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はじめに 

 

初年次生を対象とした本科目「英文入門セミナー」（後期）は、2013年度より始まり、このほど 5年目を迎

えた。前年度（2016年度）「報告書」にてすでに言及されているように、科目としての大枠は確立されたとい

ってよいだろう。以下では、本科目の目的・到達目標に沿いながら、2018年度より始動される新カリキュラム

を支える礎としての本科目の意義を確認したい。 

 

本科目の目的、到達目標 

専門科目への導入として、英文学科の三分野に関する基本的な知識を学ぶ。それにより、履修者各自が今後

の学びの目標を立て、自己成長する力を培うことを目的とする。あわせて、専門科目の授業において必要とな

る、英語語運用力、異文化理解力、論理的思考力、情報収集・分析力、情報発信力の向上を目標とする。 

 

論理的思考力、情報収集・分析力、情報発信力 

本科目が、近年ますます重視されるアクティブ・ラーニングなる学習形態を、教員数や教室設備などの物理

的制限があるなかで、十二分に意識して成り立っている点は強調してよいだろう。とはいえそれは、大教室で

の講義による知の教授と習得を否定するものではない。よって本科目は、大人数の講義形式と少人数のセミナ

ー形式がそれぞれに持つ利点を、互いに絡み合わせるようにして取り入れている。履修生は、講義にて得た大

量かつ知的に複雑な情報を、己の知的関心に沿うように自ら整理しかつ分析したうえで、プレゼンテーション

やレポートにて纏めあげなくてはいけない―この学習の流れが、本科目には貫かれている。 

 

異文化理解力、英語運用力、自己成長力 

上記のような二種類の授業形式によって支えられ、履修者は初めて本格的に学術の世界（英語学、イギリス

文学・文化、アメリカ文学・文化）に足を踏み入れていく。入門とはいえ、そこで語られる文学、言語、政治、

歴史、美の概念などを完全に理解するのは困難であり、履修者の苦悩はアンケートやレスポンスシートのなか

で正直に訴えられている。特に、英語リーディング教材の「消化不良」を訴える学生が目立ったクラスもあっ

たようである。教員としてはそうした反応は―それは、実は「好転反応」であったと事後的
．．．

に学生に認識され

ることを期待しているのだが―想定内のこととはいえ、教材の質量を絶えず検討し続けるという柔軟性を、本

科目は十分に備えている。 

しかしながら、かような「消化不良」は、15週が過ぎたときには解決されてもいる、という事実を指摘して

おく必要もあるだろう。つまり、3回分の全体講義、プレゼンテーション、さらにそれらを踏まえて作成され

た学生のレポートに対して、各教員が行った添削指導や面接―それは「苦い解毒剤」とも言えるだろうが―に

よって学生の「消化不良」は解消され、そこには「もがき」を乗り越えて自己成長を遂げたさわやかな自信を

見て取ることができるからである。 
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平成 29（2017）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：稲垣  B：猪熊  C：佐々木  D：島  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. 9/21 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・リーディングマテリアル 配布 

 2. 9/28 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 

 3. 10/5 【イギリス文学・文化 演習１】British Culture 抜粋 

 4. 10/12 【イギリス文学・文化 演習２】Through the Looking Glass 抜粋 

 5. 10/19 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 

 6. 10/26 【英語学 演習１】“How do we acquire language?” 

 7. 11/2 【英語学 演習２】“How do we acquire language?” （続き） 

 8. 11/9 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 

 9. 11/16 【アメリカ文学・文化 演習１】“Native American Influence on Modern U.S. Culture” 

 10. 11/23 【アメリカ文学・文化 演習２】“My Two Lives” 

  

 11. 11/30 プレゼンテーション１  【中間レポート提出締切】 

 12. 12/7 プレゼンテーション２   

 13. 12/14 プレゼンテーション３   

 14. 1/18 プレゼンテーション４   

 

 15. 1/25 TOEFL ITP テスト （教室は後日掲示）  【期末レポート提出締切】  

   

 

 

  

 

 

 

2017AW 英文入門セミナー 

【H29.9.21 配布】 



4 

 

４． 成績評価など  

 4.1. ３分野リーディング素材 

 ・イギリス文学・文化領域： 

1. Excerpt from British Culture 

2. Excerpt from Through the Looking Glass 

 ・英語学領域： 

  1. “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” 

 

 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 25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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A クラス（稲垣伸一） 

 

I  授業各回の内容 

第 1 回（9 月 21 日）イントロダクション 

授業スケジュールや評価方法等の説明 

資料として、共通シラバス、リーディングマテリアル、プレゼンテーショントピック候補を配付 

第 2 回（9 月 28 日）英文学科の 3 分野：イギリス文学・文化（合同講義） 

島教授による講義"Stories of Love and Money in Shakespeare’s Plays" 

第 3 回（10 月 5 日）イギリス文学・文化 演習１ 

British Culture からの抜粋を読む。 

第 4 回（10 月 12 日）イギリス文学・文化 演習２ 

Through the Looking Glass からの抜粋を読む。 

授業の最後で今後の課題について確認し、グループ毎に第 11 回以降に行うプレゼンテーションの

テーマについて話し合う。 

第 5 回（10 月 19 日）英文学科の 3 分野：英語学（合同講義） 

猪熊准教授による講義「英語学・言語学ならびにその関連領域」 

第 6 回（10 月 26 日）英語学 演習１ 

"How do we acquire language?"の前半を読む。 

授業の最後で今後の課題について確認し、グループ毎にプレゼンテーションのテーマについて話し合う。 

第 7 回（11 月 2 日）英語学 演習２ 

"How do we acquire language?"の後半を読む。 

グループ毎にプレゼンテーションのテーマについて話し合う。 

第 8 回（11 月 9 日）英文学科の 3 分野：アメリカ文学・文化（合同講義） 

3 名の教員による以下の講義 

稲垣「19 世紀アメリカ奴隷制と文学」 

佐々木教授「文学・文化から考える、アメリカ社会の女性たち」 

深瀬准教授"So, what is this work really about?: Language, Meaning, and Interpretation" 

第 9 回（11 月 16 日）アメリカ文学・文化 演習１ 

"Native American Influence on Modern U.S. Culture"を読む。 

今後の日程と課題について説明 

第 10 回（11 月 23 日）アメリカ文学・文化 演習２ 

"My Two Lives"を読む。 

最後に次週から始まるプレゼンテーションの順番を決定。 

（課題 1 提出締切） 

第 11 回（11 月 30 日）プレゼンテーション１ 

前回決定した順番にしたがい 4 グループによるプレゼンテーション 

第 12 回（12 月 7 日）プレゼンテーション２ 

前回に続く 4 グループによるプレゼンテーション 
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（課題 2 提出締切） 

第 13 回（12 月 14 日）プレゼンテーション３ 

最後の 2 グループによるプレゼンテーション 

その後、簡単にプレゼンテーションの講評、期末レポートについて説明 

第 14 回（1 月 18 日）キャリア・オリエンテーション（学部合同） 

グループ・プレゼンテーションのコメントシートを返却、講評 

中間レポート返却、講評 

授業アンケート－manaba＋クラス独自のもの 

第 15 回（1 月 25 日）TOEFL ITP テスト（全クラス合同） 

次年度習熟度クラス分けのための TOEFL ITP テストを行う。 

 

II  総括 

個人差はあるものの、今年度担当した「英文入門セミナー」のクラスでは積極的に授業に臨んでい

る学生が多かった印象を持った。合同講義各回でのリアクション・ペーパーや 2 回のレポートも熱心

に書かれているものが多く、三分野の演習で読んだ英文テキストについても、難しい内容だったもの

も含めてよく予習している学生が多く見受けられた。 

特に学生の熱心さが感じられたのは、三分野（イギリス文学・文化、アメリカ文学・文化、英語学）

それぞれで提示された複数のテーマから一つを選んで行うグループ・プレゼンテーションだった。多

くのグループがよく準備して発表しており、あらかじめ指示していたように、紙媒体とパワーポイン

トの資料の両方を使い、それぞれの媒体の特長を活かして資料提示で二つを使い分ける工夫が見られ

た。 

教える側の工夫としては、一つひとつのグループのプレゼンテーションが終わるたびに、聞いてい

る学生にコメントシートに良い点と悪い点を書かせ、コメントシートの内容に対する評価を平常点に

加えた。聞く側はコメントを書くことが求められたため、他人のプレゼンテーションを真剣に聞くこ

とによって、どのようにしたら効果的なプレゼンテーションができるか考えることにつながったので

はないかと思う。また、プレゼンテーションに対するコメントシートは、書いた学生の名前を伏せた

形でコピーを各グループに 14 回目の授業で返却して、各グループが他者のコメントを読み自分のプ

レゼンテーションを振り返る機会とした。 

14 回目の授業でアンケートを行い、この授業の 3 つ内容（合同授業による三分野の講義、三分野

に関する英文の読解、グループ・プレゼンテーション）について、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聞いた。 

その結果は以下のようになった。 

この授業で関心を持ったこと、あるいはためになったこととして以下の項目を挙げた延べ人数 

・合同授業による講義 7 

・英文の読解  5 

・プレゼンテーション 14 

 

この授業で関心が持てなかったこととして以下の項目を挙げた延べ人数 
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・合同授業による講義 3 

・英文の読解  3 

・プレゼンテーション 0 

 

以上の結果から、この授業の三つの内容ではプレゼンテーションに対して圧倒的に多くの学生の反

応が肯定的で、自由筆記に欄にもそのようなコメントが目立った。他に自由筆記欄への回答で目立っ

たのは、前期の内容を補強する形でレポート返却時の講評で説明したレポートの書き方だった。 

自由筆記欄に見られたプレゼンテーションとレポートについての学生の反応は、クラス別に教室で

行う最終回（授業の 14 回目）の内容を踏まえたものと考えられる。ここでプレゼンテーションの方法

とレポートの書き方について、もう一度復習する機会を学生は肯定的に捉えたのではないかと思う。

このことから、授業で学生が実践した内容についてフィードバックすることの重要さを改めて感じた

のと同時に、大学の学びの準備という初年次教育としてこの授業の目的がある程度達成されたと考え

られる。 

最後に反省点として挙げておきたいのが、講義と読解のテキストとして使用した英文の難易度であ

る。これらの内容が難しすぎたという感想がアンケートの自由筆記欄にいくつかあった。また、実際

授業を行っていても三分野で読んだ英文の難易度や補足説明のしやすさにばらつきがあり、このあた

りが今後に向けての改善点と思われる。 

このように改善すべき点はまだあるものの、2013 年度カリキュラムとして始まって 5 年目となる

今年度「英文入門セミナー」を担当してみて、その内容はかなり洗練されてきた印象を受けた。冒頭、

履修した学生の姿勢に個人差があると書いたが、今後もさらに内容に改善を重ね、英文学科の専門教

育に対してより多くの学生の関心を喚起するよう工夫していくことが肝要であると感じた。 

 

以上 
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B 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 

 ・３領域のリーディング素材配布 

 ・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

【英文学・文化：合同授業】 

 ・英文学・文化に関する合同授業［講義担当：島］ 

第 3 回 .............................................................     英文学科の３分野①

【英文学・文化：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 5 回 .............................................................     英文学科の３分野②

【英語学：合同授業】 

 ・英語学に関する合同授業［講義担当：猪熊］ 

第 6 回 .............................................................     英文学科の３分野②

【英語学：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

【英語学：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

【米文学・文化：合同授業】 

 ・米文学・文化に関する合同授業［講義担当：稲垣・佐々木・深瀬］ 

第 9 回 .............................................................     英文学科の３分野③

【米文学・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

【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 
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第 11 回 ...........................................................     プレゼンテーション１ 

 ・第１グループ発表＋質疑［アメリカ：アメリカの奴隷制度］ 

 ・第２グループ発表＋質疑［英語学：ベビーサインと母語修得］ 

第 12 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：パブリックスクールとハリーポッター］ 

 ・第４グループ発表＋質疑［イギリス：パブリックスクールとハリーポッター］ 

第 13 回 ...........................................................     プレゼンテーション３ 

 ・第５グループ発表＋質疑［英語学：日英文法比較］ 

 ・第６グループ発表＋質疑［アメリカ：ネイティヴアメリカンについて］ 

第 14 回 ...........................................................     プレゼンテーション４ 

 ・第７グループ発表＋質疑［英語学：国際語としての英語］ 

 ・第８グループ発表＋質疑［イギリス：パブリックスクールとハリーポッター］ 

第 15 回 ...........................................................     TOEFL ITP テスト 
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２．総括など 

・全般 

 授業参加態度の側面で、ばらつきの大きなクラスであった。非常に積極的・自発的に参加する学生も

多い一方で、欠席や遅刻の目立つ学生も散見された。結果として、グループ発表の質に大きな差が出

た。 

・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。ただし今年度は、イギリス領域と英語学領域の講義を単独の教員が行い、アメリカ領域を 3 名の

教員が分担する、という形になったため、特にアメリカ領域に関する感想として「統一的な関心や目

標がわかりにくかった」、「情報量が多すぎ、混乱した」といったコメントも出た。教員の配置、お

よび取り扱う内容についての事前打ち合わせなどにおいて注意が必要かもしれない。 

・リーディング演習 

 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。

結果として、このリーディングの授業回の満足度が低いと答えた学生もおり、工夫の必要性を感じ

る。読みを出発点として発展的な作業につなげるには、各領域で取り扱う素材を１本に絞り、それを

2 週にわたって（1 週目は読解、2 週目はそこからの発展や調査など、といったように）扱うという

アプローチを採用してもいいのではないだろうか。 

・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、イギリス文学文化３つ、英語

学３つ、アメリカ文学文化２つとバランスよく分かれた。しかし、イギリスを扱った３つの発表は全

てハリーポッター関係となり、内容にもかなりの重複が見られた。他のトピック候補とのバランスを

見て、あまりにも“キャッチーな”ものに飛びつかないよう調整が必要だろう。 

  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や、グループ内での相談、調整が間に合

っていないものも散見された。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。 

・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
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が見て取れた。 

  なお、本クラスでは、PC 操作の訓練も兼ねて、レポートに使用する書式設定について、フォント

サイズや１行あたりの文字数、１ページあたりの行数なども細かく指定した。PC スキル上の問題、

あるいは注意力の問題で要件を満たせていないレポートもいくつか見られたが、全体的にはしっかり

と対応できており、今後のレポート作成にも生かされるのではなかろうか。  
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C クラス(佐々木真理) 

 

I 各週の概要 

9 月 21 日 イントロダクション 

・ スケジュール表の配布と説明 

・ 「英文入門セミナー」のテーマと目標についての説明 

・ 成績評価方法について説明 

・ プレゼンテーションのスケジュールとトピックについて説明を行った上で、グループ分け 

・ 効果的なプレゼンテーションの方法について講義 

 

9 月 28 日 英文学科の 3 分野①(合同授業) 

 ・イギリス文学・文化 

 

10 月 5 日 英文学科の 3 分野①(イギリス分野演習①) 

・ イギリス分野の長文“British Culture”について、ワークシートを用いて内容を把握させ、細

かい語句や文法事項の確認を行った演習を行った。また、合同授業の内容を踏まえつつ、イ

ギリス文化に関する説明を行った。 

 

10 月 12 日 英文学科の 3 分野①(イギリス分野演習②) 

・ 前週に引き続き、イギリス分野の長文 Through the Looking Glass の抜粋について、ワーク

シートを用いて内容を把握させ、細かい語句や文法事項の確認を行った。その上で、学習し

たイギリス文学・文化について、もしレポートを作成するとしたらどのようなトピックやテ

ーマが可能かを考えさせた。 

 

10 月 19 日 英文学科の 3 分野②(合同授業) 

 ・英語学 

 

10 月 26 日 英文学科の 3 分野②(英語学分野演習①) 

・ 英語学の“How do we acquire language?”について、ワークシートを用いて内容を把握する

演習を行った。 

 

11 月 2 日 英文学科の 3 分野②(英語学演習②) 

・ 英語学の“How do we acquire language?”について、ワークシートを用いて内容を把握する

演習を行った。 

 

11 月 9 日 英文学科の 3 分野③(合同授業) 

 ・アメリカ文学・文化 

 



13 

 

11 月 16 日 英文学科の 3 分野③(アメリカ分野演習①) 

・ アメリカ分野の“Native American Influences on Modern U.S. Culture”について、ワークシ

ートを用いて内容を把握する演習を行った。また、合同授業の内容を踏まえつつ、アメリカ

文化に関する説明を行った。 

 

11 月 23 日 英文学科の 3 分野③(アメリカ分野演習②) 

・ アメリカ分野の“My Two Lives”について、ワークシートを用いて内容を把握する演習を行

った。また、合同授業の内容を踏まえつつ、アメリカ文化に関する説明を行った。 

・ 次週から始まるプレゼンテーションについて、日程及び各グループのトピックについて確認

を行った。 

 

11 月 30 日、12 月 7 日、14 日、1 月 18 日 プレゼンテーション 

 ・1 回の授業で 3 グループが発表(1 グループ 2～3 人) 

 ・以下の要件を満たしているかどうかで評価 

  ①持ち時間(20 分) 

  ②発表方法(話し方、資料など) 

  ③内容(論の展開、考察) 

 ・発表後、質疑応答を行い、講評。 

・グループ毎に、感想・意見・質問を書かせて提出。  

・以下のトピックについての発表があった。 

イギリス 

・シェイクスピアが生きていた時代の社会における劇について 

・ハリー・ポッターとパブリック・スクールについて 

・イギリスの民族的背景とその問題について 

アメリカ 

・奴隷制度について 

・女性の活躍とアメリカ社会 

・アメリカ社会と映画 

英語学 

・国際語としての英語 

・人間言語と動物コミュニケーション 

 

1 月 25 日 ITP テスト 

 

 

II  全体の感想、反省点 

 授業アンケートの集計をみると、全体に満足度が高いことがわかった。具体的には、プレゼンテーショ

ンのスキルが向上した、レポートを書く力が前期よりも身についたとの意見があった。分野毎に英文の
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長文を読む演習については、内容が難しくついていくのが大変だったようだが、自分の考えを書く練習

になってよかったとの意見があった。プレゼンテーションについては、前期に引き続いてのグループワ

ークの取り組みとなったが、前期よりも協働作業をスムーズに行い、ハンドアウトやスライドを効果的

に用いるなど、方法を工夫することによって上手な発表を行うことができていた。内容も、同じトピック

を扱っていても、グループによって視点や考察が異なっていることで、クラス全員が興味を持って聞く

ことができたようである。1 回目のレポートについては、個別に返却し、注意すべき点を細かく伝えるこ

とができたので、今後の参考になったようだ。全体として、英文学科の 2 年生以降の専門科目への導入と

いう、本科目の目的は十分に達成できたと考えられる。 
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2017 年度 「英文入門セミナー」 報告 

D 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 イギリス文学・文化 

 

第 3 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。補足として演劇に関する映像資料も利用。 

 

第 4 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 5 回 

・合同講義 英語学 

 

第 6 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。補足として、言語習得に関する映像資料も利用。 

 

第 7 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 8 回 

 ・合同講義 アメリカ文学・文化 
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第 9 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。補足としてアメリカ音楽に関する映像資料も利

用。 

 

第 10 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 11 回 

・プレゼンテーション（１） 

グループによる発表。発表課題（分野と課題別番号、以下同じ） 

アメリカ４、イギリス４ 

 

第 12 回 

 ・プレゼンテーション（２） 

イギリス５ 

 

第 13 回 

 プレゼンテーション（３） 

 アメリカ５、アメリカ２ 

 

第 14 回 

 プレゼンテーション（４）  

イギリス６ アメリカ７ 

  

第 15 回 合同授業 

 ITP テスト 

 

 

２．総括 

 ・昨年度より、収容定員の大きな中規模の教室が割り当てられ、座席間の余裕があり、学生も落ち着い

て授業に参加できていたようである。またコンピュータが常備され、スクリーンも常備されており、ネッ

トにつなげて必要な情報を映像で取り出すことができたため、学生の発表においても、そうしたメディ

アを用い、効果を上げていた。一方で、原因不明の機器のトラブルにより発表ができなくなり、順番を急

きょ変更したこともあったので、不測の事態に備えて紙媒体での発表資料も準備しておくよう指導した。 

 発表自体は、それぞれのグループで話し合い、協力の成果が出ていた。合同講義と演習授業を受けて、
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自分たちなりに問題を発展させていこうとする姿勢が見られたのは、今後に期待を抱かせるものである。

前期の「実践入門セミナー」と合わせ、一年間基本的に同一クラスで行うこともそうした効果を生む原因

かもしれない。 

レポートについては、「実践入門セミナー」での基本を復習したが、文体、構成など、2 年生以降も折

に触れて、繰り返し指導する必要性を感じた。 

 

 

 

以上 
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平成 29（2017）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、卒論作成との関連を理解する 

 1. 9/21 イントロダクション―授業の進め方、評価方法の説明 

 2. 9/28 英文学科の３分野：イギリス文学・文化 【合同講義】 

     

 3. 10/5 【イギリス文学・文化 演習１】British Culture （抜粋） 

 4. 10/12 【イギリス文学・文化 演習２】Though the Looking Glass（抜粋） 

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（ハンプティ・ダンプティとアリス）

を扱った。本教材を用いた意義のひとつは、1871年、すなわち 19世紀後半に書かれた英語原典

に実際に触れ、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。19世紀の英語は読むのが容易いなどと言うつもりは決してないが、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

可能性を示した点においても意味があったといえる。また、もうひとつの題材（British Culture）

は、英語発音の多様性・階級性をわかりやすく説明した内容であり、現代の映画やアニメの想像

力の源になっているアリスの物語とともに、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導入として、また、学生自身が習得したいと

思う「英語」の姿について考察を促す好教材であった。授業は英語で行った。 

 5. 10/19 英文学科の３分野：英語学 【合同講義】  

 6. 10/26 【英語学 演習１】“How do we acquire language?” 

 7. 11/2 【英語学 演習２】“How do we acquire language?” 

「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、これまで学生たちが抱いていた「母国語は自然に身につくもの」という認識

を問い直す、入門的とはいえ十分に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を実

感し、いっそう英語力を高めていかなくてはいけないと、今後の学び方について自己反省する機会

と受け止めたようだった。授業を進めるにあたり、担当者が作成した英語ワークシート、また、内

容に関する英語ドキュメンタリー映像を使用した。このドキュメンタリー映像により、自身が取り

組んでいる内容が、英語を母国語とする文化圏においても重要な学術的かつ社会的テーマとして

現在においても研究され続けられている事実も確認できた。授業は英語で行った。 

 8. 11/9 英文学科の３分野：アメリカ文学・文化 【合同講義】   

 9. 11/16 【アメリカ文学・文化 演習１】 “Native American Influence on Modern U.S. Culture”  

10. 11/23 【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、名づけの恣意

性（政治性、暴力性）について、学生はより意識的になったようだ。演習１の教材は段落構成が非

常に明快であり、アカデミック・ライティングの模範となるような英文であり、このような文章を

今後も用いていくと効果的であろう。対して、演習２の教材は現代アメリカ女性作家による洗練さ
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れた修辞を含む自伝的エッセイであった。これら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って、批評論文と小説との双方を読み込んでいかなくて

はいけないという点を確認するうえでも意味のある経験であった。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. 11/30 プレゼンテーション１   

 12. 12/7 プレゼンテーション２   

 13. 12/14 プレゼンテーション３   

 14. 1/18   学術論文の書き方（特に、段落の構成、テーマの絞り方、学術論文にふさわしい表

現）を実践練習 

 （15. 1/25 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。（言語学については２グル

ープ、アメリカ文学・文化については３グループ、イギリス文学・文化については３グループが発表

した）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。授業中に扱った教材が提

起した問題点を追究する発表、英語による一次資料（原典からの英語引用）を効果的に用いた発表、

インターネットのみならず書籍を丁寧に利用した発表など、全体的に充実していた。場合によっては

複数のグループが同じテーマ（例えば「ハリー・ポッター」）を扱うことになった。しかしながら、

注意して聞けば、グループごとでアプローチや議論の組み立て方、またはデリバリーの技法が異なる

ことがわかり、その意味においては、学術的態度の多様性やオリジナリティとは何かという問題意識

を持つきっかけとなったといえよう。そしてその意義を、学生が自らの経験をもとに体得し理解した

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英語原語の引用を含める、③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。これらを特に重視した。中間レポート（日本語約 1200字）

では、前期実践入門セミナーで学習した学術論文の書き方の基礎を忘れてしまった者もおり、上記の

点すべてを満たすものは作成されなかった。しかし、学生たちがほぼ初めて触れたと思われる専門的

内容を扱う英語教材の基本的かつ重要な議論や、合同講義の内容も理解されていることは伝わって

きた。その後の期末レポート（日本語約 1600字）においても、①から③の点を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、各々が作成したプレゼンテーション原稿をもとに、上

記の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。 

 


