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　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。

開室期間

曜日・時間

◆ 春学期：2014 年 4 月 8 日－ 7 月 25 日

　 　　　　毎週火・水・金曜日　12:00 － 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。

場　　所 早稲田大学　早稲田キャンパス　22 号館 3 階　Waseda International Learning Lounge（WILL）
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　「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」とは？

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」では、日本語そのものに関する質問ができます。文法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、スタッフとの対話を通して

様々な疑問の解決を図ります。

「わせだ日本語サポート」でできること

「わせだ日本語サポート」 2014年度の利用案内 新年度からサポート拡充！
開室曜日・時間が拡大！
新しいスペースに移転！
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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。

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。

③ 日本語学習リソースの棚

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。

来訪者一人ひとりの声
に耳を傾け、共に考え
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）

⑤個別対応スペース
日本語使用・日本語学習
等に役立つ学内外の情報
のチラシやパンフレット
をたくさん用意してい
ます。

写真は2013年度の様子です。2014年度から22号館3階に新設されるWaseda International Learning Lounge （WILL）に引っ越します。
ゆったり落ち着いて話せるスペースになりますので、ぜひ実際に足をお運びください。スタッフ一同、皆さんのお越しをお待ちしています。

④チラシ・パンフレット

「教わる場」ではなく「学ぶ場」として 早稲田大学日本語教育研究センター　所長　小林 ミナ

「わせだ日本語サポート」が開設されて 3 年が過ぎました。開設当初は、「漢字の読み方を教えてほしい」とか「会話

の練習がしたい」とか「日本語のおしゃべり相手がほしい」など、補習のための日本語教室や日本語サロンのように思

われたこともありましたが、最近ようやく、その存在意義や役割が定着しつつあるようです。

「わせだ日本語サポート」は文字通り、本学外国人留学生の日本語学習を「サポート」する場です。たとえば、漢字の

読み方がわからないとき、「読み方そのものを教えて『はい、おしまい』」ではなく、「どうして読めないのか」「次に読め

ない漢字に出会ったとき、どうすれば読み方が調べられるのか」といったことを一緒に考えます。「就活のエントリーシー

トを添削してほしい」と言われたら、スタッフが添削をしてあげるのではなく、学内のキャリアセンターを紹介すると共に、

「自分の言いたいことを、どう言葉で言い表せばよいか」について、スタッフと一緒に検討したりすることもあります。

「わせだ日本語サポート」は、「教わる場」ではなく「学ぶ場」です。つまり、スタッフの役割も「教える人」ではなく、

学生が自ら学べるようになるための、いわば「交通案内係」。ルートを提示したり、交通手段を紹介したりはできますが、

どのルートを選ぶのか、何に乗って行くのかを決めるのは利用者である学生自身です。自らの日本語学習地図を描くこと

に行き詰まったら、「わせだ日本語サポート」を訪ね、上手に利用していただければと思います。

「わせだ日本語サポート」はこんなところです！
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26.4%
56人

学部 大学院 日本語教育研究センター

30.2%
64人

43.4%
92人

所　属 人数

法学研究科 12

政治学研究科 9

人間科学研究科 8

アジア太平洋研究科 7

経済学研究科 7

商学研究科 6

国際コミュニケーショ
ン研究科 3

国際情報通信研究科 3

ファイナンス研究科 2

文学研究科 2

日本語教育研究科 2

基幹理工学研究科 1

社会科学研究科 1

創造理工学研究科 1

合　計 64

所　属 人数

国際教養学部 63

教育学部 10

文化構想学部 7

政治経済学部 4

商学部 2

人間科学部 2

法学部 2

社会科学部 1

文学部 1

合　計 92 

2　所属別利用者数（延べ人数）

学習相談 情報収集

学習方法 66 Web リソース 19

学習計画 55 教材 18

振り返り 17 交流イベント 18

日本語の質問

書く 66 語彙 14

文法 59 読む 12

話す 43 聞く 10

授業 29 ひらがな / カタカナ 1
発音 17 その他 20
漢字 16 合　計 480

3　相談内容（延べ件数）

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0%

その他
ひらがな/カタカナ

聞く
読む
語彙
漢字
発音
授業
話す
文法
書く

交流イベント
教材

WEBリソース
振り返り

学習計画
学習方法
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13.8%
11.5%

13.8%
12.3%

3.5%
4.0%

3.8%
3.8%

9.0%
6.0%

3.5%
3.3%

2.9%
2.5%

2.1%
0.2%

4.2% 件数（%）

「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

たサポートを提供するため、さまざまな取り組みに挑戦しています。2014 年度からは、従来の「教務補助」よりも高

い専門性を備えた「教育補助」の資格を持つ人材をスタッフに据え、今までよりも一層高度なアドバイジング・サービ

スの展開を図る予定です。

2013 年度　利用者集計

1　月別利用者数（延べ人数）

月 人数

4月 15
5月 15
6月 16
7月 37

10月 54
11月 37
12月 20
1月 18
合計 212

開室期間：

　2013 年  4 月－2013 年 7 月

　2013 年 10 月－2014 年 1 月

開室曜日：

　火曜日・金曜日

開室時間：

　14：00 －17：30
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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。

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

んです。
つまり、日本語で話す機会を増やしたいと

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

て……。

そうなんですか。何が合わなかったのか聞

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。

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。

「わせだ日本語サポート」における対応事例

事例 1

事例 2
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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

んか。

どのような文章ですか。

日本語の作文なんですけど、言葉の使い

方に自信がなくて……。
じゃ、一緒に相談しながら完成までの計

画を立てて、より分かりやすい作文にして

いきましょう。

私は就職活動のためのエントリーシートを

書いてみたんですが……。
日本語に関する相談ならここで一緒に考え

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。

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、好きなアニメを使った学習方法や

学習計画を一緒に考えましょう。

事例 4

事例 3
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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。

Ｓ：スタッフ、Ａ：来訪者

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。

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。

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、

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。

Ｓ： キャリアセンターはどうでしたか。

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（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、

今日また「サポート」に来ました。

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

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『○

○○』……

Ａさん、キャリアセンターにアクセスし、情報を入手。

初回の来訪

3 週間後、2 回目の来訪

6

【リソースを紹介する】

必要な情報が得られるリソースにア

クセスできるよう導く。

【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。

【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。

【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。

【リソースを紹介する】

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。

【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。

【振り返りを行う】

前回の相談後、来訪者がどのような

行動をし、現在どのような状態にあ

るのかを振り返ってもらい、情報を

共有する。
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Ｓ：スタッフ、Ｂ：来訪者

Ｂさん、週間計画を立て直して実施。

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……。

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。

Ｂ： 日本に来たばかりなので、どこで情報がもらえるか知らなかったん

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。

Ｓ： 何か活動に参加してみましたか？

Ｂ： 「ペラペラクラブ」に何回か続けて参加しました。

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

ならないんですが、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なくて、計画どおりにはなりませんでした。

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。

Ｂさん、にほんごペラペラクラブに参加。

1 週間の計画を立てて実施。

初回の来訪

2 週間後、2 回目の来訪

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。

【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。

【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。

【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。

【励まし、調整を促す】

反省点を次の学習行動に活かせるよ

う励ます。

【問題点を掘り下げる】

来訪者の振り返りから、更に質問を

することで問題点を具体化させる。

【振り返りを行う】

前回の相談内容を受け、来訪者が

実際に行なった行動を確認する。



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。

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。

Ｓ： 自分が立てた計画を実行してみて、どうでしたか。

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。

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。

Ｃ： でも、ちょっときついです。

Ｓ： どんなところが大変だと感じますか。

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。大変すぎると感じたら、計画を調整でき

ますよ。

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。

1 週間後、2 回目の来訪

C さん、学習計画を立て、

実施してみる。

初回の来訪

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。

Ｓ：スタッフ、Ｃ：来訪者
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日本語学習を自分自身でデザインするための「ポートフォリオ」も用意してあります。
スタッフと相談しながら、自分で日本語学習をプロデュースしてみましょう！

【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。

【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。

【励まし、調整を促す】

来訪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。

【問題を掘り下げる】

うまくいかなかったことについて原

因や来訪者の気持ちを把握する。

【振り返りを行う】

前回立てた学習計画に基づいて実

行してみてどうだったかを確認する。
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「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。

２人の留学生の声を集めました。
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「わせだ日本語サポート」利用者の   声

Ｉ： 　今学期「総合日本語」に集中して色々な発表や活動の準備ができたのは良かった。または、

日本語能力試験の勉強のために教科書を選ぶ相談もうまくいったと思います。これからも総

合日本語の勉強も続けて、テーマ科目の相談も続けられると良いと思います。特に、発表の

相談や準備をしていて、自分の弱い点の一つ一つの言うことの流れや結び方の考えが分かり

やすく私に伝えたと思った。この弱い点が日本語サポートのお陰でだんだんと強くなってきた

と思います。日本語サポートで何時でもゆっくりと話しできる場所で自分は日本語サポートで

落ち着いて相談できるのは大きい良い点である。また来学期もよろしくお願いします。

ぜひまた来てくださいね！　楽しみに待ってます！

入学してから 1 年間継続して来訪している学部生の I さんにコメントをもらいました。

Ｋ： 　自分で日本語を勉強するとこれが正しいか、どうかは気づきにくい。間違えたとしても何か

間違えたのかが分からない。

 　日本語センターでは日本語教育を専攻している大学院生が、1 週間に 2 回、火曜日と金曜

日の午後に留学生に 1 対 1 として日本語に相談を乗ってくれる場所という広告を見て、誰にも

聞く人がなくて困ったところ、そこを訪ねた。

 　その時、大変な留学生活に心が荒れている私に暖かい緑茶やお菓子をくれた温かい場所

だった。学生の立場から、自分たちの経験をもとに、日本語の勉強に関するいくつかの良い

アドバイスをしてくれた。特に年を取って、勉強している私にとって、発音の練習は本当に大

変だった。日本語の発音の練習をするために、週に一回一人でカラオケに行って、日本語の

歌を歌いながら発音練習をしたという話は新鮮な衝撃だった。私もそうしようと思ったが、三

日坊主だけで崩れてしまった。しかし、いつも新しい日が始まるように、今日も再び日本語で

きれいに話せるために、新たな気持ちで、日本語センターを訪れた。

毎週会えるのが楽しみでした！　これからも一緒にがんばりましょう！

半年間続けて利用した大学院生の K さんからは、こんなコメントがありました。



－スタッフの学び－

「わせだ日本語サポート」での経験を振り返って

サポートに関わって 3 年間いろいろと成長してきましたが、その中での学びも様々でした。今学期の

学びとしては、「俯瞰」というキーワードで表現できると思います。

まず対応においては、来訪者の目の前のニーズに対して「すぐには答えを与えない」ということを念頭

に置きながら来訪者とのやりとりを行いました。学習者が持ってきた課題を丁寧に聴き、その背景を把

握するために適切な質問をするという考えのもとで対応に臨みました。「丁寧に聴き、よく聞」いた上で、

その内容についてまとめて振り返ることにより、学習者が自分の日本語学習全般と結び付けて考えるこ

とができる機会を与えようと思いました。そのようなプロセスの中で、学習者が自分自身に気づいてい

き、自ら日本語学習を営んでいくことになるのではないかと思われます。

そして、よい対応をするためにはスタッフ間の協働がかなり重要であることに再び気付かされました。

週一回の定例ミーティングとスタッフによる読書会を通しても大きな学びがあったと思われます。一人一

人の来訪者の背景についてスタッフ全員がよく理解し、対応した事例を検討する中で対応をよりよくす

るための改善策もたくさん出ました。つまり、単発的な対応にとどまることなく、次の対応に繋げられ

ることのできるように工夫したと思います。

今後、「俯瞰」というキーワードを忘れず「自律的学習」との関係性を探りながら、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。
H・S さん

「わせだ日本語サポート」での勤務は週 1 回しかなかったが、自分の大学院生活においては不可欠な

一部分となっています。関わり始めてから間もなく 2 年間が経ちます。あっという間ですが、自分にとっ

ては掛け替えのない人生経験です。

日本語学習で困っている方は自分に合う勉強方法、自分なら使えそうなリソースなどを求めて来訪し

ました。表だけを見れば、私たちスタッフは常にこのような来訪者を支える側にいるのです。でもそう

とは限りません。来訪者との信頼関係を築きながら、私たちスタッフも来訪者の方々に支えられてきま

した。来訪者の笑顔や少しずつの成長があるこそ、私たちがもっともっと頑張れるようになりました。

支えて、また支えられて、このような「絆」に恵まれつつ、スタッフの一員として来訪者と共に成長して

きました。

「わせだ日本語サポート」から卒業したら、再びこのような仕事に携わる機会がないかもしれません。

でもここで学んだ傾聴の重要性、話のかけ方、質問の投げ方などをきっとどの仕事でも使えるでしょう。

2 年の間本当にいろいろと勉強させて頂きました。ここで手に入れた全てのものを一生大切にしていき

ます。
S・H さん
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スタッフ募集は年 2 回、
日本語教育研究科の院生から募ります。

ぜひご応募ください！



「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。

スタッフとして 1 年間「わせだ日本語サポート」に関わり、多くの学習者と向き合ってきました。学習

者は何かしらの相談内容を持ってきますので、まずは相手の相談に対して真剣に聞く姿勢を持つように

しました。そして一旦聞いた上で、今度は学習者に質問を投げかけます。そうすると時々相談内容意外

の事が見えてくることがあります。「話すこと」で学習者自身も気づいていなかったことが、ことばとなっ

て出てくるのです。自律学習支援は、学習者によって様々な形があります。その様々な形を一緒に考え

ることがとても大切だと考えます。

1 年を通し、継続してサポートを利用してくれる学習者もだいぶ増えてきました。サポートを続けてい

くためには学習者との信頼関係がさらに大切なことだという事がわかりました。日常、自分の日本語学

習について友達に相談したり、先生に相談したりすることは多くないため、時間をかけて一緒に考えて

くれるサポーターがいることは心強いと言われたことがあります。時には同じ学生という視点から、ま

た時にはサポーターとして一歩違う視点から「自律学習」を捉えることができたら良いなと思います。

S・D さん

「わせだ日本語サポート」にてスタッフとして関わりはじめてからちょうど一年間になりました。この一

年間に来訪者の成長で心から嬉しくなった時もあれば、自分の対応で反省したり悩んだりする時もたく

さんあります。しかし今振り返ってみれば、むしろそのように悩んでいたことは、日本語学習、自律学

習そしてアドバイジングについて理解を深め、学びを得る契機になったと思います。その数多くの学び

の中から以下の二つの取り上げたいと思います。

まず一つ目は、「教える」ことに対する考え方の変化です。教師になりたい私はずっと「教えること」

を「手本を見せる」ことや「質問に何でも答える」ことだと思い込んでいました。しかしサポートにおい

て、来訪者が自力で学習を進め、成果を上げていく姿を何度も目の当たりにしていたため、来訪者自

身の力を信じるようになりました。このようにスタッフの経験を積み重ねながら、自分の教師観も更新

してきました。　

二つ目としてあげたいのは、「どんな来訪者も受け入れる姿勢」の大切さです。どうすればよりよいサ

ポートができるかばかり考えていたら、つい来訪者とその悩みを対象化してしまうときがあります。しか

し、先生方や他のスタッフと一緒に事例を振り返ったり検討したりしているうちに、学習者の立場に立っ

て理解を示すことが来訪者にとってどれくらい励ましになるかを再認識しました。自分自身もたくさんの

人に助けられながら日本語学習を続けてきたのだから、受け入れる姿勢を忘れてはいけません。

大学院の生活がだんだん忙しくなり、サポートと両立できるかどうかという心配もありますが、サポー

トで得たこれらの学びをまずサポートに還元したいと思います。今後も来訪者と一緒に頑張って成長し

ていきたいと思います。
X・S さん
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