
The Tutor’s Role
What is a tutor? チューターとは何ですか？

1.A tutor will provide International students with
daily life assistance  ( providing information on
dwelling, utilities payments, town, transpotation,

1.チューターは、留学生の日常生活の支援を行いま
す（住居に関する情報を提供する、ユーティリティの
支払い、町、transpotation、アルバイトなど）。

2. A tutor will provide assistance for the student to
improve his/her Japanese and help guide a student
to produce a better output in his/her study (paper,
talk, experiment, essay etc).

2チューターは、学生の日本語が上達し、学生が研
究でより良い成果（論文、発表、実験、エッセイなど）
をあげることができるように支援します。

3. A tutor will support a student to make a better
relationship among the Japanese students,
teachers and other Japanese people.

3.チューターは留学生が日本人学生、教員をはじめ
とする日本の人々の間でより良い関係を作れるよう
サポートします。

4. A tutor is not a servant or an assistant but a
friend and a "Significant Others".

4.チューターは、召使や助手ではなく、友人であり、"
重要な他者"です。

5. A tutor will not do homework. 5.チューターは、代わりに宿題をすることはありませ
ん。

6. A tutor cannot be expected to know everything. 6.チューターは何でも知っていると期待しないように
しましょう。

7. The student cannot expect a tutor to “guarantee”
that he/she will receive an “A”. The student is solely
responsible for his/her grade for each assignment.

7. チューターがついたからといって、成績で "A"がと
れるとは限りません。

8. A tutor has the right to refuse to work with a
student who is rude or disrespectful.

8. チューターは学生が失礼な態度をとった場合、指
導を拒否する権利があります。

Tutor responsibilities: チューターの責任：

1.Tutors are expected to help with questions from
students regarding the daily life, lab-life, Japanese
lesson, lecture and seminor.

1.チューターは、留学生の日常生活、研究室の生
活、日本語授業、講義とセミナーについての疑問に
対して役立つことが期待されています。

2.Tutors are expected to maintain a professional
relationship with the student.

2.チューターは、学生と教員の関係を維持することが
期待されています。

3.Tutors are expected to be supportive, patient and
positive.

3. チューターには、協力的で、忍耐強く、前向きな態
度が求められます。

4.Tutors are expected to arrive on time for all
sessions and be prepared.

4. チューターが学生と会う時は、必要な準備を整え、
時間通りに来てください。

5.Tutors should wait for 10 minutes for the student
to show; then tutors must record student as “no
show” in the system.

5. チューターは学生が待ち合わせ場所に現れなくて
も10分間は待つようにしましょう。それでも現れない
時は報告書にそのことを書いてください。

6. f a tutor is to cancel a session, the tutor must
inform the student 24 hours ahead of time and
arrange a make-up time, convenient for both

6. チューターが面会をキャンセルする場合は、24時
間前に前もって学生に通知し、双方にとって便利な
別の面会時間を手配しなければなりません。

7. Tutors’ absences are monitored; excessive
absenteeism will result in dismissal.

7. チューター の無断欠席は報告され、過度の欠勤
は解雇になります。

Tutor rights: チューターの権利：

To not give his/her personal information to the
student.

チューターは望まない場合は個人情報を与えなくて
もいいです。

Tutors have the right to refuse to meet with
students who are disrespectful or rude. If such
instances occur, tutor should notify the Student
Services office.

チューターは無礼または失礼な学生と会うことを拒
否する権利を持っています。このような例が発生した
場合は、チューターは学生サービスオフィスに通知
する必要があります。
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