
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
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Thur./16:30 - 18:00
KOBAYASHI, Yoshiko
Through co-learning of Japanese students and foreign students, to be able to acquire 
"thinking skills" focusing critical thinking for academic works as analysis of information, 
discussion, presentation, writing papers and so on.
1) To be able to be conscious of listeners and readers
2) To be able to listen closely to the colleague
3) To be able to understand presupposition of the text
4) To be able to output consistently being conscious to presupposition and ground of the 

argument
5) To understand cognitive bias by human
6) To be able to be conscious objective expression
The contents of this course are as following. The contents and order may be regulated 
depending on needs of the students.
1) Guidance : What is critical thinking ?
2) Being conscious of listeners and readers
3) "Schema" of human knowledge and hidden presupposition
4) Being conscious of cohesion of argument 
5) Cognitive bias
6) Writing consistent papers
In this course, foreign students and Japanese students cooperate in group works.
Students must participate the activities actively with other students having different 
cultural background.
In the end of the course, students must do presentation and make final paper about the 
theme chosen by themselves.
Students must do assignment before the deadline on every class.
In the end of the course , students must do presentation and make final paper about the 
theme chosen by themselves.
Participation in the group works (including preparation) 20%
Assignment (homework) 40%
Final paper 40%
Students must attend the classes over 70%. 3 times of being late and leaving early are 
counted as 1 absence. 
In case students be absent successively 3 times without notice, the students can not be 
allowed to attend the course after that.
Handouts will be provided as textbook. Students must prepare 2-hole file and bind them. 
In case the students lost them, another paper will not be provided.
The participant are acquired to participate actively in Japanese language.
Students who want to take this course must attend the first class because the numbers of 
students are limited and the participant are decided by lottery.
Critical thinking, Logical thinking, Information literacy
Reference will be announced in the class.
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金／16：30～18：00
式部　絢子
「多文化共生」を多様な視点で考え、「共生」に必要な視点についてチームで
答えを出す。
・「多文化」「共生」をさまざまな視点から理解することができる
・考えや疑問について、自分のことばで表すことができる
・共通の目標（「共生」に必要な視点とは何か）に達することができる
第１部：「多文化」を感じる・・・「ちがいのちがい」体感ワークショップ 
第２部：「クマとの共生」を考える・・・ヒトはヒトだけで生きている？
第３部：実践　第１部・第２部で学び、考えたことについて学内外の人とディ

スカッション＆ワークショップを行う
・テーマについての事前学習
・毎回の振り返り
・事前課題、宿題　30％
・中間レポート・ワークショップの実施　40％
・相互自己評価　30％
ハンドアウトを配布する
・12回以上出席した者を評価の対象とする
・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します。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。
・〈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
多文化、共生、アサーティブ・コミュニケーション

多文化共生入門ゼミ
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Fri./10:30 - 12:00

AOKI, Maiko

This course introduces the meanings of ‘internationalization/ globalization’ and purposes 

of ‘international exchanges’ from various perspectives. Students also learn the roles of 

languages and cultures for international exchange activities and consider such as whether 

a common language is inevitable for intercultural communications and whether it is 

really possible to understand ‘other’ cultures. This course contains group works, 

discussions and group presentations as well as lectures.

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

(1) have their own definitions of ‘international exchange’ through thinking from various 

levels and perspectives

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

Contents:

(1) Introduction

(2) Thinking about the ‘boarders’

(3) Thinking about the ‘nations’ and their citizens

(4) Thinking about ‘other cultures’

(5) Thinking about ‘a common language’

(6) Wrap up

- The students are required to submit assignments on a regular basis.

- In order to manage the students’ learnings and group works effectively, the students

 may be required to express their opinions through the ELMS.

- Guest speakers may attend the course if necessary.

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 (20%)

(2) Group presentations (x4) (40%, group evaluations)

(3) Short essays (x4) (40%, individual evaluations)

No textbook

Internationalization, Globalization, International exchanges, Intercultural understanding, 

group work, communicative skills
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