
模範解答 

【PartⅢ】 

＜第１回＞ 

p.54 

（先生の立場から） 

  授業内容（課題）の理解・レポートに必要な能力の獲得 の確認と評価 

（学生の立場から） 

  授業内容（課題）の理解・レポートに必要な能力の獲得 の証明 

 

（試験） 

一発勝負・知識獲得の確認 など 

（レポート） 

時間がかけられる・調べられる・さらに知識を深められる 

・試験では得られない能力（p.55 参照）が得られる（求められる） など 

 

試験 レポート 授業の内容 評価 

 

p.55   

計画 情報収集 問い 問題発見 論理的 情報整理 読解 批判的 要約 表現 卒業 

 

 

＜第２回＞ 

p.59 

 感想文 レポート 

内容 
自分の体験談 自分の意見を述べ、読み手を説得する

文章 

主張 
自分の思ったこと・感じたこと 

（主観的） 

自分の考え・意見 

（客観的） 

根拠 特に必要としない 客観的な根拠が必要 

形式 特に決まっていない ３部形式（序論・本論・結論） 

文体・表現 
敬体（です・ます）、常体（である・だ）

どちらでもいい 

常体（である） 

p.60 

主張  根拠  ３（部構成）  序（論）  本（論）  結（論）  表現 

 

（根拠とは？）主張（意見）の裏付けとなるもの、主張に説得力を持たせるもの など 

 

説得（力）  主張  根拠 



p.61 

主張：２，４，５の「他人からの評価も参考にすべきだ」の部分 

根拠：５の「他人からどう見られているかを分析することで、自己理解を深めることが 

   できると言われている」の部分 

（参考）１は「感想」（「面倒くさい」主観的）、３は単に「事実」 

 

１’（一例）熱心に授業を受けている周りの人たちの妨害になる 

２’（一例）身体や頭の働きに悪い影響が出ると言われている 

 

p.64 

私  ×僕  ×自分  常（体）  である 

 

なります→なる  なります→なる  なったりします→なったりする 

効果のひとつです→効果のひとつである（だ） いいと言えるでしょう→言えるだろう 

 

p.65 

「 」①引用、②会話、③強調  『 』①書名、②「」の中の「」、③強調 

 

p.66   

×話しことば ○書きことば ×話しことば ○書きことば 

すごく・とても 非常に ・・・くらい ・・・ほど ・ 約・・・ 

いろんな さまざまな ・・・みたい ・・・（の）ようだ 

やっぱり やはり ・・・けど ・・・が 

ちゃんと きちんと ・・・から（理由） ・・・ので 

ちょっと 少し・少々・多少 ・・・したら ・・・すれば 

だいたい ほぼ ・・・して ・・・し 

もっと さらに ・・・しないで ・・・せずに 

たぶん おそらく ・・・していて ・・・しており 

一番 もっとも なんで・どうして なぜ 

いっぱい・たくさん 多く どんな／こんな どのような／このような 

だいぶん かなり どっち／こっち どちら／こちら 

でも・けれど・けど けれども・だが ・・・じゃない ・・・ではない 

だって なぜなら ・・・ってゆう ・・・という 

だから・なので したがって・そのため 
・・・ないといけない 

・・・なくてはいけない 
・・・なければならない 

それから また ・・・てる ・・・ている 

 

★文と文の切れ目、文頭の接続語の後、長い主題（は）の後、並立語の間 



p.67 

レポートを書く目的には３つある。／まず、最大の目的は、「授業の内容をきちんと理

解している」ということを授業担当の先生に伝えることである。レポートも試験のよう

に評価がなされるが、「答え」だけが求められる試験とは違い、「答え」に至った過程も

重視され、その中で授業内容がきちんと理解できているかどうかが評価される。したが

って、授業内容をきちんと理解できていることが読む相手に伝わるように、「答え」に至

るまでの過程をしっかりレポートすることが大切である。／また、レポートには自分の

能力を高めるという目的もある。レポートを書くことにより、「調査・実験の知識や技

術」「課題の目的をきちんと把握して、正しい調査・実験を遂行する力」「結果を的確に

分析して、自分の意見を述べる力」が身に付くとともに課題に対する理解も深まる。さら

には、レポートにふさわしい文体や表現で文章が書ける能力を身につけることもできる。

／そして、レポートを書くのは（、）３年後に控えた「卒業論文」に対する準備でもある。 

 

 

＜第６回＞ 

p.81 

参考図書  新（書）  入門（書）  新聞  雑誌  インターネット 

 

p.83 

概要  話題（トピック）  理解（する力）  読解（力）  要約（力） 

 

 

＜第７回＞ 

p.84 

（p.82 参照） 

テーマの概要やテーマについての話題を知り、自分のレポートの話題をしぼり、主張や根

拠を考えるうえで資料を理解する、読解力が必要だから 

 

キーワード  論理的な関係 

 

p.85 

繰り返される・何度も出てくる  項目  項目 

 

pp.86-87 

（キーワードの例） 

１）インタビュー（★項目名）  フォーマル・インタビュー  インフォーマル・イン

タビュー   

２）脳  流れ作業  フィードバック  ループ  配線  終点 

３）気候  温暖・暖かくなり  農業・農耕  安定  変動  氷期 

４）集団主義（★項目名） いじめ  日本  アメリカ  個人主義 



p.88 

接続（語）  接続（語） 

 

1)１ 2)３ 3)６ 4)１ 5)２ 6)６ 7)４ 8)２ 9)５ 10)６ 11)４ 12)２ 

 

 

＜第８回＞ 

p.90 

論理  構造  接続（語） 

 

pp.92-95 構造化  

正解はないが、次の関係がつかめていることが必要 

 

１）          フォーマル・インタビュー             

   インタビュー  

            インフォーマル・インタビュー 

 

 

２）          流れ作業モデル             

   脳の機能          

            市場モデル（フィードバック、再帰、ループ） 

 

 

３）              ［気候］ 

１万年以前（氷期）   寒冷・変動大きい          

             

   約１万年以降（完新世） 温暖・安定    農耕（農業） 

 

４）        日本特有の現象  ＋   原因は「集団主義」 

    

   いじめ       

          アメリカ：日本と同じくらいある  個人主義 

          イギリス：深刻な社会問題 

 

 

＜第９回＞ 

p.96 

資料から引用する場合に要約する必要があるから。 

 



p.96 

キーセンテンス  キーセンテンス 

 

p.97 

キーワード  主張  問題提起（文）  たとえば 

 

pp.99-102 

 

要約の一例 

１） 

人生において、予想できることと意外性のあることが混ざっていて、バランスがとれた（「具

有性」と呼ばれる）状態が、（脳が楽しいものとして感じとるので、）とても大切である。 

 

２） 

現代のいじめの特徴は、被害者が特定されないことと、いじめの加害と被害の関係が流動

的で、境界線自体もあいまいなことである。 

 

３） 

政府規制には経済的規制と社会的規制があるが、日本ではこの二つがきちんと分けられな

いうえに経済的規制のなかに社会的規制が取り込まれてきた。社会規制こそが政府規制の

中心に置かれるべきである。 

 

４） 

ヨーロッパにおける市民意識の萌芽の時期にはいくつかの考え方があるが、重要なことは、

中世に成立した都市で生まれた市民意識の原型が基礎となり、それが近代的な市民意識へ

と転換したという点である。 

（中世に、遠隔地商人の隊商が集まり市場を開催し、そこがやがて商人定住地となり、市

場開催権をめぐって領主と争い、都市法を確立して、新しく市民という身分が生まれるこ

とになった。そして、外的防衛のために市壁が作られたことで内の人間としての市民意識

が育まれていったのである。） 

 

 

＜第 10 回＞ 

p.104 

概要  話題（トピック）  問い（問題提起）  答え（主張）  根拠 

事実  意見  事実  意見 

 

p.105 

序（論）  背景（説明）  概要  事典  白書  新聞  新書  事実 

 



p.107 

話題（トピック）  問い（問題提起）  答え（主張）  根拠 

話題  新書  意見  話題（トピック）  事実  意見  意見  キーワード 

 

p.110 

キーワード 

 

 

＜第 12 回＞ 

p.116 

主張  根拠  資料（文献）  資料 

 

 

＜第 13 回＞ 

p.120 

主張  説得（力）  主張  主張  主張  著作（権）  出典 

 

p.121 

インターネット  直接（引用）  間接（引用） 

 

p.123 

（直接引用） 

 井徳（2003）は、江戸時代について次のように述べている。 

 

   江戸時代は外国との交易が限られていた鎖国の時代です。国内で食料、エネルギー    

   等が全てまかなわれ、戦争もない安定していた時代です。国民の幸福度がきわめて 

   高かったともいわれています。 

 

（間接引用）（一例） 

  井徳（2003）は、江戸時代は、鎖国していたため、食料やエネルギーなどが全て国内

でまかなわれ、戦争もない安定した時代で、国民の幸福度がきわめて高かったとも言わ

れていると述べている。 

 

p.125 

参考文献  出典（出処）   


