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はじめに 

 

 本報告書は、英文学科 3 年次専門必修科目「プレセミナー」の平成 29 年度のスケジュー

ルと各クラスの授業内容についてまとめたものである。 

 本学科において「プレセミナー」は、1 年次必修の共通課目「実践入門セミナー」、1 年次

必修の専門必修科目「英文入門セミナー」を受け、4 年次必修の「卒論セミナー」並びに「卒

業論文」の準備をするための科目という位置づけにある。到達目標としては、専門性を備え

た論理的な文章が書けるようになることであり、全学ディプロマ・ポリシーのうち「国際的

視野」、「行動力」を修得することを目標としている。 

 これらの目標を踏まえ、今年度は昨年度までの実績に鑑み、内容を大幅に変更することは

なかったものの、改めて、論文のテーマや問題設定の方法という思考の方法についてと、書

式のルールについては必ず指導することを確認した。特に、3 年次専門選択必修科目の一連

の演習郡で、多くの文学作品等について学ぶ機会が設けられているため、この授業ではテー

マ・問題設定の方法を重要視する点を確認した。 

 授業で実際に取り扱う題材については、各教員の裁量に委ねられているが、各クラスの報

告書からは、改善点はあるものの、この授業の意義が学生にも伝わり、学生が熱心に取り組

み、レポートを執筆する能力を向上させている様子が読み取れ、授業の目標は概ね達成され

ていると言えるのではないだろうか。 

 また、特記したいのが、クラスごとに実施している図書館ガイダンスである。こちらは実

践女子大学図書館の協力を得て実施しているものであり、昨年度から大幅な内容変更があ

った。すでに 1 年次の「実践入門セミナー」で図書館ガイダンスを行ったことを踏まえ、よ

り 3 年生の実情に合った内容に変更された。学生の関心も高く、有意義なガイダンスにな

った。改めてこの場をお借りして図書館の方々に感謝を述べたい。 
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平成29年度プレセミナー　スケジュール

授業回数 日程 図書館ガイダンスの日程 期末レポート

1 4月12日

2 4月19日

3 4月26日

4 5月10日

5 5月17日

6 5月24日 Aクラス(植野)

7 5月31日 Bクラス(大関）

8 6月7日 Cクラス(土屋)

9 6月14日 Dクラス（猪熊）

10 6月21日 Eクラス（村上）

11 6月28日

12 7月5日

13 7月12日 16:00提出締切

14 7月19日

15 7月26日 返却

・期末レポート　字数　2000字程度(注と文献表は含めない)

内容

イントロダクション―授業の目的と目標

文献講読1　資料の読み方

文献講読2　資料の分析

テーマの探し方1　テーマとは何か

テーマの探し方2　テーマの種類

テーマの探し方3　テーマの選択

文献調査

アウトラインの作り方1　アウトラインとは何か

アウトラインの作り方2　アウトラインの組み立て

アウトラインの作り方3　アウトラインから論文へ

書式1　引用の仕方

書式2　注のつけ方

書式3　文献表

まとめ

レポート返却・講評

・評価方法　授業内課題60％、期末レポート40％



A クラス 担当：植野達郎 

 

I. 各週の概要 

第１回（4月 12 日） イントロダクション ― 授業計画、“Manual for Assignment”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（4月 19 日） “Manual for Assignment”を読み、解説をした。次回取り扱うプリ

ントを配布し、各自読んでおくように指示した。 

第３回（4月 26 日） 前回配布したプリント（Ernest Hemingway, “Indian Camp”）につ

いてグループごとに疑問点を報告した。 

第４回（5 月 10 日）前回発表した疑問点について、それぞれのグループがその疑問点につ

いて仮説を立てて説明した後、教員がコメントを加えた。 

第５回（5 月 17 日）プリントを配布して、アメリカ文学のキーワードである“Gender”お

よび”Innocence”について説明した。  

第６回 (5 月 24 日）図書館員による図書館ガイド  

第７回（5月31日）プリントを配布してアカデミック･ペイパーを作成する手順を説明した。  

第８回（6月 7日）主題文についてのグループ発表。プリントを配布して注をつけることに

ついて説明した。  

第９回（6月 14 日）David Crystal, The Story of English in 100 Words から抜粋したプ

リントを配布して英語を読むとともに、内容について説明した。  

第 10 回（6月 21 日）配布したプリント（“William Faulkner, ”A Rose for Emily”）に

ついて、それぞれのグループが疑問点について報告するとともに、その疑問点について仮

説を立てて報告した。その報告の後、教員がコメントを加えた。  

第 11 回（6月 28 日）前回の続きで、時間の関係で報告できなかったグループについて疑問

点や気になる点を出し、それについて報告した。その報告の後、教員がコメントを加えた。  

第 12 回（7月 5日）テキスト(Truman Capote, “Miriam”)を配布し、その場で読んでグル

ープごとに話し合い、疑問点を発表し、その疑問点について仮説を立てて報告した。その

報告の後、教員がコメントを加えた。  

第 13 回（7月 12 日）前回の発表で残ったグループの発表を行った。  

第 14 回（7月 19 日）期末レポートの講評をした後、授業の感想を提出してもらった。  

第 15 回（7月 26 日）個々に期末レポートについてコメントを加えて返却した。  

 

Ⅱ.  感想・反省 

 この授業の基本的なこととして、卒業論文執筆に向けてのレポートの書き方を体験する

ことを目標とした。そのためにテキストを読むこと、そして文章を書くことを実際に行いな

がら、その経験値を上げることを模索した。テキストを読むことについてはグループごとの



話し合いを積極的に取り入れた。結果として、グループごとの話し合いをしたうえで、グル

ープの意見を述べることは刺激になったようである。特に、テキストを読みながら、あるい

は読んだ後で気になったことを話し合い、なぜ気になるのか、また気になったことに対する

コメントを求めた。そのことによって、気になっていることを自分なりに分析し、その分析

した結果を聞いている人に説明することを促した。一つのテキストを自分たちのグループ

で話し合うとともに、他のグループの発表を聞くことで、自分たちとは異なる事柄に関心を

寄せるグループがあることで、読むことの多様性を体験できたのではないかと思う。 

また、レポートの書き方については、一年次の「英文学科の世界」でも学び、この授業で

も資料を配布して説明したので、理解しているものと思っていた。しかし、実際には学んだ

知識を使いこなせるまでにはいたっていない学生が少なからずいることが判明した。その

ため、レポートの講評時に改めて文章の書き方について確認したが、レポートの書き方につ

いてはもう少し具体的な作業を行う必要があったという思いを抱いている。 

  

  



B クラス 担当：大関啓子 
 

I. 各週の概要 

  第 1 回（4 月 12 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 19 日）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 26 日）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 10 日）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 17 日）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 24 日）テーマの探し方 3 「テーマの選択」 

        (1) “The Manual for Assignment”の p. 6 までを説明。 

                 (2) Ｂクラスのグループ発表のテーマは、「異界」  

英文学作品における異界を取り上げ、論じる。 

(3) 次回の予告―コンピュータ演習室において、文献調査の方法を学ぶ。 



          6/14・6/21・6/27 のグループ発表についても順番を発表して、予告し

た。 

  

第 7 回（5 月 31 日））文献調査 

       (1) コンピュータ演習室 507 で文献調査の方法について図書館ガイダンス。 

       (2) 後半で、図書館に移動し、グループ毎に次週発表予定の課題文献を探さ

せた。 

第 8 回（6 月 7 日）アウトラインの作り方１―アウトラインとは何か 

(1) “The Manual for Assignment”の p. 6 から説明。 

(2) 次週からの発表テーマ・段取りをグループ毎に相談させ、まとめて書か

せた。 

第 9 回（6 月 14 日）アウトラインの作り方２―アウトラインの組み立て 

(1) 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。 

(2) それぞれの発表後に講評 

特に原作を読むことの重要性を強調した。 

        第 10 回（6 月 21 日）アウトラインの作り方３―アウトラインから論文へ 

(1) グループ発表２ 

前回の続き。講評では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。 

(2) “The Manual for Assignment”の「書く技術」を読ませ、説明。 

(3) 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 11 回（6 月 28 日）書式１ 引用の仕方 

(1) グループ発表３ 

前々回の続き。特に参考書目の扱いについて説明した。 

(2) レポート提出と締切日についての注意―7/12(水)16:00 締切 

第 12 回（7 月 5 日）書式２ 注のつけ方 

(1) 注のつけ方 

剽窃についての注意。 

(2) ｢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 

(3) 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 

第 13 回（7 月 12 日）書式３ 文献表 

(1) 文献表について 



宿題の参考文献表を集めて講評 

(2) 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 19 日））まとめ 

(1) 卒論についての予定内容をグループで話し合わせた後、各自そのテーマ

について、まとめて書かせ、全員に簡単に発表させた。 

第 15 回（7 月 26 日）レポート返却・講評 

(1) レポート返却（前々週に集めたレポートに点数と寸評を書いて返却） 

(2) 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。 

(3) 最後に、manaba による授業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何とかまとまって発表していた。 

   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より、さらに専攻分野に入って

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。 

  最終週から１週手前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。 

学生による授業評価アンケートで、「授業にあまり関係のない話が多々あった」という

のは、「プレセミナー」の範囲を超え、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て考えさせたためか。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」よりも、クラス担任に

よる必修科目の必要性を意識した。 

 

 

  



C クラス 担当：土屋結城 
 

【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 

第７回 文献のまとめ方について、中間課題解説 

第８回 図書館ガイダンス 

第９回 レポート課題の解説、後半の発表担当割り振り 

第１０回 学生プレゼン（１５分程度×３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×２グループ） 

第１３回 中間課題返却・解説、文章の構成についての解説 

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２～７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を行い、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

の理解を深めるというものである。昨年より使える教材が増えたこともあり、消化不良で終

わった感があった昨年より、授業の内容は改善されたのではないかと思う。 

 

・第６回時に、昨年同様、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。第７回の授業時に、実際に書籍などを持参し、書誌情報の読み取り方を確認した上で

課題を提出するというものである。課題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。実際の書誌情報の読み取り方を解説した際には、洋書や映画作品などに



ついて質問があるなど活発に作業できたが、返却時の解説についてはもう少し改善が必要

かもしれない。課題返却の後、剽窃行為についての解説も行ったが、こちらについては学生

の関心が高いようで、今後のレポート、卒論においても重要な注意事項となるので、解説を

行う意義を感じた。 

 

・第１０回以降は、昨年同様、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。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ると思う一方で、

昨年も見られた傾向だが、プレゼンを２回行う点が負担になっているようであり、この点に

改善の余地がある 

 

・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。 

 

【評価】 

レポート 40%、平常点 60%（プレゼン２回、中間課題、ワークシート、リアクション・ペ

ーパー） 

 

【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で

あり、打ち合わせでも確認されたことだが、何らかの作品の読解等を中心とするのではなく、

レポート/論文の書き方に焦点を当てた授業となる。昨年とほぼ同じスケジュール、内容で

行い、改善されたと思う点と依然として課題となる点の両方があった。改善されたと思う点

は前半の授業の流れである。前半で取り上げた『パディントン』については、昨年より使え

る教材が増えたことにより、時間をかけて取り組むことができたのではないかと思う。一方、

後半部分のプレゼンからレポートへの流れはやはり今年も慌ただしくなってしまったよう

であり、また、学生への負担にもなったようであり、改善すべき点として挙げられる。

manaba 上で行ったアンケートでも、卒論前の大事な時期にレポートの書き方がよくわか

ったというものと、プレゼンが負担で合ったというコメントの両方があったため、特に後者

については改善を心掛けたい。 

 

 

 

 



D クラス 担当：猪熊作巳 
1.    各回の内容  

 1. 4/12 Intro ...................................................................................................  

 2. 4/19 研究の枠組み【文学研究と言語学研究】： .........................................  

     Manual for Assignment・卒論サンプル・グループ割り振り 

     HW：課題文献講読、発表分担決定 

 3. 4/26 言語の研究入門【プレゼンデモ】： ....................................................  

     課題の指摘（コメントシート提出） 

     HW：課題文献講読、発表準備 

 4. 5/10 先行研究の理解と議論の作法【プレゼン１・課題指摘】： ................  

     課題の指摘（コメントシート提出） 

     HW：課題文献講読、発表準備 

 5. 5/17 先行研究の理解と議論の作法【プレゼン２・課題指摘】： ................  

     課題の指摘（コメントシート提出） 

     HW：課題文献講読、発表準備 

 6. 5/24 先行研究の理解と議論の作法【プレゼン３・課題指摘】： ................  

     課題の指摘（コメントシート提出） 

     HW：課題文献講読、発表準備 

 7. 5/31 先行研究の理解と議論の作法【プレゼン４・課題の明確化】： .........  

     課題の指摘（コメントシート提出） 

     HW：文献調査（CiNii から論文１本、図書館から書籍 1 冊を持参） 

 8. 6/7 先行研究の整理【引用の作法】： .......................................................  

     文献情報一覧提出 

     期末課題トピックの決定 

 9. 6/14 図書館ガイダンス【情報収集の手法】： .............................................  

     HW：サンプル論文を講読 

 10. 6/21 研究の構成【論文講読】： ..................................................................  

     HW：期末課題に関わる言語データの整理 

 11. 6/28 研究の立ち上げ【アウトライン作成】： .............................................  

     整理した言語データ・仮アウトライン提出 

 12. 7/5 研究の洗練【原稿の推敲】： ...............................................................  

     アウトライン＋途中原稿提出 

 13. 7/12 研究の完成【レポート提出】： ...........................................................  

     期末課題提出 

 14. 7/19 研究の振り返り【レポート返却・講評】： .........................................  

 15. 7/26 研究の洗練【修正版レポート提出】 



2.    使用教材  

 

・研究手法・姿勢に関して【第 2 回授業で使用】 

  The Manual for Assignment (2nd edition) 

・プレゼン用マテリアル【第 3 回～第 7 回授業で使用】 

  畠山雄二編（2016）『徹底比較 日本語文法と英文法』（くろしお）より 

  「第 2 章 名詞と代名詞」抜粋． 

・論文の構成に関して【第 10、11 回授業で使用】 

  柏野健次（2005）「英語冠詞の語法」『大阪樟蔭女子大学論集』42 号、9-21． 

 

3.    手法  

学期前半（第 7 回授業まで）は学生によるグループプレゼンを軸に、文献の批判的講

読と関連するデータ収集に取り組んだ。この期間に取り上げたトピックのいずれかを

選び、期末課題とすることを最初に説明し、各自が期末課題でどのような問題に取り

組むかを考えながらプレゼンに臨むよう指導した。 

 学期中盤以降（第 8～11 回）は、自分独自の研究の立ち上げをテーマに、研究の枠

組み、データの探し方、論文の構成、引用の仕方などについて説明と演習を進めた。 

 学期後半（第 12 回以降）は各自の研究の進捗状況の報告と相談とした。7 月 12 日

の期末課題提出ののち 19 日にそれを返却・講評したが、本クラス独自の試みとして、

提出課題に付された教員からのコメントを反映させたものを 7 月 26 日の最終授業時

に提出させた。 

 

4.    総括など  

 実際の研究作業のトイモデルを経験させることをテーマに、かなり具体的な言語現

象を取り扱いながら（一方で専門的になりすぎないよう）進めたが、先行研究の分析

案を批判的に理解し、自分の手でデータを収集・整理する、という自然科学的手法に

戸惑った学生が多数いたことは否めない。取り上げた現象自体は「可算名詞と不可算

名詞の違い」や「冠詞の区別」、「self 形の用法」といった、身近な英語の文法事項ば

かりなのだが、それを客観的に考察するという作業は難しかったようだ。プレセミナ

ーで取り扱う内容はある程度各教員の専門領域にひきつけることが許容されていると

はいえ、言語学的、特に文法理論的内容を扱うことの困難さを感じた。卒論への橋渡

しという点に特化するなら、過去の学生が執筆した実際の卒論を読ませるという方法

も、学生の理解のしやすさと動機付け双方の点で効果的かもしれない。 

 一方で、引用の作法や論文の構成、批判的な思考法といった、領域に関わらない研

究技能についてはかなり入念に取り組むことができたのではないかと思う。特に本ク

ラスでは、提出した期末課題にコメントを付し、修正のうえ再提出することを全員に



課したが、自身の書いた原稿を何度も推敲する作業の重要性を体感させることは有意

義なのではないかと考える。 

  



E クラス 担当：村上まどか 
 

I  授業の進行 

4 月 12 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 19 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 26 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て、研究ノートの取り方を指導した。 

・動画『ことばの不思議』「第 1 回・なぜ人間は話せるの？」（アメリカ制作、1996 年

ＮＨＫ教育）を視聴して、質疑応答を行なった。 

5 月 10 日 文献講読・資料の分析 

 ・『月間言語』2006 年 3 月号特集「若者ことば大研究」から定義的な巻頭論文を、次  

 の文献の準備段階として読ませた。 

 ・『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 17 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。 

 ・MA のセクション４～６の、段落や章立てについて解説した。 

5 月 24 日 文献講読 

 ・『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、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。 

５月 31 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７日 文献講読、及びテーマの探し方 

・『〈不思議〉に満ちたことばの世界』（開拓社、2017 年）より、易しそうな題材を選

んで読み、講義した。 

6 月 14 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 21 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 28 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５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 12 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 19 日 英文リーディング、及び書式・注のつけ方 

 ・リーディングを続行した。 

 ・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 26 日 まとめ 

 ・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。 

・レポートの返却と講評を行ない、レポート執筆の要点を総括した。 

 



Ⅱ  所感・反省点 

 ・これで私は連続３回「プレセミナー」を担当した。今年は時間配分があまりうまく

いかず（学生のやる気が低調で、長々時間がかかってしまった項目が多かった）、デ

ィスカッションやプレゼンは取り入れられなかった。 

 ・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。 

 ・英文リーディングは一昨年、昨年と同じ文献を用いたが、今年の学生たちは予習が

不十分なうえに理解度が最低であった。次回はリーディングの選びなおしをしようと

思う。 

 ・昨年から栩木（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ている。これは引き

続き行いたい。 

 ・manaba の授業評価では、自分自身の成長を実感したと回答した学生が多く、コメ

ントでもそう記した学生が散見された。やはり課題をこなしていく実習を多く設けて

いる点が、学生にそう思わせるのだと思う。 

・今年の最終回は、個人別 5 分の期末レポート口頭試問にするのはやめにして、クラ

ス全体に講評をした。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

いと思っていたが、やってみるとそうでもなく一般的な諸注意は行なえた。ただ、こ

のようにすると最終回は、すでに出席率を満たした 2 割もの学生が欠席してしまっ

て、レポートを返せなくなってしまうのが難点である。 

・平常点 10 点分は事実上、欠席をマイナス２点とした。欠席によるマイナス点を設けた

ので、欠席のため提出物が欠けた学生には、最終回に提出させることによって得点化を行

なった。このような甘い措置は賛否両論を招くかもしれないが、これをしないと単位修得

できない学生が多くなってしまう。 

 

 

 


