
教育推進部 教育開発支援センター
〒564-8680　大阪府吹田市山手町3-3-35　関西大学 千里山キャンパス 第2学舎1号館1階
　　wlabo@ml.kandai.jp　　  http://www.kansai-u.ac.jp/ctl/labo/

マスコットキャラクター：ライカン君

ライティングラボ
利用案内

お問い合わせ先

ワンポイント講座

お昼休み等の授業外で、レポート・文章表現に
関するミニ講座を開催しています！
詳細はラボのウェブサイトやインフォメーションシス
テムの「お知らせ」でご確認ください。

レポートの書き方ガイド

レポートの体裁や構成の組み立て方、文献検索の方法など、ライティングスキルを解説し
た小冊子を配布中！入門篇・基礎篇・発展篇の3種類で文章の書き方をマスター！
ライティングラボと教育開発支援センターで無料配布しています。または、上記QRコード先から無料
でダウンロードすることもできます。ぜひご活用ください。

利 用 者 の 声
初歩的なレポートの書き方が分かり、
とても参考になりました。 （1年生）

ライティングに関するeラーニング
役に立つ情報
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訓練された大学院生のライティング・チューターと、文章作成上の個
別相談ができます。チューターとの対話を通して、自分の文章のどこに
課題があるのか一緒に考えます。

文章の構成、文献の探し方、引用の仕方、文章表現など、ライティング
の基本スキルについてアドバイスを受けることができます。 

自ら課題に気づく力を培うため、文章を添削してもらうことはできませ
ん。チューターからのアドバイスをもとに、自分で文章を修正します。

1
Point

レポート・授業の発表資料（レジュメ・スライド）・卒業論文など、学生生
活にかかわる文章作成の支援をするところです！ 

ライティングラボってどんなところ？

1～4年生なら誰でも利用できる！

マスコットキャラクター：ライカン君

利 用 者 の 声

そもそものレジュメの書き方がわかりました。
こういったものの書き方を教えてもらったこと
はないので、来て良かったな！ と思いました！！
ありがとうございました。 （３年生）

自分は卒論に取り組み始めたばかりで、書き方や
研究の方法が分からなかったのですが、ライティ
ング・チューターのアドバイスを受けて少し見えて
きたような気がします。ありがとうございました。 
（４年生）

自分が気付かなかった点に気付くことが
できました！ 安心してお話を聞けるので
とても参考になりました。 （1年生）

すべてのレッスンは動画（4－8分）と理解度を確認する
クイズ（2、3問）から構成されています。

1 レポートライティングの心構え
2 「文章を書く」とはどういうことなのか？
3 様々な種類のレポートと論文構成
4 レポートの書き方・性質・他の書きものとの違い
5 レポートのレイアウト
6 ライティングラボに行ってみよう！
1 レポートに必要な資料を探そう！
2 引用・剽窃
3 参考文献の書き方
4 実験ノートの書き方
5 リーディング速く読む・要約する
6 リーディングクリティカルに読む
7 レポートのテーマを設定する
8 レポートのアウトラインを作る
9 レポートはパラグラフ形式で書こう
1 様々な種類のレポートと論文構成（1－3と同内容）
2 タイトル、見出しの作り方
3 序論の基本的な書き方（問題の背景、レポートの目的、調査方法）
4 本論・結論の基本的な書き方（結果と分析考察、まとめ）
5 実験レポートの書き方
6 論理の展開・論理的な構成
7 主張に対する根拠の提示
1 主語と述語の対応
2 レポート・論文で使える表現1
3 レポート・論文で使える表現2
4 レポート・論文で使える表現3
5 レポート・論文で使える表現3
1 提出前の最終確認
2 レポートを見直し、よりよいレポートを書こう

レッスンNo. テーマ
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http://www.kansai-u.ac.jp/ctl/labo/useful/re
port.html

入門篇 基礎篇 発展篇

レポート・卒論作成に必須の
スキルを動画で学ぶことが
できます。
関大LMSで公開中！！

@writinglabo @kuwlabofacebookで「関西大学
ライティングラボ」を検索

ライティング力を高めて、いいレポート・卒論を書こう！

コース名

①関大LMS（ https://kulms.tl.kansai-u.ac.jp/ ) 
　にアクセスする
②画面右下にある[コースの追加] をクリックする
③上記コース名の[メンバーになる]をクリックする。
④関心のあるレッスンを選択する。
⑤動画を見る
⑥適宜、資料を見る（あるいは資料をダウンロードする）
⑦小テストに回答する

アクセス方法

@xkn1106u



具体的な
相談内容の入力や
下書き等の文書

ファイルの添付を行う
ことでスムーズに
相談できます。

相談
4つのキャンパスに個別相談の場所があります。

ウェブで予約

http://www.kansai-u.ac.jp/ctl/labo/index.html

右記QRコードからもアクセスできます。
TECsystem（ウェブ予約システム）
https://tecfolio.kansai-u.ac.jp/kwl/

ラボのウェブ予約システム（TECsystem）
をクリックする

3

「ラボのウェブ予約」ページを開く2

TECsystemへログインする4

ココ！

ココ！

ライティングラボのウェブサイトに
アクセスする

1

「授業科目」「提出締切日」「進行状況」を
選択する

9

「相談日時」を選択する8

相談当日

相談したい文章を添付する10
「予約する」をクリックする11

予約時に添付した文章を印刷してご持参ください。

第１学舎１号館５階

「文書の種類」と「相談場所」を選択する7
ライティングラボへ行くA

オンラインで相談B

左上の「ライティングラボ」をクリックする5

2015/12/10(木) 17:15
➤ 山手　博さんへのメンターの依頼が承認されました。
2015/12/10(木) 17:14
➤ 山手　博さんへのメンターの依頼が承認されました。
2015/12/10(木) 17:12
➤ 山手　博さんへのメンターの依頼が承認されました。
2015/12/09(水) 16:00
➤ 千里　みどりさんからのメンターの依頼を承認しました。

山手　博さんへのメンターの依頼が承認されました。

山手　博さんへのメンターの依頼が承認されました。

山手　博さんへのメンターの依頼が承認されました。

ココ！

▼ 千里　みどり

▼ 千里　みどり

新規予約の「クリック！」をクリックする6

所属学部に
関係なく、どこの
キャンパスのラボ
でも利用すること
ができます。

インフォメーションシステ
ムのIDとパスワードを
使って、ログインします。

N 第 2学舎
１号館

正門

以文館

総合図書館
尚文館

IT
センター簡文館

凜風館

第１学舎
1号館

開室期間は授業期間中の月～金曜日（休日を除く）です。相談時間は下の時間帯から選んでご利用ください。

千里山キャンパスと開室曜日・時間帯が異なりますので、詳しい開室曜日・時間帯は入口のボードあるいはTECsystemの予約画面で
ご確認ください。

2限後半
11：30～
12：10

5限前半
16：20～
17：00

4限後半
15：30～
16：10

4限前半
14：40～
15：20

3限後半
13：50～
14：30

3限前半
13：00～
13：40

昼休み
12：15～
12：55

総合図書館
ラーニング・コモンズ
ライティング・エリア

第1学舎1号館5階
エレベーターホール左側

C棟1階
学生サービス
ステーション

１回の相談時間は40分です。開室期間・相談時間帯

千里山キャンパス

高槻キャンパス

西館2階
ミューズカフェ

高槻ミューズキャンパス

A棟3階
ラーニング・
コモンズ

堺キャンパス

千里山キャンパス

高槻キャンパス・高槻ミューズキャンパス・堺キャンパス

研究に関する専門的な内容の相談は教員に、就職活動の
エントリーシートの書き方はキャリアセンターに相談
しましょう。
大学院に関連する文章（研究計画書、
論文、レポート）は専門性が高くなり
ますので、残念ながら指導できません。

SkypeがインストールされたPC・タブレット等（マイク・スピーカー・カメラを含む）を各自準備して、オンラインで
チューターに相談します。詳しい利用方法は右記QRコードからアクセスしてください。
http://www.kansai-u.ac.jp/ctl/labo/howtouse/images/online_guide.pdf
　
事前予約が必要です。ウェブ予約の「相談場所」で「オンライン」を選択し、予約してください。

ココ！

ココ！

ココ！

第4学舎ラボには理工
系チューターが在室し
ています。実験レポー
トや理工系の卒業論
文の相談に最適です。

テ ッ ク システム

第４学舎
1号館

第4学舎1号館1階 
協同学習室

ココ！

千里山キャンパス
第1学舎のラボには、
専用の自習スペースが

あります。


