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　通信教育部の学生の皆様は、お仕事などの後に頑張って、レポート作成に日夜いそしんでおられること

と思います。今回、レポート作成におけるアドバイスをいくつかお話したいと思います。

　まずレポート作成の上で大切なことは、指定の教科書のレポート課題について記載されている箇所をよ

く読むことです。このことは、あたり前のようですが、大変大切です。なぜかと言いますと、そこにレポー

ト作成上抜かしてはいけない重要な事項が記載されているからです（つまり、教科書には、レポート課題の

解答が書かれています）。そして、教科書で理解ができない場合や、わからない箇所があれば、ウェブサイ

トの検索エンジン（正式には、CiNii※1ですが、GoogleやYahoo!でも大丈夫です）で調べて補足します。

　次に大切なことは、皆様がレポートに書きたいことを項目ごとに読みやすくまとめることです。例えば、

『児童虐待について述べなさい』というレポート課題が出されたとします。児童虐待には、①身体的虐待②

性的虐待③ネグレクト（養護放棄）④心理的虐待の4つがあります。それぞれについて定義と症状（サイン）

について記載します。そして次に、児童虐待を早くに発見するための手がかりや被虐待児や保護者などの

ケアなどに記述を進めていきます。

　あとは、皆様多忙かと思いますので、例えば、通勤時に教科書を読む、夕食後の数時間など時間を決めて

レポート作成に使うなど上手に時間を生み出して下さい。皆様の健闘を祈っています。

※1  聖徳大学の在学生用学内サイトの川並記念図書館に入ります。そして情報検索サービスのGeNii（国立情報研究所）を指示し
て、論文をさがす→CiNiiにて論文を検索します。

児童学科 宮川 三平先生
担当科目：（学部）児童学の保健学的基礎Ⅰ、小児保健Ⅰ、保育内容指導法Ⅰ・Ⅶ

　こんにちは。レポートを読ませていただいている評価者の一人から、皆さんのレポートについての注意と記

述内容への期待を含めて、私の考えを述べさせていただきます。

（1）まず、注意事項。高い評価が得られないレポート

① 単位を取得するために、ただ紙面を埋めているかのように思われるレポートです。自ずと、記述内容に一貫性

はなく、誤字脱字の多いレポートです。読みながら、不快感が募ります。再提出が求められることがあります。

② どこかで、読んだことがあると感じさせられるレポートです。特筆する事例が記述されている場合には、すぐ

に「あのレポートと同じだ」と脳裏に浮かびます。その場合、友達のレポートをコピーしたかのような同様な

内容です。こんなに偶然性が重なることは滅多に無いはずです。両方とも再提出を招くことになります。

③ 設問課題と内容が異なるレポートです。課題と全く異なるレポートもあります。忙しい中で､ 複数の課題を書

きあげ、発送の際の綴じ込みミスと考えられます。最終的なチェックが必要です。

　以上が、提出されたレポートについて、同様な事態が生じないための注意です。

　それでは、どのようにレポートを書き上げることが望ましいのか、そのポイントについていくつか述べてみ

たいと思います。

（2）高い評価が得られるレポートの書き方

①  設問課題をよく読み、何を求められているのか、その課題に正対して記述することが大切です。そのためには、

課題の中のキーワードに下線を引き、意識しながら、レポートすることが大切です。

② 課題の文中に「あなたの考えを述べなさい」とある場合、「あなた」とは、レポート作成者を指していますので、

自分の考えを書かなければなりません。文章中には、「私は、…と考える。」という主語を明確にしたレポート

が大切です。

③ 「具体的な事例を通して…」と記述が求められている場合、教育実習での実践や参観した授業体験を通して記

述することが大切です。しかし、未実習の場合には、参考図書や他者の実践記録から、自分が最適と考える事

例を選択し、展開のすばらしさを読み取り、自分の考えを創るもとにしてください。ただし、入手した指導案

を、そのままコピーしてレポートに添付するだけでは、評価が得られません。

④ 誤字、脱字、文脈の乱れなどは、評価を下げる原因になります。必ず、読み直し、振り返り、修正をして提出す

る「ゆとり」持ってください。

　以上、望ましいレポートの書き方について述べてきましたが、この観点は、教員採用の論文審査の評価観点と

同じです。合格への道を獲得するには、このレポートを書き上げるときから、論文の記述練習だと考えて真剣に

レポート作成に励んでください。皆さまのご健闘とご活躍を期待しています。

教職研究科 宮下 英雄先生
担当科目：（学部）理科Ⅱ、理科教育法

　レポートの書き方には、「これでなければならない」といった形式はとくにありません。ただ「課題レポ－ト」

は、その課題に沿って作成することが必要です。よいレポ－トとは、読んだ教員の印象に強く残るものです。そ

れには論旨がはっきりしているとか、語彙が豊富であるとか、分析が明快であるとか、起承転結がはっきりして

いるとか、いろいろなポイントがあります。

　次にレポ－トの書き方の一例を述べます。

１． 「課題」に関する著書・論文・資料等の要旨や概要を短く述べます。例えば「著者の観点は…ということであ

る」「資料は…について書かれている」などです。

２． 次に自分の考えや意見を表明します。例えば「私は著者の考えに基本的に賛同する」「自分は著者の立場に組

みすることはできない」などです。

３． 自分の考え方を裏付ける研究、報告、資料、実情などに言及します。自分の視野の広さを示すことも大切です。

４．自分の立場を論述します。この部分は3と重なることがあります。

５．最後に結論を述べます。

６． その他いくつかの留意点をまとめておきます。レポ－の表記は「…である」調とします。レポ－トは感情表

現は必要ありませんので「感じる」「思います」「ではないでしょうか」などの表記は使いません。「考える」「考

えられる」「思われる」「ではないかと考えられる」などの表記を使います。

社会福祉学科 高尾 公矢先生
担当科目：（学部）社会Ⅳ、児童学の社会学的基礎Ⅰ、諸外国の社会福祉Ⅰ・Ⅱ、福祉科教育法Ⅰ・Ⅱ
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　スクーリングがない科目では、教員は学生さんと顔を合わせる機会が全くありません。レポートのみ

のつながりです。となりますと、教員にとってレポートは学生さんご本人そのものですから、一生懸命

読んで評価します。

　そこで、誤字・脱字や変換ミスが目立つとなるとどうでしょう。レポートが皆さんのお顔としたら、

目は縦に、口は逆さまに、鼻は顔の外に置いてある、まるで福笑いの顔です。そんなレポートは、評価者

に「真剣に取り組んでいない」「いい加減だな」という印象を与えてしまいます。これは提出前に必ず見直

しをすることで防ぐことができますね。

　原稿用紙の使い方にも気を付けましょう。改行後は1文字空ける、句読点や    」     ）っゃゅょは行の最初

に書かず、前の行の終わりに入れます（PC等でしたら、禁則処理設定をします）。小学校で習ったはずで

すが、すっかり忘れている方が結構いらっしゃいます。

　清書する前には必ず頭の中をクリアにして読みなおしてみましょう。1文が長すぎていませんか？80

－100字程度でまず一度文章を区切ってみましょう。そうすると主語と述語の関係が明確になり、わか

りやすい文章になります。なにがどうなっているのか、主語を明確にすると文章がスムーズに流れます。

　内容としては、指定教科書からの抜き書きで終わらせないことが前提となります。もちろん必要に応

じて引用することはあるでしょう。しかし抜き書き、切り貼りのレポートは評価できません。レポート

=皆さんの顔がフランケンシュタインのようになってしまいます。いくらカッコイイ俳優さん達の顔の

パーツを集めてきても、ただ貼り合わせただけでは、ものすごくかっこ悪い顔になります（雑誌等から切

り抜いてやってみてください。なんで？と言いたくなるくらい悲惨です）。

　それから引用する時は必ず出典を明らかにしなくてはいけません。明示しないと盗作になってしまい

ます。これは泥棒行為です。

　レポートは切り貼りでも感想文を求めているのでもありません。指定教科書だけでなく、関連する文

献もぜひ読んでください。そこから理解したことを書きましょう。

　最後に一言。勉強すること、レポートを作成することを、どうぞ楽しんでください。たとえレポートに

不合格判定が出ても、何度でも書きなおせばよいのですから…。

　通信教育部で学ぶ皆さんは、教科書を読んで学習し、レポートを提出して単位をとり卒業するわけで、

レポートをいかに書き上げ科目終了試験に結び付けるのかで学習の期間が左右されます。教員もレポー

ト添削を行い、レポートを通して学生とふれあい、学習の成果を上げていくことになります。そのレポー

トを如何に書き上げるか、添削を通して感じたことを述べたいと思います。

　まず、レポート課題をしっかり読んでいるのかということです。教員のレポート課題の意図を読み取

ることが必要なのですから、課題を読み取る力をつけることです。

　多くの人が、教科書の抜粋といってよいと思われるレポートです。枚数の制限もあると思いますが、

教科書教材をどう切り刻んで、つなぐかということになるので、肝心なところに行き着く前に枚数を使

いすぎ、大切なところが書かれていないとか、同じことを繰り返し述べ大切なところが書かれていない

ものも多くあります。教科書以外に参考とした文献も多くの人が同じもので、同じ文面になってしまう

ことも多いようです。

　はじめに戻りますが、レポート課題の意図はどこにあるのか、課題で求めているのは、学習したこと

の内容そのものなのか、学習したものから導き出される考えなのか、事例を使って論じるのか、単純に

事実なり、考えを説明すれば良いのかを考え回答を提出して欲しいと思います。

　レポートは、論述なので、箇条書きではなく論じて欲しいものです。強調したいことなどを論じる方

法として、箇条書きを使うことは良いと思いますが、箇条書きだけでは困ります。論述なのですから、は

じめに（序論）→対象→結果→考察→（本論）→まとめ（結論）参考文献となります。参考文献は別に書い

てもらうことになっています。結論に課題と異なることが書かれていれば再提出になります。

　課題の例で言うと、「○○と○○の違いについて説明し自分の考えを述べよ。」とします。序論では、○

○と○○についてどう考えるかを論じ、本論では○○と○○の現状と違いを説明する。結論で、○○と

○○の違いについての私論をまとめることになります。結論に教科書で書かれたこと、国の考え方を論

じても回答にはならないのです。問いは、自分の考えを求めているのです。

　以上のことを参考に学習してください。なお、社会福祉関係の教科は、国の制度がこまめに変わって

いることから教科書も毎年内容が異なります。教科書が追いつかないことも多く、学習し難い事と思い

ますが、頑張って新しい制度の学習にチャレンジしてください。

　レポートではなく科目終了試験でも問題をしっかり読んでいない人が多くいます。例えば「2問以上解

答すると3問以後は無効とします。」と書いてあるのに全問解答している方がいます。参考まで。

心理学科 河野 千佳先生
担当科目：（学部）病院臨床心理学

社会福祉学科 成瀬　光一先生
担当科目：（学部）障害福祉論Ⅰ・Ⅱ、社会福祉援助技術現場実習、医療ソーシャルワーク論　他
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保育科 岡田 耕一先生 
担当科目：（短大）保育原理Ⅰ-1、Ⅰ-2　（学部）保育原理Ⅱ

　思うようにレポート作成ができなくて、悩んでいらっしゃる方がいるでしょう。でも、通信教育部に

入学された方で、文章を書けない人はいません。書き方のコツがわからないだけです。以下のポイント

を守ってレポート作成をしてください。

●ポイント1　「履修と学習の手引」「学習のしおり」「レポート課題集」をしっかり読みましょう

　最初に「履修と学習の手引」「学習のしおり」の「レポートについて」を何度も読み返してください。ど

の教科にも共通する、「レポート作成の基本」について示されています。　　　

　次に「レポート課題集」で、各教科の先生方のアドバイスをきちんと理解しましょう。各教科の先生方

が求めているものを、しっかりつかむことが大切です。

●ポイント2　レポートの形式（書式）を守りましょう

　レポートの形式を守らずに、自分勝手に文章を書く人がいます。「履修と学習の手引」「学習のしおり」

にも、レポート作成にあたっての原則が書かれています。もし十分に理解できないようでしたら、レポー

トの書き方についての参考書（薄いもの）を1冊だけ読んでください。

●ポイント3　レポートの「講評」を大切に活かしましょう

　どのような評価であっても、先生方のレポート講評を次のレポート作成に活かしてください。そのこ

とが、より良いレポート作成につながっていきます。

●ポイント4　通信生のレポートからのアドバイス

　通信生のレポートから、皆さんにぜひ実行していただくポイントは次の通りです。

・テーマを正確に理解してレポートを書きましょう（テーマとは関係のない内容は書かないこと）

・テキスト、参考文献の写しをしてはいけません（長い引用は要約するように）

・小見出しをつけましょう（読み手にわかりやすい工夫を）

・「である」調で書きましょう（「である」と「です」を混ぜないように）

　レポートは何のために書くのか。単位を、という前に、レポートによって、自分が学び考えたことを文章にし、

それを他人に読んでもらう、というプロセスがある。つまり、レポートは、あなたの代わりに、あなたの考えたこ

と、学んだことを、他人に伝えるものとして存在しているのだ。

　参考文献や参考書、あるいは学習指導書や教科書をつなぎ合わせてレポートとして提出してくる場合が、ある。

参考文献を写しただけで、自分の考えがまったくないのに、これは、レポートとは言えない。

　では、自分の考えをまとめるためには、どうしたらよいか。

　まずは、しっかりした参考文献（一般向けの書ではなく、専門書を指す）を数種類読む。その際、何か気になる

こと、あるいはわからないことがあれば、それをさらに調べる。例えば、平安時代の日記文学を調べるとしよう。

いつ頃から、どんな作品が書かれたか、どんな特徴があるか、作品と作者について、など次々に学んでいく。その

中で『更級日記』の題名が気になったとしよう。『更級日記』について、作者について、さらに詳しく調べていくこ

とになる。

　答えは、場合によっては、見つからないかもしれない。しかし、調べていくことによって、この作品と作者につ

いて、かなり詳しく学ぶことになるだろう。その結果、答えは見つからないが、この作品に関して、一つのまとまっ

た知識を得ることができ、それに基づいて、自分の考えを持つことができる場合が多い。その、自分の考えを書

きつけることによって、そのレポートは、あなた独自のものになるのだ。

　もちろん、平安時代の日記文学の特色や歴史を記し、各作品について記したあとで、『更級日記』を特に取り上

げて、あなたの考えを記すようにしなければならない。この点が、ことに大事な点である。

日本文化学科 中野 沙惠先生 
担当科目：（学部）江戸時代文学史Ⅰ・Ⅱ

　通信教育においてレポート作成はその中心であり、通学課程でいえば授業の理解度を示すものであるといえま

す。対面式の授業でない以上避けては通れない道です。私も地域福祉論を担当するようになり、たくさんの方の

レポートを添削してきました。その経験から、レポートに何を求めているのかを少しまとめてみました。

　レポートに私が求めているものは、「教科書の内容」ではなく、その裏にある「大きな流れ」です。よく見受けら

れるのが、課題に沿った教科書の部分を抜き出してレポートにしているものです。確かに書き写すことも無意味

ではありません。「ああ、こんなこともあるんだ」というような知識の確認はできます。しかし、そこから「では、

この場面では、あの知識が使えるな」といった知識を活用できるまで考えを深めることができたかを確認するこ

とはできません。つまり、教科書を見て、さらに一歩踏み込んで、その内容がなぜ生まれたのか？どうしてその

ような過程をたどったのか？それによって、どうなっていくのか？など「知識の広がり」を私は確認したいと考

えています。

　以上のようなことができるようになれば、どのような科目にでも共通したつながりが見えてくると思います。

それこそが「基本理念」や「基礎概念」と呼ばれるものであり、学問で本当に身につけなければならないものです。

　通信教育であっても「大学」です。資格取得も重要ですが、それよりも大切なことは、多様な考え方に触れ、考

えを深め、自分のものとしていくことだと思います。教科書で見たことではなく、教科書や参考文献から学んだ

ことを形にしてみてください。

保育科 大野 地平先生
担当科目：（学部）地域福祉論、社会福祉計画論、社会福祉運営論
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日本文化学科 辻 英子先生
担当科目：（学部）奈良・平安時代文学史Ⅰ・Ⅱ
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●レポートを書くにあたって、アドバイスやポイントを教えてください。
　何通もレポートを書いて提出していくうちに、書き方のコツや自分なりの書き方が見つかってくると思うので、まずは、簡

単そうな科目や興味のある科目から、どんどん書いてみると良いと思います。

　私のレポートの書き方は、

①課題で何が問われているのかを把握する。

② 教科書や、課題に関連する参考書を読んで、基本を押さえる（ここで内容を理解していないと、レポートを書く時に、自分で

何を書いているのか分からなくなってしまう）。レポートで使えそうな部分やページは、書き出しておく。

③課題に沿った自分なりのテーマや、具体的な焦点を決める。

④序論・本論・結論で書く内容を簡単にメモして、全体の流れを考える。

⑤④のメモに肉付けしていく感じで、大体の文字数を合わせながら、下書きをする。

⑥内容や文字数を調整し、清書する。

　簡潔で、分かりやすい文章を心がける。結論では、課題に対して、明確な答えを示す。という感じでした。

●レポートにどのように取り組んだか（場所、習慣、スケジュールなど）教えてください。
　まず、いつの科目終了試験を受けるために、いつの締切日までに、どのレポートを提出するかを決めました。そして、そのた

めには、どのくらいのペースでレポートを書き上げればいいのかを考えていきました。

　基本的に、レポートは、ほとんど家で書きましたが、参考書を探しに図書館に行く時には、教科書などを持って行って、その

まま図書館で勉強することもありました。

　私は、一日に何時間とか絶対にここまでというようにきっちりきめてしまうと、出来ない時に焦ってしまうので、「今週中に

ここまではやる」というくらいに、大まかな計画を立てるようにしました。

　どうしてもやる気が出ない時には、無理せず思い切って休んで、その分頑張れる時には頑張って勉強をしたことが、4年間諦

めずに勉強を続けられたコツだと思います。

●レポートに行き詰まったとき、どのように対処しているか教えてください。
　初めのころは、専門的な知識もなく、教科書の内容が全く理解できないこともありました。しかし、関連している科目がた

くさんあるので、他の科目の勉強を続けているうちに、色々なことがだんだん分かってきました。他の科目の教科書が、参考

書として使えたこともあります。

　下書きや清書は、一気に終わらせてしまった方が混乱しなくていいですが、その前の段階では、同じ科目の他の課題や、他

の科目も、同時進行で勉強すると、息抜きのようにもなって良いと思います。他の科目を同時進行で勉強する時には、なるべ

く関連のある科目を選ぶようにしました。

　具体的にどのようにレポートを書けばいいか迷った時には、友人にどんな風に書いたかアドバイスをもらったり、どうして

も進まない時には、一度手を離して、数時間後や次の日などに考え直してみると、良い考えが浮かんでくることがありました。

●レポートを書くにあたって、アドバイスやポイントを教えてください。
　入学するまでレポートを書く機会がほとんどなかったので、まずレポートの書き方について知るところから始めました。

初めは図書館でいくつか借りてみましたが、先生から「伝わる・揺さぶる！文章を書く（PHP新書）」という本を薦められ、

手に取りました。レポートだけでなく、文章を書くこととはどういうことかが分かりやすく書かれていて、とても気に入っ

ています。実際書いてみても思うように合格できない時には質問票を使ったり、スクーリングのときに友人からアドバイス

をもらったり、色々な人の意見を参考にすることで、見えてくることがあると思います。一人で悩まず、思い切ってSOSを

出してみることも大切なのではないでしょうか。

●レポートにどのように取り組んだか（場所、習慣、スケジュールなど）教えてください。
　仕事や家庭のこともやりながらの学習ですので、主な学習場所は自宅となりました。聖徳大学の図書館で通学生に混じっ

て勉強したこともあります。学習のペースとして「1日最低1時間は勉強する」という目標を一つだけ作り、例えば残業で遅

くなった日は無理せず翌日の朝少し早く起きて勉強するとか、深夜ふと始めるとか、自分の出来る時間に出来るだけ勉強し

ようと思っていました。どちらかというと朝の方が集中して取り組むことができたような気がしています。

　取り組み方として、スクーリングや実習に関係する科目から先に取りかかるように気をつけたことと、郵送代を節約する

ために、科目試験やスクーリングで登校するときにまとめて提出していました。

●レポートに行き詰まったとき、どのように対処しているか教えてください。
　行き詰まったことはしょっちゅうありました。そんなときは、一旦その科目から離れて他の科目に取りかかってみました。

違った科目でも何かしらの共通点があったりするので、そこからヒントを得られることもあり、突破口となりました。また、

友達との情報交換から「私だけがスランプに陥っているのではない。みんなも同じ経験をしているんだ」ということを知っ

てやる気を取り戻したこともあります。

　また、合格できない科目にいつまでもこだわるよりも、科目変更できるものは科目変更の手続きをとってみるというのも、

一つの手段だと思います。目先を変えてみるとそこから見えてくる新しい発見によって前に進む活力が生まれてくること

と思います。

年齢：30代　学科：社会福祉学科 年齢：20代　学科：社会福祉学科　入学形態：正科生

●レポートにどのように取り組んだか（場所、習慣、スケジュールなど）教えてください。
　暇があれば読書をすることを習慣にしています。基本的には、休みの日しか勉強はしません（仕事の日は、疲れで頭がまわらなく、

いい文章は書けないと思うので）。

●レポートに行き詰まったとき、どのように対処しているか教えてください。
　できない時に無理にやろうとするとかえって気持ちが焦って、イライラするので、行き詰まった時は、一度離れます。

　仕事や他の事が一段落して、そろそろ勉強しようと自然に思ってくるのを待ちます。なんとしてもやらねばと義務感ばっかりで

やっていると、疲れるだけだし、精神的にも良くないと思うので、私は、そのようにしています。

年齢：30代　学科：心理学科　入学形態：正科生

●レポートにどのように取り組んだか（場所、習慣、スケジュールなど）教えてください。
　仕事と家庭との両立だったので大変でしたが、とにかく22時～24時は毎日勉強時間ときめてやりました。試験前は、常に

試験用にまとめたノートを料理をつくりながら、洗たくをたたみながらとりくんだと思います。でも、ずっとだと息もつま

るので、まったくしない日をきめ、友だちとあそびにいったり、家族と旅行もしました。on　off をきめるとやりやすかった

です。

●レポートに行き詰まったとき、どのように対処しているか教えてください。
　仕事も長期に休み、家族にも協力してもらいのスタートでしたので、途中でやめることはできないと覚悟していました。

行き詰っても、自分自身とにかくのりこえようと努力しました。又、娘も高校生だったので大学受験をひかえ、2人でやろう

と勉強しました。

学科：社会福祉学科　入学形態：正科生
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●レポートを書くにあたって、アドバイスやポイントを教えてください。
　レポートの作成には、決められている課題を基に、先生方がどのような意図でその課題を出題されたのか、そして言わんとして

いることを見出すことが大変でした。大学より渡された教科書は、一つの情報であってそれだけでは、もちろん情報が足りません。

学習する自分が課題に対して、どのように向き合い課題に対して何を結論として導き出すか、しっかりとしたビジョンを持つ事

が重要と思います。

　先生方から返却されるレポートは、評価も様々ですが、私は何よりの薬だと思い、評価欄に書かれる言葉をしっかりと受け止め、

勉学に励みました。評価は、自分の道を正していただくためにとても必要なことであり、不合格だったと落胆するより、「今回は、

不合格だったがもっと深い知識を蓄える時間をいただいた」という気持ちの転換をすることで、再提出もあまり苦にはならなくな

りました。何事もネガティブ志向ではなく、ポジティブに考えるとストレス無く勉学に励むことができます。

●レポートにどのように取り組んだか（場所、習慣、スケジュールなど）教えてください。
　「レポートの進みが悪く、試験までなかなか辿りつけない、どうしたらいいか」と学友から相談された事があります。私の方法を

紹介すると、学習当初は、一つひとつのレポートを順番にこなしていました。しかし一度、壁にあたってしまうとそこからなかな

か抜け出せなくなり、しまいに「まだ時間がある」という甘えがでてしまい、後になり後悔するという状況に陥ってしまいました。

学習の遅れた分をどのように取り戻すのか、私はレポートの作成方法から見直しました。

　レポート提出→合格→試験→単位修得という順番が通常ですが、私はレポート作成に重点を絞り、これらのレポートを作成・

提出してから試験に臨むという方法で進めました。この方法だと、科目終了試験の勉強と重なることがなくなります。その結果、

レポートだけに集中できたり、試験だけ集中できるということが可能になりましたので、双方の知識が混合することなく比較的

ゆとりのある試験勉強が出来ました。

　学習時間についてですが、集中する場合は、1～3時間がベストです。長時間行って、仕事や家事に影響しては、元も子もありせ

ん。自分のライフスタイルにあった時間の作り方を見つける努力も必要です。時間がないから出来ないではなく、時間は自分で作

る努力をすることが学習をスムーズに進める鍵です。

●レポートに行き詰まったとき、どのように対処しているか教えてください。
　レポートの学習に行き詰ったとき何でもいいので、自分の好きな事をして、息抜きをしたほうがいいです。頭がパンクしそうな

状態で考えても、文章すらまともに書く事は出来ません。通信教育は、自分との孤独な戦いであるため、無理に自分を追い込んで

も仕方ありません。ましてや、仕事や家事をしながら合間をみて行う勉強ですから、急がずゆっくりとすればいいです。私は、「一ヶ

月二教科」という計画をたて、それに向かって行い今の状況にもっていくことができました。学習計画を立て進めていくと方法が

確実に進める近道でした。日数や教科は、人それぞれですので自分のライフスタイルに合った計画を立てるといいと思います。

　最後に、これから学習をされていく方に…、通信教育は、自分との戦いです。スクーリング等で出会う仲間は、いずれ大きな励

みにもなります。仲間を大切にし、勉強の進捗状況など情報交換をしながら頑張ってください。

●レポートを書くにあたって、アドバイスやポイントを教えてください。
　私はできるだけ早めに提出の計画を立てるようにしています。普段は仕事をしているので、休みの日（日曜日）に集中し

て書き上げることが多いです。それまでに、仕事の後、図書館に行ったり、書店に行ったりして資料を集めます。インターネッ

トの情報から、レポートを書くのは個人的に嫌なので、自分で教科書を読んでキーワードを考え、それに関連する本を探す

ようにしています。指導書で紹介されている本を参考にすることも多いです。仕事で図書館などに行く時間がないときには、

ネットで本を購入することもあります。資料は、自分が理解しやすいものを何冊か用意すると、レポートが書きやすくなる

と思います。

●レポートにどのように取り組んだか（場所、習慣、スケジュールなど）教えてください。
　レポートはパソコンに打ち込むので、最終的には家で書くことが多いです。その前に、準備として一週間くらいを目安に

下書きをします。下書きといっても、作文用紙などに書くわけではなく、資料を読んで自分の考えをメモする程度です。資

料を読むのは、仕事をしているので通勤途中に電車の中で読んだり、昼休みに時間を作るようにしています。平日にある程

度、考えをまとめて、日曜日に2～3時間ほどかけて仕上げることが多いです。レポートを書くのに使った資料は、科目修了

試験の勉強のときにも役立つので全部保存してあります。結婚もしているので、自分の時間をたくさん作ることは難しいで

すが、家族にも協力してもらって夜の10時から12時の間は、仕事や大学のことをする時間に充てるようにしています。

●レポートに行き詰まったとき、どのように対処しているか教えてください。
　レポートの課題は自分で選べるので、視点を変えて別の設題を考えることがあります。提出期限も限られているので、長

く時間をかけて仕上げるのではなく、短時間で良いものをかけるように意識しています。土曜日は仕事があるので、日曜日

に仕上げることがほとんどですが、難しい課題のときには金曜日の夜くらいから書き始めて、土曜日の夜にも書き足し、日

曜日に調整して仕上げるなど、パターンを変えて取り組むこともあります。諦めるという選択肢はないので、お風呂に入っ

たり、散歩をしたり、気分転換をして出来るだけ良い気持ちで学習できるようにすることが大切だと思います。スクーリン

グで知り合った友達とメールで励まし合うことも、大切な時間になっています。

年齢：20代　学科：児童学科　入学形態：課程正科生 学科：社会福祉学科　入学形態：正科生

●レポートを書くにあたって、アドバイスやポイントを教えてください。
　書けないと悩みすぎて時間をロスしたくなかったので、書けない課題を念頭におきつつ、書けないレポートの他の関連科

目に着手してみました。すると、急にアッとひらめいたり、思わぬところからヒントをもらったりしました。

●レポートにどのように取り組んだか（場所、習慣、スケジュールなど）教えてください。
　年度始めに、その学年の受講科目をリストアップし、スクーリングのレポート提出条件がある科を優先して、いつまでに

どの科目をどのあたりまで仕上げておくのか計画を立てます。

年齢：20代　学科：社会福祉学科　入学形態：正科生

●レポートを書くにあたって、アドバイスやポイントを教えてください。
　私自身、レポートを1課題仕上げるのは、とても大変でした。レポートを確実に書くには、あいまいな理解ではなかなか書く事がで

きず、自分の考えとして書くことには相当な努力をしました。その中で、私自身が乗り越えてきた方法として、なかなか書けない時

はどうしても後回しにしてしまうのですが、分からなくても、十分に内容を理解していない状態でも、まずは思うことをざっと書い

ていくという土台を作りました。その土台から順番に不明な部分やあいまいな部分に取り組んでいきました。教科書や関連する参考

書を何度読んでも理解できない時は、とても簡単な内容の本を読んで、そこから少しずつ理解を深めていき、レポートを仕上げてい

きました。まずは、なかなか書けなくても何でもいいので書くことがポイントだと思います。

年齢：20代　学科：心理学科　入学形態：正科生

●レポートを書くにあたって、アドバイスやポイントを教えてください。
　レポートがなかなか書けない時は、とにかく図書館でレポート課題に見合った資料の本を3冊ほど借りて、資料として抜

き出し、レポート課題を書きあげます。そして不合格で戻ってきても落ち込まずに先生の講評をよく読み、次のレポートを

書きますが、この時もまた図書館へ行き、別の資料を新たに探し、前回のレポートの良かったところ、先生の講評に書かれ

ているところを資料から探して、教科書に沿ってレポートを書くようにしました。

年齢：40代　学科：日本文化学科　入学形態：課程正科生
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●レポートを書くにあたって、アドバイスやポイントを教えてください。
　レポートに取り組みはじめの頃や、課題が漠然としていて自分で論点を見つけなければならないものなどは、何をどの様にして

書けば良いかわからず色々と悩んだり考えたりしてなかなか書けないことがあると思います。わたしは、最初に自分が一番強く思

うことや考えていることを文章になっていなくても構わないので、とりあえずパソコン（ワープロ）に書いてみます。そこから、な

ぜそう思うのか、そう思ったことで何がどうなると自分では思うかなど、少しずつ前後に関連したことを付け加えて、何となく形

にしてみます。この時、パソコン（ワープロ）だと修正や並びかえがしやすく効率よく文章を作成できるのでおすすめです。（手書き

指定の場合は、作成したものをアウトプットして写すと良いかも知れません。）何となく形になったところで、文法的なことを少し

意識しながら最終的にレポートを完成させます。

　また、別の方法としましては、指定文字数は気にせず、とにかく自分自身で思うこと、考えることをひたすら書いてみます。書い

たら、必要のない箇所や重要ではないと思われる箇所を削除し、最終的に指定文字数までにおさめるようにします。加えていくや

り方、削除していくやり方、どちらも自身の経験から取り組みやすい方法だったので、何か少しでも参考になれば良いと思います。

●レポートにどのように取り組んだか（場所、習慣、スケジュールなど）教えてください。
　計画的に学習を進めるため、レポートの締切り日を1つの目安にして、期間を決めて取り組むようにしました。仕事の都合上、平

日は夜9時以降か、土日、と取り組める時間が限られていたこともあり、結果的に集中して取り組む形となりました。レポートは全て、

自室のパソコンがあるところで作成しました。

●レポートに行き詰まったとき、どのように対処しているか教えてください。
　学習に行き詰まった時は、しばらく学習を休めてみることを1つの方法としました。（休める時期は数日～数週間、頭を少しレポー

トの課題から切り離せるくらいを目安にしてみると良いかも知れません。）再び、取り組むと新鮮な気持ちや頭で取り組める気がし

ます。また、少し大変ではありますが、関連した科目のレポートを同時に複数並行させたことで、共通の問題点や、別の角度から捉

えた視点で考えるヒントが見つかったこともあり、有効かも知れません。人によって様々なやり方があると思いますが、対処方法

として、何か参考になれば良いと思います。

●レポートを書くにあたって、アドバイスやポイントを教えてください。
　学習計画を立てることがとても重要だと思います。私はスクーリングや教育実習に必要な条件を調べ、それに必要なレポート

から書くようにしています。また、自分が興味を持てそうな科目、書きやすそうな科目から書いてみて、レポートを書くことに慣

れていくのもいいと思います。

　次に、課題文をよく読み、何を書くことが求められているかを考えることが大切だと思います。ゴールをはっきりさせて、その

ために必要な教科書の部分を読み込んだり、参考文献を集めたりする方が、やみくもに学習するより効率が良いと思います。課題

文をしっかり理解することで、的はずれなレポートにならず、レポートの合格につながると思います。

　参考文献を集め、必要な情報を得ることも重要です。特に、各教科教育法のレポートでは、学習指導要領の解説書がとても役に

立ちました。各教科に対する理解が深まり、レポートに役立つだけでなく、教員採用試験の勉強にもなります。

●レポートにどのように取り組んだか（場所、習慣、スケジュールなど）教えてください。
　私の場合は毎日学習するのではなく、週末などに集中的にレポートに取り組んでいます。学習は家で行いますが、参考文献を求

めて図書館や書店に行くこともよくあります。その際、あらかじめインターネットで蔵書検索を行い、読みたい本を決めておくと

効率良く探すことができます。教科書を読むことはもちろんですが、良い参考文献が見つかると、学習がとても進めやすくなりま

す。

●レポートに行き詰まったとき、どのように対処しているか教えてください。
　スクーリングで知り合った友人たちとメールでやりとりして、励まし合っています。お互いに学習の進み具合を報告し合い、刺

激を受けています。通信教育は孤独になりがちですが、仲間ができると心強いです。

　また、行き詰ったときはピアノの練習をするなど、しばらく別のことをして時間をおいてからまたレポートに取り組んだりし

ています。学習には気分転換も必要だと思います。

　そして、教員免許取得後に、どんな教師になりたいか、教師になったら子どもたちとどんな授業をしたいかを考えると、学習の

モチベーションが上がります。

●レポートを書くにあたって、アドバイスやポイントを教えてください。
　　シラバスから課題の意図するものを考察します。なかなか難しいですが、キーワード的なものを調べることから始め、レポー

トにするときには下書きとして、キーワードを加えた文を箇条書きし、まとめておきます。その後、構成として、項目立てをし（私

は二部構成が多いです）調べたこと、まとめた箇条書きの下書きを項目に合わせて文章化し、最後は考察となる文章を加えます。

起承転結を意識します。

年齢：20代　学科：児童学科　入学形態：課程正科生 年齢：30代　学科：社会福祉学科　入学形態：正科生

年齢：30代　学科：社会福祉学科　入学形態：課程正科生

●レポートを書くにあたって、アドバイスやポイントを教えてください。
　どんな課題でも、簡単には書けません。取りかかってから3か月ほど何も書けずあたためていたことも多々あります。しかし、

時間をかければ、それだけ深く学習をすることができ、そうすると自然にレポートが書けるようになります。深く学習をするのは、

大学なのであたりまえですが、1600字の文字指定の中、あまり多くのことは書けないので1つのことにしぼり、専門の辞典をひき、

難しい単語はよく理解しておくことが重要だと思います。あきらめずに継続する気持ちを持って、少しずつでも進めていくこと

がよいと思います。

年齢：40代　学科：心理学科　入学形態：正科生

●レポートにどのように取り組んだか（場所、習慣、スケジュールなど）教えてください。
　働きながらの学習のため、参考文献をいくつか図書館で借り、通勤時間に読み込んでおきます。休日に一気にレポート作成します。

　仕事で忙しい時は、通勤時間に参考文献を読み、考えがまとまったら携帯電話のメール作成機能で、そのまま通勤時間内にレポー

ト作成する場合もあります。

　自分は“手書き用レポート用紙"を使用しているため、とにかくレポートの内容だけメール機能で作り貯めしておいて、休日にひた

すら記入作業をすることもあります。

年齢：30代　学科：日本文化学科　入学形態：正科生

●レポートにどのように取り組んだか（場所、習慣、スケジュールなど）教えてください。
　私は毎月1回、科目終了試験やピアノ試験を受けに学校に行きます。その時にレポートを持参する!!　という学習計画をた

てて実行しています。

年齢：30代　学科：児童学科　入学形態：正科生


