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●１レポートとは何だろうか ●２レポートの要素
大学の授業では、学期中や期末に課題と

してレポートが課されることがあります。大学
で書く「レポート」は、高校までで書く「作文」
や「感想文」とかなり性質が異なっているた
め、注意が必要です。作文や感想文は一般に、
ある事実（自分が経験したことや読んだ本の
内容など）を述べ、次に、その事実に関する
主観的な感想（「どう感じたか」など）が続く、
という形式を持っており、主観的な感想の部
分を読み手に共感してもらうことが目的です。
それに対して「レポート」は、ある問いに対

して回答を提示し、その回答を論理立てて説
明することで、回答の正しさを読み手に納得
してもらうことが主な目的です。ですからレ
ポートには普通、「問い」と「回答」と「どうして
その回答になるのか、に関する論理的で客
観的な根拠」が含まれていなければなりません。
根拠を提示するには、根拠となる文献を読
んだり、調査したりする必要があります。理系
の実験・実習のレポートや、資料を読んで内
容を報告するレポートなど、大学のレポート
にはいくつか種類があり、それぞれ求められ
る根拠のタイプや示し方に違いが生じます。
しかし、どんなレポートも、問いに対する根拠
を提示して回答を述べる、という基本構造は
同じです。この構造に即して問いを立て、調
査・研究し、文章にまとめることで、学問や社
会への理解を深め、思考力を養うことが、大
学でレポートを書く意義のひとつなのです。

レポートは基本的に、序論、本論、結論の三
つの要素からなっています。

序論…問いとその意義
・問い・・・レポート全体のテーマに関する問
いを提示します
・問いの背景・・・その問いについて考えるこ
とがなぜ必要なのか、重要なのか、につい
て説明します
本論…問いに対する答え(＝主張）、答え

の根拠、主張・根拠の説明、反論
への備え

・問いに対する回答(＝主張）・・・主張は、主
観的な「感想」ではなく、客観的なものにし
ます
・主張の根拠・・・主張が正しい理由や、主張
が正しいことを示す具体的な証拠を示しま
す
・主張・根拠の説明・・・主張や根拠が抽象的
で分かりにくいおそれがある場合、分かり
やすく伝えるために具体例や言い換えを
加えます

・反論への備え・・・主張、および根拠に対し
てどのような反論があるかを予想し、それ
らに対してあらかじめ再反論をします
結論…回答の意義とまとめ
・全体のまとめ・・・問い、主張、主張の根拠
を短くまとめます
・回答の意義・・・主張が正しいとすると、さら
にどのようなことが言えそうか、を述べま
す
・残された課題・・・レポート中で扱いきれな
かったことや、残った課題をまとめます

レポートの作成
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●３レポートの作成の基本

序論・本論・結論という三つの要素はレ
ポートには欠かせませんが、それぞれの要素
に含まれるパーツは、レポートの種類によっ
て変わってくることがあります。例えば、「テキ
ストの第二章について２，０００字以内でまとめ
なさい」というレポート課題であれば、そのレ
ポートにおける「問い」は「テキストの第二章
ではどのようなことが言われているのか」に
なるでしょう。こうしたレポート課題の場合、
「問い」は教員の側から既に与えられている
ので、「問いの背景」にあたる部分を書く必要
はありません。レポート課題をよく吟味して、
序論・本論・結論に何を組み込まなければな
らないかを考えましょう。

序論・本論・結論の三つの要素のうち、分
量の８割近くを占めるのは本論です。すでに
述べたように、レポート全体の基本的な骨格
は、「問い」と「回答」とその「根拠」ですが、実
はこの構造は、本論の骨格にもなっています。
本論を作成する際にも、「問い」－「回答」－
「根拠」の構造は繰り返しあらわれます。
具体的な例として、「日本の成人年齢を１８
歳に引き下げるべきか」というテーマでレ
ポートの作成手順について考えてみましょう。
レポートの最も基本的な骨格となるのが、

「問い」－「回答」－「根拠」（P．２５図のピンク色
の部分）です。レポートを作成する手順として、
まずはこの基本的な骨格を作ることを目指
して下さい。ここで作成する「回答」は最終的
な回答ではなく、いわばひとまずの回答のよ
うなもので構いません。作業時間全体の６
割から７割くらいの段階でひとまずの回答

を考えておくことが重要です。そこから先は、
回答を吟味し、議論を鍛え、物事を深く、創造
的に考える作業に充てます。
では、物事を深く、創造的に考える作業と

は、具体的にどのようなものでしょうか。それ
は、図の中の複数の「問い」（白色部分）のよ
うに、回答やその根拠にさらに問いをぶつけ、
答えを与えていく、という作業です。その際、
できるだけ様々な視点から自分の回答と根
拠を眺めてみて下さい。意味がわかりにくい
箇所、具体性を欠くように見える箇所にも問
いをぶつけていきます。
これらの問いに対して、さらに調査を進め、
資料を集めながら、回答を与えていき、その
回答に対して、さらに問いを立て、…という作
業を、層を重ねて進めていきます。このプロ
セスの繰り返しによって議論はボリュームが
増え、より鍛えられたものになります。そして、
回答も根拠も洗練され、より説得力のある、
分かりやすいものになっていきます。「問い」
－「回答」－「根拠」を繰り返していくこうした
構造こそ、深く創造的に考えるために必要な
作業の根本だと言えるでしょう。
ところで、「問い」－「回答」－「根拠」を重ね
ていくうちに、自分の「回答」が変わってしま
うということがしばしば生じます。その場合に
は、新たな回答を立て、それに沿ってもう一
度骨格を作り直す必要があります。しかしそ
れは、これまでの作業が無駄だったことを意
味するわけではありません。思考を通じて、そ
れまでの自分の考えとは違う新たな考えが
自分の中からわき出てくるということは、物
事の見え方が転換する貴重な経験に他なら
ないのですから。世界の見え方や自分の価
値観ががらりと変わるような新鮮な知的感
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問い
日本の成人年齢を18歳に引き下げるべきか

根拠
複雑化し、さまざまなことを学ば
なければならなくなった現代社会
では20歳程度では「一人前」とい
う自覚も実感も持ちづらい。

回答
引き下げるより、むしろ大学
卒業後の23歳程度まで成人年
齢を上げるべきだ。

根拠
成人年齢を引き上げれば、投票
権を含む社会的責任や権利・義
務について学ぶゆとりも生じる。

問い
一人前の実感が持てない若者の割合は？

根拠
成人年齢を下げると若者たちの軽率
な投票行動が増えるおそれがある。投
票権の価値を自覚してから選挙権を
得ても遅くはない。

問い
具体的にどこでどん
なことを学ぶ？

問い
大学に進学しない人たちも
23歳でいいのか？

結論

序

論

本

論

結

論

回答
社会的責任に関する
キャリア教育を大学
で実施する。

回答
20代前半の青年期までは心身の
急激な成長は続くのが普通だ。
大学進学に関係なく、青年期の
成長を終えてから成人としても
遅くはない。

社会の現状をふまえると、日本の成人年齢は
上げた方が適切である。

回答
あるアンケート結果では、
一人前の実感が持てない
若者の割合は、90％近く
にのぼっている。

●４資料を探す

動が得られることも、真剣にレポートを書くこ
とを通じて得られる学生ならではの特権かも
しれません。

レポート作成には、普通は様々な資料が必
要になります。「問い」、「回答」、「根拠」のいず
れを考える際にも、資料は手がかりやアイデ
アのヒントとなります。一般的なレポートでは、
資料として活用されるのは「図書」、「雑誌・新
聞」、「インターネット」の三種類です。皆さん
がレポートを書こうとするとき、まず課題の
テーマや、テーマに関するキーワードを
Googleなどの検索エンジンでチェックする
ことから資料探しを始めることが多いでしょ
う。しかし、インターネットから得られる情報に
は、誰が書いたものかわらないものが多くあ
ります。そうした出自不明の情報は、信頼性

や信憑性が低く、レポートには使うことがで
きません。例えばWikipediaは大変便利な
サイトですが、これもレポートの典拠としては
使えません。Wikipediaは誰でも編集可能
なサイトなので、書かれている内容が事実で
ある保証がないからです。一方で、大学や政
府機関などがインターネット上で公表してい
る情報は信頼性が高いとされるので、積極的
に活用して構いません。
ところで、Googleのような検索エンジン

に近い使い勝手で、より信頼性の高い情報を
得ることができる図書検索サイトや、新聞記
事のデータベースはたくさんあります。図書
館ウェブサイト（P．３６参照）等を参考にしてく
ださい。また、本学の中央図書館には「LA
（Library Assistant）」というスタッフがおり、レ
ポート作成の手助けをしてくれます。困った
ときは相談してみて下さい。
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●５引用・注・参考文献の示し方
資料として活用した文献や記事は、参考文
献として示す必要があります。参考文献は、
文中の「注１」に表記するか、文末に参考文献
表をつけて示して下さい。また、実験・実習レ
ポートをのぞき、参考文献が全くない、という
レポートはよほどの例外でないかぎり望まし
くありません。レポートの基本的な骨格は、問
いをぶつけ、回答を提示し、また問いをぶつ
け、といった繰り返しを通じて議論を鍛えて
いくことにあります。問いの生じる土台や背景
まで含め、全てゼロから自分で構築する必要
はありません。その意味では、レポートではあ
る程度のオリジナリティは求められますが、
全くの新規性や独自性が求められている訳
ではありません。様々な資料を踏まえた上で、
それらの資料で主張されている内容を発展
させた主張を提示することができればよい
のです。
さて、レポート作成においては既存の資料
を活用したり、そこに問いをぶつけたりするこ
とが主な作業の一つになってきますから、そ
の際には必ず資料を引用することになります。
資料の引用に際して最も重要なことは、引用
した部分と自分自身の文とが明確に区別で
きるようにすることです。この区別を曖昧にし

ひょうせつ

てしまうと、「剽窃」という不正行為にあたりま
す。「剽窃」とは、他者の著作物を盗用するこ
とを言い、著作権の侵害と見なされますから
注意して下さい。

ちなみに、引用が多くなることにあまり引
け目を感じる必要はありません。参照してい
る文献で述べられている内容に完全に同意
してしまい、付け足すことがなくなってしまう
こともあるかもしれません。この時、引用する
のではなく自分の意見であるかのようにコ
ピー＆ペーストしてしまおう、という誘惑に駆
られるかもしれませんが、そんなことをせず
とも参照箇所を正々堂々と引用して構いま
せん。ただし、引用した後に、必ずその引用箇
所に関する自分なりの見解と、そう考えた理
由を付け加えて下さい。例えば、引用箇所に
同意する場合は、「以上の見解に、私も同意
する。なぜなら～～」と表記します。こうする
ことで、適切な引用として十分通用します。
レポートの最後には、参考文献表をつけて
下さい。参考文献表の作り方は、専門分野や
科目によって違いがある場合があります。教
員から指示があった場合には、その方法に
従って下さい。以下では、一般的な参考文献
表のごく簡単な例を示しておきます。

・野矢茂樹『新版 論理トレーニング』産業図書，
2006年
・Mazur, Eric. Peer Instruction, Prentice Hall,
Inc., 1997

・須長一幸「フレーゲ算術と構造主義」，科学基礎
論学会『科学基礎論研究』95号，pp．9‐14，2000
年

・「ネット世代会話力渇望」，『西日本新聞』2013年
6月25日夕刊

・福岡大学ホームページ「大学から始める『言葉の
力』育成プログラム 基礎編⑥（6月28日）を実施
しました」http://www.fukuoka-u.ac.jp/fsp/14
fsp/news/66/66.html（2014年7月11日アクセ
ス）
※本は『 』で、論文は「 」で括る
※発行年は初版の年を書く

1 例えば、「注」というのはこんな風につけます。語句の意
味を説明したり、誤解されやすい部分や反論を受けや
すい部分について、あらかじめ補足説明をしたりしたいと
きに書いておくのが基本的なやり方です。


