
レポート・論⽂作成の留意点

（1）引用と
「他の⼈の意⾒」を「⾃分の意⾒」のように⽰すことを剽窃といいます。

剽窃は、知的窃盗にあたります。
・書き写した部分は引用符でくくり、出典を示します。
・インターネットはもちろんのこと、辞典や新聞記事を書き写した場
合にも引用して出典を示します。官公庁の公開情報で、「⾃由に利用
して構わない」と書かれている場合でも同様です。

（2）引用の仕方を学ぶには
正しい引用の仕方を教えてくれるところがあります。

ぜひ、 ご利用ください。
・グローバルエディケーションセンター設置科目「学術的文章の作成」
（オンデマンド授業）
・わせだライフ ABC
・ライティング・センターの個別指導

■ライティング・センター 早稲田キャンパス3号館2階
【URL】https://www.waseda.jp/inst/aw/about/

引用の仕方
他⼈が書いた⽂章は次のように使います。

＜引用の例＞
「引用」ということばの意味は、『広

辞苑（第六版）』（2008）では「⾃分
の説のよりどころとして他の⽂章や事例
または古⼈の語を引くこと。」
（p.225）
と⽰されている。一方、『現代新国語辞
典』(市川他、1998）には「⼈の言った
ことばや⽂章などをかりて、⾃分の説や
⽂章の中に使うこと。」（p.84）と書い
てある。

参考⽂献
新村出編(2008)『広辞苑(第六版)』

岩波書店
市川孝、⾒坊豪紀、⾦田弘、進藤咲⼦、
⻄尾寅弥(1998)『現代新国語辞典』

三省堂

●本⽂には次の点を明記する。
・誰が書いた（言った）のか
・何年に書かれた（話された）のか
・何ページに書かれているのか

●本⽂の後に「参考⽂献」と書き、引用
した各⽂献の書誌情報を明記する。

監修︓ライティング・センター

1.  ＜引用＞と＜参考⽂献の明記＞は必須

2.  不正は⾃分のためにならない

提出されたレポート・論⽂に剽窃⾏為、試験時のカンニング⾏為が発覚した場合、所属学部・研究科により
全科目無効や停学を含む厳しい処分が下されます。

Web サイト等への試験問題やレポート課題の教員による解答例の掲載はゼッタイ禁⽌︕
一般的に試験問題やレポート課題の教員による解答例は著作物と考えられており、これらの著作権は科目の担当教員

に属しています。無断での掲載等は絶対に禁⽌です︕

剽窃
ひょうせつ

 



Precautions when Writing Reports and Essays

(1) Citation and Plagiarism

Plagiarism is when you take another person’s ideas and write 
as if they were your own.

Plagiarism is equivalent to the theft of intellectual property.

・Indicate the quoted text using quotation marks and use in-
text citation.

・You must properly cite all sources, whether they are from a 
dictionary, newspaper article, or even the internet. This also 
applies to public information published by government offices 
which include descriptions stating that “You may use this 
information freely.”

(2) Learning Proper Citation

Waseda University has multiple resources from which you can learn 
proper citation. Please make sure to utilize these resources.

・Academic Writing Course (Online, Global Education Center)

・Waseda Life ABC

・Individual instruction at the Writing Center

■Writing Center Waseda Campus Building 3, 2F
【URL】https://www.waseda.jp/inst/aw/about/

How to Cite Sources
The following is an example of how 
to properly cite work produced by 
others.
＜Citation Example＞

Gottschall (2013) argues about the 

importance of storytelling in the development 

of human race and its importance in our lives.

Humans evolved to crave story. This 

craving has, on the whole, been a 

good thing for us. Stories gives us 

pleasure and instruction. They 

stimulate worlds so we can live better 

in this one. They help bind us into 

communities and define us as cultures 

(p.197).

Reference

Gottschall, J. (2013). The storytelling animal: 
How stories make us human. Boston, 

MA: Houghton Mifflin Harcourt.

APA Style

Supervised by: Writing Center

1.  Proper Citation of Reference Sources are Mandatory!

2.  Academic Dishonesty has Consequences

Should you be found to have committed acts of academic dishonesty such as plagiarism in your 
submitted assignments or cheating during exams, your department/school may take disciplinary action 
including the retraction of all credits, suspension or expulsion.

Uploading or sharing of sample answers produced by instructors for exam 
questions or writing assignments is strictly prohibited!

Answer samples for exam questions or writing assignments provided by instructors are generally considered their 
intellectual property. Unauthorized sharing of such intellectual property is absolutely prohibited!


