
図書館ガイド
（レポート・論文の書き方編）

～理科教育専修向け～



読む前の注意事項

本ガイドは主に理科教育専修の方に向けて
作成しております。

そのため、他の専修に所属している方が
読むことはお勧めいたしかねます。

また、筆者の主観が入っておりますので
ご参考程度にお願いいたします。



１章
レポートとは
論文とは



レポートとは
• レポート：

すでにある文献 (研究) の内容を要約し、調査・実験の結果を
報告をするもの (白佐 2004; 石坂 2010)、またはそこに自分の
意見や感想を追記することで成立する (石田正樹 Science Writing, 
URLと閲覧日は引用文献ページに記載) ものである。

また、レポートも学術文書の一つである (酒井 2017) ため、
書き方は論文と同様に、論理的に自分の意見を述べることが望ま
しい。

※辞典や辞書によれば研究論文も含めてレポートという言葉が用いられる (例えば、白佐
2004) ため、本ガイドにおいてレポートは論文とは違い、主に教師から与えられた課題のこ
とを指すこととする。



論文とは
• 論文：

すでにある文献 (研究) よりも新しく、加えて妥当性のある議論
を論理的・実証的に展開したもの (石田正樹 Science Writing) で
ある。

レポートは課題を出した教員だけが読むが、論文は不特定多数
が読むため、他の教員や学生・研究者が理解できるように書かな
ければならない (石坂 2010)。

全員が読みやすいように
書き方がある。



2章
レポートの構成



レポート：構成①
• 基本的な構成：

• 補足

・「タイトル」「序論 (はじめに) 」「材料と方法」「結果」
「議論・考察」「結論 (まとめ)」「引用文献」「図表」という順
で構成される。
・文献の前に「注 (用語の説明といった補足の説明)」を加える時
もある。

・講義担当の先生によって書き方が違う場合があるので注意。
・「図表」は結果のところに張り付けても良いことが多い。
・名前の書き忘れに注意。



レポート：構成②
• それぞれの項目について：

<

タイトル 実験や調査の結果内容が分かるように簡潔に記す。
指示されることが多い。

序論 (はじめに) 研究の背景や必要性、目的を記す。考察を書く場合は考察と対に
なる存在。講義によっては、実験や調査前に説明される。

材料と方法

実験や調査で使った器具や材料を明確に示し、どのように実験や
調査を行ったのかこの項目を見れば誰もが真似 (追実験) できる
ように記す。
これも、実験や調査前に説明される。結果と対になる存在。

結果 実験や調査の結果を記す。事実のみを示すため、ここで「～と考
えられる」というような考察はしない。



レポート：構成③
• それぞれの項目について：

※理科教育に関する実験や調査を実施する多くの講義においては、
「タイトル」～「材料と方法」までの項目は、教員がレジュメ等に
示すことがほとんどである。そのため、それを基に作成すると良い。
また、それらの書き方を学んでおけば、卒業論文の執筆の際に役立つ。

議論・考察
得られた結果と「序論 (はじめに)」で書いた背景や目的と対
応させて、既往の研究を含めながら実験や研究によって明ら
かになったことや課題を考察し、1つの結論への導きを記す。

結論 考察から導かれた結論を記す。筆者の主張をメインに上述し
た項目についてまとめる。※考察のなかに組み込んでも良い。

引用文献 引用文献と参考文献を記す。後のページを参照してください。
図表 図表を記す。後のページを参照してください。



レポート：構成④
• 社会科学系のレポートについて：

• 基本的な構成は「タイトル」「序論 (はじめに)」「本論」「結論」
「引用文献」となる。

※適宜「図表」や「注」はいれる。

上のように本文は、自然科学系項目と対応させると書きやすい。

序論 (はじめに)
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結論
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3章
論文の構成

(卒業論文を書く人用)



論文：構成①
• 基本的な構成：
・「タイトル」「要約」「序論 (はじめに) 」「材料と方法」
「結果」「議論・考察」「結論 (まとめ)」「謝辞」「引用文献」
「図表」という順で構成される。
・レポートと同様に必要であれば、文献の前に

「注 (用語の説明といった補足の説明)」を加える。
・構成におけるレポートとの差は、「要約」と「謝辞」が加わる

ことである。



論文：構成②
• それぞれの項目について：

<

タイトル
論文の内容が分かりやすく簡潔に記す。
詳しくは、石井 (2021) を見ると良い。

要約
文字通り、論文の要約を記す。問題提起から目的、方法、結果、
考察を300～400字程度でまとめる。加えてキーワードを3～5つ
をその下に書く。Abstract (アブストラクト) ということが多い。

序論 (はじめに) 研究の背景や必要性、目的を記す。考察を書く場合は考察と対に
なる存在。

材料と方法

実験や調査で使った器具や材料、調査地を明確に示し、どのよう
に実験や調査を行ったのかこの項目を見れば誰もが真似 (追実験) 
できるように記す。結果と対になる存在。
※このために、実験や調査の記録はこまめにつけておくと良い。



論文：構成③
• それぞれの項目について：

<

結果 実験や調査の結果を記す。事実のみを示すため、ここで「～と考
えられる」というような考察はしない。

議論・考察
得られた結果と「序論 (はじめに)」で書いた背景や目的と対応さ
せて、既往の研究を含めながら実験や研究によって明らかになっ
たことや課題を考察し、1つの結論への導きを記す

結論 (まとめ) 考察から導かれた結論を記す。筆者の主張をメインに本文中のこ
れまでの項目についてまとめて記す。

謝辞 研究においてお世話になった人や機関に謝辞を簡潔に示す。
書きすぎる人が偶にいるが、書きすぎない。

引用文献 後のページを参照してください。
図表 後のページを参照してください。



4章
表記と図表について



レポートと論文における表現と表記①
• 全てのレポートにおける

文中の基本的な表現と表記の注意点：

・文体は「～だ。～である。」と常体で書く。
「方法」や「結果」は「～した。～であった。」

と過去形で書く。
・話し言葉のような表現は用いない。

例えば、×「なので」→○「したがって」
詳しくは近藤ほか (2019)を参照すると良い。



レポートと論文における表現と表記②
• 科学分野 (特に生物分野) における表記の注意点：

・文中で初めて生物名を出すときは、正式な学名をイタリック
(斜体) で書くようにする。
※イタリックというフォントがあるが、フォントの方ではなく

のI を押す。
・単位と数値の間には半角スペースを入れる。「％」や「°」の
場合は、半角スペースを入れない。

◎生物名や単位の詳しい説明は、石田正樹 Science Writing へ



レポートと論文における図表の作成
• 図表は、読者の理解を助ける存在 (石田正樹 Science Writing)。

• 基本的に本文から切り離されても単体で意味が分かるようにす
る。そのためにはタイトルや説明、注意書き、単位を過不足な
く記入しておく。

• 図のタイトルは図の下。表のタイトルは表の上に書く。

• 図表をレポートで張り付けた場合、それらを本文で必ず引用す
る。引用されていない図表は、いつ参照すればよいのか、張り
付けた意味何なのか分からないため、読者を困惑させる。

• 図表は基本的に文献の後に1ページに1つずつ示す。
レポートは例外的に結果の項目に示すことが多い。



4章
引用について



レポートと論文における引用①
• 引用を示さなければ、盗用・剽窃になる。

※引用の示し方は、学術誌や卒業論文であれば研究室によって違うこと
がある。本ガイドは筆者が所属している研究室のやり方である。

• 文中での引用
• 文中での引用の示し方は、名字 (20XX) または (名字 20XX) である。
前者は『名字 (20XX) は、引用引用と述べている。』
後者は『引用引用 (名字 20XX)。』といように用いる。

• 二人の共著の場合：名字・名字 (20XX)または (名字・名字 20XX)
• 三人以上の共著の場合：名字ほか (20XX) または (名字ほか 20XX)
• インターネットの場合：URLと最終閲覧日を括弧内に書く。
※半角括弧でその前後は半角スペース。後ろが句読点の場合は半角スペース入れない。



レポートと論文における引用②
• 「引用文献」の項目における

引用文献の書き方 (石田正樹 Science Writing)
• 論文の場合
著者名 (西暦) 論文のタイトル. 雑誌名, 巻号, ページ.
• 本の場合
著者名 (西暦) 本のタイトル. 出版社名, 所在地.
というように順番に書く。

※雑誌によって書き方が違うこともあるため注意する。
分からない場合は、実際の論文を見てみると良い。



レポートと論文における引用③
• Google Scholarで便利な引用の仕方

引用のところをクッリクする

下のような引用例が出てくる。
レポートであれば、
コピペでも問題ないと思われるが、
前ページの書き方に修正することを勧める。



おわりに
最後に、卒業論文を書いた筆者からアドバイスです。
多くの論文を読むことで、ある程度のレポートや論文の書き方は分かります。

特に卒業論文を執筆する方々は、自分の研究にオリジナリティがあるのか、差
別化をするためにも読むことは必須であると考えられます。

たまに「自分の研究は誰にも手を付けられていない (フロントランナーであ
る) 」と言い、論文を読まない学生がいます。しかし、なぜその研究に至った
のか、なぜそのような方法を実施したのか、既往の研究を基に説明しなければ
なりません。したがって、論文を読む必要性は、すべての学生に当てはまるこ
とであると考えられます。

所謂「良い論文」を書く学生は、これを早い段階からはじめています。筆者
は論文を読みはじめるのが遅かったので、ここにアドバイスとして記しておき
ます。



本ガイドの
引用文献と参考文献
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