
第１学期：火／13：00～14：30
平田　未季
世界には約7,000の言語があると言われています。しかし、私たちが日本語の特
徴について考えるとき、比べる対象としてイメージする言語は、英語など一部
の言語です。この授業では、受講者それぞれが持つ言語の知識を使いながら、
「7000分の1」という視点から日本語を見つめ直します。またその過程で、受講
者が今後の研究生活に役立つアカデミックスキルを身につけることを目標とし
ます。
（1）世界の言語の相違点・共通点について知り、ヒトの言語について理解を深

める。
（2）自分が持つ知識を外から眺める視点を持つ。
（3）複数の対象を比較し、分析する力を身につける。
（4）自分の頭の中にある抽象的なことを他の人に説明する力を身につける。
【授業の流れ】
２回で１つのトピックを扱う。
〔授業前〕
（1）事前に教師がトピックに関する質問を出すので、自分が持つ言語の知識を

使い、答えを考え、エッセイを書く。
〔１回目〕
（2）グループ：メンバーでエッセイを共有し、答えをA4 １枚にまとめ発表する。
（3）教員：説明
〔課題〕
（4）授業内容の要約→教員にメール提出
〔2回目〕
（5）教員：提出された課題のフィードバック、優れた課題の紹介。
（6）教員：講義
【授業内容】
１，２回目　「なぜ世界の言語の80％は主語から文を始めるのか？」
３，４回目　「格とは何か？なんの役に立つのか？」
５，６回目　「名詞、動詞、形容詞は何を表しているのか？なぜこれらのカテ

ゴリーが必要なのか？」
７，８回目　グループ発表（１～６回目までのトピックについて）
９，10回目　「なぜ言葉は変化するのか？」
11，12回目　「最も‘日本語らしい’文法とは何か？」
13，14回目　「言語は思考のため？コミュニケーションのため？」
15回目　　　ポスター発表（個人、９～14回目までのトピックについて）
・普段から、自分や周りの人が使うことばに注意を向け、関心を持つ。
・授業内のグループワークに積極的に参加できるよう、授業前の課題を行う。
・各トピックについて、授業内容や、グループでの話し合い内容をよく復習し、

エッセイを書く。
・学期中に２回行うポスター発表の準備をする。
・課題（事前エッセイ、授業要約）　30%
・グループワークへの参加度（発言量や貢献度など）　30%
・グループ発表　20%
・ポスター発表　20%
教科書はありません。教員がハンドアウトを配布します。
授業の中で、課題の参考となる資料について伝えます。
この授業は、日本語が中級以上の留学生と日本人学生が共に学ぶものです。受
講者は、それぞれが持つ知識を活かし、積極的にグループワークに参加してく
ださい。なお、授業内容・スケジュール・受講希望人数等を確認するため、初
回の授業には必ず出席してください。
世界の言語、言語類型論、文法、コミュニケーション、言語の変化

世界の7000の言語と日本語
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「多文化交流科目」とは
留学生と日本人学生がともに日本語で学ぶ協働学習の授業です

変化の激しい現代社会を生き抜くには、基礎的・専門的な知識を身につけるだけでなく、それらを活用し応用する

能力が必要です。また、グローバル化の進む現在、様 な々背景や文化を持つ人 と々円滑にコミュニケーションをとるス

キルが求められています。そのためには、異文化に対する理解や協調性・柔軟性が不可欠です。さらに、積極的に時

代を切り拓くリーダーには、主体性や責任感、困難に直面した際の問題解決能力やチームワーク力なども必要です。

多文化交流科目は、日本人学生・留学生の混成クラスにより、意図的に「多様な背景を持った人々が集う環境」を

創出し、受講者のみなさんに、現代社会で必要とされるスキルを育成する機会を提供するものです。

みなさんも一緒に授業を受けてみませんか？

多文化交流科目の特徴

多文化交流科目で育成を目指すスキル

▶多文化交流科目は、日本人学生と留学生がと
もに日本語で学ぶ問題解決型・プロジェクト型
の授業です。

▶少人数の授業で、コミュニケーション力、異文
化理解力、グループやチームで活動するスキ
ル等の向上が図れます。

▶日本人学生（主として学部1・2年生）は、全学
教育科目一般教育演習「多文化交流科目」を
履修します。

▶留学生は、一般日本語「多文化交流科目」を
履修します。

日本人学生※

全学教育科目　一般教育演習
「フレッシュマンセミナー」
※…新渡戸カレッジ生優先

多文化交流科目
（乗り入れ開講）

例）日本人学生10名+留学生10

日本人学生※

全学教育科目　一般教育演習
「多文化交流科目」
※…新渡戸カレッジ生優先

多文化交流科目
（乗り入れ開講）

例）日本人学生10名+留学生10名

留学生
一般日本語「多文化交流科目」
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・チームワーク
・リーダーシップ
・交渉力
・情報活用力

・ファシリテーション
・説得力
・論理的思考力
・ディスカッション
・コミュニケ―ション力

・分析力
・情報収集力
・多様性への気づき
・異文化理解
・課題発見

・グループやチームでの活動で自分の役割を見つけ、積極的に行動で
きる。
・互いに配慮しつつ、グループやチームでの活動を前進させることが
できる。
・互いの意見を尊重し、協力して課題に取り組むことができる。活動の
なかで互いの妥協点を見つけることができる。
・収集した情報・資料を適切な方法で分析し、場面・目的に応じて活用
することができる。

・自分の意見をわかりやすく簡潔にまとめ、それをグループやチームで
企画・運営につなげることができる。
・自分の意見を論理的に順序立てて伝え、相手を説得することができる。
・客観的なデータに基づき、自分の主張を論理的に組み立てることがで
きる。
・グループで理解を共有し、議論することができる。
・相手の意見に対し、適切かつ柔軟に対応・質問することができる。

・講義や他者の話を聞き、その内容を客観的に把握・理解することがで
きる。
・適切な情報を検索・収集し、それを整理・精査することができる。
・異なる文化・価値観・態度を尊重することができる。
・自分の母語や文化について客観的に考えることができる。
・講義や自ら調べて得た情報を、身近な事柄に引き付けて考えることが
できる。また、その課題を指摘することができる。
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第１学期：木／13：00～14：30
髙橋　彩
多様な人々との共生について考え、対応する力を培うための入門的授業である。
毎回、一つのテーマについて討論し、文化やコミュニケーション、ことば、多
文化主義などについて考えることを通して、多様性を尊重する社会で求められ
る考え方や姿勢を具体的かつ実践的に養う。　
①多様性に関する各テーマについて、自らの意見を文章あるいは口頭で表現す

ることができる。
②多様な人々とのコミュニケーションを実践できる。
③グループの主張をまとめて発表するプロジェクトを他者と協働して遂行できる。
「テキスト」をもとに授業を進める。毎回一つのテーマについて、ディスカッ
ションやワークショップを行う。
１．オリエンテーション
２．文化
３．コミュニケーション
４．ことば
５．メディア
６．物語の力
７．北海道大学総合博物館の見学
８．「英語」について
９．パネルディスカッションとグループ報告に向けて
10～12．毎回一つのテーマのもとでパネルディスカッションを行う 
13．グループ報告のためのディスカッション
14．グループ報告の準備
15．グループ報告
①個人レポートの執筆
②グループ発表の準備
③テキストの講読
①個人レポート（60％）
②グループ発表（20％）
③授業への貢献度（テキストの講読、グループ・ディスカッションへの貢献、
　その他指示された事項の遂行）（20％）
池田理知子・塙幸枝編著『グローバル社会における異文化コミュニケーション
－身近な「異」から考える』三修社、2019年　
この授業は留学生と日本人学生がともに学ぶ「多文化交流科目」である。
多様性、コミュニケーション、協働

文化の多様性と私たち

たか はし あや

科　　目

曜日／時間
担 当 者
授業の目標

到達目標

授業計画

準備学習

成績評価の基準と方法

テキスト・教科書

備　　考
キーワード

多
文
化
交
流
科
目

C
M
C

多
文
化
交
流
科
目

C
M
C

　　よう  び　　  じ かん

　　  たん　 とう　 しゃ

　　じゅぎょう　　　もく ひょう

　　　とう たつもく ひょう

　　  じゅぎょうけいかく

　　 じゅん び がく しゅう

せいせきひょうか　　  きじゅん　  ほう ほう

　　　　　　　  きょう か  しょ

　　　 び　　　　 こう

First semester : Tue./13:00 - 14:30
HIRATA, Miki
It is said that there are approximately 7,000 languages in the world. However, we tend to 
use only a few major languages such as English when we think about what makes 
Japanese unique. In this course, students will take a new look at Japanese as one 
language out of seven thousand, using their individual knowledge of language to practice 
typological analysis. Through this process, students will acquire academic skills that will 
be necessary for their future research activities.
You will
(1) understand points of commonality and difference among world languages and be able 

to analyze human language based on that knowledge.
(2) get an external perspective to view your language knowledge from the outside.
(3) be able to conduct comparative analysis on multiple subjects.
(4) be able to explain your own abstract ideas to others in an understandable way.
2 classes for one topic x 6 topics (11 days), Group presentation (1 day), Poster 
presentation (2 days)

1st and 2nd week: Why do 80% of world languages start sentences with the subject?
3rd and 4th week: What is case? What is its role?
5th and 6th week: What do nouns, verbs, and adjectives express? Why are such 
categories necessary for human language?
7th and 8th week: Group presentations
9th and 10th week: Why do languages change?
11th and 12th week: What is the most ‘Japanesey’ grammar?
13th and 14th week: Is human language for the purpose of thought, or rather, 
communication?
15th: Poster session

Before each class:
(1) Write an essay on the topic which is suggested by the instructor.
1st class
(2) Group work: Summarize each essay into one paper and present it.
(3) Instructor: Feedback and lecture
Assignments
(4) Make an abstract on what you leaned in the class and send it to the instructor.
2nd class
(5) Instructor: Feedback on assignments
(6) Instructor: Lecture

-Pay attention to daily language that you and others use regularly.
-Do assignments so that you can accomplish group work.
-Make an abstract on what you learned in the class using lecture contents and results of 
group discussion.

-Prepare for presentations (group presentation and poster presentation)
-Assignments (essay and abstract) 30%
-Participation on group work 30%
-Presentations 40% (Group presentation 20%, Poster presentation 20%)
No textbooks. The instructor will provide handouts.
References will be announced during class.
This course aims to develop peer study between international students (intermediate and 
advanced Japanese level) and Japanese students. Students are required to attend the first 
class in order to confirm the number of participants.
world languages, linguistic typology, grammar, communication, language change

Japanese among 7000 world languagesSubject
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Course Schedule
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