
 

（見本 3）修士論文概要の書き方 

環境マネジメントのための修士論文タイトルの体裁に関する研究 

 

氏  名 
 

キーワード： 地球環境、環境マネジメント、修士論文、インターン研修、 

地球環境法、環境倫理、環境経済 

 
1．ページ設定とページ数 

用紙サイズは A4 判、マージンは左右が 20mm、上方が 20mm、下方が 25mm 程度とし、1 行 50 文字、１

ページ 45 行の横書きを標準とします。ページ数は日本語 1 ページ、英語 1 ページの両面印刷とし、超過は

認めません。 

 
２．タイトル部分 

先頭行中央に論文題目を、ゴシック体 14pt で記述してください。1 行あけて中央に著者の氏名を明朝体

12pt で、さらに 1 行あけて中央にキーワードを明朝体 10pt で記述してください。キーワードは多くても 2

行以内としてください。 

 
３．本文 

(1) 本文の記述に用いるフォント 

本文は、明朝体 10.5pt で記述してください。 

(2) 見出し 

本文の見出しのレベルは 2 段階までとします。第１レベルの見出し（章）はゴシック体 11pt とし、２．

などの数字に続けて書きます。また、見出しの上 1 行分のスペースをあけます。第２レベルの見出し（節）

はゴチック体 10.5pt で、(4) などの括弧付き数字を付けます。見出しの上は行をあける必要はありません。 
なお、脚注は極力避け、必要のある場合は本文中で説明してください。 

(3) 段組 

特に必要のある場合には、本文を 2 段組にすることも可能とします。その場合には中央に 2 文字分程度

の空白を取ってください。 

 

４．図表 

図表を入れる場合には、例にならってキャプション

をつけてください。キャプションのフォントは明朝体

10pt とし、２行にわたる場合には、例のようにインデ

ントをつけてください。キャプションは、図－1 のよ

うに図に対しては下に、表に対しては上に配置してく

ださい。 

 
参考文献 

参考文献は、論文概要の中で直接引用するもののみ記載してください。記載の方法は、 

i) 本文の引用個所に上付きで番号を付し 1)、最後に番号順に記載する方法、 
ii) 本文中に著者名、発表年を示して、著者の五十音順に記載する方法、のどちらかにしたがってください。 
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図－1 標準偏差を固定し、平均を変えたときの 
正規分布の確率密度関数 



 

（Sample 3）Guidelines for Preparing Abstract of Master’s Thesis 
 

Model Format for the Front Cover of the Master’s Thesis 
in the Environmental Management Program 

 
Author Name 

 
Key Words: Graduate school, Global environment, Master dissertation, Environmental Ethics,  

Environmental Law 
 
1. PAGE FORMAT 

Use A4 size paper and leave 20 mm for left and top margins. Right and bottom margins are 20 mm and 
25 mm respectively. Print Japanese abstract on one side of the A4 sheet and English abstract on the other 
side. Do not exceed 1 page for Japanese abstract and 1 page for English.  

 
2. TITLE 

Put the front matters at the top of the page including:  
Title in Times-Roman 14pt, bold face,  
(One blank line), 
Author name in Times-Roman 12pt, 
(One blank line) and 
Key words in Italic 10pt (maximum in two lines). 

 
3. MAIN TEXT 
(1) Font for the Main text 

Main text should be printed in Times-Roman 10.5 pt. 
(2) Headings 

Capital letters in 11pt bold face fonts should be used for main headings (chapter titles) that follow the 
chapter numbers as is shown in this example. Leave one blank line before every main heading. The sub-
headings for sections, in 10.5pt bold face fonts, with their initial letters capitalized, are preceded by 
parenthesized section number like (2). 

(3) Use of double columns 
You can arrange the main text in double columns if necessary. Leave about 18pt space between the 

columns. 
 
4. FIGURES AND TABLES 

Captions should be centered, but long captions must be indented like an example of Figure 1. The heading 
of captions is 10.5p. Put the captions below the drawing for figures and above the drawing for tables. 

 
CITATION 

List only papers and books directly referred in the main text of the abstract. You can select either of 
following styles: 
i) All the references are numbered in the order of appearance and the right parenthesized numbers are used 

at the text where it is referred like this1). List them at the end of the text in numerical order. 
ii) Show the pair of author(s) and year parenthesized at the text where it is referred and list them in 

alphabetical order of authors name at the end of the text. 
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Figure 1 Probability density functions of 
Normal Distribution  


