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はじめに

「書くことが苦手だ」という学生は少なくありません。私が入学したて

の学生に毎年実施しているライティングに関するアンケートでも、「書く

ことが苦手」「どちらかというと苦手」とする回答が、6割以上を占めます。

実際にレポートを書かせてみても、手元に集まるのはどこか情緒的で矛盾

や飛躍に満ちた文章がほとんどです。このことは、「得意」「どちらかとい

うと得意」と答えた学生の文章にも当てはまります。

悩ましいことに、大学での学習には常に書く作業がつきまといます。日

常的にレポートの提出を求められ、学部によっては卒業論文を書くことが

卒業の要件となります。大学院や博士課程をめざすなら論述試験がありま

す。学位論文も書かなくてはなりません。就職活動時に作成するエントリー

シートにしても、きちんと自分を伝えられる「書く力」が必要となります。

企業などに就職すれば、あらゆる場面で物事や意思を正確に伝える文章力

が求められます。このように考えると、いつまでも「書くのは苦手」と身

を縮めているわけにはいきません。

白状しますと、私自身も書くことを大の苦手としてきた一人です。30

代で大学の門をたたくまで、論理的な文章を書く機会はほとんどありませ

んでしたし、これからもないだろうと思っていました。高校時代まで作文

や感想文に苦しんできた記憶も手伝って、書くことを意識的に避けていた

と言ってもいいでしょう。ですから、アンケートで「苦手」と答える学生

には、ある種の共感を抱くのです。

大学入学以来、十数年にわたって学びの環境に身を置き、曲がりなりに

もライティング指導に携わることができているのは、ある時期に突然書く

ことに目覚めたからというわけではありません。振り返ってみると、年齢

的な遅れを取り戻そうと、一時期、手当たり次第に論文や学術書に触れた



｜　v　｜

目 次

はじめに iii

第1章　レポートを書こう 1

論証型レポート 2

作文・感想文との違い 3

「論理的」であるということ 5

根拠とは信頼性の高い証拠 7

レポートの基本構造 8

2000字レポートを書いてみよう 11

第2章　「わかりやすい文」を書く 13

「わかりやすい文」とは 14

「一文一義」で書く 14

□ 情報ごとに文を分割する　□ つなぎ方に注意する

主語と述語の関係を明確にする 18

曖昧な言葉遣いを避ける 20

□ 接続助詞「が」を安易に使わない　□ 修飾語と被修飾語は近くに置く
□ 読点で意味を区切る　□ 指示語が指す対象を意識する
□ 数値や具体例を挙げる　□ 具体的な言葉を補う

第3章　何を書くか 31

執筆までの手順 32



｜　vi　｜

□ 戦略を立てる　□ 4つのステップ
課題のイメージを広げる 33

□ イメージ図をつくる　□ 「問い」で広がるイメージ　□ 切り口を探す
テーマを絞り込む 36

□ 情報を整理する　□ 最終テーマ決定の目安
主張を決める 38

□ 最終テーマを「問い」に置き換える　□ 目標規定文が流れを決める

第4章　アウトラインをつくる 41

文章の設計図 42

□ アウトラインの利点　□ アウトライン作成の手順
大枠のストーリーをつくる 43

□ 思考の最短ルートをたどる　□ 主張に修正を加える
暫定アウトラインをつくる 46

項目を育てる 49

□ 主な素材を1文にする　□ タイトルをつける
□ 詳細な設計図に仕上げる

第5章　パラグラフで考える 53

パラグラフ・ライティング 54

□ 「段落」と「パラグラフ」　□ パラグラフの構造
パラグラフをつなぐ 56

□ 主題文でわかる文章の大意　□ 並列型と展開型のパラグラフ
パラグラフ内の展開 59

□ 文をつなぐ　□ 支持文の役割　□ 展開のパターン

第6章　序論と結論を書く 65

序論の役割 66



｜　vii　｜

□ 目的地と道筋を示す　□ 展開の3段階　□ 絞られていく視点
書き出しを考える 69

□ 書き出しの重要性　□ 書き出しのパターン
結論を書く 72

第7章　文献・資料を引用する 75

引用のマナー 76

□ 文章の信頼性を高める引用　□ 学ぶ姿勢問われる剽窃
□ 文章の主役は書き手
直接引用と間接引用 77

□ 直接引用　□ 間接引用
出典を明らかにする 80

□ 著者年方式　□ 脚注方式　□ 孫引きの落とし穴
文献表記の方法 83

インターネットからの引用 87

第8章　レポートを仕上げる 91

執筆の基本ルール 92

原稿を読み返す 94

□ 完成への最終関門「推敲」　□ 読み手になって読む
理解を助ける文章のリズム 96

頭を切り替える 96
□ 原稿を“熟成”させる　□ 人の目にさらす

文章作成に役立つ資料集（参考文献） 99

おわりに 101



｜　iv　｜

ことが大きかったと思っています。わかりやすい論文の文章スタイルや構

成をまねて書き続けることで、少しずつ文章の型を体得していったわけです。

いま、「型」と述べました。論理性が重視されるレポートや論文には、

共通する基本の型があります。この型を身につければ、語
ご

彙
い

が豊かでなく

ても言いたいことを十分に伝えられます。小説家ばりの名文も心を打つしゃ

れた言い回しもいりません。大切なのは、伝えるべきことをどのように伝

えるかという戦略を立てることです。文章の型を知ることで、戦略を立て

ることができます。そうなると、書くことも思ったほどに苦しい作業では

なくなります。

大学の早い時期に論理的な文章の型や戦略の立て方を身につけ、書くこ

とに対する苦手意識を少しでも軽くしてもらいたいとの願いから私は本書

を書き進めました。もちろん、卒業論文を前にした人やこれから大学をめ

ざそうという人にとっても役立つはずです。

第 1章ではレポートや論文における文章の特徴や基本的な構造、第 2章

では文章を構成する一つ一つの文をいかにわかりやすくするかということ

を学びます。本書の中核となる第 3～5 章では、執筆に至るまでの作業手

順や情報の整理法などを、実際の作業例を見せながら紹介します。第 6～

8 章では執筆にあたっての注意点やルール、書き方のちょっとしたコツに

ついて触れています。

本書の執筆にあたっては、難しい文法用語を排し、表現に関する記述も

必要最低限に抑えました。読む人がなるべくストレスを感じないで読み進

められるようにと考えたからです。また、よく書けた文章の型をお手本に

できるように、簡単な記述例や構成例をできる限り示しています。皆さん

には本書を手元に置いて、まず 2000 字程度のレポートに挑んでいただけ

たらと思います。比較的短いレポートを完成させることで小さな達成感を

味わい、次の課題執筆に思いをつないでもらえたら幸いです。

2015 年 6 月

渡邊淳子





第1章

レポートを書こう

大学での学びの中で皆さんが一番戸惑うのは、高校時代と違っ

て文章を書く機会が多いということではないでしょうか。

特にレポート課題の多さには面食らうはずです。しかも、これまで

親しんできた作文や感想文のような書き方では通用しないというこ

とが次第にわかってきます。それは、作文・感想文が「文学的文章」

と言われる種類の文章であるのに対して、レポートやその延長にあ

る論文は全く違ったタイプの文章だからです。これらの文章は「学

術的文章」と総称されます。学術的文章では意見や情報を正確に伝

えることが大切です。そこでものを言うのが「論理性」です。本章

では、レポートの特徴を学び、「何をどう書くか」をイメージする

ための第一歩とします。
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論証型レポート

ひとくちに「レポート」と言っても、大学ではさまざまな形式のものがあ
ります。たとえば、学習の到達度を測るために講義で学んだことをまとめた
文章は「学習レポート」あるいは「まとめレポート」と呼ばれます。また、
読んだ書籍の内容を伝えるのは「読書レポート」、講義や研修などの内容報
告や単なる感想文も「報告」として求められた場合は「レポート」と言うこ
とができます。
最初にお断りしておきますと、本書で「レポート」と表記する場合は「論

証型」と言われる形式のレポートを指します。これは研究や調査によって導
き出した主張、意見、仮説を論理的に説明していくタイプのレポートです。
したがって、単なる講義のまとめ、仕入れた情報の羅列、感想文とは一線を
画します。論証型レポートでは、集めた情報（知識）を戦略的に組み立て、
読み手をきちんと説得しなくてはなりません。
論証型レポートは「文献研究型」と「実証研究型」に大別することができ
ます。文献研究型のレポートでは、先行文献や資料を調べることで得た知見
を提示します。一方、実証研究型のレポートでは実験、観測、フィールドワー
クなどによって、仮説や理論を検証していきます。一般に文献研究型レポー
トは人文社会学系、実証研究型レポートは自然科学系の分野における形式と
受け取られがちです。しかし、実際は人文社会学系の分野でもフィールドワー
クや実験を行なうことがありますし、自然科学系の分野においても先行研究
にあたることは避けて通れません。2つの形式の違いは、純粋に研究手法の
違いによるものなのです。
研究手法が違っていても、作成にあたっての基本的な考え方は同じです。
それは、伝えるべき事柄があり、それを理由と根拠の組み立てによって証明
するという「論証」の形をとるということです。論証作業では、調査・研究
を通じて得た情報を自分なりに組み立てなくてはなりません。それは、じっ
くりと考える作業にほかなりません。ですから、論証型レポートに取り組む
ことは、考える力を育む作業にもなります。大学でレポートを書く機会が多
いのも、実は考える力を育てるという大きな目的があるからなのです。
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作文・感想文との違い

まず、「文章」と言ってもレポートと作文、感想文は全く違ったものであ
るということを頭に置いてください。まとまった文章作成の経験といえば、
ほとんどの人は作文や感想文を思い浮かべるはずです。これらの文章は、「何
をどう感じたか」といった書き手の感性がものを言う世界です。その意味で
は、小説や随筆といった文章に通じるところがあります。これらの文章をひ
とくくりに「文学的文章」と称するなら、理由と根拠でもって論理的に書き
進めるレポートや論文といった学術分野における文章は「学術的文章」と呼
ぶことができます。

学術的文章 文学的文章

レポート、論文、研究計画書など 作文、感想文、随筆、小説、詩など

客観性の重視 主観を尊重

読み手の解釈不可 読み手の解釈可

実用的 鑑賞的

 表 1.1 　学術的文章と文学的文章の違い

大ざっぱな言い方をすれば、皆さんが慣れ親しんできた作文や感想文は、
主に書き手が何を体験し（読み）、どのように感じたかということを伝える
文章です。遠足に行けばそこで起こった出来事に感想を交えて文章にし、本
を読んで感動したり触発されたりした内容を記すことで、私たちは「書く力」
を育んできました。しかし、どのように書いたとしても、作文や感想文では
個人的な内容の記述となることがほとんどです。そこでは、書き手の主観が
尊重されます。そして、読み手の琴線に触れるような文章が「良い文章」で
あり「名文」とされます。
文学的文章の最大の特徴は、作者が伝えたいことを読み手が解釈しなくて
はならないということではないでしょうか。解釈する作業を「鑑賞」という
ことばに置き換えるとよくわかると思います。魅力的な文章の書き手は、巧
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みな文章構成や表現によって読み手を引きつけます。読み手は「名文」に接
し、時には共感し、時には感動します。こうした、共感や感動が解釈という
作業によって導かれているのは言うまでもありません。とはいえ、私たちが
誰でも夏目漱石や村上春樹になれるわけではありません。彼らのようになる
には、努力はもちろんですが、ある種の才能も必要です。
一方、学術的文章に文才はいりません。読み手に解釈させるなど、とんで
もないことです。それは、これらの文章には伝えるべき事柄を正確に伝える
という使命があるからです。読み手を説得するにしても、感情に訴えるので
はなく、あくまで理由と根拠を積み重ねることによってなされなくてはなり
ません。理由と根拠も客観的なデータに基づいたものであることが求められ
ます。また、文章自体が「名文」である必要はありません。学術的文章によ
り「伝える」作業は、少しばかりの技術を身につければ誰にでもできること
なのです。
ここで、実際に文章を比べてみましょう。以下に示すのは、同じテーマで
書かれた作文とレポートの一部です。

【作文の文章】
　先日、あるイベント会場で、熊本
県の PR キャラクター「くまモン」
を見る機会があった。彼との出会い
は、私にとって初めてのことだった。
いささかメタボ気味な体形に愛くる
しい目、それに真っ赤なほっぺ……。
ステージ上でのやんちゃぶりは想像
以上で、私はひと目でとりこになっ
た。おそらく、会場に詰めかけた子
どもたちも同じ思いを抱いていたの
ではないだろうか。彼は短期間で莫
大な経済効果をもたらしたという。
会場の盛り上がりに、その人気ぶり
の一端を垣間見る思いがした。

【レポートの文章】
　熊本県の PR キャラクター「くま
モン」のデザインを利用した商品の
売り上げが、2014 年は 643 億 2200
万円に達した。前年比 43.1% 増と
いう伸びは、くまモン人気が依然と
して高いことを示している。日銀
（2013）が算出した経済効果も、2
年間で 1244 億円に上る。このよう
な経済効果を生むきっかけとなった
のは、同県がくまモンデザインの使
用を無料にしたことである。くまモ
ン人気の高まりとともに、デザイン
使用を申請する企業の数も増加して
いった。
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2 つの文章を比べて言えるのは、作文の記述が主観的なのに対してレポー
トは客観的であろうとしているということです。作文では、「私」の目から
見た情景や感想を伝えようとしています。「私」がくまモンと出会って、ど
のようなことを感じたかということが記述の中心です。一方、レポートの文
章は淡々としていて、作文の文章に比べて情緒に欠けたものとなっています。
書き手である「私」が何をしたかということより、くまモンをめぐる事実関
係に重きが置かれています。
レポートでは、書き手である「私」が何をどう感じたかということより、
出会った何かがどのようなものであるかということを、より正確に伝えなく
てはなりません。したがって、行為の主体として「私」という一人称を主語
にすることは、原則としてありません。私の気持ちより、あくまで対象とな
る事物が問題となるのです。

「論理的」であるということ

学術的文章では、論理的な記述が求められます。「論理的な文章」とは、
誰もが納得できる筋道で書かれた文章ということです。つまり、レポートや
論文とは、たった 1つの伝えたいこと（これを主張と言います）を筋道立て
て説明する文章なのです。
説得に際して大きな武器となるのは、そのように主張する理由と、理由を
支える根拠です。と書くと、なにやら難しくなりそうですが、理由と根拠に
基づいた説得や説明は、日常会話の中でもしばしば見受けられます。たとえ
ば、以下の会話はどうでしょう。

〈会話 1〉
A： 先日、熊本から大阪まで新幹線で行ったんだけど、やっぱり大阪

に行くなら新幹線に限るね。【主張】

B： へー、僕は飛行機しか使わないけど、どうしてだい。

A： だって、飛行機に比べて快適で便利だからさ。【理由】
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B： そうかな、僕はそうは思わないけど。

A： たとえば、車内がゆったりして自由に動き回れるよね。窓の景色

も変化に富んでいるし。【根拠 1】

B： でも、所要時間という点では飛行機に分があるよ。

A： たしかに一理あるね。でも、市街地から空港までの移動時間や搭

乗時の煩わしさを考えると、飛行機に分があるとは思えないね。

新幹線は、今では面倒な乗り換えもしなくていいし、1日の本数

が多いから乗車時間を簡単に変更できるよ。【根拠 2】

B： そうか、それは考えなかったな。今度、新幹線も試してみようか

な。

新幹線派のAさんは、その理由を快適さと便利さの 2 点から説明しよう
としています。説得の方針はうかがえますが、これだけではまだ Bさんに
も反論の余地が残されています。そこで、2つの理由をさらに詳しくした発
言が根拠 1 と根拠 2 です。Aさんは最初に大ざっぱな理由を述べた後、さ
らに掘り下げた説明を試みています。これによって、Bさんも新幹線の快適
さ・便利さを認めないわけにはいかなくなりました。
では、新幹線派のAさんが、単なる好みや気持ちだけで押し通したらど
うなるでしょうか。

〈会話 2〉
A： 先日、熊本から大阪まで新幹線で行ったんだけど、やっぱり大阪

に行くなら新幹線に限るね。【主張】

B： へー、僕は飛行機しか使わないけど、どうしてだい。

A： なぜって、僕は飛行機が嫌いなんだよ。人間があんな高いところ

を飛ぶなんて考えたら、落ち着いてなんていられないよ。よく君

は平気だね。絶対に新幹線にするべきだと思うけどね。

B： ま、個人の好みの問題だから好きにしたらいい。僕は飛行機で行

くけどね。

B さんの最初の疑問に対するAさんの答えは、きわめて個人的で感情的
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です。Aさんの好みをとやかく言うことはできませんから、Bさんとのやり
とりは、どこまでも平行線をたどることが予想されます。話題を変えるしか
ないかもしれませんね。Bさんを新幹線派にするためには、新幹線を使うメ
リットを Bさんが納得する形で示す必要があります。そのために使われる
説得材料は、個人の好みではなく客観的な視点で集められたものが効果的で
あるということは、2種類の会話を比べてみるとわかるはずです。
会話 1 での A さんの説得作業は、主張→理由→根拠という流れで無理
なくつながっています。前後が矛盾することもありません。しかも、根拠
1と根拠 2で挙げた材料は、誰もが調べることができるたぐいのものです。
誰もが調べられる、ということは、物事の判断を客観的な視点に委ねられ
るということを意味します。実は、私たちが「論理的」と言う場合、客観
的な材料を使って、理由と根拠を無理なくつなげた形を想定しているの
です。

根拠とは信頼性の高い証拠

理由と根拠のうち、根拠についてもう少し説明します。
根拠とは「証拠」であると言ったら理解が早いでしょう。誰かを説得する
場合、必ず相手から返ってくるのは「証拠を見せろ」ということばではない
でしょうか。その際に、会話 2のように客観性に欠ける印象や個人的な思い
込みを挙げても意味はないはずです。その代わり、具体的なデータや信頼性
の高い証言などを持ってこようとするのではないでしょうか。
会話 1 で Aさんは快適さと便利さという 2 つの理由を挙げました。それ
によって、Aさんがどのような視点で説得を試みようとしているのかとい
うことはわかりますが、まだ曖昧さが残ります。そこで、続けて提出したの
が根拠 1であり根拠 2です。
このように考えると、会話 1は①まず何を言いたいのかということを提示

する（主張の提示）、②説得の方向性を示す（理由の提示）、③具体的な証拠
を挙げる（根拠の提示）、という 3段階の組み立てがなされています。この 3
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段階の説得作業をイメージ化したのが図 1.1 です。

大阪へ行くなら飛行機より新幹線の方がいい

車内がゆったり
して自由に動き
回れる

飛行機に比べ快適だから 飛行機に比べ便利だから

窓の景色が変化
に富んでいる

面倒な乗り換え
もしなくていい

乗車時間を簡単
に変更できる

〈主張〉

〈理由〉

〈根拠〉

図 1.1　主張・理由・根拠のイメージ

レポートの基本構造

主張→理由→根拠という流れは、レポートの基本的な構造でもあります。
レポートに代表される学術的文章では、言いたいこと、つまり主張を最初の
段階で提示し、順を追って説明を試みていきます。そこで、本節では主張→
理由→根拠の流れを踏まえた上で、レポートを構成するパーツについて説明
します。
レポートはタイトル、本体、引用参考文献リストの 3つの部分に分けるこ
とができます。書き手の所属や氏名も明記しなくてはなりません（⇒図 1.2）。

【タイトル】
タイトルは、読み手の興味を引きつける最初の関門です。書き手が「私は
これから○○ということを述べる」という意思を表明するところでもありま
す。時には、タイトルが主張そのものを言い表すことがありますし、問題を
提起する形をとることもあります。読み手を「読んでみよう」という気持ち
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〈最終ページ〉
関心を呼び覚まし、参加の輪が広がることも期待できる。

4.　おわりに
　開設から 4年目を迎えた本学「しんぶんカフェ」の参加
者からは、「専門の違ういろんな大学の人の考えが聞ける
のが魅力である」という声が上がっている。取り組み自体
も周辺大学にも広がりつつある。このように、企画自体は
好意的に受け取られているが、現状に満足すべきではない。
ここにきて、社会人を参加者に加えることは、ともすれば
興味が偏りがちな学生の思考の方向を広く社会に向けるこ
とができる。より広い視野を持ち、深く考えることができ
てこそ、毎朝手にする新聞から学ぶことができるのではな
いだろうか。

引用参考文献
見尾久美恵（2013）．「医療系短期大学生の新聞閲読アンケー

トに見る大学生の情報収集の動向」．『川崎医療短期大
学紀要』．33, pp. 1‒7.

齋藤孝（2010）．『新聞で学力を伸ばす―切り取る、書く、
話す』．朝日新聞出版，朝日新書．

〈1ページ目〉

「しんぶんカフェ」で広がる可能性

文学部コミュニケーション情報学科 1年
書野　好子

1.　はじめに
　本学では、新聞を手にして学生同士が自由に語り合う「し
んぶんカフェ」が定期的に開催されている。この 3年間、
途切れることなく続いているが、学生の間に浸透している
とは言い難い。この有益な取り組みをさらに魅力あるもの
とし、学生の参加を促すためには、なんらかのてこ入れが
必要だ。そこで、カフェの門戸を社会人にも広げ、開催場
所も図書館のラーニング・コモンズエリアを使ってみては
どうだろうか。

2.　「しんぶんカフェ」の現状
　毎週月曜日の朝に開かれる本学「しんぶんカフェ」

所属・筆者名

タイトル

本論部分の小タイトル

引用参考文献リスト

序論部分の小タイトル
（「はじめに」「序論」
などの表記がある）

結論部分の小タイトル
（「おわりに」「結論」
など）

図 1.2　レポートの基本構造
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にさせるかどうかは、タイトルのよしあしにかかっていると言ってもいいで
しょう。
読み手を引きつけるためには、漠
然としたタイトルは避けます。「○
○について」とか「○○の研究」と
いったたぐいのタイトルは、漠然と
していて内容が絞り込まれていない
印象を与えます。「いったい○○の
何について書かれたものなのだろう
か」と、最初から読み手に心理的な
負担をかけてしまいかねません。こうした場合、図 1.3 のように内容に応じ
てより具体的なタイトルを考えるべきでしょう。
タイトルを考えるという作業は、書き手の頭を整理する作業でもあります。
逆に言うと、焦点が絞り切れていないタイトルは、書き手の頭が整理されて
いないことの現れでもあるわけです。
なお、論文や比較的長いレポートで章や節を設ける場合、章や節ごとに小
タイトルをつけることになります。

【本体】
本体はレポートの中で最も重要な部分です。私たちが文章と言う場合、こ
の部分を指します。本体は序論、本論、結論に分かれます。これは、論文も
同様です。
序論は、レポート全体の道しるべです。これから何についてどのような主
張をするのか、あるいはどのような説得の手法をとるのかということを簡潔
に記した部分です。書き手の問題意識が凝縮された部分でもあります。序論
部分で書き手の手の内をすべて見せておくことで、読み手は文章全体の展開
を予想することができます。あらかじめ文章の流れがイメージできるような
情報を与えておくと、読み手はストレスを感じずに文章を読み進めることが
できます。このため、理解の速度もはやまります。
本論は、序論で提示された主張を理由と根拠でもって詳しく説明する部分

× 依存症の研究

× 依存症について

↓

○ 「依存症」と「嗜癖」概念の違い

○ 治療途上に同時発現する

複数依存症の症例

図 1.3　タイトルの考え方
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です。本体の中で最も字数を要するとともに、ていねいな論理展開が求めら
れます。いわば、レポートの中心部分と言ってもいいでしょう。しっかりと
した本論の組み立てがレポートに説得力を与えます。
結論ではこれまで繰り広げてきた文章の論点を簡単にまとめ、主張を再確
認します。読み手に主張の正当性を再度印象づける場所でもあります。また、
採用した研究・調査手法の限界や今後の展望なども書き込むことができます。
結論でこれまでの文章の流れを俯

ふ

瞰
かん

すると、論証に無理がなかったか、必要
な説明が抜け落ちていないかということも確認できます。
本体の分量を 10 とした場合、序論：本論：結論の目安は 1～1.5：7～8：1
～1.5 といったところでしょうか。それぞれの展開の仕方はあらためて各章
で詳細に説明していくことになりますので、ここではレポートの形がイメー
ジできるといった程度の説明にとどめておきます。

【引用参考文献】
レポートに限らず、学術的文章を書く場合、先行研究を無視するわけには
いきません。それは、すべての学術分野が先人の研究の蓄積の上に成り立っ
ているからです。第 7章で詳しく触れることになりますが、文章を書く上で
は「引用」という形で現れてきます。引用したり、参考にしたりした文献のリ
ストをまとめて明示することは、レポートや論文においては最低限のマナーです。

2000字レポートを書いてみよう

本章では、レポートや論文に代表される学術的文章とはどのような文章で
あり、その基本構造はどうなっているかということを中心に話を進めてきま
した。レポートの形のおおまかなイメージを抱くことはできたと思います。
基本的にレポートが作文や感想文と違っているのは、言いたいことを先に書
き、後の文章で論証していくという点でした。論証は理由と根拠をていねい
に並べることで行なっていきます。
本書が目標とするのは、まず初心者である皆さんに 2000 字程度のレポー


