◆修士論文の体裁について◆
地球惑星科学専攻
(1) 用紙は A4 縦置きとし、横書きのシングルカラムとする。
(2) 論文は、表紙、要旨、目次、本文、謝辞、参考文献から構成され、本文には一般的な
学術論文に必要と考えられる内容（イントロダクション、データや手法の説明、結果、考
察）が適切な章立てにより含まれること。
(3) 文字の書体や大きさについては、テンプレートを参照すること。
(4) 行間は 1 行あけ（single spacing）
、余白は、上下 3cm、左右 3cm 程度とること。
(5) 図や表は、最初にそれらを引用する本文中に配置すること。もしこれができない場合
には、文章と図は別のページとなってもよいが、引用される箇所に続く最も近いページと
して挿入すること。図が非常に多い場合には、各章の最後にまとめても良い。ただし、全
ての図や表を論文の最後にまとめて掲載するスタイルはとらないこと。図表には、必ずキ
ャプションを付けること。
(6) 本文が日本語の場合には、日本語の要旨とともに英語の要旨もつけること。本文が英
語の場合には、英語の要旨とともに日本語の要旨をつけてよい。
(7) 本文には、ページ番号を各ページの中央下部に表示すること。
(8) 参考文献のスタイルは指定しないが、著者名、論文タイトル、発行年、雑誌名、巻、
ページ、あるいは doi 番号など必要情報が含まれており、修士論文内では統一されたフォ
ーマットとなっていること。本文中では、著者名と年号によって参考文献を引用すること。
（9）最終版は、簡易製本も可。
（10）情報集約システムへの PDF アップロードと製本版をもって最終版の提出となる。
※以上の体裁を反映した日本語版と英語版のテンプレートとして pdf ファイル・MS-Word
ファイルが用意されているので参考にすること。
以上

Format of Master's Thesis
Department of Earth and Planetary Science
(1) Use A4 size paper. Place the paper vertical and have a single column with
horizontal writing.
(2) The thesis must be composed of a cover page, abstract, table of contents, main text,
acknowledgments and references page. The main text of the thesis must contain
contents requried for general academic paapers (introduction, descriptions of data and
methods, results, discussions and conclusion) in an appropriate oeder of chapters.
(3) Refer to the template for the font and size of letters and characters.
(4) Use single spacing between lines, and the margins must be approximately 3 cm on
top and bottom, and also each side.
(5) Figures and tables must be placed within the main text where they are first
referred to. If this is not feasible, the text and the figure can be placed on separate
pages, but they should be inserted in the nearest page following the quated parts. If
there are too many figures, they can be put together at the end of each chapter. Please
do not use a style that all figures and tables are placed together at the end of the thesis.
Figures and tables must be captioned.
(6) If the text is in wrtten in Japanese, English abstract should be added along with
Japanese abstract. If the text is wrrtien in English, Japanese abstract may be added
in the thesis.
(7) In the main text, page numbers should be indicated on the lower center of each
page.
(8) Although the style of references is not specified, necessary information such as
author names, paper titles, publication years, journal names, volumes, pages, and ‘doi’
numbers must be inclueded and be unified in the master's thesis. In the text,
references should be cited with author names and years and numbers.
(9) Simple bookbinding is also acceptable for the final version.
(10) The submission of the final version is concluded by the PDF upload to the
Information Aggregation System and the submission of the bookbinding version.
* A PDF file and an MS-Word file are prepared as templates for Japanese and English
versions that reflect the aforementioned format, so use them as a reference.

