
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? (1)

13th and 14th week: What is the most ‘Japanesey’ grammar? (2)

15th: Poster session

-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1・2学期　火／14:45～16:15
杜　長俊
日本で暮らす外国人の生活や事情について引き出し、日本語能力が十分ではな
い学習者と豊かなやりとりを実践するとともに、外国人にとって住みやすい社
会を作り上げるためにどんなことが必要なのかについて考える
※本授業で言う「外国人」は、外国にルーツがある人のことを指す。
・ライフストーリーを聞く活動を通して、日本で暮らす外国人の事情について

自分の質問や言葉で引き出すことができる
・外国人とやりとりを行う方法を学び、日本語能力が十分ではない学習者と円

滑に楽しく会話できる
前半：
①外国人のライフストーリーを読む
②外国人のライフストーリーを聞く
③聞いた話をまとめて発表する
後半：
①「やさしい日本語」「意味交渉」「自己開示」などを学ぶ
②日本語学習者（初級レベル）との会話を実践する
③実践を振り返る。
・資料を事前に読む
・講座をきっかけに生活の中で考えていることを記録する
・グループ発表（外国人のライフストーリー） 30％
・個人発表（実践した会話の振り返り）30％
・授業の記録　20％
・自己評価 20％
資料を配布する
・使用言語：日本語
・ライフストーリーを聞く活動は、授業外で行う。
・日本語学習者との会話は、授業内（ゲストセッションの形）で行う予定であ

る。
・〈留学生の対象レベル〉：日本語中級3以上で、このシラバスの内容が分かる

人　
多文化共生社会、相互理解、やさしい日本語、コミュニケーション能力、豊か
なやりとり

多文化コミュニケーション講座
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First and Second semester:  Tues./14:45 - 16:15

DU Changjiun

Please refer to Japanese page.

Developing communication skills through activities such as listening to the life stories of 

foreigners and talking with learners who do not have sufficient Japanese language skills.

Please refer to Japanese page.

Please refer to Japanese page.

Please refer to Japanese page.

Please refer to Japanese page.
● Language used in class: Japanese
● The activity of listening to life stories will be conducted outside of the class.
● Conversations with beginner level students will be conducted in class (in the form of 

guest session).
● Japanese level of international students: Intermediate 3 or above in Japanese and who 

understand the content of the syllabus in Japanese.　

Multiculturalism, mutual understanding, easy Japanese, communication skills, rich 

interaction
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第1・2学期：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
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？
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　日本語学習支援実践
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　振り返り/相互自己評価
 ・ 事前に調べて来ることがある（事前課題）
 ・ 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、子どもに対する学習支援の実践を予定している。必ず参加すること。
 ・ 〈留学生の対象レベル〉：日本語中級3以上
グローバル化,複言語・複文化,JSL児童生徒,CLD児童生徒
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