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思考に役立つ

アカデミック・スキルとしてのプ
レゼンの作り方 

11月16日（火）

京都大学附属図書館　学習サポートデスク

人間・環境学研究科共生文明学専攻修士課程1年
深田明
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＊対象

　どなたでもご参加大歓迎です。

　主に社会科学系を専攻する学生に向けて作成されています。

　また、研究のノウハウをまだ学んでいない学生を対象としています。

　本講習会は、日本語で行います。質問は英語でも受け付けます。
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０．今日の目次

　　１. 自己紹介

　　２. アカデミック・スキルとは？

　　３. 本講習会のねらい

　　４. プレゼン構成を学ぶ

　　５. まとめ

　　６. 参考文献とおすすめ本

　　７. おまけ

　　８. 質疑応答
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１．自己紹介

　2017年4月京都大学総合人間学部入学

 　（2019年8月～2020年7月までフィンランド・ヘルシンキ大学で交換留学）

　2021年3月　京都大学総合人間学部卒業

　2021年4月　人間・環境学研究科修士課程入学

➢ 大事なのはデザイン？話し方？ボディランゲージ？

➢ 相手に伝わったかどうか！　小手先の技術<内容
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２．アカデミック・スキルとは？

　

　アカデミック・スキルとは

　　　「学問の目指すより幅広く深い教養を身につけるための基礎的技術、

 　　　「大学で学ぶための基礎的技法」である」（佐藤、2006、12頁、強調筆者）

　論文や発表では

　　　　客観性を保つこと、論理的であること、説得力があること　が重要
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３．本講習会のねらい

● プレゼンとレポートは自身の思考を相手にわかりやすく伝える点では同じ

○ 客観性、論理性をもって相手を説得 することは文章でも口頭でも大事

● プレゼン方法と論文作成手順を結び付けることで、論理的なプレゼン作成を可能にする

○ 論文執筆手順を知らずしてアカデミックなプレゼンテーションにあらず

● プレゼンを、自身の思考の整理のために作成することを目的とする

○ 学部生はレポートや卒論⇒プレゼンよりも、 プレゼン⇒レポートや卒論が多い！　　
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４．プレゼン構成を学ぶ

４－１．一般的なレポートの構成手順

　　　　　   ①研究背景と問題関心

                     ②先行研究と問題点

　　　　　   ③リサーチ・クエスチョン

　　　　　   ④構成と簡単な結論

　　　　　   ⑤具体的な内容

　　　　　   ⑥結論
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４－１．一般的なレポートの構成手順

　　　　①研究背景と問題関心

●  主題となる問題をなぜ、どんな動機によって、取り上げたか

●  問題の背景はどのようなものか（木下、2015: 36頁）→  知識がない人に問題を伝える

〈例えばこんな文章〉

　「昨今、△△は〇〇といった問題に直面している。」

　「〇〇の背景には、▢▢の台頭が一因として挙げられる（何か文献引用）。」

４．プレゼン構成を学ぶ
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４．プレゼン構成を学ぶ

４－１．一般的なレポートの構成手順

　　　　②先行研究と問題点

● どのような研究がされてきたかの紹介

● 今までの研究では明らかになっていない点　→   自身の研究の必要性が高まる

〈例えばこんな文章〉

　「〇〇（人名、年）によると、～が明らかとされている。」

　「しかし、▢▢に関する視点は盛り込まれていない。」
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４．プレゼン構成を学ぶ

４－１．一般的なレポートの構成手順

　　　　③リサーチ・クエスチョン

● 研究背景から結論までの橋渡しをする重要な一文

● 何を明らかにしたいかを明確に述べる　→  どんな疑問から研究を進めたいかが伝わる

〈例えばこんな文章〉

　「先行研究をふまえ、本論では、〇〇を▢▢の観点から考察する。」
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４．プレゼン構成を学ぶ

４－１．一般的なレポートの構成手順

　　　　④構成と簡単な結論

● どのように話をすすめるのかを章にわけて述べる

● この論文を読めば何がわかるのかを簡潔に書く　→  読みたいと思わせる！

〈例えばこんな文章〉

　「第一章では～を明らかにし、第二章では～を考察する。」

　「本論では、○○であること、□□であること、△△であることが明らかになる」
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４．プレゼン構成を学ぶ

４－１．一般的なレポートの構成手順

　　　　⑤具体的な内容　⑥結論

● 目次に沿って明らかにしたい内容を述べる

● ①～⑤までをまとめて書く　→  ④で書いた結論をより詳しく！

〈例えばこんな文章〉

「以上から、本論では以下 3点のことが明らかになった。まず、～。次に～。最後に～。」
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４．プレゼン構成を学ぶ

４－１．一般的なレポートの構成手順　　

　　　　　   ①研究背景と問題関心
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①目次と伝えたいこと

②なぜそれが重要か

③調べたこと

④新しい問い

⑤具体的な内容

⑥伝えたいことをもう一度詳しく
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レポート構成手順の④を最初にもってくるだけ！



４．プレゼン構成を学ぶ

４－２．結論の導き方

　　　　①社会科学系研究の構成要素と目的

　　　　②記述的推論とは何か

　　　　③因果的推論とは何か

　　　　④正しい推論をするために
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４．プレゼン構成を学ぶ

４－２．結論の導き方

　　　　①社会科学系研究の構成要素と目的

● 要素：「研究の問い」、「理論」、「データ」、「データの使用」

● 目的：対象の記述と説明
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説明：

　因果的推論をする

記述：

　歴史的な事実を要約する

　記述的推論をする



４．プレゼン構成を学ぶ

４－２．結論の導き方

　　　　②記述的推論とは何か

● 観察したものから、観察されない現象を理解する過程

● 観察された事実のなかで体系的部分を非体系的な部分から区別

● 個別の事象を越えて、より一般的な知識に到達することを目指す

● 一般化可能性または個別特定性を有する
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４．プレゼン構成を学ぶ

４－２．結論の導き方

　　　　③因果的推論とは何か

● ある有限個の言明が真であることに基づき、「ある２つ（以上）の事柄の間にある因果関係につい

て、何らかの結論を導くこと」（久保, 2017: 12）

● 因果関係を導くのは、とても難しい！

        ⇒方法論的な知識の習得が必要
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４．プレゼン構成を学ぶ

４－２．結論の導き方

　　　　④正しい推論をするために

● 測定誤差はないか？

● バイアスはかかっていないか？

● 選んだデータや理論は適切か？

● 飛躍した論理展開になっていないか？
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➔ 集めたデータを丁寧にみる

➔ 主観的な表現はしない

➔ 新しい理論の動向があればおさえておく

➔ いえるところまで、いう



４．プレゼン構成を学ぶ

４－２．結論の導き方
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　　　　②記述的推論とは何か

　　　　③因果的推論とは何か
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主張がどういった事実から導かれているかを明らかにする

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒論文のアウトライン完成！



５．まとめ

【アカデミックなレポートやプレゼンの極意】

➔  客観性があること、論理的であること、説得力があること！

【プレゼン作成とは】

➔ 論文・レポートと同じ！プレゼンは、アウトラインの役割を果たすもの！

【説得力のある結論のために気を付けること】

➔ 結論に至るまでにどのような客観的な事実や既存の理論を用いたか、

　　 どのように推論を行ったかがわかりやすく述べられていること！
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６．おすすめ本

木下是雄（1981）『理科系の作文技術』中公公論新社。

https://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB01823166

久米郁男（2013）『原因を推論する：政治分析方法論のすゝめ』有斐閣。

https://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04673346

戸田山和久（2012）『新版　論文教室　レポートから卒論まで』NHK BOOKS。

https://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04281883

森田果（2014）『実証分析入門：データから「因果関係」を読み解く作法』日本評論社。

https://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04801085

保城広至（2015）『歴史から理論を創造する方法：社会科学と歴史学を統合する』勁草書房。

https://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB04988709
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６．おすすめサイト、動画

アカデミック・スキルズ、慶応義塾大学教養研究センター

https://lib-arts.hc.keio.ac.jp/education/culture/academic.php#movies

➔ 10分動画などがまとまって公開されているためスキマ時間におすすめ！

人文社会科学分野のための学術プレゼンテーション、東大TV

https://todai.tv/contents-list/lecture/academic-presentations/01

➔ 英語でもチャレンジ！動画をみるだけでも英語の勉強になるのでぜひ！
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７．おまけ

　➢ とはいっても、プレゼンを上手にみせる方法って…？

「プレゼン基本の「キ」」（11月15日実施）をご覧ください！

　　　　　　後日、サイバーラーニングスペースにてアップロード予定

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　プレゼンブラッシュアップ講座、まだまだ続きます！

　　　　　　　　　　　　　 ⇦ 明日以降他の講座もあるので今すぐチェック！ 

　 　　　　　　　　　　　　　　https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/bulletin/1391992

プレゼンブラッシュアップ講座：附属図書館学習サポートデスク 26

https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/bulletin/1391992


８．質疑応答

● 今回の内容のこと

○    〇頁をもう一度説明して欲しい

○    △△がよく分からなかった

● 内容以外について…

○     プレゼンが迫っているがこれでいいか

○ 　もう少し先輩のプレゼンや研究方法について知りたい！
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ぜひ、学習サポートデスクスタッフ
に聞いてください！
〈平日13：00～19：00〉

〈附図書1F ラーコモデスク〉



またデスクにも遊びに来てね ♪

ありがとうございました！ 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