
はじめに

大学における学修を円滑に進めるため、大阪商業大学においては主に初年次にアカデミッ

ク・スキル、すなわち読み、書き、調べ、まとめて発表するための基礎的な技術を学ぶ科目

が設置されている。アカデミック・スキルの修得には、反復と経験を通して、より専門性の

高い内容へ応用することが必要であり、 年次以降も継続して訓練することが望ましい。し

かし、専門科目はアカデミック・スキルを修得するのが主たる目的ではない。あくまで専門

的な知識を得て理解を深めることが主である。もちろんレポート・論文作成で付随的にアカ

デミック・スキルを修得するとも考えられるが、各教員が専門科目の範囲で学生に個別に細

部の技術的なことまでを指導するのは現実的には難しい。そこで、初年次教育でアカデミッ

ク・スキル指導を担当する教員が、専門教育と連携して、そうした技術的な指導に携わるこ

とができれば高い教育的効果が得られると考える。

そのような観点から、大阪商業大学では 年度から全学年を対象とする学習支援のため

の課外講座 ライティング講座 を立ち上げた。本稿では ライティング講座 創設一年目

の実践で得られた成果と今後の課題を述べたい。
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まず第 節では、 ライティング講座 の概要を述べる。第 節では、 ライティング講

座 の柱の一つである企画講座の運営について報告する。最後に今後の課題と展開を探りた

い。

． ライティング講座 の概要

ライティング講座 の目的と内容

大阪商業大学には学修支援センター ）が主催する学習支援のための サポート学習講

座 がある。 年開講の英語と 年開講の簿記に加え、 年度には ライティング講

座 が新設された ）。

ライティング講座 は日本語の文章作成力向上のための講座である。全学年を対象とし

て、レポートや論文、レジュメ作成その他、文章作成全般を支援する。正課授業ではないの

で卒業要件とは無関係である。

ライティング講座 には、個人またはグループへの指導と、テーマを限定した企画講座

の 本の柱がある。個人指導は学生のニーズやリクエストに合わせて対応する。予約不要、

開室時間内であれば利用時間に制限はない。オフィスアワーや家庭教師的な役割を果たすこ

とを意図している。

企画講座は特定のテーマを設定し、教案や資料を用意して、講義もしくはワークショップ

形式で開催するものである。企画講座は学修支援センターや教務課との連携、正課授業の担

当教員からの依頼がきっかけで生まれた。本稿では、この企画講座での実践を主として報告

する。

担当者・開講時間・場所

年度前期は月曜日から金曜日までの 限目（水曜日は 限目も開講 ））に開講した。

担当したのは筆者と非常勤講師 名である。全員、一年生の前期必修科目である 基礎演習

のスタディスキル部分（ 年度は 月の 回）も担当した。
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） 年度までは教務課内の組織として運営されていた。 年度からは新たに学修支援課が創設され、
運営に当たっている。
） 年度後期には 生活数学 の期間限定講座が開講された。 年度からは 生活数学 パソコ
ン 講座が定期開講されるようになった。そのほか、 年度に 楽習（がくしゅう）アワー 学習よ
ろず相談 が新設された。 楽習アワー は、学生が正課授業についていけるようフォローし、課外学習
に接する機会を増やすことを目的とする指導の時間である。全学年を対象とするが、とりわけ新入生に入
学後の早い時期にこうした学習支援があることを知ってもらうことをねらっている。そのため、 年次の
必修科目 基礎演習 およびその再履修科目 学習リテラシー の補習・個人指導や、基礎的な学習スキ
ルの指導を主に想定している。 ライティング講座 と 楽習アワー は指導内容で重なる部分が多いの
で、開講時間、場所、担当者、利用記録等は分けていない。 学習よろず相談 は 年度後期から始
まった。全学年を対象とし、勉学に関するあらゆる相談を受ける。必要に応じて学内の関連部署や教員と
連携する。履修や進路など繊細な対応、情報の取り扱いの必要がある相談が寄せられる可能性が高いので
専任教員 名が曜限を限定して担当している。
） 年度は、 基礎演習 の水曜担当非常勤講師には、同 ， 限目開講の 学習リテラシー ・
（ 基礎演習 ・ の再履修科目）も担当してもらった。うち 名に ， 限目の ライティング講座
楽習アワー を担当してもらった。なお、前期の利用状況を見て、後期は火、水、木のお昼休み、月、
火、金の 限目にも開講した。
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開講場所は教員の研究室が並ぶ研究棟の 室である。 室は個人指導や教員のミーティン

グ、授業の準備・後片付け、教材作成に使用した ）。もう 室は講座向けに教室タイプの部

屋を確保した。ゆったりとした、静かな環境ではあったが、授業教室棟ではないので学生に

は敷居が高かったようだ。 階の奥というわかりづらい場所だったこともあって、学生がふ

らりと訪れることはなかった。

年春からは、学修支援センターがリノベーションした教室棟（ 号館）の 階に移設

した。廊下まで取り込んでワンフロアを一体化したオープンな空間に、学修支援課事務室、

自習コーナー、教室、サポート学習のための部屋、教員のミーティングルームが設けられ

た。 サポート学習講座 もここで行うことになった ）。 号館の上階には普通教室や情報

処理室があり、学生の出入りが多い。学修支援センターにも、自習やグループ学習、休憩、

サポート学習を受ける学生が徐々に増えてきて活気が出てきた。位置、空間の雰囲気が利用

の促進に大きく影響すると感じている。

．はじめての企画講座

年 月は これから何を、どうするか を考え、準備する時期に充てた。必要な

参考資料、物品などを発注、整理し、業務記録・指導記録のつけ方、業務連絡の方法を考え

て整えていった。わずかではあるが学修支援センターの紹介で来室した学生に作文指導や進

路相談を行った。また個人的に文章作成を見てほしいと来た学生は随時受け入れた。 月か

らは 基礎演習 の課題をもって訪れる学生が増え、徐々に活気を帯びるようになった。

月からいよいよ本格的に講座の宣伝を開始した。

企画講座の準備

月に初めての企画講座を開催した。一年目で手探りの状態であったので、まずは一回完

結型で時期を区切って開催することにした。まだ認知されていない ライティング講座 の

存在を知ってもらい、自学自習に利用してもらうための体験講座として位置づけた。

講座は 年生向けと 年生以上向けに分けた。 年生向け講座は 書く力を身につけるた

めの第一歩 と位置づけ、テストやレポート試験にふさわしい文章について学ぶことを目的

とした。 年生以上向け講座では、 指示されたテーマを適切に理解し、テーマに合った文

章を書くことを学ぶ 自分でテーマを設定し、レポートや論文を作成する方法を学ぶ こ

とをねらいとした。

講座のおおまかな構成は筆者が考えた（ 節 に詳述）。それに沿ってレジュメや読みと

り資料を担当者全員に準備してもらった。一つの教材で統一しなかったのは、講師の個性を

発揮してもらうため、また複数回受講する学生に毎回別の教材を提供するためである。

月中旬から教材作成にとりかかった。 月初旬には詳細な実施要項を作成し、担当者と

）デスクトップパソコン 台、大型プリンタ、ホワイトボード、本棚、ミーティングテーブル セット、
装置などが備えられた。

）英語と簿記の講座は引き続き研究棟で開講している。



受講生の割り振りもほぼ確定した。草稿が提出され始めたのは 月末、全員分が揃ったのは

開講直前であった。 回完結の文章作成指導に適した教材を作るのは難しい取り組みであっ

たかと思われるが、よく練られた教材を提供していただくことができた。これらは講座の財

産として、その後も個人指導で活用している。

さて、最大の課題は、いかにして受講生を集めるかである。全学年の演習科目で案内して

もらうよう教授会で依頼するなどの宣伝はしたが、普段の利用状況から見て自主的にやって

くる学生はあまりいないのではないかと思われた。

そこに渡りに船の提案があった。教務課の教職課程担当職員の発案で、 年次配当の 教

育課程・特別活動論 ）の受講生を ライティング講座 に誘導することになったのであ

る。担当教員の協力を得て、授業時間の一部を使って職員が講座の説明をし、その場で予約

をとって日程を調整した。担当教員からも受講を強く勧めてもらったと聞いている。この働

きかけによって 名がライティング講座に参加することになった。なかには複数回受講する

学生もいた。こうして、まずは順調なスタートを切ることができたのである。

実践内容・成果・課題

月 日から 日の 週間にわたり、 年生向け、 年生以上向け講座を クラスずつ、

計 クラス開講した。

指導の方針は以下の通りである。 書くことへの抵抗感をなくし、意欲を喚起する。 書

くまでの過程をていねいに指導する。 自主学習、自主ゼミへの発展のきっかけにするた

め、 わかりやすく、とっつきやすく、気軽に 受けられる雰囲気にする。柔らかい雰囲気

になるよう、特に男性教員にはクールビズを兼ねてカジュアルな服装を推奨した。

講座内容と想定時間は以下の通りである。 文章の様々な形式を知る。論文、手紙、日

記、エッセー、子どもの作文などを提示し、それぞれの目的に合った文体があることを確認

する（ 分程度）。 レポートや試験にふさわしい文の特徴を知る。同じテーマで、論文の

体裁を整えた文と感想文的な悪文を並べて示し、どこが違うかを確認する（ 分程度）〔図

〕。 短文を読んで、テーマを適切に理解する。 テーマに合った文章（ 字程度 ）を

書く（ で 分程度）。懇談する余裕を残すため予定ではここまでで 分とした。 後

日、添削した課題を取りに来てもらうというプログラムである。

受講生のほとんどは教職課程からの誘導だったが、自主的に参加した学生も若干名いた。

いずれも受講態度はたいへん良かった。講座担当者からは一様に やりやすかった 充実

感、達成感があった という感想を聞いた。

教務課職員が講座後に学生から得た感触と、学生が後日教務課に提出した感想（表 ）か

ら、学生側の満足度も高かったと受け止めている。

概ね好評だった講座だが予想外のこともあった。後日取りに来るよう言っておいた添削済

み課題をほとんどの学生が取りに来なかったのである。教務課からは教職課程の学生に対し

て受講票と講座の感想文の提出を課していた。受講票は講座の修了時に教員が押印した。感

想文は学生が直接、教務課に提出する。そこで学生はプログラムが終わったと思ってしまっ
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） 教育課程・特別活動論 （佐野茂教授）配当 年生、登録者数 名。
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〔図 〕 月企画講座 配布資料（抜粋）

（図注）学生への配布時は、文体を比較するという目的のため出典を記載しなかった。以下に出展

を記す。 ページ右下 文例集より 就職でお世話になったお礼状文例 （

）を参考に一部文言を改訂。左下 毎日新聞 年 月 日の記

事より抜粋。 ページ文例 拙稿 チェコスロヴァキアの対外政策ハヴェル ディーンストビー

ル外交の理想と現実 同志社法学 号。その他は筆者のオリジナルである。



たのである。書いた文章に対するアドバイスを本人が見直さなければ効果は半減する。受講

態度が好感触だっただけに、まさかの展開であった。

これは筆者のプログラムの構成（時間配分）に問題があったと考える。学習内容を絞って

説明の部分を減らし、添削ないし口頭でのアドバイスまでを 分に盛り込むか、添削を取り

に来て対面で指導を受けてはじめて受講票に判を押すシステムにすべきであった。

後半に担当した講師は、前半の受講生が添削を取りに来ないことを聞いて、学生が書いた

文章をその場で読んで口頭で指導した。時間は超過したが指導の効果は高いと感じたとのこ

とであった。学生が教務課に提出した感想にも以下のような記述があった。 添削してもら

うのは来週という事であったのが残念。その時間に見てもらい、色んなアドバイスをもらえ

ると思っていた。その時間に添削してもらった方が、先生に質問も直接できるし、わからな
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表 ． 月企画講座受講生感想文より抜粋（原文ママ）

今日の講座についての感想を記入してください。

今回、初めてライティング講座を受講しました。今回、受講した事によって自分の書く力が足り

ないことを再確認することができました。今の現代は、私だけでなくすべての人が書く力が低下

していると思うので、ライティング講座をこれから必修科目にしたら良いのではないかと思います。

今まで論文というものを全然知らなかったけど、この講座で少しは理解できたと思う。普段は文

を書く時、思いついた事をすぐに書きだして行きあたりばったりな作文をしていたけどそれでは

駄目で、課題の意図や、文章の構成の仕方等をしっかり思い浮かべた上で論文を書いていくと知

り、奥深さを感じました。

論文やレポートの文章を書けるようになるには、何回も書いて練習することが大切だと思うの

で、書くことを続けていきたいと思います。また、です、ます調を使わないことや、文章に合っ

たタイトルをつけることに気をつけて、さらにいい内容の文章を書けるようにしたいです。

この講座を受けるまでは、このような文章を書く機会がなかったので、文章らしく書ければ

という考えできました。しかし、今回講座を受けて、文章の構成や文法を学ぶことができて、貴

重な経験をすることができました。将来、教職以外の職にもし就くことになったとしても、たい

へんいい機会になりました。

題材を使用しての講座だったので、わかりやすく、丁寧に説明して下さいました。私自身もわか

りやすかったです。先入観のお話をしていただいて、自分の考え方も変わったように思います。

正しい言葉の遣い方、正しい書き方も教えて頂いたので、よかったです。今後、このような講座

があれば、参加したいと思う。教職の人だけでなく、インターンシップに行く人、フィールド

ワークゼミの人、就活中の人なども行うべきである。やらなければならないと思う。もっと開講

の時限を増やしてほしい。

ライティング講座ということで、昔から文を書くのを苦手としてきた僕は、この機械に少しは克

服できたらなと思いました。ただ書くだけの構座だと思ったら全然違って、いろいろな文章の比

較や、どんな場面で書いた文章かを予測するなどをして、楽しく構座ができました。また、今日

は、思い込みというテーマで短い作文を書くということを行いました。やはり、文章を書く時

は、文の構成が大事だと思いました。来年には就活もあるので、文章力が重視されると思うの

で、今日の構座のことを思い出して、文章がうまく書けるようにしたいです。
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い事など会話で解決できて、その方が身につくはず （原文ママ）。

このときの反省から、以後の講座はフィードバックまでを盛り込む構成にしている。

その他の課題としては 年生については、本来ライティング講座の受講が必要な（文章

の基本が身に付いていない）学生がほとんど参加していないので、そうした学生の参加を促

すためにも、成績に若干得点を加味する、参加証にハンコを押す、ポイントで表彰するなど

してはどうか 教材の量産、多様化が必要 といった意見が担当者から挙がった。

．目的をしぼった講座を企画する

学修支援センターからの提案で、 月 日から 日の 日間に企画講座を開催することに

なった。 月講座と同じ内容では学生の参加が見込めそうにないこと、講座のオリジナル教

材を増やしたいことから、新規企画で行うことにした。

月企画講座 よくあるまちがい直しましょう

月は日本語表記、文法などをおさらいする、即効性のある内容にすることにした。すき

ま時間に気軽に勉強できるドリル的な教材を作りたいとも考えた。そこで、学生の文章に散

見されるまちがいを直す教材を開発した。まず筆者が、学生の書いたものによく見られるま

ちがいを項目立てし、解説と例文を挙げた 解答の手引き を作った（図 ）。これに沿っ

て、講座担当者に学生の提出課題からまちがいの実例を拾ってもらった。

これをもとに、一文に一項目のみのまちがいが含まれる難易度の低いもの、一文に複数の

まちがいが含まれるもの、ある程度まとまった分量の文章にまちがいが散見されるものを推

敲する教材をそれぞれ数編ずつ作成した。学生は 解答の手引き を参照しながら問題編を

解く。飽きずに取り組めて、その場でフィードバックできるよう、 教材 分で終わる

分量にした。これらを よくあるまちがい直しましょう シリーズと名付けた。

月講座は、広報期間が短かったこと、夏休み終盤で台風の日もあったことなどから、残

念ながら受講者はいなかったが、その後、この教材は個人指導・授業の補助教材として活用

され、 ライティング講座 の主力教材となっている。 年度も講座担当者に文例収集を

依頼し、質・量の強化をはかっている。

月企画講座 介護等体験実習感想文講座

グループワークを取り入れたライティング指導

前期の講義・講座を通して、学生が書ける、あるいは少なくとも書こうとする課題の条件

が少しずつ見えてきた ）。その条件は以下にまとめられる。 関心を持てるテーマであるこ

と、 誰に、 何のために、 何を伝えるのかが明確であること、 取り組む必要性が高い

こと、 発想、構想、問いを立てる準備作業を教員やクラスメイトとの対話を通して進め、

）詳しくは拙稿 大阪商業大学初年次教育科目におけるライティング指導の実践 大阪商業大学論集
人文・自然・社会篇 巻 号（通号 号） 年 月。
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〔図 〕 月企画講座 資料（抜粋）



大阪商業大学 ライティング講座 の成果と課題（橋本）

それを言語化するおもしろさを体感することである。そこで 月の企画講座では、この つ

の条件を取り入れた教案を考えた。

月講座は教務課の教職担当職員からの要請で企画した。対象は介護等体験実習に行く

・ 年生である。特別支援学校での 日間の実習終了時に実習校に提出する感想文に備え

る講座である。

感想文をあらかじめ作成して添削するなどということはできない。学生が実習で得たこと

を率直に書かなければ意味がない。この講座の場合、先述の 書ける条件 のうち、 テー

マ（実習の感想）、 誰に（実習先に）向けて書くかは明白である。 取り組む必要性の高

さも自覚していよう。重要なのは、 何のために 何を伝えるかである。つまり実習の感想

を書く意味、実習先が感想を書かせる意味を学生が自覚することが眼目と考えた。

上記 対話を通して学ぶ ことが可能なよう、本講座はワークショップ形式にした ）。

実習に向けてコミュニケーションをとることに慣れておき、実習の不安感、孤独感を和らげ

るため知り合いを増やす機会になればとも考えた。そこで、通常は白板に向かって並んでい

る机を並べ替えて、学生がお互いの顔を見られる配置にした。グループワークを取り入れる

ため、開講枠をしぼって予約制とした ）。担当する非常勤講師 名とは指導方法・内容を綿

密にミーティングした ）。

講座の進め方は以下の通りである。まずたっぷり時間をとって、互いに自己紹介と質疑応

答をした。打ち解けた雰囲気を作るためである。教職課程の学生同士は顔見知りが多いので

和気藹々とスムーズに進んだ。次に、実習生にとって感想文を書く意味、受け入れ先にとっ

て書かせる意味について考えた。これは先述の 何のために書くかを意識することになる。

各自で紙に箇条書きで書き上げ、順に発表した。学生にとって感想文を書くのは、 実習を

ふりかえり反省するため 漠然と実習を終えないため 、実習先にとっては 次回受け入れ

の参考のため 実習生の動きや考えを知るため 学生の目を通して自分たちでは気がつか

ないことを知るため といった意見が出た。

次に、実習中、何に気をつけて観察するかを考えた。これは先述の 何を書くかを意識し

て実習に臨むためである。ヒントとして を提示した。すなわち、人・ものが、い

つ、どこに、どのように行動していたか・存在していたか、それはなぜか、である。筆者が

想定していたのは、例えば 先生方は生徒たちに、どのような声で、どれくらいの速さで話

しかけているか 机や椅子の配置にはどのような工夫があるか 時間割はどういう意図で

どう編成されているか 生徒はどの科目、活動を一番喜んだか といったことである。

こうした 実習での心得 や 観察ポイント を教員がいくら説いても、おそらく新鮮み

も面白みもなく、耳に入ってこないであろう。学生が自分で考え、発表することでお互いに

気づきを得る方が効果的である。 ， の例を示したあとは、学生に口頭で観察ポイントを

発表していってもらった。意図がやや伝わらなかったのか、観察ポイントを挙げるというよ

）筆者自身、 月に参加した初年次教育学会第 回大会（於 久留米大学 年 月 日、 月 日）
のワークショップに参加し、充実感を得たことも影響している。
） 月 日から 日に コマ開講した。
） 年度後期のライティング講座担当者は筆者のほか 名であったが、後期は特定の曜日・時間帯に指
導を希望する常連の学生が数名いたので、その時間帯には企画講座を入れずに教員が待機できるようは
かった。



り、 きっとこういうことが起きるに違いない という予想のようになった感はあったが、

実習ではよく見て、よく聞いてこようという心構えはできたようであった。

最後に文章を書く際の最低限の決まりを解説し、講座の感想を書いてもらった。 字く

らいでも良いと言ったが、みな 字ほどを一気に書き上げた。

興味深かったのは、同じ講座を受けた学生でも、それぞれ着目するところ、気づいたこと

が違っていたことである。多くは、ほかの参加者の発言に刺激を受けたという記述だった。

ある学生の着目したことを他の学生に紹介すると、それがさらなる気づきや刺激になる様子

も見てとれた。 学習共同体作り が功を奏したと見ている。

後日、実習校のご厚意で、実習終了時に学生が書いた感想文の写しをいただくことができ

た。担当者 人で読んだところ、講座の効果があったとの見解で一致した。受講生らは実習

先でよく観察し、具体的な経験を素直に書いていた。受け入れ校のスタッフの方や生徒への

気遣いもできていたことが文面から読みとれた。

、 年生ともなると、さすがに文章の構成、まとめ方は充分な水準に達している。ただ

細かな表記、言葉づかい、文法の点では改善が望まれると感じた。特に、目上の人に対して

は使うべきでない言葉や表現を悪意なく書いていることが気になった。今後は、そのような

例を拾い、なぜその表現が適切でないのかを理解できるような教材を開発し、指導する機会

を作ることが必要であると考える。

ノートのとり方講座 論述試験対策講座

月下旬から 月にかけては ノートのとり方 講座を企画した。これは小テストで何も

書けない学生に向けてライティングの指導をしてほしいという教員からの要請がきっかけで

あった ）。詳しく聞くと、小テストで書けない学生はノートがうまくとれない、とったノー

トを参考に再構成、再文章化することができない傾向があるという。そこで ノートのとり

方 に関するごく短い講義（ 分程度）をノートにとり、それに対してアドバイスをす

るピンポイント講座にした。担当者は特に限定せず、学生に都合の良い時間に来てもらった。

教案を作成した筆者が言うのもおかしいが、この講座を一回受けることが、そう大きな効

果を生むとは実は期待していなかった。が、講座を受けた学生の小テストの点数は、受講後

に著しく上がり、その後も受講していない学生との点差は開き続けたという。講座を担当し

た非常勤講師の指導が優れていたことももちろんあろうが、学生自身がチャンスを生かそう

と行動に移したことで学習意欲に勢いがついたのではないかと思う。講座を依頼された教員

からは 書くことを否定されてきた学生たちが、受講をきっかけに自分の意思で書いて良い

のだという安心感や自信を持つことができた と言っていただいた。

ピンポイント講座が有効だとわかったので、 月の企画講座は 論述試験対策講座 にし

た。教案は講座を担当する非常勤講師と共同で作成した。わかりやすく、堅苦しくならない

ようビジュアル面でも工夫をこらした〔図 〕。 月になると、特定のレポート作成の相談

に来る学生はいたが、特にリクエストがない個人指導希望者はほとんど来なくなった。その

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

）伊東真一教授の 現代経済 。ライティング講座受講者には同科目の評価点に加味する旨、案内され
た。受講後、講座担当者が受講票に判を押して、学生から受講票を伊東教授に提出する形をとった。



大阪商業大学 ライティング講座 の成果と課題（橋本）

〔図 〕論述試験対策講座 資料（抜粋）



ため、この教案は 年度中はあまり出番がなかったが、 年度に入ってからはライティ

ング講座に来た学生の個人指導や、筆者が担当する 基礎演習 学習リテラシー ・

の授業の一部で活用している。

おわりに 今後の課題

以上、新設一年目のライティング講座の取り組みについて報告した ）。非常勤講師の

方々の多大な協力によって、講座オリジナルの教材を開発し、ていねいで熱意ある指導がで

きたことは上々のスタートであったと自己評価したい。

一方、学生の日本語力のさらなる向上のためには、本学学生の弱点を見極めて、効果的な

独自教材を開発し、繰り返し訓練することを働きかける必要があると感じている。一度二度

の講座のプログラムを工夫するだけでは不十分である。学生が日々文章を作成し、見直す習

慣を身につけるような働きかけができないか。またアウトプット（書く）にはインプット

（読む、知る）が不可欠である。読書を促す仕掛けも考えていきたい。これらの課題を踏ま

え、今後の ライティング講座 の企画運営に励みたい。

謝辞

本稿は第 回大阪商業大学商経学会研究発表会での報告の一部を大幅に加筆修正したも

のである。発表会では貴重なご意見をいただいた。記して感謝申し上げたい。なお本稿は平

成 年度大阪商業大学教育活動奨励助成費を受けて行った教育活動の中間報告である。
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）独自企画以外では、時事通信社の 日本語検定 級モニター受検も実施した。リエゾンセンター（当
時）に案内が来たものを学修支援センターが受け、 ライティング講座 で実施した。時期、期間、監督
者の手配などの関係で、大々的に募集はできなかったが、 名が受検した。
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