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今後の開講予定
•第1回 ⼊⾨編/押さえておきたい基本のキ
11/26（⽕）、11/27（⽔）

•第2回 準備編/すらすら書くためのレポート準備術
12/3（⽕）、12/4（⽔）

•第4回 仕上編/レポートも⾒た⽬が⼤事！？
12/17（⽕）、12/19（⽊）

•第3回 執筆編/「すごい！」と思わせるレポート作成術
12/10（⽕）、12/12（⽊）



今⽇のポイント •レポートとは

•レポートの構成

•レポートのタイトル設定

•レポートの表現

•おススメの書籍



ポイント① レポートとは



レポートとは
(1)天ぷらにソースをかけますか？−ニッポン⾷⽂化の境界線

(2)不⾃由な⼼

(3)さよなら、⾦⼋先⽣ 『パリ20区、僕たちのクラス』

(4)複⽂における「は」と「が」の係り⽅



レポートとは
(1)『天ぷらにソースをかけますか？−ニッポン⾷⽂化の境界
線』野瀬泰申（2009）新潮社

(2)『不⾃由な⼼』⽩⽯⼀⽂（2004）⾓川書店

(3)「さよなら、⾦⼋先⽣ 『パリ20区、僕たちのクラス』」星
野源（2015）『働く男』pp.32‐35,⽂芸春秋

(4)「複⽂における「は」と「が」の係り⽅」野⽥尚史（1986）
『⽇本語学2⽉号』pp.31‐43,明治書院



レポートとは
時期 ⽬的 問い ウソ オリジナリティ

⼩論⽂ ⾼校 試験に合格 与えられる ある程度許容 不要
レポート ⼤学 理解を報告 与えられる 認められない 必須ではない
論⽂ ⼤学・⼤学院 発⾒を論証 ⾃分で⽴てる 認められない 必須

出典：『この1冊できちんと書ける！論⽂・レポートの基本』⽯⿊圭（2012）

•レポートとは、根拠でもって問いを回答する⽂章である。



レポートとは
レポート課題が出たら、まず確認！

•１．出された課題は何か？
２．出されたレポート課題のテーマは？
３．書式は？
４．参考⽂献、引⽤形式は？



ポイント② レポート構成



レポートの構成
•レポートは「型」がある。 序 論

本 論

結 論



レポートの構成
•序論・本論・結論では、さらに章を分けて書く。

序 論

本 論

結 論

１．はじめに

２．⾒出し１
３．⾒出し２
４．⾒出し３

５．まとめ



レポートの構成
序論で書く内容：
•テーマに関する現状やその背景の簡潔な紹介
•問い（問題提起）
•本論の予告

• 1.はじめに



レポートの構成
本論で書く内容：
•現状の詳細
•要因や影響
•対策・取組みの提案 など

• 2.○○の現状
• 3.○○の要因 or 3. ○○の影響
• 4.○○の対策 or 4. ○○への提案



レポートの構成
結論で書く内容：
•全体と各章のまとめ
•⾃分の意⾒や今後の課題

• 5.まとめ



レポートの構成
序論

本論

結論

1 はじめに 現状・背景、問い、予告

２ ⾒出し
３ ⾒出し
４ ⾒出し

現状詳細

要因 or 影響

対策・取組の提案

5 まとめ 全体と各章のまとめ

⾃分の意⾒ 課題



ポイント③ レポートのタイトル設定



レポートのタイトル設定
(1) ⼤正期の庶⺠⽣活について

(2) 多⾔語環境における⾔語習得

(3) 猫を呼ぶときはどう呼ぶか

(4) 静ちゃんがいたずらをやめない理由



レポートのタイトル設定
•⼤まかなテーマが指定されている場合
例：
(1) ⼤正期の庶⺠⽣活について
(2) 多⾔語環境における⾔語習得

•⾃由にテーマを設定する場合

さらに絞る必要がある



レポートのタイトル設定
•適切な⼤きさ
•答えるべき内容が明確
•レポートの問いと⼀致している



レポートのタイトル設定
問題解決・提案型 ・どうすれば〜できるか

・〜にはどうすればよいか
原因追求型 ・なぜ〜か
⼆者択⼀型 ・〜は必要か

・〜するべきか
説明型 ・〜とは何か



レポートの構成

序論

本論

結論

1 はじめに 現状・背景、問い、予告

２ ⾒出し
３ ⾒出し
４ ⾒出し

現状詳細

要因 or 影響

対策・取組の提案

5 まとめ
全体と各章のまとめ

⾃分の意⾒ 課題

問題解決・提案型 例：「どうすれば待機児童ゼロが実現できるか」



レポートの構成

序論

本論

結論

1 はじめに 現状・背景、問い、予告

２ ⾒出し
３ ⾒出し
４ ⾒出し

現状詳細

要因A

要因B

5 まとめ
全体と各章のまとめ

⾃分の意⾒ 課題

原因追求型 例：「外国⼈⼒⼠はなぜ⽇本語がうまいのか」



レポートの構成

序論

本論

結論

1 はじめに 現状・背景、問い、予告

２ ⾒出し
３ ⾒出し
４ ⾒出し

肯定側の意⾒

否定側の意⾒

比較・考察

5 まとめ
全体と各章のまとめ

⾃分の意⾒ 課題

⼆者択⼀型 例：「学⽣は制服を着るべきか」



レポートの構成

序論

本論

結論

1 はじめに 現状・背景、問い、予告

２ ⾒出し
３ ⾒出し
４ ⾒出し

説明項目A

説明項目B

説明項目C

5 まとめ
全体と各章のまとめ

⾃分の意⾒ 課題

説明型 例：「ファストファッションの問題点とは」



ポイント④ レポートの表現



レポートの表現
•「である」体
•書き⾔葉
•主語と述語を近くに
•レポートに馴染む表現



レポートの表現
• 「である」体

• 吾輩は猫である。
• 吾輩は猫だ。
• 吾輩は猫です。

• 「本レポートは、○○を明らかにすることが⽬的であ
る。」

• 「本レポートの⽬的は、○○を明らかにすることであ
る。」



レポートの表現
• 書き⾔葉

• 出典：『この１冊できちんと書ける！論⽂・レポートの基本』⽯⿊圭（2012）p.127

話し⾔葉 書き⾔葉 話し⾔葉 書き⾔葉

接続助詞
から ので したら すれば
して し（連⽤中⽌法） のに にもかかわらず

しないで せずに けど が

副詞
全然 まったく ⼀番 もっとも
多分 おそらく ちっとも 少しも
絶対 かならず もっと さらに

接続詞
だから そのため けど だが
それから また だって なぜなら
でも しかし じゃあ では



レポートの表現
•主語と述語を近くに

「〈母語〉という概念は、これら具体的な社会状況や政治状況および生身
の人間の具体的な暮らしのありようを考慮することなく、〈単一言語状
況〉に生きる〈単一言語話者〉だけを想定して考えだされた概念であり、
さらにいえば、子どもの第一養育者は母親であるはずだ、という神話と、
家庭内の言語はひとつである（父親と母親は同じ言語共同体に属してい
る）ことを当然のこととする考えに基づいている。」

「ひとつではない母のことば」山本真弓編著、臼井裕之著、木村護郎クリストフ著『言語的近代を
超えて』（2004）p.155



レポートの表現
•主語と述語を近くに

• 〈⺟語〉という概念は、〈単⼀⾔語状況〉に⽣きる〈単⼀⾔語話者〉だ
けを想定して考えだされた概念である。

• つまり、具体的な社会状況や政治状況および⽣⾝の⼈間の具体的な暮ら
しのありようを考慮していない。

• 例えば、⼦どもの第⼀養育者は⺟親とは限らないし、家庭内の⾔語はひ
とつとは限らない。

• ⽗親と⺟親は同じ⾔語共同体に属していることは当然ではないのである。
• しかし、〈⺟語〉という概念は、こういった具体的な暮らしを考慮して
おらず、「⼦どもは⺟親に育てられるものだ」という神話と、「両親は
当然に同じ⾔語をしゃべる」という考えに基づいて作られたものである。



レポートの表現

• 出典：『ぎりぎり合格
への論⽂マニュアル』
⼭内志朗（2001）平凡
社 pp.182‐183

私は……がどのようなものか研究した
いと思います

この論⽂では……がいかなるものか論
及していく

この節ではこのことを中⼼に論じる
つもりである

この節では以上のことが論じられる

そういう⽂化の中で⽣まれた私に
とって……にはどうしても打ち解けな
い何かがあった

そのような⽂化には……と相容れない
ところがあるように思われる

私たちは⽇常⽣活において様々なう
わさを交わしている

⽇常⽣活には様々なうわさが交わさ
れている

結婚後、主婦として⽣活することに
疑問さえ感じない⼥性が存在するの
は何故だろうかと考え、私はこの
テーマを選んだ

このテーマは、多くの⼥性が結婚後
専業主婦として⽣活することに疑問
を感じないことを解明するために設
定されている

彼らの考えを⽐較しながら、この
テーマについての考えをまとめてみ
たいと思う

彼らの考えを⽐較することは、この
テーマを論じる際の有⼒な材料にな
ると思われる



レポートの表現
•レポートに馴染む表現
論⽂の構成 主要な動詞
①⽬的（スル形） 述べる、論じる、扱う、議論する、報告する、紹介する、明

らかにする、⽰す、主張する、提案する
②引⽤（シテイル形） ①「⽬的」の動詞のシテイル形、指摘する、⾔及する、触れ

る、引⽤する、紹介する、挙げる、参照する
③調査（シタ形） 調べる、調査する、分析する、検討する、実験する、測定す

る、観察する、記録する、収集する、使⽤する
④結果（シタ形） わかる、明らかになる、⾒られる、現れる
⑤考察（スル形） 思われる、考えられる、⾒られる、⾔える
⑥結論（シタ形） ①「⽬的」の動詞のシタ形
出典：『この１冊できちんと書ける！論文・レポートの基本』石黒圭（2012）p.111



ポイント⑤ おススメの書籍



おススメの書籍
• 『この1冊できちんと書ける！論⽂・レポートの基本』⽯⿊圭
（2012）⽇本実業出版社
• 『思考を鍛える レポート・論⽂作成法』井下千以⼦（2019）慶應
義塾大学出版会

• 『レポート・論⽂をさらによくする「書き直し」ガイドー⼤学⽣・
⼤学院⽣のための⾃⼰点検法』佐渡島沙織・坂本⿇祐⼦・⼤野真澄
（2015）⼤修館書店
• 『ぎりぎり合格への論⽂マニュアル』⼭内志朗（2001）平凡社
• 『新版 論⽂の教室 レポートから卒論まで』⼾⽥⼭和久（2012）
NHK出版
• 『⽂章は接続詞で決まる』⽯⿊圭（2008）光⽂社


