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「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。

日本語サポート
NEWS 

わせだ
日本語サポート
NEWS 

わせだ
No.8

早稲田大学日本語教育研究センター 

日本語がなかなか
上手にならない…

「わせだ日本語サポート」とは?

日本語を
学習したいが
どうすればいいか
分からない

「わせだ日本語サポート」で
できること

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!

このような
日本語に関する
質問がたくさん
あるけど…

2019年3月20日発行

「わせだ日本語サポート」  利 用 案 内

NAME : Nanaumi 

AVAILABLELANGUAGE : JP(EN) 

SCHOOL : Education (4th grade) 

FAVOLITECOLOR : Blue 

HOBBY : Reading books , Listening music 

MAJOR TOPIC : Study plan , Writing in Japanese 

Name: SINBUN

Available Language: JP/CH/EN (a little)

School: Advanced SCIENCE ENGINEERING

Fave Color: BLUE

H o b b y : SWIMMING/MUSIC

Major topic: study plan, Job hunting, Life

concerns

Name: HARUKA 

Available Language: JP/DE 

School: GSJAL 

Hobby: Reading books 

Things I love: Coffee and Chocolate 

Major topic:  Kanji and vocabulary acquisition 

Name: Yui 

Available Language: JP/EN 

School: GSAPS 

Fave Color: GREEN 

H o b b y: Exploring cafe 

Major topic: Job hunting, Life concerns, study plan 

 

Name: Kuni 

Available Language: J P  

School: G S J A L 

fave artist: david bowie 

H o b b y: traveling, cooking 

Major topic: Speaking level check, Japanese culture 

 

Name: Ryo 

Available Language: Japanese/English 

Section: Graduate School of Education 

Motto: The Fantasies of the Past are the Realities of the Present. 

Countries I ’ v e Visited: South Korea, Australia, China, Singapore, 
Malaysia, Thailand, Philippine, Czech Republic, USA, Austria 

Major Topic: Research Proposal, Term Paper, Learning Strategies 
(Methods) 

WASEDA NIHONGO 
SUPPORT

TUE/ WED/ FRI 12:00-17:30
WASEDA University bldg. 22 3F will

2019年4月9日（火）－2019年7月26日（金）
2019年9月27日（金）－2020年1月28日（火）

火・水・金 12:00～17:30
［場所］早稲田キャンパス 22号館

3階 WILL
わせだ日本語サポート室

「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、早稲田大学の学生スタッフが来
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。
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関する質問
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情報の収集

日本語学習に
関する

情報の収集

日本語の
学習計画に
関する相談

日本語に
関する質問
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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）

④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。

①チラシ・パンフレット

「自律的」に学習できる人になる 早稲田大学日本語教育研究センター　所長　池上　摩希子

22号館の3階、WILLにある「わせだ日本語サポート」
に来ると、次のようなことができます。

　1）日本語学習の方法や計画について相談ができる
　2）日本語学習に役立つ情報が得られる
　3）日本語に関する質問ができる

目指すのは、留学生のみなさんが自律的に自分の日
本語学習を行っていけるようになることです。自律的
に学習するというのは、自分ひとりでどんどん学習を
進めていく、ということではありません。ひとりで、
だれからも支配されないで存在できるのは自立的な人
です。自律的な人とは、自分で自分をコントロールで
きる人のことをいいます。同じようで違うので、次の
ように考えてみましょう。

　「自立という目的を達成するために自律する」。

「自律＝自分を律する」というのは、自分で自分をコ
ントロールすることなので、自律的に学習するという
のは、学習者として学習について考え、必要だと思っ
た選択をし、ルールを決めて学習を進めることをいい
ます。こうしたことが得意な人も苦手な人もいると思
います。また、この過程は、ひとりきりでなくてもかま
いません。むしろ、いろいろな人に相談したり助けて
もらったりしてよいのです（人でなくてもよいと思いま
す）。「わせだ日本語サポート」では、スタッフに相談し
たり質問したりしながら、自分自身の日本語学習につい
て考えることができます。自分にとって今何が必要か、
多くの情報から選ぶ手助けをしてもらうことも、学習
のルールを決めるときに助言をもらうこともできます。
自律的に学習できる人になるために、まずは22号館の
3階、WILLに来てみませんか。「わせだ日本語サポート」で、
自分の日本語学習を自分のものとして考えてみましょう。

②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

「わせだ日本語サポート」はこんなところです！
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「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。

2018 年度　利用者集計

１　月別利用者数（延べ人数）

月 人数

4月  27

5月  20

6月  24

7月  16

9月   5

10月  61

11月  57

12月  39

1月  46

合計 295

［開室期間］

　2018 年 4 月－2018 年 7 月

　2018 年 9月－2019 年 1 月

［開室曜日］

　火曜日・水曜日・金曜日

［開室時間］

　12：00－17：30
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件数（%）

学習計画
学習方法

振り返り

交流イベント
教材

WEBリソース

読む
ひらがな/カタカナ

文法

聞く
漢字

発音

書く

語彙

話す
授業

就職
進学

アルバイト
その他

12.56%
9.30%

1.16%
3.95%

2.56%
0.70%

17.44%
11.40%

9.30%
7.67%

5.12%
2.09%
1.86%
1.63%
1.16%

4.42%
2.09%

1.16%
4.42%

0%

学習相談 情報収集

学習方法 54 教材 17

学習計画 40 交流イベント 11

振り返り  5 ＷＥＢリソース  3

日本語の質問

書く 75 読む  5

文法 49 語彙 22

話す 40 漢字  9

授業 33 発音  7

聞く  8 ひらがな /カタカナ  0

進　　　　路

就職 19 アルバイト  5

進学  9

その他 19 合計 430
＊   日本語能力試験や履修相談、就職活動や大学院進学
に関する相談など

３　相談内容（延べ件数）

52%
153 人

21%
63 人

27%
79 人

日本語教育研究センター 学部 大学院

区分 人数
留学センター  1
大学院政治学研究科  2
大学院経済学研究科  2
大学院法学研究科  2
大学院文学研究科  5
大学院商学研究科  2
大学院教育学研究科  3
大学院人間科学研究科  1
大学院アジア太平洋研究科 18
大学院スポーツ科学研究科  2
大学院基幹理工学研究科  1
大学院創造理工学研究科  5
大学院先進理工学研究科  1
大学院国際コミュニケーショ
ン研究科  3

大学院経営管理研究科 15
合計 63

区分 人数

政治経済学部 17

社会科学部  3

国際教養学部（SP3） 15

国際教養学部（SP3 を除く） 25

文化構想学部  2

創造理工学部  1

その他 16

合計 79

２　所属別利用者数（延べ人数）
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はい。日本語の授業の中でボランティア

さんと話すだけなんです。

なかなか知り合う機会がなくて……。

じゃあ、行ってみます。

日本語の勉強をしているんですが、日本人

と話す機会がないんです。

僕は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……。

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……。

え、全然ないんですか。

そうですか。日本人のお友達は。

そうしたら、ICC の日本語ペラペラクラブと

か国際交流サークルに行ってみたらどうで

すか。いろいろイベントもあって、日本人

と知り合うチャンスもありますよ。

私は卒論の第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……。

どのような文章ですか。

じゃ、一緒に相談しながら、よりわかりや

すい作文にしていきましょう。

日本語に関する相談なら一緒に考えましょ

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。

文章の構成や表現についての相談なら、

一緒に考えましょう。専門的に学術的文章

について聞きたい場合は、ライティングセ

ンターで相談するといいですよ。

「わせだ日本語サポート」における相談事例

事例1　日本語でコミュニケーションを取りたい 

事例 2　日本語の文章を書きたい 

あのう、私たち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。
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【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

クセスできるように導く。

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。

Ａ： 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。

Ａ： 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。

Ａ： はい。

Ｓ： 目標に向けて、何か学習計画がありますか。

Ａ： あまり考えたことがありません。

Ｓ：  Ａ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。

Ａ： 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。日本語を勉強するのに便利なアプリや

サイトもたくさんありますよ。例えば……。

Ｓ： 自分が立てた計画を実行してみて、どうでしたか。

Ａ： 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。

Ａ： 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。

Ａ： 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。

Ａ： 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。

Ａ： 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。

Ａさん、学習計画を立て、

実施してみる。

詳細事例①　Ａ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、Ａ：来訪者

日本語学習を自分自身でデザインするための「日本語学習ポートフォリオ」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。

初回の来訪

1週間後、2回目の来訪
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「わせだ日本語サポート」の歩み

2011 年 3月

4月

5月

8月

9月

2012 年 1月

3月

4月

5月

8月

9月

2013 年 3月

4月

2014 年 1月

3月

4月

5月

7月

8月

11月

2015 年 3月

4月

7月

11月

12月

2016 年 1月

3月

4月

＜東日本大震災、授業開始延期＞

離日していない留学生のための支援活動開始

お茶の水女子大学留学生相談室視察

「わせだ日本語サポート」（第 1期）開室

桜美林大学日本語学習リソースセンター視察

ボランティア制度導入

神田外語学院 VISTA 視察，facebook ページ開設

奥田純子氏講演会「日本語学習アドバイジング

－その深さと大切さ」，「わせだ日本語サポート

NEWS No.1」発行，「わせだ日本語サポート・ナ

ビ」（研修資料）作成

「サポート」専用室（22 号館 813）を整備

奥田純子氏による「日本語学習アドバイジン

グ・ワークショップ」開催

展示「「わせだ日本語サポート」の構築過程にお

ける躓きと学び－留学生が自律的学習を実現で

きる学習環境システムの構築を目指して」（日本

語教育国際研究大会　日曜つながる広場），加藤

聡子氏・山下尚子氏（神田外語学院）によるワー

クショップ「アドバイザー ･トレーニング」開

催

「サポート」の付随サービス「日本語なんでも相

談デスク」設置

「わせだ日本語サポートNEWS No.2」発行

「日本語なんでも相談デスク」廃止，ボランティ

ア制度廃止

神田外語学院 VISTA 視察

「わせだ日本語サポートNEWS No.3」発行

「サポート」室を 22 号館 3F WILL 内に移転

「日本語で読んでみよう」開催

ワークショップ「にほんご＠ラウンジ 話すこと

を考えよう」開催

「学習者の自律的な日本語学習を実現するための

支援－「わせだ日本語サポート」利用者へのイン

タビューから考える」（日本語教育学会 実践研

究フォーラム）

早稲田大学大学院日本語教育研究科「日研ひろ

ば」にて話題提供

「わせだ日本語サポートNEWS No.4」発行

神田外語学院 VISTA 視察

「わせだ日本語サポート」プロモーションビデオ

作成（日・英・中・韓）

早稲田大学大学院日本語教育研究科「日研ひろ

ば」にて話題提供

「言語教育における自律学習とその支援を考える

－「わせだ日本語サポート」における支援実践を

事例として」（言語文化教育研究学会 第 37 回月

例会）

全大学院生を対象としたスタッフ募集開始

「わせだ日本語サポートNEWS No.5」発行

GEC科目「日本語学習アドバイジング」新規開講

5 月

7月

9月

11月

11-1 月

12 月

2017 年 3月

4月

5-7 月

10 月

10-12 月

11 月

11-1 月

2018 年 1月

3月

5-7 月

7月

9月

10-12 月

2019 年 3月

神田外語大学 SALC 視察

留学生と学部生の交流会をWILL にて開催，GEC

科目「日本語学習アドバイジング」履修者を対

象としたスタッフ募集開始

パネル「多文化共生キャンパスにおける学生支

援を考える－箇所間連携の可能性とオートノ

ミー・問題発見解決能力の育成」（早稲田大学日

本語教育学会）

就職活動セミナー「日本で働きたい留学生集ま

れ！」（全 2回）開催

ライティング・センターにおけるチューター研

修参加

ワークショップ「日本語学習ポートフォリオの

使い方」開催

留学生と学部生による「日本語学習ポートフォ

リオ持ち寄り会」開催

「わせだ日本語サポートNEWS No.6」発行

「日本語学習ポートフォリオ活用ワークショッ

プ」開催

「日本で働きたい留学生のための就職活動セミ

ナー」（全 2回）開催

ライティング・センターにおけるチューター研

修参加

「JLPT に向けてがんばろう！」（全 6回）開催

テレビ番組 WAKUWAKU JAPAN のコーナー

「Catch Your Dream! Study in Japan」でわせだ日

本語サポートが紹介される，神田外語大学 SALC

視察

「日本で働きたい留学生のための就職活動セミ

ナー」（全 2回）開催

早稲田大学大学院日本語教育研究科「日研ひろ

ば」にて話題提供

「わせだ日本語サポートNEWS No.7」発行

「日本で働きたい留学生のための就職活動セミ

ナー」（全 2回）開催

「JLPT に向けてがんばろう！」（全 3回）開催

就職体験セミナー「SENPAI TALK」開催

早稲田大学大学院日本語教育研究科「日研ひろ

ば」にて話題提供

早稲田大学日本語教育研究センター設立 30周年

記念パネル「CJL わせだ日本語サポート－留学

生支援のポータルをめざして」

「日本で働きたい留学生のための就職活動セミ

ナー」（全 2回）開催

「JLPT に向けてがんばろう！」（全 3回）開催

「「わせだ日本語サポート」実践報告－留学生の

ための自律学習支援の意義と課題を考える」（言

語文化教育研究学会 第 5回年次大会）

「わせだ日本語サポート NEWS No.8」発行 《第

16 期終了》
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わせだ日本語サポートイベント

日時：【2018 年度春学期】
　　　第1回…5月15日　学習リソースを知ろう
　　　第 2回…6月6日　効果的な勉強方法を知ろう
　　　第 3回…6月22日　合格した先輩の話を聞こう
　　　 【2018 年度秋学期】
　　　第1回…10月25日　学習リソースを知ろう
　　　第 2回…11月8日　効果的な勉強方法を知ろう
　　　　　　　　　　　   （講師：三好裕子先生）
　　　第 3回…11月20日　合格した先輩の話を聞こう
場所：22号館 3階WILL

わせだ日本語サポートでは、
留学生のために、多くのイベントを

開催しています。

日本語能力試験（JLPT）を受験する学生を
対象に、学習を支援するセミナーを、春学期・
秋学期合わせて全 6回実施しました。日本語能
力試験の概要、学習計画の立て方、各科目の
学習方法、リソースなどの紹介を行いました。ま
た、JLPTに合格した先輩たちが試験直前の勉
強方法や過ごし方、試験当日の注意点などにつ
いて、アドバイスをしてくれました。
秋学期には、語彙教材「キクタン日本語」の
著者でもある三好裕子先生に効果的な語彙の勉
強の仕方についてレクチャーしていただきました。

日時：【2018 年度春学期】
　　　第1回…5月22日／第 2回…6月27日
　　　【2018 年度秋学期】
　　　第1回…10月30日／第 2回…12月5日
場所：22号館 3階WILL
講師：中野　昌子氏（キャリアセンター）

昨年に引き続き、わせだ日本語サポートとキャリアセンターの共催で、留
学生を対象とした就職活動のためのセミナーを開催しました。日本での就職
活動の特徴とスケジュール、就職に必要な日本語力、企業研究やエントリー
シートの必要性、外国人留学生を積極的に採用している企業などに関する
情報提供がありました。また、セミナーの後（6月8日、7月10日、10
月31日、12月6日）には、講師の中野氏による個別相談がわせだ日本
語サポート室で行われました。

留学経験を活かしたいと
考えつつ、留学終了後の
進路について悩んでいる留
学生は多いと思います。同
じような悩みを経験した留
学生の先輩たちが、就職
活動や大学院進学の方法
について、アドバイスをして
くれました。

日研生の情報交流
の場である「日研ひろ
ば」において、わせだ
日本語サポートの取り
組みと日頃の実践を
知ってもらうため、自律
学習支援とは何か、ど
のような学習者支援を
行っているか、スタッ
フがどのように学び成
長しているかといった
話題について紹介しま
した。

「JLPTに向けてがんばろう！セミナー」開催

日時：7月11日
場所：22号館 3階WILL

進路相談セミナー
「SENPAI TALK」

「日本で働きたい留学生のための就職活動
セミナー」開催

日時：2018 年 7月19日（木）12：10 ～12：50
場所：19 号館　5階 516 教室
タイトル：「わせだ日本語サポート」って何？―
現役スタッフが語る自律的日本語学習の支援

早稲田大学大学院日本語教育研究科
「日研ひろば」にて話題提供
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●なぜ「わせサポ」を利用していますか？
ゆい：みなさん、なぜ「わせサポ」を利用していたんですか。
どうやって知ったんですか。
ミケル：「わせだ日本語サポート」の部屋の外に看板があった。
（笑）
グレハム：私は、最初は会話練習のためです。授業は学生が
多いから、あまり話す機会がない。だから、日本人とたくさ
ん話したかった。それで来てみたら、楽しかった。もっと来
たいと思った。意味がないと思ったら来ませんね。

ミケル：早稲田の授業で文法を習っていますが、JLPTN2を受
けようと思っていたので、聞きたいことがたくさんありました。
「わせサポ」に来て、授業で勉強した文法とか語彙につい
て、使い方とか違いとか、いろいろ質問しています。
ゆい：ミケルさん、「わせサポ」を単語帳みたいに使っていま
すよね。（笑）

シェン：私は……もともとは、オリエンテーションの時、先生
が紹介してくれた。

グレハム：うん、みんな知ってるよ。このビルで日本語を勉強
しているし、ここでランチを食べるから。でも、何をしてい
るかわからないから入らない。
ゆい：えー、だって外に看板があるじゃないですか。（笑）日
本語の文法や語彙の相談だけじゃなくて、学習方法とかス
ケジュールとか、クレジットカードの作り方の相談なんかも
あるんですよ。
迎：そうそう。エントリーシートの書き方についての相談もあ
りましたね。

●「わせサポ」で何が変わりましたか？
ゆい：「わせサポ」を利用するようになってから、何か変わっ
たことはありますか。

シェン：さゆるさんにいろいろ聞いて、勉強の計画を立てた。
で、N2をパスした。（拍手）

ミケル：「わせサポ」に来て話すようになってから、今まで勉
強してきたことの復習ができるようになって、上手になった
と思います。
グレハム：最初は「わせサポ」の部屋に来た時、英語だった
けど、だんだん日本語で話せるようになった。
ゆい：なんで最初は英語だったんですか？
グレハム：自分の日本語が通じるのかなあと不安だった。
王：うん、でも、自分がしゃべれるようになったのがわかって
きた。最初は日本語で話して迷惑をかけていないか、心配
だったけど、守屋さんから「リソースは全て利用しないと」っ
て言われて。
迎：守屋さん、えらい！（笑）

●「わせサポ」に何を期待したいですか？
ゆい：私たちは、「わせサポ」をもっとよくしたいと思っていま
す。どんなサポートシステムがあったらいいなと思いますか。
王：今は、「わせサポ」でいろいろできることがあるから、満
足しています。あとは、日本人の友達がほしいかな。もっと
知り合う機会があるといいと思います。

グレハム：JLPT のセミナーは人気があるね。私はまだN4レ
ベルなので、ちょっと難しいけど。セミナーは N2くらいの
人が参加しているでしょ。

ミケル：うん。でも、JLPT を受けたい人は誰でも参加できま
すよ。勉強になります。

シェン：それから、曜日によって勉強の内容を変えてもいいと
思います。会話とか作文とか…。とにかく、「わせサポ」の
今の雰囲気は、楽！

ミケル：私はこのままでいいと思う。とても満足しています。
で、「わせサポ」は日常的なセミナーだと思っています。い
つでもリラックスして勉強できる。
王：私は友達に言っています。みなさん、「わせサポ」に来て！
（笑）

利用者の皆さん：王（中国）・グレハム（イギリス）・シェン（台湾）・ミケル（スペイン）
スタッフ：さゆる・シンブン・みわこ・迎・守屋・ゆい （50 音順）

「わせサポ」スタッフと利用者の皆さんに、「わせサポ」について自由に話してもらいました。

「わせだ日本語サポート」座談会



9

期末試験やっと終わったばかり。万歳！（注：期末試験が終わったときに、イダオ
さんに執筆をお願いしました。）
僕はアニメを字幕なしで見られるように日本語を勉強しています。でも長い時間勉
強するのが大変でした。
いつも作文を直すために、よく「わせサポ」のスタッフと相談しました。僕は日本
語を始めたばかりの時より、書くことが上手になったかもしれません。いい助言をも
らったので、それで役に立ったと思います。
それに、スタッフも親切ですから、いろいろなことについて話したいです。それで
いい会話の練習になりました。少しだけだったのに、だんだん日本語がわかるように
なりました。
今も作文を直してもらいたいですが、「わせサポ」に行く時間がありません。将来
はメールで作文を直すことができますか？

イダオさん
日本語教育
プログラム生
カナダ出身

初めて来訪してくださった 10月はほぼ英語で対応し、授業についていくのが難しく
どう日本語を学習したらいいかという相談でした。その時のセッションでは、少しでも
日本語に触れる機会を増やすために、周囲にあるさまざまな学習リソースを駆使した
り、「わせサポ」でも身近な話題の時は日本語を使うことを意識してみてはどうかと提
案しました。それが功を奏したのか、次に対応した 12月はセッション中ほぼ日本語
で、それ以降もテストに向けて勉強した内容や旅行のことなど沢山報告してくれまし
た。あの時のやり取りがどれほど力になれたのかはわかりませんが、スタッフとして
彼の成長を目の当たりにした瞬間でした。「わせサポ」がお役に立てたのならまたと
ない喜びです。

スタッフのコメント

スタッフのコメント

私は 3年間、早稲田大学で専門について勉強し、日本語教育研究センターで日本
語を学んだ。しかし、授業の内容と宿題以外の質問もあるので、よく22 号館の 3F の
「わせだ日本語サポート」（以下「わせサポ」）へ来る。
一人で日本へ来た私にとって、日本語サポートの存在は非常に重要だ。例えば、
私は日本語能力試験に合格するために、「わせサポ」でいろいろな相談をした。「わ
せサポ」では試験の準備方法やよく違う方法を詳しく教えてくれるし、自分に合うアド
バイスももらえる。自分に合うベースで頑張ったら、日本語が上手になる。
また、私はよく日本での就職と生活について「わせサポ」でしゃべる。楽しい話題
でも、辛い経験でも、日本語で親切なスタッフさんと話すと、気持ちがよくなるし、「頑
張らなきゃ」というやる気も上がる。
「わせサポ」のおかげで、私は前より成長した！
明るい君でも、内気な君でも、遠慮しないで「わせサポ」に入ってください！
一緒に日本語を上達させましょう！

RI さん
政治経済学部
台湾出身

RI さんは最初「わせサポ」に来た時、自分が書いた就活に関する文章にあまり自
信がなかったという印象が強かったです。しかし、セッションを通じて、スタッフと話
し合いながら自分が言いたいことは何かを少しずつ意識できるようになり、それに相
応しそうな表現を自分で調べて考えるようになりました。RIさんは自分が書いた文章
に徐々に自信がついてきました。このような変化を見守ったスタッフとしての私は、言
葉にならないほど感動しました。

声利用者の
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……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

ゆい（アジア太平洋研究科（GSAPS）修士課程 2年）

自律的な学びというと、他者からの支援というものは必要のないイメージ

がありました。ですが、ここで留学生支援をしていく過程で、勝手がわから

ない場所でどのようにその人のオリジナルさ、つまりその人の学び方、ノウ

ハウを再現できるか、または適応させていくのか、にいわば仲介役として関

わる人の存在が、相談者にとっては大きな意味を持つことを感じました。こ

こで、そういった場面に関わることができたのは、今後社会に出て問題解決をするにあたって、別

の視点や現場を知るということがいかに大切であるのか、ということを肌で感じる貴重な経験でも

ありました。今後、早稲田で日本語を学ぶ 1人でも多くの学生に、ぜひわせだ日本語サポートを利

用してもらい、環境の違いによって自分自身の学習方法に生じたちょっとした「違い」を修復し、

ベストな学びを体現していただけたら嬉しいです。

さゆる（日本語教育研究科修士課程 2年）

わせサポで何をしているのか、と聞かれれば「留学生サポート」と答える

ことになりますが、その内容は、多岐に渡ります。積極的に関わる事例とし

ては「健康上の緊急事案対応」から「手続き書類の処理」などがあり、受容

的に関わる事例としては「一方的に不安や不満をただ聞く」というものまで

含まれます。多くは、日本語学習上の相談で、学習リソースの紹介や会話練

習の補助、文章のネイティブチェックなどの対応をしています。「友だち」「日本語の先生」「チュー

ター」であり、時には「無口なカウンセラー」になることもあります。わせサポでは多くのことを

学ばせてもらいましたが、誰かの役に立ちたいと思ったら「まずは自分が人として信頼してもらう

ことから始まる」という至極当たり前の事を実感できた 1年でした。

守屋亮（教育学研究科博士後期課程 1年）

自律学習支援というと、卒業式での先生のイメージがあり、一抹の寂しさ

を感じながらも学習者の華々しい「門出」を見送るようなことと捉えていた。

しかし、この 1年スタッフとして携わり感じたのが、学生が多様であるよう

に自律に至るまでの道筋も千変万化であり、サポート側としてもしなやかな

対応が求められること、また彼らの中でもスタッフの位置づけが変化してい

るということであった。スタッフとして、学習者が最終的には支援を必要と

しなくなることが 1つの目標なのだが、中には趣味や長期休みの予定を嬉々として話してくれる

学習者もいる。そのような際、必ずしも彼らは我々をスタッフとして接してくる訳ではなく、どこ

か「ご近所さん」として接しており、こちらの姿勢だけでは成立し得ないのも事実である。すると、

お互いの旅路を彩る伴奏者のようなイメージだろうか。これからも相互に「わせサポ」を創り上げ、

成長していけたらと願うばかりである。



「わせだ日本語サポート」では、早稲田大学の学生であるスタッフが、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。
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迎明香（日本語教育研究科修士課程 1年）

「自律学習支援」というと，自律性がないところから自律性を育てていく

ようなイメージがあり，最初は難しいことのように思えていました。しかし，

実際にわせサポの活動を通して，学習者にはそれぞれの自律性がもとから備

わっていること，その活かし方もそれぞれで，それを一緒に考えていったり，

違う視点から見てみたりする役割がスタッフの仕事なのかな，と最近は感じ

ています。当然のことなのですが，対話を通して相手としっかり向き合うこと，本当に必要なこと

は何か，表面の言語からだけではなく私自身が考えて探ること，大切だと感じます。まだ，スタッ

フを始めて半年しか経っていませんが，多様な学生に出会い，私自身も多くの学びと成長を得るこ

とができました。CJL の学生は本当に多様で個性的で，人の数だけ学びの数もあると思っています。

これからも，たくさんの学生にわせサポを通して出会えると思うと，楽しみです。

みわこ（教育学部教育学科生涯教育学専修 4年）

日本語教育の副専攻の授業や留学生との交流を通し、留学生支援に携わり

たいと考えたのでわせだ日本語サポートのスタッフに応募しました。最初は

自律学習支援という点を非常に意識していましたが、来訪者の話を聞くこと

が自然と自律学習への大きなきっかけになることが分かってきました。その

ため、途中からは「話を聞くこと」を重視するようにし、来訪者が何を必要

としているのか把握するよう心掛けました。また、わせだ日本語サポートが留学生にとってどのよ

うな場所になれるか考え、先生や友達とは異なる存在に日本語学習について相談出来るという点が

重要なのではないかと思うようになりました。さらに話を聞きながら質問したり一緒に考えたりす

ることで、来訪者がより具体的に問題を意識出来るようになっていく様子が伺え、改めて対話の必

要性を感じました。来期以降は話を聞くことに加え、より適切な対話展開が出来るよう心掛けてい

きたいです。

シンブン（先進理工学研究科博士後期課程 1年）　出身：台湾

私のわせサポに携わる動機は留学生の立場として、他の留学生に協力した

いということです。2年前日本に来た時に、在留資格の申請、銀行と携帯の

手続き、サークルなどについて、多くの問題に遭遇しました。自分の経験を

踏まえて、留学生に意見を出したら、留学生の不安を抑えることもできると

考えていました。

半学期の時間が短いですが、様々なことを学びました。留学生の質問は多

く3つに分かれています。1つ目は、日本語の学習についての質問、リソースの紹介です。2つ目は、

日本人との人間関係、サークルの質問です。3つ目は、生活に関する質問、就活です。私達の役割

は「アドバイジングをする」ことです。私達はスタッフとして、どうやって相手の立場を立て、良

いアドバイスを提案するか一番難しいと感じました。しかし、何回か経験を重ねて、良くないとこ

ろを考え直して、来訪者に納得していただけたことはやりがいを感じたところです。
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