
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
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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
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第２学期：火／13：00～14：30
平田　未季
・現在の日本語教育について知り、実際にいくつかの現場を見ることで、北海

道の社会の多様化を理解する。
・初級の学生に簡単な項目を教えられる程度の日本語教育に必要な知識を身に

つける。
・学習者のニーズを理解した上で、授業計画を立て、実際に教室で日本語を教

える。
（1）多様化する北海道社会の現状を知る。
（2）日本語教育に必要な最低限の知識を身につける。
（3）フィールド調査を通じ課題を発見することができる。
（4）課題解決につながる提案をすることができる。
【授業内容】
この授業は、受講者は、（1）講義や現場の見学を通して日本語教育の現状につい
て理解を深めた上で、（2）実際の学習者に対し日本語教育を実践します。留学生
は学習者としての経験を活かし、日本人学生は日本語母語話者としての知識を
活かし、協力し合いながら活動を行ってください。
（1）日本語教育について知る
　　 第1回　　授業概要の説明
　　 第2，3回　日本語教育の背景・現状 講義
　　 第4，5回　日本語教育現場の見学
　　 第6，7回　見学結果の発表（グループ）
（2）日本語教育を実践する
　　 第8，9回　日本語初級教科書の分析
　　 第10回　 教育実習（クラス内）
　　 第11，12回　ニーズ分析、授業計画
　　 第13，14回　教育実習（実際の学習者を対象に）
　　 第15回　ふりかえり、レポートの作成
・指定された資料を読む。
・日本語教育現場の見学結果をグループでまとめ発表する。
・教育実習の準備を行う。
・レポートの作成
・課題　30%
・グループ発表　20%
・教育実習（2回）　30%
・レポート　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。
日本語教育、教育実習、多様化する社会

知る・実践する日本語教育
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First semester : Thur./13:00 – 14:30

TAKAHASHI, Aya

This is an introductory course to think about diversity and society, and also cultivate the 

ability to respond to ‘differences’. Participants are asked to discuss one theme at a time 

and they are expected to explore several themes, such as culture, communication, 

language, and multiculturalism. Through the course work, participants will develop their 

attitudes and ways of thinking as it would be expected in a society that respects diversity.

Participants can:

① express own opinions on various topics about ‘diversity’ through oral expressions and 

writing.

② communicate with other students through the course work.

③ collaborate with other students in a project.

One theme will be featured in each session.

1. Guidance

2. Culture

3. Communication

4. Language

5. Media

6. Power of Narrative

7. Hokkaido University Museum: fieldwork

8. English as a language

9. Preparation for panel discussion and group presentations: workshop

10~12. Panel discussion by students

13. Preparation for group presentations: discussions

14. Preparation for group presentations: group work

15. Presentations

① Writing a final report

② Group work for the project

③ Reading and understanding the text

① A short essay (60%)

② A group proposal (20%)

③ Active participation in the course work (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
diversity, communication, collaboration
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