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科／
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2017年度 人間社会学部 人間社会学科／2017年度 経済学部 経済情報学科／2017年度 経済学部 経済学科／

主題と概要
Intercultural communication is a field of study which started in the U.S in 1960s. The purpose of this
course is to consider factors of miscommunication in intercultural contexts, to deepen  the understanding
of cultural diversity and to nurture a  positive attitude and  respect towards  people with different
cultural backgrounds.　（異文化コミュニケーションは1960年代のアメリカ合衆国で始まった分野である。本コース
の目的はクラスでの演習を通じて、異文化の状況で起こるミスコミュニケーションの原因を探り、文化的多様性への
理解を深め、文化的背景の異なる人々への肯定的態度を醸成し、そして、違いに対して敬意を示すことである。）

到達目標
After studying in this course, you will be able to　（コース終了後、受講生が得られること） :

(1) Understand theories and concepts of intercultural communication.
　　（異文化コミュニケーションの理論と概念を理解できる。）
(2) Be aware of you “self” and your own culture.
（自己と自分の文化に対する気づきを深められる。）
(3) Be aware of various aspects of different cultures and show respect to cultural diversity.
（異文化におけるさまざまな事柄に対する気づきを深め、文化的多様性に敬意を示すことができる。）
(4) Develop your oral communication skills through various class activities.
（授業活動を通じてコミュニケーション力を身につけることができる。）

提出課題
Assignments will be announced in the class.（課題は授業中にアナウンスする。）

履修にあたっての注意・助言他

(1)Homework （30 %）（課題）
(2)Presentation （20 %）（発表）
(3)Quiz (20 %)（クイズ）
(4)Final Examination (20%)（定期試験）
(5)Class participation and attitude (10%)（授業参加と授業態度）

*In order to pass this course, you must fulfill all the requirements written above.
*Details of class activities will be announced in the first class.
（単位取得には上記のすべての要件を満たす必要がある。詳細は、第1回目の授業で説明する。）

評価の基準

(1) Please be seated in the assigned seat before the instructor arrives in the classroom..
（教員が到着するまでに、決められた座席に着席していること（第2回目から）。）
(2) If you are late for the class more than the prescribed minutes, it will be counted as one
   absence. If you are absent from the class more than the prescribed time, you will fail the
   course. （規定の回数以上、遅刻した場合、1回欠席となり、規定の回数以上、欠席すると落第とな　る。）

 * Details will be announced in the first class.（詳細は第1回目の授業で説明する。）
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教科書

.Speaking of Intercultural Communication.

プリント資料及び参考文献
Handouts will be given in the class.（資料は授業中に配布する。）
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回      授  業  計  画
1.   Communication
2.   Culture
3.   Nonverbal Communication
4.   Communicating Clearly
5.   Culture and Values
6.   Culture and Perception
7.   Diversity
8.   Stereotypes
9.   Culture Shock
10. Culture and Change
11. Talking about Japan
12. Becoming a Global Person

授業計画

You will fail this course if you do not purchase the textbook.
テキストを購入せずに受講した場合、単位は与えられないので、必ず、購入すること。

備考

予習・復習

Reading, listening and/or writing homework assignments will be given every week. You are also expected to be
prepared for the vocabulary quiz which will be conducted every week
（リスニングとライティングに関する課題を毎週、課す。毎週、ボキャブラリーのクイズを行う。）


