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アウトラインを作成して 

論文レポート作成講座 第2回 

関連文献を集めよ う 

論文・レポート作成
の10のステップ 

2 10. 仕上げ 

9. 出典の表示 

8. 執筆・構成 

7. 最終アウトライン作成 

6. 文献の読解 

5. 文献の入手 

4. 関連文献の調査 

3. 仮アウトライン作成 

2. 事前調査 

1. テーマ選択 

本日の内容 

2. 事前調査 

3. 仮アウトラインの作成 

4. 関連文献の収集 

5. 文献の入手 
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STEP1 

課題分析 

レポートが出された。どうする？ 

レポート① 

内容 
ファーストフードによる子どもの食生活へ
の影響について，自分の考えを述べなさい 

要件 

A4用紙（40行40文字）1枚程度 

表紙を付けること 

5 レポートが出された。どうする？ 

レポート① 

 
ファーストフードによる子どもの食生活へ
の影響について，自分の考えを述べなさい 
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➡授業の中でどのように取り上げられ 
 たのか、何を学んだのかを確認し、 
 自分なりにまとめて、考えを書く 
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やるべきことは？ 

やるべきこと： 

 １．授業のテキスト、配布物、ノートを確認し、 

   内容をまとめ、 

 ２．それについて自分の考えを書く 
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レポート① 

 
ファーストフードによる子どもの食生活へ
の影響について，自分の考えを述べなさい 

 

レポートが出された。どうする？ 

レポート② 

内容 
ファーストフードによる子どもの食生活へ
の影響について調べ，自分の考えを述べな
さい 

要件 

A4用紙（40行40文字）1枚程度 

表紙を付けること 
文献を2つ以上利用すること 
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レポートが出された。どうする？ 

レポート② 

 
ファーストフードによる子どもの食生活へ
の影響について調べ，自分の考えを述べな
さい 
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➡授業の中でどのように取り上げられたのか、
何を学んだのかを踏まえて「ファーストフード
による子どもの食生活への影響」について調べ、
調べたことを自分なりにまとめ、それについて
自分の考えを書く。 

やるべきことは？ 

やるべきこと： 

 １．授業のテキスト、配布物、ノートを確認する 

 ２．「ファーストフードによる子どもの食生活へ 

   の影響」について調べる 

 ３．調べたことをまとめる 

 ４．それについて自分の考えを書く 
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レポート② 

 
ファーストフードによる子どもの食生活へ
の影響について調べ，自分の考えを述べな
さい 

 

課題分析 

 

課題分析： 

 その課題で求められている作業を確認する。 

  

 → この時点でわからないことがあったら、 

   迷わず教員に尋ねる！ 
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STEP2 

事前調査 
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事前調査 

やるべきこと： 

 授業のテキスト、配布物、ノートなどを見直し、 

 内容をまとめる 

課題の中の用語・概念を確認 

ファーストフード ➡ ？ 

子どもの食生活    ➡ ？ 
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レポート① 
ファーストフードによる子どもの食生活への影響に
ついて，自分の考えを述べなさい 

事前調査 

やるべきこと： 

 授業のテキスト、配布物、ノートなどを見直し、 

 内容をまとめる 

課題の中の用語・概念を確認 

ファーストフード ➡ どのような特徴があるのか？ 

           どのような影響があるのか？ 

子どもの食生活    ➡ 子どもの望ましい食生活とは？ 
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レポート① 
ファーストフードによる子どもの食生活への影響に
ついて，自分の考えを述べなさい 

事前調査 

やるべきこと： 

1.（授業のテキスト、配布物、ノートなどを見直し） 

2．ファーストフードの子どもの食生活への影響を調 

  べる 

課題の中の用語・概念から調べる 

ファーストフード ➡ ？ 

子どもの食生活    ➡ ？ 
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レポート② 
ファーストフードによる子どもの食生活への影響に
ついて調べ，自分の考えを述べなさい 

事前調査の方法 

課題の中の用語・概念から調べる 

 
ファーストフード 
 
 ➡ 食生活にどのような影響がある（と言われてい  
   る）のか？ 
 
子どもの食生活 
    
  ➡ 子どもの食生活とはどのようなものなのか？ 
   それについて何が言われているのか？ 
   特徴は？注意すべき点は？ 
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事前調査の結果 17 

肥満への影響の調査結果 

ファーストフードの
カロリー一覧 

ファーストフード
の栄養素 

低年齢層へのマーケティング 

食習慣の変化 

日本の子どもの
肥満率の変化 

味覚の発達への影響 

将来の嗜好への影響 店舗数の変化 

主な利用層 

日本には1970年代から 

外国の食文化 

STEP3 

仮アウトラインの作成 
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仮アウトラインの作成 

レポートに記述する内容を順に整理 

なにをどういう順序で述べていくか 

あとで迷わないための見取り図 

 

19 仮アウトラインの作成 20 

序論 

本論 

結論 

レポート① 
ファーストフードによる子ども
の食生活への影響について，自
分の考えを述べなさい 
 

仮アウトラインの作成 21 

序論 

本論 

結論 

レポート② 
ファーストフードによる子ども
の食生活への影響について調べ，
自分の考えを述べなさい 
 

仮アウトラインの例 

１．日本におけるファーストフード 

・日本でのファーストフードの登場：1970年代に日本に 

・特に若者たちに外国の食文化としてとして歓迎され、その後、低 

 価格で手軽な食事として、ファミリー層や低年齢の子どもにも 

 日常的に利用されるようになっていった 

 

２．ファーストフードの子どもの食生活への影響 

・（しかし現在では、）負の側面が指摘されることが多くなっている 

・高カロリーで栄養価が低い点、肥満への影響 

・味覚の未発達などへの影響 

・企業の低年齢層へのマーケティングの強化も問題視されている 

３．子どもの食生活を守るために 

 親がもっと関心を払うよう指導を行うべき 

 企業の低年齢層への広告などは規制を行うべき 
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STEP4  

情報収集 

情報源の種類と特徴 24 
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情報源の種類による特徴 

• 体系的 ・最近の情報の場合にはないこともある 

• 一般向け・入門書・専門書・新書など 図書 

• 速報性 ・根拠が示されている～根拠がない 

• 一般誌と学術雑誌がある 雑誌 

• 速報性  

• 新聞社による書き方の相違 新聞 

• 速報性 ・専門家のもの～個人の感想・意見 

• 根拠が示されている～根拠がない ・なんでもあり ウェブ 

25 MELICのデータベースのページ 26 
https://appsv.main.teikyo-u.ac.jp/tosho/tos.html 

 

情報検索の考え方 27 

図書のタイトルの例 

  「ファストフードが世界を食いつくす」 

 

論文のタイトルの例   

  「１食で1日分の脂質をオーバー （特集ハン 

  バーガーを調査—栄養素の過剰と不足 安 

  全にたべるには）」 

  

キーワードの選び方 28 

・図書では，より大きなテーマの  
 ものに含まれている可能性がある 

 
・雑誌論文では，小さなテーマの 
 ものが多く存在する可能性がある 

STEP5 

文献の入手 

情報の種別と調べるためのデータベース 

• OPAC（MELICの所蔵を調べる） 

• CiNii Books（日本で出版されているものを調べる） 図書 

• CiNii Articles（学術雑誌中心） 雑誌 

• 新聞社ごとのDB（MELICからアクセス） 新聞 

• 検索エンジン ウェブ 
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基本的には 

入手のための情報
が得られる 

https://appsv.main.teikyo-u.ac.jp/tosho/tos.html
https://appsv.main.teikyo-u.ac.jp/tosho/tos.html
https://appsv.main.teikyo-u.ac.jp/tosho/tos.html
https://appsv.main.teikyo-u.ac.jp/tosho/tos.html
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図書の入手 31 雑誌の入手 32 

雑誌の入手 33 雑誌の入手 34 

記事のタイトル 

掲載雑誌名 巻（号）、掲載ページ、刊行年－月 

著者名 

➡ MELICで、その雑誌が所蔵されているかを調べる 

雑誌の入手 35 
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/catsrs.do 

 

雑誌の入手 36 

http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/catsrs.do
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/catsrs.do
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/catsrs.do
http://opac.main.teikyo-u.ac.jp/webopac/catsrs.do
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ILLによる文献入手 

文献複写: コピーの取り寄せ 

相互貸借: 本の取り寄せ 
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「学内の方へ」 

https://appsv.main.teikyo-u.ac.jp/tosho/tos1.html 

次回予告 

実用編（ 11/24，27） 

集めた情報を評価して、レポートに
使ってよいかを判断しよう 

文献を引用して，説得力のあるレポート
にしよう 
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