
日 本 語
がなかなか上手にしゃべれ

ない。受験勉強をどうすればいいか
悩んでいる。留学しているからには、日本

の文化をもっと味わいたい。時にはやっぱりホー
ムシックになる。初めて日本で留学生活を体験し、新
鮮な日々を送りながら、不安も感じているあなた、中国
人留学生の皆さん、あなたのためのフリーペーパーが誕生

しました！

留学、勉強に関する情報、日本でも食べられる懐かしい母の料理、
日本の人気観光スポット、日本らしい文化などの内容をとにか

くこの一冊に収録しました！

日本人学生と中国人留学生と一緒に作ったこのフリーペー
パーは、中国人留学生のニーズに応じるものだけではなく、
日本人の目から見る日本文化の粋も詳しく紹介していま

す。しかも、無料！

皆さん、勉強をしつつ、前向きに日本での
生活をもっと楽しく有意義なもの

にしましょう。

Zài dōng j īng

2015年2月発行
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台東区上野「燕湯」（2014 年 12 月 5日撮影）

　普段の生活で欠かすことのできな
い入浴。日本では、古くから入浴文
化が発達してきましたが、現在でも
そうした文化に身近にふれることの
できる場所があります。それが「銭湯」
です。

徐潔さん（左）と陳晨さん（2014 年 12 月 5日撮影）

  なんとこの「燕湯」は、国の有形文化財にも指定されている
由緒ある銭湯でもあります。取材をさせていただいた 17:00
頃は頻繁にお客さんが出入りしていました。中に入ると、昔
ながらの番台に吹き抜けの脱衣場があり、広々としたスペー
スになっています。

　今回銭湯へ行ったのは、私と同じ授業に参加している中国
人留学生の陳晨さんと徐潔さんです。はじめての銭湯に、少
し緊張しながらもワクワクした様子です。
　玄関を入ると、まずはじめに目に入るのが番台。ここで入
浴料を払います。都内の銭湯は現在、一律に 460 円となって
います。2 人は、「ドアを開けたらいきなり人が座っていて驚
いた」と正直な感想を言っていました（笑）。

　浴室の中に入ると、まず目に入ってくるのが大きな湯船です。日本の銭湯では、
いきなり湯船につかるのではなく、体をきれいに洗ってからお湯に入るのが入浴の
マナーになっています。2 人はここへ来る前に、このことを教わっていたので、戸
惑うことなく入れました。「燕湯」のホームページには、銭湯での入浴のマナーに
ついての紹介もありますので、参考にしてみてはどうでしょうか。
（http://www.tsubameyu.com/index.html）

　そして、今回銭湯初体験の 2 人が一番に驚いたのが、お湯の熱さです。皆さん
もおそらく家のお風呂では 40℃前後のお湯につかることが多いかもしれませんが、
銭湯では、お湯の温度がそれ以上であることがほとんどです。慣れないうちは、お
そるおそるお湯につかっていた 2 人ですが、全身をゆっくり慣らしていくうちに
体の芯まで温まることができ、銭湯の醍醐味を味わえました。銭湯通の人は何度も
湯船に入るようですが、2人は、1回湯船に入るだけで満足してしまったようです。

日本の銭湯へ行ってみよう！

今回は台東区上野にある

へ潜入取材をさせていただきま
した！

「燕湯」
つ ば め ゆ



　また、「燕湯」では、12 月の冬至の日にゆず湯を実施しており、日本ならではのユニークな入浴
文化を身近に感じることもできます。
　さて、お風呂を出たら、またもう一つの楽しみがあります。「燕湯」では湯上り用のドリンクを
置いており、今回陳晨さんは、熱いお風呂に入って体が熱くなったのか、冷たいいちごミルクを飲
みました。「お風呂が熱かったので、本当においしい！」と満足したようです。
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ココだよ！

広告

【燕湯アクセス】
東京都台東区上野 3-14-5
電話：03-3831-7305 　※電話対応は 6:00 ～ 20:00 まで
定休日：月曜日
営業時間：火曜日～日曜日　※6:00 開店～ 20:00 閉店
最寄り駅：JR御徒町駅南口　徒歩 4分
　　　　　都営大江戸線「上野御徒町駅」　徒歩 5分
　　　　　銀座線「上野広小路駅」　徒歩 4分
　　　　　日比谷線「仲御徒町駅」　徒歩 7分
　　　　　千代田線「湯島駅」　徒歩 5分
ホームページ：http://www.tsubameyu.com/index.html

◀はじめての銭湯に入り、
満足気な陳晨さん（左）
と徐潔さん
（2014 年 12 月 5日撮影）

　今回銭湯に行ってみて、様々な新しい発見がありましたが、そこにはお金に変えら
れない価値があると思います。今回取材に行った 2 人も、「また来たい！」と口をそ
ろえて言っていました。また、「広々とした空間でゆったりとお風呂に入ることができ、
落ち着ける」といった感想も言っていました。自宅にお風呂があっても、たまには銭
湯でゆっくりするのもいかかでしょうか。中国ではなかなか入る機会のない銭湯だか
らこそ、日本の銭湯を味わってみる価値があると思います。日常の生活にちょっとし
た潤いを与えてくれる銭湯。陳晨さんと徐潔さんのように、銭湯を楽しんでみません
か？

(宮本諭＝千葉市出身 )

著者PROFILE

宮本諭
①マーボー豆腐  ②六義園  ③書道、旅行  ④全国の温泉、銭湯を制覇すること

みやもと　さとし

①＝好きな食べ物　②＝好きな場所　③＝趣味　④＝将来の夢



ひとり 新宿散歩で
を味わおうひとり 新宿散歩で
を味わおう

Let’s go to Shinjuku.

広告

来日4年目。東京から関西に、東京から北関東に、東京から東北に。

免許を取ってから１年間、1万 5 千キロ以上を走った。しかし、やっ

ぱり東京が好き。世界の大都市として賑やかな東京が好きだ。歴

史と緑の溢れる静かな東京も好き。電車を追いかけるスーツのサ

ラリーマンの姿も好き。皇居の周りを走る人の姿も好き。銀座、

渋谷、表参道、原宿などの買い物の聖地も好き。浅草寺、二重橋、

上野などの観光スポットも好き。でも、いつも行っているのはや

はり新宿。

でも、ショッピングと食事するだけで新宿を味わい尽くしたとは言
えない。都庁に行って東京の夜景を楽しんだり、御苑で日本の四
季を感じたりすることも醍醐味だ。

友達と一緒に新宿に行くより、一人で新宿に行って散歩した方がいいと思う。伊勢

丹でファッションブランドと出合い、御苑でコンクリートシティの別世界に身を置き、

都庁で東京の夜景を満喫し、歌舞伎町を通り、一人だけの１日を過ごそう。

最近、観光や買い物で日本にやってくる故郷中国の友達がたくさんいた。
観光スポットや買い物する場所はどこがお勧めかと彼らに聞かれたら、「新
宿、新宿」といつも答える。JR 駅から出てすぐに、ファッションを楽しめ
るルミネがあり、ちょっと歩いていると、世界中のブランドが扱われてい
る伊勢丹新宿本店、日本人が好きな高島屋、京王、小田急などの大きな
デパート、ビックロなどの電気屋、サンドラッグやダイコクなどの安い
薬局もあるから、とりあえず何でも買い物ができる。歌舞伎町で日本酒を
飲んだり、裏道のカフェでスイーツを食べたりすることもできる。

昨年の秋、偶然、新宿御苑に行ったことがある。紅葉がはらはらと落ち、
夕日が湖に映し出された。気温は低かったが、紅葉の色と太陽の光で、
温かく感じた。花や緑のない晩秋、その後にすぐやってくる冬。いつも嫌っ
ているこの二つの季節こそ愛おしいとその時知った。命は春ではなく、秋
と冬から始まるんだと。古い葉を秋に落とし、厳しい冬を経験し、新しい
葉を迎える。人生もそうだろう。

著者PROFILE

翟浩氷
①４年目
②中華料理
③海辺
④旅行に世界中を回って、
いろんな文化を知ること
⑤自分の会社を立ち上げ、
日中貿易をする

①＝在日年数　②＝好きな食べ物　
③＝好きな場所　④＝趣味　⑤=将来の夢

てき こうひょう

( 翟浩氷＝河北省
出身 )



広告



井荻駅から徒歩２分。閑静な住宅街の中にある板張りの外観が特徴的

な「蕎麦　みわ」。“23 世紀の農家の庭先で、お客様に蕎麦を食べて

いただく” というコンセプトをもとに個展も開く著名な建築家の手で

店が作られました。木の温もりが作り出す空間はどこか懐かしく、落

ち着いて蕎麦を食べるのに最高の雰囲気です。もちろん、こだわりは

店の設計だけではありません。蕎麦そのものの香りと味を愉しんでも

らいたいという御店主の思いから、福島県の南会津で自家栽培した玄

蕎麦を石臼で碾いた蕎麦はすっきりとした味が好評だといいます。そ

のこだわりが評価され、なんと 2012 年から３年連続でミシュラン

ガイドに掲載された実績も！。こだわりの名店に是非一度来店してみ

てはどうでしょうか。

上井草駅南口の改札を降りるとまず目に飛び込んでくるのが空に向

かって右手を力強く突き上げたガンダムのブロンズ像です。2008

年にはガンダム誕生の地であることを記念して、ガンダムの生みの

親ともいうべき富野由悠季氏監修のもと、ブロンズ製のガンダム像

が駅前に建立されました。機動戦士ガンダムのアニメーション製作

会社「サンライズ」がある上井草は「ガンダムの聖地」として知られ、

ブロンズ像の他にも商店街の店のシャッターや街を彩るのぼりにも

ガンダムの絵が描かれています。

また上井草駅の発車メロディーも「機動戦士ガンダム」のテーマソ

ング「翔べ！ガンダム」であり、まさにガンダム一色の上井草。西

武新宿線を利用した際、ふらっと国民的アニメの聖地に立ち寄って

みるのもいいかもしれません。

黄色い車体がトレードマーク。

ミシュランガイド掲載！こだわりの蕎麦屋
井荻

ガンダムの街を歩こう！
上井草

東京都新宿区の西武新宿駅と埼玉県川越市の本川越駅とを結ぶ西武新宿線。まもなく開業 120 周年を迎える日本でも歴史ある鉄道ですが、平

行する中央線に比べるとどうしても地味な印象をもたれがちな路線です。実際、「これ！」といった観光名所も少なく、沿線住民以外は利用す

る人は多くないでしょう。しかし！それでもよ～く探してみると絶品グルメからあの有名アニメの聖地まで見逃せない隠れスポットがたくさ

んあるのが西武新宿線の魅力です！あなたも普段は乗ることがなかった黄色い車両に乗って西武新宿線沿線を満喫してみませんか？

西武新宿線
東京のマイナー路線

沿線を満喫しよう！！

©創通・サンライズ



日本を代表するコメディアン、志村けんさんがブレイクしたきっかけ

となったのがバラエティー番組「8 時だヨ！全員集合」にて自身の出

身地の楽曲、「東村山音頭」をアレンジして歌ったことでした。志村

さんとともに「東村山音頭」は全国的に知れ渡り、1977 年には、東

村山の知名度を高めた功績が認められ 3 本のケヤキが東村山駅東口

の交番前に植樹されました。今ではすっかり「志村けんの木」として

地元の人達のランドマークとなっています。西武鉄道は 2014 年 12

月より東村山駅の発車メロディーを「東村山音頭」にすることに決め

ました。また、志村さんの小学生時代の同級生が社長を務める、市内

の和菓子店「餅萬」では志村さんにちなんだ「だいじょうぶだぁ饅頭」

や「だっふんだぁどら焼き」が「東村山名物」として販売されています。

ますます志村さんと結びつきを強める東村山に是非！

「最近、恋愛が上手くいかない…」「仕事と仲間との折り合いが悪い」

とお悩みの方も少なくないはず…。そんな方々にピッタリの神社が

西武新宿線の終点、本川越にあります！恋人との縁はもちろん、仕

事や友達との縁結びのパワースポットとして有名な川越氷川神社は

結婚と家庭円満の姿を示した、素盞鳴尊（スサノオノミコト）と奇

稲田姫命（クシイナダヒメノミコト）、脚摩乳命（アシナヅチノミコト）

と手摩乳命（テナヅチノミコト）の 2 組の夫婦の神様をお祀りして

いることから、縁結びの神様として信仰を集めています。

川越氷川神社には昔から「境内にある玉砂利を持ち帰り、大切にす

ると良縁に恵まれる」との言い伝えがあります。巫女さんが本殿前

の玉砂利を毎日 20 個ずつ拾い、丁寧に麻で包んだあと、神職がお祓

いしたお守り、「縁結び玉」を頂くことができます。頒布は毎朝 8 時

から。初穂料は不要（無料）です。1 日 20 体しか配られないので、

朝早くからのお出かけがオススメ！

日本を代表するコメディアンを生んだ街
東村山

恋愛成就も！？縁結びの神様を祭る神社
本川越

広告

著者PROFILE

井上正継
①日本人  ②カレー  ③上井草  ④バスケットボール  ⑤カレー屋さん

いのうえ　まさつぐ

①＝来日年数　②＝好きな食べ物　③＝好きな場所　④＝趣味　⑤将来の夢



広告

一、材料
　    鶏のもも肉300～400グラム、鷹の爪10個、玉ねぎ、ピーマン、人参、サンショウ、生姜、塩、料理酒30ml、

　　味の素などの調味料
二、作り方
　   1、生姜を半分にカットして、半分は生姜のスライスにカットし、半分は細かくカットします。

　　     にんにくを二つ用意して、細かくカットします。

　    2、鶏肉を細かくカットして、生姜のスライス、細かいにんにく、料理酒、塩と一緒に混ぜて、一時間漬けます。

　   3、玉ねぎ、ピーマン、人参をカットします。

　   4、普通の炒めものより多く油を入れて、漬けた鶏肉を炒めます。

　   5、鶏肉から出る水が少なくなった時、細かいにんにく、細かい生姜と塩を入れて、二分ぐらい炒めます。

　   6、最後に、鷹の爪、玉ねぎ、ピーマンと調味料を入れて、炒めて仕上げます。

初めて日本に来て、いろいろ慣れないところがあるでしょう。
不安で心配な日々を送っていると、きっとお母さんが作って
くれた料理が食べたくなりますね。日本の食材で簡単にお母
さんの料理が作れます。辛い料理が好きな人は必ず作ってみ
てください。

私の実家は四川省の隣で、日本に来る前は、母が作る手料理
をよく食べていました。しかし、日本に来たばかりの時は、
まだ近所に中華料理店があることも知らなかったので、食べ
られませんでした。スーパーマーケットに通いながら、鶏肉
と鷹の爪を見て、「四川風の鶏肉炒めを作ったらどうだろう」
と思いました。これぞ私のお袋の味！やはりお母さんの味を

諦めることができません。

この四川風の鶏肉炒めはお肉の表面がさくさくとして、中は
柔らか。鶏肉以外に玉ねぎ、ピーマンと人参が入っていて、
栄養のバランスも取れます。また、使われる食材の値段も安
いから、お金がない学生でも作れます。

時には、中華料理店で味わいましょう。おすすめの店
は池袋駅北口の「東京中華街」と高田馬場駅早稲田
口の「石庫門」です。両店ともに安くて、おいしい
です。
〈陳晨＝湖北省出身〉

四川風の鶏肉炒め

懐かしい
お袋の味

著者PROFILE

陳晨
①２年５ヵ月
②四川料理、刺身、牛タン
③池袋
④ドラマを見ること
⑤安定した仕事に就いて、
家族と一緒に楽しく暮らす。

①＝来日年数　②＝好きな食べ物　
③＝好きな場所　④＝趣味　⑤将来の夢

ちんしん



日本の大学へ
進学を希望するあなたへ

広告

日本への留学を希望する皆さんのために、大切な情報をお伝えします。特にこの
春に初めて日本に来た皆さんは毎日いかがお過ごしでしょうか。まだ慣れていな
いところがたくさんあると思いますけれど、留学の一番大切な目的を忘れてはい
けません。ここでは、留学される皆さんが日本の大学に入るために準備しなけれ
ばならないことを簡単に説明します。
まず、日本の大学受験は、中国のように一括出願、一括で試験を受けてから、点
数で進学する大学を申請する方式ではありません。つまり、日本の場合、試験日
程がかぶっていなければ、いくつかもの学校を出願し、受験することができるの
です。
次に、大学に入るために留学生にとって一番大切な日本留学試験（EJU）を紹介
します。留学試験は１年に２回実施されます。試験科目は文系の場合、日本語と
数学１、総合科目です。理系では、日本語と数学２、理系総合科目です。なぜ一
番大切だといったのでしょうか。それは、ほとんどの国立大学と優秀な私立大学
は留学試験の成績で総合評価するからです。
また、もう一つ重要なことは英語の点数です。英語の試験といえば、日本では主
に TOEFL と TOEIC で評価します。英語試験の点数と留学試験の点数はいい大
学に入るために欠かせないとっても過言ではありません。早めに準備しておきま
しょう。
この両方の試験を受ければ必ずいい大学に入れるかというと、そう簡単ではあり
ません。そのあと、大学独自が行う試験や面接が待っているからです。
また、大学を卒業して日本の大学院に行きたい人は以下の内容を見てください。
各大学で必要な書類が異なっていて、一律に語るのは少々難しいですが、ほとん
どの大学は日本語と英語の能力を求めています。日本語力については留学試験が
ありますが、代わりに日本語能力試験（JLPT）を受けてもかまいません。英語
の試験を必要とする大学院も少なくありません。
それに、大学院進学後に何を研究するかを書く研究計画書はほとんどの大学で必
要な書類です。また、出願の前に教授と連絡を取るかどうかについても、大学に
よって規定が違うので、必ず自分で詳しく調べたうえで準備を進めてください。
ここまで読まれてみてどうですか。少しでもお役に立っているでしょうか。皆さ
んはすでにこの日本に来ているので、ここを新しいスタートとして、あとは努力
するしかありません。努力の後には成果が必ず迎えに来ます。さあ、この新たな
土地であなたたちの人生を輝かせよう。

( 徐潔＝安徽省出身 )

参 考 資 料：［http://www.xiaochuncnjp.com/thread-1386280-1-1.html］
2014 年 12 月 10日閲覧

著者PROFILE

徐潔
①３年目
②甘辛いもの
③池袋
④音楽
⑤世界中を旅したい

じょ きよし

①＝来日年数　②＝好きな食べ物　
③＝好きな場所　④＝趣味　⑤将来の夢



編集後記

広告

早稲田大学大学院政治学研究科のジャーナリズムコース雑誌編集入
門Ｂは、私が専門とするフリーペーパーの発行と経営構造を、実習
を通して学ぶ科目になっている。計１５回の授業の中で、４人の外
部講師を招き、編集のテーマ設定から制作ノウハウ、広告や配送の
基礎などを学んだ上で、自分たちが書きたいテーマと想定読者層を
決め、実際に発行できる直前の段階までをシミュレーションするプ
ログラムである。

このクラスの院生５人のうち、３人が中国人留学生の女子、残り２
人が日本人男子。まずそれぞれが何を書きたいかを発表した。宮本
諭さんは「自分が好きな東京の銭湯を特集したい」、井上正継さんは
「自宅に近い西武線沿線の知られざるスポットを紹介したい」。翟浩
氷さんは、おすすめ観光スポット、陳晨さんは料理、徐潔さんは生
活情報の紹介を主張した。

ばらばらな内容にどうやって横串を差し、共通の想定読者層に絞る
か。話し合った結果が「中国人留学生」だった。

日本学生支援機構の調査によると、平成２３年度の留学生総数は１
３万８０７５人。このうち中国からの留学生は８万７５３３人と他
国を圧している。なかでもわが早稲田大学は彼らの憧れの的であり、
キャンパスに中国語が飛び交うシーンに数多く出くわすことだろう。

想定読者を中国人留学生とすることにより、ばらばらだった５人の
コンテンツは、収斂された。観光スポットや料理のレシピは、同郷

の先輩からのアドバイスに。日本人院生が提供する銭湯の話や沿線情
報は、珍しい日本の風習やカルチャーとして楽しく紹介された。一度
も大きな風呂に裸になって入ったことがないという中国人女子２人に
とっては、貴重な銭湯初体験となった。
写真や記事原稿を 10 ページ建ての紙面に仕立ててもらったのは、プ
ロのウェブデザイナーだ。さすがに編集ソフトを駆使して、パソコン
で紙面に落とす技術を身につけるほど、授業時間は長くない。紙面イ
メージを伝え、完成したのが、このフリーペーパーである。

タイトルもなかなか決まらなかったが、留学生女子のアイデアから「在
東京。」（東京にいる）に落ち着いた。「。」を付けたのは、日本人男子
の提案からだ。

広告は記事の中身によって、どんな業界の業種、会社、商品かを各自
イメージした。

中国人院生たちのメッセージが後輩たちの心に響くか、日本人院生に
よる日本のユニークな文化のありようはどう受け止められるか、楽し
みでもあるからだ。

そして何より日中５人の院生たちと、フリーペーパー制作をめぐる楽
しいやりとりは、指導する側にとって至福の時間だったと付け加えたい。

早大非常勤講師　稲垣太郎


