
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
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

　　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

科　　目
か もく
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First semester: Wed./16:30 – 18:00

YAMADA, Etsuko

This course aims to be familiar with the context of ‘education’, to relate it to 

‘internationalization and foreign language education’, and based on these, to understand 

the significance of foreign language learning.

1) To relate ‘education’ and ‘foreign language education’and to understand them in a 

wider context.

2) To deeply understand foreign language learning making use of students’own learning 

experience of Japanese, English and other languages. 

<Education>

1）Education and nation state 

2）Education and culture

3）Well-known educational philosophy

4）Higher education and academic career

5）Education expense

<Internaitonalization and foreign language education> 

6）International educational principles

7）Issues of education and English 

8）Transition of language education

9）Language policies

10）Presentation 1（Language issues and language education of each country ）

＜Group project：Survey on language learning methods＞

11）～ 14）Group work

15）Presentation 2（Group project ）

＊The schedule is subject to change due to unexpected circumstances.

Not assigned.

Reflection diary：45%

Essay 1 + Presentation 1：25%

Essay 2 + Presentation 2：25%

Extra merits, etc.：5％

Handouts are provided in class.

Advanced or upper advanced level Japanese language skills would be needed. 

Students would be required to actively participate in discussions. 

Education, Foreign language education, Language learning
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第1学期：木／13:00～14:30
髙橋　彩
多様な人々との協働を通して、異なる文化や他者に対応する力を培うための入
門的授業である。前半は、文化やコミュニケーション、ことばなどについて考
える。後半は、協働の実践を通して、多様性を尊重する社会で求められる考え
方や姿勢を養う。　
①　多様性に関わるテーマについて、自らの意見を文章あるいは口頭で表現す

ることができる。
②　多様な人々とのコミュニケーションを実践できる。
③　他者と協働してプロジェクトを遂行できる。
前半は、テキストの講読をもとに、ディスカッションやワークショップを行う。
後半はグループで協働する。
1．オリエンテーション
2．文化
3．コミュニケーション
4．ことば
5．非言語コミュニケーション
6．物語の力
7．「英語」について
8．異文化交流
9．国際交流イベントの企画
10．国際交流イベントの実施
11．日本を紹介する（アイデア）
12．日本を紹介する（企画）
13．日本を紹介する（準備）
14．日本を紹介する（発表）
15．振り返りとまとめ
①　課題レポートの執筆
②　ミニ・レポートの執筆
③　振り返りの実行
④　実践の企画・準備・実施
⑤　テキストの講読
①　課題レポート１本（30％）
②　ミニ・レポート３本（40％）
③　振り返り（20％）
④　授業への積極的貢献（10％）
池田理知子・塙幸枝編著『グローバル社会における異文化コミュニケーション
－身近な「異」から考える』三修社、2019年　
この授業は留学生と日本人学生がともに学ぶ「多文化交流科目」です。過去に
「文化の多様性と私たち」を履修した者は参加することができません。
コミュニケーション、文化、多様性、協働

多様な人 と々協働する
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