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総括 

 

 基本的なスケジュール、各回の授業内容は、昨年度のものを踏襲した。今年度の大きな変更点と

しては、第６回「図書館利用の実践」の手法があげられる。渋谷移転直後の昨年度は手探りの部分

も多く、各クラスの学生全員が教室から図書館へ移動し、そこで PC端末を操作しながら OPACを

利用し、さらに書棚をめぐる、という作業を１コマの授業内で行なうことにかなり時間的な無理が

あった。この反省をうけ、今年度は一つ前の授業（第５回：「図書館ガイダンス」）の授業終了時に

持ち帰り課題として書誌情報に関する問題を配布し、その後１週間のうちに各自が図書館で調査・

解答を行なうよう指示を出した。したがって第６回の授業内では図書館に行くことを必須とせず、

各教室で書誌情報の見方や探し方について演習を行なう、という形式を採用した。これによって昨

年度の時間配分的問題は解消され、学生一人ひとりの取り組み密度は改善されたのではないかと思

われる。ただしこの手法では、必ずしも実際に図書館へ行って文献を手に取ることが必要ではなく

（OPACやネットの使用で大部分の解答は得られる）、「図書館へ足を運ばせる」という点を重視す

るなら再考の余地があるかもしれない。 

 

 第４回「自校教育」については、昨年度と同様の形式となったが、学生の反応は両極端である、

という印象が強かった。学園の歴史について強く関心を持つ学生がいる一方で、この授業の全体的

な主旨が見えにくい、という指摘も出た。各教員が数分ずつ講義をする、という形式自体は維持す

るにせよ、「自校教育」よりももう一歩踏み込んだテーマを教員間で共有した方が、この授業の位

置づけは明確になるのではないか。 

 

 「論理的な文章の読み方と書き方」の一連の授業は、例年通り学生の満足度も高く、安定した感

がある。改善の余地としては、「日本語表現」、「段落の構成」、「適切な引用」、などのように各回に

取り上げる内容をさらに細分化・明確化することが考えられるが、それぞれの教員の個性が発揮さ

れる部分でもあり、バランスの取りどころを模索する必要があろう。 

 なお二度の課題文には、一回目に、池澤直樹編（2010）『本は、これから』岩波新書より長田弘

「本を読む。ゆっくり読む。」を、二回目に鷲田清一（2014）『哲学の使い方』からの抜粋を用い

た。 

 

 また、教室配置上の制限もあるが、今年度はどのクラスも小規模教室が割り当てられており、グ

ループを作って議論させるには手狭な印象を受けた。この授業の性格上、学生間のやり取りには多

くの時間が当てられるため、もう少し余裕のある教室が使用できれば、と思う。 

 

文責：猪熊作巳 
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平成 27年度 実践入門セミナー日程 

A：猪熊 B：植野 C：大関 D：小柳 E：土屋 

 

 

1 4/6 履修登録説明【合同】 

 

2 4/8 履修登録説明【合同】；17:00から 9Fカフェテリアにて歓迎会 

 

3 4/16 授業オリエンテーション ............................. 授業目的・各種委員決定 

 

4 4/23 自己表現＋履修登録票配布・確認 ............... 自己紹介［１人２分程度］ 

 

5 4/30 自校教育【合同】 

   

6 5/14 図書館ガイダンス【合同】 .......................... 図書館員による説明；課題配布 

 

7 5/21 図書館利用の実践 ........................................ 図書の探し方・書誌情報の見方など 

 

8 5/28 論理的な文章の読み方と書き方① ............... Manual for Assignment・課題１配布 

 

9 6/4 論理的な文章の読み方と書き方② 

 

10 6/11 論理的な文章の読み方と書き方③ ............... 課題１締切；課題２配布 

 

11 6/18 論理的な文章の読み方と書き方④ ............... 課題１返却・講評 

 

12 6/25 論理的な文章の読み方と書き方⑤ ............... 課題２締切 

 

13 7/2 論理的な文章の読み方と書き方⑥ ............... 課題２返却・講評 

 

14 7/9 キャリアオリエンテーション【合同】 

 

15 7/16 SPIフォローアップ講座【合同】 
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A クラス（猪熊作巳） 

 

１．各回の授業内容 

第 1 回（4/6）   .................................................... 履修登録指導①［英文学科合同授業］ 

第 2 回（4/8）   .................................................... 履修登録指導②［英文学科合同授業］ 

 

第 3 回（4/16） ................................................... 授業オリエンテーション 

・授業の目標・日程などの説明。 

・各種委員決定。 

・自己紹介発表にあたっての資料配布と注意点の説明。自己紹介にあたっては、項目の羅列ではなく、

一つの項目に絞り、それを掘り下げるかたちで発表をおこなうよう注意した。 

 

第 4 回（4/23） ................................................... 自己表現・履修登録確認表配布。 

・前もって 800字程度の原稿を準備させ、一人当たり２分の持ち時間で自己紹介を行った。聴衆側の学

生には気付いた点などをコメントとして記入させた。 

 

第 5 回（4/30） ................................................... 自校教育［英文学科合同授業］ 

・学園紹介 DVD。 

・スライドを使用しながら卒業生のキャリア紹介。 

・各教員による自校教育。 

・カルト宗教対策 DVD（*これは学園の意向に合わせ、今年度特別に使用したもの。） 

・各テーマごとに感想を記入させ、出欠確認。 

 

第 6 回（5/14） ................................................... 図書館ガイダンス［英文学科合同授業］ 

・図書館員による図書館の利用方法、書誌情報の調べ方などへの説明。 

・説明を聞きながら穴埋め形式の問題を記入させ、出欠確認と平常点に。 

・次回図書館利用の実践までの宿題を配布。 

 

第 7 回（5/21） ................................................... 図書館利用の実践 

・宿題として課されていた書誌情報組み合わせ課題をグループごとに採点。 

・実際に教員が何冊か文献を教室に持参し、和書・洋書・（和・洋）雑誌の文献情報の記載場所、引用

の仕方などを説明、演習。 

 

第 8 回（5/28） ................................................... 論理的な文章の読み方と書き方① 

・Manual for Assignment (2nd ed.)を配布、本文に沿いながらレポートへの取り組み方の確認。 

・課題文１配布。 
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第 9 回（6/4）   .................................................... 論理的な文章の読み方と書き方② 

・課題文１を用いながら、文章のまとまり、構成、主旨についてグループごとに議論。 

 

第 10回（6/11） ................................................. 論理的な文章の読み方と書き方③ 

・課題文２配布。 

・教員作成のプリントを使用し、段落構成の重要性について演習。 

  ［段落単位の並べ替え、段落内の文単位の並べ替え］ 

★課題１は 6/11午後 1時までに 3Fアカデミックステーションに提出 

 

第 11回（6/18） ................................................. 論理的な文章の読み方と書き方④ 

・課題１の返却ならびに講評。 

・課題１のレポートを 3, 4人のグループで回し読みし、ピアリーディングの実践。 

 

第 12回（6/25） ................................................. 論理的な文章の読み方と書き方⑤ 

・教員作成のプリントを使用し、段落構成の重要性について演習。 

  ［段落単位の並べ替え、段落内の文単位の並べ替え、談話標識の適切な使用］ 

★課題 2は 6/25午後 1時までに 3Fアカデミックステーションに提出 

 

第 13回（7/2） ................................................... 論理的な文章の読み方と書き方⑥ 

・課題２の返却ならびに講評。一人ひとりに簡単な口頭で簡単なコメントを付けた。 

・課題２のレポートを 3, 4人のグループで回し読みし、ピアリーディングの実践。 

・授業内容に関するアンケート。 

 

第 14回（7/9） ................................................... キャリアオリエンテーション［文学部合同授業］ 

 

第 15回（7/16） ................................................. SPIフォローアップ講座［文学部合同授業］ 

 

２．総括 

・集団授業の常ではあるが、毎回しっかり出席する学生と、遅刻・欠席の目立つ学生の落差が大きく、

チャイムがなった時点で全員が揃っていた回は残念ながら皆無だった。 

・自己紹介については、事前に話題をフォーカスするよう指示していたおかげか、内容のある発表が多

かった。話しぶりにもそれぞれの個性が現れており、学期初めに行う意義のあるものだと思われる。

ただし翌週からしばらく合同授業が続くため、必ず自己紹介を１回で終える必要があり、かなり駆け

足になった感は否めない。 

・「自校教育」は、他ではなかなか聞く機会のない学園に関する話に触れ、興味深かった、という感想

が多かった一方で、細切れに似たような話が続き、単調だった、という感想もあった。 
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・図書館利用の実践については、例年から大きく手法を変更し、宿題として課された文献情報調査問題

を各教室で確認する、という方法を採った。授業内の時間を有効に使うこと、書誌情報の重要性への

意識を高めること、本に興味を抱くこと、といった点では効果があったのではないかと思われる。一

方で、実際に図書館に行って本に触れる、という作業を犠牲にしている面もあり、バランスのとり方

には改善の余地があるかもしれない。 

・「論理的な文章の読み方と書き方」については、それぞれの回で行うトピックを（段落の構成法、文

献の引用方法、文章読解時のまとめ方、などのように）詳細化・明確化し、１回の授業で完結する内

容にするほうが学生・教員双方にとって取り組みやすいのではないか。 

・課題レポート作成に際して、剽窃行為の重大性は強く学生の印象に残ったようだが、一方で具体的な

引用方法（本文中での引用方法・文献リストの作成法）がわからず戸惑う学生も多く見られた。１年

前期の段階で正確な引用方法を習得するのは困難な面もあるため、この点については３年次「プレセ

ミナー」との連携が重要になると思われる。 

・授業内では、可能な限りグループでの活動を多く取るよう努めた。学生の主体的参加態度、内容の理

解度、また学生間の人間関係構築といった面で、有効だったのではないか。一方で、Manualの内容説

明のような時間帯はどうしても教員からの説明が長くなり、集中力が下がる部分もあった。 

・課題レポートでは、基本的な日本語表現に難のある学生は少なかったが、段落構成ができていない

（１文毎に改行してしまうといった基本的な問題から、メインアイデアがなく単なる文の羅列に留ま

っているというような問題まで）、文字数への意識が薄い（1600字指定に対して 1000字以下、字数

を「埋める」ために同じ内容を繰り返す、など）、無自覚な剽窃行為（webページから断りなく大規

模にコピー＆ペーストするなど）、といった問題は散見された。悪質なものについては、再提出させ

た。 

・ワープロ操作に慣れされるという意味も含め、レポートに際しては、余白サイズやページあたり行

数、行あたり文字数、フォントの種類やサイズといった詳細まで指定しても良いかもしれない。 

・学期末に行われたキャリアオリエンテーションと SPI対策講座は、いずれも学生の意識付けとして大

きな効果があると思われ、出席した学生の反応もよかった。 

・第 13回に行なった授業内容に関するアンケート（猪熊が作成、Aクラス学生対象）では、やはり

「論理的な～」の満足度が最も高かった。課題文については「難しかった」とする声もあったが、

「簡単すぎる」文章を読ませるよりは、この程度の難度に慣れさせるほうが有意義だと考える。 
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入門セミナー Bクラス（担当 植野達郎） 

 

各週の概要 

 

第 1回 履修登録指導 

第 2回 履修登録指導 

第 3回 授業オリエンテーション 

 授業の目的、授業のスケジュール、成績評価、受講に当たっての注意を説明。その後、各

種委員の決定。次回行う自己紹介については、必ず原稿を用意することを指示。 

第 4回 自己表現・履修登録票配布 

 用意してきた原稿を発表し、適宜コメント、質問した。原稿は担当教員に提出。 

第 5回 自校教育（合同授業） 

 『はばたけわが娘らよ~下田歌子の生涯』の DVD を見た後、英文学科卒業生のインタビ

ューをパワーポイントで紹介。その後、各担当者が下田歌子あるいは実践女子大学につい

て述べた。 

第 6回 図書館ガイダンス（合同授業） 

 図書館員による渋谷校地の図書館の紹介・次回の授業用の課題配布。 

第 7回 図書館利用の実践 

 図書館に行き OPAC を用いて検索を行う。さらに地下１階にある集密書庫に行き、図書

を確認する。 

第 8回 論理的な文章の読み方と書き方① 

 “The Manual for Assignment”を配布し説明した。課題①を配布。 

第 9回 論理的な文章の読み方と書き方② 

 パラグラフについて説明した。 

第 10回 論理的な文章の読み方と書き方③ 

 課題②を配布し説明した。内容的に理解しづらい箇所については教員が説明を加えた。 

第 11回 論理的な文章の読み方と書き方④ 

  課題①のレポートを返却するとともに、講評をした。そこで改めて文章の書き方を確認し、

次回のレポート作成に向けて注意を喚起した。 

第 12回 論理的な文章の読み方と書き方⑤ 

 文章の読み方について、いくつかの資料を提示して解説した。 

第 13回 論理的な文章の読み方と書き方⑥ 

 課題②のレポートを返却するとともに、講評した。課題①の講評時に注意した点について

は概ね守られていたが、読み返しをしていないレポートが少ないながらあったことは残念

である。レポートについては、それぞれ力を入れて書いていることが文面からうかがうこ

とができ、好感が持てるものであった。 

第 14回 キャリアオリエンテーション（合同授業） 

第 15回 ＳＰＩ講習（合同授業） 
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感想 

全体的には落ち着いた雰囲気で授業を終えることができた。高校から大学へのつながりを

図るというこの授業の目的は達成されたと思う。 

① 「自己紹介」に関しては、大学で行うことに違和感を持つ学生もいたようであるが、

実際に話を聞くことができたことを肯定的に捉える学生が多かった。 

② 「自校教育」については必要性を認識しているというコメントが多く寄せられたが、

方法について問題を提起する学生もいた。 

③ 「図書館ガイダンス」および「図書館利用の実践」については、実際に利用すること

が必要であるというコメントが複数あった。 

④ 「論理的な文章の読み方と書き方」については、課題①と課題②の間に、パラグラフ

についての練習問題を交え説明した。レポートや論文を書くにあたり、また文章を読

むに際してパラグラフについての理解が必要となると考えたからである。さらに論理

性についても例文を参照しながら理解を深めた。 

⑤ 課題①と課題②は、例年に比べると少し難しい文章であった。学生からも難しいとの

声も聞かれたが、レポートを読む限りでは、全体的にしっかり書かれていた。自らの

体験を踏まえたり、文献を参照したりしながら、きちんと自分の考えを展開している

レポートが数多くあり、好感が持てた。学生からも文章を書くことに自信を持つこと

ができるようになったというコメントが複数あった。 
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C クラス（大関啓子） 

 

I. 各週の概要 

  第 1回（4月 6日）履修登録説明（合同） （履修指導）と ITPテスト実施 

 第 2回（4月 8日）履修登録説明（合同） （履修指導） 

                    17:00より新入生歓迎会（9階カフェテリアにて） 

 第 3回（4月 16日）授業オリエンテーション 

(1) 入門セミナーの目的説明 

(2) 授業スケジュールの説明(表を配布) 

(3) 成績評価の説明 

(4) 受講についての基本的注意事項 

(5) 時間割確認 

(6) 各種委員の決定 

 第 4回（4月 23日）大学での学習の基本について 

(1) 履修登録票・ITPテスト成績配布 

(2) 自己紹介（1人２分間） 

(3) 講義の受け方、ノートの取り方 

(4) タイム・マネージメントの説明。1年間の目標とその計画を考えるよう指示 

(5) 歓迎会（午後５時より９階カフェテリアにて） 

 第 5回（4月 30日）自校教育『下田歌子に学ぶ』(英文学科合同授業) 

      601教室にて合同、5名の一年生担任教員による自校教育。 

感想を提出させ、出席とした。 

 第 6回（5月 14日）図書館ガイダンス(英文学科合同授業) 

            403教室にて、図書館員による説明。 

アンケート用紙の提出で出席をチェック。 

 第 7回（5月 21日）図書館利用の実践 

                            Cクラスをグループに分け、そのグループごとに課題について考えさせ、 

、  答え合せをさせた。図書の探し方・書誌情報の見方など。 

第 8回（5月 28日）論理的な文章の読み方と書き方① 

Manual for Assignmentを配布し、論理的な文章の書き方について説明。 

 課題①を配布し、説明した。 

 第 9回（6月 4日）論理的な文章の読み方と書き方② 

前回の続き。インターネット資料についての利用の仕方等についても注意した。 

各人の個性の違いと多様性の尊重について、学生生活上の例を取り上げて話した。 

       

                       

                       第 10回（6月 11日）論理的な文章の読み方と書き方③ 

                           当日の課題①提出の締め切りについて注意を与えた。 
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                           論理的な文章の読み方について、感想文とレポートの違いを中心に説明した。 

課題文②を出題。 

第 11回（6月 18日）論理的な文章の読み方と書き方④ 

      添削して点数をつけた課題文①を返却。 

      モデル例数例を読ませて、それぞれの立場からの反論を例に取り、書評。 

第 12回（6月 25日） 

      当日の課題②提出の締め切りについて注意を与え、 

      論理的な文章の読み方について、継続して説明。 

第 13回（7月 2日）論理的な文章の読み方と書き方⑥ 

      課題文②のレポートを添削して、点数をつけて返却し、講評。 

      「お辞儀」の実習。参考資料を配布して読ませ、日本人の礼の習慣と西洋の握手の仕方につ

いて、クラスメート同志で実践させた。 

      学期末試験についての注意を伝え、欠席多く失格の学生の指導を行った。 

第 14回（7月 9日）キャリア・オリエンテーション(合同) 

            403教室にて文学部合同授業。 

      科目アンケートで出席を確認。 

第 15回（7月 16日）SPIフォローアップ講座（合同） 

403教室にて文学部合同授業。 

科目アンケートと授業評価アンケートを集め終了。 

 

Ⅱ． 全体の感想・反省点 

  学年共通規格を守りつつ C クラス独自のプランをプラスして対応したが、理解度は個人差が大きく、

自習の計画性や「読み・書き」についても、各人の差がある。今年度の C クラスは、例年に比べ発言に

ついて積極的な学生が多くみられ、討論や発表をさせると、個性を発揮する者が目立った。 

 第 5週目の『自校教育』は昨年度に続き、英文学科の統一クラスとして実施。卒業生によるメッセージ

の DVDや、下田歌子の生涯のビデオなど、映像も取り入れ、また各担任教員による実践についての話は、

学生も興味深く聞いていた。それぞれの内容も充実していて、一人の教員が担当するより良かったと思

う。 

  第 6 回目の図書館ガイダンスの実践については、例年になく詳細な課題プリントを作成してもらった

ので、よい演習になったと思う。 

例年のことであるが、前期を締めくくる最後の授業が、2回続けて合同授業であったため、クラスとし

てのまとめや連絡ができず、残念であった。全体のバランスを取るためには、スケジュールを変えられな

いのであろう。 
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Dクラス   (小柳 康子) 

 

I. 各週の概要 

 

第 1回   履修登録説明(合同) 

第 2回   履修登録説明(合同) 

第 3回   授業オリエンテーション 

      授業の目的、授業スケジュール、成績評価、受講にあたっての注意を説明。各種委員の決定。 

 次回まで、1ページ 800字(32文字×25行)程度の自己紹介文を書き持参するよう指示。   

第 4回   自己表現 

      原稿を読み上げてもらい、適宜コメント。その後、原稿回収。 

      履修登録票の配布と確認。 

第 5回   自校教育(合同) 

            5人の担当教員による講義。その後カルトに関する DVD。 

第 6回   図書館ガイダンス(合同) 

      図書館員による説明と課題配布。 

第 7回   図書館利用の実践 

      図書館の課題返却と前回配布の学科の課題をグループで採点。 

      英語の書籍では書誌情報がどのような形で書かれているのかを確認。 

残り時間で、「私と本」という短いエッセイを書かせた。 

第 8回   論理的な文章の読み方と書き方① 

      “Manual for Assignment”を配布し、途中まで説明。 

課題文 1配布。 

第 9回   論理的な文章の読み方と書き方② 

      “Manual for Assignment”の続きを説明。 

      書き言葉と話し言葉の違い、参考文献の書き方をプリント配布して説明。 

      グループ分けをして、課題文 1が段落の多い文章であることを確認させ、       

 文章には、内容のみならず、視覚効果を狙った作品もあることを説明。 

最後に、課題文 1を黙読し、内容の概略を把握。 

第 10回     論理的な文章の読み方と書き方③       

            大学でレポートを書く場合の注意点を説明。 

       グループ分けをして、論文と感想文・エッセイとの相違を考えさせ、各グループで考えてま

とめたものを、代表者に発表させた。 

      課題文 2を配布。各自で目を通し、内容のおおよそを把握。 

第 11回   論理的な文章の読み方と書き方④ 

      課題 1の返却と講評。 

      よく書けているものを読み上げ、その理由を説明。 

      全員のレポートで目立った間違い、配慮すべき点を一覧にして配布し、課題 2 のレポート
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に向けて、よりよいものが書けるように促した。 

最後に、1人ずつ指導しながら返却。 

第 12回     論理的な文章の読み方と書き方⑤ 

      『MLA 英語論文の手引』(第 6 版、2005)の plagiarism(盗用、剽窃)の項(pp.78~80)を配布

し、剽窃について考えさせた。 

第 13回     論理的な文章の読み方と書き方⑥ 

      課題 2の返却と講評。 

      全員に、よくなっているところ、まだ直っていないところを説明。 

その後、1人ずつ指導しながら返却。 

アンケート実施 

第 14回   キャリアオリエンテーション(合同) 

第 15回   SPIフォローアップ講座(合同) 

 

II. 全体の感想・反省点 

  全体的には、欠席、遅刻がそれほど多くなく、真面目に授業に取り組む学生が多かったため、スムー

ズに授業を進めることができたということがあげられる。個別の内容については以下の通りである。 

1. 「自己表現」 

指示より多くの量を書いてきて発表する学生がめだっただけでなく、真剣に聞いている学生も多かった。

従って、この授業の初めに「自己表現」を置くのは、意味のあることだと思われる。 

2. 「自校教育」 

各教員の講義に触発されて、実践女子大学に入学したことの意味を再認識した学生も少なからずいたよ

うなので、昨年度からのこの形式は継続していく意味があると思われる。ただ今年度ここに置かざるを得

なかったカルトの DVDは時間の都合で最初の部分しか見ることができなかった。これを今後も実施する

のであれば、どのような形にするのかを考慮する必要があるだろう。 

3. 図書館ガイダンス 

「Library Navi」と「図書館案内」を使用しての図書館員の丁寧な説明と課題は学生にとって有意義な講

義であった。 

4. 「図書館利用の実践」 

今年度は学科からの課題を新しいものにしたが、難しいのではないかという当初の予想に反して、多くの

学生が非常によくできていた。これは第 6 回の図書館ガイダンスの内容と連動していたため、学生が興

味を持って取り組んだことによると思われる。この回の授業では、学科課題のグループによる採点に時間

をかけたので、残りの時間では、持参した英語書籍を回覧して書誌情報を確認させ、短いエッセイを書か

せることしかできなかった。 

5. 「論理的な文章の読み方と書き方」 

マニュアルを使用して、レポートを書く際の心得をかなり丁寧に説明し、レポートと感想文の相違を考え

させ、盗用についての説明も行った結果、多くの学生のレポートはよく書けていた。しかしアンケートに

は、「レポートの書き方がわかった」という意見と共に、「レポートの課題がむずかしかった」という意見

が複数見られた。このためか、レポートを提出しなかった学生が「課題 1」と「課題 2」でそれぞれ 1人
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ずついたのは残念である。 

6. 「キャリアオリエンテーション」、「SPIフォローアップ講座」 

大学生としての振る舞い、よりよき社会人となるために必要な知識・情報、就職活動に必要や実践的な

SPI対策と、内容がそれぞれ明確に特化した講義で、学生たちには有益なものであったと思われる。 
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E クラス（土屋結城） 

 

【各回の内容】 

第１回、第２回 (4/6,8) 

履修登録指導 

 

第３回 (4/16) 

授業オリエンテーション。各種委員決定、次週の自己表現に向けての予告など。 

自己表現については、実践に入学した理由、今後やってみたいことなど時系列を意識して構成し、原稿を

用意するように指導した。 

 

第４回 (4/23) 

自己表現、履修登録票配布。 

1 人 2 分程度で自分のことを話してもらう。聞いている学生にはコメントを記入してもらい、発表後は、

発表者の原稿を回収した。 

 

第５回 (4/30) 

自校教育（合同授業） 

 

第６回 (5/14) 

図書館ガイダンス（合同授業） 

 

第７回 (5/21) 

図書館利用の実践。第６回授業時に配布した課題の解答。 

 

第８回 (5/28) 

論理的な文章の読み方と書き方①。“The Manual for Assignment”、課題文①配布、解説。 

この回では、主に “The Manual for Assignment”を重点的に読み、言葉遣い、書式についての注意事項

を解説した。 

 

第９回 (6/4) 

論理的な文章の読み方と書き方②。課題文①についての細部解説。 

 

第１０回 (6/11) 

論理的な文章の読み方と書き方③。課題文②配布、解説。 

 

第１１回 (6/18) 

論理的な文章の読み方と書き方④。課題①返却・講評。 
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添削したレポートを、一人一人に簡単なコメントを添えながら返却し、よく書けていたものについて一部

を匿名で取り上げ、パワーポイントを使用して解説した。 

 

第１２回 (6/25) 

論理的な文章の読み方と書き方⑤。課題文②及び書き方についての補足説明とともに、剽窃と見なされる

行為についての考察をし、その後、参考文献の書き方を指導した。 

 

第１３回 (7/2) 

論理的な文章の読み方と書き方⑥。課題②返却・講評。 

添削したレポートを、一人一人に簡単なコメントを添えながら返却し、よく書けていたものについて一部

を匿名で取り上げ、パワーポイントを使用して解説した。 

 

第１４回(7/9) 

キャリアオリエンテーション 

 

第１５回(7/16) 

SPIフォローアップ講座 

 

【総括】 

・自己表現 

構成を意識し、原稿を用意するように指導したが、学生のほぼ全員が発表時には原稿ばかりを見ること

なく、顔を上げて他の学生の顔を見ながらしっかり話していた。内容についても、現在の自分についての

分析や、今後の目標を明確に述べるという構成のしっかりものが多かった上に、自分のことを積極的に述

べることを厭わない姿勢が見られた点が印象深い。 

 

・図書館ガイダンス、図書館利用の実践 

全クラス共通課題のうち図書館から配布された課題は、ガイダンス当日の説明を聞いていればできる

ような内容であり、正答率も良かった。英文学科独自の課題は、やや難しかったようだが、正答率も比較

的高く、解説も熱心に聞いていたようだった。授業内では、課題の解説以外に、wikipedia等のネットか

ら得られる情報と、紙媒体の辞書等から得られる情報の違いなどについてを、ペア・ワークを課しながら

考察した。 

 

・論理的な文章の読み方・書き方 

課題文①、②ともに解説を交えながら読んだ。課題文①については、電子書籍に言及している箇所があ

ったが、電子書籍そのものに触れたことがない学生もいるようだったので、第９回授業時には教員自身の

kindle を持参し、簡単に電子書籍について説明した。伝聞のみで知っている情報より、実物に触れた方

が得られる情報も多いようだった。課題文②は哲学者の書いた文章であり難しいという声があがったが、

レポートに関しては、初回のレポートのフィードバックを受け、より構成を練り、より具体性を持たせた
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ものが多く提出された。 

 

【総括・全体】 

・教室のサイズが適正だったためか、学生同士の雰囲気が良かった点は特筆すべきかと思う。グループ・

ワークをするには狭いが、ペア・ワークには向いている教室であるため、ペア・ワークを何回か行ったが、

クラスの雰囲気づくりにも役立ったかと思う。 

・今後の課題としては、今回の日程では課題１，２の間隔が短く、課題２を提出しなかった学生が数名出

たため、学生の負担が大きかった点を考慮する必要があるかと思った。 

・また、上述したペア・ワークだが、雑談に流れがちになるときもあるので、そのあたりのコントロール

も課題として挙げたい。 

・レポートを作成する際に、参考文献から適切な形で引用することに不慣れな学生が多いようだったの

で、適切な形での引用と、不適切な引用の違い（あるいは剽窃行為）についてなどを説明する必要性も強

く感じた。 

 


