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ヨーロッパ地域ゼミ・欧米研究専攻学生 

プレ卒論・卒業論文 執筆要項 
  

1．本文 

本文は原則として，下左図にしたがってワードプロセッサで作成すること。提出物に熱転写紙等印字が劣化するお

それのあるものは，使用しないこと。 

 

2．綴じ方 

①表紙（論文題目・学籍番号・氏名） ／ ②捨て紙（白紙）  ／ 

③論文題目（学籍番号・氏名） ／  

④目次 ／ ⑤図目次／ ⑥表目次 ／ ⑦写真目次 

⑧本文（図・表・写真を含む）・謝辞・注・参考文献 ／  ⑨捨て紙（白紙） ／ ⑩裏表紙 

 

3．頁（ページ）番号 

下左図のように用紙下部中央に頁を付与する．「目次・図目次・表目次・写真目次」には，ⅰ，ⅱ，ⅲ，・・・を

通し頁で付す。 「本文（図表を挟みこんだもの）・注・引用文献」には，1，2，3，・・・を通し頁で付すこと。 

 

4．表紙（プレ卒論・卒論） 

1）表表紙・裏表紙・・・堅い黒表紙を用いること（表紙・綴紐ともに生協で販売している）． 

2）ラベル・・・下図の要領でMS明朝で3枚のラベルを作成し，表紙の所定の位置に貼り付ける．なお，ラベルがは

がれないよう，接着材の種類，接着の仕方に十分配慮すること． 
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◇執筆要領◇ 

1．章節項構成 

本文は，章，節，項から構成されるものとし， 

①章は、 第1章，第2章，第 3章 …… 

②節は、 第1節，第2節，第 3章 …… 

③項は片カッコ付数字で、1），2），3）…… と表すこと（章節項の文字フォントはMSゴシックとする）。 

 

※章については，新しい章は，用紙を改めて新しいページから書き始めること．章と節の間は，1行空けること。

節と節の間も1行空けること．節と項のタイトル間は空けないこと．項と項の間も空けないこと。 

 

2．目次の書き方 

 目次は，本文の目次・図目次・表目次・（写真目次）の順に書くこと（目次別に新しいページに書くこと）。 

 

 

目 次                        図目次 

                     頁                          頁  

 第 1章 はじめに （「序論」など）    1      図 1 研究対象地域の概略図       6   

  第 1節 研究目的           1      図 2 〇〇〇〇〇〇〇          14         

  第 2節 研究方法           3 

  第 3節 研究対象地域         5 

 

 第 2章 〇〇〇〇〇〇          13 

 

 

 

 第〇章 要約（「おわりに」，「結論」）  

 注・参考文献 

 

           ⅰ                          ⅱ 

   

 

表目次 

  

表１ 〇〇〇〇〇〇〇                   9  

 表 2 〇〇〇〇〇〇〇                  10  
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3．本文 

本文は，自身の調査研究内容に従って執筆したオリジナルなものでなければならない．論文の必要上，他の文献を引

用して用いる場合には，引用であることが分かるように書くこと。 

 

1）文字フォントは「MS明朝」とし，タイトル，本文，注，文献などは，A4版白紙を縦に用いて，上：35mm，下：60mm，

右：30mm，左30mmの余白と行間の余裕を十分に取り，30字×20行でプリントアウトすること。 

2）各フレーズの書き出しは1マス空けて始める。 

3）句読点は，「，」「。」,「、」「。」などに統一し，全角文字（1マス）とする。 

4）人名や地名などの特別なもの以外は，常用漢字・新かな遣いを使用する。また，外国の人名や地名については，原

則としてカタカナ表記とすること．副詞はなるべくひらがなで書く。 

5）年号は西暦を使用する．歴史的内容等で元号を使用する必要がある場合は西暦を併記する（例：1980年，1980（昭

和55）年）。 

6）数字はアラビア数字を用い，半角文字（2 字で 1 マス）とする。なお，3 桁ごとにコンマを入れ，大きな数字は，

「兆，億，万」などの漢字を使うこと．分数は，2分の1と書くこと。 

7）外国語・外来語にはカタカナを用い，学名・人名・学術用語には原語表記を併記すること。アルファベットなどの

外国文字は，半角文字（2字で 1マス）とする。 

8）数量の記載には，原則として MKS単位系（メートル法）に従い，必要に応じて単位をつけること（例：km，kg）． 

9）動植物名の学名はイタリック体とする。 

10）数式は 2行取りとし，文字・数字の大きさおよび上添え・下添えなどが明瞭に区別できるようにすること。 

11)本文最後に 1行空けて，謝辞・付記等に記載すること。 

 

  

本文（例）           

   

  第 1章 はじめに（序論など）              第 2章 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

        ＜1行あける＞                      ＜1行あける＞ 

 第 1節 研究目的                    第１節 〇〇〇〇〇〇〇〇            

    〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇           1）〇〇〇〇〇〇〇  

   〇〇〇〇〇〇〇本文〇〇〇〇〇〇〇〇            〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

   〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇           〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

        ＜1行あける＞                  2）〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇    

 第 2節 研究方法                     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  

＜1行あける＞                   〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

   第 3節 研究対象地域                  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  

    〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇           3）〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇            〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇   

                                     

          －1－                         －2－ 

 

                    

 

 

 

                                ※ 新しい「章」はページを改めること 

 

 

 

 

 

図〇〇  〇〇〇〇〇〇〇 

       （聞き取り調査により筆者作成） 

－3－ 



４．注 

注については，該当箇所に 1）2）3）を付記し，文献の前にまとめて注の内容を記載すること。文献の記載方法は以下の

のとおりとする。なお，欧文単行本名，欧文雑誌名はイタリック体とする。 

 

 

本文の末部（例） 

 

   第〇章 要約（結論，おわりに など）         注 

                              1）〇〇〇〇については、〇〇〇である．  

    〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇         2）市役所の資料によると、〇〇〇である． 

   〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇         3）この考え方について、〇〇は……． 

   〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇         4）矢ケ﨑（2001）による． 

   〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇         5）日本経済新聞（2006年10月1日）の記事に 

＜1行あける＞ 

   謝辞                         参考文献 

     本研究を行うにあたって、〇〇〇〇〇先生をはじ           氏名（発行年）：タイトル．発行先，巻号，ページ 

めとする東京学芸大学地理学研究室内の先生方に御 

指導をしていただきました。また、現地調査の際に           日本地誌研究所（1972）：『日本地誌 第11巻 長野県・  

は、〇〇市役所の〇〇氏、〇〇農協の〇〇氏、〇〇            山梨県・静岡県』 二宮書店，675ｐ． 

地区の〇〇〇方々に大変お世話になりました。記し 

て感謝の意を表します。 

          －〇〇－                       －〇〇－  

 

 

５．文献引用と文献表 

 本文中の文献を引用する場合は，必要な箇所で，文献の著者名と発表年を示すものとする。具体的には以下のとおりとする。 

｛単独著者の場合｝    小泉（2002）によれば，････      ････した例がある（小泉，2002）． 

｛著者2名の場合｝    山下・高橋（2002）によれば････  ････と指摘されている（山下・高橋，2002）． 

｛著者3名以上の場合｝  加賀美ほか（2002）では，････   ････した例がある（加賀美ほか，2002）． 

 

 本文の末尾（注がある場合はその後）に，引用した文献の文献表を掲げるものとする。文献表では，著者名（共著の場合は

全著者名を列挙），発表年，文献名，雑誌名（和文雑誌は略記しない），巻（通しページの場合は号も），ページ，発行所（書

籍の場合）を必ず記載する。 

文献の並べ方については，日本語文献（著者名五十音順），欧文文献（著者名アルファベット順）の順とする。 

 

（論文） 

矢ケ﨑典隆（2000）：アメリカ地理学と地域研究―日本人にとっての研究フロンティア―．東京学芸大学紀要第 3部門社 

会科学，51，pp.77-89． 

矢ケ﨑典隆（2003）：カリフォルニアにおける日系移民の適応戦略と居住空間．歴史地理学，45(1)， pp. 57-71． 

 

（単行本・報告書） 

上野和彦（2002）：北関東における産業集積地域―桐生織物産地の場合―，(井出策夫編『産業集積の地域研究』所収) 

 大明堂, pp.209-223． 

日本地誌研究所（1972）：『日本地誌 第 11巻 長野県・山梨県・静岡県』 二宮書店，675ｐ． 

水越允治・山下脩二（1985）：『気候学入門』 古今書院，200p． 

 

（翻訳本） 

デビット・グリッグ著，山本正三・内山幸久・村山祐司共訳（1986）：『農業地理学入門』 原書房，232ｐ． 

 Grigg，Ｄ．（1984）：An Introduction to Agricultural．Hutchinson，London． 

 



６．図・表・写真 

図・表および写真は，自身の調査研究上の成果を反映するオリジナルなものでなければならない。新旧地形図の使用

等調査研究上の慣例で著作物を引用する場合には，必ず出所を明記して使用すること。切り貼りをした図表は，その

まま提出せず，コピーをしたものを使用すること。 

 

1）図・表・写真は，できる限り工夫して，要約し，必要十分なものに限定すること。図・表・写真は，1枚ずつ別紙に

作成し，図表 1枚（1組），これに対応する図表タイトル，資料名・注等を含め，Ａ4判用紙（本文と同様）に収まる

ようにレイアウトする。 

なお，図表は，Ａ4になるように作成するのではなく，Ａ4判に収まる範囲で，表現内容に則したサイズで作成する

こと。表現の必要上，Ａ4よりも大きな図表を作成した場合には，たたみ込んでＡ4判に収まるようにすること。 

2）表は，ワープロ，表計算ソフト等の罫線機能を利用して作成すること。 

3）図･表・写真のタイトルの文字フォントはゴシック体とし，「図１」，「表１」，「写真1」などに続けて，表題や説明を

明記すること。 

4）図のタイトルは，図の下につけること。その下に必要に応じて資料名，注をつける。 

表のタイトルは，表の上につけること。資料名や注は，表の下につける。 

5）地図には縮図（スケール）・方位を書き込んでおくこと。 

6）図表・写真は本文の適切な位置（通常は引用箇所の次頁）に挿入する。 

7）地図は，下図を作成し，グラフィックソフトを使用して製図するか，トレーシンングペーパーに製図ペンを用いて製

図すること。 

8）グラフは，グラフ作成ソフトを使用して描くか，グラフ用紙を用いて下図を作成し，製図ペンを用いて製図する。表

計算ソフト等のグラフ機能を使用する場合には，適切な表現になるよう調整を加える。 

9）図中の文字は，プリントアウトした文字を切り貼りするか，レタリングシートで張り込むか，またはグラフィックソ

フト等を用いてレイアウトする。 

10）写真は，自分で撮影したものを使用する．Ａ4の台紙に貼り，写真の下にタイトル，説明，撮影場所，撮影年月等，

必要事項を加える。 

 

 

（図・表・写真の例） 

 

   表１ 〇〇〇市における農家数の推移 

 

   ・Excelで作成した表など              ・Excelで作成した円・棒・折線グラフ類 

                             ・研究対象地域の概略図，土地利用図       

                                              など 

 

 

 

   注1）〇〇〇〇は〇〇とする．            図１ 〇〇〇市における農家の分布（2010年 11月）    

   注2）〇〇〇〇については〇〇〇．             注1）〇〇〇〇は〇〇とする． 

           （〇〇〇資料により作成）                  （聞き取り調査により作成） 

 

 

                                       

 

 

 

 

   写真 1 〇〇〇市〇〇商店街の風景 

（2006年 月 日 撮影）  


