngfmYlyzHjFXXZNx6k0HW0jXvH1fxQ5PFH5fBYxwrmr1BHljry4k54_Uq2Gf8tzVqt0v0VEB_DGEAnkASws2QB4_aYE29mzrZEjcPHAuRj2GNT7uDyW1iGi72NB0qMa7px0cM5wgS-94y3KE2wA2wCY5NDtkuNezs7aFOTI6tpMWs


 

  



■□■□■□CJL 学生レポーター記事第 153 号■□■□■□ 

皆さん、オウイキです。今日は私が参加した浪江町のスタディツアーを紹介します。この活動は WAVOC

（早稲田平山郁夫ボランティアセンター）から知ったもので、興味あって、申し込みしました。ちなみに、セ

ンターにメール登録できたら、活動の情報はメールに届きます。でも当日の集合時間を間違えて、連絡人

からの電話がきて、慌てて十分くらいも全力で走って、やっと集合場所に着きました。本当にとんでもない

失敗でした。もう一度お詫びを申します。遅刻して、申し訳ございませんでした。 

そして、バスに乗り、およそ四、五時間かかって、福島県の浪江町に到着しました。まずは、えごまの採収

を体験しました。ここで、人生初めて鎌に触って、使いました。最初はどの側で切るかわからなかったが、

試しているうちにわかりました。取ったえごまを集めてから、えごまを叩きます。ビニール袋の上で、えごま

の実が雨降りみたいに落ちていきました。実の特有な香りは長く漂っていました。最後は混ざった実とい

らないゴミを分けるだけ。そこで、ふるいの出番です！いつもは機械で分けるそうだが、せっかく学生がた

くさんきているから、人力で分けようと農家さんは考えました。一人ずつ分けた後でごみはだんだん減って、

実だけ残ったことを見て、とても気持ちよくなりました。農家さんは今年は台風のせいでえごまの産量が減

ったと言ったけど、えごまの収穫を見たら、やはり人力の方が機械よりいいなあと喜びました。 

その後、農産物で作った食べ物をごちそうしてくださいました。柿と柿饅頭とえごまジャムのついたパン、と

ってもおいしかったです。すぐにも買って持ち帰りたいくらいです。そろそろ暗くなったので、用意した寮に

帰り、なんと野外の BBQ をすると！これも私にとって、初体験です。店で焼き肉食べたことはあるが、外で

自分で焼くのはないです。福島県は東京より早く寒くなったが、皆と火のそばで BBQ して、楽しかったです。

でも、日本語はまだまだだと改めて実感しました。日本人は普段喋っている時、こんなに早口になるので

すね。それと大学三年生になったら、中国も日本の学生もさすがに就職に悩む時期ですね。 

今回は知らないことたくさん知って、すごくいい体験でした。地元の人の話から、町には原発の放射でまだ

帰れない地域があります。帰れるようになるまで、たぶん後何十年間かかります。車に乗って町を回る時

も、人が少なくて、寂しかったです。浪江町は実際に震災と原発事故からまだ完全に復活していなくて大

変だが、町の人と外から来た人皆協力して、きっといつか元の生活を取り戻すと私は信じています。 

大家好，我是王玮绮。今天来介绍一下我参加的浪江町的志愿活动。我是从 WAVOC（早大平山郁夫志

愿者中心）得知的，然后报名参加了。顺带一提，在 WAVOC 官网进行邮箱登录后，有新的活动，中心就

会发邮件通知。但是我当天搞错了集合时间，直到负责人打来电话才发现。于是全力跑了将近 10 分钟，

总算赶上了将要前往福岛县的巴士。在这里再次向参与活动的全员道歉。差点延误行程，真的非常抱

歉。 

然后，坐大巴，经过了四五个小时左右，我们抵达了福岛县的浪江町。最开始体验了收割胡麻。在这里，

我人生第一次用上了镰刀。一开始不知道用哪个面切，在实际使用后渐渐明白了。把收割下的一株株

胡麻收集起来，在巨大塑料袋上敲打，胡麻的果实像下雨一样哗啦啦地掉进袋子里。散发着果实特有

的香气。最后就是把需要的果实和不要的碎枝烂叶分开。这是筛子登场了。之前好像是用机器来分的，

但是这次因为我们大学生来了，就特地准备筛子来人力过滤。大家轮流过筛后，杂物渐渐变少，最后

只剩下果实了，看着心情非常舒畅。农民们说受之前台风影响产量减少了，但是这次发现人工过筛效

果比机器好很多，很高兴。 

之后，我们平常了用农作物加工后的食品。有柿子，柿子陷馒头和占了胡麻酱的面包，真的非常好吃。

让我不禁想当场买下来带回去。然后，天色暗了起来，我们回到了准备好的宿舍，开始了野外烧烤！

我是第一次体验野外烧烤。虽然又在店里吃过烤肉，但是户外自己烤还是第一次。福岛县相比东京，

比较快转凉，但和大家站在火边，边烧烤边聊天，很愉快。不过也再次感受到自己的日语能力还不够。

日本人平时和本国人说话，真的很快。此外，大三生的就职话题令我也同样感受到了压力。不管是中

国还是外国，这时都会为就职烦恼啊。 



这次体验非常好，了解到了很多不知道的东西。当地人说，现在还有因为辐射而回不了的地区。坐着

大巴转了一下村子也发现了，人很少，有点萧条。浪江町还没从地震和核电站事故中完全复兴，但是

我相信在当地人和外县来的人的帮助下，一定会有恢复原状的那一天。 

Hello, everyone. I am Weiqi Wang. Today I want to introduce my study trip to Namie, which is located in 

Fukushima province. I signed up for this trip through the WAVOC (Hirayama Ikuo volunteer center of 

Waseda University).That morning of the first day of the trip, I thought the gathering time was 8.50. But at 

8.30 a phone call came, and it turns out that it was 8.30 that the right time should be. I made the big 

mistake. So I dashed to the meeting place. I nearly had run about 10 minutes. Finally, I cought up the bus 

which was about to leave. I feel really sorry about nearly delaying the schedule. 

Then, I get on the bus. After 4 or 5 hours’ driving, we arrive in Namie. First we students tried the farm 

work of cutting the perilla, a plant that belongs to sesame. It was my first time to use the tool sickle. At 

first I didn’t know which side of sickle should I use. When I was trying, I felt like I slowly understand the 

way. Then we put all the perilla on one big plastic bag, and shook the perilla. The seeds easily fell from the 

perilla into the plastic bag. It sounded like raining. And also there was a wonderful smell of the seeds in the 

air. At last, all we have to do is divide the seeds and the things unneeded like broken leaves or so. It’s the 

show time for the sieve. The local farmer told us sieving was usually done by machine. Since so many 

students had come here, they gave us the chance to shake the sieve by ourselves. We passed the sieve 

one by one, and finally there are only seeds in the plastic bag, which made me feel good. Though perilla’s 

production dropped for the typhoon of October, seeing the seeds we got, farmers was still really happy. 

They said compared with machines, hand work seemed better.  

After that, we tasted persimmons, manju with persimmons paste, and bread with jam made from perilla. 

They were so delicious that I even wanted to buy some home. Then, since it’s getting dark, we came to 

the our dormitory, and started a BBQ. It’s also my first time to eat grilled meat made by myself outside. 

Fukushima had already been colder than Tokyo, but it’s happy to eat and talk with people aroud the fire. 

Besides I again realized that my Japanese still needed improvement. Japanese people talk so fast with 

each other. And no matter in Japan or in China, with the graduation coming closer, we all worry about 

some problems about job hunting. 

This study trip tought me a lot. It’s a really good experience. As far as I have seen, Namie haven’t get rid 

of the bad influence of earthquake and atomic explosion, which happened 8 years ago. But with the effort 

of people from the local and outside, I believe one day it will be the original village. 

■□■□■□学生レポーター オウイキ■□■□■□ 



 



 

  



■□■□■□CJL 学生レポーター記事第 155 号■□■□■□ 

皆さん、こんにちは。学生レポーターのミナです。CJL の授業は漢字や文法だけではなく、日本の伝統文

化も体験できますよ。先月の茶道とチャンバラの授業を紹介したいと思います。 

茶道： 

留学生は茶道のルールを知りません。先生のご親切な指導をいただいて嬉しかったです。しっかり手を動

かして泡が立って、先生にすごく上手だと褒められました。写真はクラスメイトから頂いたお茶です。彼女

のお茶も綺麗な泡が立ちました。感謝の気持ちを込めてゆっくり飲みました。 

クラスメイトにお菓子とお茶を出す時に「一期一会」という四字熟語を思いました。このクラスは色々な国

の人が集まって、一緒に日本文化を体験するのは素晴らしいことです。一生の思い出になります。 

チャンバラ： 

 「伝統文化を学ぼう」の授業の授業の前に、実はチャンバラを聞いたことがありませんでした。チャンバ

ラをやる前に正座と瞑想が必要です。練習や試合の前に相手によろしくという気持ちを伝えることに感動

しました。短い時間ですが、心が落ち着くと感じました。 

チャンバラの道具を持った時、想像より軽いと思いました。しかし、残念なことに、打った時は大きな音が

出ませんでした。「いくら力を使っても相手が痛くないのは本当ですか」という心配もありました。チャンバ

ラを体験した後、誰でも楽しくやれると思いました。 

日本にいるうちに、様々な伝統文化を体験してみましょう！ 

Hi everyone. I’m Mina. In CJL, you can experience not only Kanji and grammar rule but also Japanese 

traditional culture. I would like to introduce our classes of Tea Ceremony and Sports Chanbara. 

Tea Ceremony: 

International students do not know the rules of the tea ceremony. The kind teacher taught us the rule of 

Tea Ceremony. I moved my hand firmly and made pretty bubbles, then my teacher praised me as very 

good. The photo is a green tea from classmates. Her tea also had beautiful bubbles. I drank slowly to feel 

it. 

When I served my classmates with sweets and tea, I thought of the four-character idiom 

“Once-in-a-lifetime chance”. This class is great for studenets from different countries to come together 

and experience Japanese culture together. It will be a lifetime memory. 

Sports Chanbara 

In fact, I had never heard of Sports Chanbara before this class. You need to sit and meditate before doing 

Chambara. It’s an action to thank to your opponent. It was a short time, but I felt calmed down. 

I thought the Chambara tool was lighter than my expectation. Unfortunately, I did not make a great sound 

when I played Chanbara. I was worried that when I hit my opponent, did he feel hurt. After experiencing 

Sports Chanbara, I think everyone can enjoy it. 

大家好，我是Mina。CJL的課程不只是單字和文法，也可以體驗日本的傳統文化唷。想為大家介紹上個

月的茶道和 Chanbara。 

茶道: 

留學生們不太懂得茶道的規矩，非常感謝老師細心地指導。很認真地將抹茶起泡，被老師稱讚了!照片

是同學為我準備的茶，她的茶中的泡沫也非常漂亮。我以感激的心情喝完了這杯茶。 

當同學端出和果子以及抹茶食，腦中浮現一期一會的詞語。這個課程將來自各國的留學生齊聚一堂，

一起體驗日本傳統文化是一生難忘的回憶。 

Sports Chanbara 

在上這堂課之前，我其實完全沒聽過 Sports Chanbara。在 Sports Chanbara 比賽之前，雙方需要靜坐及



冥想，也需要向對手表達自己的敬意。在很短的時間內，感受到心靈的平和。 

Sports Chanbara 的劍比想像中還輕，但很可惜地我的攻擊沒有發出響亮的聲音。揮劍的時候也曾擔心

對方真的不會痛嗎? 經過這次體驗，覺得 Sports Chanbara 是大家都能輕易上手的有趣活動。 

■□■□■□学生レポーター  ミナ■□■□■□ 

 

 

  



■□■□■□CJL 学生レポーター記事第 156 号■□■□■□ 

皆さん、こんにちは。呉です。 

前学期でアップした俳句の授業についての記事は覚えていないでしょうか。この前の俳句の春、夏編の

授業ですが、今学期、また俳句の秋、冬編の授業を取りました！秋と冬の季語を勉強して、俳句を作って

います。 

先週の授業で、みんなで学校の近くの椿山荘と肥後細川庭園に行って、そこで俳句を作りました。秋の肥

後細川庭園は色が豊富で、青空や紅葉が水面に映し出した姿が特に秋らしいです。園内で結婚写真の

撮影をする人も多かったです。庭園の中で、水琴窟という水を石の中に落下させると、横から琴の音色が

聞こえる面白い装飾があります。ししおどしと同じように、日本庭園の独特のものだそうです。肥後細川庭

園は学校に近いから、授業の合間にぜひ行ってみてください！ 

もう十二月ですが、紅葉は想像よりかなり少なかったです。色付いたのは半分ぐらいでした。地球温暖化

の影響で、秋が遅く来て、紅葉の季節も遅くなっているのではないかなと思います。毎年綺麗な紅葉を楽

しめるために、日頃から地球環境のことを念頭に置きましょう！ 

今回も俳句を作りました。拙いものですが、一応載せます。 

「秋風に 染められた山 半分赤い」 

大家好，我是小吴。 

还记得我上学期上传的有关俳句的课的报道吗。之前是俳句的春夏篇，这次我又选了俳句的秋冬篇的

课！学习了秋冬的季语，写了俳句。 

上周的课上，大家一起去了学校附近的椿山庄和肥后细川庭院，在那里写了俳句。秋天的肥后细川庭

院颜色很丰富，蓝天和红叶倒映在水里的样子特别有秋天的感觉。有很多人在庭园里拍结婚照。庭园

里，有一个把水倒在石头里就可以从旁边听见琴声的，叫水琴窟的有意思的装饰。和竹筒敲石一样，

是日本庭院独特的装饰。肥后细川庭园离学校很近，没有课的时候可以去看一看。 

虽然已经 12 月了，红叶比想象中少了很多。变色的大约只有一半。因为全球变暖的影响，秋天越来越

迟来，红叶的季节也变晚了吧。为了每年都可以欣赏到漂亮的红叶，每天都不要忘记保护环境！ 

这次我也写了俳句。虽然很蠢，姑且还是放上来吧。 

不知道怎么翻译成中文，就没有翻译啦。下次再见！ 

■□■□■□学生レポーター ゴゲツライ■□■□■□■ 

  



 

 

 

 



■□■□■□CJL 学生レポーター記事第 157 号■□■□■□ 

皆さん、こんにちは。学生レポーターのリシュです。新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いしま

す。 

今学期、遠藤ゆう子先生の「イベント企画プロジェクト」という授業を受けました。この授業のおかげで、初

めてイベントを企画し、グループメンバーと一緒にあるテーマをめぐり、ビデオを作りました。そろそろ作品

が出来る際に、この授業について、感想を述べたいと思います。 

私たちのテーマは「日本における支払い方法」です。遠藤先生が配ってくださった冊子を通じて、プロジェ

クトを企画する流れやポイントが分かるようになりました。撮影の時、先生に学校のカメラを借りていただ

いたり、そして、毎回の授業に対する内省とまとめの部分があり、先生はいつも読んでコメントしていただ

いたりして、いい勉強になって、感動しました。 

結論を出すために、色々なインタビューをする必要があります。早稲田キャンパスに歩いている日本人、

留学生とコンビニの店員さんが対象です。それに、面白いことに、グループメンバーの 5 人は４つの国か

ら来たのです。各国の支払い方法も研究したい内容なので、私たち自身もインタビューの対象となりまし

た。皆さんの国籍や文化背景に違っているところがあるが、それは障害ではなく、皆さんは異文化に興味

があり、全力に頑張っている優しい人だから、打ち合わせの過程がうまくいきました。 

インタビューを受けた方々も優しくて、自分の知っていることをはっきりと教えてくれて、とても感謝していま

す。この授業をはじめ、CJL で色々な授業で先生たちのお世話になりました。これからも頑張ります。 

大家好，我是学生记者李思雨，祝大家新年快乐，今年也请多关照。 

这学期，我选了远藤老师的“活动策划项目”这门课，得以有机会第一次计划活动，并和小组成员一起

围绕一个主题制作视频。在我们的作品将要完成之际，我想对于这门课谈谈自己的感想。 

我们组的主题是日本的支付方法。通过远藤老师发给我们的讲义，我学到了计划一个项目的流程以及

需要注意的要点等。在为视频摄影取材时，老师帮我们借到了学校的摄像机，而且每次课后都有自我

总结的部分，老师每次都为我们批改、评论，我从中学到了很多，非常感动。 

为了得出结论，需要做一些采访，我们研究的对象是在早稻田校园里的日本人、留学生和便利店的店

员。而且很有趣的是，我们组5位成员来自 4 个国家，因为各国人们的支付方法也是我们想研究的内容

之一，所以我们自己也成为采访的对象。大家虽然国籍和文化背景有不一样的地方，但这并未成为障

碍，而因为大家都是对异文化感兴趣，并是愿意付诸努力的人，所以小组讨论进行得非常顺利。 

接受我们采访的人们也非常配合，把自己知道的信息清楚地告诉了我们，非常感谢。我在早大日语教

育研究中心参加了许多优秀的老师的课程，受益匪浅。今后也会继续努力。 

Hello everyone. This is Siyu Li, the student reporter from CJL. Hope everyone has a great 2020! Happy 

New Year! 

This time I would like to share the lesson named "event planning project" which was teaching by Ms. Endo. 

Thanks to this lesson that is able to get the chance for me to the first time practice an event planning plus 

video editing with group members together.  

Regarding the lesson, Ms. Endo requests each team will decide topic by our own, our topic is about 

payment method in Japan. Firstly, from the handouts Ms. Endo prepared for us, I learnt how importance 

for working out an outline, agenda, procedures and key points before a new project start. Secondly, we felt 

Ms. Endo’s patient and always show her kind assistance and great support. I learnt a lot from her valued 

comments and professional guidance.  

For the topic of “Payment method in Japan”, to better make conclusion, we needed to do some 

interviews. The Japanese in Waseda campus, the foreign students and the clerks of the convenience store 

were the subjects. And interestingly, our five group members came from four countries, due to the 



payment habitat of each country was also what we want to study, so we were the subject of the interview, 

too. There were differences between our nationalities and the cultural background, but it didn’t become 

an obstacle at all. Everyone was interested in intercultural communication and made great efforts for the 

team. We worked smoothly together and had a good time.  

The people who received our interview were kind and we were very grateful for telling what they knew to 

us. I took many excellent class in CJL and I will keep go on to improve myself. 

■□■□■□学生レポーター リシュ■□■□■□■ 

 

 

  

 

  

  



■□■□■□CJL 学生レポーター記事第 158 号■□■□■□ 

 皆さん、明けましておめでとうございます。おういきです。冬休みはどうでしたか。私は関西で一週間過

ごしました。楽しかったです。でも今回は旅行のことより、日本のお正月の行事―特に百人一首カルタ取

りを紹介したいと思います。 

 これは今学期の「日本文学の名作に触れる 7－8」というクラスの中での経験です。 

皆さんは、「かるた取り」という言葉を聞いたことありますか。かるたとは絵と和歌を書いた札のことです。

和歌は日本の昔の詩であり、かな数にルールがあります。上の句が５、７、５で、下の句が７、７となってい

ます。例えば、「天(あま)の原(はら) ふりさけ見(み)れば 春日(かすが)なる、三笠(みかさ)の山(やま)に 

出(い)でし月(つき)かも」。その札の和歌はどこから来たかというと、藤原定家という鎌倉時代の人が選ん

だ百人一首の１首です。藤原定家はいろんな和歌の歌人から一人一首ずつを選んで、『小倉百人一首』

を作りました。 

 次にかるた取りを説明します。私達は初心者ですから、「ちらし取り」というのをしました。まず下の句の

札を皆の前にばらまき、詠み手が手に取った上の句を読んで、私たちはその句に次ぐ下の句の札を取り

ます。取った人はその札を自分のところにおいて、最後にもっとも多く札を取った人が勝ちです。 

では私の実際の体験を話します。大会の何週間も前から、辻村先生は私たちに「100 首覚えるのは難し

いから、大会の前までに 20 首覚えてください」と言いました。それで、カルタ会の模範を見た後で、毎週少

しずつ暗記して、ついに授業で先生の司会のもとで、大会をやりました。 

 まず、ゴザ（薄い畳）の上に正座をして、詠み手（早稲田のかるた会の学生が担当してくれました）に一

礼をします。今回団体戦になっていますから、次にライバルのグループ（3 名）に一礼をします。それから、

正座のままで、与えられた一分間に各札の位置を覚え、その札の上の句を思い出します。これは大変で

した。暗記したのに、本番になると、「え、どの句だっけ、思い出せない！」とパニックになってしまいました。

「この札も、あの札も、、、」記憶がぐちゃぐちゃになってしまいました。幸いしっかり覚えたのはあります、

少ないけれど。 

 １分後、詠み手がかるた特有の詠み方で、序歌「難波津に 咲くやこの花 冬ごもり 今は春べと 咲く

やこの花」を詠みました。これはつまりゲーム開始の合図です。始まったとたん、みんな心を落ち着けて札

に集中しました。「秋の～」、これ覚えている！と思って、バラバラの札からあっている札を探しました。か

なり難しかったです。札の上の句を思い出すのに精いっぱいで、札の場所を覚える余裕はさすがになか

ったです。ですから、私が一枚ずつチェックしているうちに、「ばん」と手で札を押さえる音がして、見るとも

うすでにほかの人に取られていました。 

 それで、戦略を立て直しました。自分に近い札は絶対取るということです。耳を澄まして、全神経を集中

させて聞いていました。やっと「久方の～」が来ました。「それだ、待っていたよ！」と素早く手を出して、 

自分でもようやく一枚取りました！その後も順調でしたが、何回かミスもしました。 

例えば、取るべき札を間違えました。まだまだ、暗記が不十分のようですね。 

 最後に、札を全部読み終わった後で、みんなは自分の取った枚数を数えて、クラスのグループの優勝

者やクイーン、名人を決めました。優勝者は一人で 19 枚も取りました。本当に感心しました。私は 9 枚だ

けでした。それでも二位に入ったので、先生から頂いたメダルをかけて記念写真を一枚取りました。楽し

かったです。皆さんも機会があれば、ぜひかるた取りに挑戦してみませんか。 

大家新年好。寒假过得如何呢？我在关西待了一周，玩得很开心。不过这次要是聊旅游的事情，就太

长了。我就在这介绍一下日本正月的活动-抢歌牌。 

不知道大家有没有听过歌牌呢？歌牌是一种画了画和和歌在上面的牌。和歌就是日本以前的诗。在假

名数上有所规定。上句分为“5、7、5”，下句分为“7、7”。比如这首“天(あま)の原(はら) ふりさけ見(み)れ

ば 春日(かすが)なる、三笠(みかさ)の山(やま)に 出(い)でし月(つき)かも”。要说歌牌上的和歌都是从



哪里来的，它们来自古人藤原定家所编选的百人一首。他从众多写和歌的歌人中，选出 100 首，编成了

《小仓百人一首》。 

接下来就说明下抢歌牌的规则吧。首先是写了下局的歌牌分散在众人面前，读牌的人将拿到手里的写

着上句的牌念出，大家就去抢与之对应的下句的牌。各自将抢到的牌放在自己身边，最后统计抢到的

牌数，最多的人获胜。 

那么就来聊聊我自己在课上的经历吧。抢牌大赛之前，因为全部记下比较困难，老师让我们背下百人

一首中的 20 首。这样，每周背诵几首后，在老师的主持下，大赛开始了。 

首先，向读牌的人行礼（由早大的歌牌社团的同学担当），然后向对手行礼。之后，保持正坐的姿势，在

一分钟内记住各张牌的位置和它对应的上句。这里真头疼。之前确实背下来了，一到正式大赛，就怎

么也想不起来。这张牌也是，那张牌也是，脑子乱成一锅粥。幸好还是有记牢的牌，虽然挺少。 

之后，读牌的人会用歌牌特有的读法朗读这首和歌“難波津に 咲くやこの花 冬ごもり 今は春べと 咲

くやこの花”。这就是比赛开始的信号。大家全部集中注意力。听到“秋……”，想着这张牌我记得，就去

找对应的下句。四散的牌中一张张看过去。本来回忆每张牌的上句就不太行，我自然没有能力去记住

哪张牌在哪里。就在我一张张确认时，已经有人出手抢走了。 

然后就改变战略了。那就是离自己最近的牌一定要抢到。于是竖起耳朵，听读到哪张牌。终于听到了

“久方……”，就是这个，我迅速出手，终于抢到了一张牌。之后也还算顺利，只是犯了几次小错误。把

下句记错，抢了错误的牌。看来，我还是记得不够熟啊。 

最后，所有的牌都被读完了。我们统计了自己的牌数。定出了班里的名人和 queen。真是了不起。当选

queen 的同学抢到了 19张。我只有 9张而已。不过就这样好像也进入了第二名，带上了老师颁发的奖

牌拍了一张纪念照片。非常开心。大家假如也有机会，也挑战一下百人一首吧。 

■□■□■□学生レポーター オウイキ■□■□■□■ 

 

  

  



■□■□■□CJL 学生レポーター記事第 159 号■□■□■□ 

 皆さん、こんにちは。学生レポターの呉です。冬休みはどうでしたか。 

 私は冬休みの時に栃木県にある日光と鬼怒川温泉へ旅行に行きました。東京から電車で２時間ぐらい

で行ける日光市は東京と全然違う風景でした。駅から出て、山に囲まれた感じがすごかったです。年末年

始の休みの時期ですが、観光客が意外と少なかったです。 

 駅の近くで日光の名物であるらしい「湯波丼」を食べてから、バスで世界遺産にも登録された日光東照

宮に行きました。都内でよく見かける神社やお寺と異なり、国宝と呼ばれる日光東照宮は華やかな雰囲

気が溢れています。色鮮やかな彫刻と飾りがいっぱいあります。いろいろな彫刻の中で、動物の木彫刻

が数多くあります。両手でそれぞれの目、耳、口を隠している三匹の猿と回廊にある眠り猫の木彫刻が可

愛らしくて、深い意味も持っているそうです。東照宮の観覧時間は午後 4 時まででちょっと早いです。周り

の飲食店も少ないです。多分行った時は年末年始だから、午後四時ぐらいで店はほとんど閉めた。そこだ

けは気をつけてくだい。 

 東照宮から駅までの途中で、クレープやタピオカを売っている小さな店で湯波チーズクレープを買いまし

た。新鮮な味ですが、美味しかったです。日光のタピオカ店の店員さんはなんとおばあちゃんです。高齢

化の実態を感じつつ、地方ならではの風景だなと思います。 

 日が暮れてから鬼怒川温泉駅に向かいました。鬼怒川温泉では温泉ホテルが集まっているが、休みの

日でも人が少なかったです。人が少ないところはやはり交通には少し不便があり、飲食店やコンビニも少

ないです。観光客いっぱいな有名温泉地より、そこのほうがゆっくり楽しめます。 

 栃木県は自然豊かで、綺麗なところなのに、なぜ観光客がそんなに少ないのかに不思議を感じました。

田舎だし何もないでしょうと思ってしまう人がいるかもしれませんが、実際に行ってみると東京と違う魅力

が感じられます。日本在住、または日本に旅行に行きたい海外の皆さんもぜひ一度東京から電車二時間

で行けるところに行ってみてください。予想を超える日本の地方の魅力が見つけられるかもしれません！ 

大家好，我是学生记者小吴。寒假都过得怎么样呢。 

我在寒假里去了栃木县的日光和鬼怒川温泉旅游。从东京坐两个小时的电车就可以到的栃木县却是

和东京完全不一样的风景。一出车站就被群山包围的感觉很不一样。虽然是年末的假期，游客意外地

很少。 

在车站附近吃了据说是日光特产的腐竹盖饭，随后乘巴士前往世界遗产日光东照宫。和在东京都内经

常看见的神社或是寺庙不同，被称作国宝的日光东照宫洋溢着华丽的气息。色彩鲜艳的雕刻和装饰随

处可见。在各种各样的装饰里，动物的木雕也很多。两手捂住眼睛、耳朵、嘴的三只猴子和回廊上的熟

睡的猫的木雕十分可爱，听说别有寓意。东照宫的参观时间只到下午四点，周围的饮食店也比较少。

也许因为我去的时候是年底的缘故，下午四点的时候大部分的店都关了。这点请一定要注意。 

从东照宫回车站的路上，在一家卖可丽饼和珍珠奶茶的小店里买了腐竹芝士可丽饼。很不一样的味道

但是很好吃。日光的珍珠奶茶店的店员竟然是一位老奶奶。切身体会到日本的高龄化的同时，我想这

大概是东京以外的地方才有的景象吧。 

天黑之后前往鬼怒川温泉。鬼怒川温泉汇集了不少温泉旅馆，但是就算是休息日人和很少。人少的地

方交通总会有点不便，饮食店和便利店也比较少。但是比起游客成群的有名温泉地，在这里更可以悠

闲地享受。 

我对自然环境优美的栃木县游客竟然会这么少感到惊讶。也许有人误以为这里是农村什么都没有，但

实际来看一看的话真的可以感受到和东京不一样的魅力。住在日本或是想来日本旅游的海外的各位，

也请一定试一试坐电车去离东京两小时车程的地方，也许可以找到超出预想的日本地方的魅力！ 

■□■□■□学生レポーター ゴゲツライ■□■□■□■ 

  



 

 

 



■□■□■□CJL 学生レポーター記事第 160 号■□■□■□ 

 

皆さん、こんにちは。学生レポーターのミナです。明けましておめでとうございます。今回は私の元日の過

ごし方を紹介したいと思います。日本にいるうちに、できるだけ日本の元日の過ごし方を体験したかった

ので、元日に早く起きて初詣に行きました。 

初詣というのは年が明けてから初めて神社や寺院などに参拝する行事。一年の感謝を捧げたり、新年の

無事と平安を祈願したりすることです。東京都内、初詣の一番人気な場所は明治神宮です。しかし、明治

神宮に人が多すぎて待ち時間が長いので、私は増上寺に行きました。増上寺の隣は東京タワーなので、

本堂と東京タワー一緒の写真はとても印象的な風景です。 

初詣の後、福袋を買いに行きました。福袋というのは年始の初売りで、色々なものを詰めて封をして販売

する袋です。一般的には組み合わせた商品の合計価格以下で販売されるため、皆さんは値段より豪華な

内容であるかに期待します。今回は池袋のサンシャインシティで福袋を買いました。正直に福袋の中の商

品は 100%好きとは言えませんが、中身に期待していた時は楽しかった。来年皆さんもぜひ初詣と初売り

を体験してみてください。 

 

Hello, I am Mina. Happy New Year! I would like to introduce how to spend my Jan 1 in Japan. I hope to 

experience as much as possible of Japan style new year activities here. I waked up early on Jan 1, and 

went to “hatsumode”. Hatsumode is the first Shinto shrine visit of the Japanese New Year to give thanks 

for the year or to pray for the safety and peace of the New Year. The most popular place for “hatsumode” 

in Tokyo is Meiji Jingu. However, there were too crowded at Meiji Shrine, so I decided to go to Zojoji. Next 

to Zojoji is the Tokyo Tower, so the pictures of the main hall and Tokyo Tower together are very 

impressive. 

After “hatsumode”, I went to buy “lucky bag”. “Lucky bag” is a Japanese New Year custom in which 

merchants make grab bags filled with unknown random contents and sell them for a substantial discount. 

So customers expect the content to be more luxurious than the price. This time I bought a lucky bag at 

Sunshine City in Ikebukuro. To be honest, I do not like 100% of the items in the lucky bags, but it was still 

fun when I was expecting the contents. Next year, please experience “hatsumode” and buy “lucky bag” in 

Japan! 

大家好，我是 Mina。新年快樂! 這次想介紹我在日本的新年生活。1/1 蠻早就起床出發到神社去進行” 

初詣”。 初詣的意思是在新年第一次去寺廟參拜，祈求新的一年有很多好事發生。在東京最熱門的初

詣地點是明治神宮。但因為明治神宮實在是太多人了，所以選擇增上寺作為初詣的地方。增上寺的特

點是旁邊就是東京鐵塔，可以一起拍到正殿和東京鐵塔一起的照片，是令人印象深刻的風景。 

初詣之後，我前往排福袋。福袋是新年期間，店家將許多商品放入袋中組合販售。通常價格都比原本

的單價合計數便宜很多，所以大家都會對裡面的商品有所期待。雖然這次在池袋太陽城裡買的福袋，

裡面的商品並非 100%都很喜歡，但開箱福袋的心情還是很有趣的。希望明年大家也能來日本體驗初詣

和買福袋。 

■□■□■□学生レポーター ミナ■□■□■□■ 



 

  



■□■□■□CJL 学生レポーター記事第 161 号■□■□■□ 

 

皆さん、こんにちは。学生レポーターのミナです。今回は最後の記事になります。この一年間、記事を書き、い

ろいろな成長を感じました。例えば、本来知らない言葉を検索したり、日本伝統文化を体験したりしました。 

学生レポーターの経験のおかげで、早稲田大学のイベントと日常生活への関心が高まってきました。また、記事

を書くのは自分の成長だけではなく、他の人にお役に立てれば嬉しいです。短い間ですが、とても有意義な時間

でした。記事を読んでくださった皆さんに感謝します。 

早稲田大学 CJL で日本語を勉強し、就活で修了前に仕事の内定をもらいました。将来は日本の職場で新しいこ

とに挑戦したいと思います。日本で進学、就職したいなら、ぜひ CJL に応募してください。 

https://www.waseda.jp/inst/cjl/ 

 

Hello, I’m Mina. This is my last post. This one year, by writing those posts, I felt various growth. For 

example, I searched for words that I didn't know, and experienced Japanese traditional culture.  

By the reporter’s experience, I am interested in Waseda University events and my daily life. I'm also happy 

to write the posts not only for my own growth but also for readers. It is a short but very meaningful time. 

Thanks to everyone who read our posts. 

I studied Japanese at Waseda University CJL and then I got a job offer now. In the future I would like to 

challenge new things for my job. If you want to study or work in Japan, please apply for CJL lessons. 

 

大家好，我是 Mina。這次的文章是最後一次的報導了。這一年來透過學生記者的寫作，覺得成長了很多。例如學

到本來不會的詞彙，和體驗了日本的傳統文化。 

藉由撰寫文章，對早稻田大學的學校活動和自己的日常生活有更多的關心。以及，如果這些文章能不只是對自己，

對閱讀的各位也有獲得一些新資訊的話，會覺得很開心。雖然是短短的一年，但是非常有意義的一段時光。 

在 CJL 學習日文，也在學期結束前找到日本的工作。未來希望能在日本職場做更多新的挑戰。想在日本升學、就

職的各位，請參考 CJL的日語課程吧！ 

 

■□■□■□学生レポーター ミナ■□■□■□■ 

 

  

https://www.waseda.jp/inst/cjl/


 

  



■□■□■□CJL 学生レポーター記事第 162 号■□■□■□ 

 

皆さん、こんにちは。学生レポーターのリシュです。先日の修了パーティーとともに、今学期が終わりました。

あっという間ですが、初めて日本へ留学に来て、早稲田大学でたくさん優しい先生や友達と出会って本当に良か

ったです。 

その時、学生レポーターを応募したのは最も正しい決定だと思います。振り返ると、最初の目標に達して、自

分の留学生活を他の人と共有しながら、先生たちのご指導やミーティングでの討論のおかげで、日本語の表現力

も伸びました。メールなどのビジネスマナーも勉強になりました。それに、学生レポーターになったら、友達に

自分の発見が紹介できたし、新しい友達と知り合いになりました。 

もし私の書いたものが他人に楽しさをもたらしたら、幸いです。嬉しいことに、来学期も早稲田大学で勉強し

続けます。今後も勉強になったことを生かして、頑張っていきたいと思います。 

 

 

中国語： 

大家好，我是学生记者李思雨，随着结业派对的到来，这学期也进入了尾声。虽然时间短暂，但

这是我第一次来到日本留学，并在早稻田大学遇见了许多好老师、好朋友，真的是太好了。 

那时来报名学生记者是我做的最正确的决定。现在来回顾的话，达到了最初的目标，和别人分享

我的留学生活的同时，多亏了老师们的指导以及在开会时的讨论，我的日语能力也得到了提升。也学

到了很多比如发邮件等等的商务礼仪，而且成为了学生记者，不仅可以给朋友们介绍自己的新发现，

还认识了新的朋友。 

如果我写的东西能给别人带来一些快乐，那是我的荣幸。很高兴下学期还能继续在早稻田大学学

习。今后我也会好好利用学到的知识继续加油！ 

 

英語： 

Hello everyone. This is Siyu Li, the student reporter from CJL. With the farewell party the other day, 

this semester was finished. It was really nice to meet a lot of amiable teachers and friends at Waseda 

University. 

It is a prefect decision for me to apply the student reporter at that time. When I look back, I achieved 

my first goal and shared my study life abroad with others. I also studied lots of business manners such as 

official e-mail editing. Moreover, when I became a student reporter, not only was able to introduce what I 

discovered to my friends, but also made acquaintance with many new friends. 

I would be happy if my writing brought pleasure to others. I am glad that I will continue to study at 

Waseda University next semester and keep go on. 

 

■□■□■□学生レポーター リシュ■□■□■□■ 

  



 

 



■□■□■□CJL 学生レポーター記事第 163 号■□■□■□ 

 

皆さん、こんにちは、オウイキです。いよいよ春休みに入りました。また思う存分楽しんでいきたいと思いま

す。でも、それも早稲田大学の CJLのプログラムが終わるということです。半年はとても短いですね。まだ日本

のたくさんのところに行きたいのに、国にかえらなくてはなりません。残念だと思うが、充実した半年でもあり

ました。 

まず頭を悩ませたのは授業登録でした。CJL の J-net テストで自分の日本語レベルを確認してから、早速あの

厚い登録マニュアルを読み、授業の時間や難易度や内容などを一つずつ見て、一次登録の授業スケジュールを決

めました。けど、同じ時間にいくつかの入りたい授業があり、諦めた授業もありました。幸い、一次登録の授業

にすべて入りました。最初は一週間 13 科目の授業もあるから、きっときついなあと思って、学部生の授業を登

録しませんでした。でも始まったら、慣れてきて、意外といけていました。たが、期末はレポートと試験の混戦

になりました。早く期末の準備を始めた方がお勧めです。 

そして、大学でいろいろなことを体験しました。早稲田祭、俳句の吟行、新年の書初
か き ぞ

め、福島県のスタディツ

アー、かるた取りなどなど。福島県のツアーと早稲田祭とかるたは前の記事に皆さんに紹介しました。俳句の吟

行も同じく学生レポーターさんのゴさんが紹介しました。皆さんは少しでも興味が湧きましたか。新年の書初め

というのは、日本の新年に書道をすることです。初めは新年の初めを意味します。久しぶりに再び筆を持つとわ

くわくしました。私はもっとも初級な字「永」を書きました。そして、大学ではないけど、新宿区の成人式に参

加しました。成人式なので、初めて振袖を借りて、行きました。着るのは大変でしたが、楽しかったです。振袖

は着てみる甲斐があります！最後の修了パーティーもまた最高でした。出して下さった料理の中に、個人的に一番

すきなのはシュウマイとデザートです。半年間、いろいろ日本の歴史や文化について勉強になりました。 

今まで、わたくしの記事を読んでいただいて、ありがとうございました。また、いつか会える日まで。 

大家好，我是王玮绮。终于春假要开始了。这次我也打算尽情享受这次春假。不过这也意味着我在早稻田大学的

半年课程也要结束了。明明还想去更多的地方，半年真的很短啊。不过不回国不行。虽然有些遗憾，不过这半年过

得非常充实。 

一开始选课有点头疼。确认了自己的日本语能力后，就读了厚厚的选课指南，研究课程内容和难度等等，定下了

第一次选课的课程表。可惜想上的课都撞时间了，只能放弃一些课了。幸好第一次选的课都选上了。不过因为一周

要上 13 门课，就没再选学部生的课程。但是一旦开始上课了，也渐渐习惯了。但是，期末变成了报告和考试的混

战。我建议大家期末一定要乘早开始准备微妙。 

然后，在大学也体验了很多新事物。比如早稻田大学学园祭，吟行俳句，新年的首次书法，去福岛县参加学习旅

行，抢歌牌等等。福岛县之旅和歌牌及早大祭之前都介绍了。同为学生记者的吴同学也介绍了吟行俳句。大家有没

有提起一点兴趣呢。至于新年的首次书法就是在新年第一次用毛笔写字。久违地手握毛笔，还挺兴奋的。我写了最

初级的“永”字。此外，不是在大学，但参加了新宿区的成人式。因为是成人式，所以租了振袖去了。穿着振袖确

实有点辛苦，不过非常愉快。振袖真的值得一试。最后的休业排队也很棒。派对中我个人最喜欢的是烧卖和甜点。

半年间，在历史和文化上学到了很多。 

至今为止读了我的报道的读者们，非常感谢。有机会再见！ 

 

■□■□■□学生レポーター オウイキ■□■□■□■ 

  



 

 



■□■□■□CJL 学生レポーター記事第 164 号■□■□■□ 

 

こんにちは！学生レポーターのゴです。 

あっという間に最後の記事になって、CJL での一年間も終わりました。この一年間で、色々なところに旅行した

り、友達をできたり、新しいことをたくさん挑戦しました。ここで学んだのは日本語だけではないと感じていま

す。最初は自分の留学生活を記録したいと思って、学生レポーターに応募しましたが、今月何を書けばいいだろ

うと考えつつ、生活も楽しくなりました。自分が書いた記事は CJLに関心を持っている人に役に立てればと思い

ます。短い時間ですが、学生レポーターを含めて、早稲田大学での一年間は私にとって、忘れられないほど貴重

な経験になりました。学生レポーター募集のチラシを見て、迷わずに応募してよかったと思っています。 

四月から他の大学の大学院に行きますが、ここで学んだことを活かして、勉強や研究に精進していきたいと思い

ます。 

この写真は 11 月の時に、２限目の授業が終わって、学食に行く途中で撮ったものです。学術活動が多く行われ

る早稲田大学に今後もたまに来ると思いますが、この一年間はこのような景色を見られてよかったです。 

CJL への留学を考えている人、または学生レポーターをやりたい人はぜひ、チャレンジしてみてください！ 

 

大家好，我是学生记者小吴。 

不知不觉就到了最后一篇报道了，在 CJL的一年也结束了。在这一年里，去了很多地方旅行，交到了朋友，挑战了

很多新的事物。在这里学到的不只是日语。最开始的时候因为想要记录自己的留学生活，所以报名了学生记者。想

着这个月要写什么好呢，生活也变得快乐起来。自己写的报道可以给对 CJL有兴趣的人一点帮助的话就太好啦。虽

然时间短暂，包括学生记者的体验在内，在早稻田大学的一年对我来说，是难忘的宝贵的经验。当时看到学生记者

募集的广告时毫不犹豫地报了名真是太好了。 

四月开始就要去其他的大学的大学院了，我会好好利用在这里学到的东西，在学习和研究上继续努力。 

这张照片是 11 月的时候，第二节课下课，在去食堂的途中拍的。今后应该也会再来学术活动丰富的早稻田大学，

这一年来能够看到这样的风景真的太好了。 

想要来 CJL留学的人，或是想做学生记者的人，请一定要试一试。 

 

■□■□■□学生レポーター ゴゲツライ■□■□■□■ 



 


