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上手にならない…
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どうすればいいか
分からない

「わせだ日本語サポート」で
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必要としている方の来訪を
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このような
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質問がたくさん
あるけど…
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「わせだ日本語サポート」  利 用 案 内
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［場所］早稲田キャンパス 22号館
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わせだ日本語サポート室
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できること

「わせだ日本語サポート」とは ?
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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。
来訪者が自律的に日本語学習できるように、大学院生の
スタッフがサポートを行っています。
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来訪者一人一人の声に
耳を傾け、共に考える
ため、スタッフが個別
スペースで対応しま
す。（1セッション 45
分以内）

④個別対応スペース

日本語使用・日本語学習
などに役立つ学内外の情
報に関するチラシやパン
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
学内外のさまざまな機関や留学生・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
教材や資料を用意しています。

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、留学生
一人一人の多様なニーズに応え、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。

2019 年度　利用者集計

１　月別利用者数（延べ人数）

月 人数

4月 � 56

5 月 � 83

6 月 � 90

7 月 110

9 月 � � 7

10月 � 78

11月 � 68

12月 � 51

1 月 � 71

合計 614

［開室期間］

　2019 年 4 月－2019 年 7 月

　2019 年 9 月－2020 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

教材
交流イベント
WEBリソース

文法
書く
話す
授業
語彙
聞く
発音
読む
漢字

ひらがな/カタカナ
進学
就職

アルバイト
その他

4.80%
4.41%

2.25%
4.31%

0.98%
0.59%

22.25%
19.02%

7.84%
7.84%

4.61%
2.65%
2.16%
2.16%

0.69%
0.10%

4.61%
3.63%

0.29%
4.80%

学習相談 情報収集

学習計画 � 4.80 交流イベント � 0.98

学習方法 � 4.41 教材 � 4.31

振り返り � 2.25 WEB リソース � 0.59

日本語の質問

読む � 2.16 発音 � 2.16

ひらがな /カタカナ � 0.10 書く 19.02

文法 22.25 語彙 � 4.61

聞く � 2.65 話す � 7.84

漢字 � 0.69 授業 � 7.84

進　　　　路

就職 � 3.63 アルバイト � 0.29

進学 � 4.61

その他 � 4.80

＊���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（%）

日本語教育研究センター 学部 大学院

52%75%458 人

9%
58 人

16%
98 人

区分 人数

大学院政治学研究科 � 2

大学院経済学研究科 � 3

大学院法学研究科 � 7

大学院文学研究科 � 9

大学院商学研究科 � 3

大学院教育学研究科 � 1

大学院アジア太平洋研究科 21

大学院スポーツ科学研究科 � 1

大学院基幹理工学研究科 � 1

大学院創造理工学研究科 � 7

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 17

その他 23
合計 98

区分 人数

政治経済学部� 18

商学部� � 2

社会科学部� � 3

国際教養学部（SP3）� 22

国際教養学部（SP3�を除く）� 11

基幹理工学部� � 1

先進理工学部� � 1

合計 58

２　所属別利用者数（延べ人数）
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わせだ日本語サポートイベント

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・秋学期に合わせて全 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。11月
6日には、早稲田大学日本語教育研究科の先輩から、聴解
能力向上のための勉強方法について経験談を聞きました。
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。

「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、自己分析や企業研究の必要性、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、会社の探し方、面接時のマナーやWEB
テスト対策など、実践的な内容についても触れられ、就職
活動がよりリアルに感じられたという学生もいました。セ
ミナー後、キャリアセンター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。

「JLPTに向けてがんばろう！
セミナー」開催

「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：2019 年度春学期／秋学期
　　　第 1 回　5 月 14 日／ 10 月 15 日
　　　　　　　　学習リソースを知ろう
　　　第 2 回　6 月 5 日／ 11 月 6 日
　　　　　　　　効果的な勉強方法を知ろう
　　　第 3 回　6 月 20 日／ 11 月 21 日
　　　　　　　　合格した先輩の話を聞こう
場所：22 号館 3 階 WILL

日時：2019 年度春学期
　　　　第 1 回　5 月 28 日／第 2 回　6 月 26 日
　　　2019 年度秋学期
　　　　第 1 回　11 月 12 日／第 2 回　11 月 27 日
場所：22 号館 3 階 WILL
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「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。
お気軽にご参加ください！

留学経験を活かしたいけれど何をしたらいいのかわからな
い、また、留学終了後の進路はどうしようかと悩む留学生
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準備から試験本番の心
構えまで、具体的なアドバイスをしてくれました。参加し
た学生は、先輩の話に熱心に聞き入ったり、積極的に質問
したりしていました。

2019 年秋学期から、タンデム（言語交換）の取り組みを
始めました。タンデムは、自分の学びたい言語の母語話者
とペアになって、お互いの言語を学び合う互恵的な学習
スタイルです。今期、約 70 名の方に応募していただき、
約 15ペア（30名）が実施しました。
「日本語を使いたい」「日本人の友達
が欲しい」というニーズに応えなが
ら、積極的に日本語を話せるような
環境作りを進めています。早稲田生
なら誰でも参加できますので、奮っ
て応募してください！

進路相談セミナー「SENPAI TALK」
就職・進学成功体験共有会

タンデム「Tandem（言語交換）」
を始めました！

「日研ひろば」では、日本語教育研究科の大学院生に向けて
「わせだ日本語サポート」について紹介しました。アドバイジング
の理念に沿った日本語学習のサポートの実態や、留学生が何に
悩んでいるのかということについて話しました。留学生が自律
的に学習し、充実した留学生活を送れるようにお手伝いするこ
とが私達の仕事です。スタッフの所属や国籍など不問、「わせだ
日本語サポート」のスタッフとして一緒に活動してみませんか？

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

日時：2019 年 7 月 9 日
場所：22 号館 3 階 WILL

期間：学期期間中（計 6 回程度、継続自由）
参加方法：  学期開始時に申請フォームから応募

「わせサポ」でガイダンス後、開始！!

日時：2019 年 7 月 19 日（木）
場所：19 号館　5 階 516 教室
タイトル：リアルな異文化体験「わせだ日本語サポート」
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声来訪者の

國橋：今学期、何度も来てくれましたね。とても上手に利
用されているようですが、「わせサポ」の利用方法を聞かせ
てください。
シモネ： 初めて「わせサポ」に来たのは、日本語を話す練
習をするためでした。日本語をたくさん話すチャンスがな
くて。最初は緊張しましたが、今はリラックスして上手に
話せます。だいたい毎週「わせサポ」に来ています。宿題や、
レポート、調べてもわからない文法の説明をしてもらいま
す。質問も日本語でするから、話す練習になります。
國橋：友だちにも勧めたい点はありますか。
シモネ：予約がいらないのがいいと思います。勉強していて、わからないことがあったら、すぐに「わせサポ」で
質問することができます。それから、JLPT の勉強、作文のチェック、ヒアリングや話す練習など、全部ここででき
るのもいいですね。
國橋：シモネさんのこれからの目標を教えてください。
シモネ：将来は、日本人にフランス語を教える仕事がしたいです。日本語とフランス語の違いは大きくてとても面
白いし、教える経験は素晴らしい学びになると思います。日本で暮らしたいので、JLPT（日本語能力試験）のため
に勉強を始めました。でも、日本語の文法は本当に難しい。
國橋：「わせサポ」では、“がんばる人” はいつでも大歓迎です。インタビューを受けてくれてありがとうございました。

勉強も話す練習も全部「わせサポ」で� シモネさん

　日本語教育研究センターの学生として、「わせサポ」のみ

なさんに本当に感謝しています。先学期、大学院の入試に

向けて準備していたので、様々な書類を作成しなければな

りませんでした。ですが、外国人の私にとって、自国には

ない研究計画書や志願書の作成は大変でした。日本語のレ

ベルがまだ足りなかっただけでなく、研究計画書や志願書

にどのような内容を書いたらいいのか全然わかりませんで

した。困っていた時、「わせサポ」のみなさんに助けていた

だきました。「わせサポ」のみなさんの優しさに今でも感謝

しています。特に、「わせサポ」のみなさんは日本語で対応できるだけではなく、中国語でも英語でも対応できます

ので、日本語に自信がない人も、気楽にサポート室に入れるという点が本当にいいと思います。私も遠慮をしない

で何度も通い、スタッフの方に研究計画書の書き方について丁寧に教えていただきました。「わせサポ」の学習サポー

トのおかげで、大学院に合格することができました。「わせサポ」のみなさんに感謝を申し上げます。

研究計画書のアドバイスを受けて見事大学院に合格� 王さん
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いつも、どのようにわせだ日本語サポート（「わせサポ」）を利用しているのでしょうか。
4 人の来訪者の皆さんに聞いてみました。

中国出身の陳さんは学部の専攻は経済学でしたが、日本のアイドルへの
興味から日本語を独学し始め、わずか 1 年で JLPT（日本語能力試験）N2
を取得。日本の大学院に進学するため、4 年生の時に CJL へ留学しました。
CJL のオリエンテーションで「わせサポ」を知り、日常生活での日本語の問
題で「わせサポ」を初めて利用しました。その後、主に授業の宿題や JLPT
の勉強でわからなくなった時「わせサポ」を利用し、秋学期の利用回数は全
来訪者中最多となりました。

溝井：最初、どうして「わせサポ」に来ようと思ったんですか。
陳：授業以外で生じた日本語の問題をサポートしてくださる場所を探して、

「わせサポ」に来ました。
溝井：「わせサポ」を利用して「良かった」と思うことはありますか。
陳：「先生に聞くほどのことじゃないな」と思うような問題でも気軽に尋ねることができたことと、「わせサポ」が

「誤りを自分で発見・解決する」という私の学習スタイルに適していたことです。
溝井：「わせサポ」の良い点、悪い点、「わせサポ」への要望があれば教えてください。
陳：良い点は、全開室日に中国語がわかるスタッフさんがいらっしゃる点で、悪い点は、午後から開室することと、
月曜が閉室だということです。それから、メールでの質問対応があれば、もっとうれしいですね。

「発見・解決する」学習スタイルがいい� 陳さん

七海：「わせサポ」に来て、いろいろなことを相談していま
したね。「わせサポ」はどうでしたか。
シェン：うーん…行くたびに毎回助かりました。問題を解
決できると思います。授業の日本語の質問とか、生活の問
題とか、スタッフのみなさんが相談に乗ってくれて、いろ
いろな情報をもらいました。（相談内容によっては）解決で
きるかどうかは時間が経ってからでないと、わかりません。
でも、相談したら誰かが耳を傾けてくれる、そういう環境
があれば、留学生の悩みや心細さを解決できると思います。
その点、「わせサポ」は具体的な問題を解決するだけでなく、
心理的にもサポートしてくれました。
七海：「わせサポ」のどのような点が良かったですか。
シェン：良い点は、とてもフレンドリーで、時間をきちんととって話してくれるところです。十分な時間をかけて
スタッフと話して、考えて、一緒に結論を出すことができるので、その環境が良いと思います。今学期はタンデム
もしてもらえました。うれしかったです。
七海：タンデムも「わせサポ」が始めたことでしたね。タンデムに応募してみて、どうでしたか。
シェン：やっぱり、会話の機会が増えたことと、もう一つは友達ができたことがよかったです。

相談したら誰かが耳を傾けてくれる場　� シェンさん
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１．スタッフをしていて良かったこと・スタッフ
としての成長

も：自分は「わせサポ」に入って 2 年なんですけど、最

初は留学生の質問にしどろもどろだったのに、少し

ずつ答えられるようになったことや、留学生のみな

さんに提供できるリソースのストックが広がったこ

とを実感しています。やっていて良かったのは、常

に学習者の視点でいられることですね。

そ：外国人スタッフとして良かったことは、まず CJL に

来る学生は日本語に限らずいろいろなことで悩んで

いるんだということがわかったことです。そして、

そういった人たちをどうやって助けられるのか一緒

に考えることがとても勉強になりました。また、自

分にととって役に立っているリソースを紹介して

も、他の人に通じるかどうかわからないので、一人

一人のニーズに合わせてサポートしなければならな

いということを学びました。

し：私は最初、留学生スタッフとして留学生や日本語学

習者を理解できるし、自信を持ってサポートできる

と思っていました。ですが、編入して日本に来た私

と CJL の学生は全然状況が違うので、留学生の質問

に対応することによって私も成長することができま

した。今後は、日本語の問題だけでなく、生活情報

などについても温かいアドバイスができるようにな

りたいです。

む：一番うれしいのは、私がここに入った時から来てく

れていた留学生の成長が見えた時ですね。最初は授

業についていけないという悩みだったんですが、次

第に日本語力も伸びて、できることも増えてきて、

悩みの内容も変化してきたように思います。それに

伴って、彼らの考えを後押ししたり、日本語学習の

ハブのような役割を担ったりできるようになりま

した。

り：同じ曜日のスタッフに親切にしていただいたり、毎

週のミーティングで先生方からいろいろなアドバイ

スがもらえるので、最初の頃よりは上手にアドバイ

ジングができるようになったという感じがします。

やっていてよかったのは、日本人の学生さんと初め

て一緒に何かをする機会を持てて、考え方なども知

れたことで、私自身がこれから日本で生活していく

上での自信にもなりました。

２．印象的な留学生の成長 

も：研究計画書の相談に来た中国出身の留学生ですか

ね。初回は目の前の研究計画を書くことが目的だっ

たんですけど、段々と将来の夢が明確になってきた

んですね。そうすると研究計画書の内容にもそれが

はっきりと反映されてくるんです。アドバイジング

期間は半年くらいでしたが、彼女の成長を目の当た

りにできたという意味では印象的でした。

し：イギリス出身の女性の方ですね。私は漢字圏出身

で、非漢字圏の人の悩みがわからなかったので、ど

うしたら非漢字圏の人をもっと上手にサポートでき

るのか考えるようになりました。同じ日本語学習者

でも、非漢字圏の人に会えたのは新鮮でした。

そ：最初は日本語の勉強についてぼんやりしたことしか

聞けなかったんですが、回数を重ねるごとに質問や

ニーズが留学生の中で次第に明確になってくるのが

印象的でした。また、紹介したリソースが役に立っ

ていますと言われて、自分も役に立っているような

気になり、とてもうれしかったです。

む：最初来た時は、心のサポートを欲しがっていた留学

生が、次の回に来た時はとても明るくなっていたん

です。それで、日本語の勉強や将来のキャリアにつ

いて話したりしていたんですね。「わせサポ」をき

ちんと学習リソースとして活用しようという変化が

見えて、すごいなと思いました。

り：印象的だったのは F さんです。一緒に学習リソース

を探していて、最終的にニュースにたどり着いたん

です。その後、とても真面目に勉強に取り組んで、

「わせだ日本語サポート」スタッフ座談会
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スタッフ：焦＝し、曹＝そ、迎＝む、守屋＝も、劉＝り（50 音順）

前回来た時は、聴解力や語彙力を伸ばしただけでな

く、作文もきちんと書けるようになっていて、その

成長が見えてすごくうれしかったです。

３．もっとこういう人に来てほしい

も：自分でサポート機関に来られる人は、すでに自分で

アクションを起こしているし、モチベーションもあ

る程度持っている人たちですが、自分から来られな

い人もたくさんいますよね。来られない理由はさま

ざまだろうと思いますが、1 人でも多くの人が気軽

に、世間話をするような気持ちで来てくれればなと

思いますね。

し：「わせサポ」のサポートに依存するのではなく、サ

ポートを通して、少しずつ明確に学習目標について

考えられるようになってほしいです。スタッフに教

えてもらうだけでは本人の成長にならないので。

む：学期が始まった時は授業計画を立てるために来訪し

てくれたのに、その後はほとんど来ないで、よくな

い評価がついてから再来訪したという人がいまし

た。もっと早い段階で来てほしかったし、他にもそ

ういう人がいるのかもしれないなと感じました。ど

うやって伝えていけばいいかわからないけれど、と

にかく困っていたらなんでもいいから来ていい、っ

てわかってほしい。

  そ：日本語の相談だけではなくて、生活面とか精神面

とか、そういったことに困っている人にも開かれて

いる場所にしたいですね。私たちは留学生のみなさ

んの悩みに応じて適切な機関や場を紹介することも

できるので。そして、来日してあまり日が経たない

人に、あなただけじゃないよって、「わせサポ」を

仲間探しや心の癒しの場の一つとして考えてもいい

よ、って伝えたい。

り：自分の日本語に自信がなくて、たとえば「発音が悪

い」という人がよくいるけど、実際に聞いてみると

全然おかしくない。結局、自分に自信がないんだ

なってことになるから、もっと「わせサポ」で話し

てみて、一緒に課題や解決策を考えて、自信をつけ

てくれたらいいなって思います。

日々留学生とのセッションに大忙しのスタッフの皆さん。その本音に迫ってみました。
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2011 年 3 月
4月
5月
9月

2012 年 3月

4月
5月

8月

9月

2013 年 3月
4月

2014 年 3月
4月
5月
7月
8月

11月

2015 年 3月
7月

11月

12月

2016 年 1月
3月
4月
7月

9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

「わせだ日本語サポート」（第 1 期）開室

ボランティア制度導入

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

「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

「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

「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

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

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

5-7 月

7月
10-11 月

10 月
12 月

2020 年 3月

日本語教育学会）

「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

「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

「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

「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・進学体験セミナー「SENPAI TALK」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

「JLPT に向けてがんばろう！」（全 3 回）開催

「タンデム学習」開始

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.9」発行

「わせだ日本語サポート」の歩み
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中央図書館
総合学術情報センター

スタッフ一同お待ちしています！

「わせだ日本語サポート」は WILL
の中にあります。学生が食事をし
たり、友達と話したり、時には勉
強したりしています。にぎやかで
すね。 これが「わせだ日本語サポート」

です。スタッフボードには、ス
タッフが使える言語、得意な相談
分野が書かれています。イベント
の情報もたくさんありますよ。  ちょっと緊張しますね。でも入っ

てみましょう！ スタッフさんと
学生さんがセッションしています
が、気軽に声をかけてくださいね。
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わせだ日本語サポート
22号館3階

Waseda International
Learning Lounge（WILL）

「わせだ日本語サポート」へ行こう！
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