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＜総括＞ 

 「実践入門セミナー」は、「実践女子大学の学生として学んでいく上での必要不可欠な基

本的知識や技能を身につけること、また社会について視野を広げて卒業後の将来について

考えること」を目的とする授業である。 

 本学科においては、「実践入門セミナー」の授業については、概ね学生の理解も得られ、

その目的も達成できたのではないかと思う。特に学生として必要不可欠な基本的知識や技

能として、半期に 2 回のレポート添削指導は、フィードバックまで授業内で行うため、学

生も納得しやすく、自身の知識、技能の向上を実感できる機会となっているようである。

なお、今学期は、課題文１として季刊誌『kotoba（コトバ） 』に掲載された金原瑞人著「通

訳マシンで会話する時代の英語教育」、課題文２として上野千鶴子著「平成 31 年度東京大

学学部入学式祝辞」を題材とした。 

また、自校教育の一環として、図書館での調査をもとにグループでプレゼンテーション

をしてもらう活動も効果的であったと思う。特に今年度は、プレゼンテーションのトピッ

クに「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会における東京都と実践女子大学の

取り組みについて」という内容を設け、来年に迫った大会と関連付ける試みも行った。 

 来年度以降の授業展開に関しては、喫緊の課題として英文学科共通教材 “The Manual for 

Assignment”の改訂が挙げられるが、グループ・プレゼンテーションや、論理的な文章の読

み方・書き方の指導法をさらに改良していく必要もあろうかと思う。 

 最後に、英文学科の「実践入門セミナー」は英文学科の教員だけでなく、図書館、キャ

リア教育担当の深澤教授、PROG 解説会担当の各講師等、さまざまな方の協力を得て運営さ

れており、この場をお借りして感謝の意を申し上げたい。 

 

 

 

文責 土屋結城 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



授業回数 日程 内容

1 4月6日 履修登録指導

2 4月8日 履修登録指導

3 4月11日 授業概要説明、各種委員決定等

4 4月18日 自己表現（１人2分程度で自己紹介）

5 4月25日 合同授業(403教室)：図書館ガイダンス

6 5月2日 図書館利用の実践

7 5月9日 自校教育　　　　　（図書館探索課題締切 17:00）

8 5月16日 論理的な文章の読み方と書き方①：Manual for Assignment、課題文①配布

9 5月23日 論理的な文章の読み方と書き方②

10 5月30日 論理的な文章の読み方と書き方③：課題文②配布　　　　（課題①締切 16:00）

11 6月13日 論理的な文章の読み方と書き方④：課題①返却、講評

12 6月20日 論理的な文章の読み方と書き方⑤　　　　（課題②締切　16:00）

13 6月27日 論理的な文章の読み方と書き方⑥：課題②返却、講評

14 7月4日 合同授業(403教室)：キャリアオリエンテーション

15 7月18日 合同授業(教室未定)：PROG説明会

＜2019 年度「実践入門セミナー」日程＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



自校教育：グループプレゼンテーション トピック 

 
 
 1.  歌人としての下田歌子について 
 
 2.  教育者としての下田歌子について 
 
 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.  東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会における東京都と実践女子大

学の取り組みについて 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A クラス（担当：稲垣伸一） 
 
I  授業各回の内容 
第 1 回（4 月 6 日）履修指導（学科合同） 
第 2 回（4 月 8 日）履修指導（学科合同） 

2 日にわたり教務担当教員が履修説明を行い、クラス担任が学生からの質問に対応した。 
 

第 3 回（4 月 11 日）授業概要説明、各種委員決定 
イントロダクションとして授業の日程等について説明したあと、以下のことを行った。 
・「実践入門セミナー日程・成績評価基準」を配布し，授業の計画や評価方法について

説明。 
・この授業での manaba の活用方法について説明。 
・クラス役員選出。 
・第 7 回で行う自校教育のためのグループ分け。各グループでのテーマ決定。 
・次回行う自己紹介について説明。 
  

第 4 回（4 月 18 日）自己表現 
・自己紹介－一人 2 分、原稿を用意するという条件で行った。発表後に原稿を回収。 
 

第 5 回（4 月 25 日）図書館ガイダンス（学科合同） 
・図書館員による図書館利用方法等についての説明。 
・説明を聞きながら答える問題形式の課題を行い、授業の最後に提出。 
・図書館利用について次週までの課題を配付（締切 5 月 9 日 17：00） 
 

第 6 回（5 月 2 日）図書館利用の実践 
・第 4 回「自己表現」で提出した自己紹介原稿を返却 
・前回の図書館ガイダンスを踏まえ、次回に予定している自校教育についてプレゼン

テーションの準備を各グループで行う。グループによっては図書館で資料の検索や収

集を行う。 
 

第 7 回（5 月 9 日）自校教育 
・各グループが実践女子大学について与えられたテーマで発表。持ち時間は 10 分。 
・次回から使用する"The Manual for Assignment"を配付。 
 

第 8 回（5 月 16 日）論理的な文章の読み方と書き方① 
・就職模擬試験の結果と図書館探索課題を返却 
・授業の前半で"The Manual for Assignment"を配付し、p.3「2．メモ・ノート・カード」まで

を説明 



・後半で課題文①「通訳マシンで会話する時代の英語教育」（金原瑞人）を配付、それを読

んだ上でグループごとに内容についてディスカッションを行う。 
・課題文①をもう一度読み直し、ポイント(目の付け所）と自分の意見を書き出してくるこ

とを次回までの課題とした。 

 
第 9 回（5 月 23 日）論理的な文章の読み方と書き方② 

・課題文①について自分が考えてきたポイントをグループで話し合い、それをグループご

とに発表して、レポートの材料としてのポイントを検討した。 
・そのポイントを踏まえながら、前回に引き続き"The Manual for Assignment"の内容を説明

した。 
・"The Manual for Assignment"の「4．アウトライン」を参考に、来週締切の課題のアウトラ

インを各自が作成した。 
 
第 10 回（5 月 30 日）論理的な文章の読み方と書き方③ 

・"The Manual for Assignment," pp.4-6 を説明。 

・課題 2 の課題文「平成 31 年度東京大学学部入学式祝辞」（上野千鶴子）を配付。各自が

読んだ後、グループで疑問点や意見を出し合った。 

（課題 1 提出締切） 
 

第 11 回（6 月 13 日）論理的な文章の読み方と書き方④ 
・課題①を返却し、講評した。 

・課題文②のポイントとなる点についてグループで話し合い発表した。 

 
第 12 回（6 月 20 日）論理的な文章の読み方と書き方⑤ 

・課題文②に関連して、朝日新聞に掲載された文章を読み、意見を出し合った。 

（課題 2 提出締切） 
 

第 13 回（6 月 27 日）論理的な文章の読み方と書き方⑥ 
・課題②を返却し、注意点について説明した。 

・課題②の課題文と関連するプリントを読み、グループで話し合い意見を出し合った。 
 

第 14 回（7 月 4 日）キャリア・オリエンテーション（学部合同） 
・文学部 1 年生合同で深澤晶久先生によるキャリア・オリエンテーションを行った。 
 

第 15 回（7 月 18 日）PROG 説明会（学部合同） 
外部講師による PROG テストの結果を踏まえての授業。 

 
 



II  総括 
 
自己表現 

ほとんどの履修者が、予め指示されていた通り、原稿を用意して積極的に自己紹介を

クラスの中で行おうという姿勢が見られた。入学直後でまだお互いを知らない学生が

親しくなるという意味でも、授業内でこの形で自己紹介を行うことは意義があると感

じられた。 
 
図書館ガイダンス 

図書館ガイダンスは年々ブラッシュアップされていて、大学生活における図書館の重

要さ、そして利用方法の説明が入学直後の学生に非常によく伝わっていると感じた。

授業後と翌週締切の課題に書かれたコメントを読んでも、図書館を積極的に活用しよ

うという意志が多くの学生に感じられた。 
 
自校教育 

プレゼンテーション・トピックが年々練られてきたために、プレゼンテーションの水

準にばらつきはあるものの、多くのグループがポイントを抑えて準備ができている印

象を持った。初めてのグループ単位での共同作業やパワーポイントを使ってのプレゼ

ンテーションは、初年次教育としては適切な活動であると感じた。 
 

論理的な文章の読み方と書き方 
提出された全体にしっかりした日本語で書かれていた。これまで時々見受けられた段

落分けができていないようなレポートはほとんどなかった。また、課題 1 の講評で伝

えたことを受けて、課題 2 のレポートで進歩が見られた。 
その反面、今年度の課題文は若干難しかったからかもしれないが、課題文の内容につ

いて理解が不足している状態で書かれた文章が一部見受けられた。広く社会に対して

目を向ける態度や、多少難しい文章であっても、あきらめずに理解しようとする姿勢

を涵養できるよう工夫しながら粘り強く指導していくことが必要であると思われた。 
 

キャリア・オリエンテーション 
毎年非常に工夫した内容で深澤先生にお話しいただき、ほとんどの学生が関心を持っ

て聞いていた。1 年生にとっては、これからの 4 年間だけでなく、この先の生き方につ

いて考えるよい機会であり、深澤先生のご負担は大変だと思うが、その分学生にとっ

ては非常に有意義な授業だと思う。 
 

PROG 説明会 
学生の反応はそう悪くはないのかもしれないが、この授業の最終回は各教室で「実践

入門セミナー」という特別な授業の総括を行った方がよいのではないかと思う。 



PROG テストの結果を踏まえた授業を行う意味はそれなりにあると思うのだが、1 年

生全員がこのテストを受けた上でその説明会を必修の授業の中で行うことは、この授

業の他の内容と性質が異なるため再考してもよいのではないかと思った。 
特に今年は教室での学生の反応が比較的よかっただけに、学科全体の授業を最終回と

するのではなく、各クラスそれぞれの教室で最後に授業の総括を行ったほうがよかっ

たように感じた。 
 
全体として今年度の担当クラスは、出席率もよく、授業に対する履修者の態度も積極

性が見られ概ねよかった。そのため、成績評価も全体的に高めだった。この雰囲気で

後期の「英文入門セミナー」につなげていきたい。 
以上 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B クラス（担当：志渡岡理恵） 
 
Ⅰ授業の概要 
4/6 第 1 回 履修登録指導 
4/8 第 2 回 履修登録指導 
4/11 第 3 回 授業概要説明、各種委員決定等 
 ・委員決定。 
・スケジュール表を配布して説明。 
・自校教育プレゼンテーションのグループ分けと各グループのトピック選択。 
・次回の自己紹介の予告。リストのように項目を並べるのではなく、トピックを２～３

つに絞って具体的に話すように指示。 
4/18 第 4 回 自己表現 
 ・ひとり２分ずつ自己紹介。聞き手から質問。 
 ・次回の図書館ガイダンスの予告。 
4/25 第 5 回 図書館ガイダンス 
 ・図書館の職員の方に図書館の利用方法を説明していただく。 
 ・授業内課題を回収。5 月 9 日提出の課題を配布。 
 ・履修登録票を配布。エラーの出た学生に指導。 
5/2 第 6 回 図書館利用の実践 
 ・次回のプレゼンテーションに向けて、効果的なプレゼンテーションの方法に関するプ

リントを配布して説明。 
 ・ワークシートを配布。自分の所属するグループの選んだテーマについて各自ブレイン･ 

ストーミング。その後、グループに分かれ、プレゼンテーションの準備。各グループ   
の２名が図書館にリサーチに行き、残ったメンバーは、教員が配布した資料やスマー

トフォンを利用して、構成を練り、原稿を執筆。パソコンを持参したグループは、パ

ワーポイントを作成。 
5/9 第 7 回 自校教育 
 ・５つのグループがそれぞれプレゼンテーションを行い、聞いている受講生はワークシ

ートに「内容」、「伝え方」、「構成」、「質疑応答」をそれぞれ５点満点で評価し、コメ

ントを記入した。各グループの選択したテーマは、以下の通り。 
＊グループ１「渋谷キャンパスで学ぶことについて」 
＊グループ２、３「東京 2010 オリンピック･パラリンピック競技大会における東京都 

と実践女子大学の取り組みについて」 
＊グループ４「教育者としての下田歌子について」 
＊グループ５「歌人としての下田歌子について」 

 



5/16 第 8 回 論理的な文章の読み方と書き方① 
・ “The Manual for Assignments” と課題文①を配布。 
・ “The Manual for Assignments”を２まで読んで解説した後、課題文を、大事な箇所にマ

ークしながら読むように指示。その後、ワークシートに、課題文の要約をさせた。要約

には自分の意見や感想は書かず、課題文の著者が何を書いているかをまとめ、自分はそ

のどこに注目するかを考えるように注意。その後、課題文を読んで抱いた意見、疑問、

感想を箇条書きさせた。 
・課題文の著者の考えに対する自分の意見とそう考える理由を、次回までにまとめてく

るように指示。 
5/23 第 9 回 論理的な文章の読み方と書き方② 
・ “The Manual for Assignments”の残りの部分をすべて読んで解説。 
・ ワークシートに課題文①レポートのアウトラインを作成させた後、 序論、本論、結論

に分けて下書きをさせた。その際、段落分けすること、一つの段落には一つのトピック

センテンスしか入れないこと、話し言葉を入れないことなどを改めて注意。 
5/30 第 10 回 論理的な文章の読み方と書き方③ 
・課題文②を配布し、大事な箇所に線を引きながら読み、ワークシートに概要をまとめる

よう指示。課題文の「女子学生が置かれている現実」では、現状の何が問題なのか、問題

提起がなされ、「女性学のパイオニアとして」では、著者がどのような立場（視点）から問

題を論じるかが明確にされ、残りの部分で問題に対する提言がなされていることなどを 
解説。その後、課題文を読んで考えたこと、疑問に思ったことをワークシートに箇条書き 
させ、それをもとに著者の意見に対する自分の意見とそう考える理由をワークシートに 
まとめさせた。最後にレポートのアウトラインを作成させた。途中、論理的な文章を読む・ 
書くのに重要なことを随時説明した。 
・次回に向けて、課題文②に関する記事を各自 1 つずつ用意し、内容をまとめてくるよう

に指示。 
6/13 第 11 回 論理的な文章の読み方と書き方④ 
・課題文①のレポートを返却し、講評。 
・課題文②に関する記事を各自１つずつ紹介。記事の内容を説明後、それに対する意見を 
述べさせた。 
6/20 第 12 回 論理的な文章の読み方と書き方⑤ 
 ・前回に続き、課題文②に関する記事を各自１つずつ紹介。記事の内容を説明後、それ

に対する意見を述べさせた。 
 ・朝日新聞の女性に関する記事を２つ読ませ、比較して考えたことをワークシートに記

入させた。 
・次回、5 分間の発表原稿を作成してくるように指示。レポートと口頭発表原稿の書き方の

違いを説明。 



6/27 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。 
 ・朝日新聞の女性に関する記事２つを比較して考えたことを各自 5 分間で発表。 
7/4 第 14 回 キャリアオリエンテーション 

・文学部合同授業。国文学科の深澤晶久教授による講義。 
7/18 第 15 回 PROG 説明会 
・英文学科合同授業。業者の講師による講義。 

 
Ⅱ 総括 
 出席など基本的な姿勢が優れているクラスだった。26 名のうち無遅刻無欠席が 15 名、欠

席１回が 6 名で、課題レポートは 2 回とも全員が提出した。課題への取り組みも熱心だっ

た。そのため、例年よりも A+とＡの評価が多くなった。 
 授業の構成は、とくに問題なかったと思う。ただ、「図書館利用の実践」の検索課題の採

点が煩雑だったので、検索課題の内容については各クラスの担当者に任せていいのではな

いかと考える。 
 授業アンケートには「レポートの書き方がよく分かった」というコメントが多数寄せら

れていて、受講生はレポート作成への理解と自信を深めたようだ。この科目の主な目的は

達成できたのではないかと思われる。再履修の学生は、出席がわずかに足りなかった。何

度も声をかけ、本人も努力していたので、残念だった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C クラス（担当：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  
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 

構成を意識した原稿を作成するように指導したが、今年度はクラスサイズや雰囲気のた

めか、活発に自己アピールをしたり、呼びかけや問いかけをしながら話す学生が多かった。

互いのことを知り合う良い機会になったようだった。 
 
・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、今年度は、各

トピックによる難易度に大きな違いはなかったようである。また、図書館や学内の資料を

効果的に使用していたようであった。 
 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。 



・論理的な文章の読み方・書き方 
 プレゼンテーションの指導の際に、文書の保存の仕方やプリンターの使い方などについ

て質問が出た点に鑑みて、指導の段階で、ワードの画面を映し出しながら、表紙の作成の

仕方、段落の冒頭を一文字空ける方法、文字数の数え方などを説明したが、予想以上に好

反応が返ってきた。その結果、課題①も、段落の冒頭の一文字空いていない文章や、改行

や改段落が不適切であるような文章は例年に比べ少なかった。一方で、全体の構成や言葉

遣いについては、初めてのレポートだったこともあってか、十分に練られているとはいい

がたいものが多く見られた。 
課題文②については、学生が取り組むには難しい内容だったかもしれないが、課題①の

フィードバックを受け、構成もよく練られたものが提出された。昨年度の報告書に書いた

所感と重複するが、レポートの添削及び一人一人にコメントをつけて返却する作業は時間

がかかるが、それぞれに簡単なものであっても、コメントとともに返却することで、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、有意義な取り組みだと思う。 
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

り定着を図れなかったようであり、継続的な指導の必要性を感じた。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D クラス（担当：村上まどか） 
１． 内容 
第１回（４月６日） 履修登録指導① 
第２回（４月８日） 履修登録指導② 
第３回（４月 11 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×７グループ、４人×１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 18 日） 自己表現 

各人２分程度、自己紹介を行なわせた。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 25 日） 図書館ガイダンス、履修登録確認 
  この日、数人の学生からプレゼンを１週間延期にしてもらえないかと懇願された。

５月２日の次の登校日は前日の８日であり、その間に図書館も開いていないと判明し

たので、了承した。 
第６回（５月２日） 図書館利用の実践、自己紹介文の返却 
  ハンドアウトやパワーポイン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。 
第７回（５月９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、橋本・

福嶋・安部編著（2008）『大学生のための日本語表現トレーニング 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８回（５月 16 日） 自校教育プレゼンテーション 
  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。トピックは「オ

リ・パラへの取り組み」が４件、「教育者としての歌子」が２件、「歌人としての歌子」

が１件、「卒業生のキャリア」が１件であった。最後に、８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。 
・The Manual for Assignment 及び課題文①を配布 

第９回（５月 23 日） 論理的な文章の読み方と書き方② 
・The Manual for Assignment の説明、及び課題文①の読解 
・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 10 回（５月 30 日） 論理的な文章の読み方と書き方③ 



  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を配布、レポート作成の指示 

・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 13 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、といった項目も学ばせた。 
   ・大野（1999）の継続 
第 12 回（６月 20 日） 論理的な文章の読み方と書き方⑤ 

  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抜粋し、長文

の要約のしかたを講義した。 
 ・課題文②をアカデミック・ステーションに回収 

第 13 回（７月４日）  キャリアオリエンテーション 
第 14 回（７月 11 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。宿題にしていた要約文を

板書で添削した。最後に、福嶋・橋本・安部編著（2009）『大学生のための日本語

表現トレーニング 実践編』三省堂から抜粋して、長文の読解と要約も行なった。 
第 15 回（７月 18 日）  PROG 説明会 
 
２． 所感 
(1)  第 3 回の授業中にプレゼンの準備が不十分であったことを認め、学生の要求をの

んでプレゼンを延期にしたが、これによって「論理的な文章の読み方と書き方」の

①と②の間が空いたのは、望ましくなかった。 
(2)  課題文①では、最優秀の文章に朱を入れたレポートをコピー配布した。本人の励

みや学生たちの参考になると思う。しかし課題文②では、そうするほど優れたレポ

ートはなかった。 
(3)  事前に気が付かなかったのであるが、課題文②は配布からレポート提出まで 3 週

間あったのに、教員の添削期間は 1 週間しかなかった。〆切を 6 月 13 日にすれば、

2 週間ずつにできたのが悔やまれる。しかも、執筆期間が長かったからといって、

課題文②のレポートの出来栄えは、決して芳しくなかった。（課題文①で最優秀レポ

ートを書いた学生が、課題文②ではレベルが落ちたのには、頭を抱えた。） 
(4)  添削期間を長くとるため、6 月 27 日を休講にして補講期間の７月 11 日に補講を

行なったが、やはり数人の欠席が見られたので、このやり方も望ましくなかった。 
 



E クラス（担当：諏訪友亮） 
 
I    各回の授業内容 
第 1 回  学科合同授業：履修登録指導 
第 2 回  学科合同授業：履修登録指導 
第 3 回  授業概要説明、各種委員決定 
     自校教育プレゼングループ分け(5～6 グループ)、自己表現予告 
第 4 回  自己表現（成績評価 10%） 1 人 2 分程度で自己紹介 
     配点：声の大きさ：4 点 
        目線を前に向ける：4 点 
        話のまとまり：2 点 
第 5 回  学科合同授業：図書館ガイダンス (図書館課題 5%)  
     授業最後の 15 分で履修確認表配布、 
第 6 回  図書館利用の実践  グループワーク、授業時間内に図書館でリサーチ 
第 7 回  自校教育グループプレゼン (20%) 図書館課題 (5%) 提出締切 
第 8 回  論理的な文章の読み方と書き方①  
     Manual for Assignment と課題文① 
     1.  Manual for Assignment を通読し、以下の点を強調した 
     ・パラグラフの体裁 
     ・パラグラフの構成要素：トピックセンテンス、サポーティングセンテンシス、 

（コンクルーディングセンテンス）。パラグラフにトピックは１つの原則 
     ・序論・本論・結論 
     ・アウトラインの必要 
     ・盗用の禁止 
     2. 課題文①を通読し、次回までに自分なりに論点を見つけ、アウトラインも作

ってくる課題を出した 
第 9 回  論理的な文章の読み方と書き方② 
     1. 課題の論点とアウトラインの確認。それをホワイトボードに書き出し、クラ

ス内で論理的な構成になっているかを議論した。 
     2. クリティカル・リーディングについての補足プリントを配布し、段落・セク

ションごとのトピックとテーマの把握、常に論拠を疑いながら読むことの重要

性について解説した 
第 10 回   論理的な文章の読み方と書き方③  
     課題文②配布、課題① (20%) 締切 
     1. 課題文①についての最終確認 
          2. 課題文②を通読、次回までに論点とアウトラインを作る課題を出した 



     3. クリティカル・ライティングについての補足プリントを配布し、感想文、高

校までの小論文、情報羅列型の文章と大学におけるアカデミック・ライティン

グの違いを解説した 
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、課題②補足説明 
     1. 講評では以下の点に焦点を当て、課題②で改善するように求めた 
     ・パラグラフの体裁 (1 字空け、不要なスペースの削除など) 
     ・序論・本論・結論が果たすそれぞれの役割 
     ・トピックセンテンスの作成。１段落に複数のトピックを入れない 
     ・引用を適切に行い、盗用を避ける 
     ・修辞疑問文の多用を避ける 
     ・主観的な表現、個人的な経験を避ける 
     ・読点を適切に挿入する 
     ・一重カギ括弧と二重カギ括弧を区別する 
     ・短すぎる段落は避ける 
     ・著者等への敬語を入れない 
     ・結論に決意表明や将来の目標、願望を書かない 
     ・課題文に基づいて論じる 
     ・タイトルは内容を反映したものを付す 
     2. 優秀なペーパーを配布し、良かった点を解説した 
     3. 引き続き前回のクリティカル・ライティングのプリントを用い、パラグラフ

の作り方、盗用の禁止を確認した 
     4. 課題文②の論点とアウトラインの発表 
第 12 回   論理的な文章の読み方と書き方⑤ 課題② (30%) 締切 
     1. 前回に引き続き課題文②の論点とアウトラインを確認し、クラス内で議論の

妥当性を話し合った。 
     2. 以下のようなチェックリストを配布し、提出前の最終確認を行った 
 □ パラグラフの体裁は整っていますか？（冒頭 1 字空け、短すぎないか、など） 
 □ トピックセンテンスをパラグラフの 1 文目に書けていますか？ 
 □ 序論・本論・結論がそれぞれの役割を果たしていますか？ 
 □ 引用は適切にされていますか？盗用はないですか？参考文献表を付けていますか？ 
 □ 変換ミス、誤字、脱字はないですか？ 
 □ 課題文に基づいて書いていますか？ 
 □ 主観的な議論になっていませんか？知識のない読者に対して論理的で説得的な議論

を展開していますか？ 
 □ 疑問文を多用していませんか？ 



 □ タイトルは本論の中心的なテーマを反映していますか？ 
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 
     優秀作を配布するとともに、課題文②の講評では以下の点に意識を向けるよう

促した 
    ・序論の役割 
    ・引用が全体に占める適切な分量は 1〜2 割程度。また、文献の一部を改変して

も論理の構成を利用している場合は盗用に当たる点を注意 
    ・信頼性のないネット記事から安易に引用しない。著者のあるもの、なるべく

一定の評価を得ている著者や研究者から引用する 
    ・引用文を勝手に改変しない。改変した場合はそれを明示する 
    ・著者の意見のまとめだけで終わらない 
    ・同じ表現の繰り返しを避ける 
    ・「世間」などの曖昧な語を避ける 
    ・常識や社会通念を根拠に議論をせず、それらを疑いながら論を展開する 

第 14 回   学科合同授業：深澤先生によるキャリアオリエンテーション  
第 15 回   学科合同授業：PROG 説明会  
 
II    総括 
1. 出席率はよく、この半期の授業だけでもライティングにおいて劇的な改善が見られた学

生が数名おり、入門セミナーの意義を改めて確認することができた。 
 
2. 一方でそれほどリーディングとライティングに向上が見受けられない学生も多くいた。

その理由の考察については、入門セミナー担当者の会合においても発言したため、以下に

記録しておく。 
 
  ・１年前期の「論理的な文章の読み方と書き方」で求めるものが多すぎるのではない

だろうか。入学してきた学生はほぼ全員、高校までの感想文、小論文と大学のアカデ

ミック・ライティングの違いを認識していない。そうした学生にアカデミック・ライ

ティングのフォーマットの遵守を要求、なおかつ課題文にある問題点を指摘し（高度

なクリティカル・リーディングを実行し）議論を展開するように促すのは、なかなか

に困難なのではないだろうか。 
  ・学生は課題文を字義通りにすら読めていない恐れがある。明らかに著者の議論の推

移を追えていない、「グローバル化」などのキーワードの意味を理解していない（調

べられない）学生がクラスの半数程度いた。こうした読書経験がほとんどない学生に、

課題文をそのままに理解することを超え、論点を見つけ立論するよう求めるのは厳し

く思える。 



  
 以上を受け、試案として提案したのが以下である。 
 
  ・学生が段階的にスキルを身につけられるよう前期の構成を再設計する。例えば、初

回の課題は、パラグラフを作る、課題文の〜について論じなさい、など敷居を下げた

設問にしてみる。本科目の理念は、相応のトレーニングを積めば、特別な才能などな

くても誰もがある程度のアカデミック・ライティングとアカデミック・リーディング

を習得できるということにある。学科共通の配布物を「マニュアル」と名付けている

のも、スキルが伝達可能であるという、このような理念を反映している。 
  ・学科会議で主任が示唆したように、市販の共通テキストの採用を検討する。現在は

各担当者が Manual for Assignment の補足プリントを自ら選んで配り、引用の仕方

や参考文献の書き方など詳細な項目を各自で補っている。こうした労力を軽減しつつ、

引用の仕方と剽窃の禁止 (この両者はセットである) を学生に根づかせるためにも、

市販テキストの採用は有効であろう。学生にとっても、４年間で課される様々なペー

パーに対し、１年前期から認識を深めておける利点がある。テキストについては、

MLA と APA のスタイルが併記されたものなど、文学研究と言語学の双方に配慮した

教科書が望ましい。 
 
3. 今回の報告書を作成するにあたり過年度に先生方が提出された報告書を改めて見返した。

すると、修辞疑問文が多いという学生の癖の指摘や授業時に配布されたチェックシートな

ど、今更ながら気づかされる点が多々あった。これまでの報告書をしっかり読み込んで臨

まなかった不勉強を反省するとともに、報告書の内容を積み上げていく必要を自覚した次

第である。 
 


