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1. レポートを通じて文章指導をすることの意義 

学生たちには継続的な指導が必要です 

 札幌学院大学では、すべての学科で 1 年生が論述・作文を受講しています。

論述・作文は大学生活で要求される文章の書き方を教える科目です。具体的に

は、レポートや卒業論文といった論説文の書き方を教えています。 

 論述・作文では次の 3 点を満たした文章を書く力を学生につけさせることを

目標に講義を行っています。 

 

(1) 書き言葉を適切に使い、 

(2) 情報を適切に扱い、 

(3) その情報を知らない人にもわかるように伝える。 

 

 この 3 点を満たした文章は、大学のレポートで求められるものであると同時

に大学卒業後にも必要とされるものです。就職活動で要求される様々な文書（エ

ントリーシートなど）や社会人になってから要求される各種報告書でも上に示

した 3 点が要求されます。 

 論述・作文では文章作成に関する講義を行うだけでなく、各セメスターで数

回学生たちに課題を課して論説文を書く技術の定着を図っています。各セメス

ターの最終課題（中規模の論説文の執筆）に関しては、合格点を取るまで 1 回

から 2 回の再提出を学生に要求しています（書き直しをせずに合格点に達する

学生はごく少数です）。つまり、提出と添削を最大 2.5 サイクル行っています。 

 このような取り組みによって 1 年次の終わりには一定の文章力がつきます。

しかし、学生たちに文章を書く技術を定着させるためには、2 年次以降の継続的

な文章指導が必要と思われます。最終課題の再提出を求められる学生が過半数

である事実は、2 年次以降も継続した文章指導が必要であることを示唆していま

す。また、文章を書く技術は、自転車の運転のように何年か用いなくても維持

されるものではありません。外国語会話と同様、しばらく使わないと錆び付く

ものです。 

 学生たちの文章力を維持し発展させるには、専門科目のレポートにおける文

章指導が有効と考えられます。専門科目の成績評価の手段としてレポートを課

している先生は多いと思います。レポートを課す際に文章指導を行うことを検

討していただきたいと思います。 

 文章指導が労力の多い作業であることは、論述・作文のスタッフ一同経験か

ら理解しています。この手引きでは、文章指導の際のポイントを示すと同時に

文章指導を効率化するノウハウを示します。具体的には、課題を課す際に留意

すべき点と課題を添削する際に留意すべき点を示します。 

 その前に専門科目のレポートで文章指導を行うことの意義について私見を述

べます。 
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専門の勉強は社会に出て役立ちます 

 大学で勉強することは社会に出て役立ちます。外国語や論述・作文のような

技術系の科目で学んだことだけが役立つのではありません。専門科目で学んだ

ことも役立ちます。学んだことにどのような意味があるのか整理すれば役立ち

ます。教室で学んだことのポイントを見つけ出し、それがどんな事実によって

支えられているか検証して整理する。この手順を身につければ、専門が変わっ

ても応用が利きます。自分が学んだことを整理する上で最も効果的なのがレポ

ートを書くことです。 

 レポートは報告書です。どのような情報を得たのか紹介し、それについて評

価を下す。これがレポートの最小限の内容です。社会に出てから要求される報

告書と共通です。扱う情報が学術的なものかどうかの差ぐらいしか両者の間に

は違いがありません。 

 専門科目でレポートを書くことは、社会人としての力を養う上で効果的です。

学生が在学中の専門と無関係の職業に就く場合ですら、役立ちます。書き言葉

で情報を発信する力がつくからです。 

 受講者数の多さからレポートを課すことが困難な科目もあるでしょう。しか

し、受講者数が二桁にとどまる場合はレポートを課すことを是非検討していた

だきたいと思います。
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2. レポート指導に関する提案 

必ず返却してください。添削してください 

 レポートを通して学生に文章力をつけさせるには、添削が必要です。そして、

添削したレポートを返却することが必要です。そうしなければ、学生は自分の

文章の問題点に気づきません。 

 成績評価の材料として位置づけるだけなら、レポートを返却する必要はあり

ません。レポートの返却は学生の成長を促すために必要なのです。 

 添削に基づいて改訂したレポートを再提出する機会を与えることができれば、

学生をより成長させることができます。また、学習内容の定着や単位取得率の

向上につながる可能性もあります。 

 

1.5サイクルの勧め 

 前項で添削したレポートを学生に返却し、再提出させることが文章力をつけ

させる上でも学習内容を定着させる上でも有効だということを書きました。こ

れは、学生と教員の間のレポートのやりとりを 1.5 サイクルにするということで

す。 

 1.5 サイクルのやりとりを可能にするには、レポートの締切を試験期間より前

に設定する必要があります。成績提出締切の時期を考えると、第 12 回講義また

は第 13 回講義を締切に設定し、第 15 回講義で添削したレポートを返却し、基

準に満たない学生に再提出を促すというスケジュールが必要になります。 

 このようなスケジュールを組むことができない科目も存在すると思います。

15 回すべてを講義に当てる必要がある科目もあるでしょう。しかし、そうでは

ない科目もあると思います。 

 先生方の担当している専門科目で 1.5 サイクルのレポートのやりとりが可能

かご検討いただけませんでしょうか。すべての科目で 1.5 サイクルのレポートの

やりとりをする必要はないと思います。学生が 1 年間に受講する科目の中に少

しでもこのようなレポートのやりとりをする科目があれば、1 年生の時につけた

文章力を維持・発展させることができると思います。 

 

1.5サイクルのイメージ 

 添削 

 

学生   教員 

 

 第 1 稿提出 

    評価 

  改訂稿提出 
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大規模レポートよりも中規模レポートを 

 期末にレポートを課す際には、10,000 字を超える大規模レポートよりも 3000

字程度の中規模レポートを薦めます。理由は二つあります。(i)中規模レポート

の作成は要約する力を養う上で効果的です。(ii)大規模論説文を書く機会は他に

もあります。 

 重要なポイントを要約する力は、社会に出る上でも社会に出てからも要求さ

れる力です。エントリーシートに学生が書くことを許される字数はごくわずか

なものです。その中で自分の個性をアピールするには、情報を要約する力が必

要です。要約する力を養うにはある程度字数制限のきつい中規模レポートを課

すことが効果的です。 

 学生の講義理解を確認することを目的とした学習レポートで必要になるのは

講義のポイントを的確に要約することです。このような要約の作業は社会に出

て要求される文章力を養う上で効果があると思います。 

 文献の内容を紹介させる場合も中規模レポートにした方がよいと思います。

長々と引用するのではなく、ポイントを自分の言葉で要約しなければならない

ように一定の字数制限を課した方が、内容の理解も深まります。 

 実験や調査を報告するレポートの場合、中規模では収まらないこともあると

思います。そのような場合は無理に字数制限を課す必要はないと思います。 

 レポートが中規模のものであれば、大規模のものに比べて添削も負担が少な

くなります。前項で提案した 1.5 サイクルを中規模レポートで実現した方が、返

却なしの大規模レポートよりも教育効果が望めると思います。 

 

「学べば伸びる」と考えてください 

 力不足の学生が多いのは事実です。しかし、学べば伸びる学生がいるのも事

実です。10 年近く前のことですが、ある非常勤の先生から「札幌学院大学の学

生にオリジナリティのある文章を書かせることは無理だ」と言われたことがあ

ります。入学時点でそのような学生がいることは事実でしょう。しかし、僕た

ちの仕事は学生に力をつけさせることです。卒業するまでに社会に出て通用す

る文章を書けるようにすることは可能です。 

 論述・作文の教員が 1 年次に文章教育を行うだけでなく、各学科の専門を担

当する教員がレポートの指導の際に文章指導を行えば、学生たちに文章力をつ

けさせることは可能です。文章指導を行うには、学生が提出したレポートを添

削して返却することが必要です。そして、前項で提案した 1.5 サイクルを実現す

ることが望まれます。 
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3. 課題を課す際のポイント 
 レポートを課す際に先生方は「こんな内容でこんなふうに書いてほしい」と

いうイメージを持っていることと思います。そのイメージをできるだけ明確に

学生に伝えた方が学生の方でも課題に取り組みやすくなりますし、提出された

レポートを添削する上でも有益です。以下に課題を学生に課す際に有益と思わ

れるポイントを示します。すでにここで示す取り組みを行っている先生も多い

ことと思いますが、ご確認ください。 

 

形式を明確に指定してください 

 論述・作文でもレイアウトや文献への言及の仕方について指導をしています

が、一般的なものです。先生方の分野固有の慣習がある場合は、その慣習に基

づいたレポートの形式を示してください。また、論述・作文で教えた一般的な

レポートの形式も学生によっては忘れていることがあります。レポートの投稿

規定では、次に列挙する点について形式を指定すると学生が文章を書く上で有

益です。また、投稿規定を注意深く読み理解することも文章理解のトレーニン

グになります。 

 

レイアウト：A4 判のことが多いと思います。上下左右の空白や 1 行の字数、1

ページの行数、本文の字の大きさ、タイトルや見出しの配置および字の大

きさ、氏名と学籍番号の配置、図表へのキャプションの振り方なども指定

してください。 

書誌情報の示し方：参照文献欄の形式だけでなく、本文中での言及の方法（「著

者の苗字（出版年）」か[n]（「n」は任意の整数）かなど）も指定してくださ

い。 

文体：常体で書かせることが普通だと思いますが、その常識がない学生もいま

す。地の文は常体で書くということを明確に指定してください。 

 

わかりやすい文章を書くことを要求してください 

 レポートの文章を読んで何が言いたいのかわからないという経験をしたこと

がある先生も多いことと思います。学生にレポートを課す際には、「君はこの文

で何が言いたいの？」と質問しなくてもよい文で構成された文章を書くように

要求してください。 

 教員は目の前に学生がいないときに採点・添削をします。「君はこの文で何が

言いたいの？」と質問できない状態で採点・添削を行うこと、意味がわからな

い文章は評価できないことを伝えてください。そして、次のようなアドバイス

をすると効果的だと思います。 

 

  



 6 

わかりやすい文を書くためのアドバイス 1. 

 2 行以上の長さの文を書くな。もし、そのような文を書いてしまったら、

複数の文に分割せよ。文が長くなればなるほど文法ミスが多くなり、読み手

に理解できないものになる。文が短くなるほど文法ミスは減る。 

 

 学生のレポートを読んでいて、「この用語を理解して使っているのだろうか」

という疑問を持った経験のある方も多いと思います。単語が不適切な文脈で使

われていると文章が分かりにくくなります。次のアドバイスは、講義内容の理

解を確認するのにも役立つと思います。 

 

わかりやすい文を書くためのアドバイス 2. 

 初出の専門用語には必ず解説を付けること。確かに教員は専門家だから専

門用語に解説がなくともわかるが、諸君は社会に出て専門外の人間を相手に

する必要がある。この専門分野を全く知らない人にも理解してもらえる文章

を書くことを目指せ。 

 

文章の構造を指定してください 

 章立てをある程度指定してください。最初の節が序論で最後の節が結論（ま

とめ）であることを指定するだけでなく、本論の構成もある程度指定してくだ

さい。「第 2 節で先行研究を概観したうえで、第 3 節で自分が最も有効だと考え

る分析を紹介せよ」といった具合にです。 

 レポートの性質により本論のあり方は変わってくると思います。学生はどの

ような構成にすべきか迷っていることと思います。レポートを課す際に、先生

方が求める文章の構成を明確に示しておくことは学生がレポートを書く上で大

いに助けになります。 

 

ブレーンストーミング、アウトライン 

 わかりやすい構成の文章を書くには下準備が必要です。アウトラインを作る

ことが必要です。そして、アウトラインを作るには与えられたテーマに関する

考えをまとめるためのブレーンストーミングが必要です。 

 レポートの節の構成は教員の方である程度指定してもよいと思います。その

場合でも、各節の内部をわかりやすいものにするには、節の内部の構成のアウ

トラインが必要です。各節でどんな内容を扱うのか、どの部分でより多くの説

明が必要になるのか、そういったことについて考えた上で執筆した方が効率的

です。 

 いきなり文章を書き出すのではなく、このような下準備をすることを学生に

勧めてください。急がば回れです。 

 

執筆の順序：本論から書け！ 序論から書くな！ 

 文章は前から順に読んでいくものですが、書くときにも先頭から書くとは限
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りません。ある程度以上の規模の文章は本論を書いてから序論を書くべきです。 

 序論は英語で introduction です。この単語は「紹介」も意味します。序論は

本論（と結論）の紹介です。紹介は、紹介する内容ができあがってからしかで

きないはずです。本論を書く前に序論を書くと、序論の内容が本論と食い違う

ことがあります。 

 序論と本論に食い違いがないようにするには、本論を書き上げた後で序論を

書くことが有効です。レポートを課す際には、「まず本論を書け、その上で序論

を書け。序論から書き始めるな」とアドバイスしてください。このアドバイス

は、序論が本論と同じぐらい長い頭でっかち型の文章を回避させる上でも有効

です。 

 本論をなかなか書き進められない学生もいることと思います。そんな場合は

「いきなり文章を書かず、まずアウトラインを作ってみる。その上で文章化で

きないなら相談に来なさい」とアドバイスするとよいと思います。相談に来る

場所は、先生方の研究室だけではありません。学習支援室や論述・作文の教員

の研究室に相談に来ることもできると学生に伝えてください。 

 

情報源を明示することを要求してください 

 学生がレポートで使う情報源はさまざまです。文献、調査で得た情報、実習

での体験。どのタイプの情報源を使うとしても情報を示すときには情報源を明

示することを要求してください。 

 調査で得た情報であれば、いつどこでどのような人（あるいはもの）を対象

に行った調査か示すように指導してください。実習での体験の場合も同様です。

情報源の匿名化が必要な場合は、先生方の専門分野で行われている慣例を説明

してください。 

 文献が情報源の場合は、次のスキーマを使って書くように勧めてください。

「○○」は情報源を指します。本文中での情報源への言及の仕方は分野によって

異なります。先生方の分野のやりかたを指導してください。論述・作文では「著

者の苗字（出版年）」という比較的広く用いられている情報源への言及方法を教

えていますが、これが唯一の方法ではありません。「△△」にはその情報を端的に

まとめた言葉を入れてください。 

 

○○は△△について次のように｛述べている／報告する／主張する／提案する｝。

[紹介する情報]。[紹介した情報についてのコメント]。 

 

例：遠藤(2013)は英語教育の改善のために次のように提案している。大学入試に

TOEIC を導入すべきである。この提案は大学入試の改善案ではあっても、

中等教育における英語教育の具体的な改善案とは言えない。したがって、問

題を正面から見据えた提案とは言えないのではないだろうか。 
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「紹介した情報についてのコメント」を「紹介する情報」のあとに必ず配置す

るように指導してください。このようにすることには複数のメリットがありま

す。 

 

メリット 1. レポートの中における紹介した情報の意義がはっきりする。 

 他の文献から紹介した情報が単なる字数稼ぎのためのものではなく、レポー

トの内容にとって必要なものであることが明確にわかります。 

 

メリット 2. 他人発の情報と自分発の情報の区別が明確になる。 

 コメントより前が他人発の情報で、コメント以降がその学生が自分で考えた

文章であることがはっきりします。 

 

 「引用などのかたちで文献から情報を紹介するのはいいけれども、コメント

できないような情報はレポートに引っ張って来ない方がよい」とアドバイスし

てください。 

 

情報源の指定：文献リスト、CiNii 

 学生にぜひ読んでほしい文献がある場合、文献リストを提示することが有効

です。 

 学生に自分で文献を探す力を付けてほしい場合は、CiNii などを使って調べる

ことを勧めてください。論述・作文の情報リテラシーガイダンスでも CiNii の

使い方は教えていますが、使い方を忘れてしまった学生もいるかもしれません。

レポートを課す際にもう一度使い方のおさらいをすると電子的な文献検索の技

術が定着すると思います。また、図書館でも CiNii の使い方を教えてくれます

ので、図書館に相談に行くように学生に指導することもできます。ここでも、

繰り返しは有効です。 

 ご存知のように CiNii ではキーワードに関連した論文を検索することができ

ます。学術雑誌に載った論文だけでなく、一般向けの雑誌に掲載された記事も

検索できます。CiNii は専門的な内容のレポートを書く上でも時事的なテーマを

扱ったレポートを書く上でも使えるデータベースです。 

 札幌学院大学図書館のウェブページには各種データベースへのリンクがあり

ます。是非利用するように指導してください。 

 

札幌学院大学図書館：http://lib.sgu.ac.jp/ 

 

推敲してから提出することを要求してください 

 必ず一度印字して推敲してからレポートを提出するようにアドバイスをして

ください。現在市販されているワープロソフトは英文を書く際にはスペル・チ
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ェックや文法チェックが十分機能しますが、日本語の同音異義語は修正してく

れません。スクリーンの上では「問題なし」に見える文章も印字してみるとミ

スが見つかることがあります。学生には、「推敲するために 1 回印字、提出する

ために、さらに 1 回印字する」とアドバイスをしてください。 

 自分で推敲しても自分の文章のミスには気付かないんじゃないか、そんな疑

問を持っている学生もいることでしょう。この疑問はもっともなものです。誤

字脱字ぐらいなら自分で見つけることができても、文法ミスを含む問題は自分

ではなかなか気づきにくいものです。このような不安を持っている学生には、

提出前に学習支援室でチェックしてもらうように指導してください。論述・作

文の TA からアドバイスを得られるはずです。 

 

自分ひとりで悩まず気軽に相談を 

 学習支援室には下記の時間帯に論述・作文の TA が入っております（下記の時

間帯は 2014 年度のものです。年度によって変更が生じる場合もあります）。学

習支援室では、1 年次だけでなく 2 年次以降の学生に対しても指導を行っていま

す。しかし、周知が徹底していないせいか、2 年次以上の学生が文章の相談に来

ることは稀です。積極的に、そして気軽に学習支援室に相談に行くようにアド

バイスをお願いします。1 年次に指導を受けた論述・作文担当教員に相談するこ

ともできます。 

 

学習支援室（C棟 2階）に論述・作文 TAがいる時間帯（2014年度） 

月・水・木・金 11:00-14:00 

火 12:40-15:40 

 

 なお、論述・作文の課題提出間際には学習支援室が混雑し、2 年次以上の学生

になかなか対応できない状況も生じると思います。そのような場合は、1 年次に

指導を受けた論述・作文担当教員の研究室に行ってみるようにご指導をお願い

します。



 10 

4. 指導のポイント 

 提出されたレポートの添削をする際には、読んで改訂に役立つコメントを書

くように心がけてください。以下、添削でコメントを書く際のポイントを示し

ます。 

 

文章力育成には添削が必要、個別指導が必要な場合も 

 成績評価のためだけならば受講生が提出した課題を返却する必要はないかも

しれません。しかし、それでは残念ながら受講生の「書く力」を伸ばすことは

できません。受講生が自ら作成した課題の改善点を添削を通じて指摘すること

は、受講生のライティングスキルをレベルアップさせるためには不可欠です。

そのためには課題を添削し、受講生に返却する必要があります。＞2. 「学べば

伸びる」と考えてください 

 とはいえ、書き言葉に習熟していない受講生の場合、課題の質が添削で対応

できないほど低い場合があります。あるいはせっかく添削してもその内容を受

講生が理解できない場合もあります。その場合は受講生を呼び出し、個別指導

を行うことが効果的です。また改善点が多くの受講生の課題について当てはま

る場合、講義内で全体講評の時間をとって解説する方法も有効です。 

 

不適切な情報操作（無断引用など）は減点してください 

 高校までの作文指導は情報源を明示することを要求されない、いわば物事の

叙述（再現性）を重視したものです。そのため大学入学後に作成された課題文

の中には、他人が書いた文章を不用意にそのまま情報源を明示することなく自

分の文章の中に使う、いわゆる「コピペ」が見受けられます。しかしこれは明

らかに剽窃・盗作であり、課題作成者本人の意図如何にかかわらず社会通念上

許されるものではありません。こうした誤った理解のもと学生を社会に送り出

しては学生本人も困ることでしょう。大卒者にふさわしい文章が書けるよう、

しつこいほど情報源の明示を徹底させてください。 

＞3.情報源を明示することを要求してください 

 その上で情報源が明示されていない文章が使われていた場合には、剽窃と見

なして厳しく減点してください。 

 

調査不足を指摘してください 

 先行研究の把握（文献調査）が不十分だったり、データが不足している場合

はキチンと指摘してください。中には文献を一つしか使用していない課題が提

出されることがあります。しかし問題を多角的に把握するには、単一の記事・

記述に拠るべきではありません。 
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 一方、図書館の蔵書に限りがあるため、特定のテーマに複数の学生が集中す

るとすでに関連文献はすべて借り出されている場合があります（事前に教員が

「指定図書」を指定すればこの問題はある程度回避できます）。 

 こうした場合、論述・作文では雑誌（定期刊行物）論文・記事や新聞記事を

利用することを勧めています。CiNii（サイニィ）などの論文検索システムもし

くは新聞記事データを積極的に活用するよう勧めてください。＞3.情報源の指

定：文献リスト、CiNii 特に後者は比較的平易なインターフェースなので敷居

が低いといえます。本学には「聞蔵 II」（朝日新聞）や「日経テレコン 21」とい

った優れた新聞記事データベースがあります。図書館カウンターで利用手続き

をすれば誰でも利用できるのでぜひ勧めてみてください。 

 情報の取捨選択に関して問題がある場合もあると思います。インターネット

で簡単に検索できる Wikipedia やブログの記事を情報源としてレポートを書い

てくる学生がいます。このようなレポートにはそのような情報源の信憑性の問

題などを指摘してください。そして、Wikipedia やブログの記事は二次情報であ

ることがほとんどです。できるだけ一次情報にあたるようアドバイスをしてく

ださい。 

 

述語に着目して文法ミスを指摘してください 

 書き言葉に習熟していない受講生の場合、つい話し言葉のような書き方をし

てしまい、一文が長くなったあげく文の先頭と末尾（述語）がかみ合わない、

いわゆる「文のねじれ」が生じがちです。話し言葉では不自然に思われなくて

も、書き言葉では文の先頭と末尾がかみ合った、ねじれのない文を書くよう指

導してください。文法ミスを指摘する場合は、下記のように改訂案を示す方法

以外に、問題となる箇所に下線を引いて「何を修飾？」「どこにかかる？」とい

った疑問文をコメントとして書く方法があります。 

 

文のねじれの例 1：私が地球温暖化というテーマを選択した理由は、今、ニュー

スや新聞で地球温暖化のことをよく耳にする。 

 

改訂案 1：私が地球温暖化というテーマを選択した理由は、今、ニュースや新聞

で地球温暖化のことをよく耳にすることにある/耳にするからである。 

 

 文のねじれは一文が長いことで生じやすくなります。上の例も、二つに分け

ることでねじれを解消できます。＞一文が長い 

 

改訂案 2：今、ニュースや新聞で地球温暖化のことをよく耳にする。そこで私は

地球温暖化をテーマとして選択した。 
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 また聞きなれない、あるいは使い慣れない語句を使ったため文がねじれる場

合もあります。下の例では、「由来は…つきました」がねじれている部分ですが、

そうした場合は受講生に積極的に辞書を使い、そこに記載されている用例を参

考に適切な使い方を習得するよう促してください。 

 

文のねじれの例 2：北広島市という名前の由来は、明治時代に広島県の人々がこ

こを開墾したことからつきました。 

 

改訂案：北広島市という名前の由来は、明治時代に広島県の人々がここを開墾

したことにあります。 

 

文体に関する指摘 

 文体には常体（ダ・デアル体）と敬体（デス・マス体）があります。レポー

ト・論説文では常体に統一するのが一般的です。両者を同一文章中で混ぜて使

わないよう論述・作文では指導しています。しかし、とくに、意見を述べる文

や従属節で敬体を使ってしまうミスが生じる傾向があります。敬体が混ざって

いる箇所に下線を引くなどして注意してください。 

 

例：～というケースは現在見られませんが、今後発生する可能性がある。 

 

 また、常体と敬体が混在している課題があった場合、コピペである可能性が

高くなります。＞不適切な情報操作は減点してください 

 

 ※なお、出典元の文章が敬体で書かれており、それを「 」（かぎかっこ）で

くくって引用している場合にかぎって、「 」内を敬体で書くことが認められて

います。ただしその場合は出典が明記されている必要があります。＞2. 情報源

を明示することを要求してください 

 

一貫した書き言葉であることを要求してください 

 社会に出るにあたっては、書き言葉と話し言葉とをある程度区別して運用で

きるようになるべきです。レポートにかんしては、話し言葉で書かれていても

内容がともなっていれば評価するという方針でもかまいません。ただしそのよ

うなケースでも、話し言葉が用いられている箇所については、逐一対応する適

切な書き言葉を示すことをお勧めします。 

 話し言葉と書き言葉の区別は、レポート課題のようなある程度の分量の作文

と、論説文の読み込みを通じて徐々に身についていきます。単に置き換え例を

示すのみでは身につきません。学生の書いたレポートに話し言葉が使われてい

る場合には、該当箇所を適切な書き言葉に置き換え、指摘する必要があります。 
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 とくに接続詞・接続助詞・副詞などに話し言葉が混ざるケースがあります。

両者の区別がついていない学生も一定数いますので、ひとつひとつていねいに

指摘する必要があります。 

 

置き換える必要がある話し言葉  対応する書き言葉への置き換え例 

  なので → したがって 

  だから → それゆえ 

  でも → しかし 

  それで → そのため 

  全然 → まったく 

  全部 → すべて 

  どんどん → 急速に 

  だんだん → 次第に 

  たぶん → おそらく 

  いちばん → もっとも 

  絶対に → かならず 

  自分は → 筆者は 

  普通 → （状況に応じて適切な語句に置き換える。

削除しても通じる場合は削除） 

  ○○的には → （同上） 

  （例：自分的には） 

 

  ※○○（だ）から → ○○（な）ので／○○ 

    （な）ため 

  ※○○（し）たら → ○○（すれ）ば 

  ※○○（だ）けど → ○○（だ）が 

  ○○（し）て → ○○（し） 

  ○○（し）ないで → ○○（せ）ずに 

 

※理由・条件・逆接の接続助詞は、単に置き換えるよりも、文を二つに分けた

ほうがよい場合があります。＞一文が長い 

 

誤字・脱字の指摘を 

 誤字・脱字が多いレポートは、「見直していない」ことを自ら証明しているよ

うなものです。就職活動時、エントリーシートの内容が同レベルである場合に

誤字・脱字の多い学生とそうでない学生のどちらがより評価されるでしょうか。

誤字・脱字は書き手の評価をさげる要因となります。 

 「論述・作文」では、清書前の課題を添削したうえで清書にとりかかるとい

う手順を踏んでいます。また後期は、提出課題をいったん受講者同士で交換し、

相互に推敲しあうという演習を取り入れています。いずれも推敲・見直しの重

要性を理解してもらうことをねらいとしています。＞2. 推敲してから提出する

ことを要求してください 
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 他科目のレポート課題でこのような手順を踏むことは困難かもしれません。

しかし、その余裕がある場合は下書きの推敲をする時間をとることをお勧めし

ます。誤字脱字の原因には入力ミス・同音異義語の誤変換・使い慣れない表現

の使用などがあります。同音異義語にかんしては、赤ペンで正しい語を指摘す

るよりも、辞書を引いて見直すよううながすほうが効果的でしょう。 

 

例：誤変換「× ～するということに異議がある（意義がある）」 

例：使いなれない表現「× ～せざる負えない（せざるを得ない）」 

 

一文が長い 

 話し言葉の感覚で文章を執筆すると、どうしても一文がダラダラと長くなっ

てしまいます。文が長くなると、文法ミスが増えます。さらに、読み手が文意

を把握することが困難となります。一つの文に多くの情報を詰め込むのは避け

るべきです。 

 理由（ので・から・ため）、条件（たら・れば）、逆接（だが、けれども）な

どの接続助詞が文中で使われている場合は、そこで文を分けることができるこ

とを指摘してください。＞2.わかりやすい文章を書くことを要求してください 

 

長い文の例：私はこれまで未成年だったので喫煙することはできなかったが、

20歳の誕生日を迎えた今日からは喫煙できる。  

改訂案：私はこれまで未成年だった。それゆえ喫煙することはできなかった。

しかし、20歳の誕生日を迎えた今日からは喫煙できる。 

 

 また、「具体的事実」と「それに対する自分自身の意見・見解」、「他者の見解」

と「自分自身の意見・見解」を同一文中で書かないよう指摘してください。そ

れぞれ明確に区別しないと、自分自身の意見が不明確になってしまい、結果と

して主張がわかりづらくなります。 

 

曖昧な文の例：札幌学院大学の分煙制度に私は反対である。 

（これだと「分煙制度」が現在実施されている制度なのか、これから実施され

るプランなのかが不明確） 

改訂案：札幌学院大学は分煙制度をとっている。この制度に私は反対である。 

（「分煙制度」が現在実施されている制度であることが読み取れる） 

 

用語の不適切な使用 

 使いなれていない書き言葉や表現は、しばしば使い方を誤ることがあります。

単に「不適切」とするのではなく、辞書等で用法を確認するよう指導すること

も重要です。 

 

論理の飛躍／論証不足の箇所がある 

 論拠と主張との間に飛躍があると、主張の説得力が落ちてしまうことを指摘
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してください。自分自身が出した答え（＝主張）に読み手が無事に到達するよ

うに、ていねいに論拠を展開する必要があります。 

 

 たとえば「明日は雨だ。ツバメが地面近くを飛んでいるからだ」というのは、

論拠を示しているように見えます。しかしこのとき「ツバメが地面近くを飛ん

でいるとなぜ雨になるのか」という問いに対する論証がなされていません。「明

日は雨だ。ツバメが地面近くを飛んでいるからだ。雨が降ることをいちはやく

察知した昆虫が草の陰に隠れるために地面近くにやってくる。それを捕まえる

ためにツバメが地面近くを飛ぶ。そのため、ツバメが地面近くを飛ぶと雨にな

る可能性が高くなる」というように、ていねいに論拠を提示する必要がありま

す。このようにていねいに展開すれば、主張に関連しない不必要な内容を書く

スペースはなくなるはずです。＞不必要な内容がある 

  

 論証不足の部分は、執筆している本人はなかなか気づきません。しかし、対

話してみると論証不足の部分も口頭で説明できることがあります。こうして不

足している論拠を気づかせることも可能です。これは個別指導でないと対応が

難しい部分です。 

 

不必要な内容がある 

 レポートの趣旨から外れた内容が書かれている場合、本来書くべき内容を十

分説明しきれていない可能性が高いです（字数稼ぎをしているようにも見えて

しまいます）。その箇所が本当に必要かどうか、推敲をうながす必要があります。

同時に論証不足の箇所を指摘するとより効果的です。 

 

不適切な表現 

 以下のような表現は説得的な文章を執筆する際には用いるべきではないこと

を指摘してください。相手を丸め込もうとする印象を与えるためです。 

 

～のは当然である 

→論証不足です。「前述の○○から、～であることがわかる」「～である。した

がって A は B である」というように、ていねいに根拠を示す必要があることを

指摘してください。 

 

よく知られているように／～は周知の事実である 

例：「飲酒運転が危険な事故につながることが多いのは周知の事実である」 

→データとともに示す必要があります。「○○によれば、交通死亡事故の XX％が

飲酒運転によるものだ」 

 

～については言うまでもない／～についての説明は不要である 

「これぐらいのことを知らない読者は相手にしない」という傲慢さを感じさせ

ます。 
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～が普通である 

→何が「普通」なのかがわかりません。相手が自分と同じ基準を持っていると

は限りません。 

 

※指導を効率化するためには 

 以上のようなチェックポイントを項目化し、添削することで効率よく指導す

ることが可能です。「論述・作文」では「課題を課す際のポイント」で示した「評

価用紙」のほか、添削結果に付す診断シートを付したうえで、課題を返却して

います。巻末に期末課題の評価用紙と診断シートと添削例を添付しましたので、

ご参照ください。 

 

 評価用紙を作ると、 

  ◎採点のポイントを明確化できます。 

  ◎採点対象を限定できます。 

「箸にも棒にもかからない」ではなくどこが問題なのかはっきりします。これ

は学生にとってもメリットとなります。 

 

 レポートが上手な学生の多くは、ここまで述べてきたポイントを執筆の段階

で意識できています（無意識にこれらのポイントを実践できている場合もあり

ます）。その一方で、レポートが苦手な学生はこれら習ったはずのポイントを忘

れてしまっている場合があります。各学期にひとつでもレポートが添削され、

返却されるようになれば、多くの学生が自分自身の文章に気を配るようになる

でしょう。添削指導は、学生が自分自身の力で文章を執筆できるようになるた

めには必要不可欠です。
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5. おわりに 

 ここで提案したことや提示したノウハウはごく常識的なことに過ぎない、そ

う感じた先生も多いと思います。先生方がそのように感じるのは、先生方が自

分の恩師からそのような指導を受けたからではないでしょうか。 

 私事になって恐縮ですが、この手引きの執筆者の一人の大学院時代の経験を

書きたいと思います。執筆者の一人は、すべての科目のレポートにコメントを

もらってきました。コメントは教員によって様々です。内容に関するコメント

だけを書く教員もいた一方で、文章に関するコメントを書く教員もいました。

時には「ずいぶん細かいことにこだわるな」などと思いながらコメントを読ん

だものですが、今となってはどのコメントも役に立ったと感じています。内容

をより説得力のあるものにする上で、コメントが役立ったのはもちろんです。

それだけでなく、文章に関するコメントは、自分の考えを誤解されずに相手に

伝える技術を身につける上で役立ちました。 

 一人ひとりの学生にできるだけ力をつけてもらって大学を巣立ってもらいた

いと私たちは願っています。皆さんもこの思いを共有していると思います。幅

広い教養を身につけること、専門的な知識・技術を身につけることはもちろん

大切です。そのような力があることを示すためには、表現力、なかでも文章力

が必要です。 

 レポートの指導を通して、講義内容の定着と文章力の向上を図ることは、学

生が社会に出る上で役立ちます。この手引きで示した提案とノウハウが、一人

ひとりの学生のよりよい未来につながることを期待します。 
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資料１（期末課題文の評価用紙） 

得点    /150 

形式面 

10 点減点  5 点減点 

A-1 3 割超の字数制限違反  B-1 左上ホチキス綴じなし 

A-2 1 割超の字数制限違反  B-2 ページ番号なし 

A-3 三部構成違反  B-3 フォント不統一 

A-4 長すぎる序論  B-4 タイトル/氏名/学籍番号形式違反 

A-5 全体の 2 割を超える引用  B-5 数字形式違反 

A-6 無断引用／情報源明示せず  B-6 アルファベット形式違反 

   B-7 記号形式違反 

内容面  B-8 段落形式違反 

10 点減点  B-9 参照文献欄書式違反 

C-1 問題設定が不明確  B-10 参照文献がインターネット記事のみ 

C-2 主張、立場が不明確  B-11 引用・要約形式違反 

C-3 主張と論拠の間に論理的飛躍  B-12 常体以外の文体 

C-4 問題設定と主張が非対応  B-13 話し言葉の使用 

C-5 匿名文献が参照文献の過半数  B-14 誤字脱字 

  B-15 漢字・かなの使い分け 

内容面  B-16 助詞の不適切な使用 

5 点減点  B-17 単語の不適切な使用 

D-1 序に背景説明なし  B-18 不適切な句読点 

D-2 自分と異なる意見の紹介なし  B-19 しつこい体言止め 

D-3 批判対象の容認なし  B-20 過度の省略 

D-4 批判対象への反論なし  B-21 文のねじれ 

D-5 論拠の展開が不十分  B-22 長すぎる文 

D-6 結びで議論をまとめていない  B-23 節の形式違反 

D-7 引用・要約へのコメントなし  B-24 略語・専門用語の説明なし 

   B-25 三つに満たない文献への言及 

   B-26 その他（           ） 

 

加点項目（以下、各 10点加点） 

+-1 オリジナリティに富む +-3 反論に足る批判対象の紹介 

+-2 説得力のある論の展開 +-4 文章の構成が明確 

+-5 参照文献が紙媒体のもののみ 

+-6 適切な相互推敲ができていた 

注意 

A-1「3 割超の字数制限違反」の場合、A-2「1 割超の字数制限違反」でも減点（計 20 点減点）。 
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資料２（期末課題文の診断シート） 

このシートは、あなたの課題に見られる傾向を示しています。あわせて、その傾向を改善する

ための方法にも触れています。他のレポート課題や日常の作文執筆の際に活用してください。 

 傾向 改善策 

 割付ミスがある 段落頭の字下げ、タイトル・氏名の位置など、復習しましょう。 

 誤字が多い 友人に見てもらい、正しい字を辞書で確認しましょう。 

 脱字が多い 見直す習慣をつけましょう。 

 漢字が多い ひらがなで書いても意味が通じる部分はひらがなにしましょう。教科

書 pp.5-6 を見直しましょう。 

 数字・記号・アルファ
ベットのミスが多い 

全角・半角の区別、統一した書式かどうか、教科書 pp.3-6 を見直し、

確認しましょう。 

 改行が多い 「意味のまとまり」に応じた段落分けをしましょう。 

 読点が多い／少ない 声に出して読み上げてみましょう。息継ぎが困難だったら修正の余地

があります。 

 主語と述語の非対応が
目立つ 

文末の動詞に対応した主語が、きちんと「○○は」「○○が」で示さ

れているかどうか、確認しましょう。 

 一文が長い 一文に多くの情報を詰め込みすぎないように気をつけましょう。 

「ので」「だが」の部分は、文を区切ることができるはずです。 

 「思う」「だろう」「か
もしれない」が多い 

あいまいな書き方は読み手を不安にさせます。自分自身の意見は自信

を持って断言しましょう。 

 話し言葉が多い 話し言葉と書き言葉を区別するためには、積み重ねが必要です。新聞

や評論文などを読む習慣をつけましょう。 

 文体が統一されていな
い 

敬体（デス・マス）と常体（ダ・スル）の使い分けを覚えましょう。 

 省略が多い 「他人の目」で読み直しましょう。説明不足の部分はありませんか。 

 余計な説明が多い 「他人の目」で読み直しましょう。脱線している描写はありませんか。 

 主張が不明確 問題設定が不十分だと主張も不明確になってしまいます。できるかぎ

り主張は具体的に、かつ簡潔に。構想の段階から意識することが重要

です。 

 脱線が多い アウトラインを細かく組み立ててから執筆しましょう。思いつくまま

に執筆していると脱線してしまいます。また、調べたことを全て書こ

うとするのではなく、不要な情報は思い切って削除することも必要で

す。 

 情報収集が不十分 どのようなレポートでも情報収集は不可欠です。執筆前に時間をかけ

て複数の文献にあたり、データや意見を収集しましょう。 

 引用・要約形式違反 引用・要約の形式を守れない場合、盗作の疑いをかけられる可能性が

高くなります。教科書の第 II 部第 5 章 86 ページ以降を読み直しまし

ょう。 

 書誌情報に不備がある 文献の書誌情報を正確に示すために、教科書の pp.100-101 を見直し

ましょう。 

 「清書」として不十分 レポートにかぎらず、他人が目を通す書類は「見た目」に配慮するこ

とが必要です。フォントの不統一・インクのかすれ・レイアウトのず

れ・汚れ・しわ・破れなどがある書類は、印象を大いに悪くします。

提出前に印刷し、よく見直しましょう。 

※重要なのは十分な見直し（推敲）です。友人同士で交換して推敲するのが有効です。友人に見

てもらうのが不安な場合は、学習支援室で事前チェックを受けることをおすすめします。 
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資料３（期末課題文の添削例） 

 


