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2021/8/03 学習サポートデスク 1



卒論とは

テーマ！テーマ！

執筆計画を立てましょう

そのほか
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自分で問いを立てて、自分で解き、それを他人に分かる
ように説明する。

卒論を書く目的

• 論理的な考え方を身につける

• 専門性を確かなものにする

• 自分の頭で考える

卒論とは
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卒論の特性 専門家が書く論文との違い

「研究ができる」ことのアピール

基礎的文献の網羅

研究方法についての理解

作業と実証の正確さ

論理性と文章表現の的確さ

問題に対する理解の確実さ

専門の研究者には分かりきっていることも書く

つまり

研究の初心者である
自覚をもって丁寧に取
り組む態度

専門外の先生や、クラスメートにも分かるように
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１．自分なりにテーマを立てる

２．資料および先行研究の状態を把握する

大きすぎない 「興味がある」だけでは不十分

資料は入手できるか 資料の量や質は適当か

自分なりの問いと答えを出す余地はあるか

研究の意義はあるのか？

テーマの選択

 関心があること・好きなこと

 学問的、社会的意義があること

結論が出ていなければ論文は書けない

論文＝ある問題に対する研究の結果を論理的に報告する文章

研究＝作業＋思考
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３、このテーマで進めていくことが可能か、自分の状況とあわせてよ
く考える

就職活動や受験勉強などとのバランスで、どの程度の
時間と精力を割くことができるか、冷静に判断する

実行性が大事！ ～たい、～つもり、
たぶんできると思う

テーマの選択

研究の状況 その論文を書くためにどのような作業が必要となり、ど
の程度時間がかかるかを予測する

自分の都合

場合によってはテーマを変更する必要もあるので、
予備のテーマも用意しておく
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大テーマを解決するために必要な下位テーマ

その下位テーマを解決するための具体的な小さな問題

「＊＊について」という考え方ではテーマは出ない

～はなぜか、どのように～か、何が～・・・

論文は「問い」とその解決

テーマの設定はきちんとした疑問形で

問題に対する「切り口」

自分の頭の中にあることを証明するのが研究ではない。先行研究
に揺さぶりをかけることで、自分なりの「問い」を見つける。

テーマを決める① 問う！
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「なでる」テーマから「切る」テーマへ

「日本人の食文化」

日本人の食文化史をたどるレポートにしかならない

「日本人は外来の食文化をどのように取り入れ、独自の食文
化を築いてきたのか」

新しい知見を求める意欲はない

「それを知ってどうするのか」

外来食文化の取り入れ方の「特徴の発見」予想される意義

新しい知見この中で、具体的なひとつの食材／食品／調
理法・・・を選ぶ

例えば、

テーマを決める②
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• 原因と結果を考える

「源頼朝が鎌倉幕府を建てた」

• 頼朝はなぜ鎌倉幕府を立てることに成功したのか

• 頼朝が鎌倉幕府を建てたことによって、日本の社会はどのように変
化したか

がんは文明病である（根拠＝がんによる死亡率は先進国が途上国を上
回っている）

• 先進国の医療レベルは高く、ほかの病気では死なないからではない
か？

• 異分野との融合

テーマを決める③ 考える、先行研究とのやり取り
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テーマを決める③ 考える、先行研究とのやり取り

• 反証の発見

＝先行研究の知見にあわないような反証・例外を探す

• 追試をしてみる＝先行研究と同じ原典を同じように読んでみる

「問い」は先行研究の中にある未知の部分に探せ！

論文読みまくり大作戦！
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1. 先行研究の不整合を解決→ある問題のついての不整合を表にしてみる

先行研究の一致点（＝確かなこと）の発見、確認が基礎

2. 先行研究の拡張 〔なぜそのような拡張をしたのか、説明が必要〕

• 先行研究の知見を同じ領域の別の問題に当てはめる（他国の研究結果を日本
に当てはめて検証）

• 違う領域に当てはめる（言語学理論を文学研究に応用）

• 方法論を変える（理論研究をデータを取って実証）

• 実際上の問題の解決を図る（基礎研究のプログラムから実践的な訓練プログ
ラムの開発＝言語学の理論から日本語教育のスキルを作る）

3. 問いを明確にする

先行研究で「何が」「どこまでわかっていて」「何が」わかっていないので、私はこう
する。その結果「何がわかった（答え）」
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雑誌論文 ーー新説（発表時期に注意）

単行本 ーーーその研究をする理由など、問題意識が書
かれている場合が多い

著者の問題意識がわかれば、同じ著者のほか
の論文もわかりやすくなる

文献読解
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まず、ペンを持ち、通読しつつチェック
1. 知らない言葉
2. 理解しにくいところ
3. 自分は意見が違うところ／疑問に感じるところ
4. 面白いと思うところ
5. 重要だと思うところ
6. あとで見直してよく考えたいところ

メモを取りながら読む

キーワードを並べる⇒キーワードの関係を記号などで結んでみる

文章を視覚化する過程で理解を深め、問題点を発見できる

抜き書き⇒写すことにより内容に対する理解が深まる

新しい思い付きが出ることもあるが、ペンの色を変えるなどして論文

の内容と自分の考えたことを区別しておく

自分の本・コピーなら
アンダーラインや書き

込み自由

主要な文献は
徹底的に読む
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自分のテーマに生かす

 これまで調べてきたことを自分の言葉でまとめてみる

⇒分かっているつもりでも自分の言葉で表現できない部分をチェック

 使用しようと思っている理論、方法について、辞書の項目を書くつもりでまとめて
みる

⇒使いこなせるほど理解できているか

 「問い」、「視点」、「予想される答え」を書いてみる

⇒もっと別の切り口はないか

（少しずつずらしながら検討する）

分かりきっているような問題でも、よい切り
口を見つけられると、新しい展開ができる
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２週間をひとつの単位として考える

就活その他のことがどんなに忙しくても、卒論につながり続ける

作業は早め、早めに進め、各ユニットの最後に調整用の空白を置
いておく。

計画は後ろから立てる

長丁場なので、突発事項にも対処できるゆとりが必要

思考の継続が内容を深めることにつながる

「完全」ではなくても次に進む

執筆計画
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日程の目安（大学四年目）

4月までに：分野・大まかなテーマを決める

4月～7月：文献の読み込み

7月下旬：テーマ最終決定

夏休みを利用して書き始めましょう！（書いているうちに先行研究が增えるかも）

9～10月：初稿完成

10月～11月：先行研究を読むように自分の論文を見直したり、アウトラインをまとめたり
する・先生や友人に見てもらう・改訂

12月：完成稿仕上げ！

1月上旬：提出
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• 坂口安吾

• 短編小説、代表作

• 初出：昭和22年（1947年）『肉体』創刊号

• 収録：昭和22年 『いづこへ』真光社

• 文体：説話形式

個人の経験—序論 テーマを決めたのは
四年生の最初。
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１．先行研究から

• 思想性を考察するものが多い。

• 語り手を分析するものが少ない。

→本論文の方法：物語論的な方法
焦点：語り手

序論ー問題意識 最初は、先行研究にこだわり、思想性で
新しい観点を出そうとしたが、行き詰ま
り、提出まで二か月のとき、一気に方向
を変えた。
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疑問点：

１．＜山賊＞の退場

２．＜彼＞の多用

序論ー問題意識

→本論文の視点：文体（人称表現）について考察

部分

人称表現/例
山賊 男 彼 総字数

第一部 11 12 14 4627

第二部 0 16 39 3779

第三部 0 20 45 6193

第四部 0 8 33 2007

表1 山賊に使われる人称表現の使用状況

２．テクストから
先行研究越しで
はなく、自分で研
究対象に親しむ
ことを痛感。

2021/8/03 学習サポートデスク 19



• 第一章 他者を語る語り手←最後の二週間で書いた

第一節 「他者」とは

第二節 他者を見る語り手

第三節 他者越しの桜観

• 第二章 人称表現と語り手の他者意識

第一節 ＜山賊＞から＜男＞へ

第二節 ＜彼＞の独擅場

• 第三章 二重の他者関係

第一節 他者としての女

第二節 他者としての＜彼＞

「桜の森の満開の下」における語り手の他者意識
――主人公山賊に使われる人称表現を手がかりに――個人の経験ー本論
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横光利一「純粋小説論」

他者を表現する課題
安吾の「純粋」受容

「桜の森の満開の下」

における説話体実践

説話体から

他者を見る視点

考察過程 • 第一章 他者を語る語り手

第一節 「他者」とは

第二節 他者を見る語り手：

第三節 他者越しの桜観

現象学的な用法：自我VS他我

比喩的な用法：例、大人VS子供

本稿での用法

考察上のヒント
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• 新たな知見が見つからないとき、頻りに原典を振り返ることが大事。

• 初稿の執筆は、必ずしも論文の格式を守らなくてもよい。自分の

知っていること、伝えたいことを口語交じりでも構わず、とにかく

書く。文字化しながら、考えがはっきりすることがよくある。

• 先行研究をしっかり把握したなら、途中で大きな変動を施しても慌

てることは無い。（調査や実験の場合を除く）

書いて考えたこと
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• 論文提出の日程や具体的な要求は、当年度の学生便覧で

確認する。

（入学式でもらった学生便覧はすでにアウトオブデート）

• 没頭するなかでも、各学部の通知欄やKulasisの通知を見

逃さないよう。

そのほか
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図書館機構や学習サポートデスクを
ぜひ、ご活用ください

オンライン相談も受付中！
https://www.kulib.kyoto- u.ac.jp/form/1385901
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