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The aim of this course is for students to explain their findings from their filed work in 

Sapporo and to improve their research skills, collaborative skills and presentation skills. 

This course contains group works, discussions and presentations as well as lectures.

At the end of the course, participants are expected to: 

(1) understand the skills and attitudes for filed work

(2) improve presentation skills, collaborative skills and intercultural understandings.

Contents:

(1) Introduction

(2) Ice-breaking activities

(3) Overview of field work

(4) Basic skills for field work

(5) Selection of the filed

(6) Review of the field work

(7) Summary of the field work and presentations

- The students are required to do actual filed work out side of the classes.

- In order to manage the learnings effectively, the students may be required to express 

their opinions through the ELMS.

The final grade will be decided on the following:

(1) Class attendance and attitudes in the class, regular assignments and expressions of 

opinions through the ELMS (40%) 

(2) Final presentation (30%)

(3) Final report (30%)

No textbook

Field work, Qualitative research, Group work, Presentation skills, Internationalization
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日本語で育つ子どもたち

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

火／16:30～18:00
式部　絢子

・日本語を学ぶ子ども（外国籍児童、国際児などの困難点、社会の問題を知る・考える
・子どもたちの日本語の学びを「複言語・複文化」という視点で考える
・日本/北海道における外国籍児童の実態やその背景について理解することができる
・子どもたちにとっての「ことば（日本語/母語など）」の意味や、重要になるポイントについて
理解し、自分のことばで表現することができる
●〈前半〉
第１回　オリエンテーション
第２回　日本語で育つ子どもたちって誰のこと？
　　　　北海道の日本語支援状況
第３回　日本語の学び方（１）
第４回　日本語の学び方（２）
第５回　バイリンガルってかっこいい？
第６回　複言語・複文化主義
第７回　複言語の中で育つとは？
　　　　ゲストスピーカー：尾関史さん
（University of Hawaii at Manoa Outreach college Japanese Instructor）
●〈後半〉
第８回～第９回　複言語で「育った」かつての子どもたち
第10回～第11回　日本語を学ぶ場を見学する（ペアまたはグループ）
第12回～第13回　報告/ディスカッション（ミニポスター作成）
第14回～第15回　報告会
第16回　振り返り/相互自己評価
※受講者の人数、授業形態の変更（オンラインか対面か）によって進め方を変更する
※オンライン開講の場合、第10回～11回の「日本語を学ぶ場を見学する」は実施しない。

・事前に調べて来ることがある（事前課題）
・見学先への連絡は学生（ペアまたはグループ）がする
・宿題/事前課題などの提出物 30％
・成果物 40％
・相互自己評価 30％
ハンドアウトを配布する
 （参考資料）

・川上郁雄, 尾関史，他（2014）『日本語を学ぶ/複言語で育つ-子どものことばを考えるワー
クブック』くろしお出版

・大山万容（2016）『言語への目覚め活動 ―複言語主義に基づく教授法』くろしお出版
・12回以上出席した者を評価の対象とする
・将来、教員になりたい学生は積極的に履修して欲しい
・外国で暮らした経験がある学生も積極的に履修して欲しい
・このクラスは留学生と日本人学生が一緒に学ぶためのクラスである。積極的にコミュニケ
ーションを取ること（使用言語：日本語）

・さまざまな背景がある相手やテーマについてやりとりをする。想像力を持ってコミュニケーシ
ョンすること。

・ことばのレベルも多様である。もし、スムーズにできなくても、ことばのレベルのせいにしないこ
と。工夫してコミュニケーションを続けること。

・授業期間内に、教育現場を見学する予定である。1回以上は見学すること。
・〈留学生の対象レベル〉：日本語中級2以上
※ただし、このシラバスがわかる人
外国籍児童・複言語・複文化・日本語教育
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金／10：30～12：00
青木　麻衣子
本講義では、「国際化」「グローバル化」とは何か、それらの進展により「国
際交流」はどのように変化してきたのか、また「国際交流」の意義・目的は何
かを、受講者とともに、複数のレベル・視点から考える。また、「国際交流」
を実践する上で必要不可欠な言語や文化の役割に注目し、「国際交流」にとっ
て「共通語」は必要なのか、「異文化」は本当に理解可能なのか等を検討する。
なお、本講義は、担当者による講義のほか、受講者同士のグループワーク、デ
ィスカッション、グループによるプレゼンテーション等により構成される。
（1）多様なレベル・視点から「国際交流」について考えることを通して、自分

なりの定義を持つことができる。
（2）グループで協働するスキル、異文化理解力、プレゼンテーション・スキル

を伸ばすことができる。
授業は以下の内容で構成される。
（1）ガイダンス、自己紹介・他己紹介
（2）「国境」を考える
（3）「個人」と「国家」の関係性
（4）「文化」は理解できるのか
（5）「共通語」は必要か
（6）総括
・定期的に課題を出すので、必ず準備の上、授業に参加すること。
・受講者個人の学習を管理し、かつグループ活動を円滑に行うため、必要に応

じ、授業グループサイトでの意見・情報の発信が求められる。
・必要に応じ学外者が授業に参加することがある。
・授業、グループワーク等への積極的な参加を期待する。
評価は、①通常の授業（そのための準備・復習時間含む）への積極的参加、授業
内での提出物の提出・内容、授業外でのグループサイトへの書き込み等（20％）、
②授業内でのグループ発表4回（40％、グループの評価）、③発表をまとめた各自
の小レポート4回（40％）に基づき行う。
テキストは使用しない。参考文献・資料等は、必要に応じ、授業内で指示する。
国際化、グローバル化、国際交流、異文化理解、グループワーク、コミュニケー
ション・スキル

「国際交流」を考える
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