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はじめに 

 

 

 これは、平成 27 年度より始まった英文学科専門必修科目「プレセミナー」(3 年生対象)について、

全体のスケジュールと各クラスの詳細についてまとめた報告書である。 

 昨年度の反省を踏まえて本年度大きく改善したのは、以下の 2 点である。 

 

 ① 平成 27 年度は授業を前半の基礎編と後半の応用編の大きく二つに分けたのに対し、本年度は

期末レポートに向けて課題にじっくりと取り組ませるために、二つに分けることはしなかった。 

 ② 平成 27 年度は中間レポート(1200 字)と期末レポート(1600 字)の 2 つを提出させたが、本年

度は期末レポートのみとし、その代わりに字数を 2000 字に増やした。 

 

 また、各クラスで扱う題材や資料については、担任教員の裁量に委ねるということは変更しなか

ったものの、1.論文のテーマや問題設定の方法(思考の方法) 2.書式のルール(引用・文献表・盗用を

しないこと)、の 2 点については、必ず指導することを確認し、授業内容の共通化を図り、学生が同

じ目標を達成できるように工夫した。2 の書式については、英文学科作成の“The Manual for 

Assignment”をベースに用いた。 

 各クラスの報告書から、上記の改善点や工夫が、学生の理解度とレポートを執筆する能力の向上

に大きく役立っていることがわかる。 

 開始 2 年目の科目ではあるが、本年度は、4 年生の卒業執筆の準備をするというこの授業の目的

を概ね達成し、今後の一つの基盤を築くことができたといえる。 

 

記：佐々木真理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 28年度プレセミナー スケジュール    

 月日 内容 
図書館ガイダ

ンスの日程 
期末レポート 

1 4月 13日 イントロダクション―授業の目的と目標     

2 4月 20日 文献講読 1 資料の読み方     

3 4月 27日 文献講読 2 資料の分析     

4 5月 11日 テーマの探し方 1 テーマとは何か     

5 5月 18日 テーマの探し方 2 テーマの種類     

6 5月 25日 テーマの探し方 3 テーマの選択 A クラス(稲垣)   

7 6月 1日 文献調査 
B クラス 

(大関） 
  

8 6月 8日 
アウトラインの作り方 1 アウトラインとは何

か 

C クラス 

(佐々木) 
  

9 6月 15日 
アウトラインの作り方 2 アウトラインの組み

立て 

D クラス 

（土屋） 
  

10 6月 22日 
アウトラインの作り方 3 アウトラインから論

文へ 

E クラス 

（村上） 
  

11 6月 29日 書式 1 引用の仕方     

12 7月 6日 書式 2 注のつけ方     

13 7月 13日 書式 3 文献表   16:00提出締切 

14 7月 20日 まとめ     

15 7月 27日 レポート返却・講評   返却 

＊評価方法 平常点＋授業内課題 60 点、期末レポート 40 点 

＊期末レポート 字数 2000 字以内(注と文献表は含めない) 

  



A クラス 担当：稲垣伸一 

 

I  授業各回の内容     

回 月日 内容 詳細 配付資料 
次回までの課

題 

1 4 月 13 日 

イン

トロ

ダク

ショ

ン―

授業

の目

的と

目標 

スケジュール表を配布し、

授業の目的と内容や評価方

法等について説明した。 

今後グループで

のディスカッシ

ョンを行うグル

ープ分けを行っ

た。 

アーネスト・ヘミ

ングウェイ「イン

ディアンの村」 

「インディア

ンの村」を読

み、どのよう

なアプローチ

があるか考え

てくる。 

2 4 月 20 日 

テー

マの

探し

方 1 

"The Manual for 

Assignment" (MA) 「1．テ

キストを読む」説明  

「インディアン

の村」について

各自が考えてき

たことをグルー

プで発表し合

い、どんな点に

注目できるかを

グループごとに

話し合い発表し

た。最後にディ

スカッションで

挙がった任意の

ポイント 1 点か

らこの作品につ

いての考えを各

自がまとめて提

出した。 

"The Manual for 

Assignment"、

「ジェンダー」

（『アメリカ文学

入門』（三修社、

2013）所収） 

「ジェンダ

ー」について

の文章を配布

し、次回まで

に読んでくる 

3 4 月 27 日 

文献

講読

1 

「ジェンダー」についての

文章の内容を元に、もう一

度ヘミングウェイ「インデ

ィアンの村」を読み直し、

ジェンダーの観点から作品

の内容についてグループで

話し合った。最後に、各自

  
ジョン・スタイン

ベック「菊」 

「菊」を読

み、どのよう

なアプローチ

があるか考え

てくる 



が作品を読み直した結果考

えたことをリアクション・

ペーパーにまとめ提出し

た。 

4 5 月 11 日 

テー

マの

探し

方 2  

MA 「2．メモ・ノート・

カード」、『卒論を書こ

う』第 4 章でカードやノー

トの作成について説明し

た。 

「菊」について

各自が考えてき

たことをグルー

プで発表し合

い、どんな点に

注目できるかを

グループごとに

話し合い発表し

た。最後にディ

スカッションで

挙がったポイン

トからこの作品

についての考え

を各自がまとめ

て提出した。 

『卒論を書こう

（第二版）』（栩

木伸明、三修社、

2006）の第 4 章抜

粋、「セクシュア

リティ」（『アメ

リカ文学入門』所

収） 

「セクシュア

リティ」につ

いての文章を

読み、「菊」

にあてはめて

考えてくる。 

5 5 月 18 日 

文献

講読

2 

MA 「3．問いかけからス

タート」を読み、先週の続

きで『卒論を書こう』から

の抜粋について説明した。 

「セクシュアリ

ティ」について

の文章の内容を

元に、もう一度

スタインベック

「菊」を読み直

し、セクシュア

リティという観

点から作品の内

容についてグル

ープで話し合っ

た。最後に、各

自が作品を読み

直して考えたこ

とをリアクショ

ン・ペーパーに

    



まとめ提出し

た。 

6 5 月 25 日 

文献

調査

（図

書館

ガイ

ダン

ス） 

PC 演習室で図書館司書の

方による OPAC 等のデー

タベースの使い方、文献検

索の方法について講習を受

けた。後半で図書館に移

動、地下の集密書庫等で説

明を聞いた。 

  
シャーウッド・ア

ンダスン「卵」 

「卵」を読

み、どのよう

なアプローチ

があるか考え

てくる。 

7 6 月 1 日 

テー

マの

探し

方 2  

「卵」について各自が考え

てきたことをグループで発

表し合い、どんな点に注目

できるかをグループごとに

話し合い、挙がった点のう

ち 2 点ずつを発表した。デ

ィスカッションで挙がった

ポイントからこの作品につ

いての考えを各自がまとめ

て提出した。 

MA「6．書く技

術 ①『書き言

葉』と『話し言

葉』」を説明。 

「家族/家庭」

（『アメリカ文学

入門』所収） 

「家族／家

庭」を読み、

「卵」にあて

はめて考えて

くる。 

8 6 月 8 日 

文献

講読

3 

MA「6．書く技術 ③

『他人の文章』と自分の文

章、『他人の考え』と自分

の考え」について説明し、

第 10 回以降の授業で予定

している引用の方法や文献

表作成法へと繋がるように

した。 

「家族／家庭」

についての文章

の内容を元に、

もう一度アンダ

スン「卵」を読

み直し、家族／

家庭という観点

から作品の内容

についてグルー

プで話し合っ

た。最後に、各

自が作品を読み

直して考えたこ

とをリアクショ

ン・ペーパーに

  

次回から行う

「アウトライ

ンの作り方」

の準備とし

て、これまで

教材として読

んだ短篇 3 編

のうち期末レ

ポートで扱う

作品を決めて

くる。これま

で返却された

リアクショ

ン・ペーパー

を持参する。 



まとめ提出し

た。 

9 6 月 15 日 

アウ

トラ

イン

の作

り方

1 

MA「 4．アウトライ

ン」、アウトライン・サン

プルと雛形を使用してアウ

トライン作成について説明

した。 

これまで教材と

して読んできた

短篇小説 3 編の

うちから選んで

きた 1 編につい

て、期末レポー

トのアウトライ

ンを各自が作成

し始めた。 

アウトライン・サ

ンプル、アウトラ

イン雛形 

作成途中のア

ウトラインを

PC で作成、

出力して持参

する。 

10 6 月 22 日 

アウ

トラ

イン

の作

り方

2、書

式 1 

引用

の仕

方 

MA「6．書く技術 ③

『他人の文章』と自分の文

章、『他人の考え』と自分

の考え」の内容をもう一度

確認し、4 年生用「卒業論

文について」のなかの「II 

引用について」と論文サン

プルを参照して、引用のし

かたについて説明した。 

先週に続いて各

自が期末レポー

トのアウトライ

ンを作成。MA

「終わりに」を

使い、論文・レ

ポートでよくあ

る誤りについて

説明した。 

「卒業論文の手引

き」中の「II 引

用について」、

「III 出典を明記

する」論文サンプ

ル 

完成した期末

レポートのア

ウトラインを

PC 出力して

提出 

11 6 月 29 日 

書式

2 文

献表

（和

書） 

「卒業論文について」のな

かの「II 引用につい

て」、「III 出典を明記す

る」、さらに論文サンプル

を参照して、引用文献表の

作成法を説明した。 

実際に複数の文

献（和書）をグ

ループで回覧し

文献表を作成し

た。 

論文の引用例 

作成した和書

の引用文献表

を PC 出力し

て提出する。 

12 7 月 6 日 

書式

3 文

献表

（洋

書） 

引用文献表の作成法とし

て、複数の文献（洋書）を

グループで回覧し文献表を

作成した。 

    

作成した洋書

の引用文献表

を PC 出力し

て提出する。 



13 7 月 13 日 

テー

マの

探し

方 

「ち

ょっ

と一

息 

番外

編

1」 

期末レポートの提出締切を

迎え、予定していた内容は

すべて前回までで終了した

ため、The Beatles の曲（主

に“All You Need Is Love”と 

“She Loves You”を聴い

て、グループごとに目の付

け所を自由に出し合い、リ

アクション・ペーパーを提

出した。 

授業で聴いた

The Beatles の曲

について、目の

付け所の一例を

（これが唯一の

解釈ではないこ

とを強調しつ

つ）教員が示し

た。 

“All You Need Is 

Love” “She Loves 

You”の歌詞 

  

14 7 月 20 日 

テー

マの

探し

方 

「ち

ょっ

と一

息 

番外

編

2」 

HKT48「アインシュタイ

ンよりディアナ・アグロ

ン」と西野カナ「トリセ

ツ」を聴き、その歌詞や曲

についてグループで話し合

い、その結果を発表して、

リアクション・ペーパーに

まとめて提出した。 

軽くフェミニズ

ム入門のつもり

で聴いたが、予

想しなかった意

見を出ておもし

ろかった。 

「アインシュタイ

ンよりディアナ・

アグロン」と「ト

リセツ」の歌詞 

  

15 7 月 27 日 

期末

レポ

ート

返

却・

講

評、

まと

め 

期末レポートを返却して講

評を行った。その際、引用

箇所の出典明示や引用文献

リストでまだ不完全なこと

を指摘し、授業の内容を再

確認した。特に出典明示す

べきところに出典がない場

合が多く見受けられたの

で、「剽窃

（plagiarism）」を無意識

に犯してしまう危険につい

て改めて注意を喚起した。 

manaba を使用し

た授業アンケー

ト＋独自のアン

ケートを行っ

た。 

    

 

II  成績評価の方法 

全クラス共通で平常点＋授業内課題 60 点、レポート 40 点で評価した。 

A クラスではそのうち前者の 60 点については、リアクション・ペーパーの提出（8 回）と引用文



献表（和書、洋書合計 2 回）をそれぞれ 3 点満点で、期末レポートのアウトラインを 5 点満点で採

点し、合計 35 点 

35×1.7＝59.5（≒60） 

これを平常点＋授業内課題とした。 

 

III 総括 

昨年度はクラス共通の内容を一応決めた上で授業を行ったものの、開講初年度だったため手探り

状態で授業を進めたのに比べ、2 年目の今年度は昨年度の反省等を活かして内容についてかなり焦

点が絞れ、学生にもこの授業の意図が伝わった感触がある。また、昨年複数の担当教員の意見を受

けて期末レポートの字数を増やしたのも、授業の内容を踏まえて書くことを要求するには適切な変

更だったように思う。 

授業の内容については、あらかじめ今年度は 2 点（1．論文のテーマや問題設定の方法、2．書式

のルール）について必ず各クラスで指導を行うことを取り決めておいたので、具体的な授業の計画

も立て易かった。前半第 8 回までで、この授業で必ず行う 1 点目（テーマや問題設定の方法）を行

い、後半の第 12 回までで 2 点目（書式のルール）を行うこととした。さらに前半第 8 回まででは

「テーマの探し方」と「文献講読」を交互に行い、「テーマの探し方」（3 回）それぞれで 1 つの短篇

小説を読んだ直後に、「文献講読」（3 回）で特定のテーマ（「ジェンダー」「セクシュアリティ」「家

族／家庭」）についての解説文を読み、そのテーマで前回までに読んだ小説についてもう一度考えて

みるという形式とした。第 9 回降では「アウトライン」と「書式（引用のしかた、文献表作成法）」

を説明、実際に授業中、学生がアウトラインと文献表を作成した。 

15 回の授業で心がけたのは、各回の内容を（テーマの設定といった内容に関することでも、書式

といった形式に関することでも）実際に論文やレポートを書く作業に結びつけられるようにするこ

とだった。言い換えれば、授業各回で学んだことの総まとめとして期末のレポートを作成するとい

う意識を学生に持ってもらうよう工夫した。manaba でのアンケートや授業最終回に行った独自の

アンケートでの学生のコメントを読む限り、この意図が伝わったと感じられる肯定的なものがいく

つもあり、この点はある程度うまくできたように感じられる。 

授業の最終回で行ったアンケート結果は以下の通りである。 

内容は、複数回答可で、授業でやった項目のうち「関心を持ったこと」と「関心を持てなかった」

ことをそれぞれ挙げ、できればその理由を書いてもらうものとした。項目は以下の 6 つにまとめた。 

 

1．“The Manual for Assignment” －「メモ・カード・ノート」や「書く技術」など） 

2．テーマの探し方－ヘミングウェイ「インディアンの村」、スタインベック「菊」、アンダスン「卵」 

3．文献調査－図書館ガイダンス 

4．アウトラインの作り方 

5．書式－引用文献リスト作成法（和書、洋書） 

6．テーマの探し方（番外編）－The Beatles, “All You Need Is Love,” HKT48「アインシュタイ

ンよりディアナ・アグロン」、西野カナ「トリセツ」 

 



回答者数 24 名のうち「関心を持てなかった」ことに何かを挙げた学生が 3 名しかいなかった。

この数は昨年度行った同様のアンケートとほぼ同数だった。それに対して「関心を持ったこと」に

ついては、多くの学生が複数の項目を挙げていた。それぞれの項目で「関心を持った」ことに挙げた

延べ回答者数は以下の通りである。 

 

1－10 名、2－9 名、3－9 名、4－17 名、5－20 名、6－5 名 

 

圧倒的に多かったのが項目の 4（アウトライン）と 5（書式）だった。書かれたコメントからわか

るのは、学生はこれまで論文やレポートを書く上での基本的なルール（あるいはその存在）を知る

機会がなく、自分が書いているレポートの形式が適切なのか確信が持てないまま作成しているとい

うことである。また、レポートで何をどう論じていくか、詳しく計画を立てないまま書き始めてい

る場合が多いことも読み取れる。アンケートで書かれたコメントからは、論文やレポートを書く上

での決まった書式やアウトラインを考えるための方法を知りたいという要望が多いことがわかる。

卒業論文を必修としているカリキュラムで学ぶ以上、論文やレポートの書式やアウトライン作成法

を指導する授業は不可欠であると改めて感じた。 

授業内容とそれに対する学生の反応を考えると、この授業で必ず行うこととした 2 点のうち、「思

考の方法」については、授業で実際に行った「テーマの探し方」「文献講読」程度の内容に抑え、そ

して「書式のルール」については、論文執筆上の約束事（引用のしかたや出典明示の方法など）や考

え方（剽窃を避けることなど）を扱った今年度の内容はある程度妥当なものだったと感じた。 

総じて、開講初年度の昨年度に比べ、今年度は内容も吟味されて、学生の反応もよくなったとい

う感想を持った。 

以上 

 

  



A クラス 担当：大関啓子 

 

I. 各週の概要 

  第 1 回（4 月 13 日）イントロダクション 授業の目的と目標 

(1) 科目の目的説明 

(2) 3 年生の心構え 

(3) 授業スケジュールの説明(表を配布) 

(4) 成績評価の説明 

(5) 発表用にグループ分け（4 人 1 組）と座席指定（グループ毎） 

 第 2 回（4 月 20 日）論理的な文章の読み方と書き方－文献購読 1 資料の読み方 

(1) “The Manual for Assignment”を配布し、「はじめに」と「テキストを読む」を説明 

(2) “What Is Paragraph?”を配布し、グループ毎に読ませて予習させ、発表させた。 

 第 3 回（4 月 27 日）論理的な文章の読み方と書き方－文献購読 2 資料の分析 

(1) “The Manual for Assignment”の「メモ・ノート・カード」と「問いかけからスター

ト」を説明 

 (2) どこから分析し、どこからスタートするか？ 

『アカデミック・スキルズ』の抜粋プリントを配布して、説明 

 第 4 回（5 月 11 日）論理的な文章の読み方と書き方－テーマの探し方 1 

「テーマとは何か」 

(1) 前回配布した『アカデミック・スキルズ』の「命題と反命題」を読ませ、テー

マのたて方の説明 

(2) グループ発表と期末レポートのテーマを「英語文学作品で異界を扱った作品を

1 つ読み、文学・文化に関する問題をテーマとして論ずる」と発表し、早めに準

備しておくよう指示。 

(3) “Sakura のプリントを配布して、次週までの宿題とした 

 第 5 回（5 月 18 日）論理的な文章の読み方と書き方－テーマの探し方 2 

            「テーマの種類」 

前回配布の“Sakura のプリントについて、グループごとに発表 

  どんなところから、どのように取り組むかについて考えさせた。 

   講評 ―時代・場所・ジャンル等による様々なとらえ方 

      桜についての日本の代表的な歌を紹介 

 第 6 回（5 月 25 日）論理的な文章の読み方と書き方－テーマの探し方 3 

                            「テーマの選択」 

、  Ｂクラスのテーマ「異界」 

英語文学作品における異界を取り上げ、論じる。 

        次回の予告―コンピュータ演習室において、文献調査の方法 

        6/8 と 6/15 のグループ発表についても順番を発表して、予告              

  



第 7 回（6 月 1 日））論理的な文章の読み方と書き方－文献調査 

       コンピュータ演習室で、文献調査の方法について図書館ガイダンス 

       次週発表予定の課題文献を探させた。 

第 8 回（6 月 8 日）論理的な文章の読み方と書き方 

グループ発表１ 

あらかじめ与えてあるテーマで、4 人を 1 組で 10 分程度のグループ発表をさせ

た。 

それぞれの発表後に講評 

特に原作が英語文学でないものを選んだ例があったため、原作を読むことの重要

性を強調した。 

第 9 回（6 月 15 日）論理的文章の読み方と書き方 

グループ発表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 

最後に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 22 日）論理的な文章の読み方と書き方 

                            アウトラインの作り方 

  MA の「書く技術」を読ませ、例をあげて解説 

第 11 回（6 月 29 日）論理的な文章の読み方と書き方 

       書式１ 引用の仕方 

 ｢卒業論文の手引き 2016 版｣の後半のコピーを配布し、注と参考文献表の書き方

を説明 

次週までに発表・レポート用に、参考文献表を書いてくる宿題 

レポート提出と締切日についての注意（7/13(水)16:00 締切） 

第 12 回（7 月 6 日）休講 

第 13 回（7 月 13 日）論理的な文章の読み方と書き方 

      書式２ 注と文献表について 

 宿題の参考文献表を集めて講評 

         注の付け方―剽窃についての注 

      最後に学期末試験についての全般的な注意を伝え、欠席多い学生に警告 

第 14 回（7 月 20 日））論理的な文章の読み方と書き方－レポート返却・講評 

     前週に集めたレポートに点数と寸評を書いて返却。 

     全体の講評の後、数人の特徴あるレポートを、それぞれの学生に読ませ、 

その特徴を説明した。 

第 15 回（7 月 27 日）まとめ 

卒論についての予定内容をグループで話し合わせた後、各自に簡単に発表させた。最後

に、授業評価アンケートを指示して、終了。 



II． 全体の感想・反省点 

  学年共通規格を守りつつ B 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、特にレポートについては、各人の差がある。和書・洋書ともに、日頃からよく読んでいる学生

と、ほとんど読まない学生との差が、かなり認められる。しかし発表については、グループ内の協

力により和気藹々と発表していた。英語文学作品と限った課題について、アンデルセンを選んだグ

ループがあり、驚いた。その後注意を与えたため、レポートについては修正をして、同様の例は見

られなかった。 

   図書館による文献調査については、1 年生の入門セミナーとは異なり、専攻分野に入って詳しく、

またデータベース等も活用できるよう広く指導がなされていて有効だった。学生たちは、この科目

だけでなく、他の科目のレポートや発表にも活用している様子。 

  最終週で卒論の予定について、各自に簡単な発表をさせたが、あまり読んでいないためか、まだ

不確定な学生が多く、 夏休みの成果に期待したい。今年度の B クラスは、討論や発表をさせると、

互いに協力して準備し、それぞれ個性を発揮する者が目立った。 

学生による授業評価アンケートでは、「注や参考文献表の書き方を知ることができてよかった」「レ

ポートの書き方を学べた」「レポートのテーマ設定の重要さを感じた」などに、この科目の実質的な

成果が感じられた。また「自分の進路について深く考えることができた」や「授業はもちろん、教員

の言葉が心に響いた」というのは、学生生活だけでなく、進路やその先の人生設計等について、各週

の残り時間に話し考えさせたためか。卒論選択だけでなく、前途について迷うことの多い時期であ

るため、1 年生の「実践入門セミナー」以上に、3 年次におけるクラス単位の必修科目と担任教員の

役割の重要性を意識した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C クラス 担当：佐々木真理 

 

I. 各週の概要 

4 月 13 日  

・プレセミナーの目的について説明 

・スケジュールと成績評価について説明 

・ “The Manual for Assignment”を配布、1～3 にもとづき、どのようにしてテーマを探すのかにつ

いて考えさせた。 

・次週の発表に向けて、グループ分けを行った。 

 

4 月 20 日 資料の読み方・分析の仕方 

・グループ発表 4 人×7 グループ 1 グループ 5 分～10 分 ハンドアウトを用意 

 ディズニー映画をひとつ選び、映画のテーマや登場人物の台詞について読み解き、論文のテーマ

となるような問題を提起させた。 

 

4 月 27 日 資料の読み方・分析の仕方 

・前回の課題のグループ発表の続きを行った。発表後、各グループが提起した問題について、ディス

カッションを行った。 

・ここまでのグループ発表を受けて、ディズニー映画を題材にレポートを書くとしたら、どのよう

なテーマが考えられるか、グループ毎に討論を行い、その後、各グループの意見を発表させた。 

・次週の課題として、 “Let It Go”について、歌詞を日本語に翻訳し、キーワードとなっている “it”

について、どのように訳すか、またその根拠について 400 字程度でまとめてくるように指示した。 

 

5 月 11 日 資料の読み方・分析の仕方 

・manaba で提出させた前週の課題について、クラスメート全員の意見を皆で読み、それぞれの意

見について議論を行った。 

・ここまでの議論をふまえて、“Let It Go”についてレポートを書くとしたら、どのようなテーマが

考えられるか、グループ毎に討論を行い、その後、各グループの意見を発表させた。 

 

5 月 18 日 テーマの探し方 

・Writing Academic English (Longman)の“Choosing and Narrowing Topic”に関する抜粋のコピー

を配布し、レポートのテーマとアイデアの探し方、決め方について、説明を行った。 

・Writing Academic English に例として掲載されているいくつかのトピックについて、レポートを

書くとしたらどのようにテーマを設定し、アイデアを絞ることができるのか、グループ毎に議論さ

せ、発表させた。 

 

5 月 25 日 テーマの探し方 

・引き続き Writing Academic English (Longman)の抜粋コピーを参照しながら、レポートの問題の



設定方法、アイデアの出し方について説明した。その上で、期末レポートのテーマを提示し、どのよ

うな問題の設定が可能か、グループで議論させ、発表させた。 

 

6 月 1 日 文献調査 

・Writing Academic English (Longman)の “Research and Documentation of Sources”の抜粋コピ

ーを配布し、資料の探し方、良い資料の見分け方について説明を行ったあと、具体的にどのような

資料であればレポートの参考になるのか、問題を出してグループ毎に考えさせた。 

・次週の図書館ガイダンスに向けて説明を行った。 

 

6 月 8 日 図書館ガイダンス 

・文献収集の方法、データベースの利用方法について、CiNii を中心に講義。 

・期末レポートの課題に関する文献資料について検索させた。 

 

6 月 15 日 テーマの決め方 

・Kate Chopin “Desiree’s Baby” (1893)を読んで、レポートのテーマの設定と、トピックについて考

えさせたのち、グループ毎に議論させ、グループの意見を発表させた。 

・ディズニー映画に関する論文を次週までに読んでくることを課題とした。 

 

6 月 22 日 テーマの決め方 

・ディズニー映画の論文について、提示された問題、各論点をグループ毎に議論させた後、各グルー

プの意見を発表させた。 

・期末レポートのテーマについて、グループに分かれて各自の意見を発表させた。 

 

6 月 29 日 アウトラインの作り方 

・“The Manual for Assignment”と Writing Academic English (Longman)を参照しながら、アウト

ラインの作り方、論の進め方について説明を行った。 

・期末レポートのテーマについて、論点をあげさせ、どのように論点を述べていったよいのかにつ

いて、考えさせた。 

・期末レポートのアウトラインを、次週までに作成することを課題とした。 

 

7 月 6 日 アウトラインの作り方・書式 

・期末レポートのアウトラインを発表させ、講評を行った。 

・引用方法と引用文献表の作成について、オリジナルのプリントを配布し、説明を行った。 

・期末レポートの文献リスト作成を次週までの宿題とした。 

 

7 月 13 日 書式 

・他者の意見の参照の仕方、引用の仕方について、説明を行った。 

・文献リストをペアで確認させた。 



 

7 月 20 日 まとめ 

・昨年度のプレセミナーで最も優れていたレポートのコピーを配布し、レポートを作成するにあた

って注意すべき点、問題設定方法と論じ方について、まとめを行った。 

 

7 月 27 日 まとめ 

・期末レポートをひとりひとりに返却し、指導を行った。 

 

 

II. 全体の感想 

最後の回に授業の内容についてアンケートを行ったところ、全員が授業の内容に満足したと回答

した。特に、論文の書き方について、今まで漠然としかわかっていなかった点がよく理解できたと

答えた学生が多かった。これまで、レポート課題であまり良い評価をもらえなかったが、どこが良

くなかったのか、授業を受けてわかったので、今後の参考にしたいという意見もあった。文献リス

トの書き方、引用の仕方についても参考になったとの意見が多かった。 

本年度はレポート課題をひとつにしたため、ひとつのテーマについて、前半の週からじっくりと

考えさせていくことができ、良かったと思う。議論が活発なクラスで、グループでの議論とその後

の発表にも積極的に参加してくれた。期末レポートの字数も適切であったと思う。反省点としては、

テーマを絞った結果、レポートのトピックや考えが似たようなものになってしまったことが挙げら

れる。もっと多様なアイデアやトピックを考え出せるような題材やテキストを工夫する必要がある

ので、今後の課題としたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D クラス 担当：土屋結城 

 

I. 各回の内容 

第１回 イントロダクション、前半の発表担当割り振り 

第２回 『パディントン』（原作小説、映画）解説 

第３回 学生プレゼン（５分程度×２グループ） 

第４回 学生プレゼン（５分程度×３グループ） 

第５回 学生プレゼン（５分程度×３グループ） 

第６回 プレゼンまとめ、レポートの書き方（アウトライン） 

第７回 文献のまとめ方について、中間課題解説 

第８回 レポート課題の解説、後半の発表担当割り振り 

第９回 図書館ガイダンス 

第１０回 学生プレゼン（１５分程度×２グループ） 

第１１回 学生プレゼン（１５分程度×３グループ） 

第１２回 学生プレゼン（１５分程度×３グループ） 

第１３回 中間課題返却、解説、 

第１４回 英文リーディング（イギリスの EU 離脱問題について） 

第１５回 レポート返却、解説 

 

 

・第６～７回までは、『パディントン』（原作小説、映画の両方）を題材にして授業を展開した。狙い

としては、作品中から読み取れる事項―作者の実体験がどのように作品に昇華されているか、舞台

となっている場所の歴史がどのように作品に反映されているか―を読み取り、考察するというもの

で、アウトラインの作り方に関する指導の一環だったが、全員で作品を読んだり鑑賞したりする時

間が取れないこともあり、消化不良で終わった感が否めない。しかし、単に作品から情報を読み取

るだけではなく、そこからどのように考察を進めるべきかが重要であるという点についての理解は

得られたように思う。 

 

・第６回時に、良いレポート例、悪いレポート例を示し考察するアクティビティを行ったが、これに

より、良いレポートの形式、内容をいわば体感したようで、全体の構成に関する意識づけができた。

この試みは今後も続けていきたい。 

 

・図書館ガイダンス後に中間課題として、文献表をまとめる課題を manaba を利用して課した。返

却時にはワードファイルをディスプレイ上に示しながら解説したが、質問が相次ぎ、予定より時間

を取ることになった。文献表に限らず、レポートの形式についてはさらに解説を充実させた方が良

いかという印象を持った。一方で、同回で剽窃行為についての解説も行ったが、予定より時間が取

れなくなってしまったために十分に説明できなかった点があった。プレセミナーでは剽窃行為は見

られなかったが、今後の注意喚起のためにも今後、時間を十分にとりたい項目ではある。 



 

・第１０回以降は、レポート課題に関するプレゼンを課した。「英文入門セミナー」と似た形式だが、

テーマ設定を自由にし、テーマの探し方指導の一環として行った。テーマ探しに戸惑うグループも

あったようだが、自由度が高い口頭発表を経て文章にまとめるというプロセスで取り組むことによ

り、一つの課題について時間をかけて考えることができるためそれなりの意義があったのではない

かと思う。 

 

・レポートに関しては、形式、内容ともに一定水準以上のものが多くみられた。特に、事実の羅列だ

けで終わらないように心掛けたものが多くみられ、これは第６回時の内容が活かされた結果ではな

いだろうか。 

 

・プレセミナー全体を通して、イギリスの移民問題を扱った作品を取り上げたため、第１４回授業

時にはＥＵ離脱に関する英文を読んだが、難易度を見誤り時間をずいぶん使うことになってしまっ

た。また、今年度はタイムリーな内容であり、学生にも資する内容だったと思うが、次回プレセミナ

ーを担当するときにはこのトピックを取り上げるかどうか再考したい。 

 

II. 評価 

平常点 60 点の内訳…プレゼン２回、中間課題、プレゼンの際のコメントペーパー、英文リーディン

グの際のワークシート。 

 

III. 総括 

 卒業論文に向けて、テーマ探し、アウトラインの書き方を行うことを目標に据えた授業だが、題

材となる作品を読む、鑑賞する時間は取れないため消化不良で終わった点があることは否めない。

また、今年度はレポート提出が１回であったため、じっくり取り組めた半面、授業の前半部分での

目標がぼやけてしまった点もあったように思う。 

 プレゼンテーションを２回行った点に関して、プレゼンからその後の考察、レポートへの発展と

いう流れはうまく機能したと思うが、やはり少し慌ただしくなった点もある。特に６月後半での発

表は他の授業との兼ね合いで学生にとっては厳しいスケジュールとなったようであった。２回目の

プレゼンは４，５月の段階で十分に告知していたつもりだったが、不十分だったようであり、今後、

告知方法、時期に関してはより一層注意したい。 

 

IV. アンケート結果 

manaba による授業アンケートでは、回答率が低かったものの、「説明はわかりやすかったか」「板

書やパワーポイント、配布資料はわかりやすかったか」「担当教員の声や言葉は聞き取りやすかった

か」といった項目で 5.00 の評価を得、全体的な満足度も 4.67 という評価であった。これらの評価

に鑑みると、授業内容に関して一定の効果は挙げられたと思うが、前述したような課題も残るため、

今後はそれらの課題の改善に努めたい。 

 



E クラス  担当：村上まどか 

 

I  授業の進行 

4 月 13 日 イントロダクション 

・「プレセミナー」の目的、スケジュール、成績評価について説明した。 

・『英語教育』2014 年９月号 27 頁、福田一貴「現代英語の用法を深く知るために ― Facebook

で defriend ではなく unfriend を使う理由」を読み、重要だと思う箇所を指名して指摘させたり、

意見を述べさせたりした。 

・文中に出てきた文献に、自分で当たって調べるという態度を養うため、福田（2014)に記された

本や OED から資料を示した。 

4 月 20 日 文献講読・資料の読み方 

・“The Manual for Assignment”（以下 MA）のセクション３まで解説し、カードの有用性を体験

させるため、実際にカードを配って福田（2014）の要点を書かせて提出させた。（10 点分） 

・『英語教育』2013 年 12 月号 13～15 頁、野村益寛「コンテクストを記憶に刻もう」を読み、重

要な箇所を指摘させたり、意見を述べさせたりした。 

4 月 27 日 テーマの探し方 

 ・カードを返却し、模範となる実例を示した。 

・動画『ことばの不思議』「第 1 回・なぜ人間は話せるの？」（1996 年ＮＨＫ教育）を視聴して、

質疑応答とグループディスカッションを行なった。 

5 月 11 日 文献講読・資料の分析 

 ・『明海日本語』2013 年第 18 号増刊 285～309 頁、山下早代子「今どきの『大丈夫です』 

― その使用実態」を読み、アンケートの手法や統計的な処理を学んだ。 

5 月 18 日 文献講読、及びアウトラインの初歩 

 ・山下（2013）を、中略や解説をしながら読み終えた。 

 ・『英語青年』2009 年３月号 33～36 頁、高見健一「Cause 使役文とその受身文」を途中まで読ん

で解説した。 

 ・MA のセクション４～５の、段落や章立てについて解説した。 

5 月 25 日 文献講読、及び書式の初歩 

 ・高見（2009）を最後まで読んで解説し、文献に書いてあることを鵜呑みにせず、 

疑ってかかり、実証していく態度を強調した。 

 ・ＭＡのセクション６から最後までを読んで解説した。 

6 月１日 テーマの探し方、及び書式・文献表 

・動画『ことばの不思議』「第３回・どうして進化したの？」（1996 年ＮＨＫ教育）を視聴して、

質疑応答とグループディスカッションを行なった。 

 ・参考文献の作り方を解説し、文献表を作成する宿題を出した。（10 点分） 

6 月８日 文献講読、及びテーマの探し方 

・『月刊言語』2007 年６月号の特集「外来語大解剖」から抜粋してコピー配布し、読みながら、解

説をした。 



6 月 15 日 アウトラインの作り方、及び書式・目次と文献表 

 ・前の週に回収した文献表を返却し、模範解答を示しながら解説した。 

 ・『英語語法文法研究』2006 年第 13 号 51～65 頁、北原賢一「現代英語における同族目的語構文

の実態 ― 構文文法的観点から」をモデルとして、アウトラインの組み立てを解説しながら、読

み始めた。 

6 月 22 日 文献講読、及び書式・目次 

 ・北原（2006）を最後まで読んで解説し、比較検討による分類の手法を学んだ。 

・章立てを講義し、北原（2006）を題材に目次を作って提出させた。（10 点分） 

６月 29 日 文献調査 

・図書館ガイダンス。 

 ・地下の書庫から、各自個別の文献を見つけてくる宿題を出した。（５点分） 

 ・English Linguistics  31:  1 より Ikarashi  (2014:  161 -172)  “The It  is  that -  

 Construction and Abductive Inference” を配布。 

7 月６日 英文リーディング、及び書式・引用の仕方 

・予習させてあった Ikarashi (2014)を読み始めた。 

・栩木伸明（2006）『卒論を書こう』三修社から抜粋してコピー配布し、引用の仕方を講義した。 

・Ikarashi (2014) を題材にして、プリントを用いて引用の練習をさせた。その場で解説し、自分

で手直ししたものを回収した。（10 点分） 

・期末レポートについて指示した。トピックは英語や日本語に関する言語学的な事象  

ならば何でも可とした。 

7 月 13 日 英文リーディング 

・注の付けかた、引用のしかたに着目しながら、リーディングを続行した。 

7 月 22 日 英文リーディング、及び書式・注のつけ方 

 ・リーディングを終了し、問題提起に始まって、似て非なる構文の比較検討により、実証的に結論

に至る筋道を示した。 

 ・栩木（2006）から抜粋してコピー配布し、注のつけ方を講義した。 

 ・注の付け方についての確認テストを行なった。（５点分） 

・研究態度・論文作成にあたっての重要事項を最終確認した。 

7 月 29 日 まとめ 

・名簿順に 10 時 45 分から（昼休みにも食い込んで）５分刻みで、研究室に呼び出し、期末レポ

ートを個人別に返却して口頭試問を行なった。 

 

Ⅱ  所感・反省点 

 ・昨年に引き続き「プレセミナー」を担当した。今年はビジュアル的なものを取り入れ、往年のテ

レビ番組の録画を視聴させて、グループディスカッションへとつなげることを２回試みた。自分

から積極的に意見を言わせるためにプレゼンは必須だと昨年は思ったが、このようにして意見を

発表させる方法もあると認識した。 

 



 ・上記に関連して今年はプレゼンを行なわなかったので、平常点 10 点分を設けることによって、

期末レポート以外は 60 点分となった。イントロダクションにおける成績評価の説明とは異なった

結果となってしまったことは反省している。 

 ・英文リーディングは昨年と同じ文献を用いたが、今年の学生たちは理解度が高かったようで、

なんとかこのレベルを下げずに維持できそうである。 

 ・今年は栩木（2006）の卒論マニュアル本を用いて、文学向けと語学向けの書式の違いに留意さ

せながら、引用の仕方と注のつけ方について説明した。これはよかったと思うので、来年も取り

入れたい。 

 ・アンケートでは、この授業の予習・復習を「まったくしない」と答えていた学生が 25％もいた

（ただし全員は回答していない）。さすがにレポートは除くのであろうが、この授業の性格上、そ

のような事態はきわめて好ましくない。しかし改善策に名案が浮かばない。 

・中間レポートをなくして期末レポートを 2000 字に増やしたのは妥当だったと思う。今回は全員

がレポートに合格点を取れて安堵した。 

・昨年に引き続き、昼休みも使って最終回を個人別５分の期末レポート口頭試問にした。トピック

を自由にしているので、全員に対する講評はやりにくいためであるが、逆に言えばトピックを絞

ることによって通常授業のように行なうことも可能であり、来年はどうするか思案中である。 

 

 

 

 

 

 

 

 


