
First semester: Mon./13:00 - 14:30
YAMAHATA, Tomoyuki
    This class will discuss some of the various concepts included in "philosophy" and 

"religion." We will examine how each of these concepts is understood in past and 
contemporary Japan and expressed in actual practices and culture.
    We will also make comparisons with other cultures to verbalize the characteristics of 
philosophy and religion in Japan.
The students will be able to:
1) Explain the characteristics of Japanese philosophy and religion, taking into account 

comparisons with other cultures on multiple topics.
2) Conduct group discussions and group work effectively, and produce products.
3) Use practical skills in cross-cultural communication through collaboration with 

students from different cultural backgrounds.
The course will be based on cooperative group work.

1. Examination of topics related to philosophy and religion in Japan
Week 1: Guidance, self-introduction
Week 2 - Week 12
  For each topic, we will spend two to three weeks on the following tasks
1) Preliminary research on the topic and preparation of a brief research report
2) Sharing the research report in the group
3) Explanation of the topic and discussion task by the teacher
4) Discussion and group presentation

  We will cover the following topics in class. The topics may change depending on the 
students' interests.
Topic 1: Life and death and the soul
Topic 2: Identity and Tolerance
Topic 3: God and Salvation
Topic 4: Society and Ethics
Topic 5: Civilization and Environment

2. Group presentations
Week 13 - Week 15
　Students will choose a topic to examine in more detail from among the topics covered 
from Week 2 to Week 12, and each group will discuss the topic, prepare a presentation, 
and make a presentation.
  Each student will submit a final report on the group's theme at the end of the class.

- Students will be required to do a preliminary literature review and prepare a summary 
report.

- Students are expected to prepare for group presentations during class time but may be 
required to prepare outside of class time, depending on the development of the discussion.
Survey report (individual) 30%
Participation in group work 20%
Outputs from group work 20%
Final report (individual) 30%
Hand-out materials as needed.
This class is a joint course for international and Japanese students.
We will teach and discuss in Japanese. Therefore, intermediate level 2 or higher Japanese 
is required.
Japanese Philosophy, Japanese Religion, Group work, Cross-cultural communication
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第1・2学期　月／14:45～16:15
青木　麻衣子
この授業では、ふだん生活している大学や札幌を、自分たちでフィールドワー
クすることによって、特定の視点から深く考え、説明することを目標とする。
また、それらをとおして、リサーチに必要とされるスキルや態度、グループワ
ークやプレゼンテーションを行うために求められるスキルの習得をめざす。な
お、この授業は、担当者による講義のほか、履修者によるプレゼンテーション、
グループワーク、ディスカッション等で構成される。
（1）フィールドワークに必要なスキルおよび態度について、理解する。
（2）プレゼンテーション・スキル、グループで協働するスキル、異文化理解力

を伸ばす。
①ガイダンス
②自己紹介・他己紹介
③フィールドワークとは、フィールドワークの手順と方法
④フィールドワークの基礎的スキル（観察、研究倫理と役割のとり方、情報収

集、面接）
⑤フィールドの選定
⑥フィールドワーク実施と調査結果の整理
⑦調査結果のまとめ
・フィールドワークは各グループもしくは各自で授業時間外に行う。また、フ

ィールドワークの結果をポスター等にまとめるため、その準備も必要である。
・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。
・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、グループサイト等への書き込み（40％）、②フィール
ドワークの報告としてのプレゼンテーション（30%）、③フィールドワークの成
果物としての最終レポート（個人・30％）に基づき行う。
特になし。必要に応じ、授業中に提示・指示する。
フィールドワーク、質的調査、グループワーク、プレゼンテーション・スキル、
国際化
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First and Second semester: Mon./14:45 - 16:15

AOKI, Maiko

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 LMS.

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 LMS (40%) 

(2) Final presentation (30%)

(3) Final report (30%)

No textbook

Field work, Qualitative research, Group work, Presentation skills, Internationalization

Fieldwork in SapporoSubject

Time(s)
Instructor(s)
Course Objectives

Course Goals

Course Schedule

Homework

Grading System

Textbooks
Keywords

多
文
化
交
流
科
目

C
M

C

多
文
化
交
流
科
目

C
M

C

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？（1）」
13、14回目　「最も‘日本語らしい’文法とは何か？（2）」
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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