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関心のもてる課題を構想段階から指導する
書く必要性を自覚し読まれることを意識する場を設定する
やりがいのある課題 と感じる要因は何か
今後の課題

はじめに
本稿では、大阪商業大学の初年次教育科目

基礎演習

の実践を通して得られた知見と課題を報告する。第
授業運営について述べる。第

・

におけるライティング指導

節では、 基礎演習

・

の概要と

節では授業実践から得られた知見をもとに、学生が意欲を

持って書こうとする課題、書ける課題の条件は何かを検討する。第

節では、学生のライ

ティング能力を向上させるために有効と思われる取り組みについて考える。

． 基礎演習 ・
基礎演習

・

の概要と授業運営
の概要

本報告で取り上げる 基礎演習
である。 基礎演習
で、

名のクラスが

ある。 基礎演習
置された。 基礎演習
演習

は前期

・
回、

は大阪商業大学が全学共通で行う初年次必修科目
単位の科目である。

クラス設置された。 基礎演習

のクラスが
は

つに分かれて

基礎演習

クラス

年度の一年生は約
は後期

回、

名

単位の科目で

数名となる。全学で

クラス設

の内容を継続、発展させる科目であるが、 基礎

を履修していなくても受講は可能である。
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基礎演習

・

第

のプログラムは

巻 第

号（通号

号）

年度に一新された。初年次教育、専門基礎教育に

加えて、就業力育成、キャリア教育、自校教育を行う科目と位置づけられている。 基礎演
習

は表

のとおり第

稿では、 基礎演習

週と第

のこの

週の計

回分と

基礎演習

回でアカデミックスキルを学ぶ ）。本
のアカデミックスキル、特にレポー

ト作成に関わる部分を検証の対象とする。 基礎演習

は共通シラバスがあるが（表

）
、

具体的な教材の選定やレポートの分量などは担当者の裁量に任されている。
表

週

の概要

授業内容

クラスの担当者

学外研修プログラム（合宿形式）

専任 名（合同）
専任 名（合同）

授業回
第

年度 基礎演習

第

週

図書館見学、 学生成長カルテ
サポート調査

第

週

おすすめの一冊（一本）
他人に勧めたいと思う本または映画について、ワーク
シートやグループワーク等によって取り組み、発表し、
作文を書く

第

週

第

第
第

学生成長サポート調査

週

週
週

の取り組み、 学生成長

のふりかえり

非常勤講師 名

専任 名
（各曜日の全クラス合同
で調査を委託した業者の
解説を聞く）

新聞の読み取りを通した共同作業
現在社会で生じている問題を取り上げ、考察し、共同作
業を通して問題解決策を考える

非常勤講師 名

クラスに分かれて、そ

学生成長カルテ の取り組み

れぞれ専任 名が担当

前期試験についての指導、全体まとめ

同上

印が本稿の対象とするアカデミックスキルを学ぶ 回
なお筆者は専任教員であるがこの 回も担当した

なお 基礎演習
ある。

・

には、各々

回の授業の他に受講生の自学自習を支援する体制が

年度に新設された学習支援の時間、 楽習 アワー

である。全学年を対象として

いるが、とりわけ初年次生の自学自習を支援するのが主な狙いとなっている。指導は 基礎演
習

のアカデミックスキルの部分を担当する非常勤講師陣

礎演習

が毎曜日

限目に設置されているため

名のうち 名が担当した。 基

楽習アワー

は

限目に開講した ）。

）筆者はこの部分のプログラムを作成し、授業を担当する非常勤講師をまとめる役として、
年度、大
阪商業大学に着任した。 基礎演習
の授業は クラスを担当した。そのうち クラスは 基礎演習
全 回と 基礎演習
全 回の通年を担当し、 クラスは 基礎演習
の非常勤講師担当回のみ
担当した。
） 楽習アワー 担当教員のうち、 基礎演習 の再履修科目 学習リテラシー ・
（水曜 、 限）
も担当する 名には水曜 ， 限にも 楽習アワー に入っていただいた。この 学習リテラシー ・
も筆者が共通プログラムを作成し、授業ではライティング指導も行っているが、本稿では検証の対象
とはしない。なお講師控え室とは別に 楽習アワールーム が用意され、 楽習アワー での学生指導、
基礎演習
の授業準備、教員のミーティングに利用された。
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表

年度 基礎演習

授業回
第

の概要

授業内容

週

学生成長サポート調査

第 週

学生成長カルテ の取り組み、各学科の つのポリシーの概要説明

第

週

自分の興味分野を探す 各学科のアドミッションポリシーについて学び、自分が学
びたい分野を考え、小レポートにまとめる

第

週

自分の将来の進路を考える 各学科のディプロマポリシーについて学び、大学を卒
業した後になりたい自分を考え、小レポートにまとめる

第

週

将来のために取り組むべきことを考える カリキュラムポリシー等から大学でどの
ようなことを学ぶべきかを考え、小レポートにまとめる

第

週

ここまでのまとめ
週

第

社会について考える（ゼミごとに社会問題について考え、レポートにまとめる）

第

週

年次以降の履修計画を考える

第

週

学生成長カルテ の取り組み、 学生成長サポート調査
る、履修計画の提出

第

週

レポート課題について（ 、 回の取り組みのまとめ）

第

週

の結果を振り返

学生成長カルテ の取り組み、レポート提出

基礎演習 は専任教員 名が全 回を担当する

チームによる

基礎演習

本稿の対象としている
ログラムは筆者が
基礎演習

の授業運営

基礎演習

のアカデミックスキルを扱う

回（表

年秋に作成し、数回の学内会議を経て承認された。

印）のプ
年

月には

専任担当者会議と、非常勤講師向け会議で説明し、質疑応答を行った。

会議後、ある担当者から教案だけではイメージがわかないとの声が出た。そこで別の担当
者の協力を得て、授業の平準化をはかれるような共通テキストとワークシート、指導案を
作った。協力者は初めて大学で教鞭を執る新人講師であったが、この作業を通じて授業内容
に精通し、ほかの担当者をフォローするなど活躍してもらうことができた。
共通のシラバス、指導案、テキストを使う場合でも、現場での柔軟な対応、より良い運営
のための臨機応変なアレンジは推奨すべきであろう。例えば、発表の形態一つとっても、グ
ループ内での発表にするのか、全員の前で一人ずつ発表するのかなど、いくつかパターンが
考えられるが、そのクラスに最適と思われる方法を採ってもらった。そうした授業の進め方
のバリエーションと手応えは随時報告してもらい、メーリングリストでほかの担当者にも情
報を提供した。
授業が始まってからは担当者全員が一同に会する機会を設けられなかったため、メーリン
グリストで頻繁に報告・連絡・相談を行った。それでも微妙なニュアンスが伝わらなかった
りフォローしきれないことが生じたりもした。これを教訓に

年度は世話役の専任教員を

一名増員し、毎曜日二人の専任のうちどちらかは出講するようにした。
共通テキストと指導案は 基礎演習

担当専任教員にも配付した。また、非常勤チーム

の担当回終了後、専任教員に所見を報告し、翌週からの授業運営に向けた引継をした。
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非常勤講師陣には学期末に記述式のアンケートを実施した。そこで出た意見は会議で報告
し、変更可能な点は

年度のプログラムに盛り込んだ。変更点とその成果の有無は別の機

会に報告したい。
受講生の授業態度と授業運営の工夫
年度に筆者が担当した初年次生の特徴をまとめておこう。大半の学生は単純な作業に
は集中して取り組む。板書を写す、ドリル的な問題を解く、説明を聞いてカッコ内を埋める
ような作業は静かに集中して行うことができる。ほかの学生の発表を聴いて評価を書くこと
にも真面目に取り組むことができた。
訓練が必要だと感じたのは以下の点である。

発想する、考える、構想を練ること、

本語表記・文法・語彙に習熟すること、 授業外での自習の習慣をつけること、

日

大勢の前

で発言する、意見を言うことに慣れることである。ただし 点目に関しては、授業が進むに
つれ大幅に改善された。
授業態度や反応はクラスによって多少の差があった。 基礎演習

は

クラスの規模が

名で、遅刻、座る姿勢、居眠り、私語、集中力の点で教員が注意しなければならない
場面が相対的に多かった。 基礎演習

は

名のクラスで、居眠りはあったが私語は皆無

であった。だが受講者数だけが授業態度や反応の良し悪しの要因ではないと感じている。学
生の個性、教員との相性、教室のサイズ、机の形状や配置といったハード面など、いくつも
の要因が影響すると見ている ）。
さて、 基礎演習

で筆者が組んだ

回プログラムの開始は

月の連休明けであった。

クラスの一部にグループができているが、全体がまとまるまでには至っていない。そういう
時期に担当者が 人から

人になる。学生にも講師にもとまどいが生じた ）。

担当回のスタート時、学生は自由に着席していた。私語や姿勢の悪さが気になった。そこ
で座席を指定したところ私語がなくなって授業が進めやすくなった。それでも隙あらば友人
とおしゃべりする学生は クラスに

名いた。彼らを観察すると、教員の説明や教材の

内容に関する感想や連想を友人に伝えようとしていることが案外多かった。が、静かに授業
を受けたい別の学生にとっては不愉快である。そのため、彼らの発した言葉をひきとって説
明に使うなどして、私語ばかりでもないと他の学生に示すとともに、声を発した学生にはお
しゃべりがよく聞こえているということを示すようにした。
分は長丁場である。毎回どこかで声を出しても良い時間を設けるようにした。発想や考
えを書き出す作業のときは

相談可、のぞき見

、たくさん思いついた者勝ち

とあおっ

た。その上で、単なるおしゃべりに脱線しないよう机間巡視した。これによって、黙って作
業することには耐えられないがしゃべれば発想が沸いてくる学生にも作業を進めさせること
が可能になり、静かに授業が聴けるが発想が苦手な学生に個別に助言する時間をとることが
できた。
）さらに個人的感想であるが、同じ内容の授業を複数クラス行うと、 回目か 回目かによって教える側
の慣れの問題で進むスピードや話し方が変わる。そういったこともクラスの反応に影響があるように感じ
る。
）この経験を踏まえ、
年度は非常勤講師も第 週から授業に参加していただくことになった。
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． 書ける課題 の条件
本節では、テーマ設定や指導の仕方によって学生が課題に取り組む姿勢やレポートの質
（構成、オリジナリティ、論理性）に違いが見られることを実践をもとに明らかにしたい。
関心のもてる課題を構想段階から指導する
おすすめの一冊（一本） と

アドミッション・ポリシーに関係する本の紹介

を

比較して
本項では、関心のもてる課題は学生の意欲を高めること、また構想段階での指導がレポー
トの質を高めることを述べたい。 基礎演習
おすすめの一冊 ）と

基礎演習

前半の

おすすめの一冊（一本）（以下、

の

アドミッション・ポリシーに関係する本の紹

第

週の課題である。学生自身が選んだお気に

介 を比較しつつ検証する。
おすすめの一冊

は

基礎演習

入りの本か映画について発表し、
ある。第

字程度の書評・映画評を書き上げるというもので

週に本の読み方や書誌情報の書き方を学び、

（一本） の発表を聴いたあと、各自発表の台本を書き、

週目に教員の
週目に

おすすめの一冊

分間の発表を行う。

週目で文章作成上の注意点を学び、書評または映画評を作成するというプログラムである。
おすすめの本または映画のジャンルは問わなかった。本に関しては活字で出版されている
ものに限定した。連載中で完結していない漫画も認めた。事前の検討会議では、公序良俗に
反するもの、極端な思想・宗教色の強い作品を警戒する声もあった。課題図書にはしないの
か、図書館で所蔵しているものに限定しないのかという質問も出た。しかし筆者は学生自身
の

おすすめ

にこだわった。学生が心から勧めたい作品の方が意欲的に取り組むであろう

し、自信につながると考えたからである ）。学生には、授業の課題として大勢の前でその作
品を勧める理由を発表できるものであることと指導した。結果、授業課題として認めがたい
作品を挙げる学生はいなかった。
このプログラムに対する学生の反応は上々であった。読み、書き、聴き、発表するという
基本的なアカデミックスキルに楽しみながら取り組んでいた。特に他の学生の発表を聴くこ
とは良い刺激となったようである。そのため自分の意見を発表することに抵抗がある学生か
らも良い反応が得ることができた。作品のファン同士で友だちになったと報告してくれた学
生もいた。教員もいまどきの学生の好む作家や作品を知ることができる楽しいプログラムで
あった。
口頭発表の際は分量と内容にやや不足を感じる学生もいたので、筆者は文章化の段階で、
クラス約

名のほぼ全員に個人指導を実施した。対面で指導すると学生が作品について

生き生きと語り出す。それらを整理して文章化するよう指導することで内容に深みと広がり
が増した。文章を書くには発想と構想にこそ手をかけるべきと実感した。膨大な時間と手間
はかかったが、学生の顔と名前、個性、課題の内容を一致させることができ、後半の授業を
）そのほかの理由としては、図書館に学生のおすすめの作品が必ずしも所蔵されているとは限らないこ
と、あったとしても冊数が確保できないかもしれないこと、図書館の検索実習を授業外で実施していたた
め検索の仕方がわからず不利益を被る学生が出る可能性があったことも挙げられる。
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進める上でも良い効果を生んだ。
一方、 おすすめの一冊
課題として 基礎演習

と似た課題であったにもかかわらず、取り組み姿勢が低かった
第

週

アドミッション・ポリシーに関係する本の紹介

を

比較する。
この課題の 週目は、筆者が担当する経済学科のアドミッション・ポリシーを紹介したあ
と、経済学の入門書の

はじめに

目次

おわりに

と奥付を配付して、本を手に取った

ときに見るべきポイントの指導をした。これは 基礎演習

の復習であったのでスムーズ

に進んだ。そのあと各自でアドミッション・ポリシーに関連する本を探して、
対象とする読者層、

その本の執筆の目的、

著者紹介、

その本を選んだ理由を書く課題を出した。

取り上げる本は他の授業科目のテキストでもよいし、これから読みたい本でよいとハードル
はかなり下げた。しかし提出はふるわず、学期末まで待っても提出者は

名中

名にとど

まった。
提出者の文章の型（構成）、文体は、ほどほどに整っていた。前期の

おすすめの一冊

の学習をいかして本の紹介を要領よくまとめるコツはつかんでいると感じた。しかし

おす

すめの一冊 を読んだ時のおもしろさは感じられなかった。対象への愛着があるかどうかが
文章の勢いや内容の充実度に大きな差を生むことがわかった。
この

つの課題を比較して明らかになったことは、同じような課題（この場合、作品紹

介・書評）を反復すると、体裁の整った文章を書くという点では効果が見られるということ
である。しかし学習者が対象に関心を持てなければ、内容のおもしろさ、訴える力は弱いも
のになってしまうし、文章を書くまでの構成の指導をていねいにしなければ、内容が表面的
になってしまうということである。
書く必要性を自覚し読まれることを意識する場を設定する
基礎演習

の

年次演習志望動機

ディプロマ・ポリシー なりたい自分

を比較して
この項では、書く必要性と読まれることを意識することが学習者の書く意欲と文章の質を
左右することを

基礎演習

の

年次演習志望動機

と

ディプロマ・ポリシー

なり

たい自分 とを比較しつつ検証する。
大阪商業大学では

年次に演習科目

ならない（以下、この

科目を

演習

文献講読

のいずれかを履修しなくては

年次演習

と記す） ）。

年次の秋の説明会で案内冊子

が配付され、申し込みと選考が行われる。

年度の説明会は

課と関係部署が開催した。筆者のクラスは 基礎演習

月に 週間にわたって教務

の時間に説明会に参加した。その

一週間後が申し込み期限であったので、翌週の授業はそれまでの課題をまとめる時間にし
て、希望者には

年次演習志望動機作文の助言も行うことにした ）。筆者からは志望動機作

） 年次演習科目は 基礎演習 ・
の再履修科目 学習リテラシー ・
と同時履修が可能であ
る。
）この 週は カリキュラム・ポリシー を学ぶ回であり、後期の折り返し地点であったので、うまく授
業の流れと目的に合致させることができた。なお提出期限までに確実に提出したい学生のうち希望者には
楽習アワー でアドバイスした。
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成を支援するためのワークシートを配付した。
ゼミの志望動機に教員が大きく手を加えるのはよくない。ワークシートは、

志望動機を

書く意味を考え、 冊子の案内文から希望するゼミの内容・運営方法・学生に求められるこ
とを読みとり、

志望動機に何を書くべきかを学生自身に考えさせるものにした。大半の学

生は細かいところまで確認、助言を求めたが、あくまで学生の本心からの言葉を引き出すよ
う留意した。もちろん誤字や表記、文法のまちがいは指摘した。
書いた文章は希望するゼミの担当教員に読まれ、選考されるというプレッシャーがある。
同じゼミを志望する友人の文章を写すなどということはできない。一人で真剣に取り組まざ
るを得ない。迷いや甘えが生じる余地がない。結果、学生たちはそれぞれの個性と意欲が伝
わる文章を書くことができた。
年次演習志望動機
題として

基礎演習

と似た課題でありながら、学生、教員ともに達成感が低かった課
第

週

ディプロマ・ポリシー

なりたい自分

を取り上げ

る。これは文章作成の準備段階は順調に進んだが、 週目に変更を余儀なくされた課題であ
る。
この 週の狙いは卒業後の進路や将来像を考えることであった。
持てそうな若手経営者（

週目は学生が親近感を

代表）
、駒崎弘樹氏の著書の一部を教材に用いた ）。駒崎氏が

自分の生き方、働き方を見直すきっかけとなった体験を語った部分である。その後、 なり
たい自分 のイメージについて考えるワークシートを配付した。
に関連がありそうな資料を持ってきて、
と意見を述べ、

週目は

資料から文章を引用し、

なりたい自分

それに対する問題意識

その理由を述べるという文章の型に沿って短文を書くことを予定してい

た。資料は、例えば好きなスポーツ選手に関する新聞の記事でも良いし、就きたい職業に関
する記事などでもよいと具体的に例示した。書籍以外の資料を自分で入手することは
演習

基礎

でも指導したので、難しい課題ではないと予想していた。

ところが翌週に資料を持参した学生は皆無に近かった ）。そこで駒崎氏の文章から、共感
する部分、できない部分を引用して、自分の意見や理由を書く課題に変更せざるを得なく
なった。前述の文章の型に沿ったワークシートを用意していたので、提出した文章は構成が
整ったものになった。
留学や教職など具体的な目標がある学生はオリジナリティのある内容をすばやく書くこと
ができた。しかしそれ以外の学生は似たり寄ったりで一般論的な作文に終わった。提出も
名中

名にとどまった。この課題のみ提出を避けた学生によれば

理想の自分はあるけど、

全然今とかけ離れていたので取り組みにくかった とのことであった ）。
ここに

年次演習志望動機

作文との大きな違いがある。

年生も後期にもなれば次年

）駒崎弘樹 働き方革命 ちくま新書、
年
）ある学生は、実は本を持ってきていたが、他の学生が持ってきていなかったので黙っていたと後日話し
てくれた。学生は 自分だけ という状況に陥ることを避けようとするのである。逆に、まわりが課題に
取り組んでいると、自分だけできていない状況から脱しようとする。課題を出すように発破をかけてもな
かなか提出が進まなかったが、 課題を出した人が増えてきている と報告すると次々に提出するように
なったのである。今後は提出を促す声かけのタイミングと言い方を工夫してみたい。
）不完全燃焼に終わった課題であったが収穫もあった。ある学生が後日この書籍を購入して読破したと報
告してくれたのである。学生がわずかでも活字に触れることを狙って、筆者の授業では書籍や新聞の記事
を使用することが多い。学生が書籍を手に取るきっかけになったことは嬉しい成果であった。
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度に勉強したい分野を意識するようになる。しかし卒業後の将来像に関してはまだまだ漠然
としている学生が多い。そのような学生にとっては、この課題に取り組む必要性あるいはリ
アリティが感じられない。将来の夢や目標を現在の担当教員に読まれることを嫌う者もい
る。何のために、誰に向けて、何をどう伝えるかが明確であるかどうか、書く必要性を感じ
る課題であるかどうかが、取り組み姿勢と提出物の質に影響を与えるのである ）。
やりがいのある課題
研究計画シート

と

この項では、 基礎演習
にした

と感じる要因は何か
字レポート
の

字レポート（以下、

基礎演習

第

の反復の効用と対話による指導の効果

研究計画シート

と

基礎演習

の

字レポート） の実践を紹介する。

新聞記事をもと
字レポート

は

週以降で取り組み、多くの学生がもっとも充実感を得たと感想に記した

課題である。学生の満足度が高かった要因は次の

点と思われる。

基礎演習

で体験

した作業を反復したことによって戸惑いを感じず取り組めたこと、 ほどよく難易度の高い
課題を対話による指導を受けながら進めていったことである。
まず

研究計画シート

について述べる。 基礎演習

第

週では、新聞記事を

使って社会問題について考えた。まず新聞の読み方を学び、筆者の選んだ記事をていねいに
読んで、何が問題であるのかを理解し、問題解決方法をブレインストーミングした。そのな
かから特に関心のあることを調べるための参考文献を検索し、 研究計画シート

としてま

とめるまでを学習した。
この取り組みに対しては、与えられた記事で仮想の研究計画を立てるよりも、自分で選ん
だテーマで書く方が良かったのではないかという意見が担当者から出た。確かに自分で選ん
だテーマの方が意欲がわくであろう。だが、まずは社会科学的な問題意識の立て方や、それ
に沿った調査方法を指導する必要がある。それがなければ目に付いた記事から部分的に書き
抜いて感想を数行書き足すだけの レポート

になりかねない。しかし

年生前期の

名に

もなるクラスで各自バラバラのテーマにそういったていねいな個別指導をすることは時間的
に難しい。まずはクラス全体で、同じ記事をていねいに読み解き、社会科学的な思考の方法
を経験することが必要であると考える。
基礎演習

でも、批判的思考についての講義と、筆者の選んだ

み解き方の例を示すのに
立てた。 基礎演習
ところで 基礎演習

の

つの記事を使って読

）

週を費やした 。そのあと各自で選んだ記事をもとに研究計画を
研究計画シート

の経験がここで活かされたわけである。

の共通シラバスでは、社会問題に関するレポート作成と発表には

週しか割り当てがなかった。それでは到底時間が足りないので、ほかのプログラムを手際
）筆者も参加した関西地区
連絡協議会主催ワークショップ 思考し表現する学生を育てる
ライ
ティング指導の方法
（於 立命館大学
年 月 日）においても、ライティング指導のポイント
として、 どんなトピックを、誰に向けて書くのかが重要であること が議論された。
号、 ページ。
）一つはベルギーの政権交代についての短い記事（毎日新聞
年 月 日）、もう一つは 都道府県別
幸せ度ランキング についてである（毎日新聞
年 月 日、日本経済新聞
年 月 日夕刊）
。後
者は、より詳細な資料を追加で配付し、一つの記事を多角的に考察する練習をした。この記事を
字
レポート のテーマに選んだ学生も 名いた。
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よく進めて時間を生み出したり、メールや

楽習アワー

を活用したりして指導の時間をひ

ねり出した。
ワークシート、途中原稿、口頭発表の台本というように段階を踏んで指導していくなかで
学生が意欲を高めていくのが見てとれたので、

字に満たなくても、内容的に未熟であっ

ても、途中までの努力は部分点として認めることにした。ただし、最終回にはたとえ完成し
ていなくても、どういう問題意識で何を調べたのか、あるいは調べようと考えたのかを絶対
に発表することを課した。発表には一人ずつコメントをした。段階を踏んで指導している
と、未完成であってもどこか褒めるところがみつかるものである。
学生にとっては難易度の高い課題であったようだが、 基礎演習
らった感想では、ほとんどの学生が 基礎演習

・

の最終回に書いても

を通してもっともやりがいのあった

課題、がんばった課題に挙げた。感想の記述は群を抜いて多かった ）。筆者にとっても学生
が社会問題に関して深く考える機会を欲していることを実感でき、もっともやりがいを感じ
た課題であった。

．今後の課題
以上見てきたように、学生は、誰に、何を、何のために伝えるのかが明確で、書く必要性
を感じる課題には強い意欲をもって取り組む。さらにテーマに関心があれば内容が充実す
る。そうすると書くことの楽しさや充実感に目覚め、自信を増す。
段階を踏んで、ていねいに指導することも大切である。学生に文章を書かせてから添削指
導する方法は教員の負担に比して効果が低い。それよりは発想、構想、問いを立てることか
ら指導を行い、それを言語化するおもしろさを体感、反復させる方が学習意欲の喚起と自信
につながる ）。このとき教員と学生が対話を通して共に思考することが肝要である。文章指
導は教え込むよりも学生自身が気づくこと、仲間からの刺激を受けることに重点を置いた方
が効果的である。特に初年次にそうした体験をすることが大切である。教員はこのような点
に留意して、より効果的なプログラムを開発する必要がある。
）学生の感想を紹介する（原文ママ）
。 レポートの発表の進め方をしっかり教えてくれたのでよく出来た
と思います。 自分なりにまじめにやれたと思う。レポートを通して、文の作り方やまとめ方を学べたと
感じた。レポート作成で学んだことをこれからも役に立てていきたい。 勉強になりました。はじめは新
聞記事という指定はあったものの、各自インターネットなどを使い自由に調べられた。検索技術の向上の
他に文章作成やレポート発表など自分に足りないものに取り組めた。 作業が大変だったががんばること
ができた。 充実していて、自分のタメになると思った。大学でレポートが増えてきて、書き方やポイン
トが、いまいち分からなかったけど、授業で書き方や要点をしっかり学べたことはよかった。でも難し
かったし、もっとレポート作成をうまくやっていきたい。 本当に勉強になったと思います。自分の課題
に対する取り組みの甘さや集中力のなさ、危機感のなさを思い知らせてくれました。この経験は役に立つ
だろうなと思いました。 よく頑張れたと思いました。字数が課題の中で一番多く、いろんな事実を調べ
なければならない分、大変だったけれど、一応完成させることができたからです。 一から自分で構想を
ねり組み立てることができて自分の中で大きな自信になった。（しかし）もっと深く調べることができた
と思う。インターネットなどをあまり活用せずに発表してしまったので、あまりよい発表ではなかった。
キツかったけど、充実していました。 初め用いる材料をミスしてしまったかと思いましたが、意外と
やっているうちに、自分の頭が働き、手が勝手に動いたのでよく出来たのではないかと思います。あと、
先生がちょいちょいアドバイスをくれたので、よくできた気がします。
）課題の提示の仕方、書く前の構想をしっかり練る必要性については渡辺（
）が参考になった。
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とはいえ、そうした指導は時間と労力がかかるうえ、反復、実践の機会がなければ身につ
かない。また日本語表現、文法、語彙力の習熟には繰り返し訓練する必要がある。しかし講
義・演習科目にはそれぞれの達成目標があり、ライティングばかりに時間を割くわけにはい
かない。そうした状況を鑑みた教職員からの要請を受けて、正課外の学習サポート講座であ
るライティング講座（

年度に新設）で

介護等体験実習感想文講座

などを実施したと

）

ころ、予想以上の効果が見られた 。このように一つの科目だけではカバーしきれない学習
内容を補完するような取り組みを今後、拡大・強化してゆくことも学生の学習効果を高める
ために有効であると考える。
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）ライティング講座ではそのほかにも、 ノートのとり方 小テスト対策講座
論述試験対策講座 を実
施した。また 基礎演習
の おすすめの一冊 で散見された表記、文法のまちがいなどを拾い出して
よくあるまちがい直しましょうシリーズ （教材解説編と問題編）を作り、個人指導や 基礎演習
で活用した。ライティング講座の実践については別の機会に論じたい。

