
Face-to-Face

*The delivery mode is subject to change due to various reasons.

Wed. Fri.／13:00 - 14:30

FUTAMURA, Toshiya

This course aims to help students fairly share opinions on controversial topics and 

situations and to discuss them in the most effective way, thereby developing mutual 

understanding to achieve their common goals.

Students will acquire the ability to adequately exchange and organize their opinions on 

social issues, such as political stances, discrimination and conflicting interests.

Students will do the following:

(1) attend lectures on debating;

(2) watch videos of various genres, including Japanese society and culture, and discuss   

      their advantages and problems.

(3) practice debating (in mini-debates); and

(4) participate in final debates.

      Each debate, including practice debates, will be basically prepared and implemented       

      in the following order.

      Setting of topics → Analyses of controversial points / Collection of information →       

      Formulation of the argument from the opposition/proposition → Debate → Judging / 

      Feedback

- This course focuses on group activities, so students are required to engage in preparation 

for lessons and discussion between participants outside of class hours. These tasks should 

be performed by all participants.

- This course deals with social and cultural subjects through current topics and familiar 

issues. Students, therefore, are required to check not only delivered documents, but also 

materials on websites, and newspapers and books. When preparing for actual debates, 

students are recommended to check documents at the library that may be usable in 

debates

- Debating requires the ability to understand collected documents, listen to the other persons' 

arguments and express opinions. Therefore, participants in debates are required to acquire 

the Japanese proficiency of those who have attained at least the intermediate level.

Attendance (including submission of evaluation sheets): 30%; debates (preparation and 

contribution to a group; delivery at the actual debate and the submission of manuscripts) 70%

This course mainly aims to help students foster the ability to think logically and brush up 

on their Japanese proficiency, and they are not always required to have Japanese expertise. 

In addition, a win or loss in the debates does not directly affect their evaluations.

Handouts and documents will be delivered in each class when needed.

- Attendance at the first class is mandatory because students are supposed to take a test to 

check their levels.

- Students may be suggested to change a class with a different level based on the 

instructor’s judgement.
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対面
※様々な理由により授業形式が変更となることがある。
水・金／13:00～14:30

二村　年哉
相容れない話題や場面において、平等に意見を共有しつつ、もっとも効果的な
方法で議論し合って相互理解を導くことで、共通の目的の達成に寄与すること
ができる。
政治姿勢や差別などの諸社会問題、また利害が相反する場面などで、各自の意
見を必要十分な程度で出し合い、まとめることができる。
（1）ディベートについての講義
（2）日本の社会・文化などさまざまなジャンルのビデオを視聴して、その利点

や問題点などを指摘し、話し合う
（3）ディベート練習（ミニ・ディベート）
（4）最終ディベート
なお、ディベート練習を含めた各ディベートは、基本的に以下の流れで準備・
実践する。
論題の設定→争点の分析、情報収集→肯定側・否定側の立論構築→ディベート
マッチ→ジャッジ、フィードバック
・この授業はグループ活動が中心なので、授業時間以外にも下調べや参加者同

士の準備や打ち合わせが必要となる。これらの作業は全員が協力すること。
・時事問題や身近な問題を通して社会や文化などについての話題を扱うので、

配布資料だけでなく、必要に応じてウェブでの検索をはじめ、新聞や書籍な
どの文献資料にもあたること。最終ディベートでの準備においては、各自で
どのような文献があるかを調べる必要があるため、図書館の資料も利用する
こと。

・集めた資料を読みこなすだけの読解力とディベートをするための聴解力・表
現力が必要となるので、最低限中級修了程度の日本語力が求められる。

参加度（評価シートの提出等）30％、ディベート（準備とグループへの貢献度、
最終ディベートにおける話し方と原稿提出）70％
なお、この授業はディベートを通じて論理的思考力と日本語力を磨くことを主
眼としており、必ずしも専門知識が必要とされるわけではない。また、ディベ
ートの勝敗がそのまま評価の対象となるわけではない。
必要に応じて、その都度ハンドアウトや資料を配付する。
・1回目の授業でレベルチェックテストを行うので、必ず出席すること。
・担当教員の判断で異なるレベルのクラスへの移動を促されることがある。
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