
期別: 単位数: 開講年次:

2019-UK00000001-01EAP特論Ⅰ「Graduate Essay Writing」

前期 2  1 授業形態:講義(外国語による)ファーネル，デビッド　Ａ．
◎－－－　授業の概要　－－－◎

大学院レベルのコースで、学術的な英語エッセイライティングに焦点を当てます。毎週質問を
したり、質問に答えたりする準備をし、ペアやグループで協力しなければなりません。前期は
英語のエッセイライティングのスキルを磨きます。後期はリサーチペパーライティングに進み
ます。非常に多くの短めのレポートや、色々な長さやスタイルのエッセイがあります。
This graduate-level course will focus on academic English essay writing. Students must attend each
week ready to ask and answer questions and cooperate in pair and group activities. The first semester
will develop the skills of English essay writing. The second semester will move on to research-paper
writing. There will be numerous short reports and essays of various lengths and styles.

◎－－－　到達目標　－－－◎

この大学院レベルのエッセイライティングコースを終了したら、授業に積極的に参加した学生
は次の英語スキルが向上します。
1. 様々なスタイルの学術エッセイを書くこと
2. エッセイライティングのためのリサーチスキル
3. 公のプレゼンテーションの準備や実施
4. 語彙力と流暢さ
After finishing this Graduate-Level Essay Writing course, students who participate actively in class will
have improved English skills for
1.  Writing various styles of academic essays
2.  Research skills for essay writing
3.  Preparing and performing public presentations
4. Improved vocabulary and fluency

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

20%    レポート（10点×2回）　
40%   エッセイ （20点×2つのエッセイ）　
40%    最終エッセイ　
※定期試験期間中に試験は実施しません。そのため、再試験も実施されません。
20% Reports (10pts x 2)
40% Essays (20pts x 2 essays)
40% Final Essay
※ There is no end-of-term exam (teiki shiken) during the official term-examination period. There will
also be no reexamination (sai shiken).

減点項目（ペナルティー）
（マイナス1点）　参加に対する不備や、不参加のうち軽微なもの
・正当な理由のない授業への不参加。
・不注意であったり、宿題をしなかったりしたことによって、質問に答えようとする準備がで
きていないという状況である度に、減点。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠りなどに対する1回目の注
意
（マイナス3点）　参加に対する不備や、不参加のうち著しいもの
・15分以上の、正当な理由のない授業への不参加。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠りなどに対する2回目の注
意
・正当な理由のない、課題やテストの遅れの度に、減点（最大マイナス9点）。
（マイナス5点）　参加に対する不備や、不参加のうち深刻なもの
・授業時間の3分の1以上の、正当な理由のない不参加。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠りなどに対する3回目の注
意
（マイナス10点）　あらゆる不正行為　（1回目）
・その場合、テストや課題も0点。
（マイナス30点）　あらゆる不正行為　（2回目以降）
・その場合、テストや課題も0点。
不正行為による減点以外は、減点をなくすために追加の宿題をすることができます。クラスの
ブログに、各レッスンのDiscussion question があります。単純な答え（1文）のものは、1～2点
の価値があり、より長い答えのものは、もっと点数があります。担当教師が、答えを書くため
のオンラインワークシートを学生に与えます。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しません。その代わり、オンラインで読み物や宿題課題が与えられます。学生
は、サイトを訪れ、課題シートをプリントアウトしなくてはいけません。課題によっては、オ
ンラインでできるものもあります。
There will be no textbook. Instead, the teacher will provide online readings and homework assignments.
Students must go to the site and print the assignment sheets. Some assignments can also be completed
online.

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

すべきことがたくさんあるコースです。毎週、オンラインテキストの次回取り組む部分を予習
し、授業で取り組んだ箇所を復習し、オンラインの宿題に取り組まなければなりません。レ
ポートのための宿題が、たいてい出されます。授業外での準備として、週に２時間ほど費やす
ことになります。
This will be a busy course! Every week, students should preview the parts of the online textbook that we
will be covering and review what we have covered, and also do any online homework. There will
usually be homework for the reports. Students can expect to spend about 2 hours per week on outside-
class preparation.

◎－－－　授業計画　－－－◎

・1週目 - シラバス＆オンラインテキストの使い方. 下書き. 宿
題: 課題を読む
・2週目 - ピアフィードバック. レポート1 を授業で書く   修正
＆フォーマット. 宿題: レポート1　を書く
・3週目 - 段落構造. レポート1 のピアディスカッション. 宿題:
レポート1の修正
・4週目 - はじまり/ 終わり. レポート 1  しめきり. 宿題: 課題を
読む
・5週目 - 詳細＆サポート. 授業内ライティング. 宿題: レポート
2　を書く
・6週目 - 描写. レポート2　のピアディスカッション. 宿題: レ
ポート2　の修正
・7週目 - エッセイの構造. レポート 2  しめきり. 授業内ライ
ティング. 宿題: エッセイ1 を書く
・8週目 - 概要をまとめる. エッセイ1のピアディスカッション.
宿題: エッセイ1の修正
・9週目 - 導入＆結論. 比較 / 対照. エッセイ1しめきり. 授業内ラ
イティング. 宿題: エッセイ2 を書く
・10週目 - 導入＆結論. 問題 / 解決策. エッセイ2のピアディス
カッション. 宿題: エッセイ 2　の修正
・11週目 - 統一性＆一貫性. エッセイ2しめきり. エッセイ1返却.
宿題: エッセイ1の修正
・12週目 - エッセイ1修正しめきり. エッセイ2返却. 最終エッセ
イの書き方. 宿題: エッセイ 2の修正. 最終エッセイを書き始め
る
・13週目 -  エッセイ 2 修正しめきり. 最終エッセイのピアディ
スカッション. 宿題: 最終エッセイのつづき
・14週目 - 発表の仕方. 授業内エッセイ試験のやり方, 最終エッ
セイのピアディスカッション. 宿題: 最終エッセイを終わらせる
・15週目 - 最終エッセイ. しめきり. プレゼンテーション. 授業
内エッセイ試験の練習

・週間1 - Syllabus & how to use the online textbook. Prewriting. 宿
題: Read assignments.
・週間2 - Peer Feedback. Report 1 in-class writing. Revising &
format. 宿題: Write Report 1.
・週間3 - Paragraph Structure. Report 1 peer discussion. 宿題:
Revise Report 1.
・週間4 - Opening/Closing. REPORT 1 DUE. 宿題: Read
assignments.
・週間5 - Details & Support. In-class writing. 宿題: Write Report 2.
・週間6 - Description. Report 2 peer discussion. 宿題: Revise Report
2.
・週間7 - Essay structure. REPORT 2 DUE. In-class writing. 宿題:
Write Essay 1.
・週間8 - Outlining. Opinion. Essay 1 peer discussion. 宿題: Revise
Essay 1.
・週間9 - Introduction & Conclusion. Comparison/Contrast. ESSAY
1 DUE. In-class writing. 宿題: Write Essay 2.
・週間10 - Problem/Solution. Essay 2 peer discussion. 宿題: Revise
Essay 2.
・週間11 - Unity & Coherence. ESSAY 2 DUE. Essay 1 returned. 宿
題: Revise Essay 1.
・週間12 - Revised Essay 1 due. Essay 2 returned. How to do Final
Essay. 宿題: Revise Essay 2. Start Final Essay.
・週間13 - Revised Essay 2 due. Final Essay peer discussion. 宿題:
Continue Final Essay.
・週間14 - How to present. How to do In-Class Essay Exams. Final
Essay peer discussion. 宿題: Finish Final Essay.
・週間15 - Final Essay due. Presentations. Practice in-class essay
exam.

◎－－－　URL　－－－◎

Class Blog
(farnellth2.blogspot.com)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-UK00000002-01EAP特論Ⅱ「Graduate Research Writing」

後期 2  1 授業形態:講義(外国語による)ファーネル，デビッド　Ａ．
◎－－－　授業の概要　－－－◎

大学院レベルのコースで、学術的な英語エッセイライティングに焦点を当てます。毎週質問
をしたり、質問に答えたりする準備をし、ペアやグループで協力しなければなりません。前
期は英語のエッセイライティングのスキルを磨きます。後期はリサーチペパーライティング
に進みます。非常に多くの短めのレポートや、色々な長さやスタイルのエッセイがありま
す。
This graduate-level course will focus on academic English essay writing. Students must attend each
week ready to ask and answer questions and cooperate in pair and group activities. The first semester
will develop the skills of English essay writing. The second semester will move on to research-paper
writing. There will be numerous short reports and essays of various lengths and styles.

◎－－－　到達目標　－－－◎

この大学院レベルのエッセイライティングコースを終了したら、授業に積極的に参加した学
生は次の英語スキルが向上します。
1. 様々なスタイルの学術エッセイを書くこと
2. エッセイライティングのためのリサーチスキル
3. 公のプレゼンテーションの準備や実施
4. 語彙力と流暢さ
After finishing this Graduate-Level Essay Writing course, students who participate actively in class will
have improved English skills for
1.  Writing various styles of academic essays
2.  Research skills for essay writing
3.  Preparing and performing public presentations
4. Improved vocabulary and fluency

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

20%    レポート（10点×2回）　
40%    下書き（提案、概要、情報源のリスト、プレゼンテーション-- 各10点）　
40%    リサーチペーパー　
※定期試験期間中に試験は実施しません。そのため、再試験も実施されません。
20% Paragraphs (10pts x 2)
40% Prewriting (Proposal, Outline, List of Sources, Presentation--10pts each)
40% Research Paper
※ There is no end-of-term exam (teiki shiken) during the official term-examination period. There will
also be no reexamination (sai shiken).

減点項目（ペナルティー）
（マイナス1点）　参加に対する不備や、不参加のうち軽微なもの
・正当な理由のない授業への不参加。
・不注意であったり、宿題をしなかったりしたことによって、質問に答えようとする準備が
できていないという状況である度に、減点。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠りなどに対する1回目の注
意
（マイナス3点）　参加に対する不備や、不参加のうち著しいもの
・15分以上の、正当な理由のない授業への不参加。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠りなどに対する2回目の注
意
・正当な理由のない、課題やテストの遅れの度に、減点（最大マイナス9点）。
（マイナス5点）　参加に対する不備や、不参加のうち深刻なもの
・授業時間の3分の1以上の、正当な理由のない不参加。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠りなどに対する3回目の注
意
（マイナス10点）　あらゆる不正行為　（1回目）
・その場合、テストや課題も0点。
（マイナス30点）　あらゆる不正行為　（2回目以降）
・その場合、テストや課題も0点。
不正行為による減点以外は、減点をなくすために追加の宿題をすることができます。クラス
のブログに、各レッスンのDiscussion question があります。単純な答え（1文）のものは、1～
2点の価値があり、より長い答えのものは、もっと点数があります。担当教師が、答えを書く
ためのオンラインワークシートを学生に与えます。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しません。その代わり、オンラインで読み物や宿題課題が与えられます。学
生は、サイトを訪れ、課題シートをプリントアウトしなくてはいけません。課題によって
は、オンラインでできるものもあります。
There will be no textbook. Instead, the teacher will provide online readings and homework assignments.
Students must go to the site and print the assignment sheets. Some assignments can also be completed
online.

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

すべきことがたくさんあるコースです。毎週、オンラインテキストの次回取り組む部分を予
習し、授業で取り組んだ箇所を復習し、オンラインの宿題に取り組まなければなりません。
レポートのための宿題が、たいてい出されます。授業外での準備として、週に２時間ほど費
やすことになります。
This will be a busy course! Every week, students should preview the parts of the online textbook that
we will be covering and review what we have covered, and also do any online homework. There will
usually be homework for the reports. Students can expect to spend about 2 hours per week on outside-
class preparation.

◎－－－　授業計画　－－－◎

・1週目 - シラバス＆オンラインテキストの使い方. 前期の復
習. 宿題: レポート1 を読む
・2週目 - ピアフィードバック. レポート1のディスカッション.
修正＆フォーマット. 宿題: レポート1の修正
・3週目 - ブレインストーミング＆トピックの選択. レポート 1
しめきり. 授業内ライティング. 宿題: レポート2 を書く　
・4週目 - 調査. レポート2のピアディスカッション. 宿題: レ
ポート2 の修正
・5週目 - 提案書作成. レポート 2 しめきり. 宿題: 提案書を書く
・6週目 - 概要をまとめる. 提案書のピアディスカッション. 宿
題: 情報収集、概要を書く
・7週目- 盗作の防止＆引用. 提案書のしめきり. 概要のディス
カッション. 宿題: 概要を終わらせる. 情報源リストの作成
・8週目 - 概要のしめきり. 情報源リストのディスカッション.
宿題: 情報源リストを終わらせる
・9週目 - 情報源リストのしめきり. 初稿の作成. 宿題: リサーチ
ペパーの初稿
・10週目 - 初稿のピアディスカッション. 第二稿を書く. 宿題:
リサーチペーパーの第二稿を書く
・11週目 -  第二稿のピアディスカッション. 最終原稿を書く.
宿題: リサーチペーパーの最終原稿を書く. プレゼンテーショ
ンの準備
・12週目 - リサーチペーパーしめきり. ピアディスカッション.
発表の仕方. 宿題: プレゼンテーションの準備　　　　　
・13週目 - プレゼンテーションの初稿しめきり. ピアディス
カッション. リサーチペーパーの返却. 宿題: リサーチペーパー
の修正　　プレゼンテーションの準備
・14週目 -リサーチペーパー修正のしめきり. プレゼンテー
ション. 宿題: class-blog discussion question や終わっていない宿
題を全て終わらせる　
・15週目 - 修正されたリサーチペーパーの返却. 宿題の最終日

・週間1 - Syllabus & how to use the online textbook. Review of
spring. In-class writing. 宿題: Write Report 1.
・週間2 - Peer Feedback. Report 1 peer discussion. Revising &
format. 宿題: Revise Report 1.
・週間3 - Brainstorming & choosing topics. REPORT 1 DUE. In-
class writing. 宿題: Write Report 2.
・週間4 - Researching. Report 2 peer discussion. 宿題: Revise
Report 2.
・週間5 - Proposal writing. REPORT 2 DUE. 宿題: Write proposal.
・週間6 - Outlining. Proposal peer discussion. 宿題: Gather sources,
write outline.
・週間7 - Avoiding plagiarism & citing. PROPOSAL DUE. Outline
discussion. 宿題: Finish outline. Make list of sources.
・週間8 - OUTLINE DUE. List of sources discussion. 宿題: Finish
list of sources.
・週間9 - LIST OF SOURCES DUE. Writing the first draft. 宿題:
First draft of Research Paper.
・週間10 - Peer discussion of first draft. Writing the second draft. 宿
題: Write second draft of Research Paper.
・週間11 - Peer discussion of second draft. Writing the final draft.
宿題: Write final draft of Research Paper.
・週間12 - RESEARCH PAPER DUE. Peer discussion. How to
present. 宿題: Prepare presentation.
・週間13 - First draft of presentation due. Peer discussion. Research
Paper returned. 宿題: Revise Research Paper. Prepare presentation.
・週間14 - Revised Research Paper due. PRESENTATIONS. 宿題:
Finish any class-blog discussion questions or unfinished homework.
・週間15 - Revised Research Paper returned. Final day for
homework.

◎－－－　URL　－－－◎

Class Blog
(farnellth2.blogspot.com)


