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研究成果の概要（和文）：本研究では、大学・大学院での研究から社会での実務に至るまで、そこで必要なライ
ティングを包括的に捉え、その教育について議論した。具体的には、言語表現の言い換えであるパラフレーズ、
論文スキーマ、文章評価ツールとアセスメント、コーパス、大学初年次教育、専門分野教員との連携、ライティ
ングを支援する大学院生の育成、社会人が必要なライティング活動等である。以上の考察の結果、大学教育と社
会で各々必要なライティング活動には、教育・支援すべき留意点に接点が多く、分野を超えた大学と社会をつな
ぐtransferable skillsの視点の有用性が明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：This research took a comprehensive view of the writing skills its subjects
required from their time as undergraduate and graduate university students to their time in the
workforce. Specifically,it includes paraphrasing in Japanese as a second language, schemata for
academic writing, text evaluation tools and assessments, use of linguistic corpora, collaboration
with academic field specialists, education of graduate students who can teach academic writing
skills, and writing skills necessary in the workplace. A consideration of these skills clearly shows
that language learning at university creates transferable skills beyond a particular academic
field. It is therefore important to foster the many language skills that can be used both in the
university and in the workplace.
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