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授業の目標（Course Objectives） 

This course is to study and understand about Japan from the point of view of history and culture. The course aims to acquaint 

the students with some fundamental topics/issues about Japan. Exposure to these topics/issues enables Japanese students to 

actively use English understanding and discussing the topics/issues in the language and thus helps the students acquire an in-

depth knowledge of Japan in English. Also, foreign students can have an opportunity to learn deeply about Japan, in particular, 

Japanese history and culture. 

The final goals of this course are the acquisition of academic knowledge of Japanese culture and of active English skills through 

lectures, discussion and assigned presentations in English. 

 

（この講義では、歴史文化の視点から日本について学び理解することにある。講義では、日本についての基本的なテーマや問題

について学ぶ。英語で学ぶことによって、日本人学生には英語で日本を深く知ることができる。また留学生には、日本について、

特に日本の歴史と文化について深く学ぶことができる。 

本講義の最終目標は、英語によるレクチャーとディスカッション、最終発表を課すことによって、英語での学識およびアクティブな

英語力を習得することにある。) 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course students learn about Japan, with emphasis on Japanese religion, culture, and customs.  

In class the instructor gives lectures about the topics written in the Course Schedule. After the lectures, designated students 

make a presentation about the topic, and finally students discuss the questions posed by the student presenters. Readings and 

a short report are assigned for each topic. Students also research about their own topic and make a final presentation and 

submit a final report.  

 

(この授業は英語による日本の宗教・文化および習慣に特に注目して、日本について学ぶことにある。授業では、まず授業計画に

記載したテーマについて講師が講義を行い、その後、学生による各授業回において設定したテーマについてプレゼンテーションを

して、最後に学生同士でディスカッションを行う。リーディング・アサインメントおよび小レポートを各回の宿題として課す。また学生

は各自テーマを決めて研究し、最終発表を行ってレポートを提出する。) 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation/Introduction   

2. What is Japanese Culture?  

3. Japanese Religion 1 : Shinto 

4. Japanese Religion 2 : Original (Indian) Buddhism 

5. Japanese Religion 3 : Japanese Buddhism 

6. Japanese Religion 4 : Fusion of Shinto and Buddhism 

7. Japanese Religion 5 : Japanese New Religion 

8. History of Japanese Art 

9. Japanese Anime and Manga  : Why Japanese Anime became popular all over the world? 

10. Japanese Society 1: History of Japanese Economy and Working System after WW II 

11. Japanese Society 2 : History of Guest Workers in Japan 

12. Japanese immigrants : Case of Japanese Bolivians  

13. Intercultural Understanding by Japanese People : History of Islam in Japan 

14. Final presentations ＋ Final report due  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to read the assigned readings in preparation for the class discussion and submit a short report. They are 

also encouraged to work little by little on their own research to prepare a final report.(学生は事前にテーマについてのリーディ

ング教材を読み、ディスカッションの準備を行うこと。また小レポートを提出すること。最終レポートを提出するために、少しずつ調

べていくこと。) 



 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(Class Participation)(30%)/最終レポート(Final Report)(20%)/最終発表(Final Presentation)(20%)/ディスカッション

参加（Participation to the class discussion)(15%)/リーディング・アサインメント(Reading assignments)＋小レポート(Short 

Reports)(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

No textbook used. Reading materials will be provided. 

(テキストは使用しない。リーディング教材を配布する。) 

 

参考文献（Readings） 

To be mentioned as needed.（必要に応じて適宜指示する。） 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

1st class and 2nd class → Online class 

 

注意事項（Notice） 

 


