
An Approach to Japanese A Literature based on its interaction with 

the International Baccalaureate’s Theory of Knowledge (TOK) 

 

 In the International Baccalaureate education, Knowledge is taught comprehensively 
through a curriculum that emphasizes the relationship between the different disciplines. 
The TOK (Theory Of Knowledge), which is at the core of the IB education, aims to enrich 
the thinking process by looking at things and thoughts in a critical and multilateral way. 
By focusing on the relationship between disciplines it is expected that Knowledge and 
subject learning can mutually influence each other and help deepen understanding. The 
TOK also intersects with the subject of language courses and as such is linked to a 
deeper understanding of Literature. In this study meeting we will study the relationship 
between the TOK and other disciplines and discuss the possibilities this offers for 
Japanese lessons inside the IB framework. 
 
Date and time: 
  Monday, 1st August, 2016 from 9:00 to 17:00  
  Tuesday.  2nd    August  from 9:00 to 17:00 
 
Venue: Waseda University, Higashifushimi Campus, Building 79, Room 303 
               3-4-1 Higashifushimi, Nishitokyo, Tokyo 
               1 min. from Higashifushimi station on Seibu Shinjuku line 
 
Enrollment limit: 40 people 
 
Note: The study meeting will be held in Japanese only (no interpretation services will be 
provided) 
 
Intended audience: teachers interested in IB education 
 
Participation Fee: 6000 yen 
 
This is not an official IB workshop, it is a non-profit study group organized by IB 
Japanese teachers. The entire participation fee will be used only to cover the costs for 
the organization of the event.  
 
organizers：  

Kokoro Ozawa from Ritsumeikan Uji high school 
Yomo Tagami from International School of Geneva 
Norio Hozaki  from Waseda University 
 
 
Online application form is available at the link below. 
http://bit.ly/1PpqFO7 
 
If you do not receive a confirmation message within a week after your registration, 
please let us know. 
Registration deadline: 3rd July 
The registration will close once the planned number of participants has been reached. 
Contact: yomotagami@gmail.com 
Please indicate ‘TOK and Literature” in the subject line 
 

http://bit.ly/1PpqFO7
mailto:yomotagami@gmail.com


 

国際バカロレア教育における TOKからの日本語 A文学コースへのアプローチ研 

趣旨： 
 国際バカロレア(IB)教育では教科間の横断的つながりを重視したプログラムで「知

識」を包括的に捉えています。ＤＰ(Diploma Program)の TOK(Theory of Knowedge)

は、IB教育の中核に据えられ、物事や個人の考えなどを多面的かつ批判的に捉え

ることで思考を豊かにすることを目指しています。他教科でもその関連性に注目する

ことで、相互に「知識」と教科の「学び」を深めていくことが期待できます。言語科目に

おいても TOKは相互に交錯するものであり、すなわち『文学』の学びの深化へとつ

ながります。本研究会では TOK と教科横断的な関連性を学び、日本語科目のさら

なる学びの広がりを追求します。 
 

日時： ８月 1日（月）９時〜17時 *終了後懇親会 

       ８月 2日（火）９時〜17時 
 

場所：早稲田大学 東伏見キャンパス 79号館 303室 

      東京都西東京市東伏見 3-4-1西武新宿線東伏見駅徒歩１分 
 

募集定員：40名 

募集対象：IB教育に関心のある教師及び関係者 

参加費：6000円   

*有志による非営利の研究会です。国際バカロレア機構公式ワークショップではありません。

参加費は研究会開催における実費分の徴収です。昼食、懇親会の費用は含まれません。 

 

主催：  
田頭よも(International School of Geneva IB文学・言語 担当) 

小澤大心(立命館宇治高等学校 IB文学・TOK担当) 

保崎則雄（早稲田大学教授） 
 

次のリンクよりお申し込みください： 

http://bit.ly/1PpqFO7 
 

申し込み最終締め切り：7 月 3 日(日) 
*先着順とし定員に達した時点で受付を終了いたします。 

*詳細はお申し込みのあったご連絡先に改めてご案内いたします。 

問い合わせ先：yomotagami@gmail.com 

メール件名に「TOK＆文学研究会」と入れてください。 
 

http://bit.ly/1PpqFO7


 

  

 

 
*内容が多少変更することもございます。 

 

1日目：8月 1日（月） 

 

9:15-9:45  (0h30) 〈 受付 〉 

 

10:00-11:45 (1h45)    TOK概要  (自己紹介・アイスブレイキング) 

11:45-13:00 (1h15)    昼食*  

13:00-14:30 (1h30)    TOK と文学 1  

14:30-15:00 (0h30)      休憩 

15:00-               文学特別セッション： 

                                 文学教育の展望、カフカ「変身」の教材研究 

                 鷲山恭彦（わしやま・やすひこ） 元東京学芸大学学長 

                  ドイツ文学・ドイツ社会思想専攻 

 

懇親会 17:30〜  

 

2日目：8月 2日（火） 

 

 

 9:00-10:30 (1h30)   TOK と他教科（生物実践例） 

10:30-11:00 (0h30)    休憩 

11:00-12:30 (1h30)    TOK と文学 2 

12:30-13:30 (1h00)      昼食* 

13:30-15:00 (1h30)   実践型グループアクティビティ 1  

15:00-15:30 (0h30)     休憩                     

15:30-17:00 (1h30)    実践型グループアクティビティ 2 
 

 

昼食*   

会場階下、Coop 生鮮食品、ファーストフード店、コンビニ等がご利用いただけま

す。 

*プログラムが多少変更することもございます。 

 


