
⼩論⽂を書こう！

麗澤⼤学経済学部



⼩論⽂は「デキル！⼤⼈」へのお誘いです。

(C) Yuko Akune
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論文とは?

 論文には審査(査読)があります。論説は好きなこと
を書くことが出来ます。

 →この違いは何か?

 知的好奇心を持つ

 →なぜ，どうして????? 科学の出発点

 自分への関心を持つ

 家族への関心を持つ

 社会への関心を持つ

Chihiro SHIMIZU cshimizu@reitaku‐u.ac.jp
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審査を通すために1

 ポイント1. 論文は，何を書くのかと言うことよりも，どの様に
書くのかと言うことが大切。

 ポイント2. 論文を読む人は疲れています!!!

 ポイント3. 最初の15秒-30秒が勝負

 ポイント4. 規則を守る必要があります

Chihiro SHIMIZU cshimizu@reitaku‐u.ac.jp
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審査を通すために2

 ポイント1. お土産を意識する

 小論文: 小さなお土産

 論文: 何年もかけて実験を重ねて書いています。

 ポイント2.プレゼンテーションする気持ちで書く

Chihiro SHIMIZU cshimizu@reitaku‐u.ac.jp
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本⽇の内容
 （⼩）論⽂とは

 頭の中から紙の上へ
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐＜よくある質問＞‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

◦ 「書くことが決まりません。」
◦ 「何を書くのか、訳がわからなくなりました。」
◦ 「どのように書いてよいかわかりません」

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

 最後に、実験してみよう！

 ⼩論⽂の評価基準

 禁句集
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(⼩)論⽂とは
 「問い」がある
◦ 明確な問いを⽴て、それを解決することを⽬指す。

 「主張」がある
◦ 「主張」とは、問いに対する答え

 「論証」がある
◦ ⾃分の答えを相⼿に納得させる必要がある。
◦ 「論証」とは、⾃分の主張（答え）を論理的に⽀持する論拠を
効果的に並べる。
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出所：⼾⽥⼭(2012) pp.38‐39.
注：吹き出し部分は加筆

⾔い切る勇気を！

読み終わって、
「何が⾔いたいの？」
「なぜ？」と思わせない！

「正しい」
「あっている」

他者に、⾃分の主張
を説得する！



⼩論⽂の「型」は決まっている！
⼩論⽂の内容 書くべきこと

(C) Yuko Akune
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出所：⼾⽥⼭(2012) pp.91‐94.
注：必須事項として★がついていたもののみ記載

論証をするためのパターン
[A] 問題提起→結論→論証
[B]問題提起→論証→結論
[C] 問題提起→先⾏する議論の批判→結論→論証

これが
問いだ！

なぜかと
いうと…

それについて、私はこう考える。

結局、これが
⾔いたかった

初⼼者向け

問題の提⽰
問題の説明

どういう問題に取り組むのか？
その問題がどういう問題であるのか、
もう少し詳しく説明する。
問題に含まれる⽤語や概念の解説もする。

問いに対する⾃分の答えを論拠を挙げて論証する。

主張

論証

まとめ もう⼀度、わかったことを⼀⾔でまとめる。

問題提起



頭の中から紙の上へ

(C) Yuko Akune
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「問い」と
「主張」の

タネを⾒つける 頭の中の整理 証拠の順番決め

マッピングメモ アウトライン パラグラフ
ライティング

説得するために書く

完成！



よくある質問
⼩論⽂を書こう！

(C) Yuko Akune
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書くこと
が決まり
ません。 訳がわからな

くなりました。
どのように
書くのか、
わかりません。



「書くことが決まりません」
 ⾃分に問いかけてみます。

 こんな時に、使えます。

テーマ（トピック）が与えられ・・・

◦ 「問い」を⾃分で設定しなければならない。

◦ 問題は設定できても、⾃分の答えがわからない。

(C) Yuko Akune
11出所：⼾⽥⼭(2012) pp.126‐134.



「書くことが決まりません」
 ⾃分に問いかけよう。いつ（から/まで）？

(C) Yuko Akune
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⾃分への問い 問いの種類

信憑性

定義

時間

空間

主体

経緯

様態

⽅法

因果

⾃分への問い 問いの種類

⽐較

特殊

⼀般化

限定

当為

出所：⼾⽥⼭(2012) pp.126‐134.

どういう意味？
いつ（から/まで）？
どこで？
だれ？
いかにして？
どんなで？
どうやって？
なぜ？

他ではどうか？
これについては？
これだけか？
すべてそうなのか？
どうすべきか？

本当に？



「書くことが決まりません」
 ⾃分に問いかけよう！例「⼤学⽣の学⼒低下問題」

(C) Yuko Akune
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⾃分への問い 問いの例

本当に？ 学⼒低下と呼ばれる現象は、本当に⽣じているのか？

どういう意味？ そもそも「学⼒」とは何か？／どう定義されているのか？

いつ（から/まで）？ いつから低下し始めたのか？かつては学⼒低下現象はな
かったのか？

どこで？ 他の国では、学⼒低下現象は⾒られないのか？

だれ？ だれが学⼒低下を主張しているのか？
だれ（どの層の学⽣）の学⼒が低下している（と⾔われて
いる）のか？

いかにして？ どのような過程で学⼒が低下していったのか？
（急にか、徐々にか）

どんなで？ 学⼒低下の減少はどうなっているのか？

どうやって？ どうやって学⼒低下現象の存在を確かめたのか？

なぜ？ 学⼒低下の原因は何か？

例

出所：⼾⽥⼭(2012) pp.126‐134.



「書くことが決まりません」
 ⾃分に問いかけよう！例「⼤学⽣の学⼒低下問題」

(C) Yuko Akune
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⾃分への問い 問いの例

他ではどうか？ 教科によって学⼒低下に違いはあるのか？
地域によって学⼒低下に違いはあるのか？

これについては？ このケースは学⼒低下現象なのか？

これだけか？ 学⼒以外の能⼒も低下しているのではないか？
学⼒低下は他のより広い能⼒の低下の現れではないか？

すべてそうなのか？ すべての科⽬で学⼒の低下があるのか？

どうすべきか？ 学⼒低下にどう対応すべきか？

例
(続)

問いかけができたなら、
答えていきましょう。 だれが？

⾃分 ・・・

出所：⼾⽥⼭(2012) pp.126‐134.



「書くことが決まりません」
 ⾃分の問いに答えよう！例「⼤学⽣の学⼒低下問題」

(C) Yuko Akune
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⾃分への問い 問いの例

なぜ？ 学⼒低下の原因は何か？

例
(続)

→トータルの勉強時間の推移を調べる。

‒ 本当に授業時間が減っているのか？→授業時間の変化の統計が欲しい。
‒ 「授業時間」って何か？

‒ 授業時間＝勉強時間？
‒ 塾での勉強時間は増えてる？

‒ 減っているとしたら、なぜ減らしたのか？
‒ 週休⼆⽇制の導⼊のため？ →本当か？

→週休⼆⽇制導⼊前後での授業時間数を⽐べる
‒ ⾃主的な学習時間や総合的な学習の時間を増やすため？→本当か？

授業の時間が減っている？

考えてみた答え
‒ 授業の時間が減っている？
‒ 勉強することにメリットが感じられな
くなっている？

‒ ⼊試科⽬が減っている？
‒ 教師の教える能⼒が低くなっている？

‒ 若い⼈⼝が減って、⼊試が楽になって
いる？

‒ 「ゆとり教育」政策のせい？
‒ 格差の固定化で学ぶ意欲が低下したか
ら？

出所：⼾⽥⼭(2012) pp.126‐134.

再度問
いかけ

再再度
問いか
け・・
・



「書くことが決まりません」

(C) Yuko Akune
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「というか、テーマを⾃分で決めな
ければいけません。」

 興味のある本（少なくとも1冊）を読み、その中で「問い」
となっているものを⾒つけましょう。
 定評ある「岩波新書」には、2種類あります。
 岩波新書
 岩波ジュニア新書

 次に、これまでの⼿順に従って、それに対する⾃分
の「問い」と「主張」を考えてみましょう。

（決して、「読書感想⽂」ではありません。）

初⼼者向け



「書くことが決まりません」

(C) Yuko Akune
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「というか、テーマを⾃分で決めな
ければいけません。」

 ⼤丈夫。「興味」に気づいていないだけ。
「興味」に“間違い”はありません。そもそも、テーマ
決定権はあなたにあり、それも“間違い“はありません。
図書館で実際に本に触れてみてください。
きっと、「読んでみたい」と思うものがあるはず。

（図書館なら、本代はかかりませんから）

「というか、
⾃分の興味がよくわかりません。」

案ずるより、
産むが易し



ちなみに・・・
岩波新書のジャンル

(C) Yuko Akune
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・・・（省略）・・・
時代に即したテーマを常に提供し、それ
ぞれの分野の専⾨書、⼊⾨書として、岩
波新書は広い読者層を獲得してきました。
ベストセラー、ロングセラーも数多く⽣
まれています。
出所：岩波書店HP (http://www.iwanami.co.jp/shoseki/shinsho.html, 2013/6/25)

出所：岩波書店「岩波新書＜解説⽬録＞2013年度」、HP (http://www.iwanami.co.jp/hensyu/jr/ 2013/6/25)

＜岩波ジュニア新書の⼀例＞



「何を書くか、
訳がわからなくなりました。」

 頭で思いついたことを整理する「⽅法」があります。

◦ ブレインストーミング（これまでやってきたもの）

 ある題⽬に関する知識・経験・感情・思い付きなどを⾃分の
頭の中からたくさん取り出してみようとする⽅法

◦ マッピング・メモ
 題⽬を中⼼において、そこから発想される⾔葉を網⽬状にメ
モしながらつなげていく思考の「地図」のこと。
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 マッピング・メモ 例「⼤学⽣の学⼒低下問題」

「何を書くか、
訳がわからなくなりました。」
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例

「学⼒低下」
問題

本当に⽣じ
ているの？

どうやって
調べる？

どんな統計
があるか？

誰が主張し
ている？

そのねらい
は？

そもそも
学⼒って
何か？

⼈によっ
て定義が
違うかも

考えられる定
義をいくつか
検討する

定義の違いと学
⼒の低下をどう
考えるかに関係
があるのか？「⽣きる⼒」？

学⼒テストの
結果？ 知識の量 その他？

今回がはじ
めてか？

これまで学⼒低下がさけ
ばれたことはあるのか？

今回との違いは？
歴史的調査

起きている、
として・・・

原因は何か？

「ゆとり
教育」？ 勉強にメリット

がなくなった？

親の態
度？

先⽣の質
の低下？

どうやって決着をつけるか？

どう対処すべきか？

「ゆとり教育」
との関係は？

以前のツメコミに戻
すのでよいのか？

論者によって
違う？

違うとしたら、その
違いは、何による？

これまでになさ
れた提案は？

何⼈かの論者を取り上
げて調べてみる？

ここにも関連
がありそう

これで
書けるの？

出所：⼾⽥⼭(2012) pp.126‐134.



「何を書くか、
訳がわからなくなりました。」

 最終的な形に持っていくため、
“要らない部分”を捨てます。

(C) Yuko Akune
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あれで
書けるの？

Ｖ Ｖ

Ｖ Ｖ
Ｖ

Ｖ
Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ Ｖ
Ｖ ＶＶ

初⼼者向け

【最終形1:リニアな構造】

【最終形2:部分順序】

【マインドマップ】
リゾーム状の構造

①最も関⼼のある問いを選ぶ

②①を解決する問いや話題を
ピックアップ

③時間、資料の⼊⼿可能性

【取捨選択基準】

出所：⼾⽥⼭(2012) pp.126‐134.

⼩を捨てて
⼤に就く

「正しい」
「あっている」



 マッピング・メモ 例「⼤学⽣の学⼒低下問題」

「何を書くか、
訳がわからなくなりました。」
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「学⼒低下」
問題

本当に⽣じ
ているの？

どうやって
調べる？

どんな統計
があるか？

誰が主張し
ている？

そのねらい
は？

そもそも
学⼒って
何か？

⼈によっ
て定義が
違うかも

考えられる定
義をいくつか
検討する

定義の違いと学
⼒の低下をどう
考えるかに関係
があるのか？「⽣きる⼒」？

学⼒テストの
結果？ 知識の量 その他？

今回がはじ
めてか？

これまで学⼒低下がさけ
ばれたことはあるのか？

今回との違いは？
歴史的調査

起きている、
として・・・

原因は何か？

「ゆとり
教育」？ 勉強にメリット

がなくなった？

親の態
度？

先⽣の質
の低下？

どうやって決着をつけるか？

どう対処すべきか？

「ゆとり教育」
との関係は？

以前のツメコミに戻
すのでよいのか？

論者によって
違う？

違うとしたら、その
違いは、何による？

これまでになさ
れた提案は？

何⼈かの論者を取り上
げて調べてみる？

ここにも関連
がありそう

出所：⼾⽥⼭(2012) pp.126‐134.

例
(続)



 マッピング・メモ 例「⼤学⽣の学⼒低下問題」

「何を書くか、訳がわからなくなりまし
た。」→お⼟産は⼀つで⼗分
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「学⼒低下」
問題

本当に⽣じ
ているの？

どうやって
調べる？

どんな統計
があるか？

誰が主張し
ている？

そのねらい
は？

そもそも
学⼒って
何か？

⼈によっ
て定義が
違うかも

考えられる定
義をいくつか
検討する

定義の違いと学
⼒の低下をどう
考えるかに関係
があるのか？「⽣きる⼒」？

学⼒テストの
結果？ 知識の量 その他？

今回がはじ
めてか？

これまで学⼒低下がさけ
ばれたことはあるのか？

今回との違いは？
歴史的調査

起きている、
として・・・

原因は何か？

「ゆとり
教育」？ 勉強にメリット

がなくなった？

親の態
度？

先⽣の質
の低下？

どうやって決着をつけるか？

どう対処すべきか？

「ゆとり教育」
との関係は？

以前のツメコミに戻
すのでよいのか？

論者によって
違う？

違うとしたら、その
違いは、何による？

これまでになさ
れた提案は？

何⼈かの論者を取り上
げて調べてみる？

ここにも関連
がありそう

出所：⼾⽥⼭(2012) pp.126‐134.

例
(続)



「どのように書くのかわかりません」
 ⼿順は、部品→組み⽴てです。

 部品には、「型」があります。
◦ パラグラフ・ライティング

 組み⽴てには、ツッコミどころはありません。
◦ 論証：「根拠」と「主張」を並べてみましょう。
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「どのように書くのかわかりません」
 パラグラフ・ライティング

 パラグラフ 段落

 パラグラフの構成
①トピック・センテンス

‐⾔いたいこと
②サブ・センテンス

‐①の説明
‐①の補⾜
‐①の具体例

◦ 各トピック・センテンスは論理的につながる。
◦ トピック・センテンスだけでも、⽂章の意味が通じる。
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(C) Yuko Akune 出所：⼾⽥⼭(2012) pp.187‐198.

≠ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊。＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊。＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊。＊＊＊＊＊＊＊＊＊。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊。＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊。＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊。

論理的つながり

論理的つながり



「どのように書くのかわかりません」
 パラグラフ・ライティング（よい例）
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(C) Yuko Akune 出所：⼾⽥⼭(2012) pp.187‐198.

論理的つながり

論理的つながり

⺠主主義にはどうしても直接⺠主制に向かう傾向がある。つま
り、主権者である⺠衆は、⾃分は政治的決定を直接⾏う権利を持
つと考えがちなのである。こうして、より多くのものが決定に参
加することは、それだけで望ましいことだと思われるようになる。
このようにして、直接⺠主制が絶対的に正しい決定のあり⽅だ

と思われると、世論調査が政治の動向や政治決定を左右する最も
⼤きな要因になってくる。これは、原⼦⼒発電所の誘致やダム開
発、その他の公共事業の継続をめぐる近年の政策決定の過程を⾒
れば明らかだろう。政治家や官僚など公的⽴場にいる者の施策が、
じかに世論に左右される事態が⽣じている。いったいどうしてこ
のようなことになるのだろうか。
最もはっきりした原因は、⺠衆はおおむね健全な判断⼒をもつ

と考えられている点にあるだろう。国⺠の教育⽔準が向上し、政
治家や官僚との教養における差が縮まれば縮まるほど、直接⺠主
制や住⺠投票を求める声が強くなることが、その証拠としてあげ
られる。

例

①

②

③

ここでは、③が①と②の原因だということ、となっている。



「どのように書くのかわかりません」
 パラグラフ・ライティング（中⾝）
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(C) Yuko Akune 出所：⼾⽥⼭(2012) pp.187‐198.

このようにして、直接⺠主制が絶対的に正しい決定のあり⽅だ
と思われると、世論調査が政治の動向や政治決定を左右する最も
⼤きな要因になってくる。これは、原⼦⼒発電所の誘致やダム開
発、その他の公共事業の継続をめぐる近年の政策決定の過程を⾒
れば明らかだろう。政治家や官僚など公的⽴場にいる者の施策が、
じかに世論に左右される事態が⽣じている。いったいどうしてこ
のようなことになるのだろうか。

例

②
このようにして、直接⺠主制が絶対的に正しい決定のあり⽅だ

と思われると、世論調査が政治の動向や政治決定を左右する最も
⼤きな要因になってくる。

これは、原⼦⼒発電所の誘致やダム開発、その他の公共事業の継
続をめぐる近年の政策決定の過程を⾒れば明らかだろう。

政治家や官僚など公的⽴場にいる者の施策が、じかに世論に左右
される事態が⽣じている。

いったいどうしてこのようなことになるのだろうか。

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(i) の具体例

(i) を⾔い換えての強調

次のパラグラフへのつなぎ



⺠主主義にはどうしても直接⺠主制に向かう傾向がある。つま
り、主権者である⺠衆は、⾃分は政治的決定を直接⾏う権利を持
つと考えがちなのである。こうして、より多くのものが決定に参
加することは、それだけで望ましいことだと思われるようになる。
このようにして、直接⺠主制が絶対的に正しい決定のあり⽅だ

と思われると、世論調査が政治の動向や政治決定を左右する最も
⼤きな要因になってくる。これは、原⼦⼒発電所の誘致やダム開
発、その他の公共事業の継続をめぐる近年の政策決定の過程を⾒
れば明らかだろう。政治家や官僚など公的⽴場にいる者の施策が、
じかに世論に左右される事態が⽣じている。いったいどうしてこ
のようなことになるのだろうか。
最もはっきりした原因は、⺠衆はおおむね健全な判断⼒をもつ

と考えられている点にあるだろう。国⺠の教育⽔準が向上し、政
治家や官僚との教養における差が縮まれば縮まるほど、直接⺠主
制や住⺠投票を求める声が強くなることが、その証拠としてあげ
られる。

「どのように書くのかわかりません」
 パラグラフ・ライティング（これはどうでしょう？）
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⺠主主義にはどうしても直接⺠主制に向かう傾向がある。つま
り、主権者である⺠衆は、⾃分は政治的決定を直接⾏う権利を持
つと考えがちなのである。こうして、より多くのものが決定に参
加することは、それだけで望ましいことだと思われるようになる。
このようにして、直接⺠主制が絶対的に正しい決定のあり⽅だ

と思われると、世論調査が政治の動向や政治決定を左右する最も
⼤きな要因になってくる。これは、原⼦⼒発電所の誘致やダム開
発、その他の公共事業の継続をめぐる近年の政策決定の過程を⾒
れば明らかだろう。政治家や官僚など公的⽴場にいる者の施策が、
じかに世論に左右される事態が⽣じている。いったいどうしてこ
のようなことになるのだろうか。
国⺠の教育⽔準が向上し、政治家や官僚との教養における差が

縮まれば縮まるほど、直接⺠主制や住⺠投票を求める声が強くな
る傾向が⾒られる。このことから、直接⺠主制が望ましい意思決
定のあり⽅だと考えられるようになった原因は、⺠衆がおおむね
健全な判断⼒を持つと考えられるようになったことに求められる
だろう。

例
(続)

【書き換え】

①

②

③

⺠主主義にはどうしても直接⺠主制に向かう傾向がある。つま
り、主権者である⺠衆は、⾃分は政治的決定を直接⾏う権利を持
つと考えがちなのである。こうして、より多くのものが決定に参
加することは、それだけで望ましいことだと思われるようになる。
このようにして、直接⺠主制が絶対的に正しい決定のあり⽅だ

と思われると、世論調査が政治の動向や政治決定を左右する最も
⼤きな要因になってくる。これは、原⼦⼒発電所の誘致やダム開
発、その他の公共事業の継続をめぐる近年の政策決定の過程を⾒
れば明らかだろう。政治家や官僚など公的⽴場にいる者の施策が、
じかに世論に左右される事態が⽣じている。いったいどうしてこ
のようなことになるのだろうか。
国⺠の教育⽔準が向上し、政治家や官僚との教養における差が

縮まれば縮まるほど、直接⺠主制や住⺠投票を求める声が強くな
る傾向が⾒られる。このことから、直接⺠主制が望ましい意思決
定のあり⽅だと考えられるようになった原因は、⺠衆がおおむね
健全な判断⼒を持つと考えられるようになったことに求められる
だろう。 ③は、②の(iv)⽂の問いに答えていない。読者は宙ぶらりん。

出所：⼾⽥⼭(2012) pp.187‐198.



練習1：パラグラフ・ライティング

本書の⽬的は、途上国を世界貿易体制に統合し、それによって途上国が
利益を享受できるようにするには、先進国および途上国がどのような貿易
政策をとるべきか論じることにある。本書は、貿易が開発の原動⼒になり
うるとの前提を出発点とする。適切な環境であれば、財やサービスの移動
を妨げる関税などの障壁を削減する政策は、各国間の貿易を促進し、厚⽣
を増加させる。だが、途上国にとって貿易機械の増⼤はよいことではある
が、⾃由化は慎重に進めなければならない。慎重な⾃由化は、途上国に休
息で無差別の⾃由化を迫るワシントン・コンセンサスの単純な処⽅箋に⽐
べて、はるかにむずかしい。

(C) Yuko Akune
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【問】トピック・センテンスはどれでしょうか？
該当する⽂に下線を引きなさい。

原典：ジョセフ・スティグリッツ著『フェアトレード―格差を⽣まない経済システム』、浦⽥秀次郎監訳、⽇本経済社、2007年

出所：⻄⽥(2012) pp.26‐30.



練習1：パラグラフ・ライティング

本書の⽬的は、途上国を世界貿易体制に統合し、それによって途上国が
利益を享受できるようにするには、先進国および途上国がどのような貿易
政策をとるべきか論じることにある。

本書は、貿易が開発の原動⼒になりうるとの前提を出発点とする。

適切な環境であれば、財やサービスの移動を妨げる関税などの障壁を削減
する政策は、各国間の貿易を促進し、厚⽣を増加させる。

だが、途上国にとって貿易機械の増⼤はよいことではあるが、⾃由化は慎
重に進めなければならない。

慎重な⾃由化は、途上国に休息で無差別の⾃由化を迫るワシントン・コン
センサスの単純な処⽅箋に⽐べて、はるかにむずかしい。

(C) Yuko Akune
30

【問】⽂と⽂の関係を説明しなさい。

原典：ジョセフ・スティグリッツ著『フェアトレード―格差を⽣まない経済システム』、浦⽥秀次郎監訳、⽇本経済社、2007年 出所：⻄⽥(2012) pp.26‐30.

⽂と⽂の関係（ ）

⽂と⽂の関係（ ）

⽂と⽂の関係（ ）

⽂と⽂の関係（ ）

補⾜説明

説明＝⽬的に対する補⾜説明

逆説＝視点を変えて⽬的を説明

結論と次のパラグラフへの展開の芽



練習2：パラグラフ・ライティング

⽣産性の向上こそ、マネジメントにとって重要な仕事の⼀つである。困
難な仕事の⼀つである。なぜならば、⽣産性とは各種の要因の間のバラン
スをとることだからである。しかもそれらの要因のうち、定義しやすいも
のや測定できるものは少ない。たとえば、⼈材は三つの⽣産要素の⼀つに
すぎない。⼈材の⽣産性の向上が他の経営資源の⽣産性の低下によっても
たらされたのであれば、全体の⽣産性は低下しているかもしれない。

⽣産性とは難しいコンセプトである。だが、それは中⼼となるコンセプ
トである。⽣産性の⽬標がなければ、⽅向性を失う。コントロールもでき
なくなる。

(C) Yuko Akune
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【問】トピック・センテンスはどれでしょうか？
該当する⽂に下線を引きなさい。

原典：P.F.ドラッガー著『マネジメント』上⽥惇⽣編訳、ダイヤモンド社、2001年

出所：⻄⽥(2012) pp.26‐30.



練習2：パラグラフ・ライティング

⽣産性の向上こそ、マネジメントにとって重要な仕事の⼀つである。

困難な仕事の⼀つである。

なぜならば、⽣産性とは各種の要因の間のバランスをとることだからである。

しかもそれらの要因のうち、定義しやすいものや測定できるものは少ない。

たとえば、⼈材は三つの⽣産要素の⼀つにすぎない。

⼈材の⽣産性の向上が他の経営資源の⽣産性の低下によってもたらされたので
あれば、全体の⽣産性は低下しているかもしれない。

(C) Yuko Akune
32原典：P.F.ドラッガー著『マネジメント』上⽥惇⽣編訳、ダイヤモンド社、2001年 出所：⻄⽥(2012) pp.26‐30.

【問】⽂と⽂の関係を説明しなさい。

⽂と⽂の関係（ ）

⽂と⽂の関係（ ）

⽂と⽂の関係（ ）

⽂と⽂の関係（ ）

並列・説明

理由

添加

結論と発展

⽂と⽂の関係（ ）例を挙げる



練習2：パラグラフ・ライティング

⽣産性とは難しいコンセプトである。

だが、それは中⼼となるコンセプトである。

⽣産性の⽬標がなければ、⽅向性を失う。

コントロールもできなくなる。

(C) Yuko Akune
33原典：P.F.ドラッガー著『マネジメント』上⽥惇⽣編訳、ダイヤモンド社、2001年 出所：⻄⽥(2012) pp.26‐30.

【問】⽂と⽂の関係を説明しなさい。

⽂と⽂の関係（ ）

⽂と⽂の関係（ ）

⽂と⽂の関係（ ）

逆説による協調

発展

並列



「どのように書くのかわかりません」
 「構成ノート」をアウトライン化しましょう

＜⼿順＞
1. テーマを説明しよう【問題提起】
2. ⾃分の「主張」を表明しよう【結論】
3. 主張とその根拠を部品に使⽤【パラグラフ・ライティング】

4. パラグラフの関係性を根拠と主張で並べてみよう。
【論証】

5. もう⼀度、わかったことを⼀⾔（⼀⽂〜⼆⽂）でま
とめる。【まとめ】

34
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論証：ツッコミが無いように。
 妥当な論証
根拠① 気圧計の数値が下がると⾬が降る。
根拠② 気圧計の数値が下がっている。
主張 もうすぐ⾬が降る。

 妥当でない論証
根拠① ⾬が降ったなら地⾯が濡れているはず。
根拠② 地⾯が濡れている。
主張 だから⾬が降ったのだ。

(C) Yuko Akune
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←誰かが、⽔まいた
んじゃない？



最後に、実験してみよう！
 ⼩論⽂は「⾃分の意⾒を他者に表明する⽂書」です。
書き終えたら、他の⼈に読んでもらおう（実験）！

【チェックポイント】
「私の意⾒は、正しい(あってる)？」
「私の意⾒に、賛成(反対)する？」

「私の⾔いたいこと、わかる？」
「私の⾔いたいこと、わかりやすい？」
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本当に、最後に・・・
⼩論⽂を書いてみよう！

(C) Yuko Akune
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⼩論⽂の評価基準
 剽窃⾏為が⾏われていないか。
＜「問い」に関して＞

 問題は、予備知識のない者にもわかりやすいように丁寧に解説さ
れているか。

＜「主張」に関して＞

 主張は、⽴てられた問題に正⾯から答えたものになっているか。
 主張は、明確で、はぐらかしのないものになっているか。
＜「論証」に関して＞

 議論は妥当か？つまり、論拠からきちんと結論に帰結するか？
 議論の流れがわかりやすいように、各パラグラフは配置されてい
るか？

＜「まとめ」に関して＞

 まとめは、問いにきちんと対応した形で述べられているか。

(C) Yuko Akune
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彼を知り⼰を知れば
百戦して殆うからず

（by孫⼦）

出所：⼾⽥⼭(2012) pp.294‐296.
注：最重要基準として★★★が記され、⼩論⽂に必要と思われるものを抜粋



禁句集
 「ここで・・・してみる」
◦ 突然、宣⾔されても・・・。この⽂章は、流れを断ち切る効果
がある。⼩論⽂の中で、流れが断ち切れることはない。

 「では、・・・」
◦ 「では」も、話題転換で使うつなぎの⾔葉であるため、論理的
につながって展開する⼩論⽂で、ほとんど出番はない。

（例外は、「では、・・・とは何か」と問いかける場合ぐらい）

 「・・・について⾒てみる（⾒ていく）」
◦ これは、「⾃分は何を書くつもりかわかっていません」と⾔っ
ているのと同じこと。

◦ 「批判的に検討する」のか「関係に紹介する」のか、「背景を
遡る」のか等々、何を書くのかをはっきりさせよう。

◦ 「・・・について考えてみる（考えていく）」も同様。

(C) Yuko Akune
39出所：⼾⽥⼭(2012) pp.297‐300.

注：出所の内容にこれまでの経験を追加して記載。

他⼭の⽯として



禁句集
 「そんななか、・・・」
◦ 「そんな」って「どんな」？⼀度まとめなおして、続けよう。

 「「○○」という意味がわからなかったので、調べてみた
ら・・・」
◦ ⼩論⽂は、⼤⼈への第⼀歩。調べたことを⼤々的にいうことはな
い。（「知りませんでしたぁ、でも頑張りましたぁ」って⾃⼰申告・アピールは不要）

◦ 「ここでいう「○○」とは、・・・」と調べたことだけでOK.

 漢字の間違い
◦ 「倫理感」：倫理は「感じ」なのか？→○「倫理観」

 突然の決意表明
◦ 「私も・・・ということがわかった。このことを糧に今後
も・・・していきたいと思う」など、まとめで決意を表明する必
要はない。

◦ ⼩論⽂にあなたの決意は必要ない。主張と論証がいる。
（例外として、⾃⼰実現のための⽂章ならば、これがまとめになることもある。）

(C) Yuko Akune
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他⼭の⽯として

出所：⼾⽥⼭(2012) pp.297‐300.
注：出所の内容にこれまでの経験を追加して記載。


