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「わせだ日本語サポート」とは？
「わせだ日本語サポート」は、早稲田大学で学ぶ留学生の日本語学習や日本語を使った学生生活を応援する
ため、早稲田大学日本語教育研究センターに設置されました。ここでは、日本語教育研究科の大学院生スタッ
フが来訪者の日本語学習に関わるサポートを行います。早稲田大学所属の方なら誰でも利用できます。日本語
学習のサポートを必要としている方の来訪をお待ちしています。

「わせだ日本語サポート」でできること

1. 日本語学習のアドバイジング
日本語学習の方法や計画に関する相談ができます。日本語を勉強しているけどなかなか上手にならない、自
分に合った学習方法が見つからない、今後の学習計画を立てたいなど、日本語学習に関して困っていること、悩
んでいること、新しくやってみたいことなどがあれば、スタッフが来訪者と一緒に考えます。

2. 日本語学習に関する情報の収集
日本語学習に役立つ様々な情報が入手できます。日本語学習のための教材を知りたい、インターネットで日本
語を学習したいがどうすればよいかわからない、国際交流イベントについて知りたいなど、日本語学習に関する
情報を入手したい場合、適切な学内の機関やサービス、WEB 教材などのリソース情報をわかりやすく紹介します。

3. 日本語に関する質問
わせだ日本語サポート内の「日本語相談デスク」では、日本語そのものに関する質問ができます。文法の意
味やことばの使い方がよくわからない、日本語の表現が正しいかどうかチェックしたい、日本語で読んだ文章
の内容を確認したいなど、日本語に関してよくわからないこと、自信がないことなど、様々な疑問を一緒に解
決します。
このように、「わせだ日本語サポート」では、来訪した留学生一人ひとりの日
本語学習の問題を共に考え、その人に合った学習を進めていくためのサポートを
行います。継続的なサポートを通じ、自律的な日本語学習が実現できるよう、留
学生たちを支えています。

「わせだ日本語サポート」2013年度の利用案内
開室期間
曜日・時間
場

所

◆ 春学期：2013 年 4 月 9 日－ 8 月 2 日
毎週火・金曜日

14：00 － 17：30

◆ 秋学期：詳しい情報は、日本語教育研究センターのホームページをご覧ください。
早稲田大学

早稲田キャンパス

22 号館 8 階 821 号室
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あなたのテーマを発見する場所

早稲田大学大学院日本語教育研究科

教授

細川 英雄

わせだ日本語サポートがはじまって、2 年が過ぎました。専用の部屋もでき、大学院日本語教育研究科の
院生たちが日々応対しています。早稲田大学に来て、どんなふうに勉強したいか、どのように日本語を学び
たいか。こんな悩みや不安を抱える留学生も多いと思います。
わせだ日本語サポートでは、留学生のみなさんの質問への答えを用意しているわけではありません。むし
ろ、どんなふうに考えたらいいか、どんなところに行ったらいいか、というようなことを留学生のみなさん
の立場に立って一緒に考えようとするものです。
ここは、あなたの日本語についての学びを応援するところです。こんな日本語能力がつくとか、こんな知
識・技術が身につくというところではありません。けれども、ここを訪れた留学生は、日研生スタッフとの
対話を通じて「考える人間」になることによって、自律したしあわせな個人になれるでしょう。わせだ日本
語サポートは、あなた自身が、あなたにとっての過去・現在・未来を結ぶテーマを探す場所だからです。ぜ
ひこの場所を活用し、あなた自身の生涯のテーマを発見してください。

わせだ日本語サポート

821 号室はこんなところです！
②日本語学習情報
日本語学習ができる
場など、役立つ情報
をお知らせします。

①情報・イベント
様々な学内外の機関や留学生・日本人学生の国
際交流イベントなどを紹介しています。

③日本語学習リソースの棚
日本語の学習に関
する情報が得られ
るリソースを用意
しています。

④チラシ・パンフレット
日本語使用・日本語学習
等に役立つ学内外の情報
のチラシをたくさん用意
しています。
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⑤個別対応スペース
来訪者一人ひとりの声
に耳を傾け、一緒に考
えるため、それぞれの
スペースでスタッフ
が個別に対応します。
（ 1 セッション 45 分）

2012 年度

利用者集計

「わせだ日本語サポート」には、多くの留学生が訪れます。私たちは、バラエティ豊かなニーズに応え、より充実したサポー
「わせだ日本語サポート」内に「日本
トを展開するため、さまざまな取り組みに挑戦しています。2012 年度の秋学期からは、
語相談デスク」を設け、日本語そのものに関する相談受付機能を強化しました。また、学内の国際コミュニティセンター（ICC）
に協力を依頼して「日本語ペラペラクラブ」を開設し、ニーズの高い会話練習の希望者を受け入れる体制を整備しました。
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月別利用者数（延べ人数）
ICC 日本語ペラペラクラブ

開室期間

月

人数

４月

69

100

５月

73

80

６月

91

７月

75

８月

11

１０月

71

１１月

33

１２月

25

１月

15

合計

463

2012 年 4 月－2013 年 1 月

参加者数（延べ人数）

開室曜日
春学期：月・火・金曜日

60

秋学期：月・水・金曜日

40

開室時間

月

月

回数

人数

10月

6

169

11月

6

120

12月

2

30

１月
合

1月

月

12

月

わせだ日本語サポート

11

10

8月

秋学期：14：00 －17：00
7月

0
6月

春学期：12：00 －18：00
5月

20
4月

1

1

9

計

328

日本語相談デスク

所属別利用者数（延べ人数）
所

属

人数

経済学研究科

51

社会科学研究科

27

法学研究科

20

公共経営研究科

13

政治学研究科

12

人間科学研究科

12

国際情報通信研究科

10

アジア太平洋研究科

9

創造理工学研究科

8

商学研究科

8

文学研究科

7

法務研究科

5

日本語教育研究科

3

教育学研究科

2

先進理工学研究科

1

合

188

計

所

属

国際教養学部

57

商学部

24

教育学部

22

政治経済学部

13

文学部

4

法学部

2

社会科学部

2

創造理工学部

2

先進理工学部

2

人間科学部

1

合

計

40.6％
188 人

人数

27.9％
129 人

28.7％
133 人
2.8％
13 人

学部

大学院

留学生別科

その他

129

相談内容（延べ件数）
相談内容

件数

相談内容

件数

やりとり

169

発音

26

話す

135

授業

24

文法

86

聞く

21

書く

77

漢字

15

学習方法

55

振り返り

12

学習計画

41

カタカナ

7

語彙

37

ひらがな

3

読む

29

その他

65

合

計

802

やりとり
話す
文法
書く
学習方法
学習計画
語彙
読む
発音
授業
聞く
漢字
振り返り
カタカナ
ひらがな
その他

7.3%
6.6%
5.2%
4.6%
4.3%
3.7%
2.7%
2.1%
1.2%
0.5%

0.0%

9.8%

10.0%

30.0%

24.0%

15.3%
13.7%

件数（%）
11.5%

20.0%

30.0%
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わせだ日本語サポートにおける対応事例
事例 1

友達がほしいんですけど、どこに行けば友
達が作れますか。

友達ですね。
友達と一緒にどんなことをしたいですか。

友達と一緒に日本語を話したり、会話の
練習をしたりしたいです。

日本語を使って交流したいんですね。国際
コミュニティセンターの「日本語ペラペラク
ラブ」はどうですか。

私は日本語で話すだけじゃなくて、いろん
な人と楽しく、長く交流したいです。

サークルに入るのはどうですか。定期的に
いろいろなイベントも開催されていますよ。

事例 2
なかなか日本 語で 話 すことが で きなく
て……。でも、ゼミや授業は全部英語な

つまり、日本語で話す機会を増やしたいと

んです。

いうことですね。自分ではどんなことをし
ていますか。

今、地域の日本語教室に通っているんで
すけど、私にはちょっと合わないなと思っ

そうなんですか。何が合わなかったのか聞

て……。

かせてもらえますか。

私は、日本語で話したりしながら覚えるの
が好きなんですが、日本語教室では文法
の説明が多くて、あまり興味がもてなかっ
たんです。
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それでは、あなたに合った日本語で交流す
る活動を一緒に探してみましょう。

事例 3
あのう、日本語の文章を書いたんです
けど、ちょっとチェックしてもらえませ

どのような文章ですか。

んか。

日本語の作文なんですけど、文法に自信

じゃ、一緒に相談しながらよりよくしてい

がなくて……。

きましょう。

私は就職活動のためのエントリーシートを

日本語に関する相談ならここで一緒に考え

書いてみたんですが……。

ましょう。内容上の相談ならキャリアセン
ターで専門スタッフからアドバイスがもらえ
ますよ。

卒論の第 1 章を書きましたが、こんな形式
でいいかどうか分からなくて……。

学術的文章の作成ならライティングセン
ターで相談するといいですよ。

事例 4
一生懸命勉強しているんですけど、日本語
が上手にならないんです。

日本語を使って、どんなことができるよう
になりたいですか？

日本語のアニメを見て分かるようになりた
いんです。

今、どんな勉強をしているんですか？

毎日、教科書を読んでるんですけど、いい
学習方法がわからなくて……。

じゃあ、あなたに合った学習方法や学習
計画を一緒に考えましょう。
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﹁わせだ日本語サポート﹂における対応の詳細事例

詳細事例①

Ａさんの事例

学部 3 年生。卒業後、日本での就職を考えているが、敬語が苦手で不安を感じている。敬語を上手
に話せるようになりたいと思って来訪した。

初回の来訪
【問題意識を探る】
来訪者もまだぼんやりとしたイメ
ージであるため、話す中で問題意
識を探る。

Ｓ：スタッフ、Ａ：来訪者Ａさん

Ｓ：具体的にどんなことが不安なんですか。
Ａ：面接する時や会社に入った後、たくさん敬語を使うと思いますが、今、
全然上手に使えなくて……。
Ｓ：そうですか。じゃ、こんな敬語を使えたらいいなぁと考えたことあ
りませんか。

【問題点を掘り下げる】
なぜ完璧な敬語使用にこだわるの
か、不安を感じる背景を探る。

Ａ：日本人みたいな完璧な敬語。
Ｓ：完璧な敬語？ なぜですか。
Ａ：日本で就職できればいいなあ、と思って。
Ｓ：ああ、日本で就職したい、日本語を使って仕事がしたいと考えて
いるんですね。

【問題意識を明確化する】
目標を明確にした上でもう一度自分
の問題をとらえ直せるよう、働きか
けを行う。

Ａ：はい、就職のことはまだ詳しくわからないですが、敬語が大事だと
聞きましたから。
Ｓ：まずは、日本で就職することに対する理解を深めてみたらどうでし
ょうか。キャリアセンターに行けば、就職に関する様々な情報がも
らえますよ。それを詳しく理解した上でそのために必要なことや、

【リソースを紹介する】
情報がもらえるリソースへアクセスで
きるよう導く。

自分の得意なこと・不安なことなど、一緒に考えましょう。
Ａ：はい。１回行ってみます。
Ｓ：行ってみてどうだったか、またぜひ教えてください。

Ａさん、キャリアセンターにアクセスし、情報を入手。

3 週間後、2 回目の来訪
【振り返りを行う】

Ｓ：キャリアセンターはどうでしたか。

前回の相談後、来訪者がどのような

Ａ：知らなかった情報、例えば就職のスケジュールとか、面接の注意点

行動をし、現在どのような状態にあ

などたくさん手に入れました。敬語だけが重要ということじゃない

るのかを振り返ってもらい、情報を

みたいですね。まずは志望動機など考えるためにエントリーシート

共有する。

（以下、ES）を書いてみようと思って。でも、よくわからないので、
今日はこれで「サポート」に来ました。

【来訪者自身の目標を明確化する】
目標を来訪者自身が明確化できるよ
うにする。

Ｓ：A さんはどのような ES を書きたいですか。
Ａ：前にキャリアセンターのスタッフにも教えてもらったんですが、わか
りやすくて、評価の高いものを書きたいです。
Ｓ：なるほど。私も就職活動をしたことがあるんですが、ES を書くため

【リソースを紹介】
スタッフ自身の就活経験を開示し、
リソースの存在に気づかせ、来訪者
が自身でアクセスできるよう導く。
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に参考図書を読みました。分かりやすく書くためには、いくつかポ
イントがあるようですよ。
Ａ：おすすめの本がありますか。私もぜひ読んでみたいです。
Ｓ：購入するなら、生協に行けばいろいろあると思います、例えば『○
○○』……

詳細事例②

Ｂさんの事例

修士課程 1 年生。研究のため、1 年後に自分自身で日本語を使ってインタビューできるようになり
たいので来訪した。

初回の来訪

【背景を把握する】
インタビューでどのようなことが必
要とされるのかを確認する。

Ｓ：スタッフ、Ｂ：来訪者Ｂさん

Ｓ：今、どれくらい日本語を使っているんですか？
Ｂ：専門の授業は全部英語で行われていますので、日本語の授業をとっ
ています。ほかにはあまりないですね。
Ｓ：インタビューできるようになるにはいろいろな能力が必要だと思い
ますが……。

【リソースを紹介する】
Ｂさんが関心のある日本語の「コミ
ュニケーション」のための具体的な
リソースを紹介する。

Ｂ：日本語の知識も必要だし、コミュニケーション能力がもっと大事だ
と思います。授業中勉強したものは自分で覚えられますが、覚えた
日本語を実際に使えるところがありません。
Ｓ：コミュニケーションできる場が必要だということですね？学内にも、
「にほんごペラペラクラブ」や「にほんごわせだの森」などいろんな
日本語によるコミュニケーションの活動やイベントがありますよ。

【学習計画作成に導く】
すでに目標がはっきりしているので、
計画を立てて実施してみることを勧
める。

Ｂ：日本に来たばかりなので、どこで情報がもらえるか分からなかった
です。ぜひ参加してみます。
Ｓ： B さんは「1 年後に日本語でインタビューができるようになりたい」
という目標がはっきりしているので、計画を立てて学習してみるのも
いいと思いますよ。よかったら、一緒に考えてみましょう。

Ｂさん、ペラペラクラブに参加。
1 週間の計画を立てて実施。

2 週間後、2 回目の来訪
【振り返りを行う】

Ｓ：何か活動に参加してみましたか？

前回の相談内容を受け、学習者が

Ｂ：「ペラペラクラブ」に何回か続けて参加しました。

実際に行なった行動を確認する。

Ｓ：参加してみてどうでしたか？
Ｂ：グループであるテーマについて話し合って、会話の練習もできてよ
かったです。でも、メンバーが変わるたびに自己紹介をしなければ

【問題点を掘り下げる】
学習者の振り返りから、更に質問を
することで問題点を具体化させる。

ならず、毎回同じ内容だと面白くないので、今度は準備していきた
いと思います。あと、前回ここで立てた計画をもとに実行してみま
したが、あまりうまくいかなかったです。
Ｓ：何がうまくいかなかったんですか？
Ｂ：時間の配分がうまくできず、計画どおりにはなりませんでした。

【励まし、調整を促す】
反省点を次の学習行動に活かせるよ

Ｓ： 計画どおりに進まなくても大丈夫ですよ。何が難しかったのか、一
緒に考えましょう。

う励ます。
Ｂさん、週間計画を立て直して実施。

7

詳細事例③

Ｃさんの事例

修士課程 2 年生。修了後、自分の国で就職する予定。将来、日本語を使うかどうか分からないが、
日本にいる間に日本語を上達させたいと考えて来訪した。

初回の来訪

【問題を掘り下げる】
具体的にどのようになりたいの
か、スタッフと話しながら明確
化していく。

Ｓ：スタッフ、Ｃ：来訪者Ｃさん

Ｓ：帰国するまでに日本語をどこまで上達させたいですか。
Ｃ：なるべく、日本語話者に近いレベルがよいと思いますが、どうでしょうか？
Ｓ：その、日本語話者に近いレベルとは、具体的にどのようなイメージですか。
Ｃ：日常会話がスムーズにできるとか、テレビ番組を見てすべてわかるとか、そん
なイメージです。
Ｓ：そういうレベルを目指しているんですね。
Ｃ：はい。

【学習計画作成へ導く】
限られた時間を有効に使って学習す
るために、学習計画を立てるという
方法があることを紹介する。

Ｓ：目標に向けて、何か学習計画がありますか。
Ｃ：あまり考えたことがありません。
Ｓ：Ｃさんに合った学習計画を立てることで、やるべきことがはっきりして、時間
をより効果的に使うことができますよ。一緒に立ててみませんか。
Ｃ：本当ですか。やってみたいです。でも学習計画を立てたことがないんです。
Ｓ：それなら、一緒に考えていきましょう。

C さん、 学 習 計 画 立 て、
実施してみる。

1 週間後、2 回目の来訪
【振り返りを行う】

Ｓ：自分が立てた計画を実行してみて、どうでしたか。

前回立てた学習計画に基づいて実

Ｃ：うまく行ったところも、うまく行かなかったところもあります。

行してみてどうだったかを確認する。

Ｓ：詳しく聞かせてもらえませんか。
Ｃ：計画があるので、やるべきことがはっきりしていて、この 1 週間を無駄にせず、
計画どおりにタスクを実行できたことには達成感があります。また、ここで紹
介された「NIHONGO

e な」のウェブサイトを使うことで、日本語学習が楽し

くなりました。
Ｓ：それはよかったですね。
【問題を掘り下げる】

Ｃ：でも、ちょっときついです。

うまくいかなかったことについて原

Ｓ：どんなところがそう感じますか。

因や来訪者の気持ちを把握する。

Ｃ：計画を立てて勉強するのは初めてなので、先週はなんとか頑張りましたが、今
週は続けられるかどうか……。
Ｓ：初めてなので大変だったんですね。やりにくいと感じたら、計画を調整で
きますよ。

【励まし、調整を促す】
学習者の状況や感情に理解を示し、
調整できることを知らせる。
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Ｃ：そうなんですか。ちょっと欲張りすぎたのかもしれません。
Ｓ：どのように調整できるか、一緒に考えてみましょう。

「わせだ日本語サポート」利用者の

声

「わせだ日本語サポート」に来てくれた留学生は、どのように感じたのでしょうか。
３人の留学生の声を集めました。

「わせだ日本語サポート」を１年間利用した K さんと D さんに質問してみました。
Q1

2012 年度春学期「わせだ日本語サポート」を利用してみてどうでしたか？

K：日本語教育研究科の大学院生がいたので、日本語を話すことができて、上手になりました。また、自分で勉強
してわからなかった文法をスタッフに聞くと、説明をしてくれてわかるようになりました。
D：会話能力が伸びました。そして、
「わせだ日本語サポート」で話すことで、日本の文化等の情報に対する理解を
深めることができるなど、知らなかったことが分かるようになりました。それから、スタッフは、自分にとって
は人生の先輩だからいろいろアドバイスをもらうことができました。
Q2

2012 年度秋学期に新しくできた「にほんごペラペラクラブ」や「日本語相談デスク」と一緒に「わせだ日本
語サポート」を利用してみてどうでしたか？

K：「にほんごペラペラクラブ」では、色々なテーマについて話すことができてよかったです。でも、日本語学習の
話はできませんでした。
「わせだ日本語サポート」では、日本語学習に関して日本語教育研究科のスタッフと
話すことができてよかったです。そして、文法とかわからないことを「日本語相談デスク」で聞くことができま
した。
D：
「日本語相談デスク」には、相談したいことを決めてから来訪しました。自分一人では 100％理解できていな
かったものが、日本語教育が専門の人たちに確認できてよかったです。そのような形が私に合っていたので、
続けて利用することができました。また、
「わせだ日本語サポート」では、日本語を直接教えてはくれませんが、
日本語学習に関する情報がもらえるので、よかったです。
Q3

2012 年度の 1 年間にわたって「わせだ日本語サポート」を利用してみてどうでしたか？

K：私にとってサポートは大切だと思います。日本語がとても上手になりました。そして、日本の生活や早稲田の
生活のために役立つ情報をいろいろ教えてもらえて、よかったです。
D：早稲田には、こんな支援システムがあってよかったです。
「わせだ日本語サポート」での楽しい活動を通して、
日本語の実力（話す・聞く・語彙・表現力）が伸びました。そして、知り合いもできてよかったです。日本語で
悩む留学生にいい場所だと思います。

「日本語相談デスク」を利用したＣさんからは、こんなコメントがありました。
The support center really helped me improve how I look over and correct my Japanese essays and writing. By
going through my essays with the staﬀ, I was able to pick up my mistakes, and ﬁnd my weak points. I enjoy
coming to the support and feel it is essential for my Japanese learning.
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「 わ せ だ 日 本 語 サ ポ ー ト 」で の 経 験 を 振 り 返 っ て

スタッフの学び

−

−

今学期スタッフとして関わりながら学んだことは、
「学習者の自律学習」には様々な形があるというこ
と、ゆえに、
「自律学習」に対するサポートの形も様々であるということです。
まず、
「学習者の自律学習」についてですが、最初は「自律学習」をする学習者は明確な学習目標を
持っていて、それを達成するため学習し、その学習していく過程の中でひとりでは解決できない問題
を「わせだ日本語サポート」に持ってくるものだと思っていました。ところが、スタッフとして関わってみ
て、そのような学習者よりは、ぼんやりとした学習目標を持っている、例えば「日本語が上手になりたい」
というような学習者が多いことに気づきました。
このことから、
「自律学習」に対する「サポート」も、学習過程の中での問題に対するサポートだけで
はなく、
「自律学習」をどのように始められるかに対する「サポート」などもあるのではないかと思いま
した。今後は、今回の活動で得られた多様な「学習者の自律学習」に関する理解をもとに、彼らに必
要なサポートとはどのようなことなのかといった具体的なサポートの方法について考えていきたいです。

S・J さん

入学する前には、自分が「わせだ日本語サポート」という場所で働けるとは思いもしませんでした。
春学期はまだボランティアでしたが、来訪した学習者の悩みを聞き、スタッフの先輩たちと一緒に学習
者の悩みを解決していく過程で、この仕事の意義もだんだんわかってきました。
最初の頃、学習者が相談に乗ってもらいたいところだけを見ていました。
「学習者が感じている問題
点＝本当の問題点」と思い込んでいました。この 1 年間の経験を通し、この認識が間違っていること
に気づきました。もちろん学習者の話に耳を傾けることも重要ですが、それだけでは足りません。学習
者からいろいろと引き出し、今抱いている問題が最も根本的な問題であるかどうかを共に分析していく
ことがより大事なのではないかと考えています。つまり、学習者の自己認識を促し、本当の問題を一緒
に探し出すことが私たちスタッフとしての責任だと実感しています。今後もこの責任を果たしていきたい
と思います。

H・S さん
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「わせだ日本語サポート」では、日本語教育研究科の院生であるスタッフが、専門を活かし、
留学生の日本語学習サポートを行っています。日本語学習にかかわる相談をもって来訪する留
学生と向き合い、また、ミーティングや勉強会を重ねながら、それぞれが多くの気づきや学び
を得ており、それを次のサポートに活かしています。

二学期にわたってスタッフとして「わせだ日本語サポート」に参加したおかげで、様々な気づきや学び
が得られました。私自身にも留学生としての経験があるため、留学生の来訪者と一緒に彼らの抱えてい
る問題やニーズと向き合うことによって、自分の問題と向き合い、それを乗り越えることができました。
さらに、日本語学習や日本語教育の実践に対する捉え方も変化しました。
対応する際、最初は言語としての日本語の問題にしか目を向けていなかったのですが、だんだん日本
語を学ぶことがこの留学生の人生においてどのような意義を持つのかと、相互に関連させながら問題を
考えるようになりました。同時に、私自身も日本語を学ぶこととは何か、日本語学習の支援をすること
とは何かを考え続けるようになりました。そのことによって、留学生が語る問題をより深く理解すること
ができるようになったと感じました。このような変化は留学生支援という領域に還元されるものだけで
はありません。日本語教育に携わる一人の人間としての成長とも見なせると考えています。

S・W さん

この一年間、
「わせだ日本語サポート」にスタッフとして関わりながらいろいろ考えさせられ、同時に
変化と成長もありました。
スタッフはそれぞれの考え方をもってアドバイジングに取り組んでいると思うのですが、来訪者とのや
りとりに集中してしまうと、全体像が掴めなくなるおそれがあります。私は、最初、来訪者の悩みの解
決に集中していましたが、繰り返しアドバイジングを行う中で、そのやりとりから少し離れて客観的な
立場で全体を見極めながら進めるようになりました。
また、私は、来訪者とのやりとりを大事なものだと捉えていましたが、そのやりとりの中でもっとも
心掛けたのは、
「スタッフは教師 / 教える立場ではない」ということを念頭に置きながら関わることです。
スタッフとして日本語学習に関してアドバイスできる部分はあると思いますが、その際、来訪者の問題
を一緒に解決するというより、一緒に考える機会をもつという気持ちで取り組みました。そうする中で、
お互い変化し成長していく感じがしました。
今後、
「わせだ日本語サポート」での経験を活かして、引き続き来訪者への対応に取り組んでいきた
いと思います。そして、将来、自分自身の教育実践にも活かせるように頑張っていきたいと考えてい
ます。

S・H さん

11

早稲田キャンパス

わせだ日本語サポート
22 号館 8 階 821 号室

わせだ日本語サポート NEWS No.2
編集担当

千花子・沈紋紋・金秀珍・馮士懿

編集協力

守谷智美・黒田史彦・古屋憲章

発 行 日

2013 年 3 月 8 日

発 行 者

早稲田大学大学院日本語教育研究科

細川英雄

発

早稲田大学日本語教育研究センター

わせだ日本語サポート

行

〒 169-8050

東京都新宿区西早稲田 1-7-14

電話

03-5273-3142

FAX

03-3203-7672

Email

cjl@list.waseda.jp

Website

http://www.waseda.jp/cjl/support.html

Facebook http://www.facebook.com/waseda.nihongo.support
◦「わせだ日本語サポート」に関する詳細は、上記 URLからもご覧いただけます。
◦このパンフレットの一部または全部を無断で使用、複製、転載することを禁じます。

12

