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　論文（レポート）を作成する学生
（関連記事2面参照）

■特集　春学期試験前特集①

■CAMPUS TOPICS

論文（レポート）の書き方

平成22（2010）年度の就職状況について
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今号と7月15日号では2号連続企画として、春学期試験前特集を掲載します。

論文（レポート）の書き方
　「文章を書くこと」は、大学での学びにおける重要なスキルの1つです。授業や試験においてさまざまな形で論文（レポート）の提
出が求められます。また、自分の考えていることを文章や言葉で分かりやすく表現することは、就職活動や社会人生活では必須です。
大学時代に訓練してぜひ身に付けてください。

論文（レポート）とは？

論文（レポート）作成のポイント

平成23年度 春学期試験前特集 ❶

論文（レポート）の提出日時・提出場所

　そもそも論文（レポート）とはどのような文章のことを指すのでしょうか？文章にはさまざまな形態がありますが、大学での
論文（レポート）は「感想文」ではなく「論証文」であることが望まれます。

　　　　○ 論証文 … 「意見」と「理由」で構成され、主観（感想）を入れず、考えを確実に伝えようとする文
　　　　× 感想文 … 主に「事実」と「感想」で構成され、主観（感想）を含み、複数のことを伝えようとする文　

●まずは準備が大切！作成手順を考えよう。
　�1.スケジュール作成→　2.テーマと結論考案→　3.情報収集→　
　4.アウトライン（文章構成）組立→　5.執筆→　6.点検・推敲
●授業で担当教員の考え方を理解しよう。
　�論文（レポート）で期待している内容は教員によって異なります。授業
で担当教員の考え方を理解し、疑問があれば遠慮なく質問しましょう。�
その他注意事項は担当教員の指示に従ってください。

●論理的で筋道の立った文章を心がけよう。
　�誰が読んでも分かる論理的で筋道の立った文章を心掛けましょう。�
良い考えを持っていても伝わらなければ意味がありません。

●文献の盗用・剽
ひょう

窃
せつ

（丸写し）は不正行為！
　�論文（レポート）を作成する際、さまざまな資料・文献（ウェブ上の情報
を含む）から引用することがありますが、他人が書いた文章を典拠を示
さずにそのまま使用することは「引用」ではなく「盗用・剽

ひょう

窃
せつ

行為」にあ
たり、著作権法に抵触する場合もあります。

 × 感想文の例 ○ 論証文の例

千里山キャンパス
日時：7月30日（土）・8月1日（月）
　　　10：00～17：00厳守
場所：教務センター（第2学舎1号館1階）

高槻キャンパス
日時：7月27日（水）・28日（木）
　　　9：00～17：00厳守
場所：総合情報学部オフィス

高槻ミューズキャンパス
日時：7月27日（水）・28日（木）
　　　9：00～17：00厳守
場所：ミューズオフィス

堺キャンパス
日時：7月27日（水）・28日（木）
　　　10：00～17：00厳守
場所：教務・学生オフィス

　福島第1原発事故の影響による節電対策として、東京都は6月6日

からサマータイム制度を導入し始めた。これによって、都職員の勤務時

間が30分から1時間繰り上がることになるそうである。

　サマータイムとは、日照時間が長い期間に時計を標準時より1時

間進める制度である。これによって、社会活動を1時間早くはじめ、朝

の明るい時間を有効に活用しようというのが狙いであり、欧米では

一般的に導入されている。

　しかし、日本では戦後の一時期に実施され不評で取りやめている。

それにもかかわらず再び導入するとはいったい何を考えているのだろ

うか。欧米は夏の日照時間が長いので効果が見込めるが、緯度が低

く、南北に長い国土を持つ日本で実施してうまくいくとは思えない。

節電の効果も疑問だ。

　福島第1原発事故の影響による節電対策として、サマータイム

制度を導入する動きがある。これは日本で効果が見込めるのだ

ろうか。筆者は見込めないと考える。

　なぜなら、日本の国土は南北に長く、最北端で北緯45度、最南端

で北緯20度と緯度幅が約25度と幅広いため、日照時間が南北で

大きく異なる。たとえば、夏至の頃の日出が札幌市では03:55に

対し、那覇市では05:38と1時間43分も違うため、場所によっては9

月初め頃には薄暗いうちから出勤することになる。

　サマータイムは、緯度が高く、緯度幅が少ない地域で実施する

ことによって、はじめて効果を発揮する制度である。このため、日

本のような緯度が低く、緯度幅のある地域でサマータイム実施

をすることには反対である。

引用する際の注意事項
①�引用部分は明確に区別する（例：引用部分に「カギカッコ」を付すなど）
②�引用部分は、著作権のタイトル・著者名・出版年などの出所（出典）、
URL（ウェブアドレス）を明示する。

③�引用が主体にならないように注意。
④�引用する必然性があること。
※�一般的な注意点を記載しています。論文（レポート）を作成する際には、
担当教員の指示に従ってください。

Point1

Point2

【
事
実
】

【
意
見
】

【
感
想
】

【
理
由
】

参考文献：『知のナヴィゲーター』（中澤務・森貴史・本村康哲・編／くろしお出版／2007年）　　協力：文学部�本村康哲教授

●日頃から自分の考えや意見を持とう。
　�日頃から問題意識を持ち、自分なりに考えることを心がけましょう。
論文・レポートでは、自分の考えを文章・言葉でアウトプットできて
いるかが問われています。

●作成回数を重ねることが上達への近道！
　�文章作成スキルアップのためには、作成の回数を重ねることが近道で
す。たとえばメールを作成するときでも、論理的で分かりやすい文章
を作成するよう心がけてみましょう。

※ 例年、最終日は非常に混み合いますので、なるべく
初日に提出するようにしてください。
※ 論文提出時の様式（用紙サイズ、字数、枚数、ワープ
ロ使用など）については担任者である教員の指示に
従ってください。特に大学指定用紙以外の様式では、
受領書を作成する必要がありますので注意してく
ださい。詳細情報はインフォメーションシステムメ
ニューにある「試験システム」で周知しています。
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　6月16日から3日間、関西学院大学
の上ヶ原キャンパスを中心に第34回総
合関関戦が開催された。試合結果13勝
18敗と惜しくも及ばず、通算成績は16
勝17敗と1978年から総合関関戦が始
まって以来初の負け越しとなった。
　本学は、最終日の6月18日にラグ
ビー部が8年ぶりの勝利をもぎ取るな
ど、7勝4敗と追い上げをみせたが、前

　6月4日、高槻ミューズキャンパスの
グラウンドで「和 ～心をひとつに～」
をテーマに初等部運動会が行われた。
昨年度は初等部・中等部・高等部合同
で実施されたが、今年度は初等部単独
で行われた初めての運動会となった。
　当日は250人の子どもたちが紅白に
分かれ、徒競走やリレー、団
体競技、団体演技等、力いっ
ぱい頑張る姿に大きな歓声
と拍手がおこっていた。
　また、授業の合間をぬっ
て参加してくれた中等部・
高等部とのコラボ企画では、
児童が乗ったソリを中等部
生が引っ張る「ツイン・ラ
イダー」や、高等部生と力を
合わせた綱引きなど、高槻
ミューズキャンパスならで

第34回総合関関戦を開催

平成 23年度　初等部運動会「和 ～心をひとつに～」を開催

平成23年度マナーアップキャンペーンを実施

　6月27日～ 7月1日（金）の期間において、千里山キャンパ
スでは「マナーアップキャンペーン」を実施している。
　このキャンペーンは昨年に引き続き3度目となり、「喫煙マ
ナー」や「通学マナー」をあらためて考え、その意識の向上を
目的に実施している。期間中、教職員ならびに学生の有志が
チラシなどを配布し、マナーの向上を呼びかける。
　また、国連の「国際麻薬会議」において、毎年6月26日は「国
際麻薬乱用撲滅デー」と定められており、その趣旨に賛同し、
薬物乱用問題への認識をより一層深めてもらうための項目
を盛り込み、薬物乱用撲滅への意識向上を呼びかけている。
　　       　　　　　　　　   　　 （学生生活支援グループ）

哨戦の4勝8敗の成績が響き、勝ち越し
には至らなかった。
　また、18日に行われた第32回大島鎌
吉記念健康マラソン大会においては、
一般市民もあわせて約300人が参加し、
上ヶ原キャンパス周辺の甲山森公園に
設けられたコースを駆け抜けた。沿道
からは盛んに声援が送られ、参加者は
気持ちのいい汗を流した。

はの微笑ましい様子が見られた。
　まだ初等部には1年生から4年生ま
でしか在籍していないが、4年生は最
高学年として立派に下級生を引っ張っ
ていた。今後の彼らの更なる成長を教
職員一同期待している。
　　        　　　　　   　　　（初等部）

保護者ポータルのトップ画面の画像

「ツイン・ライダー」の様子

　関西大学と大韓民国・又松（ウソン）
大学は、国際交流計画に関する基本協
定ならびに学部・大学院学生交換協
定を締結することで合意に達し、6月6
日に協定書の調印式を執り行った。こ
の協定は、研究者間交流や学生間交流
をはじめ、学術情報や資料の交換、定
期刊行物の交換など、両大学における
教育・研究を推進することを目的とす
るもので、今後両大学のさらなる交流
を進めていく。これにより海外におけ

大韓民国・又松大学と協定を締結

る本学の協定大学は全部で57大学と
なった。

「インフォメーションシステム 保護者ポータル」
をオープン

　関西大学では、5月より、インターネットを通じて学部在
学生28,000人の父母・保護者へ向けてウェブページやメー
ルで情報を提供する「インフォメーションシステム 保護者
ポータル」をオープンした。
　この「保護者ポータル」は、「関大ファミリーポータル」の
情報共有基盤の構築、関西大学教育後援会がモットーに掲
げる「大学と家庭の心のかけ橋」に沿った大学と家庭の交流
を、よりいっそう強化させることを目的に開設された。
　父母・保護者は、このポータルを通じ、在学する子女の履
修状況やシラバスの一部、学内情報、教育後援会からの行
事案内が閲覧できる。また、行事への出席を連絡する機能も
備えている。そのほか、メールアドレスを登録することによ
り、お知らせや行事案内などの情報をよりタイムリーに受け
取ることができる。
　近日中には、携帯電話からも、このポータルへアクセスが
可能となる。
　出席受付サービス、携帯電話からのアクセスの開始時期
については、あらためて父母・保護者へ連絡する。
　今後とも、さらに機能を充実させ、支援体制を向上させて
いく予定だ。

協定書に調印したJohn E.Endicott又松大学学長
（写真左）と楠見晴重学長

8年ぶりに勝利したラグビー部 健康マラソンのランナーたち
（写真提供：関大スポーツ編集局）
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　平成22年度の就職率は、94.3％で昨年度よりも少し高い結果となりました。厳しい就職
環境ではありましたが、学生一人ひとりが目的意識を持ち、主体的に就職活動に取り組んだ結
果です。キャリアセンターでは、現在就職活動を行っている4年次生やM2生に対して、合同
企業研究会などを今後も開催し積極的な就職支援を行っていきます。

▪就職率（学部）は、94.3％（前年比0.7％増）
　前年を上回った要因には、女子学生が厳しい就職環境の中で健闘（前年比2.5％増
加）したことや、長引く不況の影響で中堅企業への積極的な応募により就職率が増加し
たことがあげられます。

▪巨大企業・大企業への就職率は60.4％（前年比1.6％減）
　採用数の多かった大手金融機関や大手製造業が平成22年度も引き続き採用数を減
らしたことが要因かと思われます。

▪製造業、金融・保険業、商業、情報通信業への就職が6割

平成22（2010）年度の就職状況について

イベント・行事については、予告なく変更される場合があります。また、今後追加・中止となるイベント・行事もあります。
詳細・最新情報については、本学ウェブサイトならびに問い合わせ先のウェブサイトなどで必ず確認してください。

日程 イベント・行事名 主対象 問い合わせ先

1日㈮
社会学部　JASRAC寄附講座 学生・教職員・一般 経商社オフィス
簿記体験型セミナー 「ミューズ簿記トライ」 (～ 2日） 学生 エクステンション・リードセンター

2日㈯

すこやか教養講座（第2期） 学生・教職員・一般 堺キャンパスグループ　
マイノリティ研究センター　第8回研究会 学生・教職員・一般 マイノリティ研究センター　
英語教育連環センター e-linc workshop 学生・教職員 英語教育連環センター
法学研究所　第95回特別研究会 学生・教職員・一般 研究所事務室

5日㈫
経済・政治研究所　第1回公開セミナー 学生・教職員・一般 研究所事務室
田中俊郎客員教授による講演会 学生・教職員・一般 国際部

6日㈬
法学研究所　第96回特別研究会 学生・教職員・一般 研究所事務室
外国語学部　FD講演会 学生・教職員・一般 外国語学部

7日㈭ 2011年度春季人権啓発行事 学生・教職員・一般 学長課

8日㈮
社会学部　JASRAC寄附講座 学生・教職員・一般 経商社オフィス
第5回 三大学（大阪市立大学・大阪府立大学・関西大学）連携公開講座 学生・教職員・一般 社会連携グループ 　

9日㈯ 法学研究所　第97回特別研究会 学生・教職員・一般 研究所事務室
10日㈰ 地域交流ワークショップ 「丹波の夏を涼しく過ごす」 学生・教職員・一般 関西大学TAFS佐治＆千里山スタジオ
12日㈫ 第31回「地方の時代」映像祭2011プレイベント（～ 13日） 学生・教職員・一般 社会連携グループ　
14日㈭ 関西大学第5回FDフォーラム「きく力を滋養する」 学生・教職員・一般 教育開発支援センター　

15日㈮
社会学部　JASRAC寄附講座 学生・教職員・一般 経商社オフィス
柏木孝客員教授による講演会 学生・教職員・一般 経商オフィス
先端科学技術推進機構　第35回研究部門別発表会 学生・教職員・一般 先端科学技術推進機構

7/1-15

順位 企業名 人数
1 大阪府教員 36
1 大阪府警察官 36
3 郵便局株式会社 35
4 日本生命保険相互会社 32
5 株式会社三井住友銀行 26
6 株式会社りそな銀行 25
7 学校法人関西大学 22
8 株式会社南都銀行 21
9 西日本旅客鉄道株式会社 19
10 国税専門官 17
11 株式会社紀陽銀行 16
12 大阪市信用金庫 15
12 上新電機株式会社 15
12 株式会社中国銀行 15
12 日興コーディアル証券株式会社 15
16 国家公務員Ⅱ種 14
16 株式会社山善 14
18 大阪府職員 13
18 京都中央信用金庫 13
18 株式会社ジュピターテレコム 13
18 パナソニック電工株式会社 13
18 明治安田生命保険相互会社 13
18 東海旅客鉄道株式会社 13
24 株式会社伊予銀行 12
24 大阪信用金庫 12
24 タマホーム株式会社 12
24 株式会社ニトリ 12
24 株式会社ヨドバシカメラ 12
29 株式会社近畿大阪銀行 11
29 みずほフィナンシャルグループ 11
29 東京海上日動火災保険株式会社 11
29 ＴＩＳ株式会社 11
29 三菱電機株式会社 11
29 株式会社ライフコーポレーション 11
29 アストラゼネカ株式会社 11
29 郵便事業株式会社 11
37 兵庫県職員 10
37 奈良県職員 10
37 兵庫県警察官 10
37 株式会社京都銀行 10
37 住友生命保険相互会社 10
37 ダイキン工業株式会社 10
37 三井住友海上火災保険株式会社 10
37 株式会社パソナ 10
37 パナソニック株式会社 10
37 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 10
37 楽天株式会社 10

Q   就職活動を始めた時期はいつですか？東日本
大震災の影響はありましたか？

A  就職活動は3年次生の10月から企業説明会
に毎日通っていました。夏休み期間中はキャリア
センターでインターンシップを経験し、社会で働

くという責任の重さを実感しました。SPIの勉強
はもっと早く、6月頃から部活や授業の合間を見
つけては少しずつ始めていました。
　震災の影響で1ヵ月以上延期になる企業も多
く焦燥感はありましたが、焦っても仕方のない
ことなので、勉強や部活に打ち込み、モチベー
ションを保つように心がけていました。

Q   何を重視して会社選びをしていましたか？
A  仕事内容はもちろんですが、特に「人」を重視
していました。仕事といっても結局は人と人と
のコミュニケーションが大事だと思います。三
井住友銀行では、内定をもらうまで、10人近く
の人事や若手行員の方と話をする機会があり、

ここで働きたいと強く思いました。

Q   就職活動中、失敗した経験はありますか？
A  複数のエントリーシートの締め切りが重
なって、寝不足のまま翌朝面接に行ってしまい、
頭が働かなかったことです。

Q   これから就職活動を行う学生へアドバイスを
お願いします。

A  授業でも部活動でもアルバイトでも、学生時
代に誰しも何か必ず１つは得た能力があると思
います。私は幼稚園の頃から空手道を始め、現
在は部員41人の主将を任されたことをPRし
ました。挫折も経験しましたが、そのおかげで課
題を見つけて取り組む力を得たと思います。面
接では、何か誇れる、自慢できるものを１つ確立
し、自信を持ってそれを企業に伝えたらいいと
思います。

「1つ、自信が持てるものを確立しよう」

平成22年度　業種別就職状況 平成22年度　規模別就職状況
建設業
4.5%

製造業
21.4%

小企業
14.9%

巨大企業
24.7%

大企業
35.7%

中企業
24.7%

電気・ガス・
熱供給・水道業
0.2%

情報通信業
10.2%

運輸業・郵便業
4.2%

卸売業・小売業
15.9%

金融業・保険業
16.1%

不動産業・
物品賃貸業
1.9%

教育・広告・
その他サービス業

14.7%

公務員・教員
9.0%

その他
1.9%

全体
4,295人

全体
3,910人

※企業規模は従業員数により、以下のとおり区分しています。
　巨大企業＝従業員数3,000人以上　
　大企業＝従業員数2,999人～500人
　中企業＝従業員数499人～100人　小企業＝99人以下
※「規模別就職状況」には、公務員・教員（３８５人）は含みません。

内定者にきく！～就職活動を終えて～

就職率＝
就職者数
就職活動者数

※企業名は2011年3月末現在

文学部4年次生
田中 克哉さん
（株式会社三井住友銀行内定 ）


