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はじめに 
 
 英文学科の専門必修科目「プレセミナー」の平成 30 年（2018 年）度版報告書をここにお

届けする。 
この科目もすでに 4 年目を迎え、毎年報告書を作成、公開している蓄積のおかげもあり、

一定の「型」ができてきたようである。 
もちろん一年次必修の「実践入門セミナー」（共通科目）「英文入門セミナー」を受け、四

年次必修の「卒業論文」「卒論セミナー」へと接続するという、専門科目内での位置づけは

変わらない。また内容もテクストの読み方、論文の書き方を学ぶという基本において同じで

あるので、今年度は大きな変更を行わなかった。 
ただし、各クラスの報告書を見ればわかるように、そうした基本は踏まえつつ、担当教員

の裁量に任されている部分も多いのが、この授業の特徴である。各クラスに共通する内容、

課題に向かう求心力と、担当教員それぞれの得意分野を生かした遠心力との微妙なバラン

スが保たれていることがこの科目の魅力であり、またむつかしさでもあるだろう。そうした

授業である以上、毎年の微調整は欠かせないだろうし、教員同士の議論もますます必要にな

ってくると思われる。一方で、大学における業務の増大もあり、なかなか自由に話し合う時

間が持てなかったのは残念であった。今後は学科 FD などの場で、議論を深めていきたいと

考えている。 
何よりも学生の勉学意欲を増すような授業であるように、今後とも努力し続けたい。 
 
今年度もまた図書館の方々の協力を得て、クラスごとに図書館ガイダンスを実施するこ

とができた。英文学科のために特別なプログラムを作成してくださるスタッフの皆様にあ

らためて感謝したい。 
 
 

記：島高行 



平成30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18日

2 4月25日

3 5月2日

4 5月9日

5 5月16日

6 5月23日 Aクラス(稲垣)

7 5月30日 Bクラス(志渡岡）

8 6月6日 Cクラス(島)

9 6月13日 Dクラス（深瀬）

10 6月20日 Eクラス（土屋）

11 6月27日

12 7月4日

13 7月11日 16:00提出締切

14 7月25日

15 8月1日 返却

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



A クラス 担当：稲垣伸一 
 
1．各回の内容 
 
回 内容 詳細 

1 イントロダクショ

ン―授業の目的と

目標 

スケジュール表を配布し、授

業の目的と内容や評価方法等

について説明した。 

今後グループでのディスカッ

ションを行うグループ分けを

行った。 
2 文献講読 1 "The Manual for 

Assignment" (MA) 「1．テキ

ストを読む」説明  

「インディアンの村」につい

て各自が考えてきたことを、

各自がリアクション・ペーパ

ーにまとめ、それをグループ

で話し合い発表した。最後に

リアクション・ペーパーを提

出した。 
3 テーマの探し方 1 前回配付した「ジェンダー」に

ついての文章について説明 
「ジェンダー」についての文

章の内容を元に、もう一度ヘ

ミングウェイ「インディアン

の村」を読み直し、ジェンダー

の観点から作品の内容につい

てグループで話し合った。最

後に、各自が作品を読み直し

た結果考えたことをリアクシ

ョン・ペーパーにまとめ提出

した。 
4 文献講読 2  "The Manual for 

Assignment" 「2．メモ・ノー

ト・カード」説明 

「菊」について各自が考えて

きたことをグループで発表し

合い、どんな点に注目できる

かをグループごとに話し合い

発表した。最後にディスカッ

ションで挙がったポイントか

らこの作品についての考えを

各自がまとめて提出した。 
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5 テーマの探し方 2  これまで提出されたリアクシ

ョン・ペーパーを返却し、評価

基準を説明して、期末レポー

トに向けて「アウトラインの

作り方」のところで活用して

いくことを説明。 

「セクシュアリティ」につい

ての文章の内容を元に、もう

一度スタインベック「菊」を読

み直し、セクシュアリティと

いう観点から作品の内容につ

いてグループで話し合い、発

表した。最後に、各自が作品を

読み直して考えたことをリア

クション・ペーパーにまとめ

提出した。 
6 文献調査（図書館

ガイダンス） 
PC 演習室で図書館司書の方

による OPAC 等のデータベー

スの使い方、文献検索の方法

について講習を受けた。授業

の後半、図書館に移動、地下の

集密書庫等で説明を聞いた。 

  

7 文献講読 3  "The Manual for 
Assignment" 「3．問いかけか

らスタート』」を説明。 

「卵」について各自が考えて

きたことをグループで発表し

合い、どんな点に注目できる

かをグループごとに話し合

い、発表した。ディスカッショ

ンで挙がったポイントからこ

の作品についての考えを各自

がまとめて提出した。 
8 テーマの探し方 3 "The Manual for 

Assignment" 「6．書く技術①

「書き言葉」と「話し言葉」②

「である・だ」調と「です・ま

す」調 ③『他人の文章』と自

分の文章、『他人の考え』と自

分の考え」について説明し、第

10 回以降の授業で予定してい

る引用の方法や文献表作成法

へと繋がるようにした。 

「家族／家庭」についての文

章の内容を元に、もう一度ア

ンダスン「卵」を読み直し、家

族／家庭という観点から作品

の内容についてグループで話

し合った。最後に、各自が作品

を読み直して考えたことをリ

アクション・ペーパーにまと

め提出した。 
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9 書式 1 引用の仕

方 
アウトラインの作

り方 1 

論文サンプルを参照して、引

用の仕方を説明 
MA「 4．アウトライン」を説

明。これまで教材として読ん

できた短篇小説 3 編のうちか

ら選んできた 1 編について、

期末レポートのアウトライン

を各自が作成し始めた。 
10 アウトラインの作

り方 2、書式 1 引

用の仕方 

アウトライン・サンプルとテ

ンプレートを使用してアウト

ライン作成について説明し、

先週に続いて各自が期末レポ

ートのアウトラインを作成。 

4 年生用「卒業論文について」

のなかの「II 引用について」

と論文サンプルを参照して、

引用のしかたについて説明し

た。 
11 書式 2 文献表（和

書） 
「卒業論文について」のなか

の「IV 文献表の作成」を参照

して、引用文献表の作成法を

説明した。 

実際に複数の文献（和書）をグ

ループで回覧し文献表を作成

した。 

12 書式 3 文献表（洋

書） 
引用文献表の作成法として、

複数の文献（洋書）をグループ

で回覧し文献表を作成した。 

  

13 テーマの探し方 

番外編 1「音楽」 
前回までで作成し引用文献表

(和書、洋書）を作成例と比較

して、各自が修正した。 

期末レポートの提出締切を迎

え、予定していた内容はすべ

て前回までで終了したため、

The Beatles の曲（主に“All 
You Need Is Love”と  “She 
Loves You”を聴いて、グルー

プごとに目の付け所を自由に

出し合い、リアクション・ペー

パーを提出した。 
14 テーマの探し方 

番外編 2「映画」 
映画『シックス・センス』の一

部を観て、19 世紀アメリカで

流行したスピリチュアリズム

との関連について考えた。 

  

15 期末レポート返

却・講評、まとめ、

授業アンケート 

7 月 11 日提出締切の期末レポ

ートを返却して講評を行っ

た。 

manaba を使用した授業アン

ケート＋独自のアンケートを

行った。 
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以上の内容で、評価については期末レポート（40 点）以外の平常点＋授業内課題（60 点）

の内訳は以下のようにした。 
・第 7 回までに行った「文献講読」「テーマの探し方」各 3 回で提出されたリアクショ

ン・ペーパー   
7 点×6 回＝42 点 

・9 回以降に提出されたレポートの「アウトライン」「引用文献表（和書、洋書） 
6 点×3 回＝18 点 

 
2．総括 

卒業論文執筆のための準備とするというこの授業の位置づけを絶えず授業中に言及

し、学生がその趣旨を常に意識して授業の望むよう心がけた。また、各回ともグループ

ワークをできるだけ採り入れ、アクティブ・ラーニングの実践を心がけた。ただ、授業

各回で欠席や遅刻が目立ち、メンバーが揃わない中、指示された作業を行わざるを得な

いグループも多く、またグループワークの常として、指示された事前学修をしている者

としていない者が混在して思うように作業が進んでいないケースがしばしば見られたこ

とは授業手法として反省すべき点はあると感じた。 
第 6 回「文献調査」でデータベースを使用しての蔵書検索の実習を図書館職員の方に

お願いした。内容は年ごとにヴァージョンアップされていて学生にとっては理解しやす

い内容になっていると感じた。しかし、職員の方からは、英文学科 4 年生のあるゼミを

対象に行った同様の実習では、3 年次に学んだはずの蔵書検索の方法がほとんど定着し

ていないという指摘をいただいた。これは 3 年次に「プレセミナー」で学ぶ蔵書検索が

その後他の授業で実践されていないためだと思われる。（できれば非常勤講師も含めた）

学科専門科目担当の教員が「プレセミナー」で扱われている内容を理解し、その内容を

踏まえた授業（例えば、レポート課題を課す際、「プレセミナー」で行った文献調査を踏

まえて参考文献を検索するよう指示するなど）を行うことが必要なのではないかと思っ

た。 
ある程度うまくできた点としては、授業各回の内容を最後のレポート提出につながる

ように指導したことが挙げられる。例えば、第 7 回までの授業で行った「文献講読」「テ

ーマの探し方」についてのリアクション・ペーパー6 枚は返却してファイリングして

おき、第 9、10 回の「アウトラインの作り方」でレポートの構成を考える際に活用

できるようにし、文献表の作成法についてもレポート作成時に「引用文献」として学

んだ内容にしたがってレポート末尾に付けるよう指示した。これはある程度学生が

趣旨を理解して実践してくれたようだった。 
授業の最終回で全学共通の授業アンケートに加え、この授業の以下の内容につい

て、担当者が作成した記述式無記名のアンケートを実施した。 
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内容 
1． “The Manual for Assignment”の内容確認 
2．文献講読－ヘミングウェイ「インディアンの村」、スタインベック「菊」、ア

ンダスン「卵」 
3．テーマの探し方－「ジェンダー」、「セクシュアリティ」、「家族／家庭」 
4．文献調査－ 図書館ガイダンス 
5．アウトラインの作り方 
6．書式－引用の仕方、引用文献リスト作成法 
7．テーマの探し方（番外編）－音楽と映画 

 
その結果の一部は以下の通りである。 

上記 7 項目のうち関心を持ったこと、あるいはためになったと回答した人数

(回答者数 24 名、複数回答可) 
1－5 名 2－6 名  3－5 名  4－7 名   
5－15 名 6－17 名 7－4 名 

同様に「関心を持てなかった」項目についても聞いてみたが、敢えて項目を挙げ

た履修者はほとんどいなかった。 
上記の数字と記述式の回答から、概ねこの授業の内容について履修者は肯定的に

捉えていたのではないかと思われる。特に論文・レポートの書き方としての方法論に

ついての内容(項目 5 および 6 )を肯定的に捉えている履修者が多く、論文・レポート

の特定の形式（雛形）を知りたいという願望が強かったことがわかる（この点につい

ては全学で行った前期の授業アンケートでこの授業の一部の履修者が書いたコメン

トからも読み取れた）。 
他方で「文献講読」や「テーマの探し方」といった論文・レポートの内容につい

ての評価がもう一つだった。今回は文献講読の材料としてはアメリカの短篇小説を

使ったが、この教材や内容については検討の余地があるようにこのアンケートから

は思われた。 
 

3．成績分布 
+A 2（7.1％） 
A  9（32.1％） 
B  10（35.7％） 
C  6（21.4％） 
D  1（3.6％） 
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B クラス 担当：志渡岡理恵 
 
１ 各回の内容 
●4/18 イントロダクション 
・授業の目的と目標、スケジュール、成績評価について説明。 
・“The Manual for Assignment” を配布し、次回までに１～２を読んでくるように指示。 
・ディスカッション、プレゼンテーションのためのグループ分け 
・朝日新聞の記事２つ（「大学生と読書――又吉さんに背中押され」と「天声人語――シリ

アの秘密図書館」）を配布し、それらを読んで①どんなときに本が読みたくなるか、どんな

ときに本が必要か②本とネットの共通点と相違点について、それぞれ 5 つずつ挙げるよう

に指示。その後、グループで話し合い、各グループの意見を発表させた。 
・論文を書く出発点は、何かを読んだときに感じた印象や疑問、考えたことなどをできるだ

け沢山メモしておくことであると説明し、次回への導入とした。 
 
●4/25  文献購読１ 資料の読み方 
・“The Manual for Assignment” の１～２を全員で読み、論文を書く際の最初の作業とし

て、テクストを見たり読んだりした時に感じた印象、疑問、考えたことを記録・整理・保存

することの重要性とその方法を確認した。 
・リアクションペーパーを配布し、映画『秘密の花園』（前半）を観て、感じた印象、疑問、

考えたことを 10 点挙げさせ、前半の感想をまとめさせた。 
・リアクションペーパーを回収し、次回、後半を見て同じ作業をすることを告げた。 
 
●5/2 文献購読２ 資料の分析 
・映画『秘密の花園』（後半）を観て、疑問、考えたことを 10 点挙げさせ、後半の感想をま

とめさせた。 
・次回への導入として「テーマ」とは何かを簡単に説明し、各自の挙げた 20 点（前半 10
点、後半 10 点）をそれぞれ①児童文学②植民地とポストコロニアリズム③階級④病⑤その

他のいずれかに分類させた。その結果をグループ内で発表し合い、代表者にまとめて発表さ

せた。 
・次回の予習として“The Manual for Assignment”の 3 を読んでくるよう指示した。 
 
●5/9 テーマの探し方 1 テーマとは何か 
・“The Manual for Assignment”の 3 を全員で読み、テーマとは「作品を読んで持った問題

意識を具体化したもの」であることを確認した。 
・石塚久郎他編『イギリス文学入門』（三修社、2014）の第２部「イギリス文学の重要テー

マ」の中から「児童文学」のページを配布し、読んで考えたことをリアクションペーパーに



まとめさせ、数人に発表させた。次に、「児童文学」という視点から『秘密の花園』の何に

注目しどんな問いを立てることができるかをリアクションペーパーにまとめさせ、グルー

プでディスカッションさせ、各グループの代表者にその結果を報告させた。 
・「植民地とポストコロニアリズム」のページに関しても同様の作業をさせ、リアクション

ペーパーを回収した。 
 
●5/16 テーマの探し方 2 テーマの種類 
・石塚久郎他編『イギリス文学入門』（三修社、2014）の第２部「イギリス文学の重要テー

マ」の中から「階級」のページを配布し、読んで考えたことをリアクションペーパーにまと

めさせ、数人に発表させた。次に、「階級」という視点から『秘密の花園』の何に注目しど

んな問いを立てることができるかをリアクションペーパーにまとめさせ、グループでディ

スカッションさせ、各グループの代表者にその結果を報告させた。 
・「病」のページに関しても同様の作業をさせ、リアクションペーパーを回収した。 
 
●5/23 テーマの探し方 3 テーマの選択 
・諏訪部浩一責任編集『アメリカ文学入門』（三修社、2013）の「レポート、卒論を書こう」

の 1.(2)「論点となりそうなことのメモ」、2.「資料の検索・参照」のページを配布して全員

で読み、前回までの復習と次回の文献調査（図書館ガイダンス）への導入を行った。その後、

これまでのリアクションペーパーをもとに、グループでのプレゼンテーションに向けてグ

ループでディスカッションさせ、「グループのテーマ」、「論点となりそうなこと」、「必要な

資料」をグループごとにリアクションペーパーにまとめさせた。 
 
●5/30 文献調査 図書館ガイダンス 
・図書館の職員の方が、効率的な検索の仕方、情報の正確な読み取り方、文献の入手方法な

どについて詳しく説明してくださり、さらに図書館ツアーを行ってくださった。 
・図書館ガイダンスで学んだことを活かし、次回、各グループのプレゼンテーションに必要

な資料を、各自１つずつ持参するように指示した。 
 
●6/6 アウトラインの作り方 1 アウトラインとは何か 
・“The Manual for Assignment”の 4 を全員で読み、アウトラインとは何かを確認した後、

グループでのプレゼンテーションに向けて、各グループのアウトラインを作成させ、発表さ

せた。 
・“The Manual for Assignment”の「序論、本論、結論」を全員で読み、序論で書くべきこ

とを確認した。その後、レポート作成に向けて、各自のテーマとアウトラインをリアクショ

ンペーパーにまとめさせ、序文を書かせた。リアクションペーパーは回収した。 
 



●6/13 アウトラインの作り方 2 アウトラインの組み立て 
・グループごとのプレゼンテーション（前半 3 グループ）。「児童文学」、「植民地とポストコ

ロニアリズム」、「階級」、「病」の 4 つのテーマの中からひとつ選んで、『秘密の花園』につ

いて 20 分間のプレゼンテーションを行わせた。各グループのタイトルは以下の通り。 
①『秘密の花園』と三人の子供たちの成長 
②『秘密の花園』における病 
③『秘密の花園』における登場人物の人間性の違いについて 
 
●6/20 アウトラインの作り方 3 アウトラインから論文へ 
・クループごとのプレゼンテーション（後半２グループ）。「児童文学」、「植民地とポストコ

ロニアリズム」、「階級」、「病」の 4 つのテーマの中からひとつ選んで、『秘密の花園』につ

いて 20 分間のプレゼンテーションを行わせた。各グループのタイトルは以下の通り。 
④『秘密の花園』と階級 
⑤『秘密の花園』における階級の役割 
＊機器トラブルにより、第６グループの発表のみ次回に延期。 
 
●6/27 書式１ 引用の仕方 
・グループごとのプレゼンテーション（１グループ）。「児童文学」、「植民地とポストコロニ

アリズム」、「階級」、「病」の 4 つのテーマの中からひとつ選んで、『秘密の花園』について

20 分間のプレゼンテーションを行わせた。タイトルは以下の通り。 
⑥『秘密の花園』から見た子どもとは何か 
・「卒業論文の手引き」の後半部分をコピーして配布し、引用の仕方や引用文献の作成法に

ついて説明した。 
 
●7/04 書式 2 注のつけ方 
・前回で書式の説明は終わったので、『秘密の花園』と同じ作者の作品で、同じくインド帰

りの少女が主人公の『小公女』の映画（前半）を観て、印象、疑問、考えたことを 10 点挙

げさせ、前半の感想をまとめさせた。 
・リアクションペーパーを回収し、次回、後半を見て同じ作業をすることを告げた。 
 
●07/11 書式 3 文献表 
・『小公女』の映画（後半）を観て、印象、疑問、考えたことを 10 点挙げさせ、後半の感想

をまとめさせた。 
・『小公女』の原作の一部を配布し、映画版と比較して気づいたこと、関心を持ったことを

まとめさせた。 
・『秘密の花園』と『小公女』を比較して気づいたこと、関心を持ったことをまとめさせた。 



●07/25 まとめ 
・『秘密の花園』と『小公女』の歴史的背景への理解を深めることを目指し、イギリス BBC
製作の『サイモン・シャーマの英国史 第 11 巻 悪しき帝国への道』と『第 15 巻 善意

の帝国支配』のインドに関する箇所をそれぞれ観て、関心を持ったことと感想をまとめさせ

た。 
 
●08/01 レポート返却、講評 
・レポートにコメント（優れている点、改善点など）をつけて返却。希望者には個人面談を

行った。 
・授業アンケート 
 
２ 総括 
 この科目を担当するのは初めてだったので、学生の反応を見ながら微調整しつつ進めて

いった。授業の構成については、基本的な流れは共通シラバスに従ったが、書式の説明は 1
回にまとめた。書式については多くて 2 回（説明と練習問題）でよいのではないかと思っ

た。それから、期末レポートのほかにグループ･プレゼンテーションを課した。個人でレポ

ートを書く前に、グループでのプレゼンテーションに参加すると、作品論を仕上げるプロセ

スを助け合いながらひととおり経験することができるので、グループ･プレゼンテーション

はレポートの準備としても役立ったのではないかと思う。 
 教材については、取り上げる作品を映画ひとつに絞った。その作品をまずは 4 つの異な

る視点から分析する訓練を行った。それから、各自のテーマ探しの助けとなるように、補足

資料として、映画の原作となった小説（一部）、同じ作者による別の小説（一部）とその映

画版、歴史的背景に関する資料を提供した。グループプレゼンテーションやレポートでは、

さらに同時代の児童文学などにまでリサーチの範囲を広げているものもあり、学生の成長

がうかがえた。 
 今後に向けて、気になったのは、レポート提出後の学生のモチベーションの低下である。

これを予想して工夫すべきだった。また、休みがちな学生への対応も考えておくべきだった。

この科目は、教材の選び方によって様々な展開が可能なので、試行錯誤を繰り返すことにな

りそうである。 
 



C クラス 担当：島高行 
 
１．各回の内容 

 
① 4 月 20 日 イントロダクション（授業の目的、目標について） 

一年次の「入門セミナー」二年次の「イギリス文学史」「アメリカ文学史」「英語学概

論」を経て、3 年次の演習科目、そして四年次の「卒論セミナー」「卒業論文」につ

ながっていくカリキュラム全体のなかでの位置づけを説明する。 
   卒業論文に主体的に取り組むために、自分の関心のあることと論文のテーマを結び

つけることの重要性を指摘し、リアクション・ペイパーに関心のあることを記入させ

る。 
② 4 月 27 日  

  リアクション・ペイパーを返却。関心のあることをさらに深めるように個別に指導。そ

の後、いくつかの共通点、「物語」「旅行」「食文化」について紹介し、トピック選択の

第一歩とする。次回までに今回のトピックをさらに深めてくるように指示。 
③ 5 月 2 日 

 マニュアルを読み、テクストを主体的に読む技法を学ぶ。まずは速読し、マークをつけ

たうえで、再読し、メモにまとめる方法の確認。 
  後半は部分的に映像資料を使いながら、田中純の論文「『シン・ゴジラ』の怪物的「し

るし」」冒頭のパラグラフを読み、学生同士の意見交換をふまえ、上記の技術を実践し

てみる。リアクション・ペイパーに同論文のキー・ワードを選び、意見を書く課題を提

出。 
  最後に前回の課題（自分の関心、興味のあるものについての修正版）を回収。 

④ 5 月 9 日 
  マニュアルに基づき、問いを立てること、構成（序論でテーマを提示、本論で展開、結

論で議論の確認）について説明。 
前回提出のリアクション・ペイパーを返却し、それぞれの課題についてアドヴァイスを

与える。 
田中純の論文の冒頭部分を読み、問題提起がなされていることを確認する。 
その後、本論を読み、2 つの段落それぞれのキー・ワードと気づいた点などをリアクシ

ョン・ペイパーに書く作業を行う。 
⑤ 5 月 16 日 

  今自分が関心のあるものについての口頭発表についての分担を決定する。 
  田中純の論文を読み続ける。まず前回の復習からはじめる。前回のリアクション・ペイ

パーを返却し、キー・ワードとして挙げられたものを紹介。論文についての解説を行っ

た。 



⑥ 5 月 23 日 
   田中論文の後半の読解とグループ・ディスカッション。 

⑦ 5 月 30 日 
   田中純の論文に基づき、アウトラインの解説を行う。プリントを配布し、論点を絞る

こと、二項対立の観点からの分析、キー・ワードの選択等について説明する。 
⑧ 6 月 6 日  文献調査 図書館ガイダンス 
⑨ 6 月 13 日 学生によるプレゼンテーションと講義（テーマについて） 
⑩ 6 月 20 日 

   レポートの課題について説明。またアウトラインについての説明。後半は学生による

プレゼンテーション。 
   レポートのテーマ、構成について現時点での状況を報告させる。 

⑪ 6 月 27 日 学生によるプレゼンテーションと講義（テーマの絞り方について） 
⑫ 7 月 4 日 学生によるプレゼンテーションと講義（構成について） 
⑬ 7 月 11 日 学生によるプレゼンテーションと講義（引用について） 
⑭ ７月 25 日 学生によるプレゼンテーションと講義（参考文献について） 
⑮ 8 月 1 日 まとめ 

口頭でもコメントしながらレポートを返却。この授業が卒業論文への準備として位

置づけられている点を確認後、テーマの絞り方、構成の基本を復習する。ライティ

ングのテクストからの抜粋（英文）を用いて、キー・ワードやトピック・センテン

スの指摘などの作業の後、解説する。 
 
２．総括 

 
 今年度の授業では、主体的に課題に取り組み、その成果を形にする経験を通して、卒論へ

積極的に取り組む姿勢をはぐくむことを目指した。そのため、授業の大きな流れとしては、

まず自分が今関心のあること、夢中になれるものを確認し、個人的な趣味や感想で終わらず

に他者を説得していく議論にまで発展させる方法を学び、最終的にレポートにまとめると

いう形で進めた。学生によるプレゼンテーションは意欲的なものが多く、文学・文化研究と

無関係のように見えても、学科の授業や将来の卒論にも結びつく可能性のあるものがあり、

学生にとっても発見があったようである。 
今回クラス独自のテクストとして用いた論文、田中純「『シン・ゴジラ』の怪物的「しる

し」」（『ユリイカ』12 月臨時増刊号第 48 巻第 17 号、2016 年）は、厳密な考証と緊密な論

理に基づく構成、硬質な文体はもとより、一昨年話題になった映画の一場面の分析から、ど

れほど広く、かつ深く思考できるかの例として提示した。ある種の「型」を徹底的に学ぶこ

となく、オリジナリティを云々することはできないことをひとりでも多くの学生が学び、身

に着けてくれることを願う。 



最後に、今年度も図書館の方々から資料検索の方法について貴重なガイダンスをしてい

ただいた。授業内でも注意したが、残念ながら、レポートの参考文献の利用が少なく、あっ

ても引用の明確化がなされていないことが散見された。せっかく丁寧に説明していただい

たこともあり、また試行錯誤なしに図書館利用は進まないだろうから、レポート作成と資料

検索とを組み合わせる方法を今後模索してみたい。 
 



Ｄクラス 担当 深瀬有希子 
 
1. 各回の内容  
 ①4/18 イントロダクション 
 ②4/25 文献講読 1 
  ③5/2  文献講読２ 
 ④5/9  学生プレゼン 
 ⑤5/16 学生プレゼン 
 ⑥5/23 学生プレゼン 
 ⑦5/30 学生プレゼン および文献調査 
⑧6/6 アウトラインとは何か・組み立て、レポート課題提示 
⑨6/13 図書館ガイダンス―Japan Knowledge の使用方法を中心に説明 
⑩ 6/20 休講 →7/18 補講 
⑪ 6/27 アウトラインから論文へ、引用の仕方 
⑫ 7/4 注のつけ方、文献表 
⑬ 7/11 レポートの最終チェック （書式のすべての確認） 
⑭ 7/18 補講 文献講読 3 
⑮ 7/25 まとめ 文献講読 4 
⑯ 8/1 レポート返却・講評      

 
使用テキストと内容 
①Jonathan Culler, Literary Theory:  A Very Short Introduction (Oxford UP, 
1997) 批評とは何か、解釈とは何かについて問題提起した。 
 

②③Edgar Allan Poe, “The Purloined Letter” (1844) の読解 
この時点では、音声や動画をも利用して、難解な英文をひとまず読みきるこ

とを目的とした。登場人物の間で何がおこり、どのように解決されたのかを

確認するまでよしとした。（最終的な目的は、本作品についてのラカンの有

名な批評を少しでも理解すること。） 
 
④から⑦ 教科書として難波江和英・内田樹『現代思想のパフォーマン

ス』(光文社, 2004)を用いた。そのなかで、ソシュール、フーコー、ラカ

ン、サイードについての各章をまとめて、個人またはグループで 15 分か

ら 20 分のプレゼン。テーマのみならずアプローチの多様性についての理

解を深めるために、上記思想家による重要概念を理解することに努めた。 



⑧から⑪ Brad Philpot, English Language and Literature for the IB Diploma 
(Cambridge UP, 2011)、一橋大学英語科 『英語アカデミック・ライティ

ングの基礎』（研究社, 1999）、大庭コティさち子『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）これら三冊の抜粋

を用いて one paragraph for one idea という英語アカデミック・ライティング

の要諦を説明し、議論を構築するために有効なフォーミュラを説明した。 
 

⑪から⑬ 『実践英文学』第 70 号、平成 30 年度卒業論文の手引き  
担当者が書いた論文を配布し、その実例をもとに引用・注・文献表の書き

方を説明した。また授業内でパソコンを用いて書き方の演習を行った。 
 
⑭⑮ピーター・バリー『文学理論講義』（ミネルヴァ書房, 2014）、 
ベル・フックス『フェミニズムはみんなのもの―情熱の政治学』（新水社, 
2003）、 Alice Walker, “Abortion” (1980)  
前半では扱わなかったジェンダー批評史を概観したうえで、短編小説を読

解した。あわせて、前半で扱った思想家による重要概念を復習した。 
 

⑯A＋評価の学生のレポートをコピーして解説した。また、レポート提出

前に配布した評価のポイントをまとめた資料を再配布し、学生自らが、自

身の書いたレポートの不十分な点を確認する作業を行った。なお、レポー

トの課題内容は： “How can we explain the continued interest in a particular 
work in different contexts and at different times?”  
 
2. 総括  
駆け足であったが、卒業論文に着手する前に、知っておいてもらいたい思想家な

らびに学術論文の書き方について、紹介および説明することができたと思う。学

生は、初めてきく名前の思想家たち（ソシュールはのぞく）についての発表をす

ることになったが、真摯に打ち込んでいた。今後の課題は、共通テキストを用い

るかどうか、さらには、本科目と 2 年後より始まる 3 年生後期の講読（必修）の

授業とを関連付けるのかどうか、という点ではないか。 
 
 



E クラス 担当：土屋結城 
 
【各回の内容】 
第１回(4/18) イントロダクション、前半の発表担当割り振り 
第２回(4/25) 『パディントン』（原作小説、映画）解説 
第３回(5/2) 学生プレゼン（５分程度×２グループ） 
第４回(5/9) 学生プレゼン（５分程度×３グループ） 
第５回(5/16) 学生プレゼン（５分程度×３グループ） 
第６回(5/23) プレゼンまとめ、文献のまとめ方について、後半の発表担当割り振り 
第７回(5/30) レポートの書き方について（構成、内容） 
第８回(6/6) レポートの書き方について（参考文献表の書き方） 
第９回(6/13) 学生プレゼン（１５分程度×２グループ） 
第１０回(6/20) 図書館ガイダンス 
第１１回(6/27) 学生プレゼン（１５分程度×３グループ） 
第１２回(7/4) 学生プレゼン（１５分程度×３グループ） 
第１３回(7/11) 英文リーディング（英文の構造分析） 
第１４回(7/25) 英文リーディング（“windrush generation”と呼ばれる移民について） 
第１５回(8/1) レポート返却、解説、第１４回時の英文解説 
 
 
・第２～７回までは、『パディントン』（映画及び原作小説）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反映されているか、

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

の理解を深めるとこを目標とする。 
 
・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８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。 
 
・第１０回以降は、昨年同様、レポート課題（コナン・ドイル著「サセックスの吸血鬼」、

映画『ベッカムに恋して』、ハリー王子の結婚式の 3 つの中から選択）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

意義があったと思う。 
 
【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、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、

内容で行った。前半で取り上げた『パディントン』については、比較的時間をかけて取り

組むことができたのではないかと思う。後半のレポート課題については一部変更し、5 月末

の段階で学生の記憶にも新しかったハリー王子の結婚式を取り上げたが、このトピックは

学生にとって調べやすく書きやすかったようであった。全体的に学生のプレゼンテーショ

ン能力の高さの驚かされることが多かった。また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～７回時の内容（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）が活かされた結果ではないだろうか。 
改善点としては、最終授業時にあわただしくなったため、manaba でのアンケートを指示し

ただけで終わったが、回答率が低かったため、授業時にもっと時間を取る必要があった点

が挙げられる。 
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