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 13 日本語教育研究科 

 

１ 大学院研究科の使命および目的・教育目標     

ⅡＡ群 大学院研究科の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性  

【理念・目的】 

早稲田大学は、明治以来、留学生の受け入れとその日本語教育を実施する国内有数の大学と

して、その使命を果たしてきた。2005 年現在、76 カ国から、約 1,950 人の外国人留学生が在

籍しており、その半数が国内最大規模の日本語教育機関である「日本語研究教育センター」（以

下、日本語センター）において日本語を学んでいる。留学生に対する日本語教育は、その大部

分は非常勤講師やインストラクターの協力の下に運営されてきたが、近年の留学生急増によっ

て、留学生のニーズは多様化し、それぞれの要望に応えうる受け入れ側の質の高さが求められ

るようになった。そうした背景を踏まえ、日本語教育を専門とする独立大学院を設立する必要

性が強く認識され、日本語教育研究科が設立された。 

本研究科では、国内外における日本語教育の充実・発展に寄与することのできる、理論と実

践の力を兼ね備えた有能な人材を育成することを設立の理念・目的とし、日本語教育学に関す

る理論的な知識を習得すること、日本語教育学の研究能力を身につけることとともに、日本語

教育の実践能力を高めることを教育目標としている。 

【実態】 

実態として、2001年度に開設して以来、修士課程には、日本人・留学生ともに、学内外の学

部新卒の学生だけではなく、一般社会人、退職者、日本語教育ボランティア、日本語学校教師

といった、年齢、経験ともに幅広い応募者を得ている。また、2003年度開設の博士後期課程に

は、本研究科の修了生だけではなく、他大学院修了者、他大学の現職専任教員などの応募も多

い。大学や教師養成機関で理論は学んだが教育実践経験の少ない者、逆に教育実践経験はもつ

がその理論的な裏づけを必要とする者の応募の多さは、本研究科の目的とする理論と実践を兼

ね備えた人材育成という趣旨に適っているといえる。また、修士課程100人、博士後期課程45

人の学生収容定員は、全期において充足している。 

理念・目的を達成するためのカリキュラムの特色として、①研究指導・演習により、日本語

教育学の研究を行い、②理論研究により、理論的な知識を幅広く学び、③実践研究により、日

本語教育の実践的な研究を主に日本語センターでの教育実習を通じて行う、といった理論と実

践が真の意味で連動していることが挙げられる。2005 年現在、11 人の演習担当専任教員によ

り、①②③の一貫した指導が行われるとともに、日本語教育学の専門家としての非常勤教員講

師により、②の指導が学期を通じて、または集中講義の形式で行われている。 

開設以来、日本語センターと密接に連携した独自の教育研究プログラムの策定、およびその

組織的展開を進めてきた結果、修士課程修了生は、日本語の研究教育者として、学内において

は日本語センターの非常勤講師および契約講師、学外の大学・日本語教育諸機関の講師、国外

においては協定校を中心とした大学等において、日本語教育に従事しており、国内外の日本語

教育水準を年々向上することに寄与しているといえる。 

さらに、国際結婚による外国人配偶者や、小・中・高校に通う日本語教育の必要な外国人児

童・生徒の増加など、国内だけでも、日本語教育をめぐる社会状況は、その重要性を増しつつ

あり、高い専門性を備えた実践家が求められている。本研究科では、研究科事業のほかに、各

教員によって、地域ボランティア活動の展開、NPO法人の設立による問題の共有化、産官学共
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同プロジェクトによる問題の解決など、その研究成果を広く社会に提供し、また、大学院学生

はそれらの活動にも参加することで、より広い視野から、社会的諸問題にも対応できる独自の

問題意識を育んできている。 

【長所】 

長所として、その実績は、短期間ながらも、学内留学生に対する日本語教育の向上に資する

だけでなく、世界各地で活躍する日本語教師を毎期輩出し続けるなど、世界各地の日本語教員

養成プログラムのモデルとなる組織化を遂げるに至っている。こうした日本語教育および日本

語教育研究・教員養成を、大規模な構想の下に、理論と実践を一元的に統括しつつ行うことが

できるのは、日本では、本学のみであろう。 

【問題点】 

問題点としては、以上のような、日本語教育界においては、かつてない規模で設置･運営さ

れている本研究科ではあるが、それぞれの分野･領域の研究室の学生数が増加し、限られた期

間において実践面での能力向上を図ることが困難であるという点が挙げられる。 

【改善の方法】 

 今後は、理論と実践との真の連動を実現していくために、日本語教育の実習の機会を増やし、

実践の場を内外に広く求め、確保していく必要がある。現在も実施している、契約講師の制度

をより充実させるとともに、客員教員（専任扱い・非常勤扱い）、非常勤講師、助手等の人員

配置をより有効に活用し、本研究科および日本語センターにおける効果的な運営に努めたい。 

研究科としては、情報通信機器の効果的な利用についても力を入れており、海外協定各校と

の遠隔授業の実施や、センター主催のオンデマンド講座への講義提供などを実施することで、

早稲田発の全世界に向けての日本語教育の普及・展開を目指している。 

 

ⅡＢ群 大学院研究科の理念・目的とそれに伴う人材養成等の目的の達成状況  

【理念・目的】 

日本語学習者の多様化と需要増大に対応しうる実践研究能力を有する、理論と実践のバラン

スのとれた日本語教員の養成という目標実現に向け、入試方法、大学院学生の内訳、教育課程、

論文執筆支援、学位授与といったシステムが一貫して組織化されている本研究科の教育プログ

ラムは、日本語教員養成を専門とする最初の大学院として、後続の各大学・大学院等に少なか

らぬ影響を与えてきた。特に、半期にわたる豊富な実践活動がもたらす教育効果は、留学生の

日本語学習環境の向上のみならず、多様な現場環境において自立して教室設計のできる教員を

養成するものとして注目されている。加えて、論文執筆支援制度は、課程制大学院制度におけ

る学位発給の理念をより明確にし、新たに開発するオンデマンドコンテンツや海外赴任支援制

度とともに、本研究科の目標実現に大きく寄与するものであり、日本で唯一の日本語教育専攻

の独立大学院として、わが国の日本語教育分野をリードする立場として、わが国の日本語教員

養成の向上につながるものである。 

【実態】【長所】 

実態としては、AO 入試を採用した入学者選考により、修士課程 100 人、博士後期課程 45 人

の学生収容定員を常に充足し、昨今の急速な日本語教育の多様化・需要増大に対応できる、優

秀な日本語教員の育成を目標として、理論と実践が密接に連動した教育プログラムを展開して

いる。 
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広範な領域にまたがる理論科目の提供に加え、下部組織である日本語センターでの日本語授

業の参与観察や実習授業などを通して、現場に即した実践的な日本語教師養成を行っている。 

これまでの実績が示すとおり、本研究科では、理念の明確化とその実現のための教育プログ

ラムの組織化を、設立当初より展開してきた。今後も、学位審査委員会、日本語教育研究科教

育研究問題連絡協議会など、公開された合議による意思決定機関としてのシステムが機能する

ことによって、恒常的な展開が保証されている。 

修士課程の修了生として、これまでに約190人を輩出し、世界規模の日本語教育・研究ネッ

トワーク構築を目指し、世界各地で日本語教育に従事している。さらに、より高度な専門領域

への人材需要に応えるべく、2003年４月に開設した博士後期課程は、完成年度となる2006年に

は第１期の修了生に対し、博士号を授与する予定である。 

【問題点】 

問題点としては、まだ必ずしも将来の日本語教育を担う人材が十分には確保できていないこ

とがある。今後の円滑な研究科運営のためには、質・量ともに、より優れた人材の確保が求め

られる。 

【改善の方法】 

 現在、学内からの志願者がやや少ないため、学内入試説明会等を積極的に開催し、学内から

の有能な人材の確保に努めたい。このような人材の確保により、今後、より質の高い研究能力

を身につけた学位保持者を輩出することが可能となり、彼らを中心としたネットワーク形成は、

留学生の早稲田と世界との環流をも促すなど、本研究科を中心とした自律的な研究・教員養成

プロセスを構築するものとして期待される。 

 

 ２ 修士課程・博士課程の教育内容・方法等   

 （１）教育課程等 

（大学院研究科の教育課程） 

ⅡＡ群 大学院研究科の教育課程と各大学院研究科の理念・目的並びに学校教育法第65条、大

学院設置基準第３条第１項、同第４条第１項との関連 

【理念・目的】 

修士課程の設置基準「広い視野に立って清深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は

高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養う」、および、博士後期課程の設置基準

「専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業

務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養う」に基づき、日本

語教員養成機関における理想的な教育研究体制の確立を目指して、日本語センターと連携した

独自の教育研究プログラムの策定、およびその組織的展開を進める。 

【実態】【長所】 

実態として、修士課程では、理論と実践の力を総合的にバランスよく習得した、多様な状況

に対応しうる実践研究能力を有した日本語教師の育成を目標として、履修科目に、演習のほか

に、理論研究と実践研究とを設けている。理論研究では、広範な領域から基礎的理論を学ぶ。

実践研究では、日本語センターにおける日本語講座の実践現場に参加し、シラバス立案、教材

作成、教授方法、評価方法などについて約 15 週間を通じて実習することにより、多様化する
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日本語教育をとりまく諸状況に対応しうる実践研究能力を備えた人材を育成している。そのう

えで、さらに演習によって、問題発見とその解決を可能にする体系的な研究手法を習得させ、

大学院学生各自のテーマに合わせて応用・発展させるための方法論を学ばせている。  

これらの理念やプログラムは、日本語教育研究科修士課程設置の趣旨、同博士後期課程設置

の趣旨に記載のとおり開設時から一貫し、毎期その組織化を進めてきた。また、研究科のホー

ムページ、パンフレットなどへの掲載、年２回開催の入試説明会での説明等を通じて広く内外

にも広報している。また、シラバスを毎期公開し、学生による授業評価の実施およびその公表

と授業担当者への還元等を通じて、絶えず実施状況を点検・改善する体制ができている。なお、

全教員は、それぞれウェブサイトを開設し、具体的な教育方針・研究内容を明示している。 

【問題点】 

現在の日本語教育の分野･領域は極めて広範に及ぶため、これをすべて覆うことは一機関の

みでは困難である。したがって、大学院学生指導としては、さまざまな分野･領域にわたって

広く学習することを推奨しているが、一方で、大学院学生には専門分野を絞って修士論文を作

成させ、各専門領域の水準の質的確保をする必要がある。 

【改善の方法】 

具体的に、どのような学生がどのような履修を行い、どのような教師として成長するのかと

いう追跡調査の必要性もある。 

 

ⅡＢ群 「広い視野に立って清深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性

を要する職業等に必要な高度の能力を養う」という修士課程の目的への適合性 

【理念・目的】 

 特に修士課程においては、日本語教育学の理論的な知識の習得とともに、日本語教育の実践

を通じた理論化、実践研究を重視して、日本語教育の需要の急速な増大と多様化の現状に対応

しうる、高度な実践研究能力を備えた日本語教員の養成を目的とする。 

【実態】【長所】【問題点】 

実態としては、日本語センターにおける日本語教育の実践と連携することによって、教育現

場と直結した大学院として、理論と実践の力が総合的にバランスよく身についた人材を育成す

ることが可能になっている。こうした教育実践の場と連動させた大学院の授業は、国内にもほ

とんど例のない本研究科独自の特徴のひとつである。「早稲田から世界への発信」をキャッチ

フレーズに、本研究科を中心とした日本語教育・研究のネットワーク構築によって、海外で200

万人を超える日本語学習希望者に対して、質の高い教育機会を提供することを目指している。

これまで、大学院学生の約半数を外国人留学生が占めており、彼らが課程修了後、母国に帰っ

て日本語教育に従事し、その教え子がまた早稲田に留学する、という環流の形成によって、安

定した外国人留学生数を確保しつつ、早稲田発の日本語教育研究の普及を図っている。 

こうした取り組みによって、理論だけでは得られない個々のケースに即した多様な日本語教

育を、自立的に計画・実践・研究できる人材を毎期輩出し、今後も継続して、世界各地の大学、

公的機関等の教育現場に赴任させていくことが課題である。 

問題点としては、日本語教育における高度の専門性を身につけさせるには、日本語教育の実

践的な経験の裏づけが必要であり、２年間という学業期間だけではおのずと限界のあることが
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挙げられる。 

【改善の方法】 

改善の方法としては、修了後の研修機会を充実させること、また、修了生ネットワークの拡

充が挙げられる。現在、各研究室で把握している修了生の状況について、研究科で一元管理す

るシステムを構築する。特に、修了生の赴任先、世界各地で生じている日本語教育をめぐる諸

問題を集積し、かつ、人的なネットワークを確立することが必要である。 

 

ⅡＢ群 「専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専

門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養う」

という博士課程の目的への適合性 

【理念・目的】 

理論と実践が密接に連動した教育プログラムを展開することにより、昨今の急速な日本語教

育の多様化・需要増大に対応できる、優秀な日本語教員の育成を目指すとともに、研究者とし

て自立して研究活動を行い、または、その他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の

研究能力およびその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 

【実態】【長所】【問題点】 

実態として、2003年に新設された博士課程においては、多様な教育環境を提供しうる日本語

センターをフィールドとして生かしつつ、国内外の諸地域から要望の強い、地域全体における

日本語教育施策の策定などに従事しうる、より高度な教育研究能力を有する人材を育成してい

る。博士後期課程の完成年度となる 2006 年には、第１期修了生に対して博士号を授与する予

定であるが、こうした有能な人材の将来の進路および活躍の場をどのように確保するかが本研

究科の重要な課題である。 

【改善の方法】 

改善の方法としては、修了後の研修の機会を充実させること、修了生ネットワークの拡充が

挙げられる。前者は、各分野における学会・研究会での研究活動を充実させること、教育実践・

教育研究の成果を公表する場を増やしていくことなどが挙げられる。後者は、修士課程と同様

に、修了生について研究科で一元管理するシステムを構築する。特に、修了生の赴任先、世界

各地で生じている日本語教育をめぐる諸問題を集積し、かつ、人的なネットワークを確立する

ことが重要である。 

 

ⅡＡ群 修士課程における教育内容と、博士（後期）課程における教育内容の適切性及び両者

の関係 

ⅡＡ群 博士課程（一貫性）の教育課程における教育内容の適切性  

【理念・目的】 

修士課程においては、日本語教育学の理論的な専門分野の知識の習得とともに、日本語教育

の実践を通じた理論化、実践研究を重視して、日本語教育の需要の急速な増大と多様化の現状

に対応しうる、高度な実践研究能力を備えた日本語教員の養成を目的とする。 

博士後期課程では、高度な研究能力の育成とともに、日本語教育プログラムの策定能力、コ

ースデザインの作成力、コーディネーターとしての調整力等も育成することを目的とする。 
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【実態】【長所】 

実態として、現在、理論研究では、日本語教育関連諸理論について 31 講座を開講し、幅広

い知識を習得させる。実践研究では、日本語センター設置の日本語講座への参与観察・授業運

営を行う。参与観察では、教授者側・学習者側双方の問題を相関させた問題意識を養う。また、

授業運営では、意識化された問題を考慮しつつ、授業計画の立案から評価に至るまで一貫して

半期にわたり、指導教員の下で、授業を担当することで、独立した教室運営が可能となるに十

分な能力を育成する。演習では、問題発見とその解決のための体系的な研究手法を習得させ、

それを通じて論文のテーマを設定させる。これら理論研究科目、実践研究科目、演習科目の履

修を踏まえ、研究指導では、論文執筆に向けた指導を大学院学生各自の研究テーマに照らして

行う。 

長所としては、研究指導・演習において、修士課程、博士後期課程が連動しつつ、高度化し

ていける仕組みになっている点、また、本研究科修了生以外の博士後期課程在籍者も、理論研

究の受講や日本語センターの授業を通じて行う実践研究に参加することが可能であり、学生た

ちの複合的な交流が可能になっている点などが挙げられる。 

【問題点】 

 問題点として、博士後期課程の学生は、博士学位論文作成およびそれに関連する研究業績を

挙げることに重点が置かれるため、日本語教育の実践にかかわる機会はもてるが、必ずしも日

本語教育全体のマネジメントに関して学ぶ機会が多くはないことが挙げられる。 

【改善の方法】 

 修士課程・博士後期課程ともに、個々の教育実践の機会を増やすとともに、常に組織全体を

考慮した教育実践を行う能力を高めるための制度的な工夫が必要である。2006年度からは、実

践研究科目を、より教育実践に即した形で充実させていくための方策を立てている。 

  

ⅡＡ群 課程制博士課程における、入学から学位授与までの教育システム・プロセスの適切性 

【理念・目的】 

日本語教育学の博士学位論文としての質の向上を図る教育システムをつくるとともに、博士

学位論文を完成させるまでの過程を明確にし、公正な学位認定を行う仕組みを策定する。入学

から学位授与までの教育システム・プロセスを明確化することにより、日本語教育学全体の発

展に寄与することを目的とする。 

【実態】【長所】 

実態としては、各学期（６月、12月）に博士論文計画書および経過報告書を提出させ、博士

論文を完成させるまでの過程において、複数教員による指導を行っている。また、博士論文を

受理検討委員会に提出するための要件を決め、その条件を満たすことで公正な学位認定をする

ための客観性を高めている。本研究科全教員からなる受理検討委員会、学位審査委員会を設け、

公正な審査が可能になる制度を設けている。 

なお、修士課程においては、１学期に修士論文計画書の提出、２学期に公開の中間発表会、

３学期に着手審査を行い、２年間で修士論文が提出できるような指導システムをつくっている。 

【問題点】 

学位認定について、より客観的な論文評価基準を明確化することが必要であろう。 
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【改善の方法】 

全教員による学位審査委員会を設け、論文評価基準に従った審査者の報告に基づく審議を行

うことによって公正を期す点を規約化することなどを検討している。 

 

ⅡＣ群 創造的な教育プロジェクトの推進状況 

【理念・目的】 

 日本語教員養成の特徴として、新しい実践研究制度の確立を検討し、そのことによって、創

造的な教育プロジェクトの立ち上げを実施しており、これを今後も推進していく。 

【実態】【長所】 

実践を通じて創造的な教育能力を養う場として、日本語センターにおける留学生日本語講座

運営に参画する TA 制度・ボランティア制度の充実、春夏の集中講座等における修士課程学生

を対象としたインターンシップ制度の導入、などを大規模に提供している。修士課程修了者に

は、同センター契約講師制度を開設し、契約講師から大学非常勤講師への道も用意するなど、

若手教育・研究者の養成にも力を注いでいる。  

【問題点】 

本学が交換・交流協定を結んでいる海外の大学などへさらに積極的な派遣を行うことや、今

後の博士学位取得者を中心とした国際教育・研究ネットワークの確立等をより充実させるため

には、修了生のアフターケアが課題である。 

【改善の方法】 

これまでの修了生の赴任先、世界各地で生じている日本語教育をめぐる諸問題を集積し、か

つ、人的なネットワークを確立する必要がある。 

 

 （社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮）    

ⅡＡ群 社会人、外国人留学生に対する教育課程編成、教育研究指導への配慮 

【理念・目的】 

定員の半数を外国人留学生および社会人学生とし、修了後、母国やさまざまな教育現場で日

本語教育に従事し、その教え子がまた早稲田に留学するという環流を形成することにより、本

学における安定した外国人留学生数を確保しつつ、早稲田発の日本語教育研究の普及を図る。

また、社会人を積極的に受け入れ、現職の日本語教師に対する再研修の場を提供する。 

【実態】【長所】 

現在、本研究科への社会人および外国人留学生の志願者は多く、本研究科もその受け入れに

努めている。外国人留学生については、現在、修士課程では３分の１、博士後期課程では２分

の１を占めている。教育研究指導上で、特段の配慮を行うとともに、社会人や外国人留学生に

適したプログラムを用意している。特に外国人留学生に対しては、チューター制度を活用し、

日本語力のさらなる向上や、論文作成支援等を実施している。 

【問題点】 

より多くの社会人学生を受け入れるには、昼夜開講制が望ましいが、現在のスタッフのみで

昼夜開講制をとることは、かなり困難である。 

【改善の方法】 

 現在より大きな教員組織および事務組織により、その可能性も出てくるといえよう。 
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（生涯学習への対応）    

ⅡＣ群 社会人再教育を含む生涯学習の推進に対応させた教育研究の実施状況 

【理念・目的】 

多様な日本語教育の形態に対応できる、裾野の広い日本語教師の養成を目的としている。 

【実態】【長所】 

 2000年度より毎週土曜に「日本語教育学公開講座」を開講しており、各回100人程度が受講

している。2004年度からは「日本語教育学オンデマンド講座」も開講し、日本語教育に関心の

ある層を学内外に増やすとともに、日本語教育研究科への志願者の増加につなげている。 

【問題点】 

「日本語教育学オンデマンド講座」のプログラムの一層の充実を図り、受講者数を増やす必

要がある。 

【改善の方法】 

インターネット決済など、申し込み方法の便宜を図る工夫が考えられる。 

 

（独立大学院等の教育課程）    

ⅡＣ群 学部に基礎を置かない独立大学院、独立研究科における、下位の学位課程の教育内

容・レベルを視野に入れた当該課程の教育内容の適切性 

【理念・目的】 

理論と実践の能力を総合的に身につけた有能な日本語教員を養成するために、学部での専

門・専攻にかかわらず、幅広い分野から日本語教育学の修士課程に進めるようにする。言語・

社会・文化等を複合した新たな学問領域としての日本語教育学の構築を目指している。 

【実態】【長所】 

 日本語教育学の基礎的な理論や知識等については、理論研究だけではなく、演習・実践研究

などでも教育を行っている。また、大学院進学後も、本学の日本語センター設置による「日本

語・日本語教育研究講座」の受講、「日本語教育学公開講座」の受講等により、基礎的な知識

を身につけることも可能である。 

さまざまな研究分野を背景にもった大学院学生が在籍していることで、幅広い内容をもつ日

本語教育に対応可能な人材が互いに切磋琢磨し合える環境を設けているといえる点は、特筆す

べき長所であるといえよう。 

【問題点】 

独立研究科の性格として、入学者の学部での専攻がさまざまである点は長所でもあるが、同

時にまた短所ともなっている。応用的・発展的な教育・学習を行う際には、基礎的な専門知識

が共有されていないことで、支障を来すことも考えられる。 

【改善の方法】 

上記の問題点を解決するために、学部生（および現職日本語教員、一般社会人など）に対し

ても、自立した独自の研究・実践能力を育成する取り組みの入門編を設置し、より幅の広い教

育内容に対応できるよう配慮する。また、上記の「日本語・日本語教育研究講座（オープン科

目）」「日本語教育学公開講座」および「日本語教育学オンデマンド講座」を入学前に受講する

ことで、基礎を学ぶことが可能である。実態として、毎学期、こうした学生が入学してきてお



Ⅲ－13－ 9

り、成果を挙げている。 

 

（研究指導等）    

ⅡＡ群 教育課程の展開並びに学位論文の作成等を通じた教育・研究指導の適切性  

【理念・目的】 

学位授与の制度的な公正化を図り、論文の質を高めること、学位論文作成までの進捗状況に

ついて、複数の指導教員が連携して関与することによって、研究科全体の研究レベルの向上に

寄与する。  

【実態】【長所】 

実態としては、毎週の演習における指導、毎週あるいは集中して行う、全体に対する、ある

いは、個別の研究指導を行うことで、論文作成に向けての段階を追った指導を可能にしている。

また、全教員による学位審査委員会を設け、かつ、学位審査基準によって、学位授与の制度的

な公正化・進捗を図っている。学位審査委員会は、指導教官および査読者からの査読報告につ

いて学位審査基準に照らして審議するのみならず、着手条件審査や中間報告発表会における公

開討論等、論文執筆過程においても、その質・進捗状況について学生および指導教員に適切に

関与することで、研究科全体の研究レベルの向上に寄与している。 

履修プロセスについては、研究科ウェブサイトを通じて広く公開し、また、授業内容のシラ

バスについても、大学ウェブサイトに公開、さらに各教員は独自にウェブサイトを開設し、講

座内容・教育効果などを掲載することで、各自の取り組みの共有を図っている。 

これらの理念やプログラムは、日本語教育研究科修士課程設置の趣旨、同博士後期課程設置

の趣旨に記載のとおり、開設時から一貫して、毎期その組織化を進めてきた。また、本研究科

のホームページ、パンフレットなどへの掲載、年２回開催の入試説明会での説明等を通じて、

広く内外に広報している。また、シラバスを毎期公開し、学生による授業評価の実施およびそ

の公表と担当者への還元等を通じて、絶えず実施状況を点検・改善する体制ができている。な

お、全教員はそれぞれウェブサイトを開設し、具体的な教育方針や研究内容等を明示している。 

 修了および学位発給については、審査者による独断を排し、全教員による学位審査委員会を

設け、論文評価基準に照らして査読者の報告に基づいた審議を行うことで、公正を期している。 

【問題点】 

今後急増することが予想される博士後期課程修了者に対する将来的な対応に関しては、現在

のところ未着手の状況である。 

【改善の方法】 

これまでの修了生の赴任先、世界各地で生じている日本語教育をめぐる諸問題を集積し、か

つ、人的なネットワークを確立することにより、今後の博士号取得者を中心とした国際教育・

研究ネットワークを構築することに努める。 

 

ⅡＡ群 学生に対する履修指導の適切性 

【理念・目的】 

学生に対する履修指導としては、理論科目履修の成果としての理論的基盤の安定、実践研究

履修の成果としての実践における独自の視点と実際的運営能力の獲得、演習履修の成果として
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の研究の独創性、など、課程の満足な履修を達成しているかを判定するものである。指導教員

は、常にこの基準に照らして、学生の履修指導にあたり、また、各授業科目もこの基準を満た

すよう設計されている。 

【実態】【長所】 

修士課程では、「日本語教育研究法」研究計画レポート（１学期）、中間発表（２学期）、修

士論文着手条件審査（３学期）のような段階性を設け、学生に対する教育指導を徹底している。 

博士後期課程では、半期ごと（６月、12月）に論文計画書・経過報告書等を提出させ、研究

科全体として一人ひとりの研究進捗状況の把握に努めている。 

【問題点】 

毎学期の履修内容と修了後の職務で必要とされる能力との関係の把握がまだ十分ではない。 

【改善の方法】 

 修了生とともに、大学院での履修科目と実際の教育現場での関連性を検討する機会等を設け

る必要がある。 

 

ⅡＢ群 指導教員による個別的な研究指導の充実度 

【理念・目的】 

学生一人ひとりの個別な問題に対応するための指導を心がける。個々の学生が充実した研究

生活を送れるように、指導教員が研究指導を工夫していく。 

【実態】【長所】 

実態として、個々の教員に多少の違いはあるが、すでに個別的な研究指導を、演習時および

その他の時間において実施している。特に演習科目では、一人ひとりの研究発表の時間を設け、

学生独自の問題発見とその解決のための討議の仕方と体系的な研究手法を指導している。実践

研究において実際の日本語教育の現場から得た問題意識を、研究テーマとして洗練し、理論研

究において習得した理論基盤をもとに、独自の研究へと発展させるという、問題発見・研究・

解決のプロセスを組織的に展開させることで、自立した教室設計・運営が可能な人材を育成し

ている。 

【問題点】 

 各研究室の教員一人が担当する学生の人数が増えるにつれ、個別的な研究指導を充実させる

ことが困難になっている。各研究室における指導のあり方にも差が生じやすく、必ずしもすべ

ての学生たちが満足した指導状況になっているとはいえないだろう。 

【改善の方法】 

演習とは別に個別の研究指導の時間を増やしていくことが必要ではあるが、教員のさらなる

過重負担となり、現状ではかなり困難な要求になる。教員の研究充実の機会を保証するととも

に、オフィスアワーの充実、対面式の個別指導以外の方法を開発していくこと、例えば、学生

同士での相互指導体制をつくっていくことなど、現在も実施している方法をさらに拡充してい

く必要がある。 

 

ⅡＣ群 複数指導制を採っている場合における、教育研究指導責任の明確化 

【理念・目的】 

ひとつの分野に限定されない、幅広い実践能力を身につけることを理念･目的とする。 
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【実態】【長所】 

修士課程の場合、「日本語教育学研究法」における研究計画書のレポートは教員全員で審査

し、中間発表会では主査および副査２人による指導を行い、着手条件審査の折には、副査の教

員からのコメントを受け、これをもとに、教員全員で修士論文の方法やアプローチが検討でき

るような体制を組んでいる。 

博士後期課程では、論文作成に向けて、３人の教員が継続的に指導する体制をつくっている。 

【問題点】 

教員個々の専門性や教育方針等に応じた審査基準があるため、評点の幅が大きくなってしま

う場合が出る。主査の見解と副査の見解が大きく異なる場合もある。 

【改善の方法】 

 日本語教育学の構築を共に目指すという志を同じくする教員相互の意思の疎通を図り、評価

の項目を明確化し、可能な限り、客観的な評価基準を明示できるような仕組みを考えていく。 

 

ⅡＣ群 教員間、学生間及びその双方の間の学問的刺激を誘発させるための措置の適切性 

【理念・目的】 

理論習得と授業実践、そして研究能力養成の演習とが有機的に展開するこの教育プログラム

によって、修了生を世界各地の教育機関に赴任させる。 

【実態】【長所】 

日本語センターでは、初級から超上級までの日本語力に応じた１～８レベルの８段階のクラ

ス設定をしている。また、３レベルから８レベルまでは、聴解・読解・口頭表現・文章表現・

文法・漢字・発音などの各技能別のクラスと教科書型・活動型のクラスを設け、週に480クラ

スを開講している。本研究科では、これらの授業を通しての実習により、多種多様な教育環境

に対応しうる創造性豊かな実践研究能力を有する人材育成に取り組んでいる。 

理論習得と授業実践、そして研究能力養成の演習とが有機的に展開するこの教育プログラム

によって、修了生を世界各地の教育機関に赴任させてきた。 

また、本研究科内に早稲田大学日本語教育学会を設立するとともに、各分野における多様な

研究会活動も充実してきており、そうした活動を通じ、各研究室の枠を超えて学問的刺激を誘

発し合えている。 

研究科紀要『早稲田大学日本語教育研究』、実践研究科目受講者を中心とした『早稲田大学

日本語実践研究』などの研究誌は、教員間、学生間、および、その双方の間の学問的刺激を高

める場として機能している。 

【問題点】 

 今後さらに、本研究科を中心とした修了生をつなぐ教育・研究ネットワークを確立する必要

がある。 

【改善の方法】 

ネットワークの中心となる、より高度な能力を身につけた博士号取得者を輩出することで、

早稲田発の日本語教育を世界に普及させるシステムの構築を図り、一層の充実を目指す。現在

の学会、研究会活動をさらに充実させていく工夫をしていく。 

 

ⅡＣ群 研究分野や指導教員にかかる学生からの変更希望への対処方策  
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【理念・目的】 

入学当初の計画変更や研究分野・指導教員の変更が可能なシステムを設ける。 

【実態】【長所】 

 入学後の１学期終了時に、研究分野および研究室変更申請を制度として確立しており、これ

に基づいて当該期のすべての学生が申請できるシステムが確立している。 

【問題点】 

博士後期課程進学後に、研究課題を変更する場合の対応が課題である。 

【改善の方法】 

博士後期課程における変更制度について検討する。 

 

ⅡＣ群 才能豊かな人材を発掘し、その才能に適った研究機関等に送り込むことなどを可能な

らしめるような研究指導体制の整備状況 

【理念・目的】 

日本語教員養成という視点から、良質の日本語教師を世界に送り出すための、さまざまな方

策を講じる。 

【実態】【長所】 

日本語センター日本語講座への大規模なTA参加、補習が必要な日本語学習者へのチューター

制度を展開し、修了生には、日本語センター教員への道を開き、そのためのインターンシップ

制度を設け、教員の質の向上を図っている。現在、センターの教員数は、専任教員13人、客員

講師（専任扱い）４人、客員講師（非常勤扱い）７人、非常勤講師63人、契約講師50人の137

人に上っている。また、契約講師から大学非常勤講師への流れの確立を目指している。 

【問題点】 

それぞれの分野･領域の各研究室の学生数が増加し、また、全学の外国人留学生数の増加に

より、教職員の負担がかなり増大している。 

【改善の方法】 

今後は、客員教員（専任扱い･非常勤扱い）、助手等の人員配置をより有効に活用し、研究科

および日本語センターにおける効果的な運営に努めていく。 

  

（２）教育方法等 

 （教育効果の測定）    

ⅡＢ群 教育・研究指導の効果を測定するための方法の適切性 

【理念・目的】 

研究計画の段階から、各指導教授と大学院学生間のみによる閉じた世界ではなく、公開中間

発表会、およびそこでの学位審査委員会（全教員から構成される）との討論を設けるなど、公

開・公正かつ進捗を促す論文執筆支援体制を確立する。 

【実態】【長所】 

実態として、中間発表での教員からの質疑を生かし、講座履修によって得られた知見を踏ま

えて学位論文として執筆し、３人の査読者による審査結果を学位審査委員会が審議し、最終的

な学位授与の可否を決しており、すべての審査は、学位審査基準に従って行われている。さら

に、博士論文では、論文受理検討委員会を別に設け、所定の業績の満足および、仮綴論文の内
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容から、その査読を許可するか否かを決定するプロセスが加わる。以上のように、本研究科で

は、公開・公正かつ明文化された学位論文審査体制を構築している。 

また、各授業に関しては、全学に合わせた形での授業評価を行っている。 

【問題点】 

各教員間のコミュニケーションが重要であり、かつ実践と研究の往還のためには、十分な時

間が必要であるが、現状では十分に時間がとれない状況である。 

【改善の方法】 

 各教員の現行の持ちコマ数を減らす、会議・各種委員会を合理化する、日本語センター関係

の雑務を極力減らすことなどにより、改善できる可能性がある。 

 

ⅡＣ群 修士課程、博士課程修了者（修業年限満期退学者を含む）の進路状況 

ⅡＣ群 大学教員、研究機関の研究員などへの就任状況と高度専門職への就職状況 

【理念・目的】 

 海外協定校や公的機関へ修了生を派遣し国際ネットワークを形成する。また、早稲田大学日

本語センターにおいて日本語教育に携わる者の育成や日本語教育の研究者養成を目的とする。 

【実態】【長所】 

 修士課程においては、各年度により40～60％の修了生が大学や公的機関へ教員として就職し、

30～40％の修了生が博士後期課程へと進学している。 

【問題点】 

 修了生の進路が完全には把握できていない。また、進路状況のPRが不足している。 

【改善の方法】 

 修了生の進路について常に最新の状態で把握しておくシステムをつくる必要がある。また、

進路をホームページに公開し、日本語教育研究科をPRしていく必要がある。 

 

（成績評価法）    

ⅡＢ群 学生の資質向上の状況を検証する成績評価法の適切性 

【理念・目的】 

成績評価にあたっては、公開されたシラバスに併記した評価基準に則って行うこと、修士論

文審査については、学位審査基準に基づく学位審査委員会の合議により、また、博士論文審査

については、論文受理検討委員会による受理審査をそれに加えた形で評価し、公正性を保証す

ることを理念としている。 

【実態】【長所】 

各履修科目についての成績評価は、講座ごとに、公開されたシラバスに併記された評価基準

に則って行っている。修士論文審査については、学位審査基準に基づく学位審査委員会の合議

によって行い、博士論文審査については、論文受理検討委員会による受理審査が加わる。いず

れの評価システムも、担当教員の独断によらず、公開された評価方法を実現するものであり、

公正さが保証されている。また、すべての履修科目は本研究科の教育理念である「多様化に対

応できる理論と実践の総合的なバランスのとれた人材育成」の実現を第一に編成されており、

その履修によって学位審査基準を満たす能力を習得することが実現できている。 

【問題点】 
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教員間の評価観が多少は異なるため、このバランスをどのようにとるかが課題である。 

【改善の方法】 

 評価の項目の明確化、可能な限り客観的な評価基準を明示できるような仕組みを考えていく。 

 

（教育・研究指導の改善）    

ⅡＡ群 教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み状況  

【理念・目的】 

ウェブサイトの拡充に重点を置いて、情報公開を進める。各教員は独自にサイトを開設し、

指導方針、研究成果等を公開する。 

【実態】【長所】 

研究科としては、履修スケジュール、シラバス、紀要等を公開している。入学志願者に対し

ては、毎期入学説明会を開催し、全教員出席のうえ、研究科の理念および、個別の質疑への対

応を行っている。また、各教員は独自にサイトを開設し、指導方針、研究成果等を公開してい

る。 

【問題点】 

現行の各教員の持ちコマ数が多く、研究のための十分な時間がとれないことが大きな課題で

ある。 

【改善の方法】 

 専任教員の充実が図られ、各教員の持ちコマ数を減らすことができれば、改善される。 

 

ⅡＡ群 シラバスの適切性 

【理念・目的】 

履修科目の３つの柱に、理論研究での広範な領域にわたる講義、実際の日本語教育現場にお

ける実践研究、そして、独創的な研究・論文執筆の能力を育成する演習を設けて、総合的な日

本語教育能力育成を実現する。 

【実態】【長所】 

本研究科は、上記の理念に沿って科目を設置し、総合的な日本語教育能力育成を実現してい

る。 

特に、併設している日本語センターでの日本語教育実践を通じた、多様な現場に対応できる

柔軟かつ自立した教育設計能力を育成する実践研究のプログラムは、本研究科独自のものであ

り、修了後、現場で十分な実践ができる能力を習得させることに成功している。 

 また、大学院学生の半数を外国人留学生が占めており、さらに実践で外国人留学生と触れ合

う機会が頻繁であるなどの環境から、大学院学生の外国語能力向上の意欲は極めて高く、結果

として修了者から多くの海外教育機関赴任者を輩出している。本研究科留学生の日本語教育に

関しては、センターの日本語講座がこれにあたっている。 

【問題点】 

修了後の学生の就職先等のネットワークづくりが課題である。 

【改善の方法】 

これまでの修了生の赴任先を再調査するとともに、世界各地で生じている日本語教育をめぐ
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る諸問題を集積し、データベース化する。 

 

ⅡＢ群 学生による授業評価の導入状況 

ⅡＣ群 学生満足度調査の導入状況 

【理念・目的】 

 各期授業アンケートを実施し、その結果を公開し、教育研究の向上を図る。 

【実態】【長所】 

本研究科では、自己点検組織として、大学設置の「大学点検・評価委員会」、および本研究

科設置の学生・教員双方からなる日本語教育研究科教育研究問題連絡協議会を設けている。常

に教員・学生間での意見交換を行い、また各期には授業評価アンケートを実施し、その結果を

公開している。 

2001年の本研究科設置以後、自己点検項目は、自己点検委員会による報告、および、日本語

教育研究科教育研究問題連絡協議会による報告に基づき決定され、後者については紀要に掲載

している。授業評価項目の中に、「満足度」項目を盛り込んでいる。なお、学生による授業評

価アンケートは、勤務評定等には一切使用していない。 

【問題点】 

2004年度より、学生による授業評価が全学的にインターネット・システムによるものに変更

されたため、若干参加率が下がっている。 

【改善の方法】 

 大学院学生へウェブによる授業評価への積極的な参加を呼びかける。 

 

（３）国内外における教育・研究交流     

ⅡＢ群 国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の明確化の状況 

【理念・目的】 

早稲田大学は、明治以来、留学生の受け入れと日本語教育を行ってきた国内でも有数の大学

としてその使命を果たしてきた。現在、76カ国からの約1,950人の留学生が在籍しており、う

ち半数が日本語センターで日本語を学んでいる。本学では、全学の外国人留学生（76カ国、1,950

名在籍）に対する日本語教育を、日本語センターにおいて行っている。その上部組織である、

大学院日本語教育研究科は、2001年、多様化する日本語教育の今日的状況に応えるべく、日本

初で、かつ最大規模の日本語教師養成大学院として設立された。 

【実態】【長所】 

「早稲田から世界への発信」をキャッチフレーズに、本研究科を中心とした日本語教育・研

究のネットワーク構築によって、海外で200万人を超える日本語学習者に、質の高い教育機会

を提供することを目指している。本研究科は、大学院学生の約半数を留学生が占めており、彼

らが修了後、母国に帰り日本語教育に従事し、その教え子がまた早稲田に留学する、という環

流の形成によって、安定した留学生を確保しつつ、早稲田発の日本語教育研究の普及を図って

いる。さらに、2003年に新設した博士後期課程では、多様な教育環境を提供できるセンターを

フィールドとして生かしつつ、国内・海外諸地域から要望の強い、地域全体における日本語教

育施策の策定等に従事しうる、より高度な教育研究能力を有する人材を育成している。 

【問題点】 
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本研究科博士後期課程の完成年度となる 2006 年には、第 1 期の博士号を発行する予定であ

るが、こうした人材の将来をどのように確保するかが課題である。 

【改善の方法】 

現在の取り組みを続け、理論だけでは得られない大学院学生個々のケースとニーズに即した

多様な日本語教育を自立的に計画・実践・研究できる人材を毎期輩出し、世界各地の大学、公

的機関等の教育現場に赴任させるとともに、修了生の就職先のデータを整備し、ネットワーク

を形づくる。 

 

ⅡＢ群 国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性  

【理念・目的】 

海外協定校との連携をより一層促進する。 

【実態】【長所】 

早稲田大学では480校の海外協定校を有するため、各校との連携を頻繁に行っている。協定

校からの留学生の受け入れと同時に、本学からの日本語教師派遣に関しては、日本語教育研究

科が一元的に統括しており、毎期一定数の修了生を海外へと派遣している。 

【問題点】 

 安定した日本語教師の派遣数を確保するためには、当研究科の修了生の派遣先への赴任が鍵

となる。博士号取得者を中心に、今後の対策が重要であり、修了生の海外派遣をさらに促進す

る必要がある。 

【改善の方法】 

日本語教育を行っている海外協定校へ本研究科を案内する、現在も行っている海外派遣者の

帰国報告会を定期的に開催し、大学院学生のモチベーションを高める、渡航費を一部補助する

など一定の待遇を確保する、などの方策を実施する。 

 

ⅡＣ群 国内外の大学院間の組織的な教育研究交流の状況 

【理念・目的】 

海外の日本語教育機関と箇所間交流協定を結び積極的な交流を行う。 

【実態】【長所】 

箇所間協定により、北京日本学研究センターからの在職修士を 10 人程度毎年受け入れてい

る。アメリカ五大湖中西部大学連盟（GLCA/ACM）に在学生や修了生を派遣している。ドイツ・

ウエストファーレン州言語研究所と箇所間協定を結び、修了生を派遣する予定である。学生国

際交流制度に基づき、夏季・春季授業休止期間中に、主に研究室単位で中国やオーストラリア

の大学を訪問し、共同研究を行っている。これらの交流を通じて、学生に海外での日本語教育

事情に触れさせ、TAや日本語教師としての機会を提供している。 

【問題点】 

日本語教師として海外での経験を積む機会を、一定の待遇を伴う形で、さらに提供すること

が課題である。 

【改善の方法】 

日本語教育を行っている海外協定校へ本研究科を案内する、海外派遣者の帰国報告会を開催

し、大学院学生のモチベーションを高める、渡航費を一部補助するなど一定の待遇を確保する、
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などの方策を実施する。 

 

ⅡＣ群 外国人研究者の受け入れ体制とその運用の適切性 

【理念・目的】 

 海外の日本語教育の専門家との交流の機会を増やす。 

【実態】【長所】  

 本研究科および日本語センターにおいて、一年に５～10人程度の訪問学者・外国人研究員を

受け入れている。 

【問題点】 

外国人研究員に対する研究の場の提供にとどまらず、相互交流を促進する必要がある。 

【改善の方法】 

より多くの外国人研究員による講演・集中講義等を大学院学生や一般に公開するなどの方策

を実施する。 

 

ⅡＣ群 教育研究及びその成果の外部発信の状況とその適切性 

【理念・目的】 

 日本語教育に関する研究成果を国内外に向けて発信する。 

【実態】【長所】 

 専任教員は、新規嘱任の１人を除く全員が研究業績をウェブ上で公開している。また、紀要

等で刊行された研究成果をホームページに掲載するとともに、海外の関係機関（約180カ所）、

国内の関係機関（約150カ所）に送付している。 

【問題点】 

現在、研究成果の発表の場として、日本語教育研究科と日本語センターで合わせて４種の刊

行物があるが、すべてをウェブ化するところまでには至っていない。今後のウェブ化が課題で

ある。 

【改善の方法】 

 特に価値の高い論文を編集して電子データ化し、ウェブ上で公開するとともに、解題を付し

て2006年の研究科完成年度を機に刊行することを計画している。 

 

（４）学位授与・課程修了の認定     

（学位授与）    

ⅡＡ群 修士 博士の各々の学位の授与状況と学位の授与方針・基準の適切性 

【理念・目的】 

 修士修了要件は、本大学院に２年以上在学し、所定の授業科目について 30 単位以上を修得

し、かつ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すること、博士後

期課程修了要件は、通常３年以上在学し、論文作成のために必要な研究指導を受けたうえ、博

士論文の審査および試験に合格することとしている。 

【実態】【長所】 

 2002年度は88％、2003年度は92％、2004年度は100％の修士学位授与率であり、概ね入学

後２年で修士学位を取得している。 
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【問題点】 

 博士学位論文の執筆体制の強化策を図る必要がある。 

【改善の方法】 

2006年度に完成年度を迎える博士後期課程では、より高度な能力を有する日本語教員および

研究者を養成している。学位審査委員会および論文受理検討委員会の設置によって、審査制度

を一元化するなどの組織化を進めてきたが、さらにその論文執筆体制の強化を図りたく、以下

のように計画している。 

研究対象が研究分野として未開拓の領域が多く、また、社会・教室といった生の現場を対象

とするため、フィールドワーク実施期間の延長や新資料の発見等、予見できない事由のために、

標準修業年限内の論文提出が不可能となる事態が生じている。現在のところ、学生の経済的事

情を鑑み、退学後３年以内の提出を求めるにとどまっている。しかし、課程制大学院制度の趣

旨に沿うべく、かつ、十分な教育を提供すべく、課程在籍関係を保ったまま論文指導を継続す

ることが望ましい。そこで、博士後期課程を対象として、TA・RA、あるいは学内外の各種研究

プロジェクトリーダーまたは研究プロジェクトメンバーとして大学院運営に寄与することに

よって、論文指導体制を継続可能とする制度を新たに設置する。 

本制度では、本研究科所属教員全員による審査会を設置し、経過報告論文および一般に公開

する経過報告会での報告とそこでの審査会との討論によって、審査会が採択の可否を決定する

ものとする。期間は半期（１セメスター）を限度とする（延長を希望する際は同様の手続きを

必要とする）。TA・RA等の活動については、研究内容に関連するものに限定し、審査会の合議

をもって決定する。 

本制度の実施により、より完全な課程制の趣旨に沿った学位授与システムの構築が可能にな

るのみならず、研究指導体制の継続による論文・研究の質の向上、各学期の報告による執筆の

進捗向上、TA・RA等の活動を通じた執筆・研究過程の大学院へのフィードバック、および研究

継続が必要な留学生の在留資格の保証などが可能となり、課程制での大学院教育の実質化に大

いに益することができる。 

 

ⅡＢ群 学位審査の透明性・客観性を高める措置の導入状況とその適切性  

ⅡＣ群 学位論文審査における、当該大学(院)関係者以外の研究者の関与の状況 

【理念・目的】 

論文作成の進捗と質の向上を図るべく、かつ、円滑・公正な学位発行を図るべく、本研究科

関係者以外の研究者を関与させることも考慮する。  

【実態】 

 現状では、本研究科関係者以外の研究者が学位論文審査にかかわったことはない。 

【問題点】 

本研究科関係者以外の研究者が学位論文審査にどのようにかかわるかは、特に制度化されて

いない。 

【改善の方法】 

全教員による学位審査委員会を設け、論文評価基準に照らして査読者の報告に基づいた審議
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を行うことで公正を期すことの規約化等を検討中である。なお、専門領域によっては、学外に

査読者を求めることも検討している。 

 

（課程修了の認定）    

ⅡＢ群 標準修業年限未満で修了することを認めている大学院における、そうした措置の適切

性、妥当性  

【理念・目的】 

修了要件は、本大学院に２年以上在学し、所定の授業科目について30単位以上を修得し、

かつ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することとなっている

が、在学期間に関しては、優れた業績を修めた者の場合、30単位以上の学科目修得を条件とし

て、１年以上の在学で足りるとしている。 

【実態】 

 現実には、これまでに、入学後１年間に 30 単位以上の科目の履修と修士論文の提出を行っ

た者はいないが、科目等履修生から修士課程に入学する場合、科目等履修生時に取得した単位

を認定している。 

【問題点】 

 入学前取得単位の認定を受けた場合でも、修士課程を１年で修了することは困難である。 

【改善の方法】 

 さまざまなケースを想定して、この措置を継続する。 

  

 ３ 学生の受け入れ    

（学生募集方法、入学者選抜方法）    

ⅡＡ群 大学院研究科の学生募集の方法、入学者選抜方法の適切性 

【理念・目的】 

 外国人留学生、現職の日本語教師、社会人など多様な学生を受け入れ、異なる文化背景や社

会経験をもつ学生が切磋琢磨し合うことにより、新しい日本語教育を目指す。 

【実態】 

学生募集は、インターネット（ウェブで出願書類をダウンロード可能）、独自の入試説明会

の実施、国内外の入試説明会への参加、新聞・関係雑誌等の取材対応、記事提供、広告掲載等

により行っている。 

入学者選抜方法については、修士課程・博士後期課程とも４月入学、９月入学を設け、出願

の機会も各課程年２回設けている。修士課程においては、国内出願と国外出願の制度を設けて

いる。国内出願の場合は書類審査による第１次選考および筆記試験と面接による第２次選考に

より、国外出願の場合は AO 入試により、合否判定を行っている。国外出願合格者のうち日本

国籍を有しない者には、在留資格認定の代理申請を行っている。 

【長所】 

 年２回入学時期を設け、海外の教育制度にも適合しており、外国人留学生や海外赴任中の現

職教師に出願の機会を提供している。面接試験を実施することにより、志願者の研究テーマと

研究室の一致が図られ、学生・教員双方にとって適切な指導を開始できる。国外から出願しや

すい体制をとっている。 
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【問題点】 

 国内出願に比べ、国外出願は、筆記試験や面接試験を行わないため、志願者の能力判定が難

しい。 

【改善の方法】 

改善には、出願書類の見直しが考えられる。 

 

（門戸開放）    

ⅡＡ群 他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状況  

【理念・目的】 

 独立研究科として、他大学・大学院の学生を積極的に受け入れる。 

【実態】【長所】 

 開設以来、修士課程はもとより、博士後期課程においても、常に入学者の80％程度を他大学

出身者が占めている。外国人留学生、社会人も多く受け入れ、さまざまなバックグラウンドの

学生が、互いに刺激し合い切磋琢磨して学んでいる。 

【問題点】 

他大学出身者への門戸開放は十分になされていると考えており、むしろ本学出身の志願者を

増やすことが課題である。 

【改善の方法】 

本学出身の志願者を増やすために、日本語教育関連科目のオープン科目化を推進する。 

 

（社会人の受け入れ）    

ⅡＢ群 社会人学生の受け入れ状況  

【理念・目的】 

 現職の日本語教師や社会人として経験豊富な者を積極的に受け入れる。 

【実態】【長所】 

 本研究科では、特に社会人の枠を設けてはいないが、実際には、社会人の入学者が多数を占

めている。2005年度入試において、合格者の60％は25歳以上であり、60歳代までと年齢層も

広い。また、現職の日本語教師は合格者全体の約30％を占めている。 

【問題点】 

社会人の受け入れそのものの意味について、教育の質の問題として検討する必要がある。そ

の結果、社会人よりもむしろ学部新卒者を増やすこともありえる。 

【改善の方法】 

  検討の結果を踏まえ、教育研究の質の向上に資するような対策をとる。 

 

（科目等履修生、研究生等）    

ⅡＣ群 科目等履修生、研究生、聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性  

【理念・目的】 

 あくまでも修士課程の学生の利益を優先し、受け入れる余裕のある場合のみ、科目等履修生

を受け入れる。 

【実態】 
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年２回出願期間を設け、書類審査、筆記試験、面接試験を実施している。科目等履修生の後

に修士課程を出願する場合に受け入れの可能性があるか、という点も考慮のうえ、合否判定を

する。 

【長所】 

 修士課程に入ることを目標とする、１年の準備の必要な者に対して機会を提供している。 

【問題点】 

 外国人留学生の中には、勉学ではなく単に留学ビザの取得が目的で、科目等履修生の制度を

利用しようとするケースがあり、これを見抜いて合否判定をしなければならない。 

【改善の方法】 

 今後も筆記試験、面接試験を課し、慎重な選考を実施することで、高いハードルを維持する

ことが肝要である。 

 

（外国人留学生の受け入れ）    

ⅡＣ群 外国人留学生の受け入れ状況 

ⅡＣ群 留学生の本国地での大学教育、大学院教育の内容・質の認定の上に立った学生受け入

れ・単位認定の適切性 

【理念・目的】 

 入学定員の半数の外国人留学生と社会人を受け入れることを目的としている。したがって、

全体の３分の１から４分の１は、外国人留学生が占めるものとする。 

【実態】【長所】 

 2005 年４月現在、修士および博士後期課程の正規生 165 人のうち、外国人留学生は 61 人、

40％弱に上っている。出願時には、本国地の高等教育機関の学位証明書、成績証明書、志願者

評価書を提出させ、書類選考を実施し、教育の内容・質の認定の上に立った第１次選考を行っ

ている。なお入学後、論文作成のための日本語力が問題となる場合には、チューターをつけて

支援している。また、外国人留学生には、日本語センターで日本語科目を履修することができ

るよう配慮している。 

【問題点】 

 外国人留学生を国外出願により審査する場合、書類のみで判断するため、総合的な学力・日

本語力等の認定が困難な場合がある。 

【改善の方法】 

 海外で面接を行うことは現在の人員では非現実的であるため、より厳密な書類審査を行うた

めの、資料と時間の確保が必要である。 

 

（定員管理）    

ⅡＡ群 収容定員に対する在籍学生数の比率および学生確保のための措置の適切性  

【理念・目的】 

 修士課程は年50人、博士後期課程は年15人を入学定員としている。 

【実態・長所】 

 定員充足率は、修士課程においては、2002 年度 122％、2003 年度 118％、2004 年度 106％、

博士後期課程においては、2003 年度 127％、2004 年度 167％であった。学生確保に関しては、
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合格率は、修士課程は４倍から３倍程度であり、徐々に減少傾向にある。博士後期課程は２倍

程度である。 

【問題点】 

志願者数がごく緩やかに減少しつつある。 

【改善の方法】 

 日本語教育関係科目のオープン科目化をさらに進め、日本語教育研究科を志望する学部学生

の道筋をつくることにより、および、ウェブ上での就職状況の公開などを通じて日本語教育研

究科の魅力を紹介することにより、志願者の獲得に努める必要がある。 

 

 ４ 教員組織    

（教員組織）    

ⅡＡ群 大学院研究科の理念・目的並びに教育課程の種類、性格、学生数との関係における当

該大学院研究科の教員組織の適切性、妥当性 

【理念・目的】 

本研究科は、日本語教育の現場に密着した大学院として、理論と実践の力をバランスよく身

につけた人材の育成を目的としている。また、世界の国々に大学院修了生を日本語教師として

派遣することにより、早稲田から世界に向けて日本語教育を発信していくことを特色としてい

る。 

【実態】【長所】 

現在、修士課程 100 人、博士後期課程 45 人の学生収容定員のもと、演習担当専任教員を 11

人、博士後期課程担当教員を６人擁している。2007 年４月までに専任教員を 13 人に増員の予

定である。 

なお、演習担当専任教員はそれぞれ専門を別にしており、また、研究科外からも18人ほど、

理論研究担当として各分野一線級の講師を配置しており、多様化が進む日本語教育の分野を網

羅する、幅広い領域の研究指導体制は確保している。 

【問題点】 

さらにきめ細かな研究指導をしていく必要がある。また、博士学位論文の執筆体制の強化を

より一層図る必要がある。 

【改善の方法】 

演習担当専任教員の増員を今後の課題としている。また今後、ポストドクターが、業績に応

じ、TA・RA・専任教員として指導補助教員の役を務める制度の設置を検討している。 

 

（研究支援職員）   

ⅡＢ群 研究支援職員の充実度  

ⅡＢ群 「研究者」と研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性 

【理念・目的】 

 研究支援職員を充実させる。 

【実態】【長所】【問題点】 

本研究科の基礎となる日本語センターに所属する助手を、現在、２年の任期で３人採用して
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いる。これら３人の助手は、日本語センターおよび日本語教育研究科の諸活動の補助を業務と

する傍ら、自ら「研究者」として研究活動をする立場にあり、他の「研究者」の研究を支援す

るという役割を負ってはいない。 

事務職員が、研究支援業務として、各種研究費の財務処理、紀要等の研究成果発表誌の出版、

研究者の派遣・受け入れ、研究出張等の業務を、日本語センターと日本語教育研究科の合同事

務所で、学務の片手間に行っている。 

研究者個人につく研究支援職員は、全くいない。専任教員と大学院学生との日本語の教育と

研究の双方向的発展のために、研究支援職員の充実は不可欠である。 

【改善の方法】 

 事務職員が今後も現行の研究支援業務を担いつつ、充実を図るためには、事務職員数を増や

す必要がある。また、より直接的な研究支援のためには、科学研究費等の研究費を獲得した研

究者が、その研究費を使用して研究支援職員（RA）を雇用する必要がある。 

  

ⅡＣ群 ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタントの制度化の状況とその活用の

適切性  

【理念・目的】 

 日本語教育研究科の大学院学生が TA として、日本語センターに設置された日本語クラスの

教室活動を支援することにより、大学院学生へ実践教育の場を提供し、日本語学習者への支援

につなげる。 

【実態】【長所】 

 TA制度については、その目的のとおりに機能している。 

【問題点】 

RAについては、現在のところ制度化していない。 

【改善の方法】 

博士後期課程の学生を中心としたRAの制度化を検討する。 

 

（教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続）    

ⅡＡ群 大学院担当の専任教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適

切性  

【理念・目的】 

 教員募集にあたっては、公募を原則とし、任免・昇格にあたっては、専任教員全員からなる

運営委員会において、早稲田大学教員任免規則の審査基準に則って審査決定することで、透明

性を確保する。 

【実態】 

 理念・目的どおりに、適切に運用している。 

【長所】 

 教員募集については、現所属機関とのトラブルを回避するため、可能な限り、嘱任の１年前

に採用決定するスケジュールで進めている。 

【問題点】 

現状では、特に問題はない。 
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【改善の方法】 

より透明性を確保する方策を目指している。 

 

（教育・研究活動の評価）    

ⅡＢ群 教員の教育活動及び研究活動の評価の実施状況とその有効性  

【理念・目的】 

早稲田大学は 1995 年４月に「大学点検・評価委員会」を設置し、全学的な自己点検と第三

者評価を行ってきた。本研究科ではこれに加えて、2002年７月に、学生との協議会である「日

本語教育研究科教育研究問題連絡協議会」を設置し、教員・学生双方の要望を集約し、連携を

深め、将来的な教育・研究の課題・体制に資する議論の場を形成している。 

【実態】【長所】 

上記協議会を通じて、全学生・教員間をつなぐメーリングリストの開設による頻繁な意見交

換、学生による施設改善要望の実現、授業評価アンケートの有効な活用、新たな紀要誌『早稲

田大学日本語教育実践研究』の創刊、早稲田大学日本語教育研究会の企画、学会・公募等の情

報共有等、研究・教育体制の充実に大きな進展がみられている。 

2002年春学期より、毎期ごと、理論研究・実践研究の全講座について、学生による授業評価

アンケートを行ってきた。さらに、上記協議会の提案を受けて、2003年春学期より非常勤講師

担当分についてもその対象とし、毎期、実施方法・結果を研究科紀要『早稲田大学日本語教育

研究』に掲載している。無記名で行うこの授業評価アンケートの結果は、個別データを含めす

べて研究科事務所に保管され、希望者には閲覧を認めている。また、全体集計のみならず、科

目ごとの個別集計、自由記述による意見・提言も含め、結果の詳細を各科目担当者に還元し、

毎期の授業計画およびカリキュラムの改善に大いに資する結果となっている。 

【問題点】 

 個々の教員の教育研究活動評価については、今後の課題である。 

【改善の方法】 

 各教員が研究業績をデータベースにて公開することを徹底する。 

 

 （大学院と他の教育研究組織・機関等との関係）    

ⅡＢ群 学内外の大学院と学部、研究所等の教育研究組織間の人的交流の状況とその適切性  

【理念・目的】 

 学内外の教育研究機関との人的交流の促進を図る。 

【実態】【長所】 

 学内では、各学術院に所属する日本語教育関係者が、日本語センター管理委員または兼任研

究員となっている。文学研究科、教育学研究科と合同の日本語教授法の科目を設置、教育学部

の教育実習先に日本語センターの日本語クラスを提供するなど、他箇所への協力を行っている。 

学外の人的交流としては、訪問学者を年に５～10人程度受れ入れる一方、専任教員は毎年１

人が特別研究期間制度を利用して、国内外の教育研究機関で研究活動を行っている。また、日

本語教育研究科の修了生を海外協定校等に日本語教師として派遣すること、学生国際交流制度

に基づき研究室単位で中国や韓国、オーストラリアなどの大学を訪問し、共同研究を行うこと

などを通じて、教員間の交流も深めている。 
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【問題点】 

具体的な研究員の研究成果については、報告等を義務づけていない。 

【改善の方法】 

今後、本学･本研究科での研究成果を公開していくことにより人的交流を促進する。 

 

 ５ 研究活動と研究環境     

（１）研究活動     

 （研究活動）    

ⅡＡ群 論文等研究成果の発表状況 

ⅡＣ群 国内外の学会での活動状況 

ⅡＣ群 当該大学院・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況 

ⅡＣ群 研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況 

【理念・目的】 

 研究活動は、教育活動の基盤となるものであり、研究に専念できる時間と環境の整備が不可

欠である。 

【実態】【長所】 

 専任教員の過去３年間の発表状況（ウェブ上で公表された業績）は、１人当たり年に平均７

本である。年１本の教員がいる一方で、十数本の研究成果の発表を行う教員もいることによる。 

 学会での活動については、全員が、日本語教育学会をはじめ国内外の複数の学会に所属して

おり、かつ、理事・評議員等を務める教員も多数いる。 

 本研究科の研究組織にあたる日本語センターにおいて、2004年度は重点共同研究として遠隔

日本語教育を取り上げ、研究成果を刊行した。 

 研究助成については、若手研究者養成のための文部科学省支援事業「魅力ある大学院教育イ

ニシアチヴ」に応募し、積極的に外部資金による研究費獲得に努めている。 

【問題点】 

 大学院における授業と研究指導のほか、日本語センターの授業およびコーディネートを行い、

教育活動にほとんどの時間が費やされている。また、組織運営や全学的な役割分担のための会

議等の負担も大きい。 

【改善の方法】 

客員教員（専任扱い･非常勤扱い）、助手等の人員配置をより有効に活用し、研究科および日

本語センターにおける効果的な運営に努めることが考えられる。 

 

（教育研究組織単位間の研究上の連携）    

ⅡＡ群 附置研究所とこれを設置する大学・大学院との関係 

【理念・目的】 

昨今の急速な日本語教育の多様化・需要増大に対応できる、優秀な日本語教員の育成を目標

として、理論と実践とが密接に連動した教育プログラムを展開する。 

【実態】【長所】 

本研究科の教育プログラムは、日本語教員養成を専門とする最初の大学院として、後続の各

校に少なからぬ影響を与えてきた。特に、１学期 15 週間にわたる豊富な実践活動がもたらす
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教育効果は、留学生の日本語学習環境の向上のみならず、多様な現場環境において自立して教

室設計できる教員を養成するものとして注目されている。 

広範な領域にまたがる理論科目の提供に加え、併設する日本語センターでの参与観察・実習

授業等を通して、現場に即した実践的な教師養成を行っている。 

【問題点】 

かつてない規模により設置･運営されている本研究科であるが、それぞれの分野･領域の各研

究室の学生数が増加し、また、全学の留学生数の増加により、教職員の負担がかなり増大して

いる。 

【改善の方法】 

客員教員（専任扱い･非常勤扱い）、助手等の人員配置をより有効に活用し、研究科および日

本語センターにおける効果的な運営に努めることが考えられる。 

 

（２）研究環境     

（経常的な研究条件の整備）    

ⅡＡ群 個人研究費、研究旅費の額の適切性 

【理念・目的】 

 専任教員には、生活費としての給与のほかに、研究活動の充実のため、大学から研究費が一

律に配分されている。 

【実態】【長所】 

 現在、専任教員には一律に、個人研究費として 423,000 円、研究旅費として学会出張補助

90,000円、海外学会出張補助110,000円(発表者のみ)が予算化されており、全額使用されてい

る。 

【問題点】 

科学研究費補助金などの研究資金を獲得できない場合には個人研究費に頼ることになるが、

その場合は不十分な額と言わざるをえない。 

【改善の方法】 

 研究資金獲得に努める。 

  

ⅡＡ群 教員個室等の教員研究室の整備状況 

【理念・目的】 

 研究個室の整備は不可欠である。 

【実態】【長所】 

12人の教員全員に22～26㎡の研究個室が整備されている。教室、事務所、会議室、教員室、

図書室等、日常的に利用する施設と同じ建物にありアクセスが便利である。 

【問題点】 

 震度５の地震により複数の研究個室の天井の一部が外れ、落下したものもあったことから、

構造上の問題や、教室等を含む避難路の確保等の問題が指摘される。 

【改善の方法】 

補強工事を行う。また、避難訓練を実施する。 
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ⅡＡ群 教員の研究時間を確保させる方途の適切性 

ⅡＡ群 研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性 

【理念・目的】 

 研究時間の確保が、研究成果につながり、教育活動に還元されるため、より多くの研究時間

の確保が必要である。 

【実態】【長所】 

 授業期間においては、土曜は入学試験、公開講座、研究会等で出校する日が多いため、自発

的に、月曜から金曜の間に研究日（出校しない日）を設けているが、制度化はしていない。 

 特別研究期間制度が公平に適用されるよう配慮し、毎年１人がこの制度の適用を受けている。

つまり、現状では、12年に１回の割合で、１年間のサバティカルがとれることになっている。 

【問題点】 

かつてない規模によって設置･運営されている本研究科であるが、それぞれの分野･領域の各

研究室の学生数が増加し、また全学の留学生数の増加により、教職員の負担がかなり増大して

いる。夏季・春季の授業休止期間においても、インターンシップ・プログラムを実施しており、

この指導のために海外研究出張の期間が制約されるなど、研究活動に支障を来している。 

【改善の方法】 

研究時間の確保のためには、演習担当教員の増員や客員教員（専任扱い･非常勤扱い）、助手

等の人員配置の検討、持ちコマの負担軽減や会議の合理化を行い、研究科および日本語センタ

ーのより効果的な運営に努める必要がある。インターンシップ・プログラムの実施時期を授業

実施期間にするなどの工夫を検討中である。 

 

ⅡＢ群 共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 

【理念・目的】 

 共同研究活動の充実のために、共同研究費を有効に活用する。 

【実態】【長所】 

本研究科の研究機関にあたる日本語センターにおいて、一般研究費が予算措置されており、

共同研究活動に対して一律 20 万円を配分し、センターの重点共同研究として承認された研究

（１件）には 50 万円を配分している。いずれも研究報告（重点共同研究は刊行物）を義務づ

けている。 

【問題点】 

一律に配分しているが、研究グループによって使い方に差がある。 

【改善の方法】 

 年度の途中で決算額を予想し、再配分する。 

  

（競争的な研究環境創出のための措置）    

ⅡＣ群 科学研究費補助金及び研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況 

【理念・目的】 

 研究助成金、特に科学研究費補助金には、専任教員全員の申請が奨励される。 

【実態】【長所】 

2004 年度は、科学研究費補助金に８件申請し２件採択され、2005 年度は６件申請し１件採
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択された。応募有資格者数12人のため申請率は学内では高いほうである。 

【問題点】 

 申請率・採択率ともに上げることが課題であるが、教員の授業負担がかなり増大しており、

研究時間の確保が問題である。 

【改善の方法】 

客員教員（専任扱い･非常勤扱い）、助手等の人員配置をより有効に活用し、研究科および日

本語センターにおける効果的な運営に努めることが考えられる。 

 

（研究上の成果の公表、発信・受信等）    

ⅡＣ群 研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性 

ⅡＣ群 国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況 

【理念・目的】 

 教員および大学院学生の研究成果の公表を支援し、国内外に広く発信する。 

【実態】【長所】 

 教員および大学院学生の研究論文・研究成果の発表の場として、日本語教育研究科では、『早

稲田大学日本語教育研究』（年２回）、『早稲田大学日本語教育実践研究』（年２回）を、日本語

センターでは、『紀要』（年１回）、『講座日本語教育』（年１回）を刊行している。いずれの刊

行物も、現在 PDF ファイルによるウェブ上での公開を進めている。また、これらの刊行物を、

国内150機関、海外180機関に無料で送付し、図書館等への配架を依頼している。 

 一方、国内外の教育研究機関等からの紀要などは、日本語センター学生読書室にて受け入れ

ている。 

【問題点】 

 出版費用の軽減、および公開の促進が課題である。 

【改善の方法】 

 版下の状態で業者に印刷を依頼することを徹底すること、および、ウェブ公開が急がれる。 

  

 ６ 施設・設備等     

（１）施設・設備     

（施設・設備等）    

ⅡＡ群 大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適切性 

ⅡＢ群 大学院専用の施設・設備の整備状況 

ⅡＣ群 大学院学生用実習室等の整備状況 

（独立研究科の施設・設備等）    

ⅡＣ群 独立研究科における、当該研究科専用の施設等の整備の適切性  

【理念・目的】 

 教育研究目的を実現するための施設を整備しておく。 

【実態】【長所】 

22 号館８階に、グループ討論等のための共同研究室２室（46 ㎡、31 ㎡）および、自習室を

２室（56㎡、40㎡）設けており、会議用の机・椅子、インターネット接続端末、プリンター、

教科書等参考資料、個人用ロッカー、カード式コピー機を備えている。また４階には、音声関
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係の研究のため、防音室が設置されている。以上は、本研究科専用の施設である。 

同じ建物の１階には、全学共同利用の、24時間利用可能なコンピュータールームがある。ま

た、３階の日本語センター学生読書室は、本研究科の研究書庫を兼ねており、日本語教育関連

図書類を自由に利用できる。 

近接の中央図書館と26号館において、大学院学生の共用施設として閲覧席等を利用できる。 

【問題点】 

 教室の壁が薄く、隣の教室の声が聞こえてしまう。 

【改善の方法】 

教室の防音対策が必要である。 

   

（維持・管理体制）    

ⅡＡ群 施設・設備等を維持・管理するための学内的な責任体制の確立状況 

ⅡＢ群 実験等に伴う危険防止のための安全管理・衛生管理と環境被害防止の徹底化を図る体

制の確立状況 

【理念・目的】 

 施設・設備等を維持・管理し、安全に利用できる状態にする。 

【実態】【長所】 

 本研究科専用施設である共同研究室等の鍵の管理は、日本語教育研究科事務所が行う。事務

所閉室日である休日に学生が利用する場合は、専任教員からの貸し出し依頼を必要とし、専任

教員が責任をもつ。当該施設を含む 22 号館には、早稲田大学総務部により外部委託された警

備員が、防災センターに常駐している。 

【問題点】 

 22 号館には、24 時間利用可能なコンピュータールームがあることから、常に出入り可能と

なっている。このため、夜間にコンピュータールーム以外の施設に不審者が入り込む可能性が

あり、安全面で問題がある。 

 さらに、建物の構造の問題として、日常的な振動と浸水がある。振動については震度５で８

階の天井が一部落下した。また、多数の学生を収容しているにもかかわらず、エレベーター３

基と階段１系統のみを通常使用しており、防災上の問題がある。 

【改善の方法】 

 環境安全管理課、施設課等における対策が必要である。 

 

（２） 情報インフラ     

ⅡＢ群 学術資料の記録・保管のための配慮の適切性 

ⅡＢ群 国内外の他の大学院・大学との図書等の学術情報・資料の相互利用のための条件整備

とその利用関係の適切性 

【理念・目的】 

 電子媒体による記録・保管を進める。 

【実態】【長所】 

 教員および大学院学生の研究論文・研究成果の発表の場として、日本語教育研究科では、『早

稲田大学日本語教育研究』（年２回）、『早稲田大学日本語教育実践研究』（年２回）を、日本語
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センターでは、『紀要』（年１回）、『講座日本語教育』（年１回）を刊行しており、いずれの刊

行物も、現在 PDF ファイルによる電子化を進めている。『紀要』については、国立情報学研究

所のNACSIS-IRにて第１巻から全文を公開している。また、これらの刊行物を、国内150機関、

海外180機関に無料で送付し、図書館等への配架を依頼している。 

 一方、国内外の教育研究機関等からの紀要等は、日本語センター学生読書室にて受け入れて

いる。 

【問題点】 

 さらに既刊の電子化を進める必要がある。 

【改善の方法】 

 特に価値の高い論文を集約して電子データ化し、解題を付して刊行することを計画している。 

  

 ７ 社会貢献     

（社会への貢献）    

ⅡＢ群 研究成果の社会への還元状況 

【理念・目的】 

 年少者日本語教育や地域日本語教育の研究成果を社会に還元する。 

【実態】【長所】 

新宿区教育委員会と日本語教育に関する協定を 2002 年に締結し、年少者日本語教育の実践

研究として、新宿区の小・中学校に大学院学生が出向いて、ボランティアで日本語を母国語と

しない子どもたちへの日本語教育を行っている。 

【問題点】 

小・中学校からのニーズが高く、十分に対応できない状況である。 

【改善の方法】 

 このニーズに対応するためには、大学全体からボランティアを募ることが考えられる。 

 


