
第2学期：火／13:00～14:30
平田　未季

・現在の日本語教育について知り、実際にいくつかの現場を見ることで、北海道の社会の
多様化を理解する。

・初級の学生に簡単な項目を教えられる程度の日本語教育に必要な知識を身につける。
・学習者のニーズを理解した上で、授業計画を立て、実際に教室で日本語を教える。
（1）多様化する北海道社会の現状を知る。
（2）日本語教育に必要な最低限の知識を身につける。
（3）フィールド調査を通じ課題を発見することができる。
（4）課題解決につながる提案をすることができる。
【授業内容】
この授業は、受講者は、（1）講義やクラスメートに対する模擬授業を通して日本語教育の
現状や方法について理解を深めた上で、（2）実際の学習者に対し日本語教育を実践しま
す。留学生は学習者としての経験を活かし、日本人学生は日本語母語話者としての知識
を活かし、協力し合いながら活動を行ってください。

（1）日本語教育について知る
第1回　授業概要の説明
第2,3回　日本語教育の背景・現状
第4-6回　日本語初級教科書をみる・初級の教え方
第7,8回　クラスメートに対して模擬授業（グループ）

（2）日本語教育を実践する
第9,10回　「地域初級」について知る
第11回　実際の授業現場を見学する
第12-14回　実際の学習者に対して模擬授業（グループ）
第15回　ふりかえり、レポートの作成

・指定された資料を読む。
・日本語教育現場の見学結果をグループでまとめ発表する。
・教育実習の準備を行う。
・レポートの作成
・授業への積極的な参加　20%
・課題　30%
・模擬授業（2回）　30%
・レポート　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。
日本語教育、教育実習、多様化する社会

知る・実践する日本語教育
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Second semester: Tue./13:00 – 14:30
HIRATA, Miki

- to provide students with an understanding of the growing social diversity of Hokkaido. 
To achieve this purpose, students will learn about the current situation of Japanese 
language education and see several places of education.

- to acquire basic knowledge about Japanese language education allowing for instruction 
to beginning students.

- to understand student needs and create lesson plans and practice Japanese education in a 
real classroom.
You will
(1) gain an understanding of the growing social diversity of Hokkaido.
(2) develop the minimum knowledge necessary to conduct Japanese education.
(3) be able to find potential areas for improvement through field work.
(4) be able to make a proposal for improvement.
In this course, students first will deepen their understanding of Japanese language 
education through lectures and teaching practice to classmates; then, they will engage in 
Japanese language education to actual learners. In the practice of education, international 
and Japanese students are required to work together using either their own knowledge as 
a native speaker or their experience as a learner.

First half: Learn about Japanese language education
Week 1 Guidance
Week 2, 3 Background and current situation of Japanese language education
Week 4-6 Analyze elementary Japanese textbooks and know how to teach the elementary 
level students
Week 7, 8 Teaching practice (for classmates)

Second half
Week 9, 10 Learn the‘rural elementary’
Week 11 Visit the place of education
Week 12-14 Teaching practice (for actual learners)
Week 15 Review and create a report
Students are required to

-read assigned materials.
-summarize the results of field visit and prepare for the presentation as a group.
-prepare for teaching practice. (See also: teaching practicum)
-create a report.
・Active participation 20%
・Assignments 30%
・Teaching practice (2 times) 30%
・Report 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 or 
advanced Japanese level) and Japanese students. Students should actively participate in 
group work in order to apply their own knowledge. Students are required to attend the 
first class in order to confirm the number of participants.
Japanese language education, education practice, diversifying society

Understanding and Practicing Japanese Language EducationSubject
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第2学期：火／13:00～14:30
奥本　素子、朴　炫貞
（1）北海道大学の魅力を発見する。
（2）北海道大学について発見した情報を、自分達のやり方で可視化し、伝える。
（3）多様な文化をもつ学生同士のグループワークを通して、異文化コミュニケ

ーション能力を身につける。
・北海道大学という場に蓄積されている歴史・文化・研究などに関する情報を

分析し、それらを活用できる能力の獲得
・異文化の学生の中で違いを認め合い多様性を尊重する態度の育成
・企画づくりにおける調査方法・アイデア発想法・ストーリーの立て方、情報

のデザイン能力の獲得
・01>ガイダンス（授業の説明）・相互インタビュー
・02>北海道大学を知る① 北海道大学の場所
・03>北海道大学を知る② 北海道大学の人
・04>北海道大学を知る③ 北海道大学のモノ・コト
・05>北海道大学を見る（見学）
・06>グループディスカッション①
・07>デザイン① デザインに関するレクチャー・ワーク
・08>デザイン② シンボルに関するレクチャー・ワーク
・09>デザイン③ レイアウトに関するレクチャー・ワーク
・10>グループディスカッション②
・11>デザインと企画① 構成に関するレクチャー・ワーク
・12>デザインと企画② ストーリーづくりに関するレクチャー・ワーク
・13>デザインと企画③ プレゼンテーションに関するレクチャー・ワーク
・14>グループディスカッション③
・15> 最終発表
本授業では、学生同士で制作物を完成させるため、授業外でのグループワーク
が必要となってくる場合があります。
出席率 30%
授業参加態度 40%
成果物 30%
毎回配布資料有り
・授業は、高等教育推進機構（北17条西8丁目）で実施します。教室については、

追って掲示でお知らせします。
・集中演習として2回分の授業をまとめて実施する場合があります。
この科目は、新渡戸カレッジ生が受講した場合には、多文化交流科目の単位と
して認められます。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面での実施が不可となった場合は、
オンラインでの実施を行う予定であり、その場合内容が変更する可能性があり
ます。
北海道大学、発見、情報の運用、企画、ディスカッション
http://costep.open-ed.hokudai.ac.jp/costep/

北海道大学を発見しよう
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