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大学院日本語教育研究科は、「理論と実践の統合」、「早稲田から世界に発信」を合い言葉に、

日本語教育の理念、理論の裏付けのもとで様々な実践活動の場を提供し、日本語教育学を深く学ぶ環境を整えています。

多様化する日本語教育の世界で、研究面、教員養成面でモデルとなる組織体制を構築し、日本語教育学を確立することで、

社会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人材を輩出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（通称：日
 にっけん

研）は、2001年に

日本語教育を主専攻とする独立研究科として設立されました。設立

当時もそして現在においても、日本で唯一の日本語教育を主専攻と 

する独立研究科です。日研は、これまでに856名の修士号（日本語教

育学）取得者、84名の博士号（日本語教育学）取得者を輩出し、日本

国内はもちろんのこと、世界各地の教育機関やさまざまな分野で活躍 

しています。そして、世界各地で活躍する修了生をつなぐグローバル・ 

ネットワークが構築されており、修了後もともに学び合う環境が維持

されています。

日研が目指しているのは、「日本語教育の専門家」の養成です。しか

し、それは必ずしも「日本語教師」に留まるものではありません。日本

語教育学に関する知識と実践力を修得することにより、言語や文化

を越え、相互理解と相互尊重を深めることができる人材であり、日本

語教育の知見を持って、これからの社会作りに貢献できる人材です。

「ことばは、未来を創る」というキャッチコピーには、私たちのこのよ

うな思いが込められています。

日研は、学部を持たない独立研究科であるが故に、入学してくる

方々のバックグラウンド、日本語教育経験は多様です。そのような 

多様な学生が、自分自身にあった学びをデザインし、充実した大学

院生活を送れるように、日研では「日本語」「学習／教育」「社会」を 

3本柱に据えた、理論と実践を両輪とするカリキュラムを用意してい

ます。また、授業TAや授業ボランティアといった実践経験を積める機

会や国内外の日本語教育機関への派遣、学会や研究会をはじめとす

る学びの場、相互交流の場など、さまざまな機会を提供しています。

2020年のコロナ禍のもと、日研ではすべての科目（理論，実践，演

習）を全学的なLMS（ラーニング・マネジメント・システム）である

Waseda Moodleと遠隔会議システムを利用して実施いたしました。

私たちは遠隔での教育実践により、単なる技術的な課題のみならず、

「授業とは何か」「教室とはどこか」といった根本的な問いを突きつ

けられました。これからは「大学」や「留学」の機能についても議論が

必要になるでしょう。

人の移動や交流が、国や地域などを越え、地球規模に拡大している

現在、人と人をつなぐ「ことば」や「ことばの教育」が社会に果たす役

割はますます重要になっています。日研ではコロナによる社会の変

容を踏まえつつ、学生と教職員が手を取りあって広い視点から日本

語、日本語教育学をとらえようとしています。私たちとともに未来を創

りだしていくことに情熱を持つ皆さんを、私たち日研は歓迎します。

早稲田大学大学院日本語教育研究科・研究科長

小林 ミナ
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３つの方針
大学院日本語教育研究科では修了認定・学位授与に関する方針、教育課程の編成・実施の方針、

入学者受入方針を次のように定めています。

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。

　当研究科では、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三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。

教育課程の
編成・実施

の方針

当研究科では、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

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、当研究科では、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。

修了認定・
学位授与に
関する方針

ディプロマ・ポリシー

カリキュラム・ポリシー

アドミッション・ポリシー

基本理念

日本語教育が創出する
未来

現 代社会においては、人びとが国境を越えて移動し、さま 

ざまな言葉を使って、共に学んだり、仕事をしたりする機会が

日常化しています。多様な背景を持つ人びとが、言語や文化を越え

て、いかにコミュニケーションをとり、相互理解を深めていけるかは、

現代に生きる私たちの共通課題だといってよいでしょう。コミュニ

ケーションの実践にあたっては、言語がきわめて重要です。日本語

を使ったコミュニケーションも例外ではなく、世界のさまざまな地域

で、日本語でのコミュニケーションが行われています。「日本人」「日

本語母語話者」といった人びとが介在しない日本語のコミュニケー

ションも決して珍しいものではありません。このような現代社会に

おいて、日本語教育が果たす役割とは何か。日本語教育によってど

のような未来を創出できるのか。日本語教育研究科は、常に考え

ています。

育成する人材像

日本語教育学の知見を
持って社会に貢献する
人材

当研究科が目指しているのは、日本語教育学の知見を持って

社会作りに貢献できる人材の育成です。たとえば「日本語

教師」はその一例です。日本語を学びたいと思っている人びとの

多様なニーズ、背景を汲みとることができ、それに応えて、適切な

コースがデザインできる。そのような「日本語教師」が社会において

果たす役割は、ますます大きなものとなっています。また、日本語

教育学の知見を持って活躍できる人材は、必ずしも「日本語教師」

ばかりではありません。「言語」を学ぶというのはどのような営みな

のか。新しい「言語」を獲得するということは、個人にとって、社会に

とってどのような意味を持つのか。このような広い視野で日本語

教育学をとらえ、その学びを自身の中に落とし込み、大学院で得た

知見を実践の中で生かし、相互理解と相互尊重を深めていける。

日本語教育研究科は、そのような人材を育成します。
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日本語教育学の創生―
多岐にわたる領域をカバーする
総合的な「日本語教育学理論研究」

日本語教育とは、「日本語の教育」と言い換えることができます。

しかし日本語研究の成果をそのまま教育に応用することが、 

すなわち日本語教育ではありません。「複雑な体系を持っている 

日本語」を、「重層的な社会」において、「多様な人びとが教える／

学ぶ」というのは、いったいどのような営みなのでしょうか。それを

研究対象とする日本語教育学の全体像は、どのように描けるでしょう

か。当研究科では、「日本語」「教育／学習」「社会」をカリキュラムの

３本柱に据えることにより、多岐にわたる領域をカバーする総合的な

「日本語教育学理論研究」科目を展開しています。

実践的なカリキュラム―日本語教育の
多様化と社会のニーズに応える

「日本語教育実践研究」

当研究科のカリキュラムの特色のひとつに「日本語教育実践

研究」科目があります。当研究科の専任教員は、全員それぞれ

異なる日本語教育現場を舞台にこの科目を展開しています。学内

の日本語教育研究センター（下述）だけでなく、地域に開かれた

日本語教室、都内教育委員会との連携、Webなどを利用した遠隔

授業、海外の日本語教育機関への派遣プログラムなど多様であり、

上記の理論研究科目と連動することにより、高度な実践力、教育力を

持った人材を養成する仕組みを備えています。

研究室を横断して行われる
「演習」と「研究指導」

当研究科修士課程では、1年次の前半は研究指導教員を指定せ

ず、全専任教員が合同で担当する「基礎演習」を履修します。

自らの研究テーマについて、全専任教員からアドバイスを受け、意

見交換をすることにより、日本語教育学に関する視野を広げ、研究

計画を洗練させていきます。そして、1学期目終了時に、2学期目以

降の研究指導教員を学生自らが選ぶ仕組みをとっています。

博士後期課程では、入学時に学生が研究指導教員を指定し、入学直

後から博士論文の作成に取りかかります。研究指導教員（主指導

教員）と、2名の副指導教員から成る指導体制が組まれ、多様な

視点から研究内容を深化、俯瞰できる仕組みをとっています。

研究と実践をさらに充実させるための
サポート体制

当研究科では、在学生、修了生が日本語教育学の研究と実践

をさらに充実させることができるよう、正規授業以外にも、

さまざまなサポート体制を備えています。

●  修士課程・博士後期課程の在学生も投稿可能な、ダブルブラ 

 インドの査読システムをとっている研究科紀要『早稲田日本語 

 教育学』（17ページ参照）

●  授業ＴＡ、ノンディグリー講座アシスタント、授業ボランティア等、 

在学中からさまざまな実践経験を積める機会

●  国内外の日本語教育機関への推薦・派遣制度（ＴＡ、講師、教授等）

●  国内外で活躍する修了生を招き、経験談を直接聞くことができる 

 「キャリアセミナー：ようこそ先輩」 （23ページ参照）

●  研究科を母体に設立され、年２回（春・秋）の研究大会を行う 「早稲田 

 日本語教育学会」

早稲田大学には、約5,700名の外国人留学生が在籍して

います。CJLは全学の日本語教育を一元的に担う学内機関

として、200名を超える教育スタッフによって展開される、

週あたり約650コマの日本語授業を開講しています。当研

究科の専任教員は全員CJLのセンター員を兼任しており、 

うち５名はCJLの日本語授業を実践研究科目の現場とし、 

生きた日本語教育実践の機会を提供しています。

現役日本語教師 学部新卒者 留学生 企業・学校等経験者

●学会・研究会での発表

●学術雑誌への論文投稿

大学院
博士後期課程

国内外日本語
教育機関・教員

日本語教育
研究センター・

インストラクター

自治体・団体等・
職員

日本語教育研究センター
（Center for Japanese Language（CJL））とは

●授業TA、授業ボランティア
　などの実践機会

●「日研派遣」による国内外での
   教育実践

学校・教職員 企業等・社員

入  学

修  了

 大学院日本語教育 研究科修士課程

理論と実 践の連動

「理論研究」 「実践研究」 「演習」 「研究指導」
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カリキュラム

当研究科は、学部を持たない独立研究科であるため、修士課程に入学して

くる学生の背景、経験等はさまざまです。修士課程のカリキュラムは、

多彩な「日本語教育学理論研究」および「日本語教育実践研究」を組み

1

2

3

4

コースⅠ

修了要件
2年以上在学し、所定の授業科目について30単位以上修得し、必要な研究指導を受けたうえで、修士論文を提出し、

最終試験に合格した者に対して、「修士（日本語教育学）」の学位が授与されます。カリキュラム・単位の履修モデルは、以下のとおりです。

合わせることにより、それぞれの経験、興味・関心に合わせた２年間

の学びを自由にデザインすることができます。

入学 学期

修了

コースⅡは、学校＊や行政機関において日本語教育を担う人材を育成す

ることを目的に2019年度に設置されました。学校や行政機関の専任教職

員を対象とし、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

1

2

3

4

コースⅡ（2019年度〜）

に戻って日本語教育に係る実践を行い、修士論文を提出し、計2年で修了

するコースです。

＊学校教育法第１条で定める学校

入学 学期

修了

応用演習	 	　論文中間発表
	 	　2期目研究ノート提出

応用演習	 	　3期目論文提出

修士論文提出

2年目は職場に戻る
3期目論文提出

修士論文提出

基礎演習（合同）	研究計画提出	 	　指導教員の決定

基礎演習（合同）　研究計画提出
応用演習	 		　指導教員の決定　

日本語教育
実践研究

研
究
指
導

日本語教育学
理論研究

日本語教育学
理論研究

日本語教育
実践研究

研
究
指
導職場における実践

当 研究科修士課程には、「日本語教育学理論研究」「日本語教育

実践研究」「日本語教育学演習」の３つのカテゴリーの授業科

目が設置されています。これらの科目をバランスよく履修することにより、 

最新の理論と高度な実践力を持った日本語教育の専門家を育成しま

す。また、授業科目の履修以外に「ティーチングアシスタント（ＴＡ）」「授業

ボランティア」といった、多様な実践経験を積める機会があり、それらを

利用することにより、一人ひとりに合ったキャリアをデザインすることが

できます。

応用演習	 	　論文中間発表
	 	　2期目研究ノート提出

8 9
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「日本語教室」という場を再構築していく経験

石川 輝 （2019年4月入学）

　「日本語教育実践研究（1）」の授業では、「にほんご・わせだの森」という地域日本語教室を運営します（2020年
度はオンラインで実施しました）。授業の最初に先生から「どんな場所にしたいかを決めるのは皆さんです」との 
一言。その言葉の通り、具体的な活動内容だけではなく、教室運営や宣伝なども学生が行いました。その中で 
説明をする際の伝え方やオンライン会議システムの機能を用いたりするなど、様々な仕掛けを行うことで、「日本
語教室」という場を作り上げる楽しさを感じることができました。
　そしてそのプロセスは一方的なものではなく、教室への参加者の方々ともお互いに作用し合うものでした。 
場を共に作り上げていく、貴重な経験ができたと感じています。

履修モデル

科目区分 内　容 コース
1年次 2年次

必要単位数
1学期目 2学期目 3学期目 4学期目

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。 共通 6単位 4単位 － － 10単位

（2単位×5科目）

日本語教育

実践研究
様々な日本語教育現場において、シラバス立案、教材作成、
教授方法、評価活動などを実践することによって、高度な
実践力を身につけることを目的とします。

共通 3単位 3単位 3単位 － 9単位
（3単位×3科目）

日本語教育学

演習
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。

Ⅰ 2単位 4単位 4単位 － 10単位
（基礎演習2単位

応用演習
2単位×4科目）Ⅱ 6単位 4単位 － －

自由選択科目
日本語教育学理論研究、日本語教育実践研究、日本語教
育学演習および他研究科設置科目から1単位以上を履修し
ます。

共通 1単位 1単位

30単位

当研究科の科目は半期開講を中心とし、修士課程の2年間は4学期に分かれています。

1・2年次のいずれにも最低・最高履修単位数は定めませんが、修了に必要な単位数および標準的な単位の修得数は以下のとおりです。

配当科目一覧（2021年度）
科目区分 科目名

日本語教育学

理論研究（各2単位）

地域日本語教育論、待遇表現論、年少者日本語教育論、文法論、語彙論、音声学、言語文化論、第二言語習得論、
教材・教具論、日本語学概論、言語心理学、教育工学論、異文化コミュニケーション教育論、文章・談話論、
学習環境デザイン論、日本語教育史、言語教育政策論、量的研究法、質的研究法、外国語教授法、対照言語学、
日本語教育評価論、言語コーパス論、世界の日本語教育、日本語教育学入門、日本語教育研究方法論、文字・表記論、
社会言語学、公共日本語教育学、コースデザイン、日本語教育学特殊研究（1）（アカデミック・ライティングⅠ）、
日本語教育学特殊研究（2）（アカデミック・ライティングⅡ）、日本語教育学特殊研究（3）（日本語授業デザイン）

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

演習（各2単位） 日本語教育学基礎演習、日本語教育学応用演習

日本語教育実践者として「生きたことば」に向き合う

田栗 春菜 （2019年4月入学）

　「日本語教育実践研究（5）」では、日本語教育研究センターの留学生を対象とした初級授業（『「わたしのにほん 
ご」プロジェクト』）で、「状況」のなかで言語とコミュニケーションをとらえることを目標とした授業実践を行い 
ます。この実践の期間中、他の履修者の皆さんと一緒に、学習者一人ひとりの「状況」やそこで用いる言語表現に
ついてとことん考え続けました。その結果、自分がこれまでいかに実際の生活の中で用いられている「生きたこと
ば」というものに向き合ってきていなかったか、という点に気付くことができました。例えば、「友達を食事に誘う」 
という行為一つとっても、時間帯や場所、相手との関係性、自分が今食べたいものがあるかどうか、によって選
択する表現が全く異なるため、「初級で“誘う”といえば「～ませんか」」という自分の常識を再考する機会となりま 
した。こうした機会を経て、学習者の複雑に絡んだ「状況」を考える視点を学ぶことができました。

世界中にネットワーク！「海外日本語教育」の実践研究

吉田 恭子 （2019年9月入学）

　「日本語教育実践研究（16）」のテーマは「海外の日本語教育」です。履修者は海外の交流先の先生方と連携
しながら、オンラインの交流活動をデザインし、現地の日本語学習者とリアルタイムで交流します。交流先は 
アメリカ、ウズベキスタン、ドイツ、ブラジル、メキシコ、ロシアなどの大学や日本語教育機関です。この実践を通し
て海外の日本語教育の文脈や学習者のニーズ、そして特徴を学びます。世界中のネットワークを生かした日研 
ならではの体験ができる科目です。
　私はこれまで国内での日本語教授経験しかありませんでした。この「実践研究（16）」を受講したことで、日本語
教師としての視野が間違いなく広がったと感じています。

「日本語教育実践研究」科目とは？
学内外の多様な現場における教育実践
　修士課程では「日本語教育実践研究」科目を９単位（３単位×３科

目）以上履修することが義務づけられています。「日本語教育実践研

究」科目は、毎学期、当研究科の全専任教員が開講しており、その現

場は学内の日本語教育研究センターの日本語授業をはじめ、地域に

開かれた日本語教室、都内教育委員会と連携した子どもたちへの日

本語支援、Webなどを利用した遠隔授業など多様です。また、当研究科

では、海外の協定大学において約１学期間、日本語教育のさまざまな

実践経験を積める派遣プログラムも準備されています（※派遣実施は

感染症拡大状況等の情勢により判断します）。

［海外実践協定大学（2020年度）：タマサート大学、コンケン大学（タイ）、ミュンヘン大学 

（ドイツ）、ベオグラード大学（セルビア）、カーロリ・ガーシュパール・カルビン派大学 

（ハンガリー）］
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2020年3月修了
●		日本語学習者と教師のためのオノマトペ基本語彙の選定と分類

●		地域日本語サロンは何ができるのか		―参加者とサポーター双方の語りから―

●		漢字習得適性要素の解明		―非漢字系学習者の漢字字形情報の記憶・処理能力測定から―

●		複言語・複文化環境で育った父は自分の経験をどのように息子の家庭教育に活かしたか		―在日日系ブラジル人二世のライフストーリー―

●		日本語学校における同僚教師の対話の場の意義		―日本語教師の言語教育観をめぐる葛藤の考察から―

●		アクションリサーチを通して見る日本語教師の変容と成長		―外国人技能実習生に対する実践を問い直す―

●		人と人とのつながりを支える日本語教育の役割とは		―留学生による混住型学生寮での生活経験の語りから―

●		多義語「切る」を中心語とする連語の習得		―中国語「切」との相違点に着目して―

●		同僚教師と学び合う場の意義		―「音声指導の勉強会」は何をする場であったのか―

●		中国語を母語とする上級日本語学習者における未知の日中非同形語の意味推測		―提示条件および日中非同形語の種類に焦点を当てて―

●		日本にルーツを持つ子どもたちにとっての日本語、日本語学習		―米国ニューヨーク州の「新二世」の子どもたちに焦点をあてて―

●		目標言語を介したサブマージョン的技能習得		―ベトナムにおけるベトナム人・日越ハーフ児童生徒を対象としたストリートダンスレッスンを事例として

●		日本語教材のイラストはわかりやすいか		―教師と学習者の解釈が一致しないイラストを手掛かりに―

●		Ｅメールの件名の言語構造と書き手の意識

●		日本語会話に見られる「反復」の様態		―中国語会話	・英語会話と対照して―

●		タンデムにおける学びとは何か		―社会文化的アプローチの視点から―

●		学習者の人生にある日本語学習を捉える動的視点		―学習経験者のナラティヴを手がかりとして

●		定時制高校を卒業した女性を「理解」するプロセス		―「移動とことば」の視点から―

2020年9月修了
●		非母語話者はどのようにして日本語テキストを理解しようとするのか		―リソース使用の意識に着目して―

●		JSL高校生を一人の主体として支えるには		―広東語母語話者支援者の日本語教育支援を通した考察―

●		技能実習の市民リテラシー型アーティキュレーション日本語教育における日本語教師の役割の可能性		―教師の語りからの考察―

●		英語プログラムに在籍する留学生の日本語学習と日本語使用		―留学生の経験の連続性と言語の複数性に焦点を当てて―

●		「忘れる」ことを前提とする学習者に対する日本語教育で何を支援するのか		―「日本語で留学を語るための日本語教育実践」を通して―

修士論文題目
以下は、過去2年間に提出され、修士学位を授与された修士論文の題目（本人公開許諾済のもの）です。

日本語教育学の広がり、および、当研究科で研究できるテーマの多様性が見てとれます。

2019年3月修了
●			定住外国人に対する就労支援としての日本語教育における日本語教師の役割を再考する		―永住者たちのライフストーリーから―

●			ことばの学びによる情動の創発と知性の育成		―年少者日本語教育実践を通じて―

●			JSLの子どもの主体的なことばの学びから捉える「連携」の在り方　

●			夜間中学において日本語教育関係者が担う役割		―「義務教育機会確保法」施行後の連携に関する考察―

●	ボランティアによる地域日本語教室捉え直しの試み		―これからの地域日本語教育にむけて―

●			日本語教育における「『文字を書く』ことの教育」の再考		―「文字の書きぶり」に着目して―

●			「外国にルーツを持つ子ども」のことばの学びを地域の日本語学習支援教室はどのように支えるか　―複数の支援者による協働的実践の内実を描くことを通して―

●			初級韓国人学習者の特殊拍の習得研究		―動詞のテ形に着目して―

●	日本語教育の役割とは		―EPA介護福祉士候補者へのライフストーリーインタビューより―

●	JSL中学生の発達課題を踏まえた言語教育実践		―仲間への貢献意識により生まれる「主体的なことばの学び」―

●	主体的言語能力意識を育む年少者日本語教育		―創作活動に取り組むJSL生徒の事例から―

●			台湾人日本語学習者の促音の習得		―台湾語力との関係に着目して―

●			「移動する子ども」だった私の言語意識および言語使用の変容		―自己エスノグラフィーおよび言語ポートレートを通して―

●			「笑い」を含む日本語の会話はどのように行われるか

●			移動する日本語教師に必要な視点とは何か		―ウズベキスタンの地方都市における学習者の語りと自身の実践への内省から―

●			公共空間における掲示物に必要な配慮		―日本語のわかりにくさに関わる要因の考察―

●			教師の言語教育観の内省を促す場作りの意義		―同じ日本語学校で働くベテラン教師が集まった「授業の問題を考える会」を通して―

●			複言語複文化間に生きる若者が主体的な自己の創出を目指す		―「過去・現在・未来」がつながる実践を通して―

●			技能実習生にとっての日本人とのコミュニケーションの意義		―ベトナム人元技能実習生の語りから―

2019年9月修了
●			日本語のコミュニケーションが個と組織の成長に果たす役割		―日本企業で働く外国人社員のインタビューから―

●			「聞きとりやすい日本語の音声的特徴とは何か」		―説明場面における日本語母語話者の音声分析―
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邊 希眞
2020年4月修士課程入学
韓国外国語大学で日本言語文化を専攻し、社会の変遷とともに変わる日本語や日
本語教育への関心を深める。卒業後の2020年4月、当研究科修士課程に入学。自身 
の留学生としての体験や課題意識から、「外国人留学生は学術的場面でどのように
コミュニティに参加しているのか―日本の大学院の学術的コミュニティでの韓国人
大学院留学生の学習―」をテーマに研究に取り組んでいる。

修士課程
在学生

本名 生弥
2019年3月修士課程修了
2017年上智大学文学部国文学科を卒業後、当研究科修士課程に入学。広告表現
への関心から「公共空間における掲示物の日本語」を切り口に、ユニバーサルな日
本語コミュニケーションの実現を目指した基礎研究に取り組む。修了後の2019年 
4月に総合PR会社の株式会社ベクトルに入社。PRコンサルタントを務めている。

修士課程
修了生

福井 朋之
2019年４月修士課程入学
2011年日本大学芸術学部を卒業後、日本語学校の教師養成科で学び、非常勤の 
日本語教師として勤務。その後、勤務校の提携先である香港の日本語学校に専任講
師として赴任し、続いてミャンマーの大学で日本語学科設立に携わり学科長に就任。
帰国後は日本語学校で専任講師を務める。2019年4月に当研究科に入学。

修士課程
在学生

藤原 恵美
2017年3月修士課程修了
1991年東京家政大学英語英文学科卒業。商社勤務を経て、家族に帯同して海外生
活を送り、帰国後に日本語学校で教師を務める。仕事を続けながら2015年に当研
究科に入学し、対話による実践授業への試みをテーマに修士論文を執筆。修了後の
現在は、早稲田大学日本語教育研究センターで留学生に日本語を教えている。

修士課程
修了生
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日本語教育の研究を通して得た
言語への多角的な視点を強みに
人々の心に届くコミュニケーションを追求
　学部時代、国文学の学びを通して日本語教師の道に関心を
持ち、大学院進学を選びました。当時の私は日本語教育を教
室の中だけの狭い世界のものと捉えていましたが、日研に入
りその考え方は180度変わりました。教室内にとどまらず社会
のあらゆる分野に還元できる研究をすることを大目標に据え、 
以前より抱いていた広告への関心を起点に、公共空間におけ
る掲示物の日本語に関する研究に取り組みました。
　研究の過程では幾度も迷走し、回り道も重ねましが、根気強
く進める中で、それまで散らばっていた点が1本の線に結び
付いた瞬間がありました。試行錯誤の末に“腑に落ち切った” 
快感を味わったあの一瞬は、生涯忘れないでしょう。一見、 
語学や教育には関係のない「広告」というジャンルを入口に、
最終的には日本語教育の分野だからこそ物申せる論文を執筆
することができたと思います。それは、一緒に頭を抱えながら
も最後まで私の興味に付き合ってくださった指導教員の先生
をはじめ、周りの支えと励ましがあったからこそです。
　研究をきっかけに広告業界を志望するようになり、修了後、
戦略PRを中心に広告事業を展開する会社に入りました。広告
の仕事は、世の中に情報を発信するコミュニケーションビジネ
スとして、あらゆる“言語”が軸となります。日研で培った、言語 
を多角的に捉える視点と柔軟な思考を強みに、人々の心に 
届くコミュニケーションの設計に励んでいます。

自身が目指す日本語教育を
真摯に考え続けた2年間が
教師としての揺るぎない芯に
　日研に入学したのは日本語教師になって10年目のタイミン
グでした。その前年に日研の公開講座に1年間通い、講義の
内容や先生の助言を通して、日本語教育学の理論と自身の実
践とが結び付く手応えがありました。それまで長く現場で感じ
てきた、学生と教師の間にあるズレや違和感について、もっと 
真剣に研究してみたいと考え、修士課程入学を志望しました。
　特に印象に残っている科目の一つが「日本語教育実践研
究（9）」です。これは早稲田大学日本語教育研究センターで 
留学生を対象に開講されている日本語科目「クリティカル・
リーディング」を実習の場とした実践研究科目で、院生自らが
授業デザインや教材作成、授業実習を担います。この科目を通
して、私の中にあった教師の役割に対する固定観念が覆され
たと同時に、学習する側の視点や考えについても理解を深め
られたことで、修士論文のテーマである「対話による実践授業
への試み」の研究へとつながりました。
　日研での2年間は、自らと向き合い「自分はどんな日本語教
育をしたいのか」を考え続けた時間でした。その過程を経て
定まった教育観は、日本語教育に携わる上での揺るぎない芯
となっています。今後も学習者の支援者として、個々の学生に
とってベストな教育を共に考え実践していきたいと思います。
また、留学生だけでなく、仕事や生活で日本語を必要とする人
への日本語教育にも携わりたいと考えています。

国籍も経歴も多様な学生たちが
互いの背景や経験を尊重し合い
議論を深められる環境が魅力
　韓国の大学で日本言語文化を専攻し、中でも各時代にお
ける日本語と社会の関係を考察する「社会言語学」に関心を 
持ちました。時代や社会の移り変わりとともに変化していく 
日本語や日本語教育について、日本に留学してさらに深く学び
たいと考え、日研への進学を希望しました。
　1学期目の「日本語教育学基礎演習」では学生3～4人が 
グループになり、毎週異なる先生から指導を受けながら、互い
の研究計画について検討を重ねました。研究に対する多様な
観点を先生方が提示してくださったことに加え、各学生が関心
のあるテーマが多様であるため、自身の視野を広げながら「私
が本当に取り組みたい研究は何だろう」と突き詰めて考える
ことができました。また、今学期に履修している実践研究科目
では、これまで私が言語教育に対して抱いていた「教師が生
徒に一方向的に教える」、「正しい日本語の表現が存在する」、

「完璧な文章を話す・書くことが最も大事である」といった 
先入観が根本から覆される経験を積むことができました。
　入学前は外国人の私が日本語母語話者と一緒に学んで 
いけるのか不安もありましたが、実際に授業を受けてみると、
留学生も日本人学生も垣根なく共に学び合う雰囲気があり、
不安なく研究を進めることができています。国籍や年齢、経歴
も多様な学生たちが、互いの背景や経験を尊重し合いながら
議論を深められる環境も、日研の魅力だと実感しています。

日本語教師として感じてきた
問題意識を起点に研究を進め
成果を現場に還元したい
　日本語教師として教壇に立つ中で、授業の進め方や自身の
役割について、課題や疑問を感じることが少なからずありま 
した。そうした場面で経験や勘に頼るのではなく、理論的に 
解決策を導き出せるようになりたいと考え、大学院で学ぶこと
を決めました。中でも日研を選んだのは、日本語教育を主専攻
として、言語教育政策から教材・教具も含め幅広く学ぶことが
できる点で私の希望に最も合致していたからです。
　授業を通して、今まで自分自身が狭い視野と凝り固まった
考えで日本語教育に従事していたことに気付かされ、「授業と
は」「教師とは」といった自らの教育観を問い続けています。 
修士論文では、教育現場で感じてきた問題意識をもとに、初級
段階での学習負担をシラバスの観点から軽減する試みに関す
る研究に取り組んでいます。長年積み重ねられてきた先行研
究やその成果をきちんと踏まえ、その上にわずかでも自身の
研究を積み上げることを目指しています。
　修了後は日本語教育の専門家として、教科書開発などに
も携わりたいと考えています。日研だからこそ得られる理論・
実践の両側面からの幅広い学びと気付きは、これから日本語 
教育に携わろうと考える人にとって確かな土台となるでしょう。 
また私がそうであるように、すでに日本語教育に従事している
人にとっても、新たな知見や経験を得て、キャリアの可能性を
広げる大きな転換点になると思います。
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カリキュラム

博士後期課程は、授業科目に関する必要単位はなく、指導教員による研究

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、学位論文の完成に注力しなければなりませ

ん。また、研究の遂行にあたっては、所定の研究倫理教育プログラムを受け

ることが求められます。

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

年以内に博士論文を提出することにより、審査および試験を受けることが

できます。
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2
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修了要件
３年以上在学し、論文完成のために必要な研究指導を受けたうえで、博士論文を提出し、資格審査、最終試験に合格した者に対して、「博士（日本語教育

学）」の学位が授与されます。カリキュラムは以下のとおりです。

入学 学期

修了

5

6

予備審査会用論文提出、予備審査会

学位申請論文提出、最終口頭試問
学位授与

研
究
指
導

紀要『早稲田日本語教育学』
当研究科では、年２回学術雑誌『早稲田日本語教育学』（紀要）を発
行し、研究活動を通じて得られる成果を発信しています。
以下のとおり、日本語教育学に関する幅広いカテゴリーを掲載して
おり、現役の修士課程・博士後期課程の在学生も投稿が可能です。
これまで多くの教員・在学生・修了生などの研究成果が発表され
ています。

【掲載論文種類】
（1）研究論文（査読あり）　　　 （2）展望論文（査読あり）　　　
（3）研究ノート                            （4）研究動向　　　　　　　
（5）書評　　　　　　　　　    （6）実践報告　
（7）新刊自己紹介

当 研究科博士後期課程では、日本語教育学の研究

者を育成します。入学時に指定した研究指導教員

の指導を受けながら、それぞれのペースで研究を進め

ます。授業科目の履修が必須ではないことから、日本

語教育の実践を積みながら研究を進めている学生も多

数います。また、博士後期課程在学生は、所定の選考を経て

本学CJLでインストラクターとして日本語授業を担当する

ことも可能です。
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博士後期課程 博士後期課程



　　　

　　　

以下は、これまでに当研究科に提出され、博士学位を授与されたすべての博士論文題目です。
日本語教育学の広がり、および、当研究科で研究できるテーマの多様性が見てとれます。
なお、2002年度以降の著者の許諾を得た論文および2013年度以降の全ての論文は、
早稲田大学リポジトリ（Webサイト）で公開されています。早稲田大学リポジトリ：https://waseda.repo.nii.ac.jp/

2006年～2010年 学位取得
●	行動を促す会話における待遇表現行為の研究	 	－相互行為的会話教育の基礎理論－／●	日本語教育における中上級漢字語彙教育の研究／	
●	「待遇コミュニケーション」における「敬語表現化」の考察		－待遇表現教育の観点から－／●	戦後日本語教育学とナショナリズム「思考様式言
説」に見る包摂と差異化の論理／●	「意思・希望」表現における丁寧さと「私的領域」との関係／●	婉曲表現の研究		－日本語教育における「ようだ・
みたいだ」「かもしれない」「だろう」を中心に／●	日本語オノマトペとその教育／●	遠隔チュートリアル接触場面に関する実証的研究／●	会話教育
における「自己表現」学習に関する考察		－「ロールプレイ」を用いた学習を中心に－／●	談話におけるバの機能に関する一考察		－表現教育のた
めの機能の「文脈具体化」という観点から－／●	Eメールによる「依頼」に対する「断り」の研究		－待遇コミュニケーション教育への応用に向けて－
／●	機能文型に基づく相談の談話の構造分析／●	教室文化論序説		－学習者と作る対話の教室と教師の役割－／●	日本語教育における接触場面
の規範研究		－管理プロセスと規範の動態性に関する考察－／●	因果関係を表す接続表現の日中対照研究／●	「待遇コミュニケーション」におけ
る「依頼」に対する「断り」の研究		－日台の言語行動の比較を中心に－／●	依頼場面における「謝罪」と「感謝」		－「待遇コミュニケーション」の観
点から－／●	「運用力につながる文法記述」試論		－モダリティ表現「ハズダ」の分析を通して－／●	東京語の動詞・複合動詞アクセントの習得		－北
京・上海方言話者を対象として－／●	日本語教師の意味世界と実践の関係性に関する研究		－オーストラリア初等中等教育機関の教師が語るライ
フストーリー分析をもとに－／●	移動する子どもたちの成長・発達を支えることばの教育の構築に向けて		－子どもの主体性が育む学びの可能性－
／●	人文系大学院留学生の文章課題遂行過程における調整行動／●	初級日本語学習者のための待遇コミュニケーション教育		－スピーチスタイル
に関する「気づき」を中心に－／●	ボランティアによる地域日本語活動の改善と発展に向けた研究		－素材集を媒介とした試みからの考察－／●	韓
国人日本語学習者の日本語リズム習得研究／●	接触場面のフォリナー・トークに関する実証的研究		－国内現職非母国語話者日本語教師の言語調
整行動－／●	中国朝鮮族の日本語教育の研究／●	留学生活における言葉の学びと日本語教育		－韓国人留学生のライフストーリーから－／●	イン
ターアクション能力育成を目指した会話教育		－教師と学習者による研究と実践の連携の必要性－  

2011年～2015年 学位取得
●	「対話的アセスメント」の意義と課題		－日本語教育における「実践研究」からの問い－／●	韓国人日本語学習者の要約作文における文章構造の
理解と表現		－日本語母語話者との比較－／●	漢字学習の「気づき」に関する考察		－日本の韓国学校の高校生を対象にした誤表記研究から－／	
●	講義理解過程におけるアカデミック・インターアクションに関する実証的研究／●	国際的人材としての日本語教師養成に向けて		－母語話者JFL
教師に望まれる資質の分析から－／●	日本語教育のための「形」「意味」「使用環境」を連動させた選好傾向の記述		－初級の類義表現を事例とし
て－／●	「初級文型の硬直化」を克服する口頭表現教育に関する考察		－評価的複合形式を持つ初級文型を中心に－／●	韓国の日本語教科書に
関する研究	 	－高等学校の教科書にみる日本観を中心に－／●	授業実践における日本語学習者のコミュニケーション観に関する研究		－「ありた
い自分」の実現を支援する教育を目指して－／●	日本語教師の成長の再概念化		―日本語教師のライフストーリー研究から―／●	言語教育として
の「自分の日本語」その意義と可能性		―「日本語人生」という物語の意味―／●	社会参加のための言語教育		－多元的社会における言語政策と
アイデンティティ管理のために－／●	戦後の国家と日本語教育		―国会会議録の分析を中心に―／●	中国の大学日本語専攻教育における学習環
境の構成と「学び」の実態		－新たな「ことばの力」の育成を目指して－／●	日本語教育における間接的言語行為に関する研究		－中国人日本語学
習者を対象として－／●	表現につないでいく力を支援するための「文法教育」の提案		－韓国高等教育機関の日本語文法教育の実態調査から－／	
●	書くという相互行為を支える日本語教育		－省察的対話がもたらす第二言語の獲得－／●	日本語教育における≪「言語」≫と≪「国籍」/「血統」≫	
の関係性		－「在日コリアン」として生まれ育った在韓日本語教師のライフストーリーから－／●	中国の大学専攻日本語教育は何を目指して来たか		－
日本語教科書と国語教科書との近似性・包摂に焦点を当てて－／●	タイ人日本語学習者の独話における助詞「ネ」の機能の研究／●	日本語学習者
における音韻習得に関する研究		―中国語方言話者のナ行音・ラ行音聴取を事例として―／●	短期留学生のソーシャル・ネットワーク形成と日本語
教育		―寮という実践コミュニティの参加分析―／●	中国の日本語教育と大学日本語専攻生の対日認識の形成に関する研究		―日本語教育にお
ける「個人」の意義―／●	接続表現とノダの統括機能に基づく文章・談話の展開的構造	 	－大学学部留学生のための講義の理解と新書の読解－	
／●	「注釈挿入」や「言い直し」はどのように実現されるか		―コミュニケーションの「全体」から「部分」をみる―／●	日本語教師性を構築する制度と日
本語教育		―教師主体の日本語教育の構想に向けて―／●	日本語教育における連語による学習の研究		―単語単位の語彙学習からの転換を目指し
て―／●	日本語教室における意味世界の協働構築とコミュニティの創造		―日本語学習者の相互行為と認識の変容を通して―／●	中国の大学日本語
専攻教育における卒業論文支援に関する実践研究		―支援活動を通した学習者の学びのプロセスをもとに―／●	日本語学習者における文法知識の
習得		―ガ格をマークする「は」と「が」を事例に―／●	日系ペルー人児童の複言語能力とアイデンティティに関する一考察		―日本語教育とバイリン
ガル継承語教育の観点の融合を目指して－
  

2016年～現在 学位取得
●	教科書からみた敬語教育の改善に関する研究		―中国の大学における日本語専攻教育の調査から―／●	日本語教育実践はどのように改善され
るか		―韓国での「ピア・サポート」の試みから―／●	評価プロセスの多様性の共有による待遇コミュニケーション教育に関する考察／●	「まなざし」
の観点から再考する子どもへの日本語教育実践		―実践者の「まなざし」の形成過程に着目して―／●	留学生エンロールメント・マネジメントと日本
語教育		―小規模大学の取組みを通して―／●	日本語教育のための情報収集の談話の展開方法		―韓国人日本語学習者の会話教育の提案―／
●	「コミュニケーションのメタ認知力」の向上を目指す日本語教育		―日本語の談話におけるメタ言語表現の分析を通して―／●	音声コミュニケー
ション教育の実践をとおした実習生の学び／●	日本語学習者は自らのことばの体系をどのように構築しているのか		―関連表現とみなした言語項
目を手がかりに―／●	ビジネス日本語の新しい定義と教育内容の再考		―ビジネス接触場面の当事者の意識に基づくビジネス日本語教育の内容
―／●	「複言語育児」を実践する親たちの意味世界		―共通了解の成立を目指す日本語教育の提言―／●	日本語の作文教育における文章構造の
研究		―韓国人学習者による「まとまりの欠如」の課題―／●	複数言語環境で生きる子どもの生活世界から構想する年少者日本語教育	／●	大学大
衆化時代における日本語教育の役割と可能性	―グローバルシティズンシップの育成をめざした研究と実践の試み―／●	「新しい能力」の教育とし
ての日本語教育における日本語教師研修		―現状の分析と実践を通しての研修モデルの構築―／●	「学習と人生のつながりの軸」の形成と意識
化をめざした日本語教育		―フランスの日本語専攻学生の移動性に注目して―／●	日本語教師の学び合いの場を協働構築する意義		―マレーシ
ア人教師と日本人教師による社会的実践活動の分析から―／●	新たな社会をつくる「成人教育(adult	education)としての日本語教育」の研究		―
在日パキスタン人コミュニティのことばの使用と学習のリアリティを軸として―／●	生活者のLifeを支える「ことばの学び」を促す地域日本語教育とは	
何か		―結婚移住女性のエスノグラフィー	から見る理念と方途―／●	日本語教育における産出的語彙学習を実現する教育的枠組み		―中国の大学
日本語専攻生の語彙学習の改善を事例に―／●	「コミュニケーション論」の視座に基づく第二言語教育・学習の研究の構想		―社会的視点からの談話
分析の射程と可能性―／●	留学生のキャリア形成を支援する大学日本語教育の役割		―キャリア形成プロセスの言語化を通じて―／●	外国人大学生
のための「キャリア日本語教育」の理論と実践		―「自己構成」の観点からみた「ビジネス日本語教育」への提言―／●	「学習者視点」に基づく「ことば
の多様性」の学習に関する研究		―「人称表現」における多様性を対象として―

博士論文題目

サイ ティ マイ
2016年4月博士後期課程入学　
ベトナムの大学に在学中、交換留学生として早稲田大学日本語教育研究センターに 
1年間留学。卒業後、ベトナムで日本語教師として働いた後、2014年に文部科学省の
奨学金を得て当研究科修士課程に入学。2016年に博士後期課程に進学し、ベトナム
で仕事をしながら博士学位取得を目指して研究活動に取り組んでいる。

博士課程
在学生

小林 友美
2017年9月博士後期課程修了
2005年國學院大學文学部日本文学科を卒業後、当研究科修士課程に入学。博士後
期課程に進んだ後、4年間、遠隔による研究指導や休学制度を活用しながら韓国・ 
慶星大学、釜山大学で教師を務め、教育経験を積むとともに外国語教育を学習者の 
立場で捉える機会を得る。修了後、立教大学日本語教育センターで教育講師として、
留学生の日本語教育の指導にあたっている。

博士課程
修了生
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博士後期課程 オンラインでの手厚い指導や
ゼミの仲間との交流を支えに
ベトナムで仕事と研究を両立中
　ベトナムの大学で日本語を専攻しましたが、発音の習得に 
苦戦し、適切な練習法もわからず悔しい思いをしました。途中 
1年間、早稲田大学日本語教育研究センターに留学し、発音の
授業を通して長年の悩みを解決することができ、それを機に 
日本語教師を志しました。大学卒業後、ベトナムで日本語教師と
して働いた後、私のように発音で悩む日本語学習者を支援でき
るようになりたいと、大学院進学を選択。修士、博士後期課程と
もに日本語教育の音声教育に関するテーマを選びました。
　博士後期課程に在学中の現在は、ベトナムで仕事をしなが
ら、ゼミ活動や研究に取り組んでいます。充実したオンライン 
教育の仕組みに加えて、日研の教育体制の柔軟さや指導教員
の寛大さにも支えられ、対面と同等の研究指導を受けることが
できています。仕事との両立に苦労することもありますが、ゼミ
の仲間とオンラインで研究の内容を考えたり議論したりする時
間がモチベーションの向上につながっています。
　日研での学びや出会いを経て、自身の明確な教育観を形成で
きたことは大きな成果です。また、海外での学会参加を通して、
世界各国の日本語教育関係者とネットワークを構築することが
できました。修了後は、日研で培った知識や研究成果、人脈を 
生かし、ベトナムの日本語教育に貢献したいと思います。特に、
発音のテキストの作成や、発音指導ができるベトナム人日本語
教師の養成に注力したいと考えています。

｢日本語教育に貢献する｣という
意思を持って研究と実践を重ね
研究者として、人として成長
　修士、博士後期課程を通して、自然談話の展開方法を分析
し、その結果をもとに授業案を考え、授業実践につなげる研究
活動に取り組みました。博士後期課程在籍中に4年間、遠隔に 
よる研究指導や休学制度を活用しながら韓国の大学に勤務し
たため、修了までは長い道のりとなりましたが、研究過程で実施
した活動が現場で肯定的に評価され、日本語の会話教育に対
する提案を見出せたことにやりがいを覚えました。また、韓国滞
在中は現地在住の日研出身の先生方に相談に乗っていただく 
機会も多く、日研のグローバル・ネットワークを心強く感じました。
　博士後期課程では視野をより広く保ち、自律的に研究に臨む
姿勢が求められます。私も日頃から、日本語教育に貢献すると 
いう大きな目的や、オリジナリティを意識しながら、周囲にアン
テナを張りつつ研究を進めることを心掛けました。指導教員の
丁寧な研究指導や、多様な背景を持つ院生たちからの刺激を励
みに、最後まで諦めずに完遂したことで、研究者・教育者として
だけでなく、人としても成長できたと思います。
　現在は立教大学日本語教育センターで教育講師の職に 
就き、母校である日研でも非常勤講師を務めています。こうして
今、教育現場での活動や研究に邁進できているのは、日研での
理論・実践の両方の学びが基盤にあるからです。修了後も温か
くご指導くださる先生方や、日研で出会った方々に支えられて、 
教育実践を続けていけることに感謝しています。



学位取得を目的とせず、当研究科の「日本語教育学理論研究」科目を履修し、単位を修得することができます。なお、当研究科には 

「研究生」という制度はありません。

●   外国人留学生の科目等履修生としての在留資格「留学」申請について、当研究科では、研究科設置科目に加え、本学日本語教育研究センター（CJL）設置
科目を履修し、所定の要件を満たした場合、在留資格「留学」の在留資格申請を行います。なお、CJL設置科目は、1単位につき聴講料36,400円※です。 
但し、履修科目の授業がオンラインで実施される場合、在留資格「留学」の申請に制約が生じる可能性があります。また、履修科目の授業が対面実施と
なった際に新型コロナウイルス等の影響で渡日できず本学キャンパスでの授業履修ができない場合は、入学辞退となります。詳細は入学試験合格者に
ご案内します。

●   4月入学者の在籍期間は1年間（春学期＋秋学期）のうち当研究科科目を履修する期間、9月入学者の在籍期間は半年（秋学期のみ）です。

●   出願時に申請した科目を自己都合で変更することはできません。

※2021年度のものです。2022年度以降改定される場合があります。

奨学金制度には、日本学生支援機構、地方公共団体、民間団体等の学外機関が提供する奨学金、早稲田大学内の全在学生を

対象とした学内奨学金の他、日本語教育学を専攻する学生の支援を趣旨とした当研究科独自の奨学金もあり、在学生の学修を

経済面からもサポートしています。特に一般社団法人尚友倶楽部のサポートにより創設された「尚友倶楽部奨学金」は、成績

優秀で、修了後も日本語教育への貢献が期待される人物を対象として、標準修業年限内の授業料相当額が全額給付されます。

奨学金受給者選考においては、各奨学金の設置趣旨にもとづき、学業成績や経済状況等を加味して決定されます。

奨学金 主な奨学金名 特色 奨学金額

学内奨学金

日研入学奨励奨学金
（給付）

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します。 400,000円/年

大隈記念奨学金
（給付）

本学の創立者大隈重信を記念し、建学の精神を顕揚
し、人材の育成に資することを目的とする奨学金で、
学業成績を重視して選考します。

400,000円/年

小野梓奨学金
（給付）

本学の創立当初の功労者小野梓を記念し、修学上、
特に経済的に困難な学生を援助することを目的とし
ます。

400,000円/年

小野梓外国人留学生奨学金
（給付）

修学上、特に経済的に困難な私費外国人留学生を援
助することを目的とします。 400,000円/年

私費外国人留学生授業料減免奨学金
（給付）

学業成績が優秀な私費外国人留学生であって、経済的
理由により修学に困難があると認められる学生を援助
することを目的とします。

半期分の授業料相当額

校友会給付奨学金
（給付）

卒業生組織である早稲田大学校友会の寄付からなる
奨学金で、家計困窮度ならびに学業成績を総合的に
勘案し採用します。

400,000円/年

博士後期課程若手研究者養成奨学金
（給付）

優秀な若手研究者を養成することを目的とする奨学
金で、4月1日時点で30歳未満の者のうち、資格を満
たす全員に支給されます。

600,000円/年
※対象者が予定数を超えた場合、
			減額のうえ全員に支給

尚友倶楽部 尚友倶楽部奨学金
（給付）

一般社団法人尚友倶楽部から日研生に支給される
奨学金です。成績優秀で、修了後も日本語教育に貢献
できる者が選ばれます。

学費相当額

JASSO
奨学金

学習奨励奨学金
（給付）

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
留学生を支援します。

48,000円/月

日本学生支援
機構奨学金
（日本国籍・
永住者の
学生対象）

第一種奨学金
（貸与/無利子）

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です。

修士：50,000円/月または88,000円/月

博士：80,000円/月または	122,000円/月

第二種奨学金
（貸与/有利子）

50,000円/月～150,000円/月より

選択

特に優れた業績による返還免除制度
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
される奨学制度です。

貸与総額の100％または50％の返還

免除

当研究科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 Webサイトを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html 

履修可能科目区分 春学期 秋学期 聴講料

日本語教育学理論研究 1～3科目 1～3科目 1科目（2単位）につき106,800円※

募集人数　若干名

出願資格
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． 大学改革支援・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

※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、原則として出願締切日の1か月前までに申請する必要があります。

入学時期 2021年9月入学 2022年4月入学 2022年9月入学

出願期間 2021年6月7日（月）～6月14日（月） 2021年12月7日（火）～12月14日（火） 2022年6月6日（月）～6月13日（月）

選考 2021年7月10日（土） 2022年1月22日（土） 2022年7月		9日（土）

合格者発表 2021年7月12日（月） 2022年1月24日（月） 2022年7月11日（月）

入学手続締切 2021年7月30日（金） 2022年2月10日（木） 2022年7月29日（金）

試験日程

2 0 2 12 0 2 1

奨学金科目等履修生



修了生の就職活動や就労体験談を通して、自らの将来について考えるためのセミナーを年に2回開催しています。

当研究科の修了生は、日本語教育に関する理論構築と実践活動の往復により、多様な言語・文化・価値観を受け入れる広

い視野と高度なコミュニケーション力を身につけ、日本語教師としてはもちろんのこと、行政・国際機関や学校職員、一般

企業も含めた様々な分野で活躍しています。このセミナーでも、毎年多様な分野で活躍する修了生を招き、それぞれの進

路選択の理由や、日本語教育の知見が各分野でどのように役立っているかについて語っていただいています。

日研キャリアセミナー「ようこそ先輩」

2019年度大学院生奨学金
新規採用状況（早稲田大学全体）

在学者数（2020年9月現在）

修士課程 102名

博士後期課程 39名

計141名

志願者数・合格者数・入学者数
入学年度 入学時期

修士課程（一般入学試験） 博士後期課程（一般入学試験） 一般科目等履修生
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

2018
4月 69 28 27 14 7 7 21 14 9

9月 58 14 13 10 2 2 13 5 5

2019
4月 87 29 27 11 3 2 13 8 8

9月 53 11 11 3 0 0 6 5 4

2020
4月 94 23 22 7 3 3 13 12 9

9月 44 13 11 3 0 0 10 6 4

修了後の主な進路（公開の許諾を得たものの中から主な進路を抜粋）

修士課程
＜教育・研究機関＞
ISI学園長野ビジネス外語カレッジ、（株）アークアカデミー、国際言語文化アカデミア、グルノーブル・アルプ大学（フランス）、国際青年交流学園イースト 
ウエスト日本語学校、さくら国際学園、サスカチュワン大学（カナダ）、至誠館大学、実践女子大学、首都大学東京、正和学園、津田塾大学、東京聖栄大学、 
東京電機大学、東洋大学、長岡技術科学大学、日本大学、ヌエボ・レオン州立大学（メキシコ）、（株）野村総合研究所、釜山大学校（韓国）、マカレスター大学

（アメリカ）、武蔵野大学、山野日本語学校、レーゲンスブルク大学（ドイツ）、早稲田大学

＜一般企業等＞
イオンリテール（株）、（独）国際交流基金、（株）エス・エム・エス、NTTラーニングシステムズ（株）、花王（株）、（株）Gerson Lehrman Group、中信出版集団 

（中国）、ソニー（株）、豊田通商（株）、（株）ニチイ学館、（財）日本国際協力センター（JICE）、日本システム技術（株）、ヒューマンアカデミー（株）、ヒューマン 
ライフケア（株）、楽天（株）

博士後期課程
＜教育・研究機関＞
青山学院大学、秋田大学、韓国外国語大学校（韓国）、関西学院大学、群馬大学、国立国語研究所、上智大学、シンガポール国立大学（シンガポール）、 
淡江大学（台湾）、中京大学、中山大学（中国）、東京大学、東京学芸大学、東京福祉大学、日本大学、名古屋大学、広島工業大学、法政大学、北海道情報大学、 
香港大学（香港）、山口大学、立教大学、早稲田大学

※専門職学位課程は修士課程に含む
※留学生を除く

修士課程
在学者数 4,246名
希 望 者 1,237名
採 用 者 994名
採 用 率 80.4％  

博士後期課程
在学者数 759名
希 望 者 427名
採 用 者 407名
採 用 率 　　95.3％

採 用 
95.3％

希望者数
427名

不採用
4.7％

日研での学びがより楽しく
豊かになる貴重な機会

小松 美咲紀 （2019年4月入学）

大学院に進学するにあたり、日研で学ぶ間は、

自分の研究を進める為にも、また、日本語教師

としての知見を広める為にも、学業に十分に

時間を費やしたいと考えておりました。日研に

入学し、自分が学ぶべきことや学びたいことが

日々増えていく中で奨学金の受給を考えてい

た際に、尚友倶楽部奨学金に採用していただ

きました。入学前は、奨学金は学業に専念する

為に必要なものとして考えていましたが、実際

には学びに対する姿勢や気持ちの面で大きな

影響を受けました。奨学金をいただいて学ぶこ

とができているということを自覚することで、よ

り気が引き締まり、学びにより真摯に向き合わ

なければという気持ちにつながりました。奨学金を通して、研究や学びを深めて日

本語教育に貢献したいという気持ちがより強くなったことで、日研での学びがさらに

楽しく豊かになりました。

修士課程
在学生

・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・

採 用
80.4％

不採用
19.6％

希望者数
1,237名

国・
地域別 年齢別

韓国 
5人
3%

台湾
4人
3%

ベトナム
1人
1%

中国 
51人
36%

日本
80人
57%

25歳以下
62人

44％

30～39歳
35人
25％

50歳以上
12人
9％

26～29歳
16人

11％

40～49歳
16人
11％

2 2 2 32 2 2 3

各種データ奨学金



2021年9月入学
一般入学試験

学内選抜入学試験（第1回） 学内選抜入学試験（第2回） 海外指定大学特別選考
国内出願 国外出願

出願期間 2021年4月5日（月）～4月9日（金） 2020年8月31日（月）～9月4日（金） 2021年4月5日（月）～4月9日（金） 2020年8月31日（月）～9月4日（金）

第1次選考合格者発表 2021年5月19日（水） ― 2020年10月14日（水） 2021年5月19日（水） ―

第2次選考 2021年6月5日（土）～6月6日（日） ― 2020年10月31日（日）～11月1日（土） 2021年6月5日（土）～6月6日（日） ―

最終合格者発表 2021年6月		9日（水） 2020年11月		4日（水） 2021年6月		9日（水） 2020年11月		4日（水）

入学手続締切 2021年6月30日（水） 2020年11月27日（金） 2021年6月30日（水） 2021年		2月19日（金）

修士課程

入試日程
以下の日程は予定です。最新の情報はWebサイトでご確認ください。

当研究科は、セメスター制により各学期の開始（4月入学・9月入学）に合わせた年2回の入試を実施しています。選考はAO方式に

よる総合選抜方式で、入学者の出身学部は問いません。文学・教育学のほか、社会科学や理工学系等様々な学部の出身者

が入学しています。また、在学生の約4割を世界各国からの留学生が占めています。

入学時期 入学試験名 出願資格 選考方法

4月・9月

一般入学試験
（国内出願）

（コースⅠ）以下「一」～「六」のいずれか一つに該当することが必要です。
一	日本の大学を卒業した者、もしくは当研究科入学までに卒業見込みの者
二	日本の大学改革支援・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、当研究科入学までに
				２２歳に達する者
※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、原則として出願締切日の1か月前までに申請する必要があります。

（コースⅡ）	コースⅡに出願する場合は、上記に加えて以下「一」～「三」のすべてに該当することが必要です。また、コースⅡは4月入学
のみ募集を行います。
一	出願時に学校*や行政機関の教職員として在職していること
二	１年間の休職が認められることが見込まれること
三	修士課程２年目は復職し、就業しながら在学する見込みであること
※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

第1次選考：書類審査
第2次選考：筆記試験・面接試験

一般入学試験
（国外出願）

書類審査のみ
（国内出願者の提出書類に加え、国外出
願者用の課題及びプレゼンテーション動
画等を提出する必要があります）

学内選抜
入学試験

以下のすべてに該当することが必要です。
・	研究科の定める時期に早稲田大学の各学部を卒業見込であること（各試験によって異なります。詳細は入学試験要項を参照ください）。
・	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、本学学内の教員（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。

第1次選考：書類審査
第2次選考：筆記試験・面接試験

海外指定大学
特別選考

研究科の定める国・地域（*）における本学協定校の中から、当研究科修士課程修了生がいる大学（以下、指定大学）を対象に行う入学試
験です。以下のすべてに該当することが必要です。	 ＊中国、香港、台湾、韓国
・	入学の意思：当研究科を第一希望とし、入学を強く志す者。
・	在学している大学：指定大学の学部４年制課程に在学していること。
・	学歴：指定大学を当研究科が指定する時期に卒業することが見込まれる者。

書類審査のみ

修士課程

入学時期 入学試験名 出願資格 選考方法

4月・9月	

一般入学試験
（国内出願）

以下「一」～「五」のいずれか一つ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までに取得見込みの者
三　文部科学大臣の指定した者
四　国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者、または当研究科入学までに取得見込みの者
五　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、当研究科入学までに２４歳に達する者
※上記「五」の個別の入学資格審査を受ける場合には、原則として出願締切日の1か月前までに申請する必要があります。

第1次選考：書類審査
第2次選考：筆記試験・面接試験

一般入学試験
（国外出願）

第1次選考：書類審査
第2次選考：ZOOM等による	
オンライン面接試験

博士後期課程

◆入試説明会
2021年7月17日（土）および2022年1月15日（土）に入試やカリキュラムに関する説明会を開催する予定です。当研究科Webサイトで詳細をご確認ください。
　　
◆入学試験に関するお問い合わせ
早稲田大学大学院日本語教育研究科 入試係　E-mail:gsjal@list.waseda.jp
入学試験に関するよくあるご質問を当研究科Webサイトに掲載しています。併せてご参照ください。 
https://www.waseda.jp/fire/gsjal/applicants/faq/

2022年4月入学
一般入学試験

学内選抜入学試験（第1回） 学内選抜入学試験（第2回） 海外指定大学特別選考
国内出願 国外出願

出願期間 2021年8月30日（月）～9月3日（金） 2021年4月5日（月）～4月9日（金） 2021年8月30日（月）～9月3日（金） 2021年4月5日（月）～4月9日（金）

第1次選考合格者発表 2021年10月13日（水） ― 2021年5月19日（水） 2021年10月13日（水） ―

第2次選考 2021年10月30日（土）～10月31日（日） ― 2021年6月5日（土）～6月6日（日） 2021年10月30日（土）～10月31日（日） ―

最終合格者発表 2021年11月		3日（水） 2021年6月		9日（水） 2021年11月		3日（水） 2021年6月		9日（水）

入学手続締切 2021年11月26日（金） 2021年6月30日（水） 2021年11月26日（金） 2021年7月21日（水）

博士後期課程
2021年
9月入学

一般入学試験

国内出願 国外出願

出願期間 2021年5月31日（月）～6月7日（月）

第1次選考合格者発表 2021年6月30日（水）

第2次選考 2021年7月10日（土）～7月11日（日）

最終合格者発表 2021年7月12日（月）

入学手続締切 2021年7月30日（金）

2022年
4月入学

一般入学試験

国内出願 国外出願

出願期間 2021年11月30日（火）～12月7日（火）

第1次選考合格者発表 2022年1月12日（水）

第2次選考 2022年1月22日（土）～1月23日（日）

最終合格者発表 2022年1月24日（月）

入学手続締切 2022年2月10日（木）

2022年
9月入学

一般入学試験

国内出願 国外出願

出願期間 2022年5月30日（月）～6月6日（月）

第1次選考合格者発表 2022年6月29日（水）

第2次選考 2022年7月9日（土）～7月10日（日）

最終合格者発表 2022年7月11日（月）

入学手続締切 2022年7月29日（金）

2022年9月入学
一般入学試験

学内選抜入学試験（第1回） 学内選抜入学試験（第2回） 海外指定大学特別選考
国内出願 国外出願

出願期間 2022年4月4日（月）～4月8日（金） 2021年8月30日（月）～9月3日（金） 2022年4月4日（月）～4月8日（金） 2021年8月30日（月）～9月3日（金）

第1次選考合格者発表 2022年5月18日（水） ― 2021年10月13日（水） 2022年5月18日（水） ―

第2次選考 2022年6月4日（土）～6月5日（日） ― 2021年10月30日（土）～10月31日（日） 2022年6月4日（土）～6月5日（日） ―

最終合格者発表 2022年6月		8日（水） 2021年11月		3日（水） 2022年6月		8日（水） 2021年11月		3日（水）

入学手続締切 2022年6月22日（水） 2021年11月26日（金） 2022年6月22日（水） 2021年		2月25日（金）

課程 専攻 定員（4月入学・9月入学の合計） 学位名称

修士課程 日本語教育学専攻 50名
和文：修士（日本語教育学）
英文：Master	of	Arts	in	Japanese	Applied	Linguistics

博士後期課程 日本語教育学専攻 15名
和文：博士（日本語教育学）
英文：Doctor	of	Philosophy	in	Japanese	Applied	Linguistics

募集人員・学位

試験の詳細は出願される前に必ず当研究科Webサイトの各入学試験要項をご確認ください。なお、変更が生じた場合は、当研究科Webサイトでお知らせします。

入試の種類及び選考方法

◆一般科目等履修生入学試験
20ページおよび当研究科Webサイトの入学試験要項をご参照ください。

◆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）
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

その他の入学試験

修士課程
年次 学期 入学金 授業料 実験

演習料
学生健康増進
互助会費 校友会費 合計

1 年
１ 200,000 円 433,500 円 21,000 円 1,500 円 656,000円

２ － 433,500 円 21,000 円 1,500 円 456,000円

2 年
３ － 533,500 円 21,000 円 1,500 円 556,000円

４ － 533,500 円 21,000 円 1,500 円 40,000 円 596,000円

2,264,000円

博士後期課程
年次 学期 入学金 授業料 学生健康増進

互助会費 合計

1 年
１ 200,000 円 332,500 円 1,500 円 534,000 円

２ － 332,500 円 1,500 円 334,000 円

2 年
３ － 432,500 円 1,500 円 434,000 円

４ － 432,500 円 1,500 円 434,000 円

3 年
5 － 432,500 円 1,500 円 434,000 円

6 － 432,500 円 1,500 円 434,000 円

2,604,000 円

入学金・学費・諸会費［2021年入学者（予定）］

当研究科Webサイトからダウンロードしてください。  https://www.waseda.jp/fire/gsjal/applicants/admission/

入学試験要項・願書

2 4 2 5

入試情報 入試情報



池上 摩希子教授　IKEGAMI, Makiko
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」「教員養成」
■1 お茶の水女子大学大学院人文科学研究科修士課程。修士 

（日本言語文化学、お茶の水女子大学）。 ■2 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。 ■3 『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、「「教える／教え
られる」関係を越える教室」（共著）『公共日本語教育学―社会を
つくる日本語教育』くろしお出版など。

蒲谷 宏教授　KABAYA, Hiroshi
「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」

（人間関係+場）「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」
■1 早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程。博士（文学、 
早稲田大学）。 ■2 早稲田大学語学教育研究所助手・専任講師、 
日本語研究教育センター助教授・教授を経て、2001年より現職。 
■3 『敬語表現』（共著）大修館書店、『敬語表現教育の方法』（共著）
大修館書店、『敬語表現ハンドブック』（共著）大修館書店、『待遇
コミュニケーション論』大修館書店、『敬語マスター』大修館書店、

『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』（編著）朝倉書店、

『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』第11号など。

川上 郁雄教授　KAWAKAMI, Ikuo
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
「移動する子ども」学、「年少者日本語教育学」
■1 大阪大学大学院文学研究科博士後期課程。博士（文学、大阪
大学）。 ■2 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。 ■3 『「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、『移動とことば』（共編）くろしお出版など。

小林 ミナ教授　KOBAYASHI, Mina
「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、実際に言葉が他のリソース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・デザインや
教室活動の内容や方法についても考えていきます。

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」
■1 名古屋大学大学院文学研究科博士後期課程。博士（文学、名
古屋大学）。 ■2 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年より現職。 ■3 『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 よくわかる教授
法―「コース・デザイン」から「外国語教授法の史的変遷」まで』ア
ルク、「複言語・複文化時代の日本語教育における日本語教師養
成」『複言語・複文化時代の日本語教育』凡人社、「日常会話にあ
らわれた「ません」と「ないです」」『日本語教育』125号など。

小宮 千鶴子教授　KOMIYA, Chizuko
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、②それらがどのように使われているか
を記述する研究、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」
■1 早稲田大学大学院文学研究科修士課程。修士（文学、早稲田大
学）。 ■2 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。 ■3 『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、

『テキスト日本語表現』（共著）明治書院、『表現と文体』（共編著）
明治書院、「留学生のための「経済の基礎的専門連語」の有効性」

『日本語教育』159号、「経済のにほんご」（http://keizai-nihongo.
com/）など。

舘岡 洋子教授　TATEOKA, Yoko
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」
「教師教育研究」
■1 早稲田大学大学院教育学研究科博士後期課程。博士（学術、 
早稲田大学）。 ■2 アメリカ・カナダ大学連合日本研究センター専任 
講師、東海大学留学生教育センター助教授・教授を経て、2007年
より現職。 ■3 『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』（編著）ココ出版など。 

戸田 貴子教授　TODA, Takako
コミュニケーションにおける日本語の音声特徴とその教育に
ついて、理論と実践の両側面から考察し、これまで母語干渉に
主眼が置かれていた音声習得の実態を学習者要因・社会的
要因等も視野に入れて捉え直します。また、近年の情報通信
技術の革新をふまえ、ICT（Information and Communication 
Technology）を活用した教育を実践し、大規模公開オンライン
講座（MOOC）のJapanese Pronunciation for Communication
の開発・運用をとおして、日本語学習者の学びを支援し、今後
のオンライン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」
「ICT活用教育」
■1 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。Ph.D（言語学、 
オーストラリア国立大学）。 ■2 オーストラリア国立大学Lecturer、筑波大学専任
講師を経て、2006年より現職。 ■3 『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、『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、『일본어 발음 
레슨』Seoul: Nexus Press、『让你沟通自如的日语发音课本』世界图书出版公司、 
Second Language Speech Perception and Production: Acquisition of Phonological 

Contrasts in Japanese. MD:University Press of America、 Pronuncia e Accento 

nella Lingua Giapponese: Teoria ed Esercizi（共著）。Japanese Pronunciation for 
Communication.（https://www.edx.org/ ）など。

福島 青史教授　FUKUSHIMA, Seiji
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」
■1 早稲田大学大学院日本語教育研究科博士後期課程。博士（日本 
語教育学、早稲田大学）。 ■2 JICA海外開発青年、国際交流基金 
日本語上級専門家を経て、2018年より現職。 ■3 『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、『複言語・複文化主義と
は何か - ヨーロッパの理念・状況から日本における受容・文脈化へ』

（共著）くろしお出版、「イングランドのカリキュラム改革と日本語
教育－初等教育への外国語教育必修化を中心として－」『国際交
流基金日本語教育紀要』11（共著）など。

宮崎 里司教授　MIYAZAKI, Satoshi
現在の研究課題は、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、「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実践
課題を探求しています。あわせて、言語教育政策や移民政策
などの観点から、日本語教育の支援が行き届かない技能実習
生、夜間中学在籍者、外国人医療福祉従事者、外国人受刑者
などへの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ています。

研究課題
「持続可能な移民政策」「オンライン日本語教育」
「第二言語習得」
■1 モナシュ大学（オーストラリア）博士課程。Ph.D（応用言語学、 
モナシュ大学）。 ■2 モナシュ大学講師を経て、2004年より現職。 
天津外国語大学・東京大学客員教授、日越大学日本語教育プログラ
ム総括を兼務。 ■3 『外国人力士はなぜ日本語がうまいのか』（明治 
書院）、『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）明治書院、『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』（編著）くろしお出版、『外国人介護職への
日本語教育～ワセダバンドスケール（介護版）を使った教え方』（編
著）日経メディカル出版、『持続可能な大学の留学生政策―アジア各
地と連携した日本語教育に向けて』（共編著）明石書店など。

李 在鎬教授　LEE, Jae-Ho
様々なデータを統計的な方法で分析することをとおして、日本
語教育学に貢献する研究をしています。具体的には、１）コー
パスのような大規模なデータベースを使い、語や表現の使い
方の傾向性を明らかにする研究、２）テストの得点を分析する
ことで、日本語学習者の言語能力をはかる研究、３）インター
ネット上のシステムを使って文章や語の特徴を明らかにする
研究などです。これらの研究や調査をとおして、日本語学習
者のための教材開発、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
「言語テスト」「コーパスを利用した日本語教育研究」
「ICTによる教育支援」「データ準拠の応用言語学」
■1 京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程。博士（人間環
境学、京都大学）。 ■2 （独）情報通信研究機構研究員、（独）国際交流
基金研究員、筑波大学人文社会系准教授を経て、2016年より現職。 
■3 『ICT×日本語教育：情報通信技術を利用した日本語教育の理
論と実践』（編著）ひつじ書房、『文章を科学する』（編著）ひつじ
書房、『日本語教育のための言語テストガイドブック』（編著）くろ
しお出版、『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、『コーパス分析に基づく認知言語学的構文研究』ひつじ書房

2 6 2 7

教員紹介 ■1 最終学歴・学位  ■2 職歴  ■3 主な著書・論文



日本語教育をさらに専門的に学びたいと考えている方、異なる専門分野から日本語教育に
関わっている方、現場で感じる課題や疑問について話し合いたい方等を対象としています。

（本講座は日本語教育に関する基礎知識を有している方を想定しています。）講義は早稲
田大学のLMS（ラーニング・マネージメント・システム）のWaseda Moodleおよび遠隔会議
システムZoomを利用し、以下の3つの活動を行います。

日本語教育推進法の施行（2019年）からもうかがえるように、国内外の多言語・多文化は新たな段階に入ったといえます。様々

な領域でこれまで以上に日本語教育学の知見が必要となるでしょう。当研究科ではこの機会を捉え、これまでの一般参加者向け

公開講座の内容と方法を一新しました。すべてのコースにオンラインで参加でき、日本語教育学が関わる諸問題を、最新の研究

成果を元に参加者とともに考えます。日本語教師、市民ボランティア、地域コーディネータ、学校教職員、介護・看護の専門職、自

治体職員など、日本語教育の知見が必要な現場に関わるすべての方、または、そのような現場に関心のある方を対象とし、「未来

を創る日本語教育」に迫ります。以下に記載する「講義型」と「ワークショップ型」から、それぞれの目的に合わせてコースをお選

びください。

◆講座内容の詳細・受講のお申し込みは
　Web サイトをご参照ください。
　https://www.waseda.jp/fire/gsjal/open-2/

春学期  5テーマ10セッション　（ライブセッションは全て土曜日13：00–14：30に実施）

テーマ
セルフラーニング／

ディスカッション
ライブセッション

講師
（1） （2）

1 新しい日本語教育の捉え方： （1）外国人就労者と日本語教育 （2）移民政策と日本語教育関連法 4月  5日（月）～ 4月18日（日） 4月10日（土） 4月17日（土） 宮崎 里司

2 世界の日本語教育： （1）人の移動とことば （2）行動中心アプローチの考え方 4月19日（月）～ 5月16日（日） 4月24日（土） 5月15日（土） 福島 青史

3 学習環境デザイン： （1）学びの場のデザイン （2）教室における協働の学び 5月24日（月）～ 6月13日（日） 5月29日（土） 6月12日（土） 舘岡 洋子

4 音声学と日本語教育： （1）伝わる発音とは （2）発音の上達の秘訣 6月14日（月）～ 6月27日（日） 6月19日（土） 6月26日（土） 戸田 貴子

5 語彙論と日本語教育： （1）どんな語を学ぶか （2）語彙学習を楽しく 7月12日（月）～ 7月25日（日） 7月17日（土） 7月24日（土） 小宮 千鶴子

秋学期  5テーマ10セッション　（ライブセッションは全て土曜日13：00–14：30に実施）

テーマ
セルフラーニング／

ディスカッション
ライブセッション

講師
（1） （2）

1 「移動する子ども」と日本語教育 : （1）「JSLバンドスケール」の実践観 （2）「移動する子ども」学を考える 9月27日（月）～ 10月10日（日） 10月  2日（土） 10月  9日（土） 川上 郁雄

2 地域社会と日本語教育： （1）「教える・学ぶ」を問い直す （2）「リテラシー」を問い直す 10月11日（月）～ 10月24日（日） 10月16日（土） 10月23日（土） 池上 摩希子

3 待遇コミュニケーション教育： （1）「敬語」を乗り越える （2）「行動展開表現」を考える 11月  1日（月）～ 11月14日（日） 11月  6日（土） 11月13日（土） 蒲谷 宏

4 コミュニケーションと文法： （1）「状況」の中で言語をとらえる （2）「教える単位」を考える 11月15日（月）～ 12月  5日（日） 11月20日（土） 12月  4日（土） 小林 ミナ

5 評価と日本語教育： （1）大規模テストによる評価 （2）クラス活動としての評価 12月  6日（月）～ 12月19日（日） 12月11日（土） 12月18日（土） 李 在鎬

講義型（コースA）

自身の現場（教育、医療、サービス、地域等）の課題を日本語教育の観点から考えたい方、日本語教育に関する実践的なスキルを学びたい方などを対象にした、 
より具体的かつ実践的な課題解決型のオンラインワークショップです。1回2時間、ワークショップ形式による3～6回のオンラインセッションを実施します。

ワークショップ型（コースB）

※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。
※開講前、開講中に受講をとりやめた場合でも、原則として受講料の返金はいたしかねます。
※講座最少開講人数（講座型・15 名、ワークショップ型・5 名）に達さず、開講しない場合は原則 10 日前に 
　電子メールでご連絡のうえ、お支払いいただいた受講料を返金します。
※各講座の開講時間、講座内容、担当講師は次年度以降変更となる場合があります。

〈注意事項〉

・ 受講料 通年（春・秋）：100,000円　半期：60,000円　　定員60名（最少開講人数：15名）

・ 受講料 通年（春・秋）：100,000円　半期：60,000円　　定員60名（最少開講人数：15名）

・ 最少開講人数：5名
・ 講師所属、ワークショップごとの対象、開講形式等はWebサイトをご参照ください。セルフラーニング 講義動画、参考資料等を利用し、テーマについて

独習します。

ディスカッション BBS（電子掲示板）を利用し、講義動画で指定された
課題や参加者の現場の課題について議論します。

ライブセッション Zoom を利用し、講義内容、BBS での議論、
質問などについて、双方向で話し合います。

※ 講義動画、BBSは、月曜日に公開され、どの時間でも利用可能です。 
Zoomによるライブセッションは、土曜日の午後（13:00-14:30）に行います。

セルフ
ラーニング
講義動画、参考資料

ライブ
セッション

Zoom

ディス
カッション
BBS（電子掲示板）

※受講に際しては、オンライン講義への参加が可能な環境（PC端末・インターネット通信など）をご準備いただきます。

日程 時間 講師 受講料 定員

5月8日（土）、5月15日（土）、5月22日（土）、5月29日（土）、6月12日（土）、6月19日（土） 15:00 ～ 17:00
宮崎 里司、中野 玲子、三沢 萌夏、

石川 沙恵子、草野 晴香
36,000円（全6回） 30名

① 外国人技能実習生・特定技能就労者向け日本語指導
技能実習生をはじめとする外国人就労者向けの日本語教育に関心を持つ方を対象に、日本語教育の実践現場の紹介、使用教材、能力評価や教師研修について、さまざまな活動を通して考
えていきます。

日程 時間 講師 受講料 定員

9月4日（土）、9月11日（土）、9月18日（土）、9月25日（土） 10:00 ～ 12:00 舘岡 洋子、藤原 恵美、竹内 雪乃 24,000円（全4回） 20名

② 「日本語教師」の専門性とキャリアについて考える
参加者が自分のフィールド（学習者・教室・学習環境など）で日本語教師としてどんなことをしているか、またどうするべきなのかを話し合いながら、今後日本語教師として何を学び、何を目指
していくかを考えていきます。

日程 時間 講師 受講料 定員

10月3日（日）、10月10日（日）、10月17日（日） 10:00 ～ 12:00 福島 青史 18,000円（全3回） 20名

③ CEFRに基づく言語教育を考える―社会参加のために―
Candoステイトメントやタスクを例にして、CEFRに基づく言語教育について理解し、今、行っている日本語教育や外国語学習にその考えを取り入れることを目標にします。
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多様な学習機会 オンライン講座：
未来を創る日本語教育−理論と実践−



早稲田キャンパス

19号館（西早稲田ビルディング）
当研究科の各施設があります。

第1自習室（PC室）
自習用として当研究科在学生が使用可能なPCお
よびプリンターが設置されています。

第2自習室
当研究科在学生の個人用ロッカー、参考図書、コピー
機等が設置されています。

修士論文閲覧PC（第2自習室内）
当研究科修了生の修士論文を閲覧できます。

ゼミ室・研究指導室
当研究科在学生の研究活動（研究会、研究指導 等）
のための施設です。

リフレッシュゾーン
コピー機、自動販売機、電子レンジ等が設置されて
います。

庭園
19号館に隣接しており、昼食や休憩等に利用でき
ます。

早稲田キャンパス

22号館
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（CJL）の施設があり、当研究科在学生の実践研究の実習も行われます。

学生読書室
充実した日本語教育関連蔵書を利用できます。　

防音室
音声研究等のための施設です。
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施設案内
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ACCESS

早稲田通り

東京メトロ東西線
高田馬場駅出入口

都バス（学バス）
早大正門行

都バス（学バス）
西早稲田

東京メトロ東西線

都電荒川線

都バス
西早稲田

都バス（学バス）
  馬場下町

新
宿
↓

↑
池
袋

↑
池
袋

東
京
メ
ト
ロ
副
都
心
線

西
武
新
宿
線

Ｊ
Ｒ
山
手
線

明
治
通
り

（旧・大久保キャンパス）

龍泉寺
穴八幡

面影橋駅 早稲田駅

都バス（学バス）
早大正門

東京メトロ東西線
早稲田駅出入口

渋
谷
↓

都バス早稲田

大手町→

早稲田
キャンパス

西早稲田
キャンパス

西
早
稲
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