
どう書くか知らなかった

実はうりこ……レポートって

附属図書館マスコットキャラクターうりこ

実はうりこ……レポートって

どう書くか知らなかった

ステップ3. 論点を探す

附属図書館マスコットキャラクター うりこ

1



授業でレポート課題がでた

「SDGs（持続可能な開発
目標）達成のために何を
すべきか、あなたの考え
を述べなさい。」

授業でレポート課題がでた

「SDGs（持続可能な開発目標）
の中から任意の１つを取り上げ
て、日本がすべき取り組みを提
案しなさい。」文字数：1,500字程度

SDGs（持続可能な開発目標）の
目標5「ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女
児の能力強化を行う」ため、日本において男女の賃金格
差はなぜ生じるのか、どうすれば解消できるかを考える

うりこ は問いを考えた！

授業でレポート課題がでた
「SDGs（持続可能な開発目標）の中から任意の１つを取り上げて、日本がす
べき取り組みを提案しなさい。」
文字数：1,500字程度

うりこは問いを考えた！：
SDGs（持続可能な開発目標）の目標5「ジェンダー平等を達成し、すべての
女性および女児の能力強化を行う」ために日本において男女の賃金格差はな
ぜ生じるのか、どうすれば解消できるかを考える
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司書さん

次は論点を探しましょう。

レポート執筆の５ステップ

1. テーマを決める
2. 問いを立てる

4. 組み立てる
5. 書く

レポート執筆の５ステップ

1. テーマを決める
2. 問いを立てる
3. 論点を探す
4. 組み立てる
5. 書く

司書さん：次は論点を探しましょう。
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うりこ

え？論点？

うりこ：え？論点？

4



チェックポイント①

やっぱりまずは現状を知るところから

司書さん

立てた問いの現状を調べて、レポートで
議論する問題点を見つけますよ～。

チェックポイント①

やっぱりまずは現状を知るところから

司書さん：立てた問いの現状を調べて、レポートで議論する問題点を見つけ
ますよ～。
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男女の賃金格差がどれくらい問題になっ
ているのかな？

実際、いくらぐらい差があるのかな？

うりこの疑問

まずは現状を調べる

まずは現状を調べる

うりこの疑問：

男女の賃金格差がどれくらい問題になっているのかな？

実際、いくらぐらい差があるのかな？
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まずは現状を調べる

①インターネットで調べる
（例）OECD（公的機関）のHP、

テレビ局や出版社に
よるニュースサイト

ニュースサイト

……
……
……
……
……
……■■■■■

OECD東京センター
https://www.oecd.org/tokyo/

まずは現状を調べる

①インターネットで調べる
（例）OECD（公的機関）のHP、テレビ局や出版社によるニュースサイト
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インターネット活用のポイント：信頼性

インターネット上の情報は、信頼できるかを
見極める必要があります。

司書さん

参考までに、URLのドメイン名から発信者を確認
できます。
co.jp（日本の企業） go.jp（日本の政府機関）
ac.jp（日本の高等教育機関等）

• サイトの作成者は誰か？
• 最終更新日は？
• サイト内のデータに作成者は
記載されているか？

インターネット活用のポイント：信頼性

インターネット上の情報は、信頼できるかを見極める必要があります。

• サイトの作成者は誰か？
• 最終更新日は？
• サイト内のデータに作成者は記載されているか？

司書さん：参考までに、URLのドメイン名から発信者を確認できます。
co.jp（日本の企業）
go.jp（日本の政府機関）
ac.jp（日本の高等教育機関等）
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【参考】統計データを探す
附属図書館HP ＞学修サポート＞パスファインダーKULiP
＞資料/情報の探し方ガイド
https://lib.kobe-u.ac.jp/kulip/top/search/stat/

まずは現状を調べる

②（テーマによっては）統計データを
探す
（例）白書

e-Stat
公的機関のHP…

政府統計の総合窓口(e-Stat)
https://www.e-stat.go.jp/

まずは現状を調べる

②（テーマによっては）統計データを探す
（例）白書、e-Stat、公的機関のHP…

【参考】統計データを探す
附属図書館HP ＞学修サポート ＞パスファインダーKULiP＞資料/情報の探し
方ガイド
https://lib.kobe-u.ac.jp/kulip/top/search/stat/
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②（テーマによっては）統計データを
探す
（例）白書

e-Stat
公的機関のHP…

まずは現状を調べる

うりこ

男女で賃金格差がどれぐらいあるのか、統計データ
から数字で示すと説得力があるよね。

政府統計の総合窓口(e-Stat)
https://www.e-stat.go.jp/

まずは現状を調べる

②（テーマによっては）統計データを探す
（例）白書、e-Stat、公的機関のHP…

【参考】統計データを探す
附属図書館HP ＞学修サポート ＞パスファインダーKULiP＞資料/情報の探し
方ガイド
https://lib.kobe-u.ac.jp/kulip/top/search/stat/

うりこ：男女で賃金格差がどれぐらいあるのか、統計データから数字で示す
と説得力があるよね。
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まずは現状を調べる

③先行研究を探す：図書
⇒神大図書館OPAC
自分のアイデアがすでに議論されて
いないか？

まずは現状を調べる

③先行研究を探す：図書 ⇒神大図書館OPAC
自分のアイデアがすでに議論されていないか？
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まずは現状を調べる

④先行研究を探す：雑誌論文
⇒各種の論文データベース
論文のタイトルのほか、抄録を読んで概要を
つかむことも重要

【参考】学術論文/雑誌記事を探す
附属図書館HP ＞学修サポート＞パスファインダーKULiP
＞資料/情報の探し方ガイド
https://lib.kobe-u.ac.jp/kulip/top/search/articles/

国内論文であればCiNii （サイニィ）が便利
https://lib.kobe-u.ac.jp/database/11935/

まずは現状を調べる

④先行研究を探す：雑誌論文 ⇒各種の論文データベース
論文のタイトルのほか、抄録を読んで概要をつかむことも重要

国内論文であればCiNii （サイニィ）が便利
https://lib.kobe-u.ac.jp/database/11935/

【参考】学術論文/雑誌記事を探す
附属図書館HP ＞学修サポート ＞パスファインダーKULiP＞資料/情報の探し
方ガイド
https://lib.kobe-u.ac.jp/kulip/top/search/articles/
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• 2020年の男女間賃金格差は、男性100とした
場合、女性74.3（厚生労働省「令和２年賃金構造基本
統計調査」賃金の推移）

• 女性は非正規労働者の割合が高い（総務省統計局
「令和2年労働力調査年報」I基本集計ｐ.8）

• 課長級の管理職に占める女性比率は、2020年
に11.5％（男女共同参画局「男女共同参画白書令和3年

版」第2章就業分野における男女共同参画）

・
・
・
・
・
・

調べた結果を書き出す

必ず出典も
メモする 女性は非正規労働者の割合が高い

https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/inde
x.html
「

労働力調査
https://www.stat.go.jp/data/roudou/inyou.html

2020
74.3
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouz
ou/z2020/index.html

結果の概要＞一般労働者

調べた結果を書き出す（必ず出典もメモする）

• 2020年の男女間賃金格差は、男性100とした場合、女性74.3（厚生労働
省「令和２年賃金構造基本統計調査」賃金の推移）

• 女性は非正規労働者の割合が高い（総務省統計局「令和2年労働力調査年報」
I基本集計ｐ.8）

• 課長級の管理職に占める女性比率は、2020年に11.5％（男女共同参画局
「男女共同参画白書令和3年版」第2章就業分野における男女共同参画）
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調べた結果から考えられることを書く

• 2020年の男女間賃金格差は、男性100とした
場合、女性74.3

• 女性は非正規労働者の割合が高い
⇒正規/非正規の賃金格差問題？
• 課長級の管理職に占める女性比率は、2020年
に11.5％（政府目標は2020年までに30％）

⇒昇進しづらい？そもそも女性社員が少ない？
• 育児・配偶者の転勤など家庭の事情による離職
は、男性より女性に多い

⇒キャリアが途切れる、復職できない？
• 女性の多い職種は１位「医療・福祉」２位「卸
売業・小売業」、男性は１位「製造業」２位
「卸売業・小売業」

⇒職種による賃金格差がある？

調べた結果から考えられることを書く

• 2020年の男女間賃金格差は、男性100とした場合、女性74.3
• 女性は非正規労働者の割合が高い
⇒正規/非正規の賃金格差問題？
• 課長級の管理職に占める女性比率は、2020年に11.5％（政府目標は

2020年までに30％）
⇒昇進しづらい？そもそも女性社員が少ない？
• 育児・配偶者の転勤など家庭の事情による離職は、男性より女性に多い
⇒キャリアが途切れる、復職できない？
• 女性の多い職種は１位「医療・福祉」２位「卸売業・小売業」、男性は

１位「製造業」２位「卸売業・小売業」
⇒職種による賃金格差がある？
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問いに答えるための論点を探す

• 2020年の男女間賃金格差は、男性100とした
場合、女性74.3

• 女性は非正規労働者の割合が高い
⇒正規/非正規の賃金格差問題？
• 課長級の管理職に占める女性比率は、2020年
に11.5％（政府目標は2020年までに30％）

⇒昇進しづらい？そもそも女性社員が少ない？
• 育児・配偶者の転勤など家庭の事情による離職
は、男性より女性に多い

⇒キャリアが途切れる、復職できない？
• 女性の多い職種は１位「医療・福祉」２位「卸
売業・小売業」、男性は１位「製造業」２位
「卸売業・小売業」

⇒職種による賃金格差がある？

非正規労働者の賃金問題

男女別・年齢別の雇用状況

離職、復職の問題

職種別の賃金格差

問いに答えるための論点を探す

非正規労働者の賃金問題
男女別・年齢別の雇用状況
離職、復職の問題
職種別の賃金格差
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①インターネット→サイトやページの信頼性を見極める必要あり

②統計データ→テーマによっては数字で示して説得力を持たせる

③先行研究：図書→附属図書館のOPACで検索

④ 先行研究：雑誌論文→論文は論文検索専用のデータベースで
国内論文であればCiNii（サイニィ）が便利

論点を探すときのポイント（現状調査）

論点を探すときのポイント（現状調査）

① インターネット→サイトやページの信頼性を見極める必要あり

② 統計データ→テーマによっては数字で示して説得力を持たせる

③ 先行研究：図書→附属図書館のOPACで検索

④ 先行研究：雑誌論文→論文は論文検索専用のデータベースで
国内論文であればCiNii（サイニィ）が便利
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ステップ4.
組み立てる

に続く

①調べた結果を書き出す （出典も必ずメモ）

②調べたことを分析

（結果から考えられること、論点を書き出す）

論点を探すときのポイント（現状調査ができたら）

論点を探すときのポイント（現状調査ができたら）

① 調べた結果を書き出す（出典も必ずメモ）

② 調べたことを分析（結果から考えられること、論点を書き出
す）

ステップ4. 組み立てる に続く
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