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平成 30 年度 実践入門セミナー日程 

 
平成 30年度日程 左端の数字（1~15）は授業回数 
【オリテン期間】 
1 4/6（金） 13:00-14:30 履修登録説明［合同：601］ 

2 4/9（月） 10:45-12:15 履修登録説明［合同：601］ 
【通常授業期間】 
3 4/12 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 4/19 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 4/26 図書館ガイダンス［合同：403］ .................................................... 図書館員による説明 

 5/3 休校 

6 5/10 図書館利用の実践［各教室］ .........................................................................................  

7 5/17 自校教育［各教室］ ......................................................................................................  

8 5/24 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 5/31 論理的な文章の読み方と書き方②［各教室］..................................................................  

10 6/7 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 6/14 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 6/21 論理的な文章の読み方と書き方⑤［各教室］.......................................... （課題２締切） 

13 6/28 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 7/5 キャリアオリエンテーション［文学部合同：403］ .........................................................  

15 7/12 PROG フォローアップ講座............................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



総括 
 
 

 「実践入門セミナー」は１年生が大学生活を送る上で必要不可欠な知識と技能を習得することを

目的としているが、平成 30 年度は昨年度の成果を踏まえ、全体のスケジュールについてはほぼ昨

年度のものを踏襲することで目的の達成を目指した。昨年度から取り入れた、自校教育と資料検索

の方法、そしてプレゼンテーションを組み合わせる方法は、本年度も引き続き取り入れたが、クラ

スメイトと協力して課題に取り組むことで、協働力の育成につながったようである。また、論理的

な文章の読み方・書き方については、例年通り 2回のレポート提出を課し、丁寧に添削指導するこ

とで、高い効果をあげることができた。大きな変更があったのは、最終週に行った PROGフォロー

アップ講座である。この講座は、昨年度は文学部合同による大教室での講義形式で行われたが、本

年度は学科別に行われた。英文学科では、大きく 1 年生を 2 つのクラスに分け外部講師による講義

を受講したが、グループディスカッションなどのアクティブ･ラーニングを取り入れた内容で、受

講生にも好評であった。 

 継続課題としては、昨年度の報告書で検討の余地ありと指摘されている、各クラスの授業内容の

部分的統一化（例えば、共通副教材の導入）や、各クラス間の交流（例えば、高評価レポートの比

較など）といった点であるが、こちらは 3年生の必修科目「プレセミナー」への接続も考慮に入れ

ながら、引き続き検討していく必要があるだろう。 

  

  



各クラス報告 
 
A クラス（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。自校教育についてのグループ分けを行う。次回行う自己紹介については、2分程度の長さにな

るように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 
 自己紹介は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。発表しない

グループの学生たちには発表に対してコメントを書くことを求めた。 
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 
 論理的な文章の実際として、『ちくま評論入門』から「段落相互の関係」および「具体と抽象」を

読み、解説した。森達也「真実はひとつじゃない」を読み、そこに掲載されている問について考えた。 
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、全体的な講評をした。その後、優れているレポートを配布

し、どういう点が優れているのかについて解説した。また、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、野矢茂樹『論理トレーニング 101題』（産業図書）から例題を提示し、そ

れぞれについて答合わせをした。 
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。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 

今年度の担当クラスは私語も少なく、全体的にはやりやすいクラスだった。それは雰囲気だけで

なく、自己紹介の発表や自校教育の発表の手堅さや、発表に対するコメントの的確さに現れていた。 



 「自己紹介」に関しては、高校と大学で行うことに違和感を持つ学生もいたようだが、順調に大学

生活を開始していることがうかがえた。 
「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。内訳は 6グループ中 4グループが下田歌子を、後のグループは実践の歴史と英文学科

で学ぶことを取り上げていた。自校の創立者の足跡を知ろうとする姿勢が目についた。 
「論理的な文章の読み方と書き方」の例題として取り上げた森達也氏の文章や、野矢茂樹氏の論

理トレーニングの例題についてもきちんとした読み方や考え方ができているとの印象を抱いた。 
課題①竹内一郎『やっぱり見た目が９割』と課題②黒田龍之介『物語を忘れた外国語』について

は、全体的にしっかりと書けていて、内容も読みごたえのあるレポートが予想以上の数があり、文章

を読解する力が身についているとともに、自身が考えたことを文章で表現する力を持っているとい

う印象を受けた。 
読書体験が十分ではないことを自覚する学生は一定程度いるにしても、ほとんどの学生は 1200字

あるいは 1600字のレポートを書くことにさほど困難を覚えないのではないかと思われる。というの

も、自らの体験を基にして書いたレポートが相当数あり、自分との関わりを述べたことがまとまり

の良い文章に繋がったと思われる。 
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。 
  

 
 
 
  



B 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）601 教室にて履修指導  

(教務委員と 1年生担任全員) 
                    17:00 より学科主催 新入生歓迎会（9 階カフェテリアにて） 
                                                   (英文学科教員と助手) 
 第 2 回（4月 9 日）履修登録説明（合同）601 教室にて履修指導  

(教務委員と 1年生担任全員) 
 第 3 回（4月 12 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 
(7) 自校教育(5/17)用の課題プリント配布し、グループ分けし、それに合わせて、座

席指定とした。 
 第 4 回（4月 19 日）自己表現        

(1) 自己紹介（1 人２分程度） 
(2) 講義の受け方、ノートの取り方 
(3) 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した。 
 第 5 回（4月 26 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。 
最後に、履修登録票を配布し、確認した。 

 第 6 回（5月 10 日）図書館利用の実践 
                            4/12 にグループに分けした、そのグループ毎に課題について考えさせ、   

  調査・打ち合わせのため図書館等への移動を許可した。授業終了 10分前まで に教室

へ再集合。 
 第 7 回（5月 17 日）自校教育 
      予め出題しておいた課題トピックの中から、グループ毎にテーマを選び、発表する。 

                             ６グループのうち、学祖下田歌子のトピックを選んだものが５グループであった。 
                        自由に課題から選んだ結果だが、偶然の一致か。テーマが同じでも、発表内容は、 

                       よく調べたものからそうでないものまで、様々に異なっていた。 
第 8 回（5月 24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。TOEIC プリント 2種も配布。 

 第 9 回（5月 31 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 7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。 
第 11 回（6月 14 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。 
      その中から、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、注意点

を示し、講評。 
第 12 回（6月 21 日）論理的な文章の読み方と書き方⑤ 

      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、最終章を説明。 
      DVD「ケンブリッジ大学―巣立ちの季節」（BBC 制作）を見せて、英国の学生の生活

を示した。興味を示す学生と、そうでない学生が、はっきり分かれた。 
第 13 回（6月 28 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・レポートについての全般的な注意を伝え、欠席多く失格の学生の指導を

行った。 
第 14 回（7月 5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 12 日）PROG 説明会（2クラス合同） 
英文学科は二つに分かれ、A/B クラスは 503 教室にて 2クラス合同授業。 
科目アンケートと授業評価アンケートを集めた。最後に夏休み中の注意を与えて、授

業評価アンケートを書くよう指示し、前期終了。 
 
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、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 B クラスは、集中力が

弱いのか、話を継続して聞くことができない学生が一部にいて、今後が案じられる。その一方で、積

極的な発言をする学生もいて、発表をさせると、個性を発揮する者もいた。 
    第 5回目の図書館ガイダンスの実践については、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。 
 第 7 週目の『自校教育』は一昨年度と異なり、各クラス別々に学生のグループ発表として実施。

グループ毎のチームワークの違いも目立った。 
  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。 
 
 
 
 
 
 
 



C クラス(佐々木真理) 
 
I 各週の概要 
  
第 1 回・2回 履修登録説明(合同) 
 
第 3 回 授業オリエンテーション 

1. 入門セミナーの目的の説明 
2. 授業スケジュール表の配布と説明、成績評価方法の説明、受講にあたっての注意事項の説明 
3. 各種委員決定 
4. 履修登録の確認 
5．自己表現方法 

プリントを配布し、自己表現方法を学ぶことの目的を説明した上で、上手な自己紹

介のポイントについて説明。800字の自己紹介文を作成してくることを課題とした。 
  6. 図書館ガイダンスから自校教育までの流れ 

自校教育プレゼンテーションのグループ分けを行い、グループ毎のトピックを決定。

各グループでの、今後の準備作業や各自の役割について相談させた。 
 
第 4 回 自己表現 

1． 課題の自己紹介文を 1人ずつ発表させた。 
2． 来週の図書館ガイダンスについて説明を行った。 

 
第 5 回 図書館ガイダンス (合同) 
   図書館員による説明を受けた。その後、履修登録票を配布し、質問に応じた。 
 
第 6 回 図書館利用の実践  

プレゼンテーションの基本的なスキル(構成・話し方・ハンドアウト例)について、プリント

を配布して説明を行った。その後、各グループに分かれて、発表準備の作業を行わせた。質

問等には適宜対応し、指導を行った。 
 
第 7 回 自校教育 

1 グループ 3～4人、持ち時間 10分で、ハンドアウトを用意させ、プレゼンテーションを行

わせた。グループ毎に感想や意見を書かせ、回覧した。 
 
第 8 回 論理的な文章の読み方と書き方① 

この回では論理的な文章の「読み方」に焦点をあて、“The Manual for Assignment”を参照

しながら、読み方の種類と、文章を批判的に読む方法を説明した。その後、数名のグループ

に分けて、文章の構成と内容を把握する問題に取り組ませた。最後に、課題①を配布し、読

ませた上で意見を発表させた。 
  
第 9 回 論理的な文章の読み方と書き方② 
   この回では批判的な読み方と思考法(critical reading & thinking)に焦点をあてた。 

1. 文章をどのように分析し、著者の意見を吟味した上で解釈するかについて説明。 



2. 自分の考えを持ち、表現する手順と方法について説明。 
3. 課題文①を配布し、文章の構成を分析させた上で、ブレイン・ストーミングによりアイ

デアを整理させ、レポートのテーマを考えさせた。 
  
第 10 回 論理的な文章の読み方と書き方③ 
   この回では論理的な文章の「書き方」に焦点をあてた。  

1. レポート(論文)と感想文の違いについて、プリントを配布し、例文の違いを 3 つ書

     かせて、発表させ、具体的にどのように違うのかを説明。 
   2. レポートを書くときの注意点を説明。 
   3. “The Manual for Assignment”を参照しながら、レポート作成の手順(スケジュール確

認、ブレイン・ストーミング、資料収集、アウトライン作成)を説明。 
4.  論文の基本構造について説明。課題文②について、ブレイン・ストーミングをさせ、

思いついた意見・考えを整理させた。 
 
第 11 回 論理的な文章の読み方と書き方④ 

この回では論理的な文章の「書き方」について、課題文①のレポートを返却しながら、“The 
Manual for Assignment”とプリントをもとに説明を行った。 
1． 序論の構成について 
2． 本論の組み立てについて 
3． 結論のまとめ方について 
4． パラグラフの基本構造について 
5． トピック・センテンス、サポーティング・センテンス、コンクルーディング・センテン

スの書き方について 
6． 課題文①のレポートの中で、特に優れていたものをコピーして配布し、どのような点が

優れているかについて解説を行った。 
 

第 12 回  論理的な文章の読み方と書き方⑤ 
   この回はレポートの書き方に焦点をあて、以下の項目について説明を行った。 

1． パラグラフと論文の構成の確認 
2． 引用の仕方 
3． 注のつけ方 
4． 参考文献表の書き方 
5． レポートの実例をプリントで配布し、引用・注・参考文献表の書き方を確認させた。 

 
第 13 回 論理的な文章の読み方と書き方⑥ 

課題文②のレポートを返却し、講評を行い、以下の項目について確認した。 
1. 論文に求められることについて(構成、客観性、具体性、主張、誤字・脱字など) 
2. 課題文②のレポートの中で、特に優れていたレポートについてコピーを配布し、優れて

いる点を説明した。 
3. 文章の書き方について確認 
4．論理的な説明の仕方について(時系列、空間配列、重要度配列)確認 
5．最後に、前期のここまでの授業内容(履修登録説明・自己表現・自校教育・図書館利用・

論理的な文章の読み方と書き方)についてのアンケートを実施した。 



 
第 14 回・第 15 回 キャリア・オリエンテーション、PROG 説明会(合同) 
 
 
Ⅱ 全体の感想、反省点 
 第 13 回に行ったアンケートにおいて最も評価の良かった項目は「論理的な文章の読み方と書き

方」であった。例年のように、レポートは一人ずつコメントをしながら返却をしたが、その際に活発

に自分の意見を説明しようとしたり、質問をしたりと、積極的に学ぼうとする姿勢がみられた。やは

り、レポートについてはどの学生も不安があったようで、「レポートの書き方がわかってよかった」、

「今後のレポートを書く上での参考になった」、との意見が多かった。自校教育では、質疑応答や他

のグループの発表を聞くことによって、自分たちの良かったところや反省点がみえてきて、こちら

も今後の授業の参考にしたいとの意見があった。キャリア・オリエンテーション、PROG 説明会に

ついては、アンケートを行うことはできなかったが、全体に熱心に聴いていたようである。PROG 説

明会については、昨年度とは違い、意見交換やディスカッションが取り入れられていたため、学生も

いろいろと考える機会となったのではないかと思う。 
 本年度は全体に静かなクラスで、皆熱心に課題に取り組んでくれたように思う。全体として授業

に対する満足度は高く、失格になった学生以外は全員レポートをちゃんと提出できたのがよかった。

特に、1回目のレポートで指摘された点を 2回目のレポートで改善できた学生が多かったのが、「論

理的な文章の読み方と書き方」における指導の成果として喜ばしいことであった。 
 
  
  



D クラス（土屋結城） 
 
【各回の内容】 
第１回、第２回 
履修登録指導 
 
第３回  
授業オリエンテーション。各種委員決定、プレゼンテーショングループ分け、次週の自己表現に向け

ての予告。 
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  
自己表現。 
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  
図書館ガイダンス。履修登録票配布、確認。 
 
第６回  
図書館利用の実践。 
自校教育の発表に向けて、各グループの話し合い。必要に応じて図書館に行って資料を調べること

を許可した。 
 
第７回 (5/21) 
自校教育。各グループの発表。 
 
第８回  
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、書式についての注意事項を解説

した。 
 
第９回 
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  
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  
論理的な文章の読み方と書き方④。課題①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１２回  
論理的な文章の読み方と書き方⑤。課題文②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  
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 
キャリアオリエンテーション 
 
第１５回 
PROG 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。また、聴衆に呼びかけたり問

いかけたりしながら話す学生もいて、人前で話すことに慣れている学生が多い印象を受けた。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も印象深い。 
 
・図書館利用の実践、自校教育 
 各グループのトピックが他のグループと重ならないように振り分けたが、トピックにより難易度

が違ったようで、発表の焦点を絞り込むのに苦労したグループもいたようで、第６回授業時のグル

ープワークの際に教員が積極的に関与する必要があった。 
 プレゼンテーションについては、全体の構成、リサーチの仕方、発表自体のパフォーマンスに重点

を置いて評価したが、パワーポイントにある程度慣れていて、立派なスライドを作るグループもあ

った。スライドの出来不出来はさておいても、やはり準備に時間を取れたグループ、話し合いがしっ

かりできたグループは全体的によい発表をしていた。ただ、やはり１年生が取りかかりやすいトピ

ックとそうでないトピックで、出来不出来の差が少し出たような印象もある。 
 
・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、ディズニー・プリンセスにつ

いての文章で『アナと雪の女王』が鍵となったが、自身の体験を思い出しながら読んだり、書いたり

できたようで、取りかかりやすそうだった。よくできたレポートとして紹介したものの中には作者

と異なる自身の意見を論理的に述べていた文章もあり、全体的に自分の主張や考えを述べることが

できていたものが多かったように思う。一方で、全体の構成が練られていないもの、書き言葉にふさ

わしくない言葉遣いが用いられているものもいくつかあり、全体的にはやや厳しい評価となった。 
課題文②の方では、翻訳について書かれている箇所は理解できたようだったが、より広い考察へ

とつながる箇所に関しては、理解するのが難しそうだった。レポートの内容も、翻訳についての考察



に焦点を絞ったものが多かった。しかし全体の出来に関しては、初回のレポートのフィードバック

を受け、より構成を練ったものが多く提出されたように思う。 
レポートの添削は苦労する点であり、また一人一人コメントをつけて返すのも時間がかかるが、

評価に納得するようであり、また教員としても学生の補足説明を聞くことができ、次回に向けての

アドバイスができるので、今後も続けていきたい。 
一方、改善点としては、第１２回授業時に剽窃行為についての解説が挙げられる。剽窃行為につい

てはなかなか理解が難しかったようであり、具体例も出したつもりだが、あまり適切ではなかった

ようで、学生の理解度を深めるために工夫する余地があると思った。 
 

 
  



E クラス（村上まどか） 
 
１． 内容 
第１回（４月６日） 教務委員による履修登録説明① 
第２回（４月９日） 教務委員による履修登録説明② 
第３回（４月 12 日） 授業オリエンテーション 
 ・名簿の記入、各種委員の決定 
 ・成績評価方法も含め、この授業の日程と概要の説明 
 ・プレゼンに向けての説明と、３人×９グループ分け 

これらの後、次回「自己紹介」のための指導を行なった。教員みずから 800字程度の自己紹介

をすることによってモデル (？) を示し、留意点を説明し、原稿を書いてくるように促した。 
第４回（４月 19 日） 自己表現 

聴衆のうち最低１人からは質問をさせるようにした。最後に、書いてきた自己紹介文を回収し

た。 
第５回（４月 26 日） 図書館ガイダンス 
第６回（５月 10 日） 図書館利用の実践、自己紹介文の返却 
  まずは教員みずからパワーポイントを使って 10 分程度、下田歌子に関するプレゼンを披露し、

パワポやハンドアウトの作り方を指導した。その後、グループごとのトピックを確定し、グループ

ワークをさせた。図書館に調べ物にも行かせたが、流れ解散でなく終了５分前に集合させて、自己

紹介文を返却した。 
 ・図書館復習課題をアカデミック・ステーションに回収 
第７回（５月 17 日） 自校教育 
  パワポかハンドアウトのどちらか一方を必ず作り、全員が口頭発表するという制約の上で、各

グループが約 10分ずつ、本学に関連するプレゼンを行なった。最後に、９グループの中で最もよ

かった、及び次によかったと思うグループを、感想を書かせるとともに投票させた。 
第８回（５月 24 日） 論理的な文章の読み方と書き方① 
  文章の書き方を指南するエッセイや演習形式の本を 20 冊程度紹介した後、The Manual for 

Assignment を配布し、１段落ごとに読ませて解説した。 
・課題文①を配布、レポート作成の指示 
・図書館の授業内課題・復習課題の返却と解説 
・プレゼン投票の第１位発表、そのメンバーに粗品進呈、各グループに感想配布 

第９回（５月 31 日） 論理的な文章の読み方と書き方② 
 橋本・福嶋・安部編著（2008）『大学生のための日本語トレーニング スキルアップ編』三省

堂から抜粋して、悪文の直し方等の演習と解説を行なった。 
第 10 回（６月７日） 論理的な文章の読み方と書き方③ 
   青木三郎(2002)『ことばのエクササイズ』ひつじ書房 から一章を用いながら、論旨やモダリ

ティに応じて文末に変化を付けるやり方を講義した。 
  ・課題文①をアカデミック・ステーションに回収  
第 11回（６月 14 日） 論理的な文章の読み方と書き方④ 
   課題文①の返却と講評を行ない、最高得点者のレポートをコピー配布して読み上げ、うまく

書けている点や改良すべき点を指摘した。題名の付け方、パラグラフの構成のしかた、接続詞の

使い方、といった項目も引き続き学ばせた。 
・課題文②を配布、レポート作成の指示 



第 12 回（６月 21 日）  論理的な文章の読み方と書き方⑤ 
  大野晋（1999）『日本語練習帳』岩波新書から抜粋して、類義語についての説明を施した

り、明瞭な文章を書くための知識（助詞ハとガの機能）についても講義した。 
 ・課題文②をアカデミック・ステーションに回収 

第 13 回（６月 28 日）  論理的な文章の読み方と書き方⑥ 
   課題文②の返却と講評を、課題文①と同様に行なった。最後に、『ことばのエクササイズ』か

ら別の章を使って、長文の要約のしかたを講義した。 
第 14 回（７月５日）  キャリアオリエンテーション 
第 15 回（７月 12 日）  PROG 講座 
 
２． 反省・感想 
(1)  課題文②を配布するのがうっかり１週間遅れてしまい、学生に１週間しか執筆期間をやれなか

ったのが悔やまれる。 
(2)  図書館復習課題を提出したにもかかわらず、５月 24日に返却されなかったという申し出を学

生１人から受けた。図書館に当該学生のコピーが残っていなかったので、彼女から図書館までの

間で紛失したと思われる。図書館からの報告書に「（クラス）不明１」と記されていたこともあ

り、これが彼女のものだろうか（実際は違った）と、事態は少々混乱した。当該学生には司書が

別途指導して再提出させたが、入念に行なったあまり、学生は二度手間になったので立腹したら

しい。再発防止策としては、第一に提出物を紛失しない管理、第二に提出物を正確に仕分けする

（「不明」など出さない）ことが望まれる。 
(3)  最優秀の文章に朱を入れたレポートを今回初めてコピー配布してみたが、本人の励みや学生た

ちの参考になるようである。 
(4)  課題文①のレポートが〆切に遅れたため、20 点を失った学生が１人いた。しかし彼女は平常

点等がよかったので、単位習得できた。評価が C だったのは再履修生である。きわめて均質的な

クラスであり、教えやすかった。 
 


