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初回を踏まえ、次回に向けて 

2015 年度前期「プレセミナー」が、新カリキュラムの一環としてスタートした。これは

卒業論文の準備科目として、論文を書くための決まりごとを学び、自主的な研究のノウハウ

を授けるための、英文学科３年前期・名簿順５クラスの必修科目である。 

 大体の骨子はシラバスとして定められていたが、教材として用いる文献資料は、教員の専

門分野によって選択されており、それぞれ個性豊かに易から難へ採り上げられていたと思

われる。ちなみに今年は A・C・D クラスがアメリカ文学・文化、B クラスがイギリス文学・

文化、E クラスが英語学の内容であり、これらのクラスは学生の希望はとらず機械的に振り

分けられている。 

 各教員の報告書から受ける学生たちの大まかな反応は、以下のようなものである。 

①  図書館ガイダンスが役に立っている。 

②  プレゼンやディスカッションから刺激を受ける。 

③  論文の形式的な書き方が学べて有意義である。 

 また教員たちの最大公約数的な意見としては、専門分野に深入りはせず、テーマ探しと論

文の形式をたたきこむことを主眼とすべき、といったところであろうか。レポートの字数に

ついては、５人中４人もの教員が疑義を寄せており、再検討しなければならないと思われる。 
 初回として試行錯誤の感は免れなかったものの、「プレセミナー」は立派に緒に就いたの

で、この報告書をたたき台として次回に臨みたいと思う。 
 
 

取りまとめ役・村上まどか記 
 



2015（平成 27）年度 英文学科「プレセミナー」（水曜２限）スケジュール                 

 

授業回数 月日 シラバス            備考・具体的内容 

第 1回 ４月１５日 イントロダクション 授業内容・評価方法説明。M.for Assgnmt、教員選定の教材配布。 

第２回 ４月２２日 基礎①テーマ探し  

第３回 ４月２９日 基礎②テーマ探し  

第４回 ５月１３日 基礎③アウトライン  

第５回 ５月２０日 基礎④書式 章の立て方、引用の仕方。22 日（金）中間レポート〆切。 

第６回 ５月２７日 基礎⑤文献調査  

第７回 ６月３日 基礎⑥まとめ 中間レポート返却（Aクラス次週）。A クラス図書館ガイダンス。 

第８回 ６月１０日 応用①テーマ探し Bクラス図書館ガイダンス。 

第９回 ６月１７日 応用②テーマ探し Cクラス図書館ガイダンス。 

第 10回 ６月２４日 応用③アウトライン Dクラス図書館ガイダンス。 

第 11回 ７月１日 応用④アウトライン Eクラス図書館ガイダンス。 

第 12回 ７月８日 応用⑤書式 注の作り方、参考文献の書き方。 

第 13回 ７月１５日 応用⑥文献調査 17日（金）期末レポート〆切。 

第 14回 ７月２２日 応用⑦まとめ  

第 15回 ７月２９日 まとめ 期末レポート返却。 

 

【テキスト・教材】 Manual for Assignment を基礎①から④まで活用する。他は教員選定の教材を配布。 

 

【図書館ガイダンス】 クラス別に PC を使った実習、OPAC 及びデータベースの使い方。課題を持って書庫へ行く。 

 

【成績評価】 平常５０点は、「章立て」「引用」「参考文献」等の作成。 

       課題５０点は中間レポート（１２００字以内）２０点、期末レポート（１６００字以内）３０点。 



A クラス   担当： 稲垣伸一 
 

I 授業各回の内容 

第 1 回（4 月 15 日）イントロダクション 

スケジュール表を配布し、授業の内容や評価方法等について説明した。“The Manual for 

Assignment”を配布し、毎回の授業で持参するよう指示した。また、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。 

最後に次回に予定している「テーマ探し」の準備として The Beatles, “All You Need Is 

Love”の歌詞を配布、曲を聴き、曲と詞について何か言えることを考えてくることを課題

とした。 

第 2 回（4 月 22 日）基礎①テーマ探し（詩） 

授業の前半で“The Manual for Assignment”の「1．テキストを読む」までを説明して、

その内容について考えた。 

後半では、前回からの課題とした“All You Need Is Love”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、その詞についてどんな点に注目できるかをグループごとに

話し合った。その結果を各自がまとめて最後に提出した。 

第 3 回（4 月 29 日）基礎②テーマ探し（詩） 

“All You Need Is Love”を同じく The Beatles の“She Loves You”と比較して、1960 年代と

いう時代を考察しながらグループ・ディスカッションを交えて検討した。その結果を各

自がまとめて最後に提出した。 

第 4 回（5 月 13 日）基礎③テーマ探し（詩）、「書く技術」 

授業の始めに、中間レポートの内容について説明し、それとの関連で“The Manual for 

Assignment”の「6．書く技術」を読み、注意点を確認した。 

後半で、Childe Harold’s Pilgrimage の一部を読み、その中で見られる詩の規則性につい

てグループで話し合った。 

第 5 回（5 月 20 日）基礎④テーマ探し（詩）、「2．メモ・ノート・カード」 

前回に続いて、Childe Harold’s Pilgrimage に見られる詩の規則性についてグループで

話し合い、定型詩の特徴を確認した。 

後半で“The Manual for Assignment”の「2．メモ・ノート・カード」を読み、Childe Harold’s 

Pilgrimage とは対照的に自由詩である Walt Whitman, “Song of Myself”を題材に、メモやノ

ートを取りながら詩を読むことを実践し、考えたことを最後に提出させた。 

第 6 回（5 月 27 日）基礎⑤テーマ探し（詩）、「4．アウトライン」 

グループ・ディスカッションを踏まえて前回の最後に提出されたリアクション・ペー

パーに書かれていた着眼点を発表し、それを踏まえて“The Manual for Assignment”の「3．

問いかけからスタート」および「4．アウトライン」について説明した。 

授業の後半で、“Song of Myself”のセクション 5 を読み、レポートのアウトラインを作
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成する練習をして、最後に提出させた。 

第 7 回（6 月 3 日）基礎⑥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。後半で図書館に移動、特に地下の集密書庫で説明を聞いた。 

第 8 回（6 月 10 日）応用①書式、中間レポート返却 

中間レポートを返却し、期末レポートに向けての注意点について説明した。 

授業の後半では、4 年生用「卒業論文について」の一部を配布し、「引用文献」の作成

法を実際に複数の文献（和書）をグループごとに与えて練習した。 

最後に次週からの「テーマ探し」で扱うシャーウッド・アンダスン「卵」を配布し、

読んでくることを課題とした。 

第 9 回（6 月 17 日）応用②書式 

前回に引き続き「引用文献」の作成法を、実際に複数の文献（洋書）をグループごと

に与えて練習した。そして前回と併せて作成した和書・洋書両方の引用文献リストを次

回の授業で提出することとした。 

予定していたアンダスン「卵」を読んでの「テーマ探し」は時間がなくなってしまっ

たので次回に回した。 

第 10 回（6 月 24 日）応用③テーマ探し（小説）、引用について 

「引用文献」リストを回収した。 

その後、期末レポートの内容について説明した。その中で “The Manual for 

Assignment”p.6 の「「他人の文章」と自分の文章、「他人の考え」と自分の考え」及び「卒

業論文について」のなかの「引用について」を参照して、引用についての考え方を説明

した。 

最後に“The Manual for Assignment”の「問いかけからスタート」を再度読んだ後で、ア

ンダスン「卵」から考えられるテーマについてグループで話し合い発表し、それを最後

にまとめさせ提出させた。 

第 11 回（7 月 1 日）応用④アウトライン 

前回考えられるテーマについて話し合ったアンダスン「卵」についてレポートを書く

という前提で、レポートのアウトラインを各自に作成させ、それを提出させた。 

授業の後半で、二つめの短篇ナサニエル・ホーソーン「若いグッドマン・ブラウン」

を配布し、読み始めた。 

第 12 回（7 月 8 日）応用⑤テーマ探し（小説） 

前回に読み始めたホーソーン「若いグッドマン・ブラウン」を題材に、グループごと

にどのようなテーマが見いだせるか意見を出し合い、それを最後にまとめさせ提出させ

た。 

授業の最後に次回に見る予定の映画『ゴースト－ニューヨークの幻』の始めを少し観

て、次回までに各自が観ておくよう指示した。 
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第 13 回（7 月 15 日）応用⑥テーマ探し（映画） 

期末レポートに関連した授業内容はすべて終わってしまったため、予定にない映画を

観てそこから考えられるテーマを自由に考えてみる練習を今回と次回で行った。 

まず 1 週目は『ゴースト』を取り上げ、19 世紀にアメリカで流行したスピリチュアリ

ズムの類似した発想が見い出せること、現代における社会問題がストーリーに組み込ま

れていることを教員が説明した。最後に感想を書いて提出させた。 

次回扱う映画『シックス・センス』を観ておくよう指示した。 

第 14 回（7 月 22 日）応用⑦テーマ探し（映画） 

映画『シックス・センス』の一部を観て、前回の解説を参考に、今回は各自が自分で

そこに描かれた社会問題を読み取り、それを最後にまとめて提出させた。 

第 15 回（7 月 29 日）まとめ、期末レポート返却 

期末レポートを返却して講評を行った。その際、引用箇所の出典明示や引用文献リス

トでまだ不完全な箇所が多く見られたため、実際の学術論文の一部をプリントして実例

を示すと共に、学生に返却されたレポートを修正させた。 

最後にこの授業についてのアンケートを行い終了した。 

 

II  成績評価の方法 

課題は中間レポート 20 点、期末レポート 30 点は全クラス共通だが、残りの平常点につ

いては、リアクション・ペーパーや課題の提出を 10 回課し、1 回 5 点満点で採点して合計

50 点とした。その結果、レポートの評価とは別に、欠席回数が多い学生は低い評価になる

傾向が見られた。 

 

III 総括 

新カリキュラムでこの授業が新設され今回が初年度であったため、15 回の内容は大枠で

決まっていたものの、具体的な内容を計画するのにかなり苦労した。特にテキストは使用せ

ず、様々な授業内容を含むため、この授業で何を学ぶのかポイントがぼやけることのないよ

う注意して進めた。 

その結果、レポート作成や 4 年次の卒業論文執筆を念頭に入れての内容であることをし

ばしば言及しながら授業を進めたが、シラバスに記載したスケジュールと比較すると、各項

目を扱う順番や回数で予定とは大きく異なってしまった。これは以下に述べるように、授業

で扱う項目同士を有機的に結びつけたり、学生の反応を見て、適宜スケジュールを変更して

授業を進行させたためである。 

“The Manual for Assignment”でレポートや卒業論文を書く際に行う作業や注意点について

説明したとき、できればその直後にレポートの課題で説明した内容を実践してみるとその

知識が定着する可能性は高くなる。また、「書式」という項目では引用文献リストの書き方

を主に練習したが、これは細かい点に注意することが多く、学生の理解度を気にしながら進
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めると予想以上に時間がかかった。そのようなことを考慮した結果、当初のスケジュールを

かなり変更してしまった。 

各担当教員の専門領域が違うため内容を統一することは難しいが、次年度以降で前半と

後半のそれぞれで目標を設定して、あくまでも可能な範囲で共通のそして実行可能なスケ

ジュールを作成することが望ましいと感じた。また、今回、前半と後半をそれぞれ基礎、応

用と位置づけたが、自分自身それらをほとんど差異化して行うことはできなかった。これも

反省点の一つである。 

授業の最終回で無記名のアンケートを行った。内容は、複数回答可で、授業でやった項

目のうち「関心を持ったこと」と「関心を持てなかった」ことをそれぞれ挙げ、できればそ

の理由を書いてもらうものとした。項目は以下の 6 つにまとめた。 

 

1．“The Manual for Assignment”の内容確認と、詩や小説を使っての実践 

 （例えば、「アウトライン」の作成や「書く技術」の確認と実践など） 

2．テーマ探し－詩（The Beatles, Walt Whitman） 

3．図書館ガイダンス 

4．書式－引用文献リスト作成法 

5．テーマ探し－小説（Sherwood Anderson “The Egg,” Nathaniel Hawthorne “Young Goodman 

Brown”） 

6．テーマ探し－映画（Ghost, The Sixth Sense） 

 

回答者数 21 名のうち「関心を持てなかった」ことに何かを挙げた学生が延べ 4 名しかい

なかった。これについてはそのまま受け止めてよいものかどうか判断しにくい。それに対し

て「関心を持ったこと」については、多くの学生が複数の項目を挙げていた。それぞれの項

目で「関心を持った」ことに挙げた延べ回答者数は以下の通りである。 

 

1－11 名、2－9 名、3－8 名、4－17 名、5－12 名、6－7 名 

 

それぞれの項目である程度の数の学生が「関心を持った」と回答しているわけだが、特

に多いのが 4 番（書式－引用文献リスト作成法）である。これについては学生からのコメン

トにも多かったが、日頃正しい方法を知らないままレポートを作成しているという意識が

学生の中にあることがわかった。レポートや論文を書く際のこうした約束事を学ぶにはプ

レセミナーという授業は時期的にもよいのではないかと思う。ここで学んだことがすぐに 3

年次から始まる「～文学・文化演習」、「英語学演習」といった演習科目やその他講義科目で

課されるレポートで実践され、それが定着すると次年度の卒業論文につながるからである。 

そのように考え、これまでの授業内容を復習させることも意識して、期末レポートでは

授業で行った「テーマ探し」を踏まえ、関連する文献を検索し、文献からの引用を加え、引
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用文献リストをつけることを（要求ではなく）奨励した。ただ、そのようなことを一つのレ

ポートですべて要求するには、1200 字や 1600 字よりもう少し字数を多く設定する必要があ

ると感じた。 

研究の手法として英文学科の 3 本柱の中身をこの授業で勉強することも大切であるには

ちがいないが、それにしては半期という期間は短すぎる。むしろ英米の文学・文化あるいは

英語学についての内容は、（言い過ぎかもしれないが）論文執筆上の約束事を身につけるた

めの材料くらいに考えてもよいのではないかと感じた。つまりこの「プレセミナー」という

授業では、専門教育の 3 本柱の中でどのような発想で研究ができるか（今年行った「テーマ

探し」）程度の内容に抑えて、むしろ論文執筆上の約束事（引用のしかたや出典明示の方法

など）や考え方（剽窃を避けることなど）を学ぶことに焦点を絞ってもよいのではないかと、

最後に行ったアンケートの結果を見ても感じた。 

最後にアンケートのコメントで多かったのが、グループによるディスカッションがよか

ったとする意見だった。多くの学生が共通の題材に対する他人の意見を聞くことができた

ことを評価していた。これは一人で考えて、授業中に個人として発言を求められるよりも、

リラックスしてグループで話し合った結果を発表する方が学生にとっては好ましいためだ

ろう。授業の雰囲気をよくして、学生の積極的な態度を引き出すためにも、グループ・ディ

スカッションは有効だったと考えられる。 
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B クラス  担当： 佐々木真理 
 
4 月 15 日 イントロダクション 
・プレセミナーの目的について説明 
・スケジュールと成績評価について説明 
・ “The Manual for Assignment”を配布、1～3 にもとづき、どのようにしてテーマを

探すのかについて考えさせた。 
・次週の発表に向けて、グループ分けを行った。 
4 月 22 日 基礎①テーマ探し 
・グループ発表 4 人×7 グループ 1 グループ 5 分～10 分 ハンドアウトを用意 
 ディズニー映画をひとつ選び、映画のテーマや登場人物の台詞について読み解き、論

文のテーマとなるような問題を提起させた。発表後、各グループが提起した問題につい

て、ディスカッションを行った。 
・次週のグループ発表の課題を提示し、グループごとに準備をさせた。 
4 月 29 日 基礎②テーマ探し 
・グループ発表 4 人×7 グループ 1 グループ 5 分～10 分 ハンドアウトを用意 
 論文「『アナと雪の女王』におけるポストフェミニズムと労働」(河野真太郎)と “Let 
It Go”の歌詞を読んで、論文が提示する問題に対する自分たちの意見とその根拠を発表

させた。 
・ここまでのグループ発表を受けて、中間レポートのテーマを考えさせた。 
5 月 13 日 基礎③アウトライン 
・Writing Academic English (Longman)の抜粋コピーを配布し、アウトラインの作成

方法について説明。 
・中間レポートのアウトラインを作成させた。 
5 月 20 日 基礎④書式 
・『卒論を書こう』(栩木伸明)の抜粋コピーを配布し、引用の仕方、参考文献の書き方に

ついて説明。 
5 月 27 日 基礎⑤文献調査 
・Writing Academic English (Longman)の抜粋コピーを配布し、資料・文献の探し方、

選び方について説明。 
6 月 3 日 基礎⑥まとめ 
・中間レポートを返却。 
・評価の高かったレポートをコピーして配布し、どのような点が優れているのかを解説。 
・ここまでのまとめと、レポートを書く上での注意事項をもう一度確認。 
・次週の図書館ガイダンスの説明 
・6 月 17 日のグループ発表の説明 
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・『白さと想像力』(トニ・モリスン)の抜粋コピーを配布、グループ発表のテーマについ

て考えさせた。 
6 月 10 日 応用①テーマ探し 
・図書館ガイダンス   
・次週発表の課題文献を探させた。 
6 月 17 日 応用②テーマ探し 
・グループ発表 4 人×3 グループ 1 グループ 15 分～20 分 ハンドアウトを用意 
 以下の短編を読んで、「文学とマイノリティの表象」をキーワードに、短編について

問題を提起させた。また、短編に関する論文を検索してリストを作成させた。 
① Edgar Allan Poe “The Murders in the Rue Morgue” (1849) 
② Kate Chopin “Desiree’s Baby” (1893) 
③ Ernest Hemingway “Indian Camp” (1924) 

6 月 24 日 応用③アウトライン 
・グループ発表 4 人×4 グループ 1 グループ 15 分～20 分 ハンドアウトを用意 
 以下の短編を読んで、「文学とマイノリティの表象」をキーワードに、短編について

問題を提起させた。また、短編に関する論文を検索してリストを作成させた。 
① Truman Capote “The Headless Hawk” (1946) 
② Flannery O’Connor “The Artificial Nigger” (1955) 
③ Raymond Carver “Cathedral” (1983) 
④ Jhumpa Lahiri “Interpreter of Maladies” (1999) 

7 月 1 日 応用④アウトライン 
・『論文の書き方』(澤田昭夫)の抜粋コピーを配布、問題設定、アウトラインの作成方法

について説明。 
・期末レポートのテーマ・論点・根拠や具体例を考えさせ、発表させた。 
・期末レポートのアウトライン作成を次週までの宿題とした。 
7 月 8 日 応用⑤書式 
・期末レポートのアウトラインを発表。 
・期末レポートの序論を作成。 
・『卒論を書こう』(栩木伸明)の抜粋コピーを配布し、注のつけ方、参考文献の書き方に

ついて説明。 
・期末レポートの文献リスト作成を次週までの宿題とした。 
7 月 15 日 応用⑥文献調査 
・宿題とした文献リストをペアでチェックさせた。 
・ヘミングウェイに関する論文のコピーを配布、全体の構成と文献リストの書き方を確

認。 
・他者の意見の参照の仕方、引用の仕方を確認。 
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7 月 22 日 応用⑦まとめ 
・『卒論を書こう』(栩木伸明)の抜粋コピーを配布し、論文作成にあたっての重要事項を

もう一度確認。 
7 月 29 日 まとめ 
・期末レポートをひとりひとりに返却。 
・評価の高かったレポートをコピーして配布し、どのような点が優れているのかを解説。 
・評価の低かったレポートについては、書き直して再提出させた。 
 
＊全体の感想 

最後の回に、アンケートを行ったところ、以下のような意見があった。 
・この授業を通して、レポートを実際に自分で卒論を意識しながら書いたり、文献を調

べたり、論文を探したりしたので、深く学ぶことができた。 
・授業開始から課題が多く大変だと思っていたが、図書館に行く回数が増えたことで、

文献を探すことが早くなったり、読みたいと思える本が見つかったりと良いことが多か

った。 
・正しい引用の仕方と、文献リストの書き方、論文の構成など、卒論を書く際に重要な

ことを学ぶことができた。 
・授業全体を通して、わかりやすくひとつひとつ丁寧に授業が行われていたため、やり

やすく、理解しやすく、他の授業のレポートを書くときの参考になった。 
・今まで知らずにいた引用や参考文献の書き方について、プレセミナーを受講すること

で知ることができた。たくさんの決まりに慣れるのは意外と難しく、何度も授業で取り

扱っていただけて良かった。 
・クラスのみんなのプレゼンテーションやレポートに刺激を受けた。 
・この授業で学んだことは、来年の卒論につなげられると思う。 
以上のように、全体に授業の内容については評価が高く、卒論に向けての準備となった

と答えている学生が多かったことから、プレセミナーの目的は達成できたと思われる。

グループでの発表ではそれぞれ工夫してプレゼンテーションを行い、その後のディスカ

ッションにおいても、積極的に参加する姿勢が見られた。毎回の課題も多く、扱う文献

や資料もやや難しかったかもしれないが、熱心に取り組む学生が多かった。ただ、やは

り、欠席や遅刻を重ねる学生がおり、そのため授業についてくることができず、合格点

に達する期末レポートを作成できない者がいたため、再提出させた。再提出させたレポ

ートは良くなっていたので、中間レポートでも再提出をさせてもよいかもしれない。 
図書館ガイダンスについては、図書館の方のサポートにより、PC 演習室を利用して

資料の検索方法を丁寧に学ぶことができたので、良かったと思う。 
次年度に向けての検討事項としては、中間レポートの字数がやや短く、論を十分に発

展できなかった学生が見受けられたため、字数を見直すことが考えられる。 
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C クラス  担当： 島高行 
 
Ⅰ．授業の進行 
4 月 15 日 

・履修登録 注意 
・授業の位置づけについて説明 

  ・教材配布  
   “The Manual for Assignment” 
    クラス独自教材 「人文系学部で何を学ぶか：争論 文系学部で何を教える」 
   （朝日新聞 2015 年 3 月 4 日）のコピーを配布。人文系学問不要論とその反論が併

記された内容。 
次回までに呼んでおくよう指示。  

4 月 22 日 
独自教材について、4 人一組のグループに分かれ、ディスカッション。その後、それぞ

れの意見をまとめ、グループごとに発表。文系学部での意義を認める立場が多い。実学

か、教養かの議論。実践力に長期的視野と短期的視野とで評価が分かれること。 
スキルが必要な場合もあるが、開発・研究も必要。外国語学習であれば、スキルを学ぶ

ことは大切。しかし研究により、より効果的な学習方法が開発できるといった議論。 
文学部では本をたくさん読むことにより、自分でものを考える力を養うことができる。 
ネットですぐに回答を求める時代の中で、問題が生まれてきた歴史を知ることでより深

く考えることができる、などの意見が出る。 
後半はマニュアルにより、「書く技術を学ぶことは思考の技術を学ぶこと」について説

明。 
次回の課題：独自教材を再読し、自分なりに記号、感想を書き加える。 

４月２９日  
・テクストの読み  
マニュアルに従い、独自教材に記号、下線を付けたり、欄外に感想を書いたりする。 
その後、2 から 4 人のグループでディスカッションし、結果を報告。 
キーワード（グローバルとローカル、実学、教養、技術、重層的判断力、市場の論理、

地域社会、現実社会等）をまとめ、それぞれの主張を整理したのち、反論を考える。 
・マニュアルに基づき、メモを取ることを説明 

5 月 13 日  
 ・ 独自教材に基づくディスカッションを、以下のような手順で行う。 

① 2 つの立場からなる議論の整理 キーワードを選ばせる 
② どちらかの意見を支持し、その意見の優位性を述べる 
③ 反対意見について、その欠点を述べる 

9 
 



④ リアクションペイパーに自分の意見をまとめる 
⑤ グループで議論する 
⑥ グループの意見を発表する 

・マニュアルに基づき、アウトラインについて解説 
序論、本論、結論のそれぞれの役割、序論でテーマを提示し、本論で展開、結論で、議

論をまとめ、結論の再確認。 
テーマが最初から最後まで一貫していることを強調。 
またこの構造は、レポートでも卒業論文でも基本は同じ、就職後の報告書でも応用でき

ることを伝える。 
中間レポートについて説明。 
英文学科でこれから専門的に学びたいことを、独自教材のキー・ワード「実践力」と関

連させてリアクションペイパーに書かせて提出させた。 
5 月 20 日 
 ・マニュアルに基づき本論の書き方、章立てについて説明 
 ・最初の独自教材の人文系の学問不要論で、「役に立つ」実用的なものとして簿記と「役

に立たない」アカデミックな学問としてシェイクスピアが対比されていたことをふまえ、シ

ェイクスピアの『ヴェニスの商人』の一部を取り上げること、また経済学の観点からこの作

品を取り上げた岩井論文を教材として用いることを説明。 
『ヴェニスの商人』「箱選び」冒頭部分のみ、DVD で視聴。あらすじ、登場人物を解説した

プリント配布。 
5 月 27 日  
 中間レポート返却 

１．全体への注意事項   
感想ではなく論なので、「わたしは……思う、感じる」などは使わない 
共感を求めるのではなく、他者を説得する技術を身に着けることが、レポート、論文

だけでなく、社会に出てからも必要。 
２．レポート返却し、個別指導 
３．全体への注意 

論点を絞ること、自分の得意な分野で議論することの重要性を強調。 
次回、行う『ヴェニスの商人』のプリントを配布。 

6 月 3 日  
  ・『ヴェニスの商人』あらすじ、主要登場人物の紹介。 

「3 つの箱選び」の場面を DVD により視聴。プリントで原文を分析してみる。リアク

ションペイパーに「箱選び」父親の遺言の言葉について考えたこと、金、銀ではなく

鉛の箱にポーシャの絵姿が入っていたことの意味を考え書かせる。そののち２から

４人のグループでディスカッションし、代表的な意見を発表。岩井克人の『ヴェニス
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の商人の資本論』のうち「箱選び」の場面を論じた部分を教材として配布。 
6 月 10 日 
 『ヴェニスの商人』DVD により「3 つの箱選び」の場面を確認後、岩井論文を大事な個

所、疑問点などにチェックを入れながら、もう一度読む作業を行う。その後、グループで、

それぞれの読みを確認。問題点、疑問点などの発表後、教員が解説、まとめを行う。 
6 月 17 日 
 図書館ガイダンス 
6 月 24 日 
 ・作品分析の基本として、二項対立を説明 
 『ヴェニスの商人』を、キリスト教徒とユダヤ人、男性と女性、ヴェニスとベルモントな

ど、二項対立で分析することを説明、学生も自分でこの場面の対立項を考えてみる。 
 現実と非現実、愛とマネーなどの意見が出る。 
・岩井論文を読む 

  キーワードを探し、 
  最も重要なキーワードを見つけ、二項対立で整理し、リアクションペイパーに記入させ

る。 
7 月 1 日 
・マニュアルの基づき、アウトラインについて説明。 
アウトラインを作成することにより、自分のアイデアを整理し、議論の順番を考えること

ができる、アウトラインは何度も作り変えるものである。アウトラインに縛られる必要はな

いが、自分の議論がどこに向かっているかを確認するためにアウトラインは重要という内

容。 
・『ヴェニスの商人』 
二項対立により分析できることを確認ののち、二つに分けるだけでなく、対立を超える

もの、逸脱するものに注目し、二項対立をダイナミックにとらえてみる。 
箱選びにおける音楽の歌詞によって受け身の女性ポーシャが主体として男性をコント

ロールしている可能性など。 
7 月 8 日 
『ヴェニスの商人』人肉裁判の場面 DVD で視聴 
・岩井論文「人肉裁判」を論じた個所を読んでキーワードを選ぶ。 
 男装のポーシャが媒介者として重要な役割を果たす点を確認。 
7 月 15 日  
・独自教材松本論文を用い、イントロダクションの書き方について学ぶ。 
7 月 22 日  
・松本論文を用いて、本論の書き方、および注の基本を説明する。 
・松本論文の本論を二項対立で分析させ、発表する。 
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 キー・ワード「言葉の両義性」について具体例を挙げてくることを課題とする。 
7 月 22 日 
 ・前回の宿題 言葉の両義性について発表。 

「やばい」「大丈夫です」などが出る。 
・松本論文を読み、二項対立と媒介者の図式で分析できることを確認 

7 月 29 日 
 ・レポート返却 以下の全体的注意を与えたのち、個別に返却し指導。 
  口語的表現の注意 
  自分の意見を出すこと あらすじは最小限に 
  引用には必ず注を付けること 
 ・松本論文を参考に、注の作り方指導 
 最後に、自分で問題を発見し、二項対立、媒介項の導入などの方法によってテーマを育て

ていくことの重要性を確認。 
 序論、本論、結論の構成をきちんとすること、自分の意見と他人の意見を明確に分けるこ

とを改めて注意し授業をまとめる。 
 
Ⅱ まとめ 
 ・独自教材としては、「人文系学部で何を学ぶか：争論 文系学部で何を教える」（朝日新

聞 2015 年 3 月 4 日）、岩井克人『ヴェニスの商人の資本論』の「箱選び」「人肉裁判」を

論じた個所、松本朗「デジタル・アリス チャールズ・バベッジとコンピュータ言語」を用

いた。最初の記事で提示された「役に立つ」学問と「役に立たない」学問の対立から、『ヴ

ェニスの商人』での二項対立、そしてその対立を媒介する第三項として男装する女性に注目

し、最後の『不思議の国のアリス』を論じた論文を用いて、テーマを決め、二項対立によっ

てテクストを分析し、媒介者となる第 3 項を発見して、ダイナミックに議論を進めるとい

う論文作成の図式を学生が把握するように努めた。 
・最初の教材における人文学不要論への学生の否定的反応が予想以上によく、意見が多数出

たこともあり、予定よりも時間を取ってしまった。そのため後半が駆け足になった。 
・『ヴェニスの商人』と『アリス』は内容的に関連付けてはいたが、ジャンルも時代も異な

り、半期で同時に取り上げるのには無理があったかもしれない。 
・文学以外に主たる関心を持つ学生に対し、授業に興味を持てる工夫が不足していた。 
・レポートを一人一人、注意点などを確認しながら返却できたのはよかったのではないかと

思う。 
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D クラス  担当：難波雅紀 
 
Ⅰ. 各回の授業内容等 

第 1 回（4.15）：イントロダクション 

○配付資料：「2015（平成 27）年度 英文学科「プレセミナー」（水曜 2 限）スケジュー

ル」、"The Manual for Assignment"、中間レポートのための教員選定の教材"New York 

State of Mind" 
①授業目標：テキスト（題材）への多角的なアプローチとテーマとの関係を理解させること 

②授業内容：1）講義概要に沿って授業概要を説明した。また、「スケジュール」を確認しな

がら、基礎編はグループ・ワーク、応用編は個々のワークを中心に進めていくことを確認し

た。2）【授業のテーマ・目標】について詳しく説明した。"The Manual for Assignment"の

内容を辿りながら、単に卒業論文やレポートを書くための技術だけでなく、テキストとは何

か、テーマとは何か、テキストを多角的に見ることとテーマ設定との関係等について、小説

や詩、劇、映画、音楽、絵画などをテキスト例として、それぞれ具体的に解説した。3）次

回の授業への導入として、"New York State of Mind"をテキストとしてどう見るか、英詩、

楽理、歌詞、音楽ジャンル、アート、デザインなどの視点を例に挙げて簡単に説明した。

4）テキストとテーマに関するデータ収集の重要性について触れた。 

□備考：そもそもこの授業がどういう内容で、何に役立つのかをなかなか理解できず、学生

は最初、戸惑っている様子だった。 

第 2 回（4.22）：テーマ探し（1） 

○配付資料：「"New York State of Mind"をめぐるテーマ（例）」、Work Sheet for Pre-

seminar 
①授業目標：テキストへの多角的アプローチを踏まえ、何をテーマに立て、何と関連させな

がら論じるかを、グループ討議により具体的に検討すること。 

②授業内容：1）"New York State of Mind"をテキストとした場合、どんな視点・観点から眺

めることができるか、グループでの検討のモデルケースとして具体例を挙げて解説した。

【具体例】 I. Billy Joel——1. ロックンロール歌手としての経歴、2. ロックンロール歌手

としての評価、II.アルバム Turnstiles——3. Billy Joel のアルバムの中での位置づけ、4. ロ

ックンロール史の中でのアルバムの評価、III. "New York State of Mind"という曲——5. 

Billy Joel の曲の中での位置づけ、6. ロックンロール史の中での曲の評価、7. 他のアーテ

ィストによる録音・演奏、IV. "New York State of Mind"という歌詞——8. 歌詞の内容、9. 

他曲との類似性、10. 他ジャンル（文学、演劇等）との関連性、11. 歌詞とアメリカ精神

（アメリカン・ドリーム等）との関係、V. "New York State of Mind"という詩形——12. 詩

形（詩行、詩連、詩脚、韻律、歩格、脚韻等）、13. 詩形と英詩の伝統との関連、VI. アー

トとしての Turnstiles——14. カバーアートの意味する事柄。その上で、個々の具体例が独

立してばらばらにあるのではなく、幾つかが関連しあって一つのテーマに繋がっていくこ
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と、すなわちあるテーマを論じるためのアウトラインがあることを理解させるよう努めた。

2）28 名の学生を学籍番号順に 7 グループに分割し、各グループでテーマを議論・検討させ

た。その際、Work Sheet for Pre-seminar に議論・検討のメモをとるよう指導し、自分たち

が考えている事柄を視覚化し、共通理解と議論を深めていくことを目指した。また、具体例

にグループごとのオリジナルな視点・観点を加えていき、より主体的に取り組むよう促し

た。3）次回の授業で議論・検討を深め、テーマについて具体的にまとめられるよう目指す

ことを伝えた。その意味で、YouTube や Web を利用して下準備しておくよう促した。 

□備考：時間的な制約があって、次回の授業に橋渡しするための各自の事前準備について、

説明不足になってしまった。 

第 3 回（4.29）：テーマ探し（2） 

○配付資料：「【テーマ】と【アウトライン】について」 

①授業目標：テキストへの多角的アプローチを踏まえ、何をテーマに立て、何と関連させな

がら論じるかを、グループ討議により具体的に策定すること。 

②授業内容：1）授業の前半は、前回の授業の延長で、学生はグループ分けされた各グループ

において、"New York State of Mind"に係わるテーマを具体的に絞る作業を行なった。グル

ープごとに Work Sheet for Pre-seminarに書き留めたオリジナルな視点・観点と、前回授

業の配付資料「"New York State of Mind"をめぐるテーマ（例）」とを総合し、視点・観点

をカテゴライズさせ、カテゴリーごとのに表面化してくるテーマ性に注意を向けさせた。そ

の上で、各グループがどういったテーマを設定するのか、さらに議論させた。2）各グルー

プでの議論に並行して、設定したテーマで課題レポートを書くことに向けて、「【テーマ】と

【アウトライン】について」にある具体例を参照しながら、「何を使って、何について論じ

る。そのために何について触れる。」というフレーズに書きたい内容を落とし込むことをグ

ループごとに考えさせた。その際、次回の授業で扱うアウトラインの作成に繋げるために、

カテゴリー内にある視点・観点の相互関連、カテゴリー間の相互関連を意識するよう促し

た。 

③課題：グループごとに、「何を使って、何について論じる。そのために何について触れ

る。」というフレーズを具体的なテーマに即して書き換え、書き換えたフレーズについて説

明した Work Sheet を次回の授業時に提出するよう伝えた。 

□備考：公式「何を使って、何について論じる。そのために何について触れる。」について、

「どのように論じていくか」という筋道を立てるためには、「何を使って」の「何」、「何に

ついて論じる」の「何」、「何について触れる」の「何」との間に関連性を見いだすことが必

要で、その関連性が「どのように」というシークエンス（アウトライン）に直結することに

なる。その点での学生の理解は十分とは言えない。「テーマ探し」に 2回、「アウトライン」

に 1回の授業では足りないように思われる。 

第 5 回（5.20）：文献表の作成（1） 

○配付資料：洋書 2冊と和書 2冊の奥付等のコピー 
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①授業目標：1）単行本（和書・洋書）の文献表の作成に必要なデータを実際の書籍から読み

取ることができるようになること。2）単行本から読み取ったデータを使って文献表を作る

ことができるようになること。 

②授業内容：1）巽孝之『反知性の帝国——アメリカ・文学・精神史』（南雲堂、2008）、猿谷要

『物語アメリカの歴史』（中央公論社、1991）、Alan Lelchuck, Brooklyn Boy (Madison: 

The U of Wisconsin P, 2003)、John Steinbeck, East of Eden (New York: Penguin 

Books, 1992)の現物とコピーを使って、前回授業で配布した「【文献表】の作成について」

にある文献表を作成するために必要なデータがどこに記載されているかを説明した。その上

で、そのデータを使って各自に文献表を作成させた。2）堀内一史『アメリカと宗教——保守

化と政治化のゆくえ』（中央公論社、2010）、後藤雅洋『増補改訂版ジャズ完全入門！』（宝

島社、2006）、相倉久人『新書で入門ジャズの歴史』（新潮社、2007）、飯沼健真『アメリカ

合衆国大統領』（講談社、1989）、Jerome Klinkowitz, The Practice of Fiction in 

America: Writers from Hawthorne to the Present (Ames, IA: The Iowa State UP, 

1980)、Jan C. Dawson, The Unusable Past: America's Puritan Tradition, 1830 to 1930 

(Chico, CA: Scholars Press, 1984、David Wagoner, Walt Whitman Bathing: Poems 

(Chicago, IL: U of Illinois P, 1996))を回覧し、文献表を作る上で必要なデータを各単

行本から読み取る作業を、グループごとに行なった。 

③課題：前回と今回の授業で扱った計 18冊の文献表を MSWordを使って各グループで作成

し、次回の授業時に提出することとした。 

□備考：文献表に必要なデータを読み取ることはある程度できるようになったと思われる。 

第 6 回（5.27）：文献表の作成（2） 

○配付資料：特になし。 

①：授業目標：1）単行本の文献表の作成に必要なデータを実際の書籍から読み取ることがで

きるようになること。2）短編・論文集（和書・洋書）および論文・記事（和書・洋書）の

文献表作成に必要なデータを実際の書籍から読み取ることができるようになること。3）単

行本、短編・論文集、論文・記事から読み取ったデータを使って文献表をつくることができ

るようになること。 

②授業内容：1）前回の授業の復習として、諏訪部浩一『ノワール文学講義』（研究社、

2014）と Amy Schrager Lang, Prophetic Woman: Anne Hutchinson and the Problem of 

Dissent in the Literature of New England (Los Angeles, CA: U of California P, 

1987)を使って、グループごとに必要なデータ収集を行なった。あわせて、前回に扱った 7

冊の単行本について、不足データがあれば補った。2）難波雅紀「荒野から沃野へ——トマ

ス・シェパードとその周辺」、『アメリカの嘆き——米文学史の中のピューリタニズム』（松柏

社、1999）、同「初めにヴィジョンあり——ニューイングランドピューリタンと荒野に逃げ込

んだ女」、『実践英文学』第 64 号（2013）、David Minter, "The Puritan jeremiad as a 

literary form," The American Puritan Imagination: Essays in Revaluation (New York: 
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Cambridge UP, 1974)、Masanori Namba, "Farewell to Typological Laodicea: Thomas 

Hooker's Mapping of the Kingdom of Christ in The Danger of Desertion," Review of 

American Literature 20 (2007)、Robert B. Stein, "Seascape and the American 

Imagination: The Puritan Seventeenth Century," Early American Literature VII-I 

(1972)の論文、記事について、グループごとに必要なデータ収集を行なった。3）前回と今

回の授業で扱った計 18冊の書籍に関する文献表の作成をグループごとに行なった。 

③課題：前回と今回の授業で扱った計 18冊の文献表を MSWordを使って各グループで作成

し、次回の授業時に提出することとした。 

□備考：単行本のデータを文献表に落とし込むのは比較的容易だが、論文集と論文雑誌の場

合は両者の区別がつきにくいため、落とし込みには時間が要したようだった。一方で、その

ために、普段は素通りしてしまうページをあらためて読むことで、本の構造についての理解

は深まったと思われる。 

第 7 回（6.3）：中間レポートの返却とテーマ探し（3） 

○配付資料：1）「引用文献（参考文献）」、2）レポートのための教員選定教材「"Strange 

Fruit" by Billie Holiday」 

①授業目標：1）正確な文献表を書くためのルールを理解すること。2）レポートの書き方を

理解すること。3）期末レポートを書くためのテーマを各自が見つけ出せるようになるこ

と。 

②授業内容：1）前回までの授業で扱った計 18冊の書籍に関して、グループごとに作成した

文献表を提出させた。その上で、書き方の理解を深められるよう、模範解答である「引用文

献（参考文献）」を配布し、その解説をとおして学生個々にグループで作成した文献表の正

誤を確認させた。2）中間レポートを返却し、多くのレポートに共通して見られたレポート

作成に関する理解不足を指摘し、あらためて説明して注意喚起させた。なお、個々のレポー

トにはコメントの形で問題点とその改善策を記し、学生理解を深められるようにした。3）

期末レポートを作成するための二種類の題材のうちの一つ「"Strange Fruit" by Billie 

Holiday」を提示し、まず Billy Holidayの歌を聴かせるとともに、学生個々に歌詞の意味

を分析させた。次に歌詞の意味を踏まえての"Strange Fruit"という曲の社会的意義、文化

的意義を、歌の制作年代である 1930年代のアメリカを背景にして考えさせた。なお、期末

レポートは、学生個々が提示した二つの題材から一つを選択し、独自のテーマ設定とアウト

ラインに基づいて作成することとし、学生に周知した。 

□備考：中間レポートの多くに見られたのは、序論・本論・結論という構成を欠いている点

であり、特に序論の役割についての理解不足が目立った。"Manual for Assignment"の当該

部分で再確認させるとともに、序論には、「【テーマ】と【アウトライン】について」で説明

した「何を使って、何について論じる。そのために何について触れる。」という公式を提示

する役割があることを再度説明した。 
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第 8 回（6.10）：テーマ探し（4） 

○配付資料：レポートのための教員選定教材"I Have a Dream" (Martin Luther King, Jr.) 

①授業目標：期末レポートのテーマを見つけるための様々な糸口に各自が気づくこと。 

②授業内容：1）期末レポートを作成するための二種類の題材のうちの一つ"I Have a Dream" 

(Martin Luther King, Jr.)を読みながら、訳と解釈を学生に提示した。その際、リンカー

ンの奴隷解放宣言やアメリカ独立宣言、合衆国憲法に謳われている自由と平等、生命、幸福

の追求といった理念、アモス書やイザヤ書からの引用が、この演説に巧みに組み込まれてい

ることを指摘、解説することで、歴史的、文化的背景にも学生の注意を向けた。それによっ

て、どんなテーマをこの演説から引き出せるのか考えさせた。 

□備考：特になし。 

第 9 回（6.17）：テーマ探し（5） 

○配付資料：なし 

①授業目的：期末レポートのテーマを見つけるための様々な糸口に各自が気づくこと。 

②授業内容：1）演説を語り（narrative discourse）という観点で眺めた時に、"I Have a 

Dream"がどんな技巧によって効果的に語られているかを理解するために、演説の録音を聴か

せ、語調、リズム、抑揚等に注意を向けさせた。聴衆の反応に注意し、話者と聴衆（発信者

と受容者）との関係性について考察することで、両者の間にある事柄に対する意識の溝（乖

離）を話者がどのような語りの技巧によって埋めようとしているかを考えさせた。2）

Norman Rockwellの３つの作品、"The Runaway"および"Golden Rule"、"The Problem All 

We Live With"をテキストにして、それぞれの絵の構図やシーン、描かれたディテールの特

徴を細かく分析することで、絵に埋め込まれている物語性について解説した。絵画や彫刻と

いった分野の作品も、表象文化という観点からすれば文字によるテキストと同じで、いろい

ろなテーマ（切り口）からテキストを分析することができることへの学生の理解を促した。

3）1）と 2）を踏まえた上で、もう一度期末レポートの２つの題材に学生を向き合わせ、ど

んなテーマが潜んでいるかを考えさせた。 

□備考：特になし。 

第 10 回（6.24）：文献収集（図書館ガイダンス） 

○配付資料：「文献収集について（英文学科・英米文学系）」 

①授業目標：1）論文やレポートを書く際のテーマに関連して、そのテーマについて何がどこ

まで明らかにされているのか知るための文献収集法を習得すること。2）検索した文献を実

際に見るために、図書館における書籍および雑誌等の配架場所を確認すること。 

②授業内容：1）「文献収集について（英文学科・英米文学系）」に沿った図書館司書の PCを

使っての解説に基づき、学生個々に PC による図書館の文献検索法を実習させた。キーワー

ドとして Miles Davis を用い、Japan Knowledge Libでの人物に関する情報収集、OPACでの

関連書籍の検索、CiNiiを使った関連論文の検索、Magazineplusでの関連雑誌記事の検索の

各方法を丁寧に説明してもらうとともに、媒体別に検索方法や検索結果が違うことについて
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も注意換気してもらった。さらに、検索結果にある書籍の図書館における配架場所の特定、

他大学図書館での書籍の閲覧方法等についても説明してもらった。2）実際の文献検索結果

にある書籍が図書館のどこに配架されているかを知るために、3グループに別れて、各グル

ープに 1 名の図書館司書が付き、3階、2階ならびに地下 1階の書庫をローテーションで見

て回りながら、それぞれにどんな書籍が保管されているか説明してもらった。 

□備考：PCを使っての文献検索法の実習は、図書館司書の実演と解説が要を得ていて分かり

易く、学生個々が PCでの実習と検索法を理解する上で、とても有益だった。 

第 11 回（7.1）：アウトライン 

○配付資料：「【テーマ】と【アウトライン】について」 

①：授業目標：1）期末レポートを書くために、テーマの立て方とアウトラインの組み方を再

確認し、理解を深めること。 

②授業内容：第 3回目の授業時に配布し、説明した「【テーマ】と【アウトライン】につい

て」を再度用い、具体例による解説をとおして【テーマ】と【アウトライン】について学生

に再確認させた。第 3 回目の授業では、公式「何を使って、何について論じる。そのために

何について触れる。」について、「どのように論じていくか」という筋道を立てるためには、

「何を使って」の「何」、「何について論じる」の「何」、「何について触れる」の「何」との

間に関連性を見いだすことが必要で、その関連性が「どのように」というシークエンス（ア

ウトライン）に直結することになるにもかかわらず、その点での学生の理解が十分得られな

かったという反省がある。特にそのあたりの学生の理解がいっそう深まるよう、丁寧に説明

した。2）1）を踏まえた上で、学生個々が前々回の授業で取り組んだ【テーマ】と【アウト

ライン】の設定の見直しを行なった。 

③課題：期末レポートのために選んだ題材（テキスト）と設定した具体的なテーマに即し

て、「何を使って、何について論じる。そのために何について触れる。」という公式を書き換

えるとともに、それについて説明した Work Sheetを、各自が次回の授業時に提出するよう

伝えた。 

□備考：特になし。 

第 12 回（7.8）：論文・レポートの書き方／注の作成 

○配付資料：1）「論文・レポートの書き方」、2）「【注】の作成について」 

①授業目標：1）論文やレポートを書く際の表記法を理解すること。2）引用注や文献注の意

味と論文・レポートにおける書き方を理解すること。 

②授業内容：1）配付資料の「論文・レポートの書き方」に沿って、1. 人名・作家名の表

記、2. 登場人物名の表記、3. 作品名の表記（長編小説等）、4. 作品名の表記（短編小説

等）、5. 専門用語の表記（学術上の専門用語）の初出時および２回目以降における書き方、

6. 「」で括れるもの、7. " "で括れるもの、8. 注番号の表記について、それぞれ実例を参

照しつつ解説した。2）配付資料の「【注】の作成について」を用い、引用注と文献注の役割

と意味を説明した上で、論文・レポートの本文中に付した注番号に対応した出典を明記する
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方法を、具体例を参照しながら解説した。3）前回の授業で課した、期末レポートのための

【テーマ】と【アウトライン】について説明した Work Sheetを提出させた。 

□備考：提出課題をチェックしたところ、基礎編のレポート作成に係わった時よりも、【テー

マ】を論じていくためのシークエンスが、【アウトライン】においてより具体的に述べられ

ているケースがほとんどだった。ある程度の理解が得られていると思われる。 

第 13 回（7.15）：テーマ探し（6） 

○配付資料：なし 

①授業目標：様々なマテリアルをテキストとし、テキストを分析・解釈するためのテーマを

独自に設定できるようになること。 

②授業内容：1）これまで、詩、歌詞、演説、絵画をテキストとし、それぞれのマテリアルを

分析・解釈するためのテーマ（視点、注目点）をどのようにして設定するか、その考え方と

方法論の習得を目指してきた。小説等のいわゆる文学ジャンルではなく、広く表象文化領域

に範囲を広げての実践学習を行ってきたが、最後に扱うべきマテリアルとしてここでは映画

を取り上げた。ポカホンタスとキャプテン・ジョン・スミスの逸話は、真偽は別として、英

米文化を学ぶ学生にとって身近な話題であることから、ここではディズニー映画の『ポカホ

ンタス』をテキストとした。その上で、文化衝突、人種混交、帝国主義、白人優越主義とい

ったような観点を示唆しつつ、『ポカホンタス』の前半を観ながら学生それぞれに注目点や

問題点をメモさせた。2）『ポカホンタス』の前半を観終えたところで、次回の授業において

後半を観る上でポイント・焦点を絞るために、各自にメモした注目点を整理させた。 

③課題：上記の注目点の整理を、授業内の課題とし、授業終了時に提出させた。 

□備考：提出課題を見るかぎり、文化衝突、他文化共存、白人優越主義、人種的融和といった

観点から、客観的に『ポカホンタス』を捉え、コメントしている学生が多数いた。問題意識

をもってテキストを見ることの意味について、一定程度の理解は得られているように感じ

る。 

第 14 回（7.22）：テーマ探し（7） 

○配付資料：なし 

①授業目標：様々なマテリアルをテキストとし、テキストを分析・解釈するためのテーマを

独自に設定できるようになること。 

②授業内容：前回の授業の続編。1）前回の授業内での課題（『ポカホンタス』の前半を観終

えたところで、各自がメモした注目点や問題点を整理したもの）を返却し、『ポカホンタ

ス』の後半を観る際の各自の観点・焦点を明確にするために、それを再確認させた。2）『ポ

カホンタス』の後半を観ながら、各自がそれぞれの観点・焦点から注目点や問題点をメモさ

せた。3）全編を観終えたところで、注目点や問題点から各自が【テーマ】を立て、それに

対する解釈や見解を簡潔にまとめさせた。 

□備考：各自が立てた【テーマ】と解釈・見解をもとに、グループや全体で議論したかった

が、時間的に余裕がなかった。 
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第 15 回（7.29）：まとめ 

○配付資料：なし 

①授業目標：自分の書いたレポートについて、指摘された構成や書き方の問題点を認識し、

各自で修正できるようになること。 

②授業内容：期末レポートを返却し、全体的な講評を行なった。多くの学生が中間レポート

で指摘した問題点や修正点に関する理解を反映させて期末レポートを書いている点は、一定

の授業成果と考えることができると思われる。個々のレポートには、中間レポートの場合と

同様に、良くなった点や改善すべき点等を評価とともにコメントとして記し、更なる理解を

学生に促した。 

③授業アンケート：15 回の授業を振り返って、良かった点、有益だった点、改善してほしい

点、授業への要望などを、自由記述の形で書いてもらった。 

□備考：中間レポートと同様に、いくつかの期末レポートは、序論・本論・結論という構成

を欠いていた。また、序論の役割については何度も説明したものの、「何を使って、何につ

いて論じる。そのために何について触れる。」骨子を書かず、唐突に本論らしき記述を始め

てしまうレポートもいくつかあった。他方、構成および内容の点で、中間レポートに比べて

かなり完成度の高くなった期末レポートも見られた。 

 

Ⅱ. 授業の総括 

半期 15回の授業を総括するならば、以下のような所感や反省点などがあげられる。 

①「文献収集（図書館ガイダンス）」は学生にとって有用性が高く、今後も継続して行なう意

義がある。 

②「テーマ探し」については、"The Manual for Assignment"の内容もさることながら、単に

卒業論文やレポートを書くための技術だけでなく、テキストとは何か、テーマとは何か、テ

キストを多角的に見ることとテーマ設定との関係等について、異なるジャンルのマテリアル

を用いて具体的に詳しく解説する必要があるが、その時間の確保が難しかった。 

③「文献表の作成」と「注の作成」は授業テーマとして必要だが、レポートの中でそれらに

ついての学生個々の理解を確認することができなかった。この点は改善すべきだと思う。 

④レポートと平常課題によって成績評価するのは良いと思うが、そもそもレポートを 2本立

てにする理由は何なのか、2 本立てにするにしても中間レポートの 1200 字と期末レポート

の 1600字という字数制限が妥当なのか、検証する必要がある。 

 

Ⅲ. 授業アンケート結果 

多く見られたコメントは以下のとおり。 

①文献調査がとても勉強になった。 

②テーマ探しからアウトライン策定、レポート作成という作業を 2回（基礎と応用）繰り返

して学んだので、忘れることなく身につきやすかった。 
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③本を見て調べながら必要なデータを集め、参考文献や引用文献を作成したので、分からな

いところがよく理解できた。 

④歌や演説、絵画、映画等いろいろなものが論文の題材とテーマになることが学べ、物の見

方も変わってきたと感じる。 

⑤レポートの章立てや、序論・本論・結論等の説明をもう少し詳しくして欲しかった。 

⑥注の付け方の練習ができなかったのが残念だった。 

⑦3年生から参考文献の書き方やアウトラインを学ぶのは少し遅いように感じた。 

⑦ 画や DVD を参考にした場合の文献表の書き方を教えて欲しかった。 

⑧ 題のレポートについてもっと調べるための時間が欲しかった。 

 

Ⅳ. 成績評価について 

①成績評価の配分は、中間レポート 20%・期末レポート 30%・平常課題 50%とした。 

②平常課題の内容は、1）"New York State of Mind"に係わるテーマとアウトラインの設定

（グループ）、2）指定した資料を基にした文献表の作成（各自）、3）指定した資料を基にし

た文献表の作成（グループ）、4）期末レポートのために選んだ題材に関するテーマとアウト

ラインの設定（各自）、5）映画『ポカホンタス』におけるテーマとしての注目点や問題点の

設定（各自）であり、各 10%の配分とした。 

以上 
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E クラス  担当： 村上まどか 
 
I  授業の進行 
4 月 15 日 イントロダクション 

・「プレセミナー」の目的、スケジュール、成績評価について説明した。 
・『英語教育』2014 年９月号 27 頁、福田一貴「現代英語の用法を深く知るために ― 
Facebook で defriend ではなく unfriend を使う理由」を読み、重要だと思う箇所を

指名して指摘させたり、意見を述べさせたりした。 
・“The Manual for Assignment”（以下 MA）を配布し、読んでくるように促した。 

4 月 22 日 基礎① テーマ探し 
 ・文中に出てきた文献に、自分で当たって調べるという態度を養うため、福田（2014)
に記された本や OED から資料を示した。 
・MA のセクション３まで解説し、カードの有用性を体験させるため、実際にカード

を配って福田（2014）の要点を書かせて提出させた。（10 点分） 
・『英語教育』2013 年 12 月号 13～15 頁、野村益寛「コンテクストを記憶に刻もう」

を配布。 
4 月 29 日 基礎② テーマ探し 
 ・カードを返却し、模範となる実例を示した。 
・野村（2013）を読み、重要だと思う箇所を指名して指摘させたり、意見を述べさせ

たりした。 
・『ことばのエクササイズ』（青木三郎、ひつじ書房、2002 年）第 2 章「レトリック    
によるアプローチ」を配布。 

5 月 13 日 基礎③ テーマ探し・アウトライン 
 ・青木（2002）を読み、さまざまな比喩表現を解説した。学生にも比喩の具体例を  
 考えて挙げさせ、意見を述べさせたりした。 
 ・MA のセクション４～５の、段落や章立てについて解説しながら、中間レポート執

筆要領を指 導した。トピックは扱った文献に合わせて、接辞か談話標識か比喩表現

のいずれかとした。 
 ・『英語青年』2009 年３月号 33～36 頁、高見健一「Cause 使役文とその受身文」を 
 配布。 
5 月 20 日 基礎④ 書式 
 ・高見（2009）を途中まで読んで解説した。 
 ・MA のセクション６から最後までを読んで解説した。 
 ・これまでに扱った文献を資料として、参考文献を作らせ提出させた。（10 点分） 
5 月 27 日 基礎⑤ テーマ探し 
 ・高見（2009）を最後まで読んで解説し、文献に載っていることを鵜呑みにせず、    
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 疑ってかかり、実証していく態度を強調した。 
 ・中間レポートのピアレビューを行ない、同じテーマで書いた他人のレポートを割り 
 当てて読ませ、感想や意見を書かせて提出させた。（10 点分） 
6 月 3 日 基礎⑥ まとめ 
 ・中間レポートを返却し、よく書けたレポートのどのような点が優れているのかを解  
 説し、全体的な講評を行なった。 
 ・『月刊言語』2007 年６月号の特集「外来語大解剖」から抜粋してコピー配布し、6 
 月 17 日に向けてのグループ発表について説明した。 
6 月 10 日 応用① テーマ探し 
 ・「外来語大解剖」を読みながら、解説をした。 
 ・翌週のプレゼンテーションに向けて準備をさせた。 
6 月 17 日 応用② テーマ探し・プレゼン 
 ・外来語やカタカナ語について、３人グループによるプレゼン 15 分を８グループ行 
 なった。ハンドアウトかパワーポイントのどちらかを必須とし、全員に口頭発表させ  
 た。（10 点分） 
 ・English Linguistics 31: 1 より Ikarashi (2014: 161-172) “The It is that-  
 Construction and Abductive Inference” を配布。 
6 月 24 日 応用③  プレゼン・テーマ探し 
 ・先週と同様に３人によるプレゼンを１グループ、４人によるプレゼンを１グループ 
 行ない、講評やまとめを述べた。 
 ・英文リーディングとして Ikarashi (2014) を読み始めた。 
7 月 1 日 応用④ 文献調査 
 ・図書館ガイダンス。 
 ・地下の書庫から、各自個別の文献を見つけてくる宿題を出した。（５点分） 
7 月 8 日 応用⑤ 英文リーディング・アウトライン 
・２週間空いたので、Ikarashi （2014）の挙げた it is that 構文に関する疑問点を

さらい直してから、リーディングを続けた。 
・章立てについて講義し、Ikarashi  (2014) を題材に目次を作らせて提出させた。

（５ 
点分） 
・期末レポートについて、概要を述べた。トピックは英語学的なことなら何でも可と 
した。 

7 月 15 日 応用⑥ 英文リーディング・書式 
・注の付けかた、引用のしかたに着目しながらリーディングを続けた。 
・リーディングの文献から、実際に引用を書かせて提出させた。（５点分） 

7 月 22 日 応用⑦ 英文リーディング・まとめ 
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 ・リーディングを終了し、問題提起に始まって、似て非なる構文の比較検討により、

実証的に結論に至る筋道を示した。 
・研究態度・論文作成にあたっての重要事項を最終確認した。 

7 月 29 日 まとめ 
・名簿の 1 人目には水曜１限がないことを事前に確認し、10 時 40 分から（昼休みに

も食い込んで）５分刻みで期末レポートを返却しながら口頭試問を行なった。 
 

Ⅱ  所感・反省点 
 ・当初はプレゼンはさせなくてもよいかと思っていたが、そのような機会を設けない

と自分から積極的に意見を言うような学生達ではないので、プレゼンは必須だと判明

した。 
 ・基礎的な言語学・英語学の文献はよく読ませたが、ビジュアル的なものは扱わなか

ったので、AV 教材も取り入れるべきだったかと思う。 
 ・「一度もらったプリントは失くさない、忘れない」と再三注意したのだが、なかな

か徹底できない。どのように改善したらよいのだろうか、今のところ名案はない。 
 ・英文リーディングは取り入れるべきだと思うが、なかなか予習も徹底できない。日

本語で十分に説明を行なったつもりだが、予習していない分、内容把握もおぼつかな

い学生がいたようだ。レベルを落とすべきなのか、悩ましいところである。 
 ・アンケートでは、この授業の予習・復習を「まったくしない」と答えていた学生が

２人（も）いた。さすがにプレゼンは除くのであろうが、この授業の性格上、そのよ

うな事態はきわめて好ましくない。しかしこれも改善策に名案がない。 
 ・平常点は合計すると 55 点分であるが、私はどうもレポート評価が辛い傾向がある

ので、これでバランスが取れたかとは思う。しかし、全体的に評価を甘くして規定通

り 100 点満点にすべきかとも思われる。 
・中間レポート 1200 字、期末レポート 1600 字というのは、入門セミナーにならっ

てそうしたのだが、３年次なので、１年次と同じでは短かったのではないかと思われ

た。来年度は字数を増やしてはどうだろうか。 
・台風による中央線不通のため期末レポートの締切に間に合わなかった学生のレポ

ートを受理したが、これは掲示の「いかなる理由でも、提出期限を過ぎたレポートは

受理しない」という朱書きと矛盾してしまったので、「学科の認めた理由でない限り

…」に変更したらどうであろうか。 
・D 評価のついた学生は、期末レポートがインターネットからの剽窃であった。MA
にそって指導してはいるが、剽窃は悪事であると周知徹底させなければならない。 
・最終回を個人別５分の期末レポート口頭試問にしたことは、賛否両論を招くかもし

れないが、私としてはよい考えだったと思っている。ただ、この方法は昼休みも使わ

なくてはならず、さらに人数が多い場合は、４分刻みの対応が求められる。 

24 
 


	2015プレセミナー表紙・前書
	2015プレセミナーSchedule
	2015プレセミナー本文

