
 

ESD 課題研究 論文作成における注意事項 

＜論文の構成と内容について＞ 

 ０．タイトル 

  ・曖昧なものでなく、見る人が中身を想像できるタイトルにする 

  ・「問い」ではないので、疑問文にする必要はない 

× エネルギーの旅～エネルギーがどう変換されていくか～ 

○ 風力発電における羽の形状の違いと発電量の関係  

 

１．はじめに 

  ・研究背景（社会的背景・研究意義）、研究動機と目的、先行研究の提示 などを示す 
  ・問い（＝自分たちが明らかにしたかったこと）の説明もここに記入 
 

 Check！  
□ 社会的な背景や研究意義が書かれている（「興味があったから」だけではダメ！） 

□ この研究の動機・目的が簡潔に説明されている 

□ 目的 → 結果・考察の論点がずれていない 

 

２．方法（研究内容） 

   ・実験・調査の内容や方法、条件を過去形で書く 

・読んだ人が同じように実験操作や調査をできる（再現性がある）よう、具体的に書く 

・実験装置の図などを必要に応じて取り入れ、分かりやすく説明する 

 （図を入れる際は、下部に必ずタイトル(キャプション)をつける） 

  ・あいまいな表現を避け、具体的に記入！（✖試験管に過酸化水素水×約 4 mL を入れ…） 
 

Check！  
□ 過去形で書かれている 

□ 読んだ人が同じように実験や調査をできる（再現性がある）よう、具体的に書かれている 

□ 調査した人数や回数が明確に表されている 

 

３．結果 

・得られた結果（事実）を、表やグラフ、写真等も用いながら過去形で書く 

   （重要 or 複雑 or 多量のデータは表や図（グラフ）、それ以外は文中に結果を書く！） 

   ・表やグラフの羅列ではなく、きちんと説明する 

  ・表やグラフを示す際は、タイトル、単位、軸の説明等が必要 

（表のタイトル(キャプション)は上、図やグラフのタイトルは下） 

   ＜表の場合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 サンプル A サンプル B サンプル C 

採取地点 グラウンド 正門前 西門前 

全長（mm） 88.0 91.2 89.5 

重量（g） 26.3 31.1 28.7 

タイトル(キャプション)は上 

数値の場合は単位も示す 

表２．取得サンプルの特徴 

縦罫線は 
書かない方が 
見やすい！ 

https://chojugiga.com/2017/06/19/da4choju30_0007/


＜グラフ・図の場合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Check！  
□ 過去形で書かれている 

□ 表や図・グラフが適度に使われており、分かりやすく説明されている 

□ 考察を導くために必要なデータが示されている 

 

４．考察 

・結果で提示したデータに基づき、「こういうことを明らかにした」という主張を述べる 
・結果から言えること、得られた結果の原因や妥当性を、根拠を示して論理的に検討する 

（実験に失敗した場合は、その理由を分析する） 

・感想は書かない 

 
Check！  
□ 結果で提示した全てのデータを使って議論されている 

□ 思い込み、思いつきや飛躍した考えではなく、調査結果を根拠として論理的に述べられている 

□ 調査研究の目的に対応した考察がなされている（論点がずれていない） 

 

５．今後の展望 

    ・残された課題、この研究を今後どのように発展させたいかを述べる 

Check！ 

□ 今回の調査でできなかったこと、今後どのように研究を発展させたいかが明確に書かれている 

□ この研究が発展すれば、こんな役に立つ！という視点や SDGs とのつながりがあると、なお良い 

 

６．参考文献 

  ・参考にした書籍、論文、インターネットサイト等を「書き方」に基づいて記入する 
・ネットの「まとめサイト」は絶対 NG！！ 
・関連書籍を探すこと

Check！ 

□ 書籍、論文など、信憑性のある文献を参考にしている 

□ 裏面の「参考文献の書き方」に則った形式で書かれている 

□ この研究が発展すれば、こんな役に立つ！という視点や SDGs とのつながりがあると、なお良い 
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タイトル(キャプション)は下 

軸ラベルや単位を 
忘れない！ 
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図５ 年代別 お客さんの割合 

n＝500 

割合で示す場合は、 
調査対象人数を示す！ 



＜参考文献の書き方＞ 以下のような順・記号で標記する。 

【書籍の場合】 

著者（発行年）.『書名』.出版社. 

例：城南太郎(2011).『地球と運動』.茶山書店. 

 

【書籍（部分）の場合】 

著者（発行年）.「引用する章のタイトル」.編著者. 『書名』.出版社. 

例：城南みなみ(2014).「落下運動における空気抵抗の巨視的影響」. 

福岡次郎，博多正三編著. 『地球と運動』.茶山書店. 

 

【論文の場合】 

著者（発行年）.「論文のタイトル」.雑誌名，巻数(号数)，論文のページ. 

例：南城四朗（2011）.「茶山付近の生物実態について」. 

福岡市生物研究，20(3)，24-27. 

 

【新聞記事の場合】 

新聞名（掲載年）.「記事のタイトル」.地域と掲載日. 

例：日本科学新聞（2001）.「住宅地でも発見，セアカゴケグモか」. 

東京本紙 2 月 20 日朝刊. 

 

【Web ページの場合】 

作成者（公開年）.「Web ページのタイトル」.URL.アクセスした日付. 

例：文部科学省（2018）. 

「学校給食における地場産物・国産食材の使用割合（食材別）」.  

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2018/10/30/1406849_002

_1_2_1.pdf.2019 年 2 月 20 日. 

 

※ Web サイトを参照する場合、その信頼度を十分に確認すること。まとめサイト不可！ 

（「作成者は明確で公的か」，「内容は既知概念や法則等を踏まえているか」等） 

※ 問い立ての際、まとめサイトを参照している場合、論文作成のために他の文献を探すこと 

 

 

  



ESD 課題研究 論文作成について 

＜研究論文完成までの流れ＞ 

２月１７日（水）６・７限（本日） 

 ・論文アウトライン（前回配布した）の作成 

※ 論点を整理し、筋の通ったアウトラインを作成すること！ 

 ・アウトラインの提出 → 傘担当者のチェックを受ける 

 ・必要な班は、本日追加調査を行う 

 

２月２４日（水）７限 ＆ ３月３日（水）７限 

  ・アウトラインを元に、個人で論文の下書き＆本書き 

 

４月６日（火）（３年１学期始業式） 

 ・論文提出（春休みの課題） 

 

＜論文作成要領＞ 

・一人一本、A4 サイズ２枚以上（片面×２枚以上）でまとめる。 

・パソコンでも、手書きでも OK。 

（パソコンの場合、テンプレートを使用し、裏面の様式を守って作成すること。テンプレート

データはパソコン教室のフォルダ内にある。また、後日学校 HP にアップロード予定。） 

 ・手書きの場合も、裏面の書き方に基づいた様式とすること。学校で配布する用紙でも、各自の

レポート用紙を使っても構わない。 

・別紙の「論文作成における注意事項」をよく読み、チェック項目を確認しながら書くこと。 

 

＜文章について＞ 

 ・できるかぎり文を短くし、説明が簡潔になるよう心がけること。 

   → 文の作り方で困ったら「パラグラフライティング」や「トピックセンテンス」について 

調べてみよう！ 

・主語と述語を対応させること。 

    × 課題点は、・・・・が問題である。   〇 課題点は、・・・・である。 

 ・あいまいな表現は使わない。（「きちんと」「しっかり」「すこし」「もっと」など） 

・修飾語は、被修飾語に近づけて使うこと。（「、」などを効果的に使用すること。） 

    ✖ 書類を書いている K 先生はお茶を飲みながら本を読んでいる Y 先生に声をかけた。 

 

    〇 書類を書いている K 先生はお茶を飲みながら、本を読んでいる Y 先生に声をかけた。 

       （お茶を飲みながら書類を書いている K 先生は、本を読んでいる Y 先生に声をかけた。） 

 書類を書いている K 先生は、お茶を飲みながら本を読んでいる Y 先生に声をかけた。 

 

お茶を飲んでいるのはどちらの先生…？ 



研究論文タイトル（MS 明朝/14pt/太字） 

福岡県立城南高等学校２年 

傘〇―〇班  栗下 由貴 

１．はじめに（見出しは、太字） 

 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

２．方法 

 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

３．結果 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

４．考察 

 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

５．今後の展望 

 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇 

６．参考文献 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

段落の頭は一字下げる。 

本文は、 

・MS 明朝 

・9～10.5pt 

・文体は、敬体ではなく常体で書く 

・注意事項をよく読んで作成する！ 

グラフや表を必要に応じて 

使用する。 

注：実際は、A4 サイズ２枚以上（この用紙は B5 サイズ） 


