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はじめに 
 

 後期「英文入門セミナー」については、その大枠は十分に定着してきたと思われる。今年度も例

年に沿った形でコースが進められた（スケジュール・全体的な内容は次ページ参照）。 
 

 今年度は 3 領域の順番を変更し、英語学、アメリカ文学・文化、イギリス文学・文化の順に進め

た。前年度に出されていた、3 領域のバランスという観点からすると、今後取り扱う順番はローテ

ーションさせていくのが望ましいのではないだろうか。 
 

 リーディング素材については、英語学は昨年度と同様のもの、アメリカ文学・文化とイギリス文

学・文化については、それぞれ 2 本の素材のうち 1 本ずつを変更した。英語学の素材については、

担当教員・学生双方にとってなじみが薄く、難しいという声も挙がっている一方で、英文学科で学

べる内容の幅広さに驚いたという好意的な声もあったようである。今年度は英語学担当教員による

注釈も付したかたちで学生に配布したが、これによって内容上のハードルは多少下がったと思われ

る。アメリカ文学・文化領域については移民という現代的なテーマが取り上げられた。エッセイで

はあるものの、小説家である著者の文体は学生にとっても興味深いものだったと思う。イギリス文

学・文化領域では、１本目に Humpty Dumpty にまつわるコラム的文章（これは昨年度と同じ素材で

ある）を読み、2 本目に Through the Looking Glass 原典より Humpty Dumpty が登場するシーンの抜

粋を読んだ。これまで様々なトピックを広く浅く扱う、という意識でリーディング素材を選んでき

た部分もあったことを考えると、これは大きな転換とも取れるかもしれない。だが一方で、Humpty 
Dumpty という馴染み深いキャラクターが、イギリスの歴史や民俗、文学といった様々な視点へと

接続していく体験は、英文学科の初年次教育としては意義深いものだといえよう。 
 

 また今年度は、学期後半の主たるタスクであるグループプレゼンテーションに関して、初回授業

時に発表トピックの候補を配布する、という試みを取り入れた。これは自分たちがどのようなプレ

ゼンを行うかの意識を常に持ちながら合同授業や演習に取り組ませるという狙いによるものだが、

確かに学生たちは折に触れてプレゼントピック候補一覧に目をやり、目の前にある学習内容と自分

たちのプレゼン内容を接続しようとしている姿勢が見て取れた。当然、これを行うには学期開始に

先んじて教員側の打ち合わせや準備が必要となるが、少なくとも今年度の様子を見る限り、継続す

る価値はあるのではなかろうか。教員打ち合わせの段階ではさらに、リーディング素材なども全て

揃えて冊子化し、学科独自テキストとして学期初回に配布する案も出されたが、準備期間の短さか

ら今年度は見送ることとした。長期的な取り組みとして、今後議論してはどうだろうか。  
 
 
 

文責：猪熊作巳 
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平成 28（2016）年度後期 英文入門セミナー 共通シラバス 

時限：木曜２限（10:45-12:15） 
A：植野  B：島  C：大関  D：猪熊  E：深瀬 

 
１． 授業概要と目標  

 ・ 英文学科の専門科目への導入を目的とする。英文学科のカリキュラムの内容と４年生までの流れを

理解し、英文学科の３分野に関する基本的な知識を学ぶことで、履修者各自がこの学科で何を学び

たいのか、４年間の学びの目標を立てることを目指す。合わせて専門科目の授業において必要とな

る、プレゼンテーションなどの技法も学ぶ。 

 

２． テキスト  

 購入は不要。適宜資料など配布。 

 

３． スケジュール  

 1. 9/29 イントロダクション 

     ・・・共通シラバス・プレゼントピック候補 配布 

 2. 10/6 英文学科の３分野：英語学 【合同講義】 403 教室 

     ・・・講義資料、レスポンスシート、リーディング素材 配布 

 3. 10/13 【英語学 演習１】“How do we acquire language?” 

 4. 10/20 【英語学 演習２】“How do we acquire language?”（続き） 

 5. 10/27 英文学科の３分野：アメリカ文学・文化 【合同講義】 403 教室 

     ・・・講義資料、レスポンスシート、リーディング素材 配布 

 6. 11/10 【アメリカ文学・文化 演習１】“Native American influence on modern U.S. culture” 

 7. 11/17 【アメリカ文学・文化 演習２】“My two lives” 

 8. 11/24 英文学科の３分野：イギリス文学・文化 【合同講義】 403 教室 

     ・・・講義資料、レスポンスシート、リーディング素材 配布 

 9. 12/1 【イギリス文学・文化 演習１】“Humpty Dumpty” 

 10. 12/8 【イギリス文学・文化 演習２】Through the Looking Glass 抜粋 

  

 11. 12/15 プレゼンテーション１  【中間レポート提出締切】 

 12. 12/22 プレゼンテーション２   

 13. 1/12 プレゼンテーション３   

 14. 1/19 プレゼンテーション４   
 
 15. 1/26 TOEFL ITP テスト  【期末レポート提出締切】  

 

 

 

 

2016AW 英文入門セミナー 
【H28. 9.29 配布】 
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４． 成績評価など  

 4.1. ３分野リーディング素材 

 ・英語学領域： 

  “How do we acquire language?” 

 ・アメリカ文学・文化領域： 

  1. “Native American Influence on Modern U.S. Culture” 

  2. “My Two Lives” 

 ・イギリス文学・文化領域： 

  1. “Humpty Dumpty” 

  2. Excerpt from Through the Looking Glass 

 

 4.2. 成績評価 

 平常点 50 点 

  グループプレゼンテーション・コメントシート・授業参加態度などを総合的に評価 

 

 課題 50 点 

  ・中間課題：概要（より詳しい指示は、各担当教員より説明がある） 

  リーディング演習に用いた英文学科３領域に関する文章の中で、特に自分が興味を持っ

たものに関して、資料を調べたうえで自分の考えや意見を 1200 字程度の日本語で述べなさ

い。 

  ・期末課題：概要（より詳しい指示は、各担当教員より説明がある） 

  グループプレゼンテーションで取り扱った内容をもとに、発表時に受けたコメントやその後調

べたことなどを加え、1600 字程度のレポートにまとめなさい。 

 

 4.3. 遅刻・欠席の取り扱いについて 

 遅刻 3 回で欠席 1 回扱いとする。遅刻限度は授業開始後 30 分。 

 

 4.4. その他受講上の注意 

 ・より詳しい内容については、各担当教員の指示に従うこと。 

 ・指示された予習・復習は必ず済ませて出席すること。 

 ・課題提出にあたっての詳しい日時、場所、提出方法などについては、適宜掲示する。各自

で確認を怠らないこと。 

 ・学期後半のグループプレゼンに向けて、学生間で相談を重ねながら取り組むこと。 

 ・1 月 26 日に予定されている TOEFL ITP テストは授業の一部として行われるものであり、

かつ、そのスコアは 2 年次以降の英語関連科目の選抜に用いられるものであるため、必ず

受験すること。会場については後日発表する。 
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「英文入門セミナー」Aクラス（植野達郎） 

 

I. 各週の概要 

第１回（９月 29 日） イントロダクション ― 授業計画を配布し、内容と評価方法につ

いて説明した後、プレゼンテーションのためのグループ分けを行なった。 

第２回（10月 6日） 英文学科の三分野① ― 英語学の合同授業 

第３回（10 月 13 日） 英語学に関する演習として“How Do We Acquire Language?”を読

む。 

第４回（10月 20日） 前回の英文を引き続き読む。 

第５回（10月 27日） 英文学科の三分野② ― アメリカ文学・文化の合同授業 

第６回（11月 10日） アメリカ文学・文化に関する演習として”Native American Influence 

on Modern US Culture”を読む。 

第７回（11月 17日） 演習の二回目として“My Two Lives”を読む。 

第８回（11月 24日） 英文学科の三分野③ ― イギリス文学・文化の合同授業 

第９回（12月 1日） イギリス文学・文化に関する演習として“Humpty Dumpty”を読む。 

第 10 回（12 月 8 日） 演習の二回目として Excerpt from Through the Looking Glass を

読む。 

第 11 回（12 月 15 日） プレゼンテーションの一回目。パソコンの準備に時間がとられ、

当初予定していた３グループのうち２グループしか発表できなかった。その２グループ

のトピックは「日本語と英語について」「イギリス人女性の時代に伴う変化について」で

あった。 

第 12回（12月 22日） プレゼンテーションの二回目。３グループが発表。トピックは「イ

ギリスのパブリック・スクールとホグワーツ魔法･魔術学校について」「アメリカ社会と

映画--マイケル・ムーアについて」「アメリカ社会と女性の活躍—スーザン・アンソニー

について」であった。 

第 13回（1月 12日） プレゼンテーションの三回目。３グループが発表。トピックは「小

学生における英語教育」「ルイス・キャロルのアリスについて」「パブリック･スクールと

ホグワーツ魔法・魔術学校について」であった。 

第 14回（1月 19日） プレゼンテーションの四回目。５人組のグループ発表。トピックは

「アメリカ社会と女性の活躍—キャサリン・ビーチャーについて」。残りの時間は中間レ

ポートを返却し、講評を行なった。 

第 15回（１月 29日） TOEFL－ITP実施。 

 

Ⅱ.  感想・反省 

（１） リーディングについて 

 昨年度との変更点は、英語学とイギリス文学・文化の順番を入れ替えたことと、イギリ



ス文学・文化とアメリカ文学･文化の演習の題材が変わったことである。それぞれ興味深い

題材で、知的な刺激を与えたと思われる。英文を読むことに対しては、順番に読ませ、一

時間に一度は発表することを目指し、英文の長短はあったが一度は発表する機会を持つこ

とができた。英文の予習をする学生としない学生、辞書を持ってきて引く学生と引かない

学生とばらつきがあった。 

（２） プレゼンテーションについて 

 プレゼンテーションは 20分を目安にするようにと言ってあったのだが、20分の発表時間

を満たすことができないグループが散見された。発表を聞いている学生には発表に対して

コメントを書くことを求め、そのコメントを発表したグループに読んでもらうというフィ

ードバックを行った。発表の良い点、悪い点を率直にコメントしてあり、しっかり発表を

聞いていることが確認できた。 

発表は自分で読んだ本や見た映画が元になっている場合と、主としてネットを利用して

調べた場合とに別れたようである。自分で読んだ本や見た映画が元になっている場合、そ

の体験を元にしたコメントを聞くことができ、発表を聞いた学生から本を読んでみたいと

か、映画を見たいという感想があった。ネットを利用して発表したグループの中には、具

体的なデータを取り込み、説得力をもったものもあった。 

 全体的には、発表はしっかりしたものであり、グループ内の活動も良かったのではない

かと思われる。 

（３）  レポートについて 

 提出されたレポートは指定された書式から大きく外れることなく作成されていた。中間

レポートでは三分野の演習課題から選んで書くことが求められていたが、英語学に関する

ものが書きやすかったようであり、しっかり書けているものが目についた。数は多くはな

かったが、ジュンパ･ラヒリや”Native American”を扱ったレポートもしっかりと書かれ

ていた。期末レポートではプレゼンテーションのトピックを書くことが求められ、ルイス・

キャロルや日本語と英語に関するレポートが、学生の関心の高さを表しているように思え

る。 



2016 英文入門セミナー 報告 
B クラス 
島高行

1． 授業内容 

第 1 回 イントロダクション 
・授業内容の紹介

・プレゼンテーションのグループ分け

（1 グループ 3，4 人、名簿順でグループ分けを行い、計 8 グループをつくり、グルー

プごとにプレゼンテーションを行うことを説明。）

第 2 回 
・合同講義 英語学

第 3 回 
・英語学リーディング（前半）

  講義の内容を復習、解説し、配布資料の前半を読解。

第 4 回 
・英語学リーディング（後半）

  前回の復習ののち、配布資料の後半を読解。

第 5 回 
合同講義 アメリカ文学・文化

第 6 回 
アメリカ文学・文化リーディング

講義の内容を復習、解説し、配布資料の前半を読解。

第 7 回 
アメリカ文学・文化リーディング

前回の復習ののち、配布資料の後半を読解。



第 8 回 
合同講義 イギリス文学・文化

第 9 回 
イギリス文学・文化リーディング

講義の内容を復習、解説し、配布資料の前半を読解。

第 10 回 
イギリス文学・文化リーディング

  前回の復習ののち、配布資料の後半を読解。

第 11 回 
プレゼンテーション

第4、 第 6、第 8 グループによる発表。 

第 12 回 
プレゼンテーション

第 3、第 5、第 7 グループによる発表 

第 13 回 
プレゼンテーション

第1、 第 2 グループによる発表 

第 14 回 
まとめ

 合同講義（イギリス文学・文化）と配布資料で取り上げた「名前」のテーマについて説

明し、全体の授業のまとめを行う。その後、『ロミオとジュリエット』のバルコニーの場面

を、グローブ座での上演を収録した DVD による映像で確認。 
その後、中間レポートの返却 講評を行った。

第 15 回 合同授業 
ITP テスト 



２．総括

・合同授業は、イギリス、アメリカ、英語学の 3 分野から、それぞれに工夫された授業で

学生にとっても刺激になったかと思う。多面的である一方で、それぞれの関連性が見えに

くい点もあった。あまり窮屈にならない範囲で、一定のテーマに基づいた合同授業の可能

性も今後探ってみたい。

・プレゼンテーションについては、機器のトラブルなどがあったものの、どのグループも

それぞれによく考え、準備をして、きちんとした発表を行っていた。

・レポートについては、「実践入門セミナー」での基本（感想文ではなく、事実に基づいた

自分の考え、意見を序論・本論・結論の構成に基づいた文章で表現する）は、ほぼ身につ

いているようである。ただし、注の付け方など細かな書式はまだまだで、繰り返し指導し

ていく必要性を感じた。

以上



C クラス（大関啓子） 

I. 内容各項目の概要 
イントロダクション 9 月 29 日 

授業計画のプリントを配布し、目的・内容と評価について説明。

一年生後期の生活についても注意を促した。

英文学科の３分野 

合同授業

① 10 月 6 日  英語学講義（担当 猪熊）

② 10 月 27 日 アメリカ文学・文化講義（担当 植野・深瀬）

③ 11 月 24 日イギリス文学・文化講義（担当 大関・島）

403 教室を会場として、教員が交替で講義を担当した。学生の出席は、  
入場時にアンケート用紙を配布し、10 時 45 分以降には赤○印をつけ遅刻とし、 
11 時 15 分以降には赤◎印をつけて、終了時に各クラス毎のボックスに提出させた。 
また次回からの各分野のリーディング演習用資料 2 種を、ハンドアウトと共に配

布した。

演習

① 10 月 13 日 英語学関連のリーディング ①
② 10 月 20 日  英語学関連のリーディング ②
③ 11 月 10 日  アメリカ文学関連のリーディング①

④ 11 月 17 日  アメリカ文学関連のリーディング ②
⑤ 12 月  1 日  イギリス文学関連のリーディング①

⑥ 12 月  8 日  イギリス文学関連のリーディング ②
  合同授業で配布した各分野のリーディング演習用資料を各週１種ずつ

読み、英語の読み方の基本を練習し、それぞれのテーマについて討論した。

資料については、訳読を一切行わず、パラグラフ毎に内容を把握しながら

一定のスピードで要点をつかんで読む練習を繰り返した。

また次回からのプレゼンテーション準備として、グループ分け(4 人１組)と 
発表日程を決め、2 回のレポート提出についての説明を行った。 

プレゼンテーション

① 12 月 15 日 4 人 1 組で事前に出題しておいた 3 分野のトピックの中から自由に

選択したテーマで発表。3 組発表。各グループ毎に、クラス生からの

質問と感想・意見があり、最後に担任から注意点と評価を述べた。

② 12 月 22 日 2 組発表。質問・学生の感想・担任からの注意点と評価は前回と同じ。

③ 1 月 12 日 2 組発表し、全員終了。

担任から、発表の総括とプレゼンテーションの要点を説明した。 



レポート

① 12 月 15 日締切  リーディング・トピックからテーマを選び、1200 字以内。

１月 19 日 に、レポ－トに点数と評価の内容を記して返却し、担任からレポート

の要点と成績評価のポイントを説明した。またよくまとまっている

ものを数人選び、その場で本人に発表させた。

② 1 月 26 日締切 プレゼンテーション・トピックからテーマを選び、1600 字以内。

TOEFLE  ITP 
      1 月 26 日 実施（４階 403 教室において合同授業として、担任全員で監督） 

Ⅱ．総括

前期の『実践入門セミナー』に引き続き、同じクラス・メンバーと担当教員であるた

めか、落ち着いてきた感がある。それと同時に、欠席が度重なる者や、２限目であるに

もかかわらず、遅刻を繰り返す学生が２～３名程出てきた。必ず電車遅延証明書を持っ

て来るが、それだけが原因でないことは本人たちにも繰り返し注意し、生活習慣の改善

を促した。

英語の読み方については、学年共通の比較的平易な各分野の内容の資料を用い、速読

させたが、各人の英語力の差が著しかった。はじめは訳読なしの速読に馴染めない学生

も数人いたが、要点をつかむ読み方に、次第に慣れていったように思う。

英文学科の三分野に関しては、合同授業の内容について事前の調整はせず、イギリス・ 
アメリカ・英語学という区分のみで、各人に任せられた。今年度の科目担当者は、イギ

リス文学とアメリカ文学が各 2 名、英語学が 1 名で、今年度はバランスがとれているが、

英文学科の専任教員数から考えると、こうした専門分野を配慮して、科目担当を決める

ことが難しくなっている。

 合同授業についての学生のアンケートは、出席評価を兼ねていたせいか、悪いものは

ほとんどなかった。学年全体では、おしゃべりや遅刻の学生も常連として定着してきた

ようなので、各担任はそうした生活指導にも、注意を払うべきと思う。

プレゼンテーションに関しては、グループの協力関係や個々の熱心さなど、それぞれ

のグループと個人によって大きな差異が見られた。プラス・マイナス両面について、そ

の姿を学生がお互いに目にすることで、再確認する効果もあったと思う。各人が凝った

ハンドアウトや DVD 等を使用して創意工夫をしていた一方で、いずれのグループもテー

マ内容が表面的で、浅いことが気になった。

レポートに関しては、1 回目をプレゼンテーションと同じテーマの中から、2 回目を英

文学科の 3 分野のトピックから出題し、学年全体で同一条件にして、それぞれ 1200 字と

1600 字程度で、12 月 15 日(木)と 1 月 26 日(木)を締切日に、アカデミック・ステーショ

ンのレポート・ボックスに提出させた。最初のレポートは、簡単な注意書きと評価をつ

けて授業時に返却し、評価と要点について説明することができたが、最後のレポートは、



提出締切が授業最終日であったため、十分な説明の機会が持てなかったのは残念である。 
受講生の感想は、manaba には少なかったが、最終クラス授業(1/19)で書かせたアンケ

ートでは、4 月からの大学生活で、一人暮らしの不安から始まり順調な学生生活をしてい

る者・将来の道に備え英語の速読に励んでいる者・慣れからくる油断で少々怠惰になっ

た生活を反省する者・英語以外にも目的を見つけ着実に前進している者など、それぞれ

である。いずれもその程度は様々であるが、大学生として、自らが努めて歩まなければ

ならないという自覚は持ってくれたと感じる。英文学科の専門科目への導入というこの

科目の目的だけでなく、さらにその先に学生たちが目を向けてくれたことは、本科目の

成果であったと考えられる。



D クラス（猪熊作巳） 

１．各回の授業内容 

第 1 回   ................................................ イントロダクション・プレゼン準備 
・授業の進め方説明

・プレゼントピック候補（3 領域分）配布 
・プレゼンテーショングループ分け：履修者名簿をもとに、機械的に 8 グループに分けた。 

第 2 回   ................................................ 英文学科の３分野①【英語学：合同授業】 
・英語学に関する合同授業［講義担当：猪熊］

・英語学のリーディングマテリアル配布

第 3 回   ................................................ 英文学科の３分野①【英語学：演習１】 
・リーディング素材の解釈確認［精読］

第 4 回   ................................................ 英文学科の３分野①【英語学：演習２】 
・リーディング素材の解釈確認［精読］続き

第 5 回   ................................................ 英文学科の３分野②【米文学・文化：合同授業】 
・アメリカ文学・文化に関する合同授業［講義担当：植野・深瀬］

・アメリカ文学・文化のリーディングマテリアル配布

第 6 回   ................................................ 英文学科の３分野②【米文学・文化：演習１】 
・リーディング素材の解釈確認［精読］

第 7 回   ................................................ 英文学科の３分野②【米文学・文化：演習２】 
・リーディング素材の解釈確認［精読］続き

第 8 回   ................................................ 英文学科の３分野③【英文学・文化：合同授業】 
・イギリス文学・文化に関する合同授業［講義担当：大関・島］

・イギリス文学・文化のリーディング素材配布

第 9 回   ................................................ 英文学科の３分野③【英文学・文化：演習１】 
・リーディング素材の解釈確認［精読］

第 10 回   ................................................ 英文学科の３分野③【英文学・文化：演習２】 
・リーディング素材の解釈確認［精読］続き

第 11 回     ................................................ プレゼンテーション準備 
・教室内で、グループごとに発表内容のすり合わせ、資料作成、役割分担の確認など

第 12 回     ................................................ プレゼンテーション１ 
・第１グループ発表＋質疑［イギリス：イギリスの女性解放運動］

・第２グループ発表＋質疑［英語学：母語修得とは］

第 13 回     ................................................ プレゼンテーション２ 
・第３グループ発表＋質疑［イギリス：シェイクスピアと演劇の世界］

・第４グループ発表＋質疑［アメリカ：アメリカ社会と映画］

・第５グループ発表＋質疑［アメリカ：ノーベル文学賞の歴史］

第 14 回   ................................................ プレゼンテーション３ 
・第６グループ発表＋質疑［アメリカ：村上春樹とアメリカ］

・第７グループ発表＋質疑［英語学：日本における英語教育］

第 15 回   ................................................ TOEFL ITP テスト 



２．総括など 

・全般

欠席者・遅刻者が非常に多いクラスであった。注意を促しても態度の改善が見られない学生が

多々おり、教員の力量不足を感じさせられるとともに、各回の授業運営やプレゼン指導に際し

ても苦労した、というのが率直な感想である。授業前後に学生個々人と話していると、それぞ

れに興味や疑問を抱いている姿が見えてくるのだが、授業の中でそれを表現することに抵抗感

があるようだ。教員と学生、また、学生同士の距離感について考えねばならない。

・合同授業［英文学科の３分野］

各分野とも、身近な現象や事柄に疑問を持って考察を深めていくことの重要性が具体例ととも

に示された。学生にとっても、学問とは何か、研究とは何かが体感できる有意義な内容であっ

たと思われる。

・リーディング演習

学期後半のグループプレゼンをにらみ、リーディング演習の回もグループ単位での取り組みを

主体に進めた。英語力にはばらつきがあるが、英語をじっくり読む作業を楽しめる学生が比較

的多いという印象も受けた。ただしいずれの文章も難易度は高めで、本文の理解にほとんどの

時間を割かれた部分もある。読みを出発点として発展的な作業につなげるには、リーディング

素材の内容と難度を再考する必要もあるかもしれない。

・プレゼンテーション

発表トピックは上記の日程を参照。トピックの選定は学生に任せたが、英語学２つ、アメリカ

文学文化３つ、イギリス文学文化２つとバランスよく分かれ、かつトピックの重複もなく、様々

な発表に触れることができた。発表にあたっては、配布資料とスライドの両方を用意すること

を義務付けた。取り組みとしてはグループごとの差が非常に大きく、内容、発表双方に関して

入念に準備されたすばらしい発表も多くある一方で、ウェブ上の情報を写してきただけと思わ

れるものも散見された。悪意の有無にかかわらず、ウェブ情報の切り貼りや鵜呑みが日常的に

なっている世代に対しての注意喚起と指導は喫緊の課題であろう。とはいえ、様々な内容・形

式・完成度の発表を聞くことで、配布資料に記載すべき情報、スライドで提示すべき情報、口

頭で説明すべき情報の区別などにも意識が向き、効果的なプレゼン方法のあり方を考える機会

が得られたのも事実である。

なお上記の通り、今年は欠席者が非常に多かったため、学期途中でグループ編成を変更する

必要に迫られ、全 8 グループから 7 グループへと変更した。結果的には、そのおかげで昨年度

の懸案であったプレゼン準備のための授業回（第 11 回）を設定できたのではあるが、根本的な

解決とはなっていない。

・レポート

中間レポートでは３分野のリーディングを踏まえた 1200 字程度のもの、期末レポートではプレ

ゼンの内容をまとめ、発表時に出たコメントや質問に対する回答・考察を加えたもの 1600 字程

度を課した。中間レポートでは、リーディングの和訳にとどまっているものや不適切な引用が

含まれているもの、趣旨が不明瞭なものなども散見されたが、期末レポートではこれらの点へ

の意識が向上したことが見て取れた。

ただ実際上の問題として、引用（とその仕方）の重要性は認識できたが、引用時の形式的ル

ールがわからないという質問が多かった。引用方法の技術的指導は 3 年次プレセミナーとの接

続の観点からも重要であると思われる。



 

平成 28（2016）年度後期 英文入門セミナー Ｅクラス深瀬有希子 

  

1． 各回の授業内容・進め方―異文化理解および批評理論の実践、卒論作成との関連性  

 1. 9/29 イントロダクション―授業の進め方、評価方法の説明 

 2. 10/6 英文学科の３分野：英語学 【合同講義】  

     ・・・講義資料、レスポンスシート、リーディング素材 配布 

 3. 10/13 【英語学 演習１】“How do we acquire language?” 

 4. 10/20 【英語学 演習２】“How do we acquire language?”（続き） 

    「第一言語をどのように習得するか」という問題提起自体が、学生たちにとって新鮮であったよ

うだ。使用した教材は、これまで彼女らが抱いていた「母国語は自然に身につくもの」という認

識を問い直す、刺激的な論考であった。当初受講生たちは、専門用語を難しく感じていたようだ

ったが、今後、卒業論文作成のために読まなくてはいけない専門書のレベルの高さを実感して、

いっそう英語力を高めていかなくてはいけないと目標を再設定したようだった。クラス内に、日

本語以外の言語を第一言語として幼児期を過ごした学生が複数名おり（彼女らは三ヶ国語を使用

する）、彼女らの経験談が、ほか学生の異文化理解またアイデンティティー構築に関する視野を

広げたようでもあった。授業を進めるにあたり英語のワークシートを作成し、また、内容に関す

る英語のドキュメンタリー映像を使用したことが理解の手助けとなった。授業は英語で行った。 

 5. 10/27 英文学科の３分野：アメリカ文学・文化 【合同講義】  

     ・・・講義資料、レスポンスシート、リーディング素材 配布 

 6. 11/10 【アメリカ文学・文化 演習１】“Native American Influence on Modern U.S. Culture” 

 7. 11/17 【アメリカ文学・文化 演習２】“My Two Lives” 

 

アメリカ合衆国はどのように成立したのか、アイデンティティーとは何かについて説明した教材を

使用した。英語学およびイギリス文学・文化の教材と通底するテーマ、すなわち、名づけの政治性

（暴力性）・恣意性について、学生は関心を抱いたようであった。演習１の教材は段落構成が非常

に明快な説明文であったのに対して、演習２の教材は現役のアメリカ女性作家による洗練された修

辞を含む自伝的エッセイであった。このようなスタイルの異なる英語の文章に初年時に触れたこと

は、卒業論文を作成するにあたり、小説と批評論文の双方を読み込んでいかなくてはいけないとい

う、今後の目標を見すえるために非常に意味のある経験であった。授業は英語で行った。 

 8. 11/24 英文学科の３分野：イギリス文学・文化 【合同講義】   

     ・・・講義資料、レスポンスシート、リーディング素材 配布 

 9. 12/1 【イギリス文学・文化 演習１】“Humpty Dumpty” 

10. 12/8 【イギリス文学・文化 演習２】Through the Looking Glass 抜粋 

前回までに学習したアメリカ合衆国の成立の背景をより深く理解するには欠かせない、17 世紀イ

ギリスの政治社会文化史、および学生にも比較的知られていると思われる作品・キャラクターを扱

った。これらの教材を用いた最大の意義は、1871 年に発表された、すなわち 19 世紀後半に書かれ

 



た英語原典に実際に触れ、なおかつその物語を名づけの恣意性という人文学における伝統的テーマ

から読解した点にある。学生に問うたのは、ルイス・キャロルの本作品が発表された 1871 年の日

本ではいったい何が起こっていたか、そしてわれわれは、当時の日本で生まれた文学作品を読むこ

とができるかどうかという点である。19 世紀の英語は読むのが容易いなどとは決して言うつもり

はないが、本教材の選定は、努力次第によっては 19 世紀あるいはそれ以前の文学作品にも学生た

ちが十分挑戦できるという可能性を示し、卒業論文作成のための助走を促す意味で効果的であっ

た。作品の英語音読 CD を用いて物語中の会話の雰囲気を味わうのみならず、アリスというキャラ

クターが現代の映画やアニメの想像力の源になっていることを指摘し、いわばハイ・ブラウ／ロ

ウ・ブラウという文化ヒエラルキーの境界を問うカルチュラル・スタディーズ批評の実践的導入も

行った。授業は英語で行った。

２． プレゼンテーションについて―アクティブ・ラーニングとしての本科目の意義とその達成

11. 12/15 プレゼンテーション１

12. 12/22 プレゼンテーション２

13. 1/12 プレゼンテーション３

14. 1/19 プレゼンテーション４

（15. 1/26 TOEFL ITP テスト） 

１グループ（３人から４人）で約 20 分のプレゼンテーションを行った。使用言語は日本語。すべ

てのグループがパワーポイントを使用した。授業中に読んだ教材や、それをもとに行った議論を踏

まえた発表、一次資料（英語原典、英語引用）を効果的に用いた発表、インターネットのみならず

出版された書籍を丁寧に踏まえた発表など、全体的に充実していた。同じテーマ（例えば「奴隷制

度」）を扱うにしても、グループごとでアプローチの仕方や議論の組み立て方が異なりうるという

学術的態度の複数性多様性が、教員によってではなく、学生によってなされたプレゼンテーション

によって明確に提示され、その重要性を学生が自らの経験を土台にして納得したことを、担当者は

レスポンスシートなどから見てとり、アクティブ・ラーニングの性格を持つ本科目の目的が十分に

達成されたのを確認した。

３． レポートについて

①「事実」と「意見」との違いを意識する、②正確な引用を行う、③できれば英語原語の引用を含め

る、④インターネットだけではなく出版された書籍も参考文献に含める。これらを重視した。中間レ

ポート（日本語約 1200 字）では上記 4 点すべてを満たすものは作成されなかったが、学生たちがほ

ぼ初めて触れたと思われる専門的な内容を扱う教材の主要議論は十分に理解されていることが伝わ

ってきた。その後の期末レポート（日本語約 1600 字）では、①の点は今後もさらに学習していく必

要があることが見てとれたとはいえ、上記 4 点すべてを踏まえた充実したレポートも作成されてお

り、全体として本科目の目的が十分達成されたといえる。
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