
レポートの書き方

I.　レポートとは

　「課題に応じて、自分が学習した成果を簡潔にまとめ 、その成果から得た結論を記したもの」
→自分が学んだ内容の報告書

■感想文ではない。（自分の思いだけを述べる文章はダメ！）

■あらたな知見を述べることが主ではない。（そこまでは求めていない！）

II.　手順

1.　「知彼知己者百戦不殆」

「相手をよく知って、自分のこともよくわかっているものは、何回戦っても敗れることはない。」（『孫

子』、「謀攻篇」より）とは、中国の兵法家、孫子の有名な言葉です。レポートは敵ではありませんが、

まずは「相手」つまり「課題の内容を正確に判断する」ことが重要です。

■もっともやっかいな課題

□「○○について」

□「○○についてレポートしなさい」

□「○○について感想をまとめなさい」

これらは、レポートに求められる条件がはっきりしておらず、やっかいです。

■事項や用語についての課題（条件付き）

□「『○○』という用語の持つ意味について」

□「『○○』という事柄について、具体例をあげて論述しなさい」

「用語の意味」「具体例をあげて」という条件があるので、まずそれをしっかり守ることが重要にな
ります。

■体験やフィールド・ワークの結果を述べる課題

□「嵯峨野地区の寺社における観光対応策について、実際に 3つの寺社を訪れて実態を調査したうえ

で論述しなさい。」

これも、「実際に３つの寺社を訪れて実態を調査」するという条件があります。



2.　言葉の意味

課題のポイントとなるような語句はたとえわかっていると思っているものであっても、辞書で調べ

ておきましょう。その場合、辞書は複数にあたることが必要です。なぜならば、辞書も誰かが書いた

ものであり、その内容が全面的に正しいという保証はないからです。
調べるときのお薦めの順番は「国語辞典→和英辞典→英和辞典→美術・デザイン用語事典などの専
門事典」です。

■例）「ユニバーサルデザインにとって大切なことを 1000 字程度でレポートしなさい。」

この場合「ユニバーサルデザイン」については授業の中で十分説明を受けたと思いますが、それでもなお調べてみる

価値はあります。とくにこのようなカタカナ外国語は要注意です。

ユニバーサルデザイン

高齢であることや障害の有無などにかかわらず、すべての人が快適に利用できるように製品や建造物、生

活空間などをデザインすること。アメリカのロナルド＝メイスが提唱した。その 7原則は、（1）だれにでも

公平に利用できること。（2）使う上で自由度が高いこと。（3）使い方が簡単ですぐわかること。（4）必要な

情報がすぐに理解できること。（5）うっかりミスが危険につながらないデザインであること。（6）無理な姿

勢を取ることなく、少ない力でも楽に使用できること。（7）近づいたり利用したりするための空間と大きさ

を確保すること。UD。（『デジタル大辞泉』）

非常に多くの意味があります。でも、おおもとの意味があったはずです。そこで、英語の "universal" と " design" を

調べてみます。

"universal"

1 全体［全部］の；万人（共通）の , 全員の；世間一般の　2 至るところに存在する , 普遍［遍在］的な；

一般的な；全般的な　3 宇宙の；全自然界の , 万物［万有］の　4 〈人が〉博識の , 万能の　5 《論理学》〈命題が〉

全称的な；《法律》（個人の権利・義務について）全体に関する［を含む］, 包括的［総体的］な .　6 《機械》〈機

械・道具・装置などが〉万能の , 自在な .　7 《金工》〈金属板［型］が〉ユニバーサル圧延機で圧延された；〈圧

延機が〉立て形エッジ圧延機がついている .（プログレッシブ英和中辞典より）

"design"

1 （形式・構造などの）略図 , 見取り図 , 設計図；（絵などの）構図 .　2 [U] 意匠 , 図案 , デザイン；[C] 模様；[U]

意匠術, 図案法, 構想法　3 計画, 企画, 腹案（⇒PLAN[類語]）；悪だくみ, 陰謀　4 [U][C]意向, 意図, 目的　5 ((～

s))（…に対する）邪悪［利己的］な動機をもつ計画 , 野心 , 下心 ((against, on, upon ...))　6 美術作品 .　7 仕組み , 

構造 .（プログレッシブ英和中辞典より）

国語辞典には「高齢であることや障害の有無などにかかわらず」とありましたが、英語の "universal" を見ると、「万

人共通、全員」とありますから、そのことがよくわかります。また、"design" を見ると私たちがふだん使っているのは

2番目の意味であり、英語を母語とする人たちと私たちでは「デザイン」という言葉に対して、微妙な感覚の違いがあ

るのかもしれないということが推測できます。「悪だくみ」なんていう意味もあることも知ることができ、ちょっと得

をした気分にもなります。



■文学的表現をしない。

いままでの「国語」の授業、とくに和歌や詩を学んだときのことを思い出してください。レポート

は文学作品ではないので、とくに以下のような表現は用いないでください。

□体言止め ･･･ 文の末尾を体言（名詞・代名詞）で終わらせる。

×　その時そこに設置されたのが《ダヴィデ》。もちろん、ミケランジェロの作品である。
○　その時そこに設置されたのがミケランジェロの《ダヴィデ》だった。

□倒置法 ･･･ 通常の語順を変更する。

×　その時にミケランジェロが彫ったのである、あの《ダヴィデ》を。
○　その時にミケランジェロが彫ったのが、あの《ダヴィデ》である。

□反語 ･･･ 疑問文の形式で、実際には「そうではない」「それしかない」というような意味を持たせる。

×「ミケランジェロがそんな失敗をするだろうか。」（「するはずはない」という意味を込める）
○「ミケランジェロならば、そんな失敗をするはずはない。」

×「誰がこんな《ダヴィデ》を作れるというのか。」（「ミケランジェロしかいない」という意
味を込める）
○「ミケランジェロだからこそ、このような《ダヴィデ》を制作できたのである。」

III.　終わりに

レポートを書くときにもっとも心がけて欲しいのは、「他人が読むものである」ということです。
履歴書は丁寧に書くけれども、レポートはそうしなくてもよいというものではありません。「他人に
読んでもらわないといけない」という点ではまったく同じです。その意味では、PCを用いてプリン
タで出力する方がよいのですが、「手書きに限る」という条件が付く場合もあります。

「上手な字」と「丁寧な字」、「下手な字」と「汚い（雑な）字」は別です。「下手」であっても「丁
寧に」書くことが大事です。

上手いけれども読めない字　

下手だけれども丁寧な字　　 　　

よい文章を書こうと思ったら「よい文章を読むこと」（言い回しが自然と身につきます）と「数多
く文章を書き、他人に読んで貰うこと」しかないと思います。「急がば回れ」「努力に勝る近道なし」
ということなのでしょうね。

3.　学習　

つぎに課題に応じた学習をするわけです。Webを使用して調べる方が多くいますが、「書き手のわ

からない文章、書き手がわかっていてもその分野の専門家でない人が書いた文章」は、基本的に信用

しないでください。内容の善し悪しを判断するには、その分野に関するそれなりの能力を持っていな

いと無理ですから、すでに誰かの判断を受けているものを選びましょう。図書や学術論文は、たいて

いの場合、その道の専門家が書いているので、原則として信用できます。なかでも、以下のようなも

のはとくに信憑性の高いものといえるでしょう。

■Web

□出版物をデジタル化したもの（『デジタル大辞泉』や『プログレッシブ英和中辞典』など）
□官公庁が発表しているデータ類（文科省の社会教育調査、総務省の「電子政府総合窓口」の法令デー
タなど）

□大学Webサイト（.ac.jp, .edu など）に掲載されている情報

■図書

□大きな本・分厚い本→専門的・網羅的である可能性が高い。

□新しい本→最新の研究成果だけでなく、過去の研究内容にも触れていることがある。

□大きな展覧会図録→最新の研究成果が紹介され、かつ関連文献表が充実している。

■学術論文

□学会誌→たいていは掲載にあたって「審査」があるので、信憑性が高い。

□新しい論文→「新しい本」と同じ理由。

3.1 探し方

探し方にも効率的な順番があります。「CiNii Books, CiNii Articles →本学附属図書館のOPAC →京
都市図書館など」の順をお薦めします。それには理由があります。

■CiNii Books, CiNii Articles

国立情報学研究所が提供しているデータベースです。CiNii Books は全国の大学図書館の蔵書（と
いうことは専門的な本が多いということ）を横断検索できます。これで、新しく・大きな本を探して

みましょう。またここでは「その本をどの大学図書館が所蔵しているか」も調べることができます。
CiNii Articles は学術雑誌に掲載されている学術論文を検索することができます。そしてその雑誌を
所蔵している大学図書館についてもわかります。

■本学附属図書館のOPAC

CiNii でどんな文献があるかわかったら、本学にその文献があるかないかを調べましょう。CiNii の

所蔵館情報に本学の名がなくても、実は所蔵されていることもあります。図書館までいかなくてもネッ

ト環境が整っていれば、本学Webサイトで「大学案内→関連施設→附属図書館→図書検索」とたどっ

ていくと、データベースにアクセスすることができます。

■京都市図書館など

残念ながら本学がその資料を所蔵していない場合は京都市図書館のデータベースを検索してみま

しょう。専門性の高いものはあまり期待できませんが、一般的なものなら見つかるかもしれません。



■それでも見つからない場合

大学図書館は、互いに資料の貸借りを行っています。CiNii で所蔵館を調べて、本学附属図書館の

窓口で「相互利用の申請をしたいのですが。」と申し出てください。「コピーを取り寄せる、現物を借
りる、先方の図書館を利用する」などのいろいろな方法で文献を手に入れることができます。

3.2 資料を読む

読む前に必ずノートやルーズリーフを用意してください。メモ用紙やクロッキー帳はお薦めできま
せん。コピーした文献の重要箇所にマーカーで線を引くだけというのもお薦めしません。読んだ内容
をノートに書き留めるのは面倒ですが、その方が確実に頭に入ります。その際に必ず守って欲しいこ

とが幾つかあります。

■書誌情報を最初に記す。
レポートを書くときに、どんな資料のどの部分を参考にしたのかを記さなければなりません。それ

を記さないものは、いわゆる「パクリ」、すなわち「盗作」になります。いままでは書誌情報を記さ
なくても「よく調べたね」とほめられたかもしれませんが、大学ではそうはいきません。これについ
ては、この資料の最後の部分を参照してください。

書き方にもルールがあります。
□著者名、『書名』、出版社、出版年。
□著者名、「論文名」、『雑誌名』、巻号、出版年、頁。
この書き方が基本です。しっかりと覚えてください。

例）小山登美夫、『見た、訊いた、買った古美術』、新潮社、2010 年。

　　岩﨑陽子、「香とことば : 生きられた空間認識のための一試論」、『文芸学研究』、18 号、

　　　2014 年、1-20 頁。

Webサイトの記し方は
□著者名、「サイト名やヘッダ名（ページのタイトル）」、URL（閲覧日）。
書いた人がはっきりわかるときは、必ず著者名を書いてください。わからない場合でも、そのサイ
トを公開している団体名を書いておきましょう。Webでは内容が頻繁に更新されるので、最後に閲
覧日を記しましょう。
例）池田光補、「オンライン文献の引用方法」、http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/
rosaldo/031008cite.html（2015.2.23）。

■内容をまとめるときに、もとの頁数もいっしょにメモる。
「どんな資料のどの部分を参
考にしたのか」を記さなければ
ならないのですから、もとの資
料の何頁にそれが書いてあった
のかをはっきりさせる必要があ
ります。
ちなみに私（芳野）は、こん

な風に見開きでノートを使って

います。

数も数も数も数も数も数も数も数もも数ももも数も数もも数ももも数もも数もももも数ももももももももいっいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい ししょ メにメモる。

■一人称の主語を多用しない。

「私は○○」「自分は○○」はなるべく使わない方がよいでしょう。レポートは客観性が求められま

す。一人称主語ばかりだと、学習・調査の結果を述べているのではなく、主観（思い込み）ばかり述
べていると受け取られてしまいます。

■記号に意味をもたせない。

以下の 2つの文をみてください。

ここには冷蔵庫と洗濯機がある。
ここには冷蔵庫や洗濯機がある。

ニュアンスの違いがわかりますか？最初の文は、冷蔵庫と洗濯機以外はないような感じです。二番

目の文だと、他にも多く家電がありそうです。

ここには冷蔵庫、洗濯機がある。

こう書くと読点（、）が「と」なのか「や」なのかわからなくなってしまいます。

粘土で制作、問題点が明確になったため石彫に挑戦した。
粘土で制作した結果、問題点が明確になったため石彫に挑戦した。
粘土で制作した結果、問題点が明確になった。それを解決するために、石彫に挑戦した。

最初の文より、後のふたつの方が読みやすく意味もはっきり伝わります。

■漢字を多用しない。

コンピュータを使っていると、難しい漢字でも変換して出してくれます。

×レオナルド・ダ・ヴィンチと雖も、素材選びに失敗したのである。
×３Dプリンタを用いたにも拘わらず、立体的に見えなかった。

自分が読めない漢字は、使わない方がよいと思います。
○レオナルド・ダ・ヴィンチといえども、素材選びに失敗したのである。
○ 3Dプリンタを用いたにもかかわらず、立体的に見えなかった。

また、「事」「物」は「こと」「もの」が適当な場合が、圧倒的に多いということも覚えておいてください。

×彫刻を作るという事は
○彫刻を作るということは

×グラフィックデザインという物は
○グラフィックデザインというものは



■出典をはっきりさせる方法

□引用の直後に（　）で、出典を記す。

□レポートの最後に、まとめて註として示す。

引用の数が少ない場合には、（　）でもかまいません。量が多いときには、註にした方がすっ

きりします。

■出典（書誌事項）の記載方法

記載のルールは業界（学会）によって異なりますので、担当教員の指示に従ってください。よくわ
からないときは、II.3.2 のルールにしたがってください。

■註のつけ方

さきほどの例を用います。レポート本文では、引用箇所のすぐあとに註番号を記します。

高橋秀元は日本の笑いについて「『わらひ』と『ゑみ』である」1 と述べている。

レポートの最後に註をつけます。

註

1. 高橋秀元、「滑稽と烏滸　論理の剥ぎとりと笑いの露出」、『反構造としての笑い』（山口昌男

監修）、NTT 出版、1993 年、193 頁。

4.4 記号の使い方

勝手にいろいろな記号を使う人をよく見かけます。記号にも意味があるので、首尾一貫した使い方
をしなくてはなりません。また、日本語で書くときには日本語で使われる記号を用いるべきで、"　"
（クォーテーション・マーク）や、？、！などの欧文の記号は使わないようにしましょう。

□「　」･･･会話文と引用箇所。
□『　』･･･書籍のタイトルと「　」内での「　」。→この資料の引用例をよく見てください。美術作
品のタイトルに用いる場合もあります。

□《　》･･･美術作品のタイトル。書籍と区別するために、作品タイトルにはよくこの記号が使われ
ます。《ダヴィデ》、《ひまわり》のように使います。

□ ・ （なかぐろ）･･･ 欧文をカタカナ表記するときに、スペースだった部分の代わりに用います。例
外もあります。「ヴェネツィア・ビエンナーレ」、「ジャクソン・ポロック」のように使います。代

表的な例外のとして、「ニューヨーク」があります。また、複数の語句を並置する時にも用いるこ

とがあります。「鉛筆・シャープペンシル、ボールペン、サインペンを持参してください。」のよう

に使います。

□p. 、pp. と頁 ･･･一頁だけを表すときは p. 、複数頁を表すときには pp. を使います。p. 3、pp. 5-9
となります。必ず .（ピリオド）を付け、その後は半角あけてください。
ただし、p. は日本語ではありませんから、「頁」を使うことを推奨します。

4.5 ワンポイント・アドヴァイス

■本文で課題を繰り返さない。

レポートの最初にレポート課題の語句をほとんどそのまま書く人がいます。課題はすでにわかって
いることなので、特別の理由がない限りは無駄です。

3.3 フィールドワークなどの実地調査

①事前準備

■行かなくてもわかることは必ず調べておきましょう。とくにインタビューをするときは事前調査が重
要です。有名なお寺に調査に行って、「ここは何時代にできたんですか？」などと聞いたら呆れられ

ます。インタビューでは「聞かなくてはわからないこと」を聞くべきです。

■調査事項の整理をして、ポイントをノートに書いておきます。調査票を作成してもよいでしょう。

■必ず持参するもの

□ノート（当たり前）

□筆記具（博物館では鉛筆しか使えない場合があります。）

□カメラ（携帯のカメラでもよいですが、限界があります。）

■場合によっては

□録音機材（インタビューのときには必須。携帯のヴォイス・メモでもけっこう使える。）

□動画撮影機材

□メジャー（道路幅を測ったり、建物の大きさを測ったり）

□単眼鏡（寺社ではとくに役立ちます。博物館でもガラスケース内のものを見るときに便利）

□懐中電灯（暗いところを見たいときに）

②実地調査

事前準備をしっかりしておけば、たいていは大丈夫です。むしろ大事なのは心構え。

□寺社は信仰の場です。仏像をただの「彫刻」として扱ったり、参拝客の邪魔をしたりすることのな
いように。

□アポイントメントがあるときには、けっして遅刻をしないこと。先方は貴重な時間をあなたのため
に使ってくれています。

③調査から戻ったら

なるべく早く調査結果を整理すること。時間がたてばたつほど、記憶が薄れます。
※さまざまな調査方法がありますが、それぞれに専門家が長いあいだ培ってきた「作法」があり
ます。われわれはまだまだ調査の素人。とくに観光系・デザイン系ではこれから調査をする機
会が多くなりますから、これらの本に目を通しておくとよいでしょう。

□上野 和男／高桑 守史他編、『新版　民俗調査ハンドブック』、吉川弘文館、1987 年。

□佐藤郁哉、『フィールドワーク　増訂版－書を持って街へ出よう』、新曜社、2006 年。

□轟亮／杉野勇編、『入門・社会調査法―2ステップで基礎から学ぶ』、法律文化社、2013 年。



4. レポートを書く

4.1 構成を考える

まず大まかに構成を考えます。とはいえ、たいていは定型があります。

□起承転結
「良い文章構成」の代表的なものです。しかし、「転」の部分（いっけん本論から外れているよ

うで、しかし結論でうまく本論と結びつくような内容の箇所）は、新知見を述べるようなしっか

りした学術論文レベルのもので効果をうみます。一般的なレポートでは、無理に入れる必要はあ

りません。

□起承結
「転」を抜いたものです。

□結起承結
まず最初に結論を書いてしまって、あとからその結論にいたった理由を記すものです。たとえ

ば制作に伴うレポートで「制作意図を記しなさい。」というような課題の際、「世界平和を願うこと、

それがこの作品の制作意図である。」というような文を、レポートの冒頭に書いてしまう方法です。

■起 ･･･ 何について、どのような方法でレポートするのかを端的に述べる。

近年、美術雑誌にとりあげられることの多い川内倫子について、その作品に用いられるモティー
フを統計的に分析し、ある傾向が見られるかどうかをレポートする。

ここ数年、嵐山の観光客が爆発的に増加している。しかし、丸太町を越えて北嵯峨方面まで足
を伸ばす観光客は非常に少ないように感じる。そこで、嵐山地区に近い清凉寺（嵯峨釈迦堂）を
訪れる観光客にインタビューして来訪の動機や旅程を調査し、北嵯峨観光の実態の一端を解明す
る。

このレポートでは、工芸の領域でもとくに陶芸に焦点をあて、ろくろ成形と鋳込み成形の技法
と陶土の質の関係について、いくつかの研究論文をもとにまとめてみる。

■承 ･･･ 起で書いた「方法」にしたがって、学習・調査の内容を記します。

川内倫子作品のうち、2011 年以降に制作された全作品を対象とし、そのモティーフを抜き出
した。その結果が以下の表である。」

■結 ･･･ 学習 ･調査の結果を端的に記します。

三条長辻から JR 嵯峨野線踏切までの間を目的地として訪れた観光客のうち、○○%しか清涼
寺を訪れないことがわかった。また、その原因として公共交通機関の不便さよりも、情報の少な
さがあるらしいということもわかった。」

4.2 図版、表など

アート系のレポートの場合は積極的に図版を入れましょう。本文中に入れるよりも、レポートの最
後にまとめて入れる方が手軽です。InDesign や Illustrator を使っているのなら、本文中に配置しても

わずらわしくないのですが、Ms-Word を使っていると体裁が崩れてしまうことが多く、お薦めでき

ません。

また必要によって、箇条書きにしたり表・グラフを入れたりということもあります。「図表を使っ
てはいけない」というような明確な指示がない限り、どんどん使いましょう。

4.3 引用するとき

ふたつのことを必ず守ってください。

１．引用箇所をはっきりさせること
２．引用元（出典）をはっきりさせること
引用箇所をはっきりさせるには、その部分を「　」（かぎかっこ）でくくることです。この場合、
引用元の語句をそのまま書き写さなければいけません。内容を要約して引用する場合は、「　」を使
いません。
これらを守らないと「著作権の侵害」という「違法行為」になり、ときには裁判で罰が科せられるこ

ともあります。「著作権の侵害」は他人の知的財産を「盗む」ことですので、絶対にしないでください。

■引用の例

□原文

ちなみに、日本での笑いを大別すると、「わらひ」と「ゑみ」である。「わらひ」は、おもしろ
さ、おかしさ、愉快さに口をあけて、声をだして笑うことであり、快活なようすをあらわす「わ
ららか」という古語と同語源で、活発でほがらかな表情である。これに対して、「ゑみ」は、花
のつぼみがほころぶとか、クリのいがや果実の外皮がはぜて実がのぞくようすなどの、ひび割れ
たり裂けたりする現象も含んだことばで、いわば内面を露出した状態を示す表情である。

□レポート内の文例

高橋秀元は日本の笑いについて「『わらひ』と『ゑみ』である」と述べている。
高橋秀元は「日本での笑いを大別すると、『わらひ』と『ゑみ』である」と述べている。
高橋秀元によれば、日本の笑いは「『わらひ』と『ゑみ』」に大別されるそうだ。

これらはいずれも、引用元の語句をそのまま書き写していますから、「　」を用いています。

高橋秀元は日本の笑いを、活発でほがらかな「わらひ」と内面を露出した状態を示す「ゑみ」
とに分けている。

これは、引用元の原文を要約しています。また、こんな文を見ることがよくあります。

『○○』という本に「××」と書いてあった。

文章は必ず誰かが書いたものですから、著者が明示されていない場合を除いては以下のように記し

ましょう。

△△（人名）が「××」と書いている。
△△（人名）が「××」と述べている。




