
第２学期：火／13：00～14：30
奥本　素子、朴　炫貞
（1）北海道大学の魅力を発見する。
（2）北海道大学について発見した情報を、自分達のやり方で可視化し、伝える。
（3）多様な文化をもつ学生同士のグループワークを通して、異文化コミュニケ

ーション能力を身につける。
・北海道大学という場に蓄積されている歴史・文化・研究などに関する情報を

分析し、それらを活用できる能力の獲得
・異文化の学生の中で違いを認め合い多様性を尊重する態度の育成
・企画づくりにおける調査方法・アイデア発想法・ストーリーの立て方、情報

のデザイン能力の獲得
・01>ガイダンス（授業の説明）・相互インタビュー
・02>北海道大学を知る① 北海道大学の場所
・03>北海道大学を知る② 北海道大学の人
・04>北海道大学を知る③ 北海道大学のモノ・コト
・05>北海道大学を見る（見学）
・06>グループディスカッション①
・07>デザイン① デザインに関するレクチャー・ワーク
・08>デザイン② シンボルに関するレクチャー・ワーク
・09>デザイン③ レイアウトに関するレクチャー・ワーク
・10>グループディスカッション②
・11>デザインと企画① 構成に関するレクチャー・ワーク
・12>デザインと企画② ストーリーづくりに関するレクチャー・ワーク
・13>デザインと企画③ プレゼンテーションに関するレクチャー・ワーク
・14>グループディスカッション③
・15> 最終発表
本授業では、学生同士で制作物を完成させるため、授業外でのグループワーク
が必要となってくる場合があります。
出席率 30%
授業参加態度 40%
成果物 30%
毎回配布資料有り
・授業は、高等教育推進機構（北17条西8丁目）で実施します。教室については、

追って掲示でお知らせします。
・集中演習として２回分の授業をまとめて実施する場合があります。
この科目は、新渡戸カレッジ生が受講した場合には、多文化交流科目の単位と
して認められます。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面での実施が不可となった場合は、
オンラインでの実施を行う予定であり、その場合内容が変更する可能性があり
ます。
北海道大学、発見、情報の運用、企画、ディスカッション
http://costep.open-ed.hokudai.ac.jp/costep/

北海道大学を発見しよう
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Second semester : Tue./13:00 – 14:30
HIRATA, Miki

- to provide students with an understanding of the growing social diversity of Hokkaido. 
To achieve this purpose, students will learn about the current situation of Japanese 
language education and see several places of education.

- to acquire basic knowledge about Japanese language education allowing for instruction 
to beginning students.

- to understand student needs and create lesson plans and practice Japanese education in a 
real classroom.

You will
(1) gain an understanding of the growing social diversity of Hokkaido.
(2) develop the minimum knowledge necessary to conduct Japanese education.
(3) be able to find potential areas for improvement through field work.
(4) be able to make a proposal for improvement.
In this course, students first will deepen their understanding of Japanese language 
education through lectures and visits to places of education; then, they will engage in 
Japanese language education to actual learners. In the practice of education, international 
and Japanese students are required to work together using either their own knowledge as 
a native speaker or their experience as a learner.

First half: Learn about Japanese language education
Week 1 Guidance
Week 2, 3 Background and current situation of Japanese language education (lecture)
Week 4, 5 Visit places of education
Week 6, 7 Present the results of visits (as a group)

Second half
Week 8, 9 Analysis of elementary Japanese textbooks
Week 10 Teaching practice (in the class)
Week 11, 12 Needs analysis and lesson plans
Week 13, 14 Teaching practice (for actual learners)
Week 15 Review and create a report
Students are required to
  -read assigned materials.
  -summarize the results of field visit and prepare for the presentation as a group.
  -prepare for teaching practice. (See also: teaching practicum)
  -create a report.
• Assignments 30%
• Group presentation 20%
• Teaching practice (2 times) 30%
• Report 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 or 
advanced Japanese level) and Japanese students. Students should actively participate in 
group work in order to apply their own knowledge. Students are required to attend the 
first class in order to confirm the number of participants.
Japanese language education, education practice, diversifying society

Understanding and Practicing Japanese Language EducationSubject
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感染病、拠点作りとネットワーク形成のシミュレーション演習
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授業計画

準備学習

成績評価の基準と方法

キーワード

第２学期：火／14:45～16:15

小華和　柾志
小グループ学習により、情報収集、情報伝達、科学的思考法を演習し、グルー
プ間の対話の重要性や、科学においても文化や習慣、また細かな各国情報が重
要である事を学ぶ。
1. 自国における感染症の発生状況をネットで調べることが出来る。
2. 得られた有益な情報を、他の小グループ（拠点）にわかりやすく伝達できる。
3. 拠点毎の差について、科学的な考察を加え、感染症における国別の違いについ

て仮説を立てることが出来る。
1. 出身国別に小グループを作り、与えられた感染症における事柄について、各国

の状況をネット等で調べる。
2. グループ単位で調べた情報を他グループに伝達する。また他グループに対し、

有益と予想されるデータの存在について調査を依頼する。
3. 得られたデータをグループ毎、個人毎に解釈し、当該事柄の起こるメカニズム

について仮説を立てる。
4. 教員や他の学生、他のグループ（拠点）からの情報に対して立てた仮説を発言

したり、レポートにして教員にアピールする。
教員が与える事柄について、個人、グループ単位で情報収集する事が重要な学
習の一つになる。収集法は限定はしないが、おそらくネットが主体になるであ
ろう。それら情報をうまく他の学生や教員に伝え、発生メカニズムについて考
察し、さらに必要なデータ収集等を行い、グループ単位や個人単位の発表やレ
ポートにする。
ホームワークについては、ネット情報の収集や仮説を立てるための調査が主に
なる。全て学生に行ってもらうが、分量等については、おそらくかなりの量に
なるものと思われる。ただし行う時間数などは学生の自主性に任せる。作業の
ヒント等は基本的に教員は行わない。
グループ毎の発言、個人毎の発言やレポート、収集情報の価値などを毎時間頻
度として教員が判断し、各学生に得点ポイントとして積み上げていく。（有用
な情報なので５ポイント、など）附与ポイントは教員が学生全員に明示するの
で、疑問があれば糺してかまわない。グループの情報収集や話し合いで出た仮
説等は、グループ全体の附与ポイントにすることもあるし、特定の学生に附与
することもある。この場合、グループとして誰に附与ポイントを与えるべきか
教員が判断材料を持たないと学生が考えた場合は、グループ単位で自己申告す
ること。
ただし個人が教員に直接メールでレポートを出してもかまわないし、これも評
価に加味するが、その内容については他の学生に、通常は公開しない。レポー
トの提出は義務ではない。
感染症　小グループ　拠点　ネットワーク　シミュレーション
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Second semester : Tue./13:00 - 14:30

OKUMOTO, Motoko    PARK, Hyunjung

(1) To discover the attractive points of Hokkaido University

(2) To inform the discovered contents for public by yourself

(3) To acquire the inter-cultural communication skill through group work among 

different students

• To acquire the abilities to analyze the historical, cultural and academic information of 

Hokkaido University and utilize them

• To develop an attitude to recognize differences and respect diversity among 

multi-cultural students

• To acquire information literacy to plan, research, create ideas, make a concept and 

design

• 01 > Guidance and interactive inter-view

• 02 > To know Hokudai 1 Place

• 03 > To know Hokudai 2 People

• 04 > To know Hokudai 3 Things

• 05 > To look at Hokudai

• 06 > Group work

• 07 > Design 1 The lecture of design

• 08 > Plan 2 The lecture of symbol

• 09 > Plan 3 The lecture of layout

• 10 > Group work

• 11 > Design and Plan 1 How to construct

• 12 > Design and Plan 2 How to make a story

• 13 > Design and Plan 3 How to present

• 14 > Group work

• 15 > The final presentation

The students are required to make a production. In some case, there is an extra group 

work.

Attendance 30%

Contribution of group work 40%

Product 30%

We distribute class material

• This class will be held at Institute for the Advancement of Higher Education

• Sometimes, two classes will be conducted in a day.

This class can be a credit of "multi-cultural communication class" for the students of 

Nitobe college.

Hokkaido University, Discover, Information Literacy, Project Management, Discussion

http://costep.open-ed.hokudai.ac.jp/costep/

Discovery Hokkaido UniversitySubject

Time(s)
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Course Objectives

Course Goals

Course Schedule
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Grading System

Textbooks
Additional Information
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