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慶應義塾大学湘南藤沢メディアセンター
ライティング＆リサーチコンサルタント

森将輝

資料検索法第9回 2018年6月13日（水）11:10～12:40



22本日の流れ

1.自己紹介

2.テーマを絞る

3.問いを立てる

4.レポート・論文を構成する

5.レポート・論文を書く

6.WRCの紹介



33自己紹介
【学歴】

2007.4-2010.3 私立ラ・サール高等学校 卒業

2010.4-2014.3 慶應義塾大学環境情報学部 卒業

2014.4-2016.3 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程 修了

2016.4- 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科後期博士課程

【主な職歴】
2014.3-2014.3 医療法人社団有朋会子どもメンタルクリニック芝 医療技術員

2014.4-2017.3 慶應義塾大学総合政策学部、環境情報学部、政策・メディア研究科 TA 

2016.4- 日本学術振興会 特別研究員DC1

2017.4- 慶應義塾大学環境情報学部 講師（非常勤）

2017.4- 慶應義塾大学湘南藤沢メディアセンター ライティング＆リサーチコンサルタント

【その他】
2010.4-2014.3 慶應義塾體育會競走部 所属

2011.10 第95回日本陸上競技選手権リレー競技大会 4×100mR出場

2016.3 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 相磯賞受賞

2017.12 第27回日本乳幼児医学・心理学会 優秀発表賞

陸上競技記録会
2017.4.29

森将輝
Masaki Mori

講義研究発表研究発表

執筆した論文 心理実験の様子 日本選手権リレー出場
2011.10.28



44体育１、体育２～５「ボディセンス＆エクササイズ」



55研究のビジョン
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66視空間に関する研究

私たちは、どのように外部空間を知覚しているのか？
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77身体と知覚の関係
http://senotake.jp/より本ページと次ページの動画を拝借（妹尾武治准教授のウェブサイト）



88その他の研究



99身体と知覚の関係

森・妹尾（2017）Mori & Seno (2017)

ベクションを抑制する身体運動2種類



1010視線理解に関する研究とは？

「フォトモデルはこちらを見ている？」
と推測できます。



1111

左下を見てる！

11
視線方向の弁別課題

視線方向の一致・不一致
に関する知覚を評価



1212

どの黄色がこの人の
注視地点なのだろうか？

12
視線方向の選択課題

視線方向の不一致の程度
に関する知覚を評価



1313講義「資料検索法」

・適切な資料やデータを効率
的に収集するための検索方法
を身につける。
・得られた情報をレポートや
研究に活かすための手法を学
ぶ。
・レポートや論文を作成する
際の基本的なマナーを知る。

私は、資料の調べ方をこの講義で初めて学びました！



14

私は、
レポート・論文の書き方
そのものを研究している

研究者ではなく、
実際に学んでいる（書いている）

大学院生（駆け出しの若手研究者）です。



1515

うまく書けない・・☠



1616
書けた♥



17

本題



18

レポートの失敗例を紹介し、
論文の構成、作成プロセス、
問いの立て方、テーマの
絞り方、注意点などを

説明する。



19

①日本の国際化に
ついて論ぜよ。

（最大６００字）
（５分間）



20

②隣の人と自分が書いたもの
を見せ合い、良い点を３つ、
課題となりそうな点を1つ
伝えてあげてください。



2121具体的な失敗例
• Ｑ：日本の国際化について論ぜよ。
Ａ：「日本の国際化」

国際化が叫ばれるようになって久しい。そうした中、私たちの生活は
大きく変化したといえるのではないだろうか。交通手段や技術の発展により、
国を超えての移動が簡単になった。それに伴い、海外進出する日本企業も増
加し、海外で働く日本人も増えており、海外旅行をする日本人も年々増加し
ている。また、日本に暮らす外国人も増加している。海外の製品やお菓子な
ども、普通に手に入れられるようになった。日本企業の製品も、現地の人に
合わせた形で生産され売られているという。そういった意味では、日本の国
際化は進んでいると言えるだろう。旅行にせよ仕事にせよ、海外での居住経
験がある日本人が増えること、または身の周りに住む外国人との接触が増え
ることで、海外が身近になり、海外や外国人が日本人にとってもはや特別で
はなくなりつつある。つまり、人やモノ、カネの移動がより自由に行われる
ようになったのである。
しかし、日本人の英語力の低さはいまだに有名である。そこで、日本人の

英語能力の向上が必要となる。英語は世界で多くの国や地域で使われている
言語であり、公用語として採用している企業も多い。英語教育の導入を早め
るべきだという議論もあるが、そこにどれだけの意味があるのか、本当に英
語が話せるようになるのかは疑問が残る。しかし英語が話せなければ、グ
ローバルなビジネス場面で、諸外国の人と対等に渡り合うことはできず、真
の相互理解を築くこともできないであろう。

佐渡島紗織・坂本麻裕子・大野真澄（2015）．レポート・論文をさらに良くする「書き直し」ガイド : 大学生・大学院生のための
自己点検法29，大修館書店．＜藤沢 3階北一般 816.5@SA6@2＞



22

③文章の良い点は
なんでしょうか？



23

④文章の問題点は
なんでしょうか？



2424文章の問題点

• 論じたい内容が絞り切れていない。

• 内容が広範囲に及んでおり、論じたい内容が絞り切れていない。

• 第１段落と第２段落が一貫した内容になっていない。

• それぞれの段落の中でも、様々な要素が言及されており、内容が一貫していない。

• 「問い」が書かれていないため、何を論じているのかわかりにくい。

• 複数ある主張のうち1つだけが主張であるのか、
すべてを合わせると主張になるのかがわからない。

• 文章の目的がはっきりしない。

• 文章全体の到達点が見えない。

文章の問題点はなんでしょうか？



2525本日の流れ

1.自己紹介

2.テーマを絞る

3.問いを立てる

4.レポート・論文を構成する

5.レポート・論文を書く

6.WRCの紹介



2626具体的な失敗例
• Ｑ：日本の国際化について論ぜよ。
Ａ：「日本の国際化」

国際化が叫ばれるようになって久しい。そうした中、私たちの生活は
大きく変化したといえるのではないだろうか。交通手段や技術の発展により、
国を超えての移動が簡単になった。それに伴い、海外進出する日本企業も増
加し、海外で働く日本人も増えており、海外旅行をする日本人も年々増加し
ている。また、日本に暮らす外国人も増加している。海外の製品やお菓子な
ども、普通に手に入れられるようになった。日本企業の製品も、現地の人に
合わせた形で生産され売られているという。そういった意味では、日本の国
際化は進んでいると言えるだろう。旅行にせよ仕事にせよ、海外での居住経
験がある日本人が増えること、または身の周りに住む外国人との接触が増え
ることで、海外が身近になり、海外や外国人が日本人にとってもはや特別で
はなくなりつつある。つまり、人やモノ、カネの移動がより自由に行われる
ようになったのである。
しかし、日本人の英語力の低さはいまだに有名である。そこで、日本人の

英語能力の向上が必要となる。英語は世界で多くの国や地域で使われている
言語であり、公用語として採用している企業も多い。英語教育の導入を早め
るべきだという議論もあるが、そこにどれだけの意味があるのか、本当に英
語が話せるようになるのかは疑問が残る。しかし英語が話せなければ、グ
ローバルなビジネス場面で、諸外国の人と対等に渡り合うことはできず、真
の相互理解を築くこともできないであろう。

佐渡島紗織・坂本麻裕子・大野真澄（2015）．レポート・論文をさらに良くする「書き直し」ガイド : 大学生・大学院生のための
自己点検法29，大修館書店．＜藤沢 3階北一般 816.5@SA6@2＞



2727ブレイン・ストーミングをしてみよう！

• 交通手段や技術の発展

• 移動

• 海外進出する日本企業

• 海外で働く日本人

• 海外旅行をする日本人

• 日本に暮らす外国人

• 海外の製品やお菓子

• 日本企業の製品

• 人やモノ、カネの移動

• 日本人の英語力の低さ

• 英語能力の向上

• 公用語として採用している企業

• 英語教育の導入

• グローバルなビジネス

• 対等

• 相互理解

• 人の移動
• 交通手段の発達

• 海外進出する日本企業

• 日本人の海外旅行

• 日本に来る外国人観光客

• 海外在中の日本人

• 日本に暮らす外国人

• 外国人看護師

• モノの移動
• 海外製品の輸入

• 海外食品の輸入

• カネの移動
• グローバル・ビジネス

• 英語能力
• 英語教育

• 企業における英語の公用語化

• 日本人と外国人の関係
• 技術の発達

• 相互理解

• 対等

「人の移動」に内容
を絞って書いて
みようかな



28

⑤ブレイン・
ストーミング

（３分間）



2929本日の流れ

1.自己紹介

2.テーマを絞る

3.問いを立てる

4.レポート・論文を構成する

5.レポート・論文を書く

6.WRCの紹介



3030具体的な失敗例
• Ｑ：日本の国際化について論ぜよ。
Ａ：「日本の国際化」

国際化が叫ばれるようになって久しい。そうした中、私たちの生活は
大きく変化したといえるのではないだろうか。交通手段や技術の発展により、
国を超えての移動が簡単になった。それに伴い、海外進出する日本企業も増
加し、海外で働く日本人も増えており、海外旅行をする日本人も年々増加し
ている。また、日本に暮らす外国人も増加している。海外の製品やお菓子な
ども、普通に手に入れられるようになった。日本企業の製品も、現地の人に
合わせた形で生産され売られているという。そういった意味では、日本の国
際化は進んでいると言えるだろう。旅行にせよ仕事にせよ、海外での居住経
験がある日本人が増えること、または身の周りに住む外国人との接触が増え
ることで、海外が身近になり、海外や外国人が日本人にとってもはや特別で
はなくなりつつある。つまり、人やモノ、カネの移動がより自由に行われる
ようになったのである。
しかし、日本人の英語力の低さはいまだに有名である。そこで、日本人の

英語能力の向上が必要となる。英語は世界で多くの国や地域で使われている
言語であり、公用語として採用している企業も多い。英語教育の導入を早め
るべきだという議論もあるが、そこにどれだけの意味があるのか、本当に英
語が話せるようになるのかは疑問が残る。しかし英語が話せなければ、グ
ローバルなビジネス場面で、諸外国の人と対等に渡り合うことはできず、真
の相互理解を築くこともできないであろう。

佐渡島紗織・坂本麻裕子・大野真澄（2015）．レポート・論文をさらに良くする「書き直し」ガイド : 大学生・大学院生のための
自己点検法29，大修館書店．＜藤沢 3階北一般 816.5@SA6@2＞



3131問いと答えを作り直す！

• そういった意味では、日本の国際化はすすんでいると言えるだ
ろう。
☞「日本の国際化はすすんでいるか」という問いに対する答え

• 人やモノ、カネの移動がより自由に行われるようになったので
ある。
☞「日本の国際化はどのようにすすんでいるか」という問いに対する答え

• 日本人の英語能力の向上が必要となる。（中略）しかし英語が
話せなければ、グローバルなビジネス場面で、諸外国の人と対
等に渡り合うことはできず、真の相互理解を築くこともできな
いであろう。
☞「日本の国際化をすすめるためにはどのような改善が必要か」という問いに対する
答え

問いを示そう。
その上で、問いと答えを対応させていこう。



3232問いと答えを作り直す！

（問い）日本は国際化しているのか。

（証拠①）海外に行く日本人が増えている。
・海外進出する日本企業→海外出張、赴任が増える

・海外旅行

（証拠②）海外から来る外国人も増えている。
・外国人就労者

外資系企業の日本進出、外国人看護師

・外国人観光客

（答え）以上から、日本は国際化していると言える。



3333問いと答えを作り直す！

（問い）日本の国際化をすすめるためにはどのような
改善が必要か。

（改善策）日本人の英語能力向上のための英語教育
・案１ 初等～高等教育機関での英語教育

・案２ それぞれの分野での専門的な英語教育

（答え）検討してきたように、日本の国際化を進める
ためには日本人の英語能力を向上させる必要がある。



34

⑥自分で決めた問い
に根拠や例を挙げて
1つ答えてみよう。

（３分間）



3535本日の流れ

1.自己紹介

2.テーマを絞る

3.問いを立てる

4.レポート・論文を構成する

5.レポート・論文を書く

6.WRCの紹介



3636具体的な失敗例
• Ｑ：日本の国際化について論ぜよ。
Ａ：「日本の国際化」

国際化が叫ばれるようになって久しい。そうした中、私たちの生活は
大きく変化したといえるのではないだろうか。交通手段や技術の発展により、
国を超えての移動が簡単になった。それに伴い、海外進出する日本企業も増
加し、海外で働く日本人も増えており、海外旅行をする日本人も年々増加し
ている。また、日本に暮らす外国人も増加している。海外の製品やお菓子な
ども、普通に手に入れられるようになった。日本企業の製品も、現地の人に
合わせた形で生産され売られているという。そういった意味では、日本の国
際化は進んでいると言えるだろう。旅行にせよ仕事にせよ、海外での居住経
験がある日本人が増えること、または身の周りに住む外国人との接触が増え
ることで、海外が身近になり、海外や外国人が日本人にとってもはや特別で
はなくなりつつある。つまり、人やモノ、カネの移動がより自由に行われる
ようになったのである。
しかし、日本人の英語力の低さはいまだに有名である。そこで、日本人の

英語能力の向上が必要となる。英語は世界で多くの国や地域で使われている
言語であり、公用語として採用している企業も多い。英語教育の導入を早め
るべきだという議論もあるが、そこにどれだけの意味があるのか、本当に英
語が話せるようになるのかは疑問が残る。しかし英語が話せなければ、グ
ローバルなビジネス場面で、諸外国の人と対等に渡り合うことはできず、真
の相互理解を築くこともできないであろう。

佐渡島紗織・坂本麻裕子・大野真澄（2015）．レポート・論文をさらに良くする「書き直し」ガイド : 大学生・大学院生のための
自己点検法29，大修館書店．＜藤沢 3階北一般 816.5@SA6@2＞



3737目的を書く！

• 私たちの生活は大きく変化したといえるのではないだろうか。
☞なんとなく自分の立場をほのめかしつつ、日本が国際化していると考える理由や具
体例が示されている。

• 日本人の英語力の低さはいまだに有名である。
☞この文章の目的がさまざまに読み取れる。
「理由を述べること」
「具体例を挙げること」
「日本人の英語力の低さを問題提起すること」
「理由を述べて具体例を挙げること」

「理由」「具体例」「問題提起」のうち、
ポイントを1つに絞るか、この３つすべてを目的とするのか、明確にしよう！



3838目的を書く！
• 文章の冒頭で目的をはっきりと示そう！
☞「読み手」にとっても「書き手」にとってもGOOD！！！

「本レポートでは、～～～～～といえる理由を示す。」
「本稿では、～～～～～の理由を示し、その具体例を挙げることを目的とする。」
「本稿の目的は、～～～～～を再検討することである。」
「本研究では、～～～～～と・・・・・の因果関係を明らかにする。」
「本稿では、～～～～～と・・・・・を比較する。」
「本レポートでは、～～～～～の要因を模索する。」
「本研究では、～～～～～の要因を分析し、・・・・・を提案する。」

• 論じる視点を示す。
☞副題を入れる。
論じる範囲を予め示す。



3939具体的な成功例
• Ｑ：日本の国際化について論ぜよ。
Ａ：「日本の国際化 ―人の移動から―」
国際化が叫ばれるようになって久しい。交通手段や技術の発展により、国

を超えての移動が簡単になった。そこで、本レポートでは、「人の移動」と
いう視点から、日本が国際化しているといえる理由を論じる。
日本が国際化しているといえる理由は二つある。
第一の理由は、海外に渡航する日本人が増えていることである。近年、海

外進出する日本企業も増加している。それにより、海外出張や海外駐在をす
る日本人も年々増加している。また、海外旅行をする日本人も増えている。
特に、日本から近く、安価で行けるアジア圏への日本人観光客が増え続けて
いる。
第二の理由は、海外から日本に来る外国人が増えていることである。近年、

日本に進出する外資系企業が増えており、日本政府も看護師などの外国人就
労者を積極的に受け入れている。それにより、日本に暮らす外国人が増えて
いる。また、日本への外国人観光客も増加している。例えば、格安航空会社
の就航拡大、アジア地域への増便により、近隣諸国からの外国人観光客が増
えている。また、日本政府も、アジア諸国向けにビザの発給要件を緩和し、
外国人観光客の受け入れ態勢を整えている。今後も、2020年東京オリンピッ
クに向けて、外国人観光客の更なる増加が見込めるであろう。
以上、日本が国際化しているといえる二つの理由を述べた。海外に渡航す

る日本人が増えていること、海外から日本に来る外国人が増えていることが
理由である。

佐渡島紗織・坂本麻裕子・大野真澄（2015）．レポート・論文をさらに良くする「書き直し」ガイド : 大学生・大学院生のための
自己点検法29，大修館書店．＜藤沢 3階北一般 816.5@SA6@2＞



4040レポートの構成

1.タイトル（Title Page）

2.原稿（Manuscript）

3.参考文献（Reference list）

4.表（Tables）

5.図（Artwork and Illustrations）

6.付録（Appendix）



4141原稿の構成

1.主題と目的の提示

2.資料やデータを要約して紹介

3.資料やデータについての分析

4.命題の提示と論証

5.全体のまとめ

佐藤望・湯川武・横山千晶・近藤明彦（編）（2006）．アカデミック・スキルズ : 大学生のための知的技法入門 慶應義塾大学
出版会．＜日吉 ２階東閲覧室 B@002@Sa6@1＞

問題設定とそれに対する答えが明確に示されていること



4242具体的な成功例
• Ｑ：日本の国際化について論ぜよ。
Ａ：「日本の国際化 ―人の移動から―」
国際化が叫ばれるようになって久しい。交通手段や技術の発展により、国

を超えての移動が簡単になった。そこで、①本レポートでは、「人の移動」
という視点から、日本が国際化しているといえる理由を論じる。
日本が国際化しているといえる理由は二つある。
第一の理由は、海外に渡航する日本人が増えていることである。②近年、

海外進出する日本企業も増加している（証拠となるデータがあるとなおよい）。それに
より、③海外出張や海外駐在をする日本人も年々増加している（ことが容易に予想

できる）。また、海外旅行をする日本人も増えている。特に、日本から近く、
安価で行けるアジア圏への日本人観光客が増え続けている。
第二の理由は、海外から日本に来る外国人が増えていることである。近年、

日本に進出する外資系企業が増えており、日本政府も看護師などの外国人就
労者を積極的に受け入れている。それにより、日本に暮らす外国人が増えて
いる。また、日本への外国人観光客も増加している。例えば、格安航空会社
の就航拡大、アジア地域への増便により、近隣諸国からの外国人観光客が増
えている。また、日本政府も、アジア諸国向けにビザの発給要件を緩和し、
外国人観光客の受け入れ態勢を整えている。今後も、2020年東京オリンピッ
クに向けて、外国人観光客の更なる増加が見込めるであろう。
以上、④日本が国際化しているといえる二つの理由を述べた。⑤海外に渡航

する日本人が増えていること、海外から日本に来る外国人が増えていること
が理由である。

佐渡島紗織・坂本麻裕子・大野真澄（2015）．レポート・論文をさらに良くする「書き直し」ガイド : 大学生・大学院生のための
自己点検法29，大修館書店．＜藤沢 3階北一般 816.5@SA6@2＞



4343レポートへの取り組み方
• 文章の頭から書いていく必要はない！
☞今書けると思うところから、書いていってよい！

• 誰が誰に対して書くのか？
☞自分で考え、批判的に判断し、その内容の妥当性を論理的に示すための訓練をする
つもりで大学のレポートに取り組むと良い。

• 終始自分の言葉で語り、資料からの情報は出典を明らかにする！
☞人の文章のコピーはもちろんＮＧです（剽窃）。
どの部分が自分自身の見解や発見であり、どこが他者の見解であり、
どこが一般的な知識であるかを区別しながら書く！
☞参考文献を丸々鍵括弧でくくり、それ自体に文章を語らせるのもＮＧです。
（資料の引用の仕方、表記法を学ぶことは重要）

• 論理的に語り、命題を明確にする！
☞問題の設定と結論の部分が対応していることは、
レポートにおいて最も重要であると言っても過言ではありません。

• 書式はきちんと統一する！
☞誤字脱字がない文章。
☞用語が統一されている。
☞参考文献や引用文献の表記、書式が首尾一貫している。

佐藤望・湯川武・横山千晶・近藤明彦（編）（2006）．アカデミック・スキルズ : 大学生のための知的技法入門 慶應義塾大学
出版会．＜日吉 ２階東閲覧室 B@002@Sa6@1＞



4444論文に必要な10の基本構成要素

藤野輝雄（2008）．理科系のためのかならず書ける英語論文 : 論文作成用ヘルプ&チェック・シート付き 研究社．＜Maruzen 
eBook Library＞

1.表紙（Cover Page）

2.要旨（Abstract）

3.序言（Introduction）

4.方法（Methods）

5.結果（Results）

6.考察（Discussion）

7.結論（Conclusions）

8.謝辞（Acknowledgements）

9.引用文献・参考資料（References）

10.付録（Appendix）



4545論文に必要な10の基本構成要素 藤野（2008）に加筆

藤野輝雄（2008）．理科系のためのかならず書ける英語論文 : 論文作成用ヘルプ&チェック・シート付き 研究社．＜Maruzen 
eBook Library＞

1. 表紙（Cover Page）
タイトル、著者名（著者の名前、所属機関名、所属機関の所在地、連絡先）

2. 要旨（Abstract ）
目的・方法・結果・結論の要約

3. 序言（Introduction ）
研究テーマとその重要性や必要性、従来の研究内容、従来の内容で未解明点、目的・方法・結
果・結論の要約、論文の構成順序

4. 方法（Methods ）
研究対象者、

5. 結果（Results ）

6. 考察（Discussion）
目的・結果の要約、今回の研究結果と過去の研究結果の対比、推奨事項の要点、結論の要点

7. 結論（Conclusions）
方法・結果の要点、結論

8. 謝辞（Acknowledgements ）

9. 引用文献・参考資料（References）

10. 付録（Appendix）



4646論文の構成

Experimental Brain Research (2018.5.21). Instructions for Authors. Springer.
Retrieved from https://www.springer.com/biomed/neuroscience/journal/221#

Nature Communications (2018.5.21). Guide to Manuscript Submission. Nature.
Retrieved from https://images.nature.com/full/nature-assets/ncomms/pdf/submission_guide_ncomms.pdf

学術論文(Experimental Brain Research)の場合

1. Title Page（タイトル）

2. Abstract（要約）

3. Keywords（キーワード）

4. Headings（欄外表題）

5. Abbreviations（略語）

6. Footnotes（脚注）

7. Acknowledgements（謝辞）

8. Appendix（付録）

9. Reference list（参考文献リスト）

10. Tables（表）

11. Artwork and Illustrations（図）

12. Ethical responsibility（倫理的責任）

13. Manuscript（原稿）

学術論文(Nature Communications)の場合

1. Title（タイトル）

2. Authors（著者）

3. Abstract（要約）

4. Methods（方法）

5. References（参考文献）

6. Acknowledgements（謝辞）

7. Author contributions（著者の貢献）

8. Materials & Correspondence
（物質提供者・責任著者）

9. Tables（表）

10. Figure（図）

11. Statistical information（統計情報）

12. Supplementary information
（補足情報）

13. Data availability（データ利用可能性）

14. Crystallographic data（結晶データ）

15. Computer code（プログラムコード）

16. Life sciences reporting guidelines
（生命科学のガイドライン）

論文を投稿する前に、
学術誌が指定している形式を

よく読もう！



4747論文の構成
学術論文（Current Biology）の場合

1. Title

2. Authors

3. Affiliations

4. author list footnotes

5. corresponding author(s) e-mail address(es)

6. Summary

7. introduction (for Articles only)

8. Results

9. Discussion

10. Acknowledgments

11. Author Contributions

12. Declaration of Interests

13. References

14. figure titles and legends

15. tables with titles and legends

16. STAR Methods

17. Supplemental Information titles and legends. 

学術論文（Nature Communications）の場合

1. Cover letter

2. Main manuscript

1. Title

2. Authors

3. Abstract

4. Methods

1. Statistical information

2. Data availability

5. References

6. Acknowledgements (optional)

7. Author contribution

8. Competing interests

9. Materials & correspondence

10. Tables & figures

1. Supplementary information

11. Crystallographic data

12. Computer code

13. Life science reporting guidelines

Nature Communications (2018). Brief guide for submission to Nature Communications. Retrieved from 
http://images.nature.com/full/nature-assets/ncomms/pdf/submission_guide_ncomms.pdf (2018.5.30)

Current Biology (2018). Information for Authors. Retrieved from https://www.cell.com/current-biology/authors (2018.5.30)

こんなに違うことも！！！



4848ＡＰＡスタイルの論文

☜Click!



4949注意点（参考文献）

正しい情報であるか
チェック😘

あやふやな記憶😱

たしか、〇〇〇だった
ような・・・？

△△△と、
書いてある！

I think, therefore I am.
René Descartes (1637) Discours de la méthode

偉人の言葉

引用元を正しく明示😘

I think, therefore I am.

偉人の言葉

引用元がわからない😱



5050図表の作り方

図のタイトルと
キャプションは、
図の下部に書く ☞

☞

森将輝・妹尾武治（2017）．身体姿勢の違いがベクションに及ぼす影響 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, 22(3), 391-394.
American Psychological Association (2010). Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.). （前田樹海, 江藤裕之, 

田中建彦（訳）（2011）．APA 論文作成マニュアル第2版 医学書院．）＜藤沢 3階南一般 140.7@AM1@1-2ed＞
佐渡島紗織・坂本麻裕子・大野真澄（2015）．レポート・論文をさらに良くする「書き直し」ガイド : 大学生・大学院生のための

自己点検法29，大修館書店．＜藤沢 3階北一般 816.5@SA6@2＞



5151図表の作り方

表のタイトルと
キャプションは、
表の上部に書く

☞

Watanabe, T. (2006). Geometrical structures of photographic and stereoscopic spaces. The Spanish journal of psychology, 9(2), 263-272.
American Psychological Association (2010). Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.). （前田樹海, 江藤裕之, 

田中建彦（訳）（2011）．APA 論文作成マニュアル第2版 医学書院．）＜藤沢 3階南一般 140.7@AM1@1-2ed＞
佐渡島紗織・坂本麻裕子・大野真澄（2015）．レポート・論文をさらに良くする「書き直し」ガイド : 大学生・大学院生のための

自己点検法29，大修館書店．＜藤沢 3階北一般 816.5@SA6@2＞



5252図表作成時の注意点・本文との関係

森将輝・妹尾武治（2017）．身体姿勢の違いがベクションに及ぼす影響 日本
バーチャルリアリティ学会論文誌, 22(3), 391-394.

松本健太郎（2017）．グラフをつくる前に読む本 技術評論社．＜藤沢 3階南一
般 002.7@MA4@1＞

図表作成時の注意点
• すべての図表にタイトルをつける。
• 図表それぞれに通し番号をつける。
• タイトルには、その図表の内容や項目名を示

す端的な語句、キーワードを用いる。
• 他の文献の掲載されている図表を引用する場

合は、引用元の題を使い、元の出典を示す。
筆者が加筆修正する場合には、その故を示す。

• データを視覚してわかりやすいグラフを選ぶ。
e.g., 棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフなど

図表作成時の注意点
• 図表を参照するように促す案内文を書く。
• 図表の中の着眼点を示す。
• 着眼したところに対する解釈を書く。
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二つのポイント
・資料集めの目的

・よい資料の取得するコツ

私の研究分野

人の心（知覚）は目に見えない

資料やデータの集め方工夫する必要性

～余談～



5454これまでに行われている研究の成果を知る

これまでに
わかっていることを整理

• 研究者Ａ（1991）
●●について××の視点から同定

• 研究者Ｂ（2006）
●●に及ぼす△△の影響

• 研究者Ｃ（2016）
□□に関するレビュー

• 研究者Ｄ（1960）
□□における◆◆の効果

• 研究者Ｄ（1954）
◇◇に関するパイオニア的研究

• 研究者Ｅ（1978）
◇◇に関する★★学的研究

１．どこまで既知なのか調査！

我々の研究は、
～～学的視点から●●を検討

２．様々な手法や問題点を得る！ ３．新規性や重要性を見いだす！

これまでの研究を精査し、
研究の立ち位置を確立

• 研究者Ａ（1991）
●●について××の視点から同定
→性差については検討していない。

• 研究者Ｂ（2006）
●●に及ぼす△△の影響
→△△学的視点に関する解釈が発展途上
であるかも？

• 研究者Ｃ（2016）
□□に関するレビュー
→重要文献及び分野の外観を知る。

• 研究者Ｄ（1960）
□□における◆◆の効果
→用いられた計測器が少し古く、精度が

悪い可能性
• 研究者Ｄ（1954）

◇◇に関するパイオニア的研究
→初期の研究を理解

• 研究者Ｅ（1978）
◇◇に関する★★学的研究
→1970年代に主流であった手法が用いら

れている

研究を進めていくための
出発点はここ！！！

研究者Ｂ（2006）の研究
は、～～～の点において
他の解釈を加えると

研究が発展するのでは？



5555様々なデータ

得るべきデータは、研究目的によりけり！
→研究の目的に最も合致した資料取得方法を検討！

気候に関する情報

インタビュー

プログラムの構築

成分の計測 器具を使った計測

花の生育情報

心理実験



5656本日の流れ

1.自己紹介

2.テーマを絞る

3.問いを立てる

4.レポート・論文を構成する

5.レポート・論文を書く

6.WRCの紹介
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⑦次の文は何が問題
でしょうか？



5858具体的な失敗例
• Ｑ：日本社会でグローバル化進んでいるかを論ぜよ。
Ａ：「日本の社会とグローバル化 ～日本社会の現状～」

2000年代に入り、世界中でグローバル化、すなわち人や物が地球規模で交
流したり移動したりする現象が進んでいる。近年、グローバル化という言葉
は、日本での注目を集めており、国内の多方面に影響を与えている。当然、
日本社会でもグローバル化が進んでいると推測される。そこで、本稿では、
日本社会でグローバル化が進んでいるか否かを、人の移動と物の流入という
2つの観点に絞って検討する。
第1に、国外から多くの人が日本社会へ移動している。様々な国から労働

者や留学生が日本社会に数多く移動しているが、いまや外国人労働者や外国
人留学生は日本社会を構成する一員である。
第2に、日本社会では、国外から様々なものが流入している。様々な国か

ら多様な物が大量に流入している。特に、食文化の流入は顕著である。外食
産業を見ると、西洋料理や中華料理、エスニック料理などの世界各国の料理
を提供するレストランが増加している。さらに、グローバル化以前の日本社
会では入手困難であった世界各国の料理に不可欠な食材や調理器具は入手で
きるようになった。つまり、日本にいながらにして、世界各国の食文化に接
することが可能となっているのである。
以上、人の移動と物の流入という2つの観点から日本社会でグローバル化

が進んでいることを説明した。日本社会におけるグローバル化は、様々な国
から労働者や留学生などの人の移動、食材や調理器具などの物の流入が増加
している。したがって、日本社会でグローバル化は進んでいる。

佐渡島紗織・坂本麻裕子・大野真澄（2015）．レポート・論文をさらに良くする「書き直し」ガイド : 大学生・大学院生のための
自己点検法29，大修館書店．＜藤沢 3階北一般 816.5@SA6@2＞



5959文章の問題点

• 文を整える必要性
• 1つの文の中に複数の主体が含まれている。

• 文と文の繋がりが不明確である。

• 文中に組み込まれた修飾部分が長すぎる。

• 文がねじれている。

• 具体例の点検
• 具体例が明確でない。

• 具体例が適切でない。

• 題の点検
• 題を読んでも、どのような文章なのかがわかりにくい。

• 副題のつけ方が適切でない。

文章の問題点はなんでしょうか？
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⑧次の文を意味が
通る文に書き換えて

みよう！



6161具体的な失敗例
• Ｑ：日本社会でグローバル化進んでいるかを論ぜよ。
Ａ：「日本の社会とグローバル化 ～日本社会の現状～」

2000年代に入り、世界中でグローバル化、すなわち人や物が地球規模で交
流したり移動したりする現象が進んでいる。近年、グローバル化という言葉
は、日本での注目を集めており、国内の多方面に影響を与えている。当然、
日本社会でもグローバル化が進んでいると推測される。そこで、本稿では、
日本社会でグローバル化が進んでいるか否かを、人の移動と物の流入という
2つの観点に絞って検討する。
第1に、国外から多くの人が日本社会へ移動している。様々な国から労働

者や留学生が日本社会に数多く移動しているが、いまや外国人労働者や外国
人留学生は日本社会を構成する一員である。
第2に、日本社会では、国外から様々なものが流入している。様々な国か

ら多様な物が大量に流入している。特に、食文化の流入は顕著である。外食
産業を見ると、西洋料理や中華料理、エスニック料理などの世界各国の料理
を提供するレストランが増加している。さらに、グローバル化以前の日本社
会では入手困難であった世界各国の料理に不可欠な食材や調理器具は入手で
きるようになった。つまり、日本にいながらにして、世界各国の食文化に接
することが可能となっているのである。
以上、人の移動と物の流入という2つの観点から日本社会でグローバル化

が進んでいることを説明した。日本社会におけるグローバル化は、様々な国
から労働者や留学生などの人の移動、食材や調理器具などの物の流入が増加
している。したがって、日本社会でグローバル化は進んでいる。

佐渡島紗織・坂本麻裕子・大野真澄（2015）．レポート・論文をさらに良くする「書き直し」ガイド : 大学生・大学院生のための
自己点検法29，大修館書店．＜藤沢 3階北一般 816.5@SA6@2＞



6262文を整える！

（修正前）近年、グローバル化という言葉は、日本での注目を集めており、
国内の多方面に影響を与えている。

（修正後）近年、日本ではグローバル化という言葉が注目を集めている。
グローバル化と呼ばれる現象は、国内の多方面に影響を与えている。

（修正前）様々な国から労働者や留学生が日本社会に数多く移動しているが、
いまや外国人労働者や外国人留学生は日本社会を構成する一員である。

（修正後）様々な国から労働者や留学生が日本社会に数多く移動している。
いまや外国人労働者や外国人留学生は日本社会を構成する一員である。

主体は何かを明確に！
☞1つの文の中に複数の主体が含まれている。

接続表現「が」は何のために使われている？
☞文と文の繋がりが不明確である。



6363文を整える！

（修正前）さらに、グローバル化以前の日本社会では入手困難であった
世界各国の料理に不可欠な食材や調理器具は入手できるようになった。

（修正後）グローバル化以前の日本社会では、世界各国の料理に不可欠な食材や
調理器具は入手困難であった。しかし、現在では、それらは容易に
入手できるようになった。

（修正前）日本社会におけるグローバル化は、様々な国から労働者や留学生など
の人の移動、食材や調理器具などの物の流入が増加している。

（修正後）日本社会では、様々な国から労働者や留学生などの人の移動、
食材や調理器具などの物の流入が増加している。

「食材や調理器具」を修飾する部分が長い！
☞文中に組み込まれた修飾部分が長すぎる。

主語「グローバル化は」に対する述語はどれ？
☞文と文の繋がりが不明確である。



6464文の作り方

• 主体毎に分け、主語が明示された文にする。

• ねじれた文を整える。
• 主語と述語を合わせる。

• 主語に対する述語を補い、文を独立させる。

• それぞれの文の役割を考えて、文を独立させる。
• ＜背景＞と＜主張＞の二つで文を作る。

• ＜過去＞と＜現在＞と＜将来＞で文を作る。

• ＜原因＞と＜結果＞で文を作る。

• ＜主張＞と＜根拠＞で文を作る。

• ＜空間の区切り＞毎に文を作る。など

文は、「一文一義」の原則に従って書こう！



6565文章の書き方

窓が開いていたので、その部屋は暑かった。

「窓が開いていたので、その部屋は寒かった。」
と書いても場面・環境によっては間違いではない。

☟書き足しの例１

クーラーが入っていたのに、
窓が開いていたので、その部屋は暑かった。

☟書き足しの例２

窓が開いていたので、
クーラーが効かず、その部屋は暑かった。

山本幸司（2014）．大学一年生の文章作法 岩波書店．＜藤沢 3階北一般 816@YA7@1 ＞



6666文の問題点を指摘しよう！
• 経済活動に伴って、何らかの社会的コストが発生するのは避けがたいことである。と
ころが、日本では、とりわけ低所得者層に負担を転嫁する形で処理されてきた。

☞主語がない文

• スコット・ジョプリンのラグタイムから、チャーリー・パーカーまで５０年。この間
の革新者としては、ルイ・アームストロング、ベニー・グッドマン。

☞述語がない文（体言止め）

• 実在論と観念論の違いは、人間の認識活動から独立して存在する実在を認めるかどう
かという点が異なる。

☞主語と述語がねじれている文

• チェレンジャー号爆発事故の教訓は、組織内での集団的意思決定において、技術者が
経営的観点に偏ることなく最後まで技術的観点からの見解を表明できるような仕組み
を構築する必要がある。なぜなら、技術者も経営的観点から事態を見るようになって
しまうと、その組織からは複数の視点からが失われ、集団的思考に陥りやすくなる。

☞文頭に対応した文尾がない

• ヒップホップは、家や学校やコミュニティー・ハウスや公園でのライブ・パフォーマ
ンスとしてダンスが確固たる地位を確立しつつあった１９７０年代後半、つまり中低
所得者層を中心的担い手とするディスコ文化がその最盛期を過ぎつつあったものの、
まだヒスパニック系、アジア系住民による、エスニック音楽の移入が本格化する機は
熟してはいなかった、アメリカ都市部での音楽文化のいわば空白期にあって、ニュー
ヨーク、とりわけ、ブロンクス、次いで、都市郊外型ダンスとして出発した。

☞１つの文にいろいろ詰め込みすぎる

戸田山和久（2002）．論文の教室レポートから卒論まで NHKブックス．＜藤沢 3階北一般 816.5@TO2@1-2ed＞



6767ヘンテコな文を避けるための３つの注意点

• まずは、主語と述語の揃った文だけを書いていくようにする。
その上で、あまり同じ主語が繰り返しになってかえってくどく、
さらにそれを省いても理解に支障をきたさないときだけ、主語を省略する。

• １つの文を書くたびに、文頭と文尾が対応しているかどうかをチェックする。
パソコンを使って描いている時には、文頭を入力したら、
それに対応した文尾を入力してしまおう。
その後、これらの間を埋めていく。
例：文頭「なぜなら」→文尾「だからである」

• 長くなりすぎた文は、複数の文に分けて書くことはできないかと考える。

戸田山和久（2002）．論文の教室レポートから卒論まで NHKブックス．＜藤沢 3階北一般 816.5@TO2@1-2ed＞



6868本文中で先行文献を引用する
• 参考文献は、ほぼすべてのレポート・論文で言及され、リストが記載される。

●例１

• 山本（2002）は、疫神祭で祀られる神は「極めて強力で疫病を鎮める神であるが、そ
のことは疫病をもたらす神であるということと裏腹の関係にある。すなわち意に添わ
なかったり怒らせれば疫病をもたらし、祀れば疫病を鎮める、そうしたアンビヴァレ
ンスを含む神」なのであると述べている。
☞そのまま書き写す場合。
「」内は忠実に原文通りに書かねばならない。
もし誤りがあっても山本の責任である。

●例２

• 山本（2002）の考えでは、疫神祭りで祀られる神は、一方では強力で疫病を鎮めるよ
うな神であるが、他方、その意に従わなかったり怒らせたりすれば、かえって疫病を
もたらすようなアンビヴァレントな性格を持っているということになる。
☞この文章を書いた人が山本の説を要約して書いた文章。この文章では、
山本（2002）の研究を解釈する際に誤解し、記載された場合、本文を
書いた著者の責任である。

山本幸司（2014）．大学一年生の文章作法 岩波書店．＜藤沢 3階北一般 816@YA7@1 ＞



6969統計結果の書き方

板口典弘・山本健太郎（2017）．心理学レポート・論文の書き方 : 演習課題から卒論まで＜藤沢 3階南一般 140.7@IT2@1＞

5%水準で有意の場合

t(11)=-3.156, p < .05

有意な差が見られなかった場合

t(11)=0.087, n.s.

※赤色部分はイタリック体
※統計量は、正確に記載し、
適切な形式で記載を！



7070具体的な失敗例
• Ｑ：日本社会でグローバル化進んでいるかを論ぜよ。
Ａ：「日本の社会とグローバル化 ～日本社会の現状～」

2000年代に入り、世界中でグローバル化、すなわち人や物が地球規模で交
流したり移動したりする現象が進んでいる。近年、グローバル化という言葉
は、日本での注目を集めており、国内の多方面に影響を与えている。当然、
日本社会でもグローバル化が進んでいると推測される。そこで、本稿では、
日本社会でグローバル化が進んでいるか否かを、人の移動と物の流入という
2つの観点に絞って検討する。
第1に、国外から多くの人が日本社会へ移動している。様々な国から労働

者や留学生が日本社会に数多く移動しているが、いまや外国人労働者や外国
人留学生は日本社会を構成する一員である。
第2に、日本社会では、国外から様々なものが流入している。様々な国か

ら多様な物が大量に流入している。特に、食文化の流入は顕著である。外食
産業を見ると、西洋料理や中華料理、エスニック料理などの世界各国の料理
を提供するレストランが増加している。さらに、グローバル化以前の日本社
会では入手困難であった世界各国の料理に不可欠な食材や調理器具は入手で
きるようになった。つまり、日本にいながらにして、世界各国の食文化に接
することが可能となっているのである。
以上、人の移動と物の流入という2つの観点から日本社会でグローバル化

が進んでいることを説明した。日本社会におけるグローバル化は、様々な国
から労働者や留学生などの人の移動、食材や調理器具などの物の流入が増加
している。したがって、日本社会でグローバル化は進んでいる。

佐渡島紗織・坂本麻裕子・大野真澄（2015）．レポート・論文をさらに良くする「書き直し」ガイド : 大学生・大学院生のための
自己点検法29，大修館書店．＜藤沢 3階北一般 816.5@SA6@2＞



7171具定例を点検する

（修正前）様々な国から労働者や留学生が日本社会に数多く移動しているが、
いまや外国人労働者や外国人留学生は日本社会を構成する一員である。

（修正後）厚生労働省（2014）の調査によると、外国人労働者は年々増加しており、
2014年時点で約79万人の外国人労働者が日本で就労している。
また、同様に、日本学生支援機構（2015）の調査によると、外国人留学生も
年々増加しており、2014年時点で約18万人の外国人留学生が日本で教育を
受けている。

参考文献

具体例が明確でない！
外国人は、どのくらい、どのように移動し、

どのように日本社会を構成する一員になっているのだろうか？

厚生労働省（2014）．「外国人雇用状況」の届出状況まとめ（平成26年10月末現在）
Retrieved from http://www.mhlw.go.jp/stg/houdou/0000072426.html（2015年3月1日閲覧）

日本学生支援機構（2015）．平成26年度外国人留学生在籍状況調査結果
Retrieved from http://www.jasso.go.jp/statistics/intl_student/data14.html（2015年3月1日閲覧）



7272具定例を点検する

（修正前）様々な国から多様な物が大量に流入している。特に、食文化の流入は顕著で
ある。外食産業を見ると、西洋料理や中華料理、エスニック料理などの世界
各国の料理を提供するレストランが増加している。さらに、グローバル化以
前の日本社会では入手困難であった世界各国の料理に不可欠な食材や調理器
具は入手できるようになった。つまり、日本にいながらにして、世界各国の
食文化に接することが可能となっているのである。

（修正後）様々な国から多様な物が大量に流入している。例えば、世界各国の食材や調
理器具が日本社会に流入している。食材についていえば、イタリア料理で扱
うパスタやインド料理で扱うスパイスは以前の日本社会では数種類しか流通
していなかった。しかし、現在の日本社会では、数十、数百種類ものパスタ
やスパイスが流通している。また、調理器具についていえば、外国料理特融
の用途に応じた鍋を見かけるようになった。スペイン料理専用のパエリア鍋
や北アフリカ料理専用のタジン鍋等は、以前の日本社会にはなった調理器具
である。

具体例が適切でない！
食文化は「物」であるか？



7373題を点検する

（修正前）・日本社会とグローバル化
～日本社会の現状～

（修正後）・日本社会でグローバル化が進んでいるか
―人と物という観点から―

・日本社会でグローバル化が進んでいるか
―人と物の大幅な増加―

・はたして日本社会はグローバル化しているのか
―労働者・留学生の増加、食材・器具の普及―

・日本社会におけるグローバル化の進行
―人の移動規模と物の流入数を調査する―

・日本社会におけるグローバル化の進行
―政府統計資料から見る2000年以降の動向―

・18万人の留学生やタジン鍋
―日本社会ではグローバル化が進んでいるか―

・（×）人と物の流入の増加が示す日本社会におけるグローバル化

主題を読んでも、どのような文章なのかがわかりにくい
副題のつけ方が適切ではない

☜問いと観点

☜問いと答え

☜問いと具体的な答え

☜テーマと探求方法

☜テーマと、
資料・具体的な範囲

☜キャッチな表現と
学術的な表現



7474注意点（心理・生命・動物・実験の倫理）

非倫理的な実験😱
指導教員の許可😘

実験・調査倫理委員会の審査😘

5時間逆さの状態
（これってあり？？？）

20秒間逆さの状態
気分が優れない等の場合、

すぐに実験を中止

森将輝・妹尾武治（2017）．身体姿勢の違いがベクションに及ぼす影響 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, 22(3), 391-394.
河原純一郎・坂上貴之（編）（2011）．心理学の実験倫理：「被験者」実験の現状と展望 勁草書房．＜三田 地下2階

A@140.75@Ka2@1＞
笠井一弘（2007）．アニマルマネジメント : 動物管理・実験技術と最新ガイドラインの運用 アドスリー．＜理工 本館２階図書

490.76@K1@1＞



7575研究倫理を学ぶ
• http://www.rcp.keio.ac.jp/research_ethics_eleraning.html (2018.6.4)



7676オススメの書籍

杉原厚吉（1994）．理科系のための英文作法 : 文章をなめらかにつなぐ四つの法則 中央公論社．＜藤沢 3階文庫/新
書 000@CH1@1-1216＞

佐渡島紗織・坂本麻裕子・大野真澄（2015）．レポート・論文をさらに良くする「書き直し」ガイド : 大学生・大学院生のための
自己点検法29，大修館書店．＜藤沢 3階北一般 816.5@SA6@2＞

戸田山和久（2002）．論文の教室レポートから卒論まで NHKブックス．＜藤沢 3階北一般 816.5@TO2@1-2ed＞
山本幸司（2014）．大学一年生の文章作法 岩波書店．＜藤沢 3階北一般 816@YA7@1 ＞
佐藤望・湯川武・横山千晶・近藤明彦（編）（2006）．アカデミック・スキルズ : 大学生のための知的技法入門 慶應義塾大学

出版会．＜日吉 ２階東閲覧室 B@002@Sa6@1＞

文章の書くこと自体が苦手な方にオススメ

論文を書く時の取り組み方がわかる

句読点の打ち方、論理展開の仕方がわかる



7777オススメの書籍

英語で論文を書く方にオススメ

詳細かつ豊富な例が多く掲載されています
河本健（編）（2007）．ライフサイエンス論文作成のための英文法 羊土社．＜藤沢 3階北一般 490.7@KA3@1＞
Silvia, P. J. (2014). Write It Up: Practical Strategies for Writing and Publishing Journal Articles. American Psychological 

Association. ＜ProQuest Ebook Central＞
河本健・大武博（2009）．ライフサイエンス論文を書くための英作文&用例500 羊土社．＜Maruzen eBook Library＞
安原和也（2011）．英語論文基礎表現717 ＜藤沢 3階北一般 836.5@YA1@1＞
藤野輝雄（2008）．理科系のためのかならず書ける英語論文 : 論文作成用ヘルプ&チェック・シート付き 研究社．＜Maruzen 

eBook Library＞



7878オススメの書籍

心理学を中心とした社会科学系，
看護学系の論文を書く方にオススメ

American Psychological Association (2010). Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.). 
（前田樹海, 江藤裕之, 田中建彦（訳）（2011）．APA 論文作成マニュアル第2版 医学書院．）＜藤沢 3階南一
般 140.7@AM1@1-2ed＞

American Psychological Association (2010). Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.). ＜藤沢 3階南一
般 140@AM1@1＞

板口典弘・山本健太郎（2017）．心理学レポート・論文の書き方 : 演習課題から卒論まで 講談社．＜藤沢 3階南一般
140.7@IT2@1＞



7979本日の流れ

1.自己紹介

2.テーマを絞る

3.問いを立てる

4.レポート・論文を構成する

5.レポート・論文を書く

6.WRCの紹介



8080ライティング＆リサーチコンサルタントとは？
◆開設時間
授業期間中の不定期（平日）

◆開設場所
メディアセンター
2Fイベントスペース

◆相談内容
書き方：論文

レポート
謝辞
参考文献
引用

調べ方：資料
情報収集

取組み方：研究テーマの設定
グループワーク

◆諸注意
直接窓口にて随時対応
当日、相談者が複数いる場合
は、原則的に先着順に対応
窓口での予約票有
ネットでの予約システム有

Writing Research Consultant



8181WRCのウェブサイト
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8282ＷＲＣへの相談・予約

勤務スケジュール☞

☜予約表



8383

☜勤務状況の確認が可能
好きな時間・担当者に
予約可能
※１日３０分（１コマ）まで
※次のコマに予約が無く、
別の希望者もいない場合は、
相談を続けることもで可能



8484Twitter@sfc_wrc



8585ＷＲＣのメンバー紹介

気軽に相談してください！
秋学期
直江健介

月曜日
森将輝

月曜日＆金曜日
中村杏菜

水曜日＆木曜日
高橋麻李衣

金曜日
Fahd Al-Guthmy

火曜日
佐々木聡

木曜日＆金曜日
ハディハーニ

心理学
（実験心理学・数理心理学・

臨床心理学）
環境のデザインと政策

(Environmental Design and Governance)

地域研究
（中東、イスラーム圏、
パレスチナ／イスラエル）

分子生物学
（医科生化学・代謝学）

心理学
（発達心理学・臨床心理学）

情報セキュリティ
機械学習

社会的企業論
（米国及び日本を中心としたNPO、協同組合、
社会的株式会社[Benefit Corporation等]など）


