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†	 大阪大学全学教育推進機構准教授
‡	 大阪大学全学教育推進機構准教授

大阪大学における日本語ライティング教育の実践
― 2017年度の留学生および一般大学院生を対象とした各授業の報告から―

村岡　貴子＊・堀　一成†・坂尻　彰宏‡

要　旨
　本稿では、2017年度の大阪大学における、全学の一般大学院生を対象とした学際融合教育科
目の「上級専門日本語 アカデミック・ライティング」、留学生日本語プログラム選択コース
JW600/700、学際融合教育科目の「学術的文章の作法とその指導」の各々の授業実践、および
附属図書館におけるライティング指導について報告することにより、本学の大学院レベルの日
本語ライティング教育について振り返り、今後の課題と展望について議論する。

【キーワード】 留学生日本語プログラム選択コース JW600/700、学際融合教育科目、「上級専門

日本語 アカデミック・ライティング」、「学術的文章の作法とその指導」、日本語

ライティング教育、ラーニング・サポーター（LS）

1　はじめに

　本報告においては、2017年度の大阪大学における、
1）一般大学院生を対象とした学際融合教育科目の
「上級専門日本語 アカデミック・ライティング」、2）
留学生日本語プログラム選択コース JW600/700、3）
学際融合教育科目の「学術的文章の作法とその指
導」、4）附属図書館におけるライティング指導、の
各々の授業実践や学習支援について報告を行う。1）
2）3）の教育実践は、各々独立した科目として異なる
対象者に対し、異なる教員が実施してきたものであ
る。本稿では、それらの各報告に基づき、本学にお
ける大学院レベルの日本語によるアカデミック・ラ
イティング（以下、ライティング）教育の現状を記
録に残し、それらの教育実践と人材育成について俯
瞰的に振り返り、課題を展望することを目的とする。
　本報告の背景として、成果発信が一層求められる
現在の研究の世界においては、研究倫理に関する関
心が一層高まるとともに、大学・大学院におけるア
カデミック・ライティング教育の重要性が強く認識

されつつあることをあげることができる。
　以下、第 2節では、主として留学生を対象とした
授業、第3節では、一般大学院生を対象とした授業、
第 4節では附属図書館におけるライティング指導と
学習支援、第 5節では、以上の報告に基づき、今後
の課題と展望について議論を行う。なお、第 1節と
第 2節は村岡が、第 3節と第 4節は堀と坂尻が、そ
れぞれ主として執筆を行い、第 5節は、著者全員の
協議をもとにまとめたものである。

2　�授業の概要：「上級専門日本語 アカデミ
ック・ライティング」および「留学生日
本語プログラム選択コースJW600/700」

2－1　各科目の受講者および単位付与の有無
　本節では、まず、2017年度の春～夏学期に実施し
た、全学教育推進機構による学際融合教育科目の一
つである「上級専門日本語 アカデミック・ライティ
ング《研究活動に必要な日本語アカデミック・ライ
ティング（基礎編）》」、および、それと相互乗り入れ
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で開講している国際教育交流センターが実施する
「留学生日本語プログラム選択コースの「アカデミッ
ク・ライティング JW600/700」について報告する。
これらの科目の受講者と単位取得について、次に補
足説明を行う。
　受講希望者については、大学院生は、母語の違い
にかかわらず、前者の学際融合教育科目を履修して
単位を取得し、留学生である研究生は、JW600/700
を履修する。いずれも本学の履修システムKOANを
通じて登録を行う。なお、学際融合教育科目の「上
級専門日本語」は、2014年から、他の「アカデミッ
ク・コミュニケーション」「アカデミック・プレゼン
テーション」「アカデミック・リーディング」ととも
に同時に開講されている。JW600/700は、選択コー
スの一つとして2011年から、上記と同様に、「コミ
ュニケーション（JC）」「プレゼンテーション（JP）」
「リーディング（JR）」とともに同時に開講されてい
る。
　2017年度春～夏学期に上記のライティングの科目
を履修した受講者の合計17名（大学院生10名、研究
生 7 名）は、いずれも日本語非母語話者であった。
母語背景としての漢字系か非漢字系かの分布は学期
によって異なるが、上記学期においては、漢字系 8
名、非漢字系 9 名で、非漢字系の方が多く、かつ、
国籍も多様であった。専門分野は、人文社会系が13
名、自然科学系が 4名であった。授業開講場所は本
学の吹田キャンパスであるが、吹田・豊中・箕面の
全 3キャンパスの多様な所属先から受講者が集まっ
ていると言える。ここ数年は、平均して20名弱の受
講生が学期末まで、熱心にライティング学習に取り
組んでいる。
　以下、2－2から 2－5において、授業の目的、受講
条件としての日本語レベル、教科書と教材、授業計
画と評価などの概要について説明する。続いて、2－
6では、当該授業におけるライティング学習活動の
例を紹介し、2－7では、課題と展望について述べる。

2－2　授業の目的
　大阪大学のポータルサイトKOANシステムに掲載
されている当該授業の2017年度の春～夏学期のシラ
バスに掲載された情報をもとに説明を行う。

論文やレポート、各種報告書、Eメールでの通
信文など、研究活動およびそれを支える学術的

な文章の特性を理解し、アカデミック・ライテ
ィング能力を向上させることを目的とする。授
業では、多くの文章例を、クラスメートと協働
で、クリティカル（批判的）に分析し、かつ、
各自レポートを作成・改訂しながら、文章の構
成や論理展開の方法、および的確な表現につい
て学習し、推敲能力をも向上させることを目指
す。

　以上のように、授業の目的では、大学院の授業や
研究活動で必要とされる論文やレポートのみならず、
大学院生の研究活動遂行に必要なあらゆる文章ジャ
ンル（Eメール文を含む）を対象とし、それらへの
理解に加え、学習者自身の、文章の目的に応じた執
筆能力と推敲能力の向上を目指すことを明示してい
る。上記のような研究上の種々の文章は、「必要とさ
れる文体や形式が異なっていても、適切な構成や論
理展開、用語の厳密な使用等が求められる」（村岡	
2014,	p.101）ものである。また、それらが「読み手
への配慮につながり説得力を増すことは、異なるジ
ャンルの文章であっても、全く共通する重要事項で
ある」（村岡，同上 p.101）という前提で、本授業を
展開している。

2－3　受講条件としての日本語レベル
　先述したシラバスには、本授業を受講する際の条
件として、母語を問わず「日本語の漢字を1,000字
以上読み書きができること」とし、かつ、ほぼ毎回、
レポート等の文章作成課題があり、その都度、修正
作業を求めることを明記している。また、留学生日
本語プログラム選択コースにおいて JW600/700のレ
ベルは、本プログラムの最上級に位置するものであ
り、毎学期、受講者にはしばしば日本語能力試験
（JLPT）のN1 合格者も含まれている。
　ただし、日本語能力が上級になるにしたがって、
当該の学生間における音声言語と書記言語の各々の
運用能力は個人差が激しく、得手不得手の意識も含
めた多様性が指摘できる。例えば、音声言語につい
ては日々の大学生活でほぼ問題なく研究活動を行っ
ている者でも、書記言語、特にレポートや論文につ
いては、言語を問わず執筆経験が豊かではないため
に、不安を持つ者が少なくない。
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2－4　教科書と自作教材
　主たる教科書は『論文作成のための文章力向上プ
ログラム』（村岡・因・仁科	2013）であり、その他、
村岡が作成したオリジナル教材を活用した。まず、
前者の教科書については、村岡（2014）の一部（pp.	
100－101）を再掲して説明し、その後で、その他の教
材について簡単に説明を加える。
　まず、教科書は以下の通り全10章から構成される。

　
1．「書く主体」である自分とは
2．	学習・研究のための「書く」活動について
知る

3．学習を自己管理し、学習方法を探索する
4．文章を読んで問題点を探す
5．文章の目的から構成を考える
6．論理の一貫性を考える
7．的確な表現を追求する
8．研究内容を報告する
9．活動報告を書く
10．	未知の人やコミュニティに「自分」を説明

する

　上記のうち、前半の第 1章～第 3章は、ライティ
ング学習の方法を振り返る「内省」タスクを中心と
したもので、第 4章以降は、文章の比較・分析・評
価のタスクを豊富に盛り込み、後半は、それらに加
えて「リバイズ」や「執筆」のタスクも配置してい
る（村岡	2014,	p.100）。
　2017年春～夏学期の授業では、前半部分の内省タ
スクに加え、第 6章以降は第 7章の一部までの、構
成、論理の展開、的確な表現をほぼ扱った。各タス
クにしたがって、それぞれ授業中の協働的な活動を
促し、さらに、一部は宿題に課した。なお、秋～冬
学期は、より応用編として、基本的に教科書の後半
部分を中心に授業を展開している。
　次に、筆者が作成した種々の配布教材については、
特に学期前半に用いたタスクと、学期後半に用いた
レポート作成に関するタスクがあり、以下に前者に
ついて簡単に説明を行い、後者については、2－6に
おいて説明する。
　文章作成を宿題として課した課題は、1）自身の専
門分野に関する、引用を含めた説明文、2）授業受講
と研究活動に関する、指導教員向けの報告文、3）E

メールによる指導教員への推薦状作成の依頼文であ

る。1）と2）については、いずれも800－1,000字程度
のものである。1）については、自身の専門分野を持
つ大学院生が、他者への簡潔な説明を行う文章とし
て課した。これは、学期の前半において、受講者の
引用に対する理解の程度を確認する目的もあった。
2）については、自身が受講した、あるいは実際に行
った研究活動について、客観的に必要な情報を選別
し、必要に応じてセクション分けを行い、事実とし
ての報告として冷静に文章化することへの意識化を
ねらった。また 3）については、実際にEメールによ
り、目上の教員に対して丁寧に依頼を行うといった、
敬語使用も求められる比較的難易度の高い状況を設
定して文章化の練習を行った。
　いずれの場合にも、複数の受講者による解答例を
筆者の側で編集し、翌週の授業でタスクとして、評
価すべき点や学ぶべき点について意見交換を行い、
フィードバックとした。さらに、どのタスクにおい
ても、2 回目の書き直しの際に内省タスクを課し、
学びや気づきについての言語化を促し、さらにその
内容の例を取り上げて、クラスメートの様々な視点
として共有も図った。

2－5　授業計画と評価
2－5－1　授業計画
　先述したシラバスに基づき、15回の授業計画の概
要を、以下の通り示す。

1．	ガイダンス、ライティング能力チェック	
（60分）

2．	学習・研究活動のための「書く」活動につ
いての内省タスク、書記言語の文体と文章
ジャンル（1）

3．書記言語の文体と文章ジャンル（2）
　　論文やレポートの文体的特徴
4．	文章の目的から構成を考えるテキスト分析
タスク（1）

5．	文章の目的から構成を考えるテキスト分析
タスク（2）

6．	論理の一貫性を考えるテキスト分析タスク（3）
7．	論理の一貫性を考えるテキスト分析タスク（4）
8．	的確な表現を追求するテキスト分析タスク（5）
9．	的確な表現を追求するテキスト分析タスク（6）
　　	（10回目以降も上記テキスト分析タスクを

継続）
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10．レポート準備：アウトライン（1）、
　　テキスト分析タスク（7）
11．レポート準備：アウトライン（2）
12．レポートへのフィードバック（1）、
　　テキスト分析タスク（8）
13．レポートへのフィードバック（2）、
　　テキスト分析タスク（9）
14．レポートへのフィードバック（3）、
　　テキスト分析タスク（10）
15．	学期当初に作成した文章の自己添削、論文

作成についての講義、授業についてのリフ
レクション

　授業の計画は、9回目までは教科書を中心とした
テキスト分析タスクに加え、オリジナル教材での文
章作成課題（後述）を課し、かつ、10回目から14回
目までは、上記のタスクを、時間を短縮して継続し
つつ、最終レポート（A4用紙 4、5ページ）の作成
準備とクラス内でのタスク形式を中心としたフィー
ドバック（2－6で後述）に充てている。つまり、計
画全体としては、文章作成課題は毎週のように宿題
として課され、かつ、クラスではそのフィードバッ
クを教員から個別に、かつ全体で協働的に実施する
ことによって、作成した文章を振り返り推敲の能力
を高める機会を必ず設定するという流れである。
　なお、初回にはライティングチェックを行い、そ
こで作成したエッセイを最後の15回目の授業で、自
己添削を行い、それについての内省をまとめること
も課している。受講者が自ら、14週間学んできた自
身のライティング力を振り返る機会とし、さらに、
次の学期の受講生を後輩として、自身の学期中の取
り組みで得た学びや気づきを、後輩に向けたメッセ
ージとして言語化して残すタスクを課している（2－
6において言及）。
　以上のように、複数回に分けて、アウトライン作
成から5ページにわたるレポートの完成に至るまで、
作成の過程にフィードバックを行っている。それら
をクラスで共有することにより、作成の回を追うご
とに、誤用を防ぎ、文章構成の完成度を高め、執筆
要領遵守の重要性への理解を通して、自ら推敲する
経験を何度も行う作業を課している。これらの15週
間における学習活動を通して、推敲の視野を拡大し、
かつ、他者との協働による学習の深化が図られるこ
とが期待できる。

2－5－2　評価方法
　以上のような授業内外での学習活動を通して、評
価は次のように行うこととしている。

　（1） 毎週の出席に基づく授業への参加（40％）、
　（2） 授業内協働活動への積極的な参加（30％）、
　（3） 	学期後半に課される複数回のレポート課題

（30％）

　本授業では、課題を提出した後のフィードバック
の一環としての協働活動も肝要であると考え、（2）
も重視している。つまり、上記の評価は、（1）と（2）
により、教科書と自作教材により、各種のタスク活
動を協働で行うこと、および、それらを通じて（3）
の課題達成の基礎作りを行い、かつ、フィードバッ
クを受けて自身の文章にさらに改善を施すという流
れで設定している。

2－6　学習活動の流れ
　2－1で説明した目的を達成するための学習活動に
は、協働的で批判的な視点を取り入れている。いず
れも、研究活動には必須の視点で、文献購読やディ
スカッションなどの活動に通じるものである。
　以下、2－6－1から 2－6－3においてそれぞれ、レ
ポート作成開始までの準備活動、レポート作成中の
活動、およびレポート作成終了後の活動、の 3点に
分け、フィードバックの観点を入れつつ、実践の一
例として報告する。

2－6－1　レポート作成開始までの準備活動
　準備活動に用いた資料は、1）過去の受講生が執筆
したタイトルとアウトラインの複数の例、2）執筆要
領、3）引用方法、についてのものである。
　1）は、さまざまな事例を示して、それらから学ぶ
点を小グループで検討させた。特に、文章のテーマ
や目的に沿って論理的な構成がなされているかに着
目した分析を課し、論理の一貫性の意識化を促した。
また、アウトラインを執筆しておくメリットについ
てもクラスで必ず確認し、受講生自身が宿題として
アウトラインを少なくとも 2回は改訂してからレポ
ート執筆を開始し、レポートの途中においても必要
に応じて構成の改善を促している。
　なお、過去の受講生の事例については、当時の受
講生から、教育研究上の目的のみに使用する旨説明
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を行い、かつ、執筆者の国籍や出身地域が知られな
いように配慮した上での使用の可能性について、書
面で許可を得ている。
　2）の執筆要領は、ページ数、余白、文字のフォン
トとサイズ、アルファベットや英文使用時の半角サ
イズなどについて書式を指定したもので、その遵守
を伝えている。受講者によっては執筆途中のミスで
何度も改訂を繰り返す者もおり、執筆要領の遵守に
慣れていく初めての経験となる場合もある。
　3）の引用方法については、実際の論文の一部を複
数例示し、直接引用と間接引用、また、それらによ
る文章の論理展開について解説を行い、文章の読解
を通じてタスクを課している。例えば、まず、直接
引用と間接引用の使用状況について各自の専門分野
の方法を探して意識化させている。また、著者名を
最初に書く引用方法（例：「XX（2017）は～と指摘
している」）や文末（例：「Aは Bである（YY	2017,	
p.15）」、本文中で著者名や西暦を示さずに上付き番
号で引用文献リストを参照する方法、あるいは脚注
で示す方法などのバリエーションが存在することを、
自作教材の具体的な文章例の中で確認させている。
さらに、引用動詞の文末への注目により、文脈から
主語や動作主を考えさせるタスクも行った。つまり、
引用箇所の手続き的知識を学ぶだけでなく、文章全
体や段落の中で、接続表現や指示詞による論理展開、
文末表現を観察させることにより、正確な解釈を行
える練習を重ねた。こうした練習を通じて、自身の
引用による文章化の際の留意点への意識化を促した。

2－6－2　レポート作成中の活動
　毎週加筆をし、修正を加え、レポートの完成まで
執筆を継続する課題が課せられる。それらについて
は、毎回の授業において、レポートの内容や個々の
文法・表現以外にも、以下のような観点を中心にフ
ィードバックを行っている。

1）	タイトルの適切性（本文の内容を適切に反映
しているか、副題の必要性の有無など）

2）	章立て（構成の不備や不整合、あいまいさが
ないかなど）、

3）	記述内容と分量のバランス（例：全体のペー
ジ数から見て序論が長すぎないか）、

4）書式（執筆要領通りか）

　問題のある例も適切と言える例も含めて提示する
ことにより、クラス全体が、複数の観点から推敲す
る必要性を認識できるよう、毎回のフィードバック
を重視している。また、数名の小グループでお互い
のレポートをチェックし合って、分かりにくさや不
適切さの原因について意見交換を行うことも促して
いる。

2－6－3　レポート作成終了後の活動
　レポート完成後の15週目の最終日には、先述した
ように、春～夏学期当初に作成したエッセイを自己
添削、その活動を通じた学期中の学習活動の振り返
り、および今後の計画と後輩へのアドバイスについ
て、以下の通り自由記述を求めた。

（1） 	学期当初のエッセイを自己添削した具体的
な感想やコメント

（2） 	学期当初と比較した、以下の 5点から振り
返る

　　日本語能力への自己評価：
　　① 	話し言葉と書き言葉の違い、文章の目的

によるジャンルの違いへの意識
　　② 	文章全体の構成、および文章の段落内の

構成
　　③ 他者の意見やデータを取り込む引用
　　④ 文章を推敲する能力
　　⑤ 	レポートや論文でよく用いられる表現や

文型
（3） 授業で用いたタスクについてのコメント
（4） 	今後の研究生活における日本語ライティン

グを含めた日本語学習の計画
（5） 来学期以降の後輩に対するアドバイス

　上記の振り返りタスクを行い、（5）については次学
期の受講者に対して、編集したものを配布し、過去
の受講者である「先輩」が何に留意していたかにつ
いて意見交換を行っている。ちなみに、毎学期多く
の受講者がライティング活動に重要なこととして挙
げている項目は、「時間の管理」「修正作業」である。
それらは、受講者自身が予想している以上に、文章
の作成や推敲に時間がかかることや、締め切りまで
に提出するために相当の努力が必要であることを改
めて理解し、それを反映した結果であると思われる。
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2－7　課題と展望
　以上、主として、大学院レベルの留学生を対象と
したライティングの授業実践について報告した。受
講者の数は、本学の留学生数の増加に伴って、徐々
に増加を続けている。教育の質保証のために、1ク
ラスあたりの適正な受講者数を維持する必要がある
と考えられる。また、受講者のライティング活動を
めぐる背景やレディネスの多様化も進行していると
観察されるため、今後は、そういったレディネスに
ついても研究を進める必要がある。さらに、授業受
講という教育の場の確保とともに、より柔軟な学習
支援の機会の提供とその充実を図る時期に来ている
と言える。

3　�授業の概要：「学術的文章の作法とその指
導」

3－1　授業の概要
　本授業は大阪大学の全学教育推進機構が提供する
大学院生向け授業である。科目区分は学際融合科目
である。また、高度副プログラム「大阪大学未来の
大学教員養成プログラム」を構成する授業の一つで
もある。担当教員は坂尻と堀の両名である。本授業
は、2014年10月から開始し2017年現在まで、毎年
秋～冬学期に開講している（大阪大学	2017，pp.11－
12）。
　本授業は早稲田大学の大学院生を対象としたライ
ティング指導者養成用科目を参考にデザインされて
いる。早稲田大学では、同大学のライティングセン
ターで大学院生のチューターが文章指導を行ってい
る。このチューター養成のための授業として「学術
的文章の作成とその指導」が開設されている。授業
の担当教員はライティングセンターのディレクター
である佐渡島紗織教授（早稲田大学・国際学術院）
をはじめとする同センターの所属教員である。この
早稲田大学の「学術的文章の作成とその指導」は、
全15回で、半期ごとに複数のクラスが開講されてい
る。坂尻と堀とは2013年に同授業に参加し、佐渡島
教授から授業運営の方法論を実地で学んでいる。

3－2　授業の目的
　本授業は、大学院生が学術的な文章を書く上で必
要な技能を身につけること、およびその指導法を修
得することを目的としている。技能は文章、構成、

形式など、学術的文章作成のために必須な技能を精
選している。指導法は客観的な文章評価と対面・対
話によるチュータリングの方法を主としている。

3－3　受講生
　授業の受講生としては、大学院生の中でも特に大
学教員になることを目指している大学院生を対象と
している。なぜなら、大学教員は、どのような分野
であれ、自身が論文を書くことはもちろんのこと、
卒業論文・修士論文・博士論文を作成する学生の指
導をすることが求められるからである。なお、この
ような需要は分野を問わないので、人文系、社会科
学系、理工学系、いずれの分野の大学院生も受け入
れている。
　また、論理的かつ説得力に富む文章を作成するこ
とやそれを指導する能力は、職業人としての活動は
もとより、社会生活全般に応用可能な能力（トラン
スファーナブル・スキル）である。そこで、大学院
を経て企業等に就職することを希望している大学院
生や社会人大学院生の参加も歓迎している。

3－3－1　受講生数と属性の傾向
　実際の受講生は毎年十数名程度であり、学生の属
性には一定の傾向がある。まず、受講登録者数は、
2014年度1名、2015年度15名、2016年度10名、2017
年度14名である。学年では、博士課程前期（修士）
の学生と博士課程後期（博士）の学生が混在してい
る。その内訳は、2014年度は修士 1名のみ、2015年
度は修士 7名と博士 8名、2016年度は修士 8名と博
士 2名、2017年度は修士 6名と博士 8名である。
　学生の属性としては、医学系研究科の看護科学分
野や人間科学研究科の心理系に属する看護師の経験
を持つ学生が毎年参加している。その割合は、2014
年度 1 名中 1 名、2015年度15名中 5 名、2016年度
10名中 3名、2017年度14名中 2名である。一方、理
工系の参加は、2014年度から2017年度までの4年間
で 3名（基礎工学研究科、理学研究科、工学研究科
それぞれ 1名）であり、少ない傾向がある。

3－3－2　留学生の参加
　留学生の参加も見られる。その割合は2014年度 1
名中 0 名、2015年度15名中 1 名、2016年度10名中
1名、2017年度14名中 4名である。うち 6名が東ア
ジアからの留学生である。本授業は日本語の運用能
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力を条件に受講を制限することはしていない。ただ
し、留学生であっても日本語母語話者の大学院生と
同等に扱い、文章作成やピアワークの面で、特別に
支援することはしていない。

3－4　授業全体の計画
　全15回の授業内容は「文章」、「構成」、「形式」、
「総合」の 4つに大まかに分けられる（図 1参照）。
　まず、「文章」の回では専門用語・外来語を使用す
る際の注意点、簡潔な文章を作るポイント、接続表
現の重要性などが扱われる。つぎに、「構成」の回で
は、レポートや論文を作成する際の最初のアイデア
のまとめ方、構想から論点を導く方法、文章の構成
を吟味してパラグラフを作成するポイントが主題に
なる。「形式」の回では、文献目録の作成や図表の取
り扱い上の注意点、引用の作法、効果的な文体など
が再確認される。「総合」では、授業の最終的な成果
物である各自のレポート（2000～3000字相当）を、
既習の技能を用いて、相互に評価・検討しあうワー
クが主に行われる。
　各回の進行は、授業内のワークと授業外の課題作
成とに分けられる。ワークと課題作成は緊密に連鎖
しており、各回の授業内容は実質的に連続している。

3－5　教科書
　本授業では、以下の 2冊の書籍を教科書に指定し
ている。（1）『これから研究を書くひとのためのガイ
ドブック』（佐渡島・吉野，2008）。（2）『作文の論理
－［分かる文章］の仕組み』（宇佐美，1998,）。これ
らの書籍は、本授業のモデルとなった早稲田大学の
授業「学術的文章の作成とその指導」で使用されて
いる教科書と同じである。

3－6　毎回の授業運営
　毎回の授業内は大きく前半と後半とに分かれる。
授業の前半では、受講生が宿題として作成した課題
文を評価・検討し合うピアワークを行う。ピアワー
クの際にはルーブリックを使用し、統一した基準で
評価を行う。本授業で用いるルーブリックは、各授
業で学習したライティングスキルの 5つの個別観点
に着目して、3段階の評価を行う簡潔なもので、評
価項目は、主に形式や書き方の技能を評価するもの
となっている。ワークでは、それぞれの課題文を材
料にし、その「内容」ではなく、「書き方」を切り口
にして話し合う時間を設けている。また、授業の後
半では、教科書に基づいてライティングの技能のポ
イントについて確認し、その回に取り上げた技能を
用いて課題文を作成する宿題が出される。
　各回の授業後には、受講生は課題文を作成し、大
阪大学の授業支援システムを用いて事前に提出する
ことが求められる。また、教科書の指定された部分
を熟読しておくことも指示される。なお、教員は、
授業支援システムで事前に提出された学生の課題文
を、ルーブリックを用いて評価し、コメントをつけ
て次回の授業中に学生にフィードバックしている。
　なお、授業の運営においては、異分野の学生同士
がコミュニケーションを取るよう促している。本授
業の受講生は博士課程前期（修士）と博士課程後期
（博士）が混在しており、専門分野も多岐にわたる。
こうした自分と背景の異なる他者や他者の作成した
文章と向き合う状況は、学生が大学教員になり知識
や経験のない学生を指導する立場になった際に容易
に起こりうる。また、このような異分野間のコミュ
ニケーションは大学外においても重要な問題である。
そこで、各学生には、専門知識を持たない他の受講
生に対して、自分が専門とする分野の内容をいかに
分かりやすく伝えるかを常に意識することを求め、
文章を材料にした異分野の交流の注意点についても

「文章」
1）導入、外来語・専門用語を扱う
2）「一文一義」で書く
3）文と文の関係：接続表現
4）語句を明確に使う

「構成」
5）「マップ」を作って書く
6）主張を立てる・全体を構想する
7）論点を整理する
8）抽象度を調節する
9）パラグラフを作る

「形式」
10）文献と図表
11）引用の方法
12）題名・読者案内

「総合」
13）第 1稿の検討
14）第 2稿の検討
15）まとめ

図 1　「学術的文章の作法とその指導」の計画
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指導している。また、こうした交流を促すため、ピ
アワークの際にはできるだけ異分野の学生同士が組
になるよう調整している。

3－7　評価方法
　本授業では、次のような基準で評価を行っている。

　（1） 文章課題（70％）
　（2） 出席と授業への積極的参加（30％）

　まず、本授業では、授業中に習得した文章作成技
能を用いた文章等を作成する課題がほぼ毎回課され
る。これらの課題はルーブリックを用いて評価し、
受講生に毎回フィードバックしている。「文章課題」
の評価は、毎回の評価をまとめ、総合的に判断して
いる。
　また、授業中のピアワークでの討論や他の参加者
への助言など、クラス全体への貢献も評価している。
なぜなら、本授業は、受講者自身の文章作成能力の
向上と同時に文章指導能力の習得も重視しているか
らである。

3－8　課題と展望
　学生自身が指導する要素をより充実させていくこ
とが、本授業の課題である。授業内では、早稲田大
学で実際に行われているチュータリングの手法をよ
り一層ピアワークに取り入れるなど、対面・対話に
よる指導の訓練を高度化していく必要がある。授業
外では、本授業を受講した学生の活動の場を確保し、
継続して指導にあたる体制を整えることが望まれる。
本授業の修了学生に高校生向けライティングイベン
トの TAとして参加してもらう取り組みなどをより
拡充し、大学院生が文章指導する機会を増やすこと
が望ましい。

4　�附属図書館における日本語ライティング
指導

　本節では、大阪大学附属図書館において、図書館
の学習支援を担当する大学院生（ラーニング・サポ
ーター:以下 LSと略記）による日本語ライティング
指導活動の取り組みを紹介する。LSが実施する講習
会には、主に学部学生を受講対象とした日本語アカ
デミック・ライティングに関するものがある。これ

は大学院生の参加も可能であり、大学院生に対する
日本語アカデミック・ライティング指導の取り組み
であるとも言える。

4－1　附属図書館ラーニング・サポーターの紹介
　大阪大学の附属図書館ラーニング・サポーター
（LS）は、大阪大学附属図書館のコモンズスペース
に交代で常駐し、カウンターを訪れる相談者に対し
て学習相談を行うことを業務とする大学院生のTAで
ある。カウンター業務は、LSの専門に近い分野の研
究や学習不明点の指導が多いが、レポートや論文の
書き方相談も含まれる（2017年 4 月～8月の期間中
相談総件数は289件であり、そのうち、ライティン
グ関係の相談は34件であった）。LSはカウンター対
応業務だけでなく、LS自らが企画した講習会を開催
し、講師役を務めることもしている。また、学習の
参考になる、LS自身の専門分野に関係の深い書籍な
どを紹介するパスファインダーの作成・提供も行っ
ている。

4－2　LSが実施する日本語ライティング指導講習
　LSが実施する講習会は、2017年 4 月から12月ま
での期間の講習開催実績が計 9回となっている。総
合図書館で 4回、生命科学図書館で 2回、外国学図
書館で 3回である。講習時間は昼休みを利用した30
分のものから、120分のものまで、長短のバリエー
ションがある。そのほとんどの内容は、アカデミッ
ク・ライティングのスキルの習得を希望する者に一
般論を説明し、個別の質問に答えるものとなってい
る。

4－3　LSライティング指導講習の課題と展望
　LSによるライティング講習が抱える問題点と将来
展望について、人員確保・スキル保証・教材整備の
3点から述べる。
　まず、LS名称になる以前の図書館ティーチングア
シスタント制度のころから、安定した人員確保が困
難であることは課題となっていた。大学院生は学位
取得のため研究を進めることが関心の中心であり、
他者の学習を援助する余裕のあるものは少ない。LS

募集は図書館内掲示などでの情報提供が主であり、
毎年確保の苦労がある。安定した募集方法の開拓を
していく必要がある。
　さらに、LS就任大学院生は、学習支援やライティ
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ング指導の能力があることを確認して雇用されるわ
けではないため、個人の教育スキルにばらつきがあ
る状況である。対策として、大阪大学附属図書館で
は、図書館研究開発室員である堀や、全学教育推進
機構教育学習支援部の教員が、LSに対する教育力向
上のための研修を行っている。ただし、年間の研修
回数は少なく、LS同士の交流による向上の機会も限
られているため、さらなる LS能力保証の仕組みの
確立を進める必要がある。
　LSが講習会で利用する教材は、各 LSが独自に作
成し、情報共有や共同開発ができていないのが現状
である。教材開発についても共同で開発したものを
広く使って講習する体制へと進行していく予定であ
る。

5　�大学院レベルの学習者を対象としたライ
ティング教育の課題と展望

　以上、大阪大学の2017年度の教育実践の事例をも
とに、大学院レベルの日本語ライティング教育につ
いて報告した。以下、5－1では、対象者が日本語非
母語話者である留学生の場合と、一般大学院生の場
合に分けて述べる。次に、対象者の母語を問わず、
今後の展望についてまとめる。

5－1　留学生を対象とした場合の課題と展望
　留学生を対象としたライティング教育を実践する
にあたって、それを取り巻く背景から課題を 2点挙
げる。
　まず、教育実践にあたっては、大学院進学前にお
ける書記言語教育やその教育文化についても、学習
開始前のレディネスとして重要な情報となることが
推測されるため、関連の研究の進展が望まれる。今
後、日本社会は、ますます多様化した言語・文化背
景背景を持つ留学生を多く受け入れることが予想さ
れることから、大阪大学の大学院においても、確実
に、留学生が一般大学院生とともに学び研究を行っ
ていく事例が増加を続けるであろう。留学生の場合、
研究生か大学院生として大学院から日本で学び始め
ることも少なくない。そのような、母国や第三国、
さらには日本の大学で学部教育を受けて大阪大学の
大学院に進学する場合には、学部時代に獲得した学
力や研究能力、言語能力などの多様化が一層進むも
のと予想される。

　もう 1点は、大学院の研究活動における使用言語
についてである。大学院の特に理系においては、英
語による論文執筆や発表の機会が多く、日本語使用
の機会やその必要性が、実際に留学生が有する感覚
以上に、軽視されることが散見される。しかし、今
後は、留学生にとって、学位取得後に母国に帰国し
て専門家となる選択肢のみならず、高度なスキルを
有する人材として日本社会に定着する、あるいは長
期に滞在するといった選択肢も、ますます増加の一
途をたどることが予測される。そのような社会全体
としての変化が予測される中で、大学内のみの生活
に特化すると、周囲の適切なサポート体制が整って
いれば、使用言語が英語であっても研究活動の遂行
は可能であると思われる。一方で、留学生の中長期
的なキャリアをも視野に入れれば、大阪大学の大学
院教育が、母語・母文化の違いを超えて、自律的な
社会人を育成していくためには、ライティング能力
も含め、広く書記言語の運用能力を向上させること
は重要な課題になると考えられる。そういった中長
期的な広い視野での人材育成の観点から、今後もラ
イティング教育の実践について、教員側も分野を超
えて議論を深化させることが必要であると言える。

5－2　�一般大学院生を対象とした場合の課題と展望
　一般大学院生を対象としたライティング教育を実
践するにあたって、課題を 2点挙げる。
　まず、大学院入学者の既修得スキルが不足がちで
あることを指摘する。日本の高等学校学習指導要領
は、2015年 3 月卒業者から改訂されている。「生き
る力」と題された要領は、特に「言語活動の充実」
を求めており、国語をはじめとする各教科で批評、
論述、討論のスキル獲得を目指した教育を行ってい
る。本稿執筆時点の大学院生は、このような教育を
受けていない世代であり、ライティングスキル獲得
の系統的教育を受ける機会は、現時点の学部初年次
生に比べ乏しかったと言える。学部卒業論文の作成
などの機会に自主的に学習しているが、レベルはま
ちまちな状況にあり、教育担当者は教育内容の設定
に苦慮することもある。
　また、大学院生のライティングスキル獲得意欲の
低さも課題である。多くの大学院生は、自分自身の
研究推進に多くの時間をとられ、必要性は感じなが
らも、基礎スキル獲得訓練の時間確保が困難である。
特に、トランスファラブルスキルについては、（研究
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職などの）将来キャリアに直結した習得の意義に対
する理解が十分とは言えない。
　一方、希望的な将来展望として、次の 2点を挙げ
ておく。
　まず、前述の初等中等教育変革の影響が、早けれ
ば2019年 4月大学院入学者から現れることが予想さ
れる。入学者の既修得スキルレベルが高ければ、現
在の「学術的文章の作法とその指導」の内容も、一
般的内容から各自の専門とより関連性のある高度な
ものに変革することが可能である。修了者のライテ
ィングスキルの向上が期待できる。
　また、社会のライティング教育スキル獲得者に対
する需要が高まり、大学院生の学習意欲が向上する
という希望も持てる。前述の早稲田大学ライティン
グセンターや図書館ラーニング・サポーターの事例
などから、ライティング指導が担えるスキルを持っ
た者に対する社会の需要は増大していくと予想でき
る。意欲の高まりが受講者増や獲得スキルの高度化
につながることが期待できる。

6　おわりに

　本稿で報告し、論じた各教育実践の違いを問わず、
ライティング教育の現実的な発展のために、大学内
の制度や環境の整備・充実についても、のその要性
と緊急性を指摘しておきたい。ライティング教育は、
学際的であり、かつ、社会への橋渡しとして重要な
位置を占めるものである。そのような意味で、今後
も学内外における教員に向けた啓発を進めていくた
めの種々の連携や協働が必要になるものと考えられ
る。

　また、本稿で報告した複数の科目は、対象者の母
語・母文化の差異や個々の授業目的の違いはあって
も、大学院教育におけるライティングの重要性と将
来の可能性を論じた点で通底している。こうした異
なる教育実践を担う教員同士が協働で報告し記録に
残すことには、一定の意義が認められる。今後、共
通する課題への検討や取り組みについても、さらに
協働を進める方向を模索したいと考えている。
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