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First and Second semester: Tue./16:30-18:00

SHIKIBU, Ayako

- Children who learn Japanese language (foreign children, international children, etc.): 

Knowing and thinking about difficulties and social background.

- To think about children's Japanese language learning from the viewpoint of 

"Plurilingualism/pluriculturalism".

- Understand the actual situation of foreign children in Japan/Hokkaido and their 

backgrounds.

- Understand the meaning of "language" (Japanese, native language, etc.) for children and 

the points that are important for them, and be able to express them in their own words.

1) Orientation

2) Who are the children who grow up with Japanese language? And the situation of 

Japanese language support in Hokkaido

3) How to learn Japanese (1)

4) How to learn Japanese (2)

5) Is it cool to be bilingual?

6) Bilingualism and multilingualism

7) What is it like to grow up in a multilingual  environment?

8)-9) Children who "grew up" in a multilingual  environment

10)-11) Practice: Japanese Language Learning Support

12)-13) 13th Report/discussion (making mini-posters)14)-14)-15) Reflection/mutual 

self-evaluation

Occasionally, assignments to be researched in advance.

- Homework 30% 

- Products 40%

- Mutual self-evaluation 30%

No textbook.

Handouts will be delivered in each class when needed.

- Students who attend at least 12 times will be evaluated.

- Students who want to become teachers in the future are encouraged to take the course.

- Students who have lived in other countries are also encouraged to take this class.

- This class is for international and Japanese students to study together. 

- To communicate with people of different backgrounds and about different topics. 

Communicate with imagination.

- The level of language is also diverse. If you cannot communicate smoothly, do not 

blame it on the level of the language. Continue to communicate with them in a creative 

way.

- During the class period, there will be a learning support activity for children. Be sure to 

participate.

- Target level of foreign students: Intermediate 3 or above in Japanese 

Globalization, 

Plurilingualism/pluriculturalism, 

JSL: Children who learning Japanese as a Second Language

CLD:Culturally Linguistically Diverse Children

Children who grow up in JapaneseSubject
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第1・2学期：水／14:45～16:15
鄭　惠先
（1） ことばへの社会言語学的な観察をもとに、日本語をはじめとする世界の諸

言語をより客観的かつ有機的に捉える知的能力を身につける。
（2） グループワークによる学生同士の協働活動を通して、論理的に思考し、他

者と協力して問題を解決する汎用的能力を身につける。
（1） 日本語の話し方についてのミクロなアプローチを通して、日本語のコミュ

ニケーションスタイルの特徴に気づく。
（2） 日本人学生と留学生がお互いの言語知識を共有しながら、みずからの気づ

きを促すことができる。
（1） 敬語・待遇表現
（2） 言外の意味・ポライトネスストラテジー
（3） 非言語コミュニケーション・対人距離
（4） 言語構造と言語行動   
大まかな授業の流れは、以下のとおりである。
（1） 事前に教員が提示するキーワードについて、学生は各自調べてオンライン

上（Google Classroom）で情報共有する。 
（2）1週目の授業で、テーマについての講義を聞き、グループ別にこれから調

べて発表する内容について話し合う。
（3） 2週目の授業で、グループ別に発表準備（パワーポイント作成）を行う。
（4） 3週目の授業で、発表と質疑応答を行う
事前準備（Google Classroomへのカキコミ、発表企画書の提出）40%
グループワーク参加度（自己評価、グループ評価、教室外活動） 35％
発表（他者評価） 25％
※「発表」に対する評価はグループメンバー間で同じである。
※教室内活動への不参加は減点対象となる。
教科書はありません。
その都度、必要に応じて教員がハンドアウトを配付します。
・本科目は、日本人学生との協働学習クラスであり、中級３レベル以上の日本

語理解力と表現力が必要です。
・学生同士のグループワークと、とりまとめ・発表が中心となるので、積極的

な態度と自発的な発言が不可欠です。
・教室外でのグループ活動に積極的に参加する必要があります。
尊敬語・謙譲語、高／低コンテキスト文化、ポジティブ／ネガティブポライト
ネス、ジェスチャー、ビジュアルコミュニケーション、言語相対論、ステレオ
タイプ

日本語のコミュニケーションスタイル
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　　よう  び　　  じ かん

　　  たん　 とう　 しゃ

　　じゅぎょう　　　もく ひょう

　　　とう たつもく ひょう

　　  じゅぎょうけいかく

　　 じゅん び がく しゅう

せいせきひょうか　　  きじゅん　  ほう ほう

　　　　　　　  きょう か  しょ

　　　 び　　　　 こう
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First and Second semester: Wed./14:45 - 16:15

JUNG, Hyeseon

(1) To acquire the intellectual ability to objectively and organically understand the 

essence of various languages in the world, based on the sociolinguistic observation.

(2) To acquire the general ability to think logically and solve a problem in collaboration 

with other students.  

(1) To find features of the Japanese-style communication by exploring the way of 

speaking Japanese through a microscopic approach

(2) To be more sensitive to the difference among communication styles by sharing mutual 

language knowledge of Japanese or international students

(1) Lecture and brainstorming

(2) Group activities: to share preliminary researches and to decide presentation topics

(3) Group activities: to create presentation materials, using Power Point

(4) Presentation and questions & answers

Students are required to do the following activities outside the class

- to look up the specified keywords

- to conduct preliminary research and to write a presentation proposal

Preparation (online comments, presentation proposal): 40%

Contribution to group activities (self-assessment, evaluation by other group members, 

activities  outside the class): 35%

Presentation (evaluation by other students): 25%

*All members in a group get the same grade on presentation.

*Students who do not participate in classroom activities will be penalized.

No Textbook

Please refer to Japanese page.

Polite expression, High/Low-context cultures, Positive/Negative politeness, Visual 

communication, Stereotype

Communication style of JapaneseSubject
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第1学期：水／16：30～18：00
山田　悦子
「教育」を巡るコンテクストについて知り、「国際化と外国語教育」へ関連付
け、それを基盤として「外国語学習」の意義を理解することを目標とする。
1）「教育」と「外国語教育」を関連付け、幅広いコンテクストから把握する。
2）自身の日本語学習、英語その他の言語の学習経験を活かして、外国語学習に
ついての理解を深める。
【教育】
1）教育と国家 
2）教育と文化
3）著名な教育思想
4）高等教育と学歴社会
5）教育の無償化
【国際化と外国語教育】
6）国際的な教育理念
7）教育と英語を巡る課題
8）外国語教育の変遷
9）言語政策
10）プレゼンテーション1（自国の言語事情と外国語教育）
【グループプロジェクト：外国語学習法調査】
11）～ 14）グループ作業
15）プレゼンテーション２（グループプロジェクト）
＊上記の予定は、事情により変更になることもあります。
特に必要なし。
毎授業終了時の振り返り：45%
レポート１＋プレゼンテーション１：25%
レポート2＋プレゼンテーション2：25%
授業への貢献、その他：5％
授業内でハンドアウトを配布します。
・上級レベルかそれ以上の日本語力が必要です。
・討論には積極的に参加することが求められます。
教育　外国語教育　外国語学習

教育について論じよう

やま  だ えつ  こ
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　　よう  び　　  じ かん

　　  たん　 とう　 しゃ

　　じゅぎょう　　　もく ひょう
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　　  じゅぎょうけいかく
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