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総括 
 
 基本的なスケジュール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、学期前半部

分の「図書館ガイダンス」から、「図書館の利用実践」、そして「自校教育」への流れを一本化した

ことが挙げられる。「自校教育」を教員による講義から学生によるグループワーク・発表へと転換

し、その目的から逆算するかたちで図書館ガイダンス、図書館の利用実践を位置づけた。これによ

って、「自校教育」の回が学生による発表となるのみならず、それに向けた準備の段階から学生自

身の取り組み・協力を促す、アクティヴラーニングの手法が導入されたのではと考える。また、こ

れまでその位置づけが安定しなかった「図書館利用の実践」についても、自校について調査する、

という明確な目標が与えられ、学生としても取り組みやすかったのではなかろうか。 

 一方で、入学して間もない時期に学生にグループを組ませ、教室外での打ち合わせや分担作業を

行わせる、という手法については、よい側面と悪い側面の双方が浮かび上がった。よい側面として

は、半ば強制的にではあれ、早い時期に学生間の交流を促すこととなったため、学生の緊張感を解

きほぐす効果が得られたこと、また入学間もない時期に学生自身の自発的学習を促す手法のおかげ

で、大学では高校までとは違った学習姿勢が要求されるという意識を植え付けられた点などが挙げ

られよう。他方、反省すべき点としては、授業日程的にかなりタイトな準備を要求することとな

り、学生間のコミュニケーション不足、目的意識の不徹底、さらに PC 操作のノウハウ不足といっ

たレベルで、かなり駆け足になった面は否めない。この点については、学期後半に集中させている

「論理的な文章の読み方と書き方」を学期前半にも配置し、「自校教育」への準備作業と「論理的

な文章の読み方と書き方」を並行して進める、などの対策が考えられるが、合同授業の日程などと

の兼ね合いもあるため、対応については慎重に考える必要がある。 

 あわせて今年度の変更点として、授業時間外の「図書館リアルツアー」を必修化した点が挙げら

れる。これは過去数年にわたって出されていた懸案事項である、実際に図書館に足を運び、書籍を

手に取る作業の重要性を鑑みた結果である。学生個人ごとに時間割は異なるため必修化には心配の

声もあったが、今年度の結果としてはそれほど混乱もなく、有意義なものだったと考える。 

 「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

目に竹内一郎（2013）『やっぱり見た目が 9 割』、二回目に鷲田清一（2012）『語りきれないこと 

危機と傷みの哲学』からの抜粋を用いた。 

 最後に、教室配置上の制限もあるが、今年度は入学者数が多かったこともあり、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 28 年度 実践入門セミナー日程・成績評価基準 

A：植野 B：島 C：志渡岡（大関） D：猪熊 E：深瀬 
 

平成 28 年度日程 左端の数字（1~15）は授業回数 
【オリテン期間】 

1 4/5（火） 10:45-12:15 履修登録説明［合同：601］ 

2  14:45-16:15 履修登録説明［合同：601］ 

【通常授業期間】 

3 4/14 授業オリエンテーション［各教室］ ............. 授業概要説明・各種委員決定・グループ分け 

4 4/21 自己表現＋履修登録票配布・確認［各教室］ ................................ 自己紹介・履修登録確認 

5 4/28 図書館ガイダンス［合同：教室未定］.................................................. 図書館員による説明 

 5/5 休校【こどもの日】 

6 5/12 図書館利用の実践［各教室］ .................................................................................................  

7 5/19 自校教育［各教室］................................................................................................................  

8 5/26 論理的な文章の読み方と書き方①［各教室］ ............. Manual for Assignment・課題１配布 

9 6/2 論理的な文章の読み方と書き方②［各教室］ ........................................................................  

10 6/9 論理的な文章の読み方と書き方③［各教室］ ............................ 課題２配布（課題１締切） 

11 6/16 論理的な文章の読み方と書き方④［各教室］ ........................................... 課題１返却・講評 

12 6/23 論理的な文章の読み方と書き方⑤［各教室］ .............................................. （課題２締切） 

13 6/30 論理的な文章の読み方と書き方⑥［各教室］ ........................................... 課題２返却・講評 

14 7/7 キャリアオリエンテーション［文学部合同：教室未定］ ......................................................  

15 7/14 SPI フォローアップ講座［文学部合同：教室未定］ .............................................................  

*4/28～5/12 に開催される、英文学科向けの図書館リアルツアーに必ず参加すること 

*課題１・２の提出は 3F アカデミックステーションのポスト 

成績評価  
 
 ・平常点：50% ＊自己紹介・図書館ガイダンス・自校教育・授業参加度などを総合的に評価 
 ・課題 1：20%  
 ・課題 2：30%  

  ☆遅刻・欠席をせず、毎回欠かさず出席すること。 
   遅刻 3 回で欠席 1 回とみなす。遅刻限度は授業開始後 30 分。それ以降は欠席扱い。 
   その他、授業参加にあたっての注意点は、担当教員の指示に従うこと。 
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平成 28 年度 実践入門セミナー 自校教育までの流れ 

平成 28 年 4 月 14 日配布 
主旨： 
自分が入学した大学・学科について、他の学生と協働しながら調査し、その成果をクラスで発表す

る作業を通じて、これからの 4 年間の学生生活の送り方や目標についての意識を高める。 
 
ターゲット： 
図書館での文献調査 
グループワークを通じた協働 
調査・発表に際しての計画的・自立的な学習 
聴衆にわかりやすいプレゼンテーション 
自校の歴史や位置づけについての理解と関心 
 
手順： 
第 3 回【イントロ】 ......................... 概要の理解・グループ分け・各グループのトピック決定 

第 4 回【自己表現】 ......................... 自己紹介を通じて、他の学生を知る 

第 5 回【図書館ガイダンス】 ......... 図書館についての基本的な情報を得る 

 課外作業【図書館ツアー】 ......... 実際に図書館に行き、資料の配架位置や検索方法について学ぶ 

第 6 回【図書館の利用実践】 ......... 自校教育に向けての発表準備：各教室・各グループで発表準備

のための打ち合わせを行なう。グループ内で役割を分担し、必

要に応じて個別に図書館へ文献調査・情報収集に向かう。 

第 7 回【自校教育】 ......................... 各グループ 10 分を目安に、調査結果についてプレゼン 
 
☆授業時間外においても、適宜グループ内で相談・連絡を重ねながら準備を進めること☆ 
 
 

自校教育：グループプレゼン トピック候補 

 1.  学祖下田歌子について 
 2.  実践女子学園の歴史について 
 3.  渋谷キャンパスで学ぶことについて 
 4.  実践女子大学卒業生のキャリアについて 
 5.  英文学科で学ぶ意義について 
 6.  女子大学で学ぶ意義について 
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入門セミナー A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 図書館ガイダンス（合同授業） 

第 6回 図書館利用の実践 

 自校教育について各グループが扱うトピックについて図書館で調査を行った。 

第 7回 自校教育 

 各グループが用意してきたスライドと原稿を用いて自校教育について発表を

行った。 

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

点が守られていないレポートが予想以上にあったことは残念である。レポー

トの内容については、力を入れて書いていることが文面からうかがうことが

できるものが相当数あった。 

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） 

 

感想 

当初予定されていた教室から倍以上の大きさの教室に変更になり少しやりに

くさもあった。途中から出席状況が悪くなった印象を受けるとともに、課題に取

り組む姿勢に期待したほどの積極さが見られなかったことは残念である。 

 「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。 

「自校教育」については、トピックを事前に用意しておいたことでイメージが

捕らえやすかったようである。さらにグループごとに発表の作業をすることで、

コミュニケーションを図ることができよかったとのコメントが複数寄せられた。 

課題①竹内一郎『やっぱり見た目が９割』と課題②鷲田清一『語りきれないこ

と』は、例年に比べて難易度はそれほど変わらない文章であると思えるのだが、

書きにくいと感じる学生が複数いた。 

読書体験が十分ではないことを自覚する学生が一定程度いるとともに、1200

字あるいは 1600字のレポートを書くことに困難を覚える学生がいた。それでも

指定された字数のレポートを書き上げたことによって達成感を味わうことがで

き、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。 

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のでは

ないかと思う。 

   

 

 

 

 



平成 28年度「実践入門セミナー」 報告 

Bクラス担任 島高行 

 

 

概要 

第 1回 オリエンテーション１(履修登録説明等) 

 

第 2回 オリエンテーション２ 

 

第 3回 授業オリエンテーション 

 ・クラス委員の選出 

・ ITP 結果返却 

・授業イントロ 

  授業の日程説明 

学科のカリキュラムの中での授業の位置づけの説明 (高校生から大学生へ、生徒から

学生への移行) 

 ・自校学習のプレゼンテーションのためにグループ分け(名簿順) 

 ・次回の「自己表現」について指示 

    

第 4回 自己表現 

 

・ 履修登録表配布 確認 

・自己表現（発表 計 60分程度） 

トピック、まとまり、構成、 話し方で評価 

・自校教育 プレゼングループ確認 

  図書館ガイダンスに参加し、資料を集めること、役割分担をすることを指示 

 

第 5回  

・図書館ガイダンス（合同授業） 

 

第 6回  

   ・図書館 実践 

    グループごとに相談し、役割分担を決めた後、図書館などで調査、最後に教員に

報告。自校教育発表の準備。グループごとに、役割分担を決め、資料収集の作業

に当たる。最後に、発表のテーマについて教員に報告し、助言を受ける。 

 



第 7回 自校教育 

 

自校教育の発表。計 6グループが 10分発表する。最後に講評、注意点を指摘する。 

  顔を上げて話すこと、構成を整えること、発表全体の流れを考えることを指摘する。 

  最後に学生自身が、自分たち以外の発表について、1総合的に評価できるもの ２．役

に立ったもの、印象に残ったもの３点で評価し、結果を提出する。 

 

第 8回 論理的な文章の読み方と書き方① 

  ・自校教育発表のまとめ 

   あらためて実践女子大学の英文学科で学ぶことの意義を考える 

   顔を上げて話すこと、聞き手のことを意識すること、話のテーマをしぼること、提

示、展開、まとめの構成が重要であることなどを説明する。 

   大切なことは、これからの授業で今回の経験を生かし、さらに良い発表ができるよ

うにすることを確認。 

 

・レポート課題について 

   課題文の配布 

  ・The Manual for Assignmentの解説 

 active reading：  読むことは受け身の作業ではないことの説明 

   （まず一章ずつ読み、大事なところに下線、キーワードを丸で囲む、疑問はクエッ

ションマークを入れる。そのあと学生相互が結果を見せあい、話し合う。最後に自

分のテーマを書かせ、教員が確認する。） 

 

 

第 9回 論理的な文章の読み方と書き方② 

  ・The Manual for Assignmentの復習 

    

 ・前回学んだ active readingの方法を、課題文 1で実践してみる 

グループごとにそれぞれ自分が大事だと思うところ、疑問点などを書きながら読み、

意見を交換、発表する 

 

第 10回 論理的な文章の読み方と書き方③ 

 ・配布プリントにより序論、本論、結論の構成についての基本を学ぶ。 

・課題文２を配布。実際に読んで、下線を引いたり、キーワードを書いたりする作業を

行い、感想、疑問点を話し合う。 

 



第 11回 論理的な文章の読み方と書き方④ 

  ・課題１レポートの返却 個別に注意点を述べる 

  その後、全体への注意をまとめたプリントを配布し、解説する。 

 

第 12回 論理的な文章の読み方と書き方⑤ 

 

  ・これまでのまとめとして、カリキュラムのなかでの「実践入門セミナー」の位置づ

けを確認する。 

  ・卒業論文のサンプルを見せ、将来的にこれくらいの長さの論文を書くことが求めら

れていることを説明する。 

  ・リアクションペイパーを配布し、これまでの作文教育(小論文対策など)について、卒

業論文を見て気づいたこと、疑問点などを書かせる。その後、グループで意見を交

換し、いくつか代表的意見、質問を発表する。 

 

第 13回 論理的な文章の読み方と書き方⑥ 

   前回リアクションペイパーの質問への解答 

   第 2課題文レポート返却し、個別に指導。 

 

第 14回 キャリアオリエンテーション 

 

第 15回 SPIフォローアップ講座 

 

総括 

・今年度は、「自校教育」が全体授業でなく、学科ごとにクラス単位で行われることになっ

た。いくつかの課題を提示し、グループごとに分かれて発表する形式で行った。入学間も

ないこともあり、多少不安もあったが、学生たちは意欲的に調査し、発表していた。実践

女子大学で学ぶことをあらためて意識すること、考えるためにもとても重要なステップで

はなかったかと思う。 

 自校教育が、単に自校の歴史を知るだけでなく、自分自身がなにをこの場所で学ぼうと

しているのか、何が学べるのかを考えることは、非常に大切であろう。 

 今後は、口頭での発表だけでなく、それをもとにレポートにまとめることを課題にして

もよいかもしれない。 

 

・学生の反応を見ると、やはりレポートの書き方を学べた点が評価されているようだ。こ

の点は、後期の「英文入門セミナー」との連携をさらに深めていくことで、学生の要望に

応えたい。 



 

・剽窃の重大さについては、口頭でのべたが、実例など上げて、さらに強調すべきであっ

た。 

 

・キャリアオリエンテーションと SPI 対策講座については、ほとんどの学生が真剣に受講

しているようであった。教室での授業とさらに関連付けていくためにどのようなことがで

きるかは、今後の課題である。 

 



C クラス（大関啓子） 

 

I. 各週の概要 

  第 1回（4月 5日）10:45-12:15履修登録説明（合同） （履修指導） 

 第 2回（4月 5日）14:45-16:15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 14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) 時間割確認 

(5) 各種委員の決定 

 第 4回（4月 21日）大学での学習の基本について 

(1) 履修登録票確認・ITPテスト成績配布 

(2) 自己紹介 

(3) 講義の受け方、ノートの取り方等 

 第 5回（4月 28日）図書館ガイダンス(英文学科合同授業) 

            合同授業として、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。 

（この週まで志渡岡理恵准教授が担当） 

 第 6回（5月 12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、 

、  次回グループ発表の準備をさせた。 

      （この週より大関が交替して担当） 

 第 7回（5月 19日）自校教育（グループ発表） 

      あらかじめ与えてある複数のテーマの中から、1つを選び、5名を 

1グループとして、10分程度の発表をさせた。 

第 8回（5月 26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 2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 9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。 

                           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。Progテストの成績と解説書を返還。 

第 11回（6月 16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。 

      モデル例数例を本人に読ませ、それぞれの立場からの反論を例に取り、講評。 

第 12回（6月 23日）論理的な文章の読み方と書き方⑤ 

      「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。             

第 13回（6月 30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。 

      学期末試験についての注意を伝え、欠席多い学生に注意を与えた。 

第 14回（7月 7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 14日）SPI講習 

403教室にて文学部合同授業。 

科目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。第 5 回まで科

目担当でクラス担任の志渡岡准教授が急病となり、途中交替したため、学生の動揺を心配

したが、特にその様子は見られなかった。今年度の C クラスは、討論や発表をさせると、

和気あいあいと準備し、それぞれ個性を発揮する者が目立った。 

 第７週目の『自校教育』は昨年度と変わって、統一クラスとしてではなく、各クラス毎に、

行った。5人１グループに分け、あらかじめ与えておいた複数のテーマの中から、学生に発

表させるという方法。自ら発表するため、聞いているだけの方式より熱心であったが、実

践と下田歌子あるいは女子高等教育については、インターネット検索だけで予備知識が全

くなかったせいか、浅い内容または誤った内容のものが目立ったのは残念であった。昨年

の合同授業のような、各担任教員による実践についての話もなく、確かに教員は楽である

が、教員側の自校教育の必要性も感じる。 

  第 6 回目の図書館ガイダンスの実践については、次週の自校教育の準備を兼ねていたた

め、少々中途半端な感がある。 

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るため、

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（猪熊作巳） 

 

１．各回の授業内容 

第 1回（4/5）   ..................................................... 履修登録指導①［英文学科合同授業］ 

第 2回（4/5）   ..................................................... 履修登録指導②［英文学科合同授業］ 

 

第 3回（4/14） .................................................... 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。 

・自校教育の流れ説明。グループ分け。 

 

第 4回（4/21） .................................................... 自己表現・履修登録確認表配布。 

・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（4/28） .................................................... 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 6回（5/12） .................................................... 図書館利用の実践・自校教育発表への準備 

・自校教育の発表準備を念頭に、まず教室にて各グループごとにテーマや内容、調査すべき項目

の洗い出し、役割分担などについて話し合いを持たせたうえで、必要に応じて適宜図書館やキ

ャリアセンターなどに調査に向かわせた。 

 

第 7回（5/19） .................................................... 自校教育（グループ発表） 

・計 6グループ（1グループあたり 4～5名）、各グループ 10分を目安に、発表。 

・トピックはバランスよく散らばり、実践女子大学の歴史、学祖の考え、女子大学間の比較、卒

業生のキャリアなど、様々な視点が提供された。 

 

第 8回（5/26） .................................................... 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。まずは文章をじっくりと読む作業の重要性を確認。 

 

第 9回（6/2）   ..................................................... 論理的な文章の読み方と書き方② 

・引き続き課題文１を用いながら、文章を分析的・批判的に読む作業を、個人リーディング・グ

ループ議論・クラス発表と段階を追いながら進めた。 

 

第 10回（6/9） .................................................... 論理的な文章の読み方と書き方③ 

・課題文２配布。 
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・批判的な「読み」をいかにして自身の「書き」へと展開していくかについて、キーワードをい

くつか掲げながら、個人ごと、グループごとで考えさせた。その延長として、課題文１と課題

文２を対比する、という視点についても紹介した。 

★課題１は 6/9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（6/16） .................................................. 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。 

・引き続き課題文２を用いて、自身のレポート作成に向けて構成を考えた。アウトラインの作成

をテーマに据え、授業最後にアウトライン案を提出させた。 

 

第 12回（6/23） .................................................. 論理的な文章の読み方と書き方⑤ 

・学術的文章を書くための技術・心構えについて、簡単に説明。引用の作法や日本語文体など。 

★課題 2は 6/23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（6/30） .................................................. 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。 

・授業内容に関するアンケート。 

 

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

 

第 15回（7/14） .................................................. 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。 

・図書館利用の実践は、これに続く自校教育への準備という位置づけとしたため、学生の目的意

識ははっきりさせることができたのではないか。今年度は「図書館リアルツアー」を必須化

（参加状況：29名中 22名が参加）したことにより、実際に図書館に足を運ばせる、というポ

イントも押さえることができた。 

・「自校教育」は、大きく主旨・手法を変えてグループ発表とした。入学間もない時期で学生間

のコミュニケーション不足、PCを用いる上でのノウハウの不足などの問題は確かにあるが、

学生の取り組み姿勢と発表内容を見ていると、1年前期に行う意義はあると思う。 

・「論理的な文章の読み方と書き方」については、ターゲット文章の内容や切り口、論点にまで

授業内でかなり立ち入って説明・議論した。このためそれぞれのレポートの質は例年よりも高

く感じたが、その一方、授業で紹介した論点に終始するものが増え、個性的な視点は少なくな

ってしまった。ものを書かせる作業が常に抱えるジレンマではあるが、「読み方」を深く説明

して質の高い、しかし均質的なレポートを目指すアプローチと、あえて自由に読ませ、学生個
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人の個性を重視するアプローチのバランスのとり方について考えさせられた。 

・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。 

・課題レポートでは、Dクラスではかなり細かく（文字サイズや文字数・行数まで）ページ設定

を指定した。結果として、授業内でおこなった段落構成の説明とあわせ、レポートとしての基

本的なルールを守ったものが多かったのは評価できる。一方で、「高校までほとんど PCに触

れたことがなく、いきなり PCを使えと言われても困る」といった意見もあった。 

・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、D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。 

・課題レポートを提出できない学生が多く出たのは残念な驚きであった。かといって締切後に相

談にくるわけでもなく、また単位取得をあきらめるわけでもなく、翌週から平然と授業に出席

する学生が複数いた。当然の結果として D評価を多くつけざるをえなかったのだが、単位取得

と出席の関係性（の薄さ）について、しっかりと意識づけする必要を強く感じた。 

 

 



2016 年実践入門報告書 E クラス（深瀬有希子） 

 

1. 各回の授業内容 

第 1 回（4/5）   ..................................................... 履修登録指導①［英文学科合同授業］ 

第 2 回（4/7）   ..................................................... 履修登録指導②［英文学科合同授業］ 

 

第 3 回（4/14） .................................................... 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。自己紹介では「具体例」と「理由」の両

方を含めるよう指示した。 

 

第 4 回（4/21）休講 ............................................ 自己表現・履修登録確認表配布。 

・前もって 400 字程度の原稿を準備させ、一人当たり 1 分の持ち時間で自己紹介を行う予定であ

ったが、休講。（⇒補講・同内容は 7 月 15 日に行った） 

・学生は用意していた原稿を manaba で提出。 

 

第 5 回（4/28） .................................................... 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用いた。 

 

第 6 回（5/12） .................................................... 図書館利用の実践 

・グループプレゼンテーションの課題に関する資料を、グループごとに主に図書館で 

で調べた（課題の内容によっては学内の他資料室も利用したグループもあった）。 

 

第 7 回（5/19） .................................................... 自校教育［各教室］ 

・課題をグループごとにプレゼンテーション。 

・各グループの持ち時間は約 15 分。 

・聴衆側の学生が発表の内容や発表のデリバリー（パフォーマンス）について気付いた点をピア・

クリティークして提出。 

 

第 8 回（5/26） .................................................... 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を確認した。 

・課題文１配布。 

 

第 9 回（6/2）   ..................................................... 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、主旨について説明した。 

 

第 10 回（6/9） .................................................... 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て、段落構成の重要性や意見と事実との違いほか、学術論文にふ

さわしい表現を演習した。 
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 ★課題１は 6/9 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（6/16） .................................................. 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のレポートで共通して見られた表現上の誤りのほか、高評価のレポートを紹介した。 

・それを踏まえて、学生は自身のレポートを再読し、不適切な表現や論理的ではない箇所を見つ

けて修正した。 

・この日は PC 演習室を利用。学生は課題１レポートのデータファイルを持参して、それをパソコ

ンで修正するという作業を行った。 

 

第 12 回（6/23） .................................................. 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。 

 ★課題 2 は 6/23 午後 1 時までに 3F アカデミックステーションに提出 

・副教材を用いて、論理のフレイムワークおよびクリティカル・シンキングについて説明した。

大庭コティさちこ著『考える・まとめる・表現する―アメリカ式「主張の技術」』（NTT出版、

2009年） 

 

第 13 回（6/30） .................................................. 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。 

・課題２のレポートで共通してみられた表現上の誤りのほか、高評価のレポートを紹介した。 

・それを踏まえて、学生は自身のレポートを再読し、不適切な表現や論理的ではない箇所を見つ

けて修正した。 

・この日もまた PC 演習室を利用。学生は課題２レポートのデータファイルを持参して、それをパ

ソコンで修正するという作業を行った。 

・前週の授業で副教材を用いて説明した論理のフレイムワークに、自身の論が適応しているかど

うかを再考した。 

・授業内容に関するアンケート。 

 

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

 

第 15 回（7/14） .................................................. SPI フォローアップ講座［文学部合同授業］ 

 

第 4 回目（4/21）授業の補講（7/14） 

・前もって 400 字程度の原稿を準備させ、一人当たり 1 分の持ち時間で自己紹介を行った。 

・学生は、4 月 21 日に用意した原稿をそのまま使用するのではなく、これまで学んだことをもと

に、適宜、表現を修正していた。 

・プレゼンテーテョンのデリバリーにより意識して取り組んでいる学生も多かった。 

 

 

 

  



2016 年実践入門報告書 E クラス（深瀬有希子） 
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 3. 総括 

・全体的に欠席遅刻も少なく、真摯に授業に参加していた。 

・自己紹介については、事前にテーマとフォーマットを決めておいたため、大きく制限時間を超

える発表や逆に短すぎる発表はなかった。緊張を感じながらもアイ・コンタクトや声の大きさ、

話す速度など、デリバリーに注意を払う努力も見受けられた。内容については、各自の「好き

なこと」が卒業論文のテーマともなりうることを指摘した。 

・図書館利用の実践については、図書館ツアーや実際に図書館に行って本に触れるという作業を

スケジュールのなかに含めることができたのは意味のあることだった。 

・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う点で有効であったと思う。授業外での意見交換

の場として、manaba を用いて専用のコースを設定したが、使用した学生は 29 名中 10 人未満で、

学生同士でのやりとりには LINE を使っていたとのことだった。 

・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、また、学術論文にふさわしい表現が用いられていないものが多かった。しかしながら、

多くの学生が二回目の課題ではそれらの表見上の技法が改善することができた。 

・ワープロ操作に慣れるという意味も含め、計 2 回にわたり PC 演習室にてマイクロソフト WORD

を使い、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の指定の

方法を指導した。また、パソコンを用いて効果的に文章を修正する方法も指導した。 

・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。 

・授業内容に関するアンケートでは、おおむね好評価であった。アンケートのなかに本科目の「専

門性」を尋ねる項目があり、その項目が 4 点弱と最も点数が低かった。しかし思うに、そもそ

も新入生のための「入門」という位置付けにある本科目に対して、「専門性」を尋ねるアンケ

ート項目を設定すること自体が不適当なので、大学全体として各科目に対する項目の設定の仕

方を見直す必要があるのではないか。 

 


	平成28年度前期　入門総括
	Aクラス【植野】公開用
	Bクラス【島】公開用
	Cクラス【大関】公開用
	Dクラス【猪熊】公開用
	Eクラス【深瀬】公開用

