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今後の開講予定

第4回 仕上編/レポートも見た目が大事！？

12/17（火）16：30～18：00

12/19（木）16：30～18：00



今日のポイント • レポートの基本的構成

• 序論の書き方

• パラグラフライティング

（本論）

• 引用の仕方

（直接引用・間接引用）



レポートの基本的構成

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

テーマ＝「問い」



序論の書き方



序論とは

レポートの導入部分

必要な項目

①テーマに関する現状やその背景の簡潔な紹介

➁問い（問題提起）

③本論の予告



序論の書き方

序論

1 はじめに

現状・背景

問い

予告

・高齢者ドライバーによる自動車事故のニュース
・高齢者の身体能力の低下
・免許返納を検討する高齢者も出てきたが、大幅な返納

率増加はしていない

どうすれば高齢者ドライバーの免許返納を増やせるか

本レポートでは、「高齢者ドライバーによる自動車事
故の現状」、「高齢者ドライバーが事故を起こす要
因」、「事故を減らすための対策案」の視点から、高
齢者ドライバーによる自動車事故について考察する。



序論例

2019年は、高齢者ドライバーによる自動車事故のニュースが

相次ぎ、高齢者ドライバーの危険性に注目が集まった。その理由

の一つは身体能力の低下が挙げられる。とっさの判断が遅れたり、

アクセルとブレーキの踏み間違いをしたりするなど、自分では気

づきにくい身体的衰えがある。事故のニュースを見て、免許返納

を検討する高齢者も出てきてはいるが、大幅な返納率増加はして

いない現状がある。では、どうすれば高齢者ドライバーの免許返

納を増やせるか。本レポートでは、「高齢者ドライバーによる自

動車事故の現状」、「高齢者ドライバーが事故を起こす要因」、

「事故を減らすための対策案」の視点から、高齢者ドライバーに

よる自動車事故について考察する。



読んでみよう



読んでみよう

コンビニが24時間営業を廃止すれば、利用

者の少ない夜間の時間帯は店を閉めることが

でき、経営者の負担や労働者確保の問題が軽

減できる。一方、その分売り上げは減少する

ことになる。また、利用者にとっては、時間

を気にせず買い物できることが当たり前でな

くなる。つまり、コンビニの24時間営業廃止

にはメリットとデメリットが存在する。



パラグラフライティング

（本論）



レポートの基本的構成

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

テーマ＝「問い」



アウトライン

序論

〇〇〇

△△△

◇◇◇

結論

レポート例

１．はじめに

２．〇〇〇

３．△△△

４．◇◇◇

５．おわりに

本
論

パラグラフ
ライティング

全体と各章のまとめ

自分の意見



パラグラフライティングとは

レポートなど論理的な文章を

パラグラフを使って書く

世界標準の書き方

※ほとんどの日本人は学習しないと書けない



パラグラフライティングの特徴

パラグラフ（段落）の冒頭の一文を

読めば、そのパラグラフで

述べていることの概要がつかめる

冒頭の一文＝トピックセンテンス（TS）



パラグラフとは

• 最初の一文字を下げて書き始める見た目は段落と同じ

• １つのトピック（話題）を説明した文の集まり

• １つのトピック＝１パラグラフ

• トピックセンテンス（パラグラフの要約文）が冒頭にくる

※ただし、日本語の段落とは異なる



段落の特徴

• 段落にはパラグラフのような決まりはない

• 形式段落：長い文章の区切りとして段落を分ける

• 意味段落：１つのトピック（話題）を説明した文の

集まり（＝パラグラフと同様）

※トピックセンテンスを書く決まりはない



コンビニの24時間営業廃止にはメリットとデメリットが存在する。
利用者の少ない夜間の時間帯は店を閉めることができ、経営者の負
担や労働者確保の問題が軽減できる。一方、その分売り上げは減少
することになる。また、利用者にとっては、時間を気にせず買い物
できることが当たり前でなくなる。（つまり、利便性や利益を重視
するか労働環境を重視するかが、24時間営業廃止の大きな論点とい
える。）

コンビニが24時間営業を廃止すれば、利用者の少ない夜間の時間
帯は店を閉めることができ、経営者の負担や労働者確保の問題が軽
減できる。一方、その分売り上げは減少することになる。また、利
用者にとっては、時間を気にせず買い物できることが当たり前でな
くなる。つまり、コンビニの24時間営業廃止にはメリットとデメ
リットが存在する。



パラグラフライティングの例

コンビニの24時間営業廃止にはメリットとデ

メリットが存在する。利用者の少ない夜間の時

間帯は店を閉めることができ、経営者の負担や

労働者確保の問題が軽減できる。一方、その分

売り上げは減少することになる。また、利用者

にとっては、時間を気にせず買い物できること

が当たり前でなくなる。つまり、利便性や利益

を重視するか労働環境を重視するかが、24時間

営業廃止の大きな論点といえる。

トピック
センテンス

サポーティング
センテンス

コンクルーディ
ングセンテンス



パラグラフの中身

トピックセンテンス（TS）

 パラグラフの内容を要約した一文、最も述べたいこと

サポーティングセンテンス（SS）

 TSを支える、具体例・説明・原因・理由など

コンクルーディングセンテンス（CS）

 パラグラフのまとめ、TSと同じ内容でもOK



✖ なぜ高齢者の免許返納は増えないのだろうか。

→✖ 疑問文にしない

✖ 高齢者の免許返納が増えない要因を述べていきたい／いく。

→✖ 決意文にしない

✖ 高齢者の免許返納が増えない要因について述べよう。

→✖ 決意文にしない

✖ 高齢者の免許返納が増えない要因をご存じだろうか。

→✖ 呼びかけ文にしない

トピックセンテンスは書き方に注意！
（ダメな例☹）



〇 高齢者の免許返納が増えない要因として、返納の必要性を

感じていないことが挙げられる。

（→感じていない理由や具体的説明が続くはず）

〇 年功序列の賃金制度から成果主義へと移行する企業が

増加している。

（→移行した企業のことが出てくるはず）

〇 登山初心者による事故が毎年発生している。

（→事故の種類と人数などデータが示されるはず）

トピックセンテンスの書き方
（よい例☺）

TSに続くで
あろう文章が
想像できる！



パラグラフライティング練習

どの国にも、有名な昔話が数多くある。日本の昔話では、＿＿＿＿、＿＿＿＿、

＿＿＿＿＿などは、誰もが知っている話といえるだろう。また、海外の昔話では

＿＿＿＿＿＿や＿＿＿＿＿＿などが有名である。このように、昔話は世界中で多

くの人に長年親しまれてきた物語である。

SNSには主に次のようなメリットがある。一つ目は、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿である。二つ目は、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿である。

このように、SNSは非常に便利なツールと言えるのである。



新聞記事で
パラグラフ
ライティング練習

読売新聞（2015年6月25日）



新聞記事でパラグラフライティング練習
2億4000万年前 肋骨→甲羅へ進化中 カメの祖先化石 2015年06月25日（読売新聞）

ドイツ南部の約2億4000万年前の地層で、まだ甲羅のないカメの祖先の化石を見つけたと、独
米の研究チームが発表した。

25日付の英科学誌ネイチャーに論文が掲載される。甲羅に進化しつつある肋骨(ろっこつ)はあ
るという。チームは「これまでに見つかっている最古のカメの仲間と、より原始的なカメの祖
先の間をつなぐ化石だ」と指摘している。

チームによると、見つかったのは頭や肩、胸などの骨で、体長は推定約20センチ。ギリ
シャ語で「カメのおじいさん」を意味する「パッポケリス」と名づけられた。

カメの祖先をめぐっては、理化学研究所などのチームが2013年、カメのゲノム（全遺伝情
報）を解読し、約2億5000万年前に他の爬虫類から分かれ、独自の進化を始めたと発表してい
る。

動物の進化に詳しい理研の平沢達矢研究員の話「カメの甲羅という奇妙な構造がいつ、どのよ
うに進化したのかを解明するのに役立つ発見だ」



引用の仕方



引用を使うところ

レポートでは、

パラグラフライティングの

サポーティングセンテンス（SS）で

引用を使う



引用の目的

自分が書いたレポートの

論理性・客観性・信ぴょう性を

高めるために行う



レポートに引用がないと・・・

☹引用がなければ作文や感想文と見なされる

評価に関わる場合、

☹最悪、剽窃（ひょうせつ）・盗用と見なされる

＝カンニングと同じ扱い



引用の注意点①

コピペ（コピー＆ペースト）

コピペはもっと悪質

※教員が見ればコピペはすぐにわかります！
※剽窃チェックソフトにかけるので、絶対に

しないこと！

著者の意見と自分の意見の区別



引用の注意点➁

・一般的に知られている人物、歴史的事実、地名など

例）太宰治、関ケ原の戦い、八王子市

・ニュースで取り上げられる社会的出来事など

・法律など

例）✖公益社団法人著作権情報センターの著作権法によると、

〇著作権法によると、

引用しなくてよいもの



直接引用

レポートの本論部分で用いる。

参考文献や資料の引用したい箇所を、

一言一句変えることなく、

「 」を用いて引用すること

※直接引用は、２行程度に収める



直接引用基本の３パターン

① 山下（2000）は、「 」と述べている。

➁ 山下（2000）によると、「 」という。

③ 「 」（山下 2000）である。

名字 刊行年



直接引用例

① 山下（2000）は、「引用がなければ作文や感想文

と見なされる」と述べている。

➁ 山下（2000）によると、「引用がなければ作文や

感想文と見なされる」という。

③ 「引用がなければ作文や感想文と見なされる」

（山下 2000）のである。



引用の注意点①
「です・ます」等で引用を終えない

厚生労働省（1997）は、「ラップしてある野菜やカット野菜もよ

く洗いましょう」としている。

厚生労働省（1997）は、「ラップしてある野菜やカット野菜もよ

く洗」ったほうがよいとしている。

「です・ます」などの
形で引用を

終えないようにする



引用の注意点➁「 」内は『 』

伊藤（2019）は、「レポート作成には『引用』が重要

だ」と述べている。

引用元の文章に
「 」がある場合は

『 』にする



引用の注意点③ 複数著者の書き方

鈴木・高橋・田中（2019）は、「引用の際は注意すべ

きことがある」と述べている。

・で名字を並べる著者が2名または3名の場合

鈴木ほか（2019）は、「長すぎる引用の際は間接引用

をすべきである」と述べている。

著者が4名以上の場合
最初の著者名字＋ほか



間接引用

参考文献や資料から引用したい文章が

長い場合（３行以上を目安に）、

自分の言葉で要約して引用すること



直接引用との違い

山下（2000）は、「引用がなければ作文や感想文と見なされ

る」と述べている。

山下（2000）は、引用しなければ作文か感想文だと受け取られ

ると述べている。

※直接引用と異なり、間接引用では「 」は使わない

直接引用

間接引用



間接引用基本の３パターン

① 山下（2000）は、～ 要約 ～と述べている。

➁ 山下（2000）によると、～ 要約 ～という。

③ ～ 要約 ～（山下 2000）。



間接引用例

① 山下（2019）は、コンビニの24時間営業廃止には、経営
者の負担軽減というメリットと同時に、売り上げ減少と消費

者への影響というデメリットがあると述べている。

➁ 山下（2019）によると、コンビニの24時間営業廃止には、
経営者の負担軽減というメリットと同時に、売り上げ減少と
消費者への影響というデメリットがあるという。

③コンビニの24時間営業廃止には、経営者の負担軽減という
メリットと同時に、売り上げ減少と消費者への影響というデ
メリットがある（山下 2019）。



間接引用の注意点

元の文章の内容や意味を絶対に変えないこと

⇒ 他人の文章と自分の意見は明確に区別！

引用に必要な箇所だけを使う

例）それほど価値のある仕事につける女性の割合は極めて

少ないからだ。←具体例でこの一文は含めていない

原文をそのまま使いすぎない

⇒ 直接引用も間接引用もできていないと判断される



本論とは

序論で提示した問いに対する答えを導く部分

本論部分では、答えを導くために根拠を提示

序論の問い）どうすれば高齢者ドライバーの免許返納を
増やせるか。

結論の例） 〇〇すべきであると考える。

本論部分 根拠（引用）を提示



レポートの本論部分例
高齢者ドライバーが事故を起こす要因として、アクセルペダ

ルとブレーキペダルの踏み間違いが挙げられる。細川ほか

（2019）は、高齢者への運転実験の結果「正面を向いた状態

では、ブレーキペダルの踏み代は30％以上であったが、左右を

振り返った場合は、それよりも踏み代が減少する場合があり、

足位置エラーも発生した」と述べている。飯田ほか（2018）

によると、運動機能の低下により、アクセル・ブレーキなどの

基本的なペダル操作やハンドル操作がぎこちなくなることもあ

るという。つまり、身体的運動機能が低下することにより、ア

クセルとブレーキの踏み間違いが引き起こされているのである。



第４回 仕上編予告

• 結論の書き方

• 参考文献の書き方

• 表紙

• 推敲の重要性


