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Department of British and American Cultural Studies
INSTRUCTIONS TO STUDENTS
This is your Writing Portfolio. You will use it to collect your English writing assignments during the school year. The
teacher of your Academic Writing class will supervise this activity and give you credit for the work in your portfolio.
In your Academic Writing class, you will practice skills for composing essays and reports. But you will also
do essay writing and other kinds of writing activities in your other classes. In each semester, teachers of CALL,
Oral Communication, and Reading and Discussion will give you short writing assignments. For each assignment,
you will compose a draft, and submit it to your teacher, who will give you advice about how to improve it. You will
revise it according to your teacher's corrections and advice. The final draft will be graded on a Pass/Fail basis.
Writing assignments that receive a Pass can be added to your writing portfolio.
You can also include writing assignments from your Academic Writing class as well as English essays
written in lecture classes. Please ask your teacher to read and approve the writing assignment that you want to
include in your portfolio.
Final drafts intended for the Writing Portfolio should be presented according to the Format Guidelines
included below.
At the end of each semester, you will submit your Portfolio to your writing teacher. To receive a full grade
for your Writing Portfolio, you must have 5 completed writing assignments that have been approved by the
teachers that assigned them. Your writing teacher will give you up to 20% of the grade for your writing class.
At the end of the school year, teachers will select the Best Portfolio, Best Essay and Most Improved Writer
and recognize that effort with a small award and publication in the English Society Journal.
Have fun writing!
ライティング・ポートフォリオ使用の手引き
このポートフォリオ (Writing Portfolio) は、ライティングの授業（1･2年次の各｢イングリッシュ･スキルズ｣の
コース）を初めとする英語関連の授業で使用します。ライティングの授業で出される一年間の課題をまとめて管
理･保管するためのものですので、授業には常に持参してください。科目担当の先生方は、このポートフォリオを
用いて皆さんの課題をチェックし、その達成度に応じた成績評価を行います。
ライティングの授業では、さまざまな種類のアカデミック･エッセイやレポートを作成します。またそれ以外に
も、各種の英作文や創作活動についての指導も行われます。
学期ごとに、｢イングリッシュ･スキルズ｣以外の授業（「情報コミュニケーションと英語」、「オーラル･コミュ
ニケーション」など）でも、英作文やレポートの課題が出されます。いずれの課題においても、まず最初の作業と
して下書き原稿 (a draft) を書き上げ、それを先生に提出します。先生は下書きでの間違いを訂正し、またエッセイ
をよくするためにどうするべきかについてアドバイスをしてくれますので、その指示にしたがって下書きを修正し
てゆきます。最終原稿 (a final draft) が完成すると、それに基づいて各課題の合否判定が行われます。合格の判定
を受けた課題原稿は、各自のポートフォリオで保管します。
この課題群には、ライティングその他の英語関連の授業のほかに、一般の講義で書いた英語エッセイを含んでも
構いません。自分でポートフォリオの課題に含めたいと思ったエッセイについては、各授業の担当の先生に英語や
内容のチェックをお願いしましょう。
なお、ポートフォリオに納められた最終原稿は、以下にある｢書式のガイドライン｣ (Format Guidelines) にした
がっていなければなりません。
成績評価を受けるためには、各学期の最後に、このポートフォリオをライティングの授業を担当している先生に
提出しなければなりません。このポートフォリオは評定全体の20%を占めていますが、この基準をクリアするため
には5本、もしくはそれ以上の完成原稿が、合格の判定を受けている必要があります。
学年末には、担当の先生によって｢ベスト･ポートフォリオ賞｣ (the Best Portfolio)、｢ベストエッセイ賞｣ (the
Best Essay) および｢努力賞｣ (the Most Improved Writer) が選ばれます。各賞の受賞者には、中京大学英米文化･
文学会より記念品が贈呈されると共に、学会機関誌の『中京英文学』に受賞エッセイが掲載される予定です。
では、一年間ライティングの授業でがんばりましょう!

