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合気道は、空手やテコンドーと比べるとやや

知名度が低いですが、自分からは攻撃をせ

ず、相手の力を利用して相手を倒す護身術

です。「合気道」という漢字には、「天地の“気” 

に合する道」という意味が込められている。12

月8日、WISHのSIプログラムに佐藤忠之師範 

にお越しいただき、武道の歴史と文化を紹介

する「合気道体験」を行いました。佐藤先生

は、合気道七段を保持し、早稲田大学合気

道部や日本合気道協会において師範を務

めておられます。先生のもとには、国内のみな

らず、海外の道場からも多くの生徒が先生の

指導を受けにきます。そして、先生ご自身も海

外の道場に出向き、稽古を通して日本文化を

教えています。今回は、 アメリカのオレゴン州

で道場を運営しているマイク マーチン氏と、

アシスタント2人に SIプログラムに来ていただ

きました。 まず、プログラムの初めに、合気道

の歴史について講義をしていただきました。

柔道と剣道の融合によって生み出された合

気道は、あの名高き武士・宮本武蔵の言葉を

基本として作られました。その彼の言葉とは、

最強の「構え」に関しての言葉です。最強の構

えとは何か?それは意外なことに、「無構え」だ

と言います。構えると言うことは、一人の敵に対

しての構えであり、そこで違うところから攻撃が

来たり、相手が数人となると、その構えの弱点

を読まれてしまったりする恐れがあります。そ

こで、構えをしないことによって、四方から何人

来ようが対処できる寸法である、「無心無構」

と言う言葉があります。早稲田合気道場では、

世代から世代へと受け継がれ、今でもこの言

葉が壁に掛けられ 代々受け繋がれ ていま

す。その古き良き言い伝えは、若き弟子たちを

導き続けています。その他にも、「一眼二足三

膽四力」という言葉は、目・ 足の動き・重心・力

を示しており、この四つの要素が合わさった

ときに初めて合気道という武道が成立されま

す。 講義の後、先生方は白い胴着と黒帯に

着替え、教室に戻ってきました。その瞬間、い

つものSI プログラムの教室が道場へと変わ

りました。先生はまず、水をすくうように手を動

かす基本の動きからデモンストレーションを

始めた。このテクニックは非常に単純ではあ

るが、相手がこちらの腕をつかもうとかかって

きた時に、相手の手首を掴むのに有効です。

寮生達もこのテクニックを使い、自分より大き

くて強い相手の手を振りほどくことができ、驚

きと喜びの声が部屋中に響きました。人間の

身体の弱点とバランスを学べば、自分よりも力

が強く、大きな相手でも倒すことができるとい

うことが、特に女性の間で合気道が人気の理

由であると感じました。 基本を学んだ後、先

生はさらに高度な技術を見せてくれました。

最初は同じ手の動きから始まったのですが、

先生の足がさっと動き、気付いた時には相手

役のマイク先生が床に倒されていました。驚き

と困惑の声があがり、あまりに突然の出来事

で一体何がおきたのか誰にもわかりませんで

した。今度は、佐藤先生が同じ技をゆっくりと

見せてくれました。先ほどの手の動きに多少

の足技を加えただけで、一瞬で体の大きいマ

イク先生を倒すことができました。このように、

合気道が手と足の動きを組み合わせるとこと

によって、簡単に身を護ることができるというこ

とがわかりました。寮生達は先生に教えてい

ただいた技を使い、順番にお互いを熱心に

床に投げ合い、教室は笑い声と体を投げ合う

音に包まれました。プログラムは終わりました

が、合気道の知識と技を覚えた寮生は、次回

佐藤先生がWISHに来る日を楽しみにしてい

ます。
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1月は新年や冬休みの楽しさといった、祝
賀ムードにあふれた月です。しかし、まじ
かに控えている期末試験の存在を忘れて
はいけません。そこで、私と社会科学部2
年のAngel Liuからの試験に向けていくつ
か勉強のコツを紹介します！

Study Tips

Lily:

個人的には、過去の講義やメモを見直しながら
手作業で「スタディー・ガイド」を作るのが好きで
す。過去の授業内容を考え直しながら、実際に手
を動かして書くことで、暗記力アップにもつながり
ます。また、私は「スタディー・ガイド」に魅力的なタ
イトルを作るために、アマゾンでカラフルなペンを
購入します。これは、私にとって「スタディー・ガイド」
を作ることへのモチベーションアップさにつながり
ます。
　また、覚えておくべき語彙がたくさんある場
合、Quizletを使ってオンラインで単語帳を作成し
ています。単語帳を持ち運ぶことなく、スマートフ
ォンやパソコンからアクセスできるので、大変便利
です。

Angel:

「私の勉強方法は、色を使ってノートを綺麗に書
き直すことです。そうでないと、やる気が起こらず、な
かなか勉強する気になれません。」
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Lily:

私は、周りに人がいる場所で勉強するのが大
好きです。他の人が私を見ているというプレッシ
ャーがあると、SNSをチェックしたりビデオを見た
りすることがなくなるからです。また、私の好きな
勉強場所は、カフェと早稲田の建物内にあるラ
ウンジです。

Angel:

「私は、自分がいつも勉強している場所で勉強
するのが好きです。例えば、私はよくユニットの
リビングをいつも使うので、そこに座ると勉強モ
ードに入る準備ができていると感じます。自分
の部屋にいると、ゲームやSNSに気を逸らされ
るので、そのようなものから距離を置きます。私
は図書館で勉強するのは好きではありません。
眠くなるし、他人が立てる音で気がちります。」

Lily: 

私は食べやすい軽食が大好きです（つまり、フォ
ークやスプーンを使う必要がないもの！）。私はス
トレスを感じると、甘いものや酸っぱいものが食べ
たくなります。最終的には、ダークチョコレート、ミカ
ンやドライマンゴーのようなフルーツ、あるいはドラ
イ梅干に行きつきます。勉強している間は、脂肪
分の多いスナックを食べすぎないようにしてくださ
いね。。

Angel: 

「そうだね！勉強中に手軽に食べられる美味しい
お菓子は、とても助けになるよね。」

Lily:

個人的には、冷たさが私を目覚めさせ
てくれ、より集中できるので、アイスコー
ヒーが好きです！コーヒーが好きでな
ければ、抹茶やブラック・ティーも良い
ハイカフェインの飲み物です。夜遅く、
カフェインを摂取したくない場合は、炭
酸飲料のようなものを選びます。なぜ
なら、炭酸の爽やかさのおかげ、目が
覚めるからです。

Angel: 

「私は後味があまり残らないものをよく
飲みます、勉強する時は、お茶のような
ものがおすすめです。」

Lily:

勉強している科目によります
が、数学のように多くの読解を
必要としない時は、前向きで高
揚気分になることのできる、私
も大好きな陽気な音楽を聴き
ます。一方で、多くの読解が必
要な科目がわかった場合は、
歌詞の無いBGMを聴くことにし
ています。カフェミュージックを
思い出すことができるので、S-
potifyのジャズプレイリストが大
好きです！

Angel: 

「音楽は気を散らすものになる
可能性があるので、いつも音楽
を聴くとは限りません。もし聴く
ならば、睡眠用BGMのような、
歌詞無しのリラックスした音楽
ですね。」
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新年あけましておめでとうございます。
2018年が終わり、新しく2019年が始まりました。時間の流れは早いで
すね。皆さん充実した冬休みを過ごすことができましたか？新しい1
年に向けてもう一度気合を入れ直しましょう。モチベーションとなる
新年の目標をたて、充実した正月を過ごしたことだと思います。そこ
でこの記事では、「他の国と地域の新年のお祝いの仕方」を比べて

みたいと思います。

台湾では、太陽暦と太陰暦のそれぞれで、2
度新年を祝います。太陽暦の元日には、「年
越し」や「新年を迎える」を意味している、
「跨年(Kuà nián)」と呼ばれる言葉があり
ます。そして有名人や歌手は、信義区にある
台北101のような目印となる場所で巨大なシ
ョーを行います。参加無料であるため数千
人がショーに参加し、そこで友達や家族と
一緒に年越しのカウントダウンを行います。
時計の針が0時を指すと、たくさんの色や
デザインの花火が空に撃ち放たれ、見てい

る人たちは一斉に「ハッピーニューイヤー」
と叫びます。しかし、年越しの仕方は様 で々
「外出したくない」「混雑したところに行き
たくない」と思う時は、家にいても問題あり
ません。私の家族は年末にあまり外出した
がらないので、ショーや花火をテレビの生
放送で見て過ごします。私は外に出るより
も家にいる方が、家族と新年に向けて絆が
深まると感まです。「新年快樂 (Xīnnián 
kuàilè)!」

台湾と同様に、韓国では太陰暦にしたがっ
て新年のイベントがあるが、太陽暦によっ
て新年を祝っているところもあります。国民
が休みを取れる祝日であることから、韓国
語で新年を「신정 (sinjeong) 」とも呼ば
れています。太陽暦の新年の間、国民は友
達と過ごすことが多く、大晦日のソウルの中
心地では、普信閣で鳴らされる除夜の鐘を
聞くために、家族連れなど多くの人が集ま
ります。その他の人もまた友達と一緒に参
加したり、同僚で集まったり、家族と過ごし
たりと多種多様です。同じ時間を過ごすこ
とによって、お互いの仲をさらに深めること
ができます。皆様の新年の幸福と成功を祈
ります。「새해 복 많이 받으세요 (saehae 
bok mani badeuseyo)」

アメリカの大晦日は、盛大に祝われますです。
私も含め多くのアメリカ人は、友人や家族とパー
ティーを開きます。多くの場所で、大規模なイ
ベントが開かれ、そこでは、有名人も参加し、一
緒にカウントダウンを行います。私はこのイベ
ントに参加するために、ニューヨークタイムズ
スクエアに行きたいと思っています。なぜなら
そこでは、日付が変わる1分前にクリスタルやラ
イトでできたボールが放たれ、12時ちょうどに
地上に舞い落ちるという有名なイベントがある
からです。日付が変わると、カップルはキスをし
ます。愛人がいない人でさえも周りの人とキスを
します。私も是非xにその雰囲気を味わいに行
きたいです。2019年もたくさんの思い出が作れ
ることを期待しています。「Happy New Year!」

韓国
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WISH Timesのチームメンバーは、学期ごとに変わっていき

ます。卒寮する人や、新たにチームに加わる人がおり、新

しい仲間と出会える絶好のチャンスです。今学期私はWISH 

Timesに新しく加わり、とても素晴らしい経験をさせても

らいました。普段理系に所属しているので、まとまった文

章を書く機会はなかなかありませんが、記事を書くことで

久しぶりに文章を書く楽しみを感じることができました。

そして、新しい友達ができ、前から友達だった人ともさら

に仲良くなることができました。

忙しい中間テスト期間を終え、WISH Timesの次のテーマ決

めを行うため、11月27日にメンバーで食事にいきました。

ご飯を食べに行く前に軽くミーティングを行い、各々の自

己紹介を行いました。そこでは、普段の自己紹介では話さ

ないようなことを話し、お互いに相手のことをさらに知る

ことができました。例えば5階RAの小野優真さんは、バレ

ーボールが誰よりも得意であることもわかりました。

30分程度でミーティングを終え、WISHから15分ほど高円

寺方面に行ったところにあるレストランに行きました。そ

こはBolBolというペルシャ料理のレストランでした。ほと

んどの人はこれまでペルシャレストランに行ったことがあ

りませんでしたが、その独特なお店の雰囲気からどんな料

理が出てくるのだろうという楽しみが強かったです。壁に

は複雑でエレガントな長いカーテンが飾られ、周りの装飾

品も、その深い色合いによってさらにその場のエキゾチッ

クな雰囲気を醸し出していました。イラン出身の優しそう

な店主がテーブルに案内し、メニューを準備してくれまし

た。メニューのほとんどは全く名前がわからず困惑しまし

たが、提供された料理はどれもとても美味しかったです。

私が特に気に入ったのはくるみと鶏肉を使った煮込み料理

で、ライスと一緒にいただきました。デザートにはロー

ズバニラアイスクリームを注文し、お店の人がカルダモン

風味のお茶を全員にサービスしてくれました。私たちの会

話にも参加してくれるなどとても気さくで親切な店主でし

た。

今回のお食事会では、みんなでおしゃべりをすることで、

だんだん雰囲気が和んできました。このように話をするこ

とで、自然とお互いがリラックスして好きなことを話せる

「RAと寮生、先輩後輩と

いう壁がだんだんと無く

なっていきました。」

ようになっていったのです。RAと寮生、先輩後輩という壁

がだんだんと無くなっていきました。そのためにこのWISH 

Timesの食事会が開かれたのだと思います。そして私は、

わずかな時間でしたが、日常のストレスから解放されまし

た。

WISH TimesはここWISHでただ生活しているだけではなく、

自分のアイデアを発信できる貴重な場です。WISH Timesの

ような機会をどう活用するかはその人次第、xぜひこの機

会を楽しみましょう！
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みなさん、WISHOKUを知っていますか？WISHOKUは、現在5

人（そのうち女子3人、男子2人）の台湾人の留学生寮生が

運営しているグループで、去年発足しました。先日も、小

さなタピオカイベントを寮内で行いました。WISHOKUのイベ

ントに参加すると、台湾の食文化に対するメンバーの感情

と、料理に対する愛が感じられるかもしれません。

冬至の行事が12月末にあるため、WISHOKUでは”Tangyuan/

白玉DIY”のイベントを行うことにしました。このイベン

トでは、参加者は自分で湯円（Tangyuan）を作ることがで

きます。湯円は、中国の伝統的な軽食のひとつで、もち米

に水を加えて作られています。通常は紅白の２色に色付け

され、餡はごまと小豆から作られる甘いものと塩辛いもの

に分けられています。揚げものから煮るものまで作り方の

種類も豊富です。湯円とは、季節が春に向かうころ1年間の

中で重要なテーマでもある「家族の団結」を象徴していま

す。一般的に、このデザートはランタンフェスティバル、

冬至祭、結婚式、そして家族の再会の時に食べられます。

イベントの最初に、私達WISHOKUメンバーは湯円の歴史と材

料を説明しました。このイベントはDIYイベントで、参加者

が自分で湯円を作ることができます。3色の生地がすでに用

意されていて、参加者はこの生地で小さい玉を作って煮ま

す。WISHOKUメンバーは、クリエイティブに作るように参加

者をサポートしました。しかし、湯円のサイズが小さく細

部までクリエイティブに形を作ることは結構大変でした。

それでも、周りには立方体形、イチゴ形、雪だるま形な

ど、可愛い独創的な形がいくつかありました。この生の生

地が完成したあと、沸騰したお湯の中に入れて煮ました。

そして、小豆ソースや甘いジンジャーソースをかけ、自分

が好きなように調理した湯円を食べることができました。

イベント終了後、WISHOKUのメンバーは私たちのために甘い

餡が入った唐元を作ってくれました。みんなが唐元を食べ

ていた時、メンバーたちは幸せそうな顔をしていました。

このデザートは、冬の間、体を温かく保ってくるので寒い

日に食べるのが一番良いと言われています。
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カズオ・イシグロ原作の、あまりに儚く切ない物語。この視点から人間
模様を描くとは、内容に大きな衝撃を受けた。全体を通して、どこか
暗く頼れるものがない雰囲気が漂い。外から絶たれ、自由な未来の
ないわずかな期間の命の描かれている。
 人間らしく、自由に飛び立てることに感謝しようと思える作品。漫然と
過ごしてはならない。私たちには、生の意味を見出す条件や環境を
与えられているのだから。

春休み特集
こんにちは！みなさん、冬休みはいかがお過ごし
でしたか。故郷に帰省した方や、旅行を楽しんだ
方、普段なかなか会えない人と会った方も多いの
ではないでしょうか。さて、テストも終わるとみなさん
待ちに待った春休みですね！大学生の春休みは

2ヶ月間もあるので、有意義に過ごしたいものです。
せっかくの春ですから、ぽかぽかの外に出かける
のもよいです。しかし、家で本や映画に触れて楽し
む春休みも素敵ですね。今回は私のおすすめ作
品を紹介します。

第二次世界大戦期の、“日常”を広島を舞台にして描いた作
品。なぜだろう、この映画は本編が終わり、エンドロールが
流れ始めたときにとめどなく涙が流れ続けるのだ。

おじいさんが、おばあさんにある若者の恋の物語を読む。“それで、
どうなったの？一体、誰が幸せだっていうの” 物語から裏付けられる
愛のラストに、心打たれた。なぜ人は惹かれ合うのか。恋は理屈じゃ
ないと思い知ったストーリー。

こ
の
世
界

Never Let Me Go

The Notebook

の
片
隅
に

喫茶店フニクリフニクラを舞台に繰り広げる優しい物
語。過去や未来に行っても、結局何ひとつ現実は変
わらない。しかし、人の心が変わるのなら、きっと大事
な意味がある。この小説には、はっとさせられる一文
がスパイスのように各所に散りばめられている。それ
を拾うように、丁寧に読んでいただきたい。

日本ではあまり馴染みのない、“スピーチライター”
という職業の物語。言葉の持つ力に興奮を覚え

た。スピーチで世界や歴史を変えてきた者は数多
い。人間の持つ言葉というスキルは侮れない美し
いものである。人生経験が増えるたび、スピーチに
磨きがかかる。言葉に関する意識が変わるに違い
ない。

「出会い」についての今までの認識を、疑わさせる
物語。人は、こんなにも人を狂わせ、自分本位に
振舞わせてしまうのか。人との出会いや関わり方に
は危険が潜んでいて、怖いものだと捉えてしまう。
この作品は、とても深い心理までついていて、自分
も味わったことのある独特な感情に共感できる。良
い意味で、期待を何度も裏切られる。
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Today’s a Lucky Day

While the Coffee’s Still Hot

Blind Love and Friendship
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wisherのみなさん、買い物以外の目的で中
野ブロードウェイに行ったことはありますか？
ニッチでディープな街、中野。今回はそんな中
野の魅力がぎっしり詰まった中野ブロードウ
ェイ３階の取材をしました。

〇まんだらけ
天井までそびえる本棚に並んだ漫画、漫画、
漫画。驚くほど多くの漫画が置いてある。1冊
100円の漫画が3冊で200円になるのも魅力
的。ここに来たら人生を変える漫画に出会え
るかもしれない。

〇超人墓場(墓場の画廊)
中 野であの伝 説の不 良 漫 画 、“ろくでなし
BLUES”の世界に浸かれるとは思ってもみな
かった。店内に流れるBGM、Tシャツ、そして
漫画の原画！店長の趣味がぎっしり詰まった
お店にいると自分も満たされた感じがする。

〇タコシェ
店長さんが厳選した本や画集、CDが揃えて
ある。入口から店主のこだわりを感じて少し
入店に勇気がいるが、間違いなくここでしか
手に入らない一点に巡り合えるだろう。

〇おもちゃのポニー
販売されているおもちゃはすべてレトロで、な
ぜか懐かしさを覚える。小学生のとき流行っ
たおもちゃを見つけて、思わず「これ懐かし～
」と言ってしまう。

普段西友しか行かないwisherもいると思い
ますが、これを機に中野ブロードウェイのお
店を巡ってみてはいかがでしょうか。こだわり
を感じるお店で思わぬ魅力を発見できるか
もしれません。
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