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修了認定、学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）
　早稲田大学の総合性・独創性を生かし、体系的な教育課程と、全学的な教育環境と学生生活環境のもとに、
多様な学問・文化・言語・価値観の交流を育み、地球社会に主体的に貢献できる人材を育成する。
　日本語教育研究科では、ますます多言語化・多文化化する社会状況の中で多様な言語・文化背景を持ちつつ
日本語によるコミュニケーションを学ぶ学習者のための言語教育を、そしてそのような言語教育が実現できる社会
の構築に貢献できる人材を育成することを目指している。
　修士課程では、日本語の特性や言語活動、コミュニケーション、言語習得と言語学習、言語教育と社会など、「日
本語」、「学習と教育」、「社会」という日本語教育学の3領域の重なりを深く理解し、日本国内外の教育現場にお
ける実践研究から日本語教育学を体系的に、かつ実践的に学ぶ。そのことを通じて、日本語教育学の高度な専
門性を備えた実践的な専門家を養成する。
　博士後期課程では、日本語教育学の高度な専門性と実践力に加え、日本語教育学をさらに発展できる研究能
力を有する実践研究者の養成を主眼とする。

　早稲田大学大学院日本語教育研究科は、21世紀が始まる年に設立されました。2003年に

は修士課程第1期生が修了、2006年には博士後期課程も完成、日本語教育学の博士学位取

得者が誕生しました。2017年9月の時点で、修士修了生744名、博士学位取得者66名を輩出

するに至っています。

　日本語教育研究科（日研）は、これまで、「理論と実践の統合」、「早稲田から世界に発信」

を合い言葉に進んできました。

　理論と実践とは切り離して考えることのできないものです。日研では、日本語教育および

教員養成についての理念、理論の裏付けをもった実践ができる様々な場を提供し、教員と

院生との協働によって、日本語教育学を深く学ぶことができます。

　そのためにも、日研を構成するメンバー一人ひとりが自己実現のために協力し合い、日研

を自らの居場所として位置づけられることが大切だと考えています。と同時に、日研の活動

にだれもが参画できる開かれた組織とし、活動の成果を地域や社会に拡げ、そこにどのよう

に貢献できるかを示すということも必要でしょう。

　ますます多様化する日本語教育の世界において、日研は、研究面、教員養成面でモデルと

なるような組織・体制を作ること、そして、日本語教育学を確立することで、世界をリードする研

究教育機関として、世界中の日本語教育に貢献することを目指しています。

早稲田大学大学院日本語教育研究科

教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）
　本研究科では、多様な言語観･能力観･教育観の共存する日本語教育界において、学生一人ひとりが自らの立場
を形成･更新することを目的として、次の３つの柱から教育カリキュラムを構成している。
　第1は、「理論研究」として、言語、言語教育、言語文化、コミュニケーション、教授法、言語習得、学習環境、言語教
育政策など、日本語教育を取り巻く今日的課題を複合的な視点で捉え、最新の研究成果に基づいて理論的に実証・
研究するものである。
　第２は、「実践研究」として、併設する日本語教育研究センターの日本語教育プログラムと連動した日本語教育者養
成プログラムを展開しているほか、いくつかの学外教育機関との提携によりさまざまな教育実践と社会連携を行ってい
る。これらは、日本語教育の現場に密着した指導により日本語教育者としての実践力を養成するものである。
　第３は、｢演習｣として、上記の理論･実践の考え方と方法を、一人ひとりがどのように自分のものとして身につけること
ができるのか、またそれにはどのような環境づくりが必要か、さらにそこで実践者はどのような支援ができるのかなど、理
論･実践の両面の視点から修士論文の作成を中心に検討している。
　博士後期課程においては、世界各地に在職しながら論文作成が可能な指導体制を構築している。

入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）
　早稲田大学では、『学問の独立』の教育理念のもとで、一定の高い基礎学力を持ち、かつ知的好奇心が旺盛
で、本学の理念である進取の精神に富む、勉学意欲の高い学生を、わが国をはじめ世界から多数迎え入れる。
　国内外における日本語教育の需要の増大と多様化の時代にあって、日本語教育は大きな転換期を迎え、こうし
た変化に対応可能な、かつ高度な知識と実践力のある日本語教育専門家が強く求められている。このような社会
的ニーズに応えるべく、本研究科では、日本語教育の現職経験者、多様な社会経験を有する者など、日本語教育
に強い関心と意欲を持つ者を積極的に受け入れている。すなわち、修士課程においては、日本国内受験の一般入
試に加え、渡日を要さずとも受験できる海外入試、さらに学内選抜入試、海外指定校制度など多様な入学制度を
設けている。博士後期課程においても、日本国内受験の一般入試に加え、渡日を要さずとも受験できる海外入試を
設けている。本研究科では、修士課程・博士後期課程ともセメスターごとに入学者選抜を行い、世界各国・各地域
の留学生、現職の日本語教師、社会人など、それぞれ異なる背景を持った様々な人たちを広く迎え、日本語教育学
の専門家を養成している。

大学院日本語教育研究科における

3つの方針 ご挨拶

日本語教育研究科が目指すもの
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大学院日本語教育研究科の特色
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特色ある入試制度
◎年2回の入学試験実施で
　出身学部・学科は問いません
大学院日本語教育研究科（日研）は、完全セメスター制による2学期制とし
て、それぞれの学期の開始に合わせた年2回の入試（4月入学・9月入学）
を実施しています。選考はAO方式による総合選抜方式。入学者の出身学
部は、文学・教育学のほか、社会科学や理工学系学部の出身者も在籍して
います。また、日研に対する世界各国からの関心の高さは、留学生が在学者
の約3割という事実にも表れています。

日本語教育理論の追求
◎多岐にわたる領域を視野に総合的な
　日本語教育を展開
日本語教師には言語学から教育学までの基礎的な知識とともに、言語習得・
言語政策・言語教育など、幅広い知識が必要です。これらの知識をよりよい
教育に結び付けていくには、基礎領域としての言語研究の成果を単純に
言語教育の分野に取り入れるという発想では対応できません。これからの
日本語教育においては、学習者の立場に立ちその能力を伸ばすために、
どのような組織化および支援が必要なのかという視点が不可欠になってき
ます。日研の研究室では、それぞれの研究領域の最新の研究成果を、学会・
研究会・論文を通じて積極的に発表するとともにカリキュラムにもそれらを取り
入れ、大学院ならではの総合的な日本語教育者養成プログラムを提供して
います。

実践的カリキュラム
◎実社会からのニーズに応える特色ある専門科目を設置
●日本語教育実践研究
修士課程の必修科目「日本語教育実践研究」は、日本語センターで日研の専
任教員が担当する日本語科目を参与観察できるだけでなく、教育実践もで
きる実習科目です。第三者として教室に参加することで、教員、受講者双方
の立場から多角的に教室活動を把握できます。教育技術の修得も可能で
す。

●社会連携活動
現代社会で世代・地域・環境を越えて広がる日本語教育の要請に対し、日
研はさまざまな社会連携活動を展開しています。国内においては新宿区や
墨田区、また目黒区や三重県鈴鹿市と連携して多文化共生地域における
日本語教育活動に協力し、海外においては早稲田大学の海外拠点や協定
校を中心にそこでの日本語教育を支える人材を送り出しています。

充実したサポート体制
●学会・研究会活動、学術雑誌などへの積極的な論文投稿を通じて最新
の研究成果を発信

●博士学位審査委員会による厳正な審査に基づく積極的な博士学位授与
●紀要『早稲田日本語教育学』は査読に基づき掲載論文を厳選

理論と実践の統合
◎日本語教育研究センターとの連動で
　《生きた日本語教育》を習得
日研は、学内の日本語教育研究センター（日本語センター）の日本語科目と連
動した日本語教育者養成プログラムを展開しています。早稲田大学に在籍す
る留学生は約5,400人、日本語センターの日本語クラスには世界各国・地域か
らの留学生が集い、彼らの高いモチベーションで活気にあふれた授業が行
われています。日研の講義・演習は、理論学習にとどまらず、一人ひとりがどの
ようにそれを身につけることができるのか、またそれにはどのような環境づくりが
必要か、さらにそこで担当教師はどのような支援ができるのかなど実践的な
視点から提供されています。それを可能にしているのが、この日本語セン
ターという《生きた日本語教育》の実践の場なのです。

活躍の舞台
◎国内はもちろん世界各国の日本語教育機関で活躍
日研の学生には、課程修了後はもちろん在籍中も、日本語教育の現場で活
躍するさまざまなチャンスが用意されています。現在多くの日研生が、世界
各国・地域における日本語学習者の日本語習得ニーズに応え、それぞれの
教育機関で活躍中です。在籍中は「派遣制度」によって、世界各国の日本
語教育現場で働くことができ、将来日本語教師として活躍するための力を
在籍中から海外で養うことができます。課程修了後は就職はもちろんですが、
修士課程での研究をより深め、博士の学位取得のために博士後期課程へ
進学する学生も数多くいます。

◎修了後の進路先例

理論

海外協定校の
日本語授業担当者 世界各国・各地域の

日本語教育機関教員

日本語教育研究
センター講師博士後期課程

国内・国外の
現役日本語教師

社会人 新卒大学生
留学生

実践

● 研究指導／演習／理論研究
　 教員指導・院生とのゼミ活動

● 学会・研究会
　 　 国内外の学会シンポジウムでの
　 研究発表　 

● 学術雑誌
　 　 学内外の学術雑誌への論文投稿

● 実践研究 
　 日本語教育研究センター等での
　 授業参与観察

● 学習支援
　 　 日本語教育研究センター留学生への
　 サポート　 

● ボランティア
　 　 多文化共生地域の在留外国人への
　 指導　 

● 講師
　 　 海外協定校派遣等、日本語教育
　 機関への派遣　 

入　学

修　了

大学院日本 語教育研究科

日研で日本語教育学の知見と実践力を身につけた修了生は、国内外で活躍
しています。活躍の場は、日本語教育の現場だけ
でなく、小中学校、企業、自治体など多岐にわたり
ます。このWaNJaL（早稲田日研ネットワーク）で
は、世界で活躍する日研修了生のみなさんの様子
を知ることができます。 http://wanjal.gsjal.jp/
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小林 ミナ 教授
「日本語を学ぶ」というのは、教科書の文法記述や教師の文法説明を
ただ丸暗記するだけの受動的・静的な営みではなく、学習者が周りの
日本語をリソースとして取りこみながら、自らの中にさまざまな言葉のルー
ル（＝文法）を構築していくきわめて能動的・動的な営みです。そのよ
うな営みを支援するためには、実際に言葉が他の素材とともにどのよ
うに使われているのか、どのように学ばれているのかを丁寧に観察、
記述することが必要です。その成果を踏まえて、コース・デザイン、教室
活動の内容や方法についても考えていきたいと思います。

 研究課題
「マルチモーダルなコミュニケーション研究」「文法教育」
「言語習得」「コース・デザイン」

1985年青山学院大学文学部日本文学科（国語学専攻）卒業、
1993年名古屋大学大学院文学研究科博士課程（日本言語文化専
攻）満期退学。博士（文学、名古屋大学）。名古屋大学言語文化部
助手、北海道大学留学生センター助教授を経て2006年4月より現
職。著書に『日本語教育の過去・現在・未来 第3巻教室/第5巻文法』
（編著）凡人社、『外国語として出会う日本語』岩波書店、『コミュ
ニケーションのための日本語教育文法』（共著）くろしお出版、『日
本語教育能力検定試験に合格するための教授法37』アルクなど。

小宮 千鶴子 教授
日本語教育における語彙教育は、理解力だけでなく表現力の養成も
目標としていますが、その実現には、①日本語がどのように使われてい
るかを記述する研究、②多くの学習者に必要な語彙や学習目的に応
じて必要な語彙を具体的に明らかにする研究、③語彙の習得や指
導に関する研究などが必要です。小宮研究室ではこれらについて理
論と実践の両面から考察します。

 研究課題
「語彙研究」「語彙教育研究」「専門日本語教育」

1978年早稲田大学政治経済学部政治学科卒業、1982年早稲田
大学大学院文学研究科博士前期課程修了（文学修士）。東京外国
語大学外国語学部附属日本語学校（現、留学生日本語教育センター）
専任講師、中央学院大学教養部専任講師・同商学部助教授・教授、
早稲田大学日本語研究教育センター教授を経て、2003年より現
職。著書等に『日本語教育チェックブック』（共著）バベル・プレス、
『ここからはじまる日本語教育』（共著）ひつじ書房、『表現と文体』（共
編著）明治書院、「経済のにほんご」http://keizai-nihongo.com/

池上 摩希子 教授
日本語教育においては、多様化する学習者、多様化する教育方法な
ど、「多様化」について久しく指摘がなされています。しかし、「多様化」
は学習者の属性だけに見られるものではありません。時代や社会の
流れの中で、日本語教育にはどのような目的と方法が求められている
のでしょうか。学習理論や習得研究、関連の諸領域からの知見をもと
に、理論と実践の両面から探究していきます。学習者／教授者といっ
た軸を越え、成人であれ子どもであれ「人がことばを学ぶ意味」その
ものを捉えていきます。

 研究課題
「地域日本語教育」「年少者日本語教育学」「言語教育政策」

津田塾大学国際関係学科卒業、お茶の水女子大学日本言語文化
専攻修了、日本言語文化学修士。日本語教育学会(チャレンジ支援
委員)、異文化間教育学会(紀要編集委員)所属。中国帰国者定着促
進センター講師、早稲田大学日本語教育研究科准教授を経て、
2010年より現職。著書・論文に『体験学習法の試み』（共著）凡人
社、「年少者日本語教育における「書くこと」の意味」(共著)『日本
語教育』日本語教育学会、『「移動する子どもたち」のことばの教
育を創造する̶ESL教育とJSL教育の共振̶』（共編著）ココ出
版、『外国人児童生徒の学びを創る授業実践』（共編著）くろしお出
版など。

蒲谷 宏 教授
「待遇コミュニケーション研究」は、「人間関係」や「場」に対する認識
に基づく「表現行為」「理解行為」を「コミュニケーション」の観点から
捉えることで、従来の「待遇表現」をさらに広げた研究分野です。日
本語母語話者、日本語学習者の待遇コミュニケーションを記述、分析、
考察するとともに、待遇コミュニケーション教育のあり方、研究の方法論、
具体的な教育／学習方法などについて、「主体」「場面」「意識」「内
容」「形式」をキーワードとして研究を進めています。

 研究課題
「待遇コミュニケーション」「待遇コミュニケーション教育」
「敬語表現教育」

1979年早稲田大学第一文学部卒業、1986年早稲田大学大学院
文学研究科博士課程修了。博士（文学）。1982年～早稲田大学語
学教育研究所、日本語研究教育センターを経て、2001年より現職。
著書・論文に、『敬語表現』、『敬語表現教育の方法』、『敬語表現ハン
ドブック』（共著）、『待遇コミュニケーション論』、『敬語マスター』、
『敬語だけじゃない敬語表現』大修館書店、『大人の敬語コミュニ
ケーション』筑摩書房、『敬語コミュニケーション』、『日本語教育学
序説』（共著）朝倉書店、『待遇コミュニケーション教育の構想（Ⅱ）』
『早稲田日本語教育学』11など。

川上 郁雄 教授
幼少期より複数言語環境で成長する子どもたちが世界各地で増加
しています。私はそれらの子どもたちを「移動する子ども」という分析
概念で捉え、その子どもたちのことばの教育に関する多様な研究課
題を日本語教育の視点から考えています。日本国内外で成長する子
どもたちの日本語教育は「移動する時代」のグローバル・イシューであ
り、「移動する子ども」学は子どもから老人まで含む新しい研究領域な
のです。

 研究課題
「年少者日本語教育学」「移民・難民研究」「移動する子ども」学

1990年大阪大学大学院文学研究科博士課程単位取得。博士（文学、大
阪大学）。オーストラリア・クイーンズランド州教育省日本語教育アドバイ
ザー、宮城教育大学助教授・教授、早稲田大学日本語研究教育センター
教授を経て、2003年より現職。著編書に『「移動する子どもたち」と日本
語教育－日本語を母語としない子どもへのことばの教育を考えるー』
（編者）明石書店、『私も「移動する子ども」だった－異なる言語の間で
育った子どもたちのライフストーリー』（編者）くろしお出版、『「移動す
る子どもたち」のことばの教育学』くろしお出版、『「移動する子ども」と
いう記憶と力－ことばとアイデンティティ』（編者）くろしお出版。

舘岡 洋子 教授
学習者は自らを取り巻く環境との相互作用をとおして日本語を学んで
いるという視点に立ち、学習者の学びを支援するためには、その環境
をどのようにデザインしたらよいかについて考えます。学びのプロセス
を個人と社会、あるいは場における関係性の観点から検討します。
ことばを学ぶとはどういうことかを理論的かつ実践的に考察します。

 研究課題
「学習環境デザイン」「協働的学習」「実践研究」

早稲田大学大学院教育学研究科博士課程単位取得、博士（学術）。
アメリカ・カナダ大学連合日本研究センター、東海大学留学生教
育センターを経て、2007年より現職。著書に『ひとりで読むこと
からピア･リーディングへ̶日本語学習者の読解過程と対話的協
働学習』東海大学出版会、『ピア・ラーニング入門̶創造的な学び
のデザインのために』（共著）ひつじ書房、『プロセスで学ぶレポー
ト・ライティング』（共著）朝倉書房、『読解教材を作る』（共著）スリー
エーネットワーク、『協働で学ぶクリティカル・リーディング』ひつじ
書房、『日本語教育のための質的研究入門』（編）ココ出版など。

戸田 貴子 教授
コミュニケーションにおける日本語の音声特徴について、音声習得に
関わる諸要因を考慮し、研究を行います。日本語学習者の発音には
母語の影響だけではなく、様々な要因が関与しています。これまで母
語干渉に主眼が置かれていた音声習得の過程をより広い視点から
捉え、記述・分析していきます。学習者要因や社会的要因も視界に入
れ、音声コミュニケーションについて研究します。また、研究成果に基
づき、日本語音声教育のあり方を検討していきます。

 研究課題
「音声習得研究」「発音指導」「音声コミュニケーション」
1989年オーストラリア国立大学文学部卒業（First Class Honours）、1997年
オーストラリア国立大学大学院人文科学研究科博士課程修了、言語学
博士（Ph.D）。オーストラリア国立大学、筑波大学、早稲田大学日本語研
究教育センターを経て、2006年より現職。著書に『コミュニケーション
のための日本語発音レッスン』、『シャドーイングで日本語発音レッス
ン』（編著）スリーエーネットワーク、『日本語教育と音声』（編著）くろし
お出版、『　　　　　　　 』Seoul: Nexus Press、

　Second Language Speech Perception 
and Production: Acquisition of Phonological Contrasts in Japanese. MD: 
University Press of America、 Perspectives on Teaching Connected 
Speech to Second Language Speakers. （共著） HI: University of 
Hawai'i Pressなど。

宮崎 里司 教授
この研究課題は、接触場面で起きる参加者のインターアクション問題
を分析するとともに、従来の第二言語習得研究では把握しきれない言
語習得の問題を、「市民リテラシー」「サスティナビリティ（持続性）」を
キーワードに、社会的文脈の中で捉える課題を探求していきます。あ
わせて、言語教育政策や移民政策などの観点から、支援が行き届か
なかった、アウトリーチ型日本語教育への関心を高め、実証研究する
ためのデザインや方法論なども考察します。

 研究課題
「サスティナビリティ」「言語習得」「言語教育政策」

1997年モナシュ大学（オーストラリア）博士課程修了Ph.D（応用言語
学博士）。オーストラリア研究所所長。モナシュ大学講師を経て、2004
年より現職。著書に『外国人力士はなぜ日本語がうまいのか』、『言語研
究の方法：言語学、日本語学、日本語教育学に携わる人のために』、『タス
クで伸ばす学習力：学習ストラテジーを活かした学びの設計』、『移民時
代の言語教育：言語政策のフロンティア1』、『日本語教育でつくる社会：
私たちの見取り図』『ことば漬けのススメ』（第二回国際理解促進優良図
書優秀賞受賞）、『外国人介護・看護人材とサスティナビリティ:持続可能
な移民社会と言語政策』（近刊）など。

福島 青史 教授
言語教育を言語政策の一環として位置づけ、人、ことば、社会が形成
する利害関係から、個人と社会の言語計画について考えます。日本
国内においては、外国人が参入する社会（家族、学校、職場等）の言
語環境の計画が急務ですし、「海外の日本語教育」と分類される領
域も人の往還が常態化する現在では、海の向こうの問題ではありま
せん。複数の言語・文化を横断する個人の社会参加と自己形成を支
援する政策提言や教育方法の開発等が課題となります。

 研究課題
「言語政策」「市民性教育」「海外の日本語教育」

1990年慶應義塾大学文学部卒業。2009年早稲田大学大学院日本語
教育研究科博士後期課程修了。博士（日本語教育学）。1994年より
JICA、国際交流基金の派遣により、メキシコ、ウズベキスタン、ロシア、
ハンガリー、イギリス、ブラジルで日本語教育に従事。著書に『複言語・複
文化時代の日本語教育』（共著）凡人社、『異文化間教育とは何か』（共
著）くろしお出版、『「グローバル人材」再考－言語と教育から日本の国
際化を考える－』（共著）くろしお出版など

李　在鎬 教授
日本語が持つ特徴を数量的なアプローチに基いて明らかにします。例
えば、コーパスのような大規模なデータベースを使い、語の使用傾向を
見たり、語と語の共起関係を明らかにしたりします。あるいは学習者言
語を集積した学習者コーパスを使い、日本語学習者の生きた言語使
用の実態を観察します。この観察を踏まえ、日本語の教材開発、言語
テスト作成、教授法の開発につなげていきます。

 研究課題
「コーパスを利用した日本語教育研究」「eラーニング」「言語テスト」
「データ準拠の応用言語学」

京都大学大学院人間環境学研究科博士課程単位取得。博士（人間環境
学、京都大学）。（独）国際交流基金研究員、筑波大学留学生センター准
教授を経て2016年4月より現職。著書に『コーパス分析に基づく認知言
語学的構文研究』(科学研究費補助金 成果公開促進費による出版物)ひ
つじ書房、『認知言語学研究の方法　内省・コーパス・実験』（共著）ひつ
じ書房、『日本語教育のためのコーパス調査入門』（共著）くろしお出版、
『言語研究のためのプログラミング入門』（共著）開拓社、『日本語教育
のための言語テストガイドブック』（共著）くろしお出版など。

IKEGAMI, Makiko Prof. TATEOKA, Yoko Prof.

TODA, Takako Prof.

FUKUSHIMA, Seiji Prof.

MIYAZAKI, Satoshi Prof.

LEE, Jae-Ho Prof.

KABAYA, Hiroshi Prof.

KAWAKAMI, Ikuo Prof.

KOBAYASHI, Mina Prof.

KOMIYA, Chizuko Prof.
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カリキュラム
コースⅠ

　本研究科では、今日の日本語教育の多様化を受け、様々な学習諸
条件の違いに対応でき、効果的なカリキュラムの立案、適切な教材の
開発や教授法の選択が行える、実践的な日本語教員の養成を目指
し、教育課程を編成しています。
　単位の履修方法は、下表の履修モデルのとおりです。修了要件は、
本研究科に2年以上在学し、所定の授業科目について30単位以上を
修得し、かつ必要な研究指導を受けたうえで、修士論文を提出し最
終試験に合格しなければなりません。
　修了者には「修士（日本語教育学）」の学位が授与されます。

配当科目一覧（2018年度）

学費（2018年入学者）

区分 1年
1学期目

2単位 2単位

4単位 4単位

2単位 2単位

－ －

2学期目 3学期目 4学期目

8単位
（2単位×4科目）

2年 必要単位数

日本語教育学
演習

内容

1
演習Ⅰ（合同）
研究計画提出
指導教員の決定 授 業

・理論研究
 （講義）

・実践研究
 （実習）

実践経験
・日本語授業
ボランティア

・派遣プログラム
（国内、海外）

・公開講座
アシスタント

・オンデマンド
講座メンター

・日本語授業TA2
演習Ⅱ
論文中間発表
2期目研究ノート提出

3 演習Ⅲ
3期目論文提出

演習Ⅳ
修士論文提出4

コースⅡ（2019年4月～）
　コースⅡは、学校＊2や行政機関の専任教職員の方で、1年次は職場
を離れて、大学院で学び、2年次は所属する職場へ戻り実践を行い、
修士論文を提出し、計２年間で修了するコースです。本コースを設置
することにより、学校や行政機関における日本語教育を担う人材を育
成することを目的とします。
　単位の履修方法は、左図、および下表の通りです。修了要件は、
「コースⅠ」と同じです。2年次（3期目）の「日本語教育実践研究（新
設）」（3単位）は、「職場における」実践について15回の対面指導また
は遠隔指導（スカイプ等を利用）を受けて学びます。
　修了者には「修士（日本語教育学）」の学位が授与されます。

＊2 ここでいう学校とは、学校教育法第１条で定める学校をいいます。

1
演習Ⅰ（合同）、演習Ⅱ
研究計画提出
指導教員の決定

授 業

・理論研究
 （講義）

・実践研究
 （実習）

実践経験＊1

実践経験

2
演習Ⅲ、演習Ⅳ
論文中間発表
2期目研究ノート提出

3 2年目は職場に戻る
3期目論文提出

修士論文提出4

日本語教育学を研究するためのテーマの設定を
中心に、専門家としての能力を身につけるための
問題発見とその解決のための体系的な研究方法
を身につけることを目的とします。

3単位 3単位 3単位 － 9単位
（3単位×3科目）

日本語教育
実践研究

日本語教育研究センター設置の日本語講座への
授業見学・参加等を行い、シラバス立案、教材作
成、教授方法、評価方法などを実習することに
よって実践と密着した研究を行うことを目的とし
ます。

区分

日本語教育学演習
（各2単位）

科目名

6単位 4単位 － － 10単位
（2単位×5科目）

日本語教育学
理論研究

日本語教育のために必要な基礎的理論と日本語
教育学の研究方法を学ぶことを目的とします。

3単位 － － － 3単位自由選択科目

コース

Ⅰ

Ⅱ

日本語教育学理論研究、日本語教育実践研究、およ
び他研究科聴講科目から3単位以上を履修します。

30単位合計
※本研究科の科目はすべて半期科目で学期は1、2、3、4期に分かれています。
※1・2年次のいずれにも最低・最高履修単位数は特に定めませんが、標準的な単位の取得数は上記の通りです。

日本語教育学演習Ⅰ、日本語教育学演習Ⅱ、日本語教育学演習Ⅲ、日本語教育学演習Ⅳ

日本語教育実践研究
（各3単位） 日本語教育実践研究（1～17）

日本語教育学理論研究
（各2単位）

地域日本語教育研究、待遇コミュニケーション論、年少者日本語教育研究（A・B）、教育文法論、
日本語教育方法論、語彙・意味論、対照言語研究（A・B）、音声・音韻、言語文化教育研究、第二言語習得論、
教材・教具論、文章・談話論（A・B）、学習環境デザイン、コミュニケーション能力測定論、
日本語教育のためのコーパス研究、日本語教育史、言語教育政策研究、応用言語学研究、言語心理学、
マルチメディア教育論、文法論、異文化コミュニケーション教育論、日本社会文化論、
日本語学概論、量的研究法、質的研究法、日本語教育学特殊研究

200,000円
－
－
－

入学金

1年

2年

433,500円
433,500円
533,500円
533,500円

授業料
21,000円
21,000円
21,000円
21,000円

実験演習料
－
－
－

40,000円

校友会費
1,500円
1,500円
1,500円
1,500円

学生健康増進互助会費
656,000円
456,000円
556,000円

2,264,000円
596,000円

合計学年
1
2
3
4

学期

カリキュラム

学費（2018年入学者）

200,000円
－
－
－

入学金

1年

2年

332,500円
332,500円
432,500円
432,500円

授業料
1,500円
1,500円
1,500円
1,500円

学生健康増進互助会費
534,000円
334,000円
434,000円
434,000円

合計学年
1
2
3
4

－
－3年

432,500円
432,500円

1,500円
1,500円

434,000円

2,604,000円
434,000円

5
6

学期

1

2

3

4

5

6

研究倫理教育
学内外での研究活動
（論文投稿・口頭発表）
年２回の経過報告（6月/12月）

予備審査用論文提出、予備審査会

学位申請論文提出、最終口頭試問
学位授与

　修了要件は、通常3年以上在学し、論文作成のために必要な研究指導を受けた
うえ、博士論文の審査および試験に合格することです。
 博士後期課程は、授業科目について必要単位はありませんが、指導教員の指導と
学生自身の自発的な研究活動によって成り立っています。そのため、研究に十分な
時間を割いて、学位論文の完成に専念しなければなりません。また、研究倫理教育
に必要な修士課程に設置されている授業科目の一部を受講しなければなりません。
　博士論文審査合格者には「博士（日本語教育学）」の学位が授与されます。
　なお、博士論文を提出しないで退学した者のうち、博士後期課程に3年以上在学
し、かつ必要な研究指導を受けた者は、退学した日から起算して3年以内に限り博士
論文を提出し、審査および試験を受けることができます。

共通

共通

共通

【履修モデル】

・日本語授業
ボランティア

・派遣プログラム
（国内）
・公開講座
アシスタント
・オンデマンド
講座メンター

・日本語授業TA

＊1 ここでいう実践経験とは、職場での実践をいいます。



多様な学習機会 奨学金情報

在学者数

第一種奨学金（無利子）

第二種奨学金（有利子）

学習奨励奨学金JASSO 奨学金 48,000/月

特に優れた業績による
返還免除制度

修　士：50,000/月
または 88,000/月
博　士：80,000/月
または 122,000/月

5万～15万（月額）より
選択

日研入学奨励奨学金

財団、団体の設置趣旨に沿って設けられている奨学制度
（A：大学を通じて応募するもの B：学生が直接応募する
ものがある）

A:尚友倶楽部

貸与総額の100％
50％の返還免除

400,000/年

学費相当額

B:財団、団体により異なります。

学内奨学金

学外
（財団・団体等）
奨学金

主な奨学金 奨学金額（単位：円）特色

2016年度大学院生奨学金新規採用状況（早稲田大学全体）

奨
学
金
情
報

各奨学金設置趣旨により、学業成績を重視する場合、経済状況を重視する場合、双方を加味し総合的に判断する場合が
あります。

奨学金種類

日本学生支援
機構奨学金
（日本国籍・永住者
の学生対象）
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修士課程・博士後期課程在学者数［2017年9月現在］

日研修士課程は一般教育訓練給付制度の指定講座です。一般教育訓練給付金の概要、申請資格、申請手続などの詳細は、次の厚生労働省ホームページを参照ください。
● http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kyouiku　● https://www.waseda.jp/fire/gsjal/student/aid/

採用 77.0%

希望者
1,451人

不採用
23.0%

在学者数……
希望者………
採用者………

4,259名
1,451名
1,117名

採用率……77.0％

修士課程

採用 96.9%

希望者
517人

不採用
3.1%

在学者数………
希望者…………
採用者…………

716名
517名
501名

採用率……96.9％

博士後期課程

※専門職学位課程は修士課程に含む　※留学生を除く

国の育英事業として設けられている奨学金であり、採
用されると標準修了年限まで継続して貸与される安定
した奨学金制度

第一種奨学生のうち、日研が定める対象業績において
優れた業績をあげた者と判断される場合、返還が免
除される奨学制度

日本学生支援機構による奨学金で、学業成績・人物と
もに優秀で、経済的に修学が困難である私費外国人留
学生を支援

修士課程「国内出願入試」「国外出願入試」「学内選抜
入試」合格者のうち、入試成績が優秀な者へ給付

大隈記念奨学金・小野梓奨学金・
校友会給付奨学金　等 400,000/年

半期分の授業料

学業成績優秀者に給付する「大隈記念奨学金」、経済的
に修学が困難な学生に給付する「小野梓記念奨学金」、
篤志家からの支援による指定寄付奨学金により構成 授業料減免奨学金（留学生のみ）

国・地域別
日本

100人
71%

中国 25人
18%

韓国 8人
5%

 台湾 3人
2%

※その他 5人
4%

※その他
ウズベキスタン、ブラジル、ベトナム、香港、ルーマニア 各1人

年齢別

25歳以下
30人
21%

26～29歳
 26人
 19%30～39歳

 46人
　　　33%

40～49歳
20人
14%

50歳以上
19人
13%

在
学
者
数

●外国人留学生は留学ビザ取得のため、この他に日本語教育研究センター設置の「日本語科目」を履修し、各学期とも合計7科目以上履修
する必要があります。「日本語科目」の聴講料は1科目（半期1単位の場合）につき36,400円です。

● 4月入学者の在籍期間は1年間（春学期+秋学期）、9月入学者の在籍期間は半年（秋学期のみ）です。

日本語教育学理論研究
春学期

科目等履修生
正規課程の他にも、本研究科では多様な学習機会を提供しています。

学位取得を目的とせず、本研究科の理論科目（講義）を履修し、一定数の単位を修得することが出来ます。研究指導などは受けることが出
来ません。
※本研究科には「研究生」という制度はありません。

1～3科目
秋学期 聴講料

1科目（2単位）につき106,800円1～3科目

日本語教育学公開講座
開講形式講座種類
通学型

期間 概要
日本語教育の基礎・概要を包括的に学習します。土曜24回（半期可）

日本語教育学オンデマンド講座 オンデマンド型 日本語教育の基礎・概要を包括的に学習します。16週（半期可）
日本語教育学オンデマンド講座テーマ型 オンデマンド型 BBS（電子掲示板）を利用し、意見交換します。3週間
日本語教育実践ワークショップ 通学型 日本語教育の問題について議論します。土曜3回

公開講座
早稲田のキャンパスに通う講座のほか、いつでもどこでも学べるオンデマンド講座も開設しています。詳しくは15ページ以降をご覧ください。

修士：80名
博士：61名



入試情報
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願
書

修
士
課
程（
一般
入
試
）

志願者の国籍にかかわらず、日本国内に居住している者が日本国内
から願書を提出する方法です。
■博士（一般入試）、修士（一般入試・学内選抜）
第1次選考（書類選考）合格者のみが第2次選考（筆記試験・面接試
験）の対象となります。
■科目等履修生
国内出願のみで、出願者全員に筆記・面接試験が課されます。

選
考
方
法

国内出願

右記の日研ホームページから各自ダウンロードしてください。　https://www.waseda.jp/fire/gsjal/applicants/
入手方法

志願者の国籍にかかわらず、日本国外に居住している者が海外から
願書を提出する方法です。
■博士（一般入試）
第1次選考（書類選考）合格者のみが第2次選考（スカイプ面接）の対象
となります。
■修士（一般入試）
面接・筆記試験を行わず、原則として書類選考のみとします。

国外出願

4月・9月入学合計50名募集人数

次のいずれかに該当することが必要です。
一．大学を卒業した者、もしくは当研究科入学前までに卒業見込みの者
二．大学評価・学位授与機構により、学士の学位を授与された者、もしくは当研究科入学前までに授与される見込みの者
三．外国において通常の課程による16年の学校教育を修了した者、もしくは当研究科入学前までに修了見込みの者
四．文部科学大臣の指定した者
五．大学に3年以上在学し、または外国において学校教育における15年の課程を修了、または当研究科入学前までに修了見込みの者で、当研究科
において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

六．当研究科において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、当研究科入学前までに22歳に達する者

出願資格

試験日程

※中国の3年制大学卒業生は、上記「五」には該当しませんので、個別の入学資格審査を受ける必要があります。
※上記「六」の個別の入学資格審査を受ける場合には、願書受付の2か月前までにお申し出ください。
※2019年4月開始のコースⅡについては追加の出願資格要件があります。詳細は入試要項をご確認ください。

修
士
課
程（
学
内
選
抜
）

若干名募集人数

若干名

出願にあたっては、以下の要件をすべて満たす必要があります。
以下の時期に早稲田大学の各学部を卒業見込であること。
2019年度4月入学生： 2019年3月卒業見込　　2019年度9月入学生： 2019年9月卒業見込
※早稲田大学とのダブルディグリー・プログラムにより早大に在籍している海外協定大学が本属の卒業見込（早大学位取得見込）者も含む
入学者としてふさわしい資質・能力を有していると認められる旨の、早稲田大学内の教員（日本語教育研究科を本属とする専任教員を除く）の推薦
が得られること。

出願資格（2019年度入学）

試験日程

科
目
等
履
修
生

そ
の
他
の

入
学
試
験

中国政府が指定する公費派遣プログラムへの申請資格を有し、かつ国家留学基金から奨学金給付を受ける予定がある者を対象に入学試験を実施
します。
募集人数：若干名

中国国家建設高水準大学公費派遣研究生受入制度（博士後期課程、外国人特別研修生）

次のいずれかに該当することが必要です。
一．大学を卒業した者、もしくは当研究科入学前までに卒業見込みの者
二．大学評価・学位授与機構により、学士の学位を授与された者、もしくは当研究科入学前までに授与される見込みの者
三．外国において通常の課程による16年の学校教育を修了した者、もしくは当研究科入学前までに修了見込みの者
四．文部科学大臣の指定した者
五．大学に3年以上在学し、または外国において学校教育における15年の課程を修了、または当研究科入学前までに修了見込みの者で、当研究科
において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

六．当研究科において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、当研究科入学前までに22歳に達する者

出願資格

試験日程

※中国の3年制大学卒業生は、上記「五」には該当しませんので、個別の入学資格審査を受ける必要があります。
※上記「六」の個別の入学資格審査を受ける場合には、願書受付の2か月前までにお申し出ください。

次の国・地域における本学協定校の中から本研究科修士課程修了生がいる大学を対象に入学試験を実施します。既卒者は対象外です。
本入学試験対象の国・地域：中国、香港、台湾、韓国
募集人数：若干名

海外指定大学特別選考（修士課程）

出願期間
選考
合格者発表
入学手続期限

2018年6月29日～7月3日
7月21日
7月25日
8月20日

2018年9月入学
2019年1月9日～1月11日

2月2日
2月6日

2月22日

2019年4月入学
2019年7月1日～7月3日

7月20日
7月24日
8月19日

2019年9月入学

募集人数

国内出願：35,000円　国外出願：5,000円検定料

25,000円検定料

博
士
後
期
課
程（
一般
入
試
）

出願期間
1次選考合格者発表
2次選考※
最終合格者発表
入学手続期限

2018年6月14日～6月20日
7月11日
7月21日
7月25日
8月20日

2018年9月入学
2018年12月14日～12月20日

2019年1月23日
2月2日
2月6日

2月22日

2019年4月入学
2019年6月14日～6月20日

7月10日
7月20日
7月24日
8月19日

2019年9月入学

出願期間
1次選考合格者発表
2次選考
最終合格者発表
入学手続期限

2018年4月9日～4月13日
5月23日

6月2日（国内出願のみ）
6月6日

6月27日

2018年9月入学
2018年9月3日～9月7日

10月17日
11月3日（国内出願のみ）

11月7日
11月28日

2019年4月入学
2019年4月8日～4月12日

5月22日
6月1日（国内出願のみ）

6月5日
6月26日

2019年9月入学

出願期間
1次選考合格者発表
2次選考
最終合格者発表
入学手続期限

2018年4月9日～4月13日
5月23日
6月2日
6月6日

6月27日

2019年4月入学
第1回

2018年9月3日～9月7日
10月17日
11月3日
11月7日

11月28日

第2回
2018年9月3日～9月7日

10月17日
11月3日
11月7日

11月28日

2019年9月入学
第1回

2019年4月8日～4月12日
5月22日
6月1日
6月5日

6月26日

第2回

4月・9月入学合計15名募集人数

次のいずれかに該当することが必要です。
一．修士または修士（専門職）もしくは法務博士（専門職）の学位を得た者、もしくは当研究科入学前までに取得見込みの者
二．外国において修士もしくは修士（専門職）の学位またはこれに相当する学位を得た者、または当研究科入学前までに取得見込みの者
三．文部科学大臣の指定した者
四．当研究科において、個別の入学資格審査により、修士または修士（専門職）もしくは法務博士（専門職）の学位を有する者と同等以上の学力があ
ると認めた者で、当研究科入学前までに24歳に達する者

出願資格

試験日程

※上記「四」の個別の入学資格審査を受ける場合には、願書受付の2か月前までにお申し出ください。

※国外出願は居住国との時差の関係により、2次選考日の前日にスカイプ面接を実施する場合があります。

 ・ 

 ・

国内出願：35,000円　国外出願：5,000円検定料

30,000円検定料



入試Q&A/志願者データ 修了生からのメッセージ

志願者データ志
願
者
デ
ー
タ

修士課程（一般入試） 博士後期課程（一般入試） 科目等履修生
志願者数 合格者数 入学者数 志願者数 合格者数 入学者数 志願者数 合格者数 入学者数

4月
489月2015年 20 20 12 4 4 9 8 8
84 20 20 10 1 1 12 8 8

4月
549月2016年 14 14 10 4 4 12 7 7
75 20 19 13 6 6 26 12 8

4月
489月2017年 8 8 8 1 1 16 4 4
85 24 23 15 6 6 19 16 10

13 14

出願資格について

Q：学部での専攻が日本語教育、日本語学、国語学等と関係ありませんが、修士課程に出願することは可能でしょうか？
また、年齢等の制限はあるのでしょうか？

A：一般の大学院と同様で、原則として、4年制大学を卒業されていればどなたでも出願できます。もちろん、年齢等の制限は一切ありません。
また、出願資格として、特に日本語教育に関した学歴・経歴等は必要としていません。ただし、一般論としていえば、通常2年間で修士論文を完成させることを考える
と、日本語・日本語教育に関する基礎的な知識を入学前に習得していることが望ましいと思われます。

過去の入試問題について

Q：過去の筆記試験問題は公表されていますか？
A：入学センターホームページで公開しています。 https://www.waseda.jp/inst/admission/graduate/past_test/ただし、科目等履修生入試については、過去の筆記試験問題を公開していません。

研究指導担当教員について

Q：出願前に希望する分野の教員と連絡（相談）することは可能でしょうか？
A：事前の連絡（相談）は入試の公平性の観点から受け付けていません。研究計画書の事前相談も行っていません。なお、入試説明会では本研究科の教員に直接質問できますので、ぜひご参加ください。

Q：研究指導担当教員が決まるのは、いつでしょうか？
A：〇修士課程：入学後、１学期終了時に希望する研究指導教員を選択していただきます。（事前に教員の承認を得る必要はありません）〇博士後期課程：希望する研究指導教員を入学手続時に選択していただきます。（事前に教員の承認を得る必要はありません）

さまざまな職種に就いている日研修了生から、現在の職業と、日研で学んだことの関連性について語っていただく
キャリアセミナーを年2回開催しています。修了後のキャリアプランを幅広く考えていただく機会です。

　日研修了後、まずはドイツの大学で2年、帰国後
は国内の大学で非常勤として留学生に日本語を
教え、2016年6月より首都大学東京国際センターで
働いています。現在は主に留学生への日本語短
期集中プログラムの企画・運営、また、アカデミック・
ライティング支援など授業外での日本語学習支援
を担当しています。これまでに色 な々場所で経験さ
せてもらったこと一つ一つが全て、今につながって
いると感じています。
　私が日研への進学を決めた理由は、様 な々実践
の場に触れられるから。実際に日研では、大学での
いろいろな形の日本語授業、地域の日本語教室や
年少者への日本語支援の現場など、多くの実践に
触れ、経験できました。そして、期や年齢を超えて
本気で議論できる仲間を見つけました。その中で
あらためて「日本語教育とは」「対話や学びを生み
出す場とは」ということを考えた2年間は、私の日本
語教育者としての軸を作ってくれた大事な時間
だったと思っています。

2010年3月修士課程修了

首都大学東京
国際センター
特任助教

大森  優

　修士課程を修了後、最初に就いた職は東京都
公立中学での国語科教諭でした。その後、早稲田
大学日本語教育研究センターでのインストラクター
（非常勤）、国際交流基金の日本語指導助手
（パース、オーストラリア）を経て、現職私立啓明学
園中学高等学校の国際学級日本語コースを担当
しています。
　大学院入学前より中高生の日本語支援をしたい
と希望しており、大学院で専門性を高めることがで
きたことが今のキャリアにつながっています。在学中
は特に、「ことばを学ぶ」とはどういうことなのか、そ
れをいかに支えることができるのかという言語教育
の根本を議論でき、成長することができました。どの
職場でも、これらの議論に立ち戻り、自分の実践を
見つめることができています。
　また、日研では言語教育について真剣に議論で
きる仲間を得られたことも大きな財産です。今でも
当時の「仲間」に支えられています。きっと皆様も日
研にて一生の「宝」を得られることと思います。

2010年3月修士課程修了

啓明学園中学高等学校 
教諭

川上 さくら

　大学院が始まった後、具体的な研究テーマが決
まらずにただ焦っていた時、小林ミナ先生の「大丈
夫、テーマが決まっていないんじゃなくて、テーマは
もうあなたの中にあるから、それを言語化すればい
いのよ」というその一言で、真っ暗なトンネルを走っ
ているような不安感はなくなり、それからは、光の差
し込むトンネルを一生懸命走り抜いたような感覚で
した。自身の研究テーマに好きなだけ取り組むこと
ができる貴重な２年間であったと修了した今は思っ
ています。
　日本語教育の経験がなく入学した私ですが、在
学中は、実践の授業・学内外のボランティアや日本
語教育関連のアルバイト等に意欲的に取り組み、
大学院生として積める経験を精一杯に重ねました。
修了後は韓国の大学で専任として日本語を２年間
教え、共著で教材を執筆する機会にも恵まれまし
た。帰国後の現在は英国の歴史ある学術出版社
に営業職として勤務し、大学や研究者を外側から
サポートできればと思い日々 業務に励んでいます。

2013年3月修士課程修了

Taylor & Francis Group 
eBook セールス担当
元 湖南大学校
人文社会大学日本語学科
助教授

吉澤 佑未

　私の日本語教師としてのキャリアは20代前半に
日本語教師養成講座420時間コースを修了した
後、日本国内の日本語学校でスタートしました。その
後、非常勤・専任講師として５年間の職務経験を
経て、その当時、日本語教育の現場で私自身がぶ
つかっていた壁を乗り越えたいという思いから、日
研の修士課程に進学することを決意しました。
　日研生として過ごした２年間は、先生方からの厳
しいご指導のもと、日本語教育の理論と実践、そし
て研究活動について、たくさんのことを学ばせて頂
きました。日研修了後、国際交流基金の日本語専
門家として、インドに赴任することが決まりました。初
めての海外赴任であり、正直、初めは楽しみという
よりも不安な気持ちのほうが強かったのですが、そ
の際も経験豊富な日研の先輩方から貴重なアドバ
イスを頂き、大変勇気づけられたことが今でも忘れ
られません。
　日研で得られた出会いや経験は、私にとって一
生の宝物です。今後も日研で学んだことを最大限
に活かして、自分の信じる道を一歩一歩前進して
いきたいと思います。

2013年3月修士課程修了

めいと日本語学院　
非常勤講師
元 国際交流基金
日本語専門家

奥山  寛

　大学では数学を専攻しており、日本語教育とは
関わりのない生活を送っていました。そんな私が日
本語教育に関心を持ったきっかけは、友人が日本
語教師になったことでした。その友人に「せっかく
大学行っているんだから、滝口君もやったら？」と勧
められ、大学4年生のときに副専攻で日本語教育を
履修しました。悩んだ末、大学院では日本語教育を
学ぼうと決意し、日研に入ることにしました。
　学部での学びを生かそうと、日研では、理工系留
学生のための日本語教育について研究を行いまし
た。日本語教育については初心者だったので、不
安に思うことも少なくありませんでしたが、仲間と磨
き合うことで、研究を最後までやり遂げることができ
たと考えています。
　現在は経験を積もうと、日本語教師、留学生対
象の数学・理科教師をしています。特に後者の立
場で教える時には、自身の研究が役に立っていると
感じます。今後は定期的に自分の授業を振り返り、
教育の質を向上させ続けていきたいと考えていま
す。

2017年3月修士課程修了

早稲田大学
日本語教育研究センター 
インストラクター（非常勤）
大原日本語学院 非常勤講師

滝口 浩由

日研キャリアセミナー「ようこそ先輩」の様子

先輩たちの体験談を通して、大学院で日本語教育を学んだ専門家としての
さまざまな進路を知り、自らの将来を考える良い機会となっています。
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　日本語・日本語教育への関心の高まりを受け、日本語教育の基礎・概論を包括的に学習するコースとして、「日本語教育学公開講
座」を開講しています。講師は大学院日本語教育研究科教授陣が担当しており、高度な専門性を保ちながら、かつ、わかりやすい講
座を提供いたします。同じ志を持つ仲間と交流を図って、早稲田のキャンパスライフを大いに楽しんでください。

4月21日/4月28日
5月12日/5月19日
6月 9日/6月16日
6月23日/6月30日
7月 7日/7月14日

4月 7日/4月14日
新しい日本語教育の展開
日本語教育と学習環境デザイン
初級課程の教授法を考える
多様な学習者と日本語教育
日本語教育を研究する意味

「移動する子ども」とことばの教育

通年：90,000円（早大在学生25,000円）　半期：50,000円（早大在学生15,000円※）
※早大在学生：早稲田大学の学部・大学院・日本語センター・芸術学校に2018年度在学している方。

日本語教育学公開講座 ◆募集定員　※定員に達し次第募集を締め切ります。

◆申込受付期間

◆申込方法

日本語教育学公開講座

日本語教育学公開講座
日本語教育実践ワークショップ 日本語教育学オンデマンド講座

2018年1月20日～
◆春学期◆ 土曜12回 10:00～12:15（休憩 11:00～11:15）

10月13日/10月20日
10月27日/11月10日
11月17日/12月 1日
12月 8日/12月15日
1月12日/ 1月19日

9月29日/10月 6日
日本語の語彙
コミュニケーションと文法
日本語の待遇コミュニケーション
日本語教育と評価
世界の日本語教育

日本語の音声と音韻
◆秋学期◆ 土曜12回 10:00～12:15（休憩 11:00～11:15）

￥

　日本語教育の実践現場で遭遇する問題に対し、より実践に即した問題解決講座を望む人がでています。これまでの聴講型講座と
は別に、日本語教育の問題を論議しあうワークショップを開設し、公開講座受講生や日本語教育の現場で日々問題を抱える教師・
ボランティア・行政担当者向けにワークショップを行います。座学ではなく、担当教師、参加者が意見を述べ交流する形式です。

ものづくりや介護分野で働く技能実習生への日本語教育実践①
ワークショップ

4月 7日/ 4月14日/ 4月21日
「移動する子ども」の日本語教育  ―複言語・複文化の視点からことばの教育を考える―② 6月 9日/ 6月16日/ 6月23日

学習環境を捉えなおす  ―ラーニングポートフォリオとリソースマップで立体的に考える―④ 11月17日/12月 1日/12月 8日
語句を使えるように学ぶための教材を作ろう  ―中級からの語彙の学習と指導を考える―③ 9月29日/10月 6日/10月13日

タイトル

各ワークショップ：15,000円（早大在学生5,000円※）　注）ワークショップごとの申し込みです。　
※早大在学生：早稲田大学の学部・大学院・日本語センター・芸術学校に2018年度在学している方。

日本語教育実践ワークショップ

早稲田大学中央図書館の利用

土曜3回 13:30～15:30

￥

いつでもどこでも世界中から学べる「オンデマンド講座」。学生の方、現職の日本語教師の方、地域で日本語ボランティアをされている方、
大学院進学を考えている方を対象に、日本語教育の基礎的な知識や考え方・方法を中心にオンデマンドによる講座を開講しています。
一方的な講義形式ではなく、ここではBBS（電子掲示板）を利用し、講師や受講生の方々と意見交換することができます。

日本語教育学オンデマンド講座

日本語教育の語彙（１）（２）
日本語教育と音声（１）（２）
待遇コミュニケーション教育（１）（２）
コミュニケーションと文法（１）（２）

コースタイトル 日程

Aコース（全8回）

コース

5月21日～ 7月15日

受講料

10,000円

一般

5,000円

早大在学生

5月11日まで

「移動する子どもたち」と日本語教育（１）（２）
「学び」の多様性をどう捉えるか（１）（２）
学習環境のデザイン（１）（２）
Eラーニングと日本語教育（１）（２）

Bコース（全8回） 9月24日～11月18日 10,000円 5,000円 9月14日まで

ABコースすべてCコース(全16回) 5月21日～11月18日 19,200円 9,600円 5月11日まで

子どものための日本語教育 ー実践編ーテーマ型（全3回） 5月26日～ 6月15日 5月16日まで

申込受付期間

約150名

日本語教育実践ワークショップ
各ワークショップ約30名
（講座開講最少人数 5名）

※オンデマンド講座は各コースの10日前に〆切。その他は講座直前まで受け付けます。

動作環境・プレビューの確認
https://www.waseda.jp/fire/gsjal/open/ondemandlecture/

オンラインレジストレーション

受講料の振込

日本語教育研究科より、振込用紙を郵送いたします。

https://www.waseda.jp/fire/gsjal/open/lecture/

・講座が視聴できるかどうか必ずプレビューをご覧ください。
・視聴できない場合は、ログイン画面の「お問合せはこちら」
 （https://cnavi.waseda.jp/）からお問い合わせください。

・画面の案内に従って、個人情報を入力してください。

日本語教育学オンデマンド講座

制限はありません

誓約書を日本語教育研究科オンデマンド係まで郵送 / 持参

申込手続完了

・所定の振込用紙に氏名・住所をご記入の上、銀行窓口からお振込みください。
・ATM、インターネットからの納入は原則できません。
・受講料振込後、銀行の収納印を確認し領収書のコピーを受け取ってください。
・一度お支払いただいた受講料の返金はできませんので、ご了承ください。

※講座開講前に受講を取りやめても、受講料の返金はできません。
※「日本語教育学オンデマンド講座」は講座開始の２日前までに電子メールにて受講ID・パスワードを交付します。
※「日本語教育実践ワークショップ」は講座開講最少人数5名に達しない場合は、講座を開講しません。その場合は10日前に電子メールで連絡のうえ、お支払いいただいた
受講料を返金します。

各コース受講期間中に早稲田大学中央図書館を利用することができます。（貸出不可、閲覧のみ）
図書館利用の際には受講証を提示してご利用ください。
※オンデマンド講座は希望者のみ受講証を発行しますので、ご希望の場合は本研究科までご連絡ください。その他の講座は全ての方へ受講証をお渡しします。
※図書館の開室時間は、ホームページをご覧ください。URL https://www.waseda.jp/library/

受講証明書の発行
公開講座は各コース終了後、所定の条件を満たした方に受講証明書を発行します。ただし、オンデマンド講座を受講される方は希望者のみ受講
証明書を発行しますので、ご希望の場合は本研究科(gsjal@list.waseda.jp)までご連絡ください。

※「Course N@vi利用に関する遵守事項」をよくお読みの上、
　誓約書をご提出ください。

早稲田キャンパス

早稲田キャンパス

3,000円 1,500円

日程
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1982年早稲田大学大学院文学研究科
博士後期課程単位取得。早稲田大学語
学教育研究所、日本語研究教育センター
を経て、大学院日本語教育研究科教授。
2014年3月早稲田大学を退職。その後
も、日本語教育において「文法」や「文型
」と認識されているものを、実際の日本
語表現のありかたから再検討し、表現の
ための日本語教授法を研究している。こ

れらの研究成果について、在職中はもとより、退職後も国内外で
講演やワークショップを行っている。著書に『ケーススタディ日本
語教育』（おうふう1992 共編著）、『日本語教師のための漢字指
導アイデアブック』（創拓社1995共編著）、『日本語教授法ワーク
ショップ』（凡人社1996共編著）、『敬語表現』（大修館書店1998
共編著）、『ライブ！成長する教師のための日本語教育ガイドブッ
ク』（ひつじ書房2005共著）、『もう教科書は怖くない! 日本語教
師のための初級文法・文型完全「文脈化」・「個人化」アイデア
ブック』（ココ出版2016）など。
〔研究分野〕待遇コミュニケーション論、日本語教育（教授法）

早稲田大学名誉教授  川口 義一
1977年早稲田大学大学院文学
研究科博士後期課程単位取得。博
士（教育学）。信州大学、金沢大学
等を経て早稲田大学大学院日本
語教育研究科教授、2013年3月
選択定年早期退職、現在、言語文
化教育研究所八ヶ岳アカデメイア
主宰。言語文化教育研究学会代表
理事。1983-84年パリ第三大学講

師、1995-96年パリ大学交換研究員。総合活動型教育、学
習者主体の概念を創始、個人と社会を結ぶ言語文化活動
の理論と実践を提案する。主著に『日本語教育は何をめざ
すか̶言語文化活動の理論と実践』（明石書店2002）、
『研究計画書デザイン̶大学院入試から修士論文完成ま
で』（東京図書2006）、『「ことばの市民」になる̶言語文
化教育学の思想と実践』（ココ出版2012）など。
〔研究分野〕言語文化教育論、日本語教育
〔URL〕http://www.gbki.org/

早稲田大学名誉教授  細川 英雄
1988年英国エジンバラ大学大学
院博士課程修了。博士（言語学）。南
山大学、大阪外国語大学、神戸大学
を経て、2010年より国立国語研究
所教授。2016年より早稲田大学大
学院日本語教育研究科非常勤講師
を兼任。他の言語との対照により日
本語の仕組みを研究している。主
な著書に『語形成と音韻構造』、

The Organization of Japanese Prosody（くろしお出
版）、『日本語の音声』『新語はこうして作られる』『アクセン
トの法則』『数字とことばの不思議な話』（岩波書店）、主な
編著書にHandbook of Japanese Phonetics and 
Phonology（De Gruyter Mouton）、The Phonetics 
and Phonology of Geminate Consonants（Oxford 
University Press）、『オノマトペの謎』（岩波書店）など。
〔研究分野〕音韻論（言語学）

早稲田大学非常勤講師、国立国語研究所教授  窪薗 晴夫

2018年度 春学期　土曜日12回  10:00～12:15（休憩11:00～11:15）

講師紹介 受講生の声 （公開講座）

① 4月 7日  ② 4月14日 「移動する子ども」とことばの教育 早稲田大学大学院日本語教育研究科教授  川上 郁雄

早稲田大学名誉教授  細川 英雄

現代は「移動する時代」と言われています。大量の人々がさまざまな理由で国境を越えて移動する時代という意味です。その理由も、労働、移住、留学、研修、観光、結婚、離婚など多様
化しています。ただし、これらはすべて大人の理由です。つまり、大人は自分の目的によって移動しますが、それにともなう形で、家族、特に子どもたちが移動を繰り返しています。私は
このような子どもを「移動する子ども」と捉えています。「移動する子ども」の視点から、子どもの日本語教育を、そして日本語教育全体を捉え直したいと思います。
〔課題図書〕川上郁雄編『「移動する子どもたち」と日本語教育―日本語を母語としない子どもへのことばの教育を考える―』（明石書店 2006）、川上郁雄編『「移動する子どもたち」
の考える力とリテラシー―主体性の年少者日本語教育―』（明石書店 2009）、川上郁雄編『海の向こうの「移動する子どもたち」と日本語教育―動態性の年少者日本語教育学―』
（明石書店 2009）、川上郁雄編『私も「移動する子ども」だった―異なる言語の間で育った子どもたちのライフストーリ―』（くろしお出版 2010）、川上郁雄『「移動する子どもたち」
のことばの教育学』（くろしお出版 2011）、川上郁雄編『「移動する子ども」という記憶と力―ことばとアイデンティティ』（くろしお出版 2013）

2018年度 秋学期　土曜日12回  10:00～12:15（休憩11:00～11:15）

⑦11月17日  ⑧12月 1日 日本語の待遇コミュニケーション
「待遇コミュニケーション」というのは、従来の「待遇表現」を発展させたもので、「人間関係」や「場」に応じて使い分けられるコミュニケーション行為のことです。特に「敬語コミュニ
ケーション」を中心に、日本語の大きな特色になっており、日本語教育においても、「待遇コミュニケーション」をどう捉え、どう教え・学ぶかということは、大きな課題になります。ここ
では、そうした「待遇コミュニケーション」の研究・教育に関する基本的な点について考察していきたいと思います。
〔課題図書〕蒲谷宏『待遇コミュニケーション論』（大修館書店 2013）
＊講義前に読んでおくと、講義内容がより深く理解できると思います。

⑪ 7月 7日  ⑫ 7月14日 日本語教育を研究する意味
あなたは、日本語を教える「実践」とそのための「研究」についてどのように考えていますか。「日本語」を教えるために「研究」は必要でしょうか。もし必要だとしたら、「日本語教育」
を研究するとは、どのようなことなのでしょうか。ここでは、日本語教育と研究の関係を、個人と社会の観点から捉え、受講の皆さんとともに考えることとします。日本語教育における
研究の意味という課題によって、受講の方々も、ことばを学ぶこと、テーマを持つこととは何かという問いと向き合うことになるでしょう。
〔課題図書〕細川英雄『研究活動デザイン―出会いと対話は何を変えるか』（東京図書 2012）
＊講義の内容をより深く理解していただくために、課題図書として使用します。

⑤ 5月12日  ⑥ 5月19日 日本語教育と学習環境デザイン 早稲田大学大学院日本語教育研究科教授  舘岡 洋子

日本語の教室ではさまざまな背景や目標を持った人々が、日本語学習に取り組んでいます。彼らは何をどのように学んでいるのでしょうか。そこでは、教師が教え、学習者が学ぶとい
う一方向的な学びだけではなく、学習者自らが参加し、教師や他の学習者、さらには学習者を取り巻く社会環境と相互作用をする中で多様な学びが生まれています。同時に自己との
対話という内なる相互作用もおきているのです。日本語を学ぶとはどういうことか、教室とは何をするところなのか、教師の役割は何かということを一緒に考えていきましょう。
〔課題図書〕舘岡洋子『ひとりで読むことからピア・リーディングへ―日本語学習者の読解課程と対話的協働学習』（東海大学出版会 2005）、池田玲子・舘岡洋子『ピア・ラーニング入門―創造的
な学びのデザインのために』（ひつじ書房 2007）、舘岡洋子『協働で学ぶクリティカル・リーディング』（ひつじ書房 2015）、舘岡洋子編『日本語教育のための質的研究入門』（ココ出版 2015）

⑨ 6月23日  ⑩ 6月30日 多様な学習者と日本語教育 早稲田大学大学院日本語教育研究科教授  池上 摩希子

私たちの周囲には、日本語を第一言語としない人たちがたくさん暮らしています。その人たちは「日本語学習者」という一言では語りきれない多様な状況の中で、生きるためにこと
ばを使っています。地域の状況とそこで生活する学習者の状況とを考えながら、「日本語を教える」ということについても、改めていっしょに考えてみましょう。
〔課題図書〕日本語教育学会『外国人に対する実践的な日本語教育の研究開発（「生活者としての外国人」のための日本語教育事業）』（日本語教育学会 2009）
＊講義を聞いて興味をもたれた方、是非、手にとってみてください。関心のある部分だけでも読んでみると、理解が深まると思います。

⑦ 6月 9日  ⑧ 6月16日 初級課程の教授法を考える 早稲田大学名誉教授  川口 義一

この講義では、仮名の読み書きから始まる早稲田大学の初級コースが300時間近くの集中講座を終わるまでにどのようなことが、どのように教えられていくかをご紹介します。その
中で、どのような教授法が使われ、それがどのような効果を挙げているかもご説明します。また、そのような教授法の背景にある教授法理念とはどのようなものか、そして、そのよう
な教授法を使用することは、日本語教育の本質とどうかかわるかという問題にも言及します。

③ 4月21日  ④ 4月28日 新しい日本語教育の展開 早稲田大学大学院日本語教育研究科教授  宮崎 里司

日本語教育の現場で教え、さまざまな問題意識をもつ日本語教師やこれから日本語教育を学びたい方々を対象に、現在および明日の日本語教育を、学習ストラテジー、インターア
クション能力、外国人問題、多文化共生などといったキーワードで考えていきます。さらに、外国人力士など、ユニークな日本語学習者の事例を取り上げながら、効果的な日本語習得
についても考察します。
〔課題図書〕『日本語教育と日本語学習：学習ストラテジー論にむけて』（くろしお出版 1999 共編著）、『外国人力士はなぜ日本語がうまいのか』（明治書院 2006 新装版）、『言語研
究の方法：言語学、日本語学、日本語教育学に携わる人のために』（くろしお出版 2002 共編著）、『ことば漬けのススメ』（明治書院 2010  第2回国際理解促進優良図書優秀賞）、
『世界の中のオーストラリア―社会と文化のグローバリゼーション』（2012 共著）

⑨12月 8日  ⑩12月15日 日本語教育と評価 早稲田大学大学院日本語教育研究科教授  李  在鎬

体重を測りたい時には体重計を、身長を測りたい時には身長計を使うのと同じように、能力を測りたい時はテストを使います。しかし、能力は身長や体重と違って目に見えません。目
に見えない能力、特に言葉の能力を測るために、日本語教育の現場では、どんな方法を使っているのか、そして、どんな条件を満たした時、それが良いテストであると言えるのかにつ
いて考えていきます。
〔課題図書〕李在鎬編『日本語教育のための言語テストガイドブック』（くろしお出版 2015）

⑪ 1月12日  ⑫ 1月19日 世界の日本語教育 早稲田大学大学院日本語教育研究科教授  福島 青史

日本語教育は日本だけでなく、世界の様々な地域で行われており、その目的も内容も様々です。この講義では「言語政策」「市民性育成」「文化間能力」「移民」「CEFR」などをキー
ワードに移動の時代における世界の日本語教育について議論したいと思います。
〔課題図書〕「言語政策理論におけるブラジル日系人の日本語教育の諸論点」『複言語・複文化時代の日本語教育』（凡人社 2016）、「「共に生きる」社会形成とその教育― 欧州評議
会の活動を例として」『異文化間教育とは何か』(くろしお出版 2015)

早稲田大学大学院日本語教育研究科教授  蒲谷 宏

① 9月29日  ②10月 6日 日本語の音声と音韻
日本語の音声は、音声学、音韻論、聴覚心理学など複数の学問領域で研究されていますが、今なお未解決の問題が多い分野です。この講座では、そのような謎をいくつか紹介した上
で、詩歌や話し言葉のリズム、清音と濁音の区別、オノマトペ（擬音語、擬態語）、イントネーションなどを中心に日本語の音声特徴を分析し、その背後にある一般的な原理を解説しま
す。あわせて日本語教育における留意点を検討してみます。
〔課題図書〕田中真一・窪薗晴夫『日本語の発音教室』（くろしお出版 1999）

早稲田大学非常勤講師、国立国語研究所教授  窪薗 晴夫

③10月13日  ④10月20日 日本語の語彙
単語の集まりを語彙といいます。語彙学習は日本語学習の基盤をなす重要なものであるにもかかわらず、学習者の自習に任されることが多く、学習者にとっては苦痛な暗記物とい
うイメージが強いようです。その改善をめざし、学習目的に応じた学習語彙にも配慮しながら、この2回の講義では、1回目には基礎的な理論を、2回目には初級と中級における指導
方法に重点をおいて考えます。
〔課題図書〕国際交流基金（2011）『国際交流基金日本語教授法シリーズ3  文字・語彙を教える』ひつじ書房

早稲田大学大学院日本語教育研究科教授  小宮 千鶴子

⑤10月27日  ⑥11月10日 コミュニケーションと文法
日本語教育を「コミュニケーション」「文法」というキーワードから考えます。「日本語を学ぶ」というのは、教科書の文法記述や教師の文法説明を丸暗記して再生するだけの受動的・
静的な営みではなく、周囲の日本語をリソースとして取りこみながら、頭の中に「日本語の体系(=文法)」を自ら構築していく、きわめて能動的・動的な営みです。コミュニケーションを
支える一要素として言語・文法を見直し、そのような営みを支援するため研究、教育について考えます。
〔課題図書〕野田尚史編『コミュニケーションのための日本語教育文法』（くろしお出版 2005）

早稲田大学大学院日本語教育研究科教授  小林 ミナ

受講生の方からお寄せいただきました、日本語教育学公開講座の受講体験記をご紹介いたします。
■日本語教師として・・・
日本語教師として数年仕事をしてきましたが、公開講座は基本をおさえつつも日本語教育研究の最新情報を知ることがで
き、とても有意義な時間を過ごすことができました。おかげで大学院の試験にも合格することができました。幅広い層の方
に対応できる講座だと思います。

■日本語に対して新たな興味が・・・
1年間の講座で日本語に対して持っている疑問がかなり解決され、また新たな興味がわいてきます。これが終わりでなくこ
こを出発点として、もっと知りたいと思うようになりました。ことばは文化といいますが、本当に奥深いものですね。

■講義後の「質問表」が教授陣とのパイプに・・・
定年退職後、地域の日本語教室でボランティアとして教えています。このたび、海外の大学で、日本事情を教えることになり
まして、この公開講座を受講することにしました。講義内の「質疑応答」で直接、質問できますが、講義終了後の「質問表」で
も、講義とは離れた問い合わせにも、教授陣が懇切丁寧に答えてくださいます。充実の講義にすっかり自信がつきました。

■日本語教育の研究領域を知る・・・
一口に「日本語教育」といってもミクロ的な研究からマクロ的な研究まで、様々な領域があり「えっ、こんな面白いことを研究している人もいるのか！」と驚かされることが度々
ありました。この講座では一通りの領域を広く浅く学べるので、日本語教育の中でもどの分野を研究すべきか定まっていない人に参考になると思います。
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受講生の声 （オンデマンド講座）

① 5月21日- 5月27日
② 5月28日- 6月 3日 日本語教育の語彙（1）（2） 早稲田大学大学院日本語教育研究科教授  小宮 千鶴子

日本語の単語は数えきれないほど多く、その学習は母語話者にとっても一生続くものです。では、学習時間も限られ、さまざまな目的をもつ学習者に対す
る日本語教育においては、どのような単語をどのように教えるのが最も効果的でしょうか。この講座では、日本語教育で教えるべき単語の選び方とその
数、語彙教育の中でも中心となる意味の教え方について考えます。
〔参考図書〕『国際交流基金 日本語教授法シリーズ3 文字・語彙を教える』（ひつじ書房 2011）

受講生の方からお寄せいただきました、オンデマンド講座の受講体験記をご紹介いたします。　
■使い古された表現に「教えることは、学ぶこと」といった言い方がありますが、日本人にとって、日本語を教えるという営みは、それに近い要素があるように感じ
ます。日本人として日本語を教えることの難しさと奥深さを実感させてくれたのが、このオンデマンド講座でした。
　インターネットを利用して、いつでも、どこでも、何回でも繰り返して受講できるというのは、ある意味、贅沢な環境ともいえます。更に疑問や質問があれば、すぐ
に回答を寄せてくれるメンターの大学院生のスタッフの素早いサポートも魅力です。受講生がその気になれば、教室で講義を受けるのと同等の果実が得られ
るのではないでしょうか。日本語教育に携わりたいと考えている方は勿論、広く日本語に関心があるという人にもお薦めのオンデマンド講座です。　
■日本語教師養成講座を修了した後、さらに深く、勉強する場がないものだろうかと探していたところ、オンデマンド講座を見つけました。私のように、フルタイム
で働いているものにとって、PCを使っての日本語教育の講座はぴったりの機会でした。
　早稲田大学大学院日本語教育研究科の教授陣の声や顔を直接拝見しながら勉強できるということが大きな魅力でしたし、VTRを使っての学習もできてわかり
やすかったです。本ではできない学習ができました。なんといっても、自分の感じていた疑問や質問をBBSで発信でき、それに先生方をはじめ、一緒に学んでい
る人たちの答えが返って来るということが、今まで体験したことのない学習スタイルでおもしろかったですね。
　おまけに、見逃した講座が後からでも見られるようになっているのもありがたかった。今回の講座のⅡがあればまた受講したいですね。

A
コース

B
コース

C
コース 2018年度 

○ ○

③ 6月 4日- 6月10日
④ 6月11日- 6月17日 日本語教育と音声（1）（2） 早稲田大学大学院日本語教育研究科教授  戸田 貴子

外国人に日本語を教えるときに必ず気付くのが、日本人とは異なる発音の特徴です。外国語学習において母語の影響が最も顕著に現れるのが「音声」で
あり、発音だけではなく、聞き取りにも母語の特徴がみられます。この講座では、日本語学習者が伝えたい内容が伝わる発音で話せるようになるための
学習方法について、考えていきます。このことは、日本語の音声を客観的に捉え、再認識することでもあります。
〔参考図書〕戸田貴子『コミュニケーションのための日本語発音レッスン』（スリーエーネットワーク 2004）、戸田貴子編著『シャドーイングで日本語発音
レッスン』（スリーエーネットワーク 2012）
〔参考URL〕https://www.edx.org/school/wasedax

○ ○

⑤ 6月18日- 6月24日
⑥ 6月25日- 7月 1日 待遇コミュニケーション教育（1）（2） 早稲田大学大学院日本語教育研究科教授  蒲谷 宏

「待遇コミュニケーション」というのは、従来の「待遇表現」を発展させたもので、「人間関係」や「場」に応じて使い分けられるコミュニケーション行為のこ
とです。特に「敬語コミュニケーション」を中心に、日本語の大きな特色になっており、日本語教育においても、「待遇コミュニケーション」をどう捉え、どう
教え・学ぶかということは、大きな課題になります。ここでは、言語とは表現行為、理解行為そのものだと規定する「〈言語＝行為〉観」に基づく「待遇コミュ
ニケーション」の研究・教育に関する基本的な点について考察していきたいと思います。
〔参考図書〕蒲谷宏『待遇コミュニケーション論』（大修館書店 2013）、蒲谷宏『待遇コミュニケーション教育の構想（Ⅱ）』（『早稲田日本語教育学』第11号 
2012）

○ ○

⑦ 7月 2日- 7月 8日
⑧ 7月 9日- 7月15日 コミュニケーションと文法（1）（2） 早稲田大学大学院日本語教育研究科教授  小林 ミナ

「文法の説明」「文法の授業」などというと、無味乾燥な暗記モノのように思われがちです。しかし、実際の教室では、一つの文の正誤を巡って意見が対立
したり、教師が予想もしなかった解釈がうまれたり、その人ならではの新しい文が作られたり、実にダイナミックな活動が行われています。この講座では、
「コミュニケーションを支える1要素」として文法をとらえ、日本語教育に役立つ文法研究、文法記述について考えます。BBSを使った意見交換をしながら、
「新しい文法の世界」を体感してみませんか。
〔参考図書〕『コミュニケーションのための日本語教育文法』（くろしお出版 2005、共著）、『外国語として出会う日本語』（岩波書店 2007）、『日本語教育
能力検定試験に合格するための教授法37』（アルク 2010）

○ ○

⑨ 9月24日- 9月30日
⑩10月 1日-10月 7日 「移動する子どもたち」と日本語教育（1）（2）早稲田大学大学院日本語教育研究科教授  川上 郁雄
現在、幼少期より複数言語環境で成長する子どもたちが世界中で増加しています。私はこれらの子どもたちを「移動する子ども」ととらえています。では、
これらの子どもたちに対する日本語教育はどのようなものなのでしょうか。この講座では、「移動する子どもたち」のことばの学び、ことばの教育のあり
方、自己形成とアイデンティティ等の課題を取り上げます。 子どもを対象とする日本語教育について考えるとともに、日本語教育全体のあり方や課題に
ついても、BBSを通じて議論していきたいと思います。
〔参考図書〕川上郁雄編『「移動する子どもたち」と日本語教育―日本語を母語としない子どもへのことばの教育を考える―』（明石書店 2006）、川上郁
雄編『「移動する子どもたち」の考える力とリテラシー―主体性の年少者日本語教育学―』（明石書店 2009）、川上郁雄編『海の向こうの「移動する子ど
もたち」と日本語教育―動態性の年少者日本語教育学―』（明石書店 2009）、川上郁雄編『私も「移動する子ども」だった―異なる言語の間で育った子ど
もたちのライフストーリー』（くろしお出版 2010）、川上郁雄『「移動する子どもたち」のことばの教育学』（くろしお出版 2011）、川上郁雄『移民の子ども
たちの言語教育―オーストラリアの英語学校で学ぶ子どもたち』（オセアニア出版社 2012）、川上郁雄編『「移動する子ども」という記憶と力―ことばと
アイデンティティ―』（くろしお出版 2013）、川上郁雄他編『日本語を学ぶ/複言語で育つ/子どものことばを考えるワークブック』（くろしお出版 2014）

○ ○

⑪10月 8日-10月14日
⑫10月15日-10月21日

「学び」の多様性をどう捉えるか（1）（2）
－広がる日本語教育の可能性－

早稲田大学大学院日本語教育研究科教授  池上 摩希子

日本語教育においても、久しく、学習者の多様化が言われています。大学や日本語学校で学ぶ留学生の他にも、地域で生活しながら日本語を学ぶ人たち
や子どもたちが増えています。こうした学習者の多様性について考えることは、すなわち「学び」の多様性をどう捉えるかにつながるのではないでしょう
か。学習の目標、方法、内容がそれぞれ異なる学習者に対して、どのような日本語教育が展開されているのかを知ることは大切なことです。同時に、どのよ
うな日本語教育が望まれているのかも知る必要があります。この講座で、日本語教育という領域が持つ大きな可能性について、一緒に考えてみましょう。
〔参考図書〕『「移動する子どもたち」のことばの教育を創造する―ESL 教育とJSL 教育の共振』（ココ出版 2009 共編著）、「体験型学習の意味と方法」
（細川英雄編『ことばと文化をむすぶ日本語教育』凡人社 2002）、『外国人児童生徒の学びを創る授業実践』（くろしお出版 2015 共編著）

○ ○

⑬10月22日-10月28日
⑭10月29日-11月 4日 学習環境のデザイン（1）（2） 早稲田大学大学院日本語教育研究科教授  舘岡 洋子

日本語の教室では、さまざまな背景や目標を持った人々が、教師や他の学習者と相互作用をする中で多様な学びが生まれています。また、彼らの学びは
教室の中だけに限ったものではありません。つまり、学習者は自らを取り巻く環境との相互作用の中で学んでいるということができるでしょう。 この講座
では、日本語学習を学習環境との相互作用という観点からとらえ、学習環境としての教室をどのようにデザインしていくかを考えます。
〔参考図書〕舘岡洋子『ひとりで読むことからピア・リーディングへ―日本語学習者の読解過程と対話的協働学習』（東海大学出版会 2005）、池田玲子・舘
岡洋子『ピア・ラーニング入門―創造的な学びのデザインのために』（ひつじ書房 2007）、『協働で学ぶクリティカル・リーディング』（ひつじ書房 2015）、
『日本語教育のための質的研究入門』（ココ出版 2015）など

○ ○

⑮11月 5日-11月11日
⑯11月12日-11月18日 Eラーニングと日本語教育（1）（2） 早稲田大学大学院日本語教育研究科准教授  李  在鎬

近年、教育のあらゆる場面で情報通信技術を取り入れた新しい教育活動が展開されています。日本語教育の現場もその例外ではありません。本講座で
は、コンピュータを使った日本語学習の歴史的な背景を確認した上で、現在、日本語教育の現場で利用可能なEラーニングシステムにはどのようなもの
があるかについて紹介します。そして、こうしたEラーニングが持つ可能性について考えていくと同時に、私たち日本語教師はこの情報通信技術の進化と
どう向き合うべきかについても考えてみたいと思います。

○ ○

① 5月26日- 6月 1日
② 6月 2日- 6月 8日
③ 6月 9日- 6月15日

子どものための日本語教育 ―実践編―
早稲田大学大学院日本語教育研究科教授  川上 郁雄

日本語を学ぶ子どもを対象にした日本語実践をどのような観点から考えたらよいかを具体的に提示し、受講者とともに考える授業をめざします。
この講座は、各回BBSにおいて、参加者全員の発言が求められます。ご了承のうえ、ご参加下さい。
　　１回目:子どもがことばを学ぶときはいつか

子どもがことばを学ぶための言語活動を考えます。子どもがことばを学ぶための言語活動の観点をもとに、具体的な例を解説します。そのう
えで受講生は言語活動のサンプル（ユニット教材案）を作成します。
BBS：受講生は最初の週で、なぜこの講座を受講しようと思ったのか、また、今どんな子どもに日本語を教えているか、あるいは将来どんな子
どもに日本語を教えたいと考えているか等の自己紹介を行います。そのうえで、講義の内容について疑問に思ったことや質問を自由に発信
します。さらに、課題のサンプルを作成する前に、自分のアイディアを語ったり、サンプル作成で困っていることなど意見交流をします。

　　2回目:子どもにとっての「ことばの力」とは何か
子どもがことばを学ぶための言語活動から、どのような「ことばの力」が生まれると考えたらよいのでしょうか。自ら作成した言語活動のサン
プルを例に、受講生の考える「ことばの力」は何かを考えます。
BBS：受講生は、講義の内容について疑問に思ったことや質問を自由に発信します。さらに、自分の作成したサンプル、また他の受講生が作っ
たサンプルを見ながら、意見交流をします。作成したサンプルのねらいはどこにあるか、どのような「ことばの力」を育成しようと考えたかな
ど、自由に意見交流をします。

　　3回目:実践的教材とは何か
子どもがことばを学ぶための言語活動に必要な教材は何かを考えます。自ら作成した言語活動で使用する教材は、子どもの「ことばの力」の
育成とどのような関係にあるかを考えます。そこから実践的教材とは何かを学びます。
BBS：最終週では、2週にわたるサンプル作成とそれにともなう意見交流を経て、受講生一人ひとりがどのようなことを学んだのか、また課題
「実践的教材とは何か」について、まとめの意見を述べます。

【参考図書】
川上郁雄『「移動する子どもたち」のことばの教育学』（くろしお出版 2011）、
川上郁雄・尾関史・太田裕子編『日本語を学ぶ／複言語で育つ ― 子どものことばを考えるワークブック』（くろしお出版 2014） 

受講生の声 （オンデマンド講座テーマ型）
受講生の方からお寄せいただきました、オンデマンド講座テーマ型の受講体験記をご紹介いたします。　
■精選されたエッセンスが示されているので、1度目は概要をつかみ、2度目は細部に注意を払ったり、一時停止してメモ
したりしてます。疑問に思ったことは思い立った時にもう一度聞けますので、自問自答や振り返りにとても役立ちます
■BBSの場が設定されているので、どこにいても時間を選ばず、みなさんとこのようなやりとりができるという点は最大
の利点だと思います。実は投稿するのは大変な勇気がいりますし、書かなければよかったなと思うこともありましたが、
その意味では教室での発言はもっと気軽でしたが、ここに書きますと直接向き合っていただいている感じは強いです。
■日本語教育につながる、日本のみならず世界にいらっしゃる方々との場であること、そして先生やメンターの方々がデ
ザインされる場であることを有り難い学びの機会と思っております。
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2018年度　土曜日3回  13:30～15:30

　幼少期より複数言語環境で成長する子どもが増えています。日本で第二言語として日本語を学ぶ子ども、国外で継承語として日本語を学ぶ子どもな
ど、多様な背景を持つ子どもが国内外で日本語を学んでいます。幼少期より複数言語を学ぶ子どもたちへの日本語教育はどのような実践が考えられる
のでしょうか。本ワークショップでは、次の3つのテーマを考えます。
１回目 : 子どもの直面する課題を考える
２回目 : 子どものことばの学びと実践を考える
３回目 : 子どものライフコースを考える

　ワークショップでは、具体的な子どもの例をもとに、子どもの抱える課題やことばの学びについて、受講生のみなさんと意見交換をしたり作業をしたり
しながら考えていきます。みなさんの積極的なご参加を期待しています。
テキスト：川上郁雄他編『日本語を学ぶ／複言語で育つ ― 子どものことばを考えるワークブック』（くろしお出版 2014）

早稲田大学大学院日本語教育研究科  教授  川上 郁雄
麗澤大学日本語教育センター  専任講師  森沢 小百合

目黒区教育委員会  非常勤職員  人見 美佳

6月 9日
6月16日
6月23日

「移動する子ども」の日本語教育  ―複言語・複文化の視点からことばの教育を考える―
❷

　語彙の一般的な学習方法は、単語と訳を対で覚えるというものですが、この方法だけでは、学習した語句を、必ずしも適切に使用できるようにならない
という問題があり、中級以降この問題は大きくなります。しかし、語彙の指導は、教師が経験や勘で、例文などを用い、一方的に教える形で行うことが多い
のが現状です。
　このワークショップでは、以下のような日程で行います。
１回目：学習者が作成した短文の分析を行い、語句の使用に関して、学習者がどのような誤りを犯しやすいのかを知る。
２回目：誤りを防ぎ、適切な使用ができるように学ぶための問題の作成を試みる。
　　　　対象は中級レベルを想定し、問題の作成はグループで行う。
　　　　問題の作成にあたり、語句の実際の使われ方を調べるための資料や方法を紹介する。
３回目：作成した問題の発表を行い、問題とそれを用いた指導についてディスカッションを行う。

　「語彙は覚えるしかないもの」と思われがちですが、覚えた言葉が使えないと悩む学習者は多く存在します。この講座では、語彙リストを覚えるだけでな
く、考えながら使える語句を増やしていけるようにするための教材となる問題の作成を試みます。そして、問題の作成を通して、教師が一方的に知識を与え、
覚えさせるのではなく、考え、理解させる語彙指導が実現できる可能性があることをお伝えするとともに、そのための方法を一緒に考えたいと思っています。

早稲田大学日本語教育研究センター  講師（任期付）  三好 裕子
＊受講生の人数によりサポートスタッフがはいります。

9月29日
10月 6日
10月13日

語句を使えるように学ぶための教材を作ろう  ―中級からの語彙の学習と指導を考える―
❸

　学習環境は学習者にとっても教員にとっても、学びの土壌として大切なものです。学習と環境について考えることは、実際の授業計画を立てる際の基
盤となるでしょう。本ワークショップでは、参加者同士で意見交換しながら、簡易版ラーニングポートフォリオとリソースマップを作成し、学習環境を多角
的・立体的に捉えていきます。
１回目：簡易版ラーニングポートフォリオで学びを振り返る
２回目：リソースマップを作成し学びを可視化する
３回目：学びと学びのつながりから学習環境を捉える

　本ワークショップはグループでのアクティブラーニングによって学習環境について考えていきます。第1回と第２回では、次回までの課題があり、それを
活動のリソースとして持ち寄ります。アクティブラーニングを体験しながら、参加者ひとりひとりが考えを深め、気づき、発見することになります。

早稲田大学日本語教育研究センター  講師（任期付）  齋藤 智美

11月17日
12月 1日
12月 8日

学習環境を捉えなおす  ―ラーニングポートフォリオとリソースマップで立体的に考える―❹

4月 7日
4月14日
4月21日

ものづくりや介護分野で働く技能実習生への日本語教育実践
❶

　外国人技能実習制度は、2017年度には75職種（135作業）に達し、毎年多くの実習生が入国しています。実習生への日本語教育においては、渡日前と
来日後のアーティキュレーション、日本語教師と実習先企業のアーティキュレーション、生活者としての視点など、課題が山積しています。
　本ワークショップでは、技能実習生向け日本語教育について、製造業や介護の技能実習生を例に、アカデミック・ジャパニーズとは、どのように異なるの
かを、実践例を紹介するとともに、カリキュラム、教材、評価、さらには、こうした実習生を教える場合、日本語教師が備えるべき資質などについて、専門分
野別日本語教育の観点から、一緒に考えていきます。
１回目：技能実習制度を概観し、渡日前と入国後の日本語講習におけるアーティキュレーション（連続・整合性）、および日本語教師と実習先のアー

ティキュレーションついて問題点と解決策を検討する。
２回目：主に介護の技能実習生向け日本語教育の中でも、日本語学習と現場での実習の連動について考察し、日本語教師と介護職との協働を目指

したシラバスを立案する。
３回目：主に製造業に就労する技能実習生向け日本語教育について考察し、授業内で実施するタスクを考える。

　このワークショップは、専門分野の日本語教育として、現在需要が高まっている技能実習制度で来日する実習生に対する日本語教育実践を紹介します。
具体的には、制度設計や、カリキュラムのデザイン、教科書、教材の紹介、さらには、ワセダバンドスケール（介護版）と言う、早稲田で新たに開発された介
護分野の日本語能力診断ツールを使った日本語診断の使い方も説明していきます。

早稲田大学大学院日本語教育研究科  教授  宮崎 里司
早稲田大学日本語教育研究センター  インストラクター（非常勤）  中野 玲子
早稲田大学日本語教育研究センター  インストラクター（非常勤）  上田 潤子

大学院日本語教育研究科および
大学院アジア太平洋研究科の各施設があります。

19号館 （西早稲田ビルディング）

日本最大規模の数を誇る本学留学生を対象とした日本語授業を行う日本語教育研究センターの施設があり、
本研究科生の実践研究の実習も行います。22号館

自習用として日研生が使用可能なPC、プリ
ンター、無線LANを敷設。

第1自習室（PC室）

日研生の個人用ロッカー、参考図書、コピー
機等が用意されています。

第2自習室

本研究科修了生の修士論文を閲覧できま
す。

修士論文閲覧PC

日研生の研究活動の場、研究会、研究指導
の施設です。

ゼミ室・研究指導室

コピー機、自動販売機、電子レンジ等が用
意されています。

リフレッシュゾーン

お弁当を食べたり、休憩等に利用できます。

庭園

充実した日本語教育関連蔵書を利用でき
ます。

学生読書室

音声研究等のための施設です。

防音室

早稲田キャンパス

早稲田キャンパス
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