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卒業論文提出について

Submission of Senior Thesis

School of International Liberal Studies

卒業論文が必修となっている学生は、下記の論文形式、提出方法のガイドラインと所属する上級演習の

教員の指示に従い、卒業論文を教員が指定する期日までに担当教員に提出してください。

Students who are required to write a thesis must submit the thesis to the instructor of Advanced

Seminar by the designated deadline following the formatting and submission guidelines below and

instructions given by the instructor.

・英語等の場合 8,000 ワード程度、日本語の場合 20,000 字（400 字詰×50 枚）程度を目安とする。

English: approximately 8,000 words

Japanese: approximately 20,000 characters (*about 50 pages, 400 characters per page)

・英語以外の場合、英語 1,000 ワード程度のサマリーをつける。

If the thesis is written in a language other than English, a 1000-word summary in English

must be attached.

・英語の場合はアブストラクトをつける。

If the thesis is written in English, an abstract must be attached.

・本文、サマリーやアブストラクトを１つのデータファイル（PDF）にまとめ提出する。データ以

外の方法による提出は認めない。

The body, summary and the abstract of the thesis must be combined into one data file (PDF).

Digital submission of this pdf file, is the required and only officially approved means of thesis

submission. Your thesis supervisor might also require a print version of your thesis.

・ファイル名は「Thesis 提出年度学期 学籍番号 ローマ字氏名」とする。

例：Thesis 2015F 1M150999 YAMADA Taro」

↑ ↑ ↑ ↑

半角スペース 半角スペース

全て半角。最初に「Thesis」と入力し、半角スペースを入力。提出年度と学期（Spring は S、

Fall は F）を入力し、半角スペースを入力。学生番号は 1M から始まる 8 ケタを入力。その

後半角スペースを入力し、ローマ字氏名は苗字を大文字、間に半角スペースを入力。名前は

大文字から始めて、後は小文字とする。

*1 月に卒業論文を場合は、論文を提出する時点の実際の年ではなく、アカデミックイヤー

を入力してください。例：2016 年初めに提出する場合は 2015F と入力すること。



The PDF file name should be in the following standard format:

“Thesis Academic Year_of_Submission_(+ S_or_F) Student ID Name in Roman script”.

For example: Thesis 2015F 1M150999 YAMADA Taro

↑ ↑ ↑ ↑

half-width space half-width space

All characters must be in the half-width format of Japanese formatting (and which is the

default in English word processing). Type 1) Thesis, 2) “ ” (half-width space), 3)

academic year of submission and either S ( for spring semester) or F ( for fall semester),

4) “ ” (half-width space), 5) eight digits of the student ID number starting from 1M, 6) “ ”

(half-width space), 7) student’s family name all in upper-case, 8) “ ” (half-width space), 9)

student’s first name (initial letter in upper-case and the rest in lower-case).

*Please note for theses submitted in January the year shown will NOT be the new

calendar year at the time of submission but rather the academic year coming to an end.

For instance, a thesis submitted in early 2016 will be for 2015F.

・学生から教員に卒業論文を提出する期限について各教員が期日を定めますので、期日を確認し

てください。

Each instructor will set a thesis submission deadline so please confirm that directly with

the instructor.

以上


