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２０１８年９月修了者向け 修士論文提出要領 
（政治学コース・国際政治経済学コース・ジャーナリズムコース） 

 

１．修士論文提出の基本的な条件 

   当該年度に登録した科目の単位を取得することで、修了に必要な単位数を満たすことができる者（修了見込の

ある者）。 

 

２．各種日程 

（１）修士論文提出予定届、剽窃定義確認書等の提出 

 

提出物： 

① 修士論文提出予定届（最終的な論文提出申請） 

② 剽窃定義確認書 

③ 修士論文研究計画書（※1年次第 2学期の終わりに提出後、変更がある場合のみ提出） 

 

提出期間：２０１８年４月２日（月）～４月９日（月）【日曜日を除く】 ９時～１７時 

 

提出先：３号館１０階大学院政治学研究科事務所 

 

 ★論文タイトルに副題を使用する際の留意事項 

 ＜日本語題目＞ 

 主題の後に全角のダッシュ（―）を２つ並べ、続けて副題を記載してください。 

波形（～）の使用は避けてください。 

  例）○：大学における教育――早稲田大学を例に 

×：大学における教育～早稲田大学を例に～ 

×：大学における教育――早稲田大学を例に―― 

 

 ＜英語題目＞ 

主題の後に半角のコロン（:）をつけ、半角スペースを空け副題を記載してください。 

  例）○：Education System Provided by a College: Focusing on Waseda 
 

※「修士論文提出予定届」未提出者は修士論文を受理しませんのでご注意ください。  

※提出にあたっては、メインアドバイザーの署名が必要となります。 

※「修士論文提出予定届」に記載された題目と一字でも異なる題目の修士論文は受理されません。（句読

点、英字の大文字と小文字等の変更も含みます。）「修士論文提出予定届」提出後に指導教員の指示等

で題目を変更した場合は、「修士論文題目変更届」を速やかに事務所に提出してください。 

※各種様式は、政研ホームページからダウンロードできます。 

   http://www.waseda.jp/fpse/gsps/students/master/ 

 

 

（２）修士論文の提出 

 

提出物： 

① 修士論文（紙媒体） ３部  

② 修士論文データ（PDF）→ Course N＠viの「修士論文」科目へアップロード 

③ 誓約書 １部 

④ データアップロード完了画面の出力コピー １部 ※本要領最終ページを参照してください。 

 

＊ジャーナリズムコースにおいて作品を主要構成部分とする修士論文を提出する学生は上記①、②に代

え、以下の⑤、⑥、⑦を提出してください。 

 

⑤ 解説論文（紙媒体） ３部 

⑥ 解説論文データ（PDF）→ Course N＠viの「修士論文」科目へアップロード 

⑦ 作品 

    ・ルポルタージュ等の文章作品： 

A. 紙媒体 ３部 

http://www.waseda.jp/fpse/gsps/students/master/
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B. データ（PDF）→ Course N＠viの「修士論文」科目へアップロード 

    ・映像作品やウェブ作品： 

C. データ（CD-R / DVD-Rに保存） ３部 

  ＊映像作品は、原則 DVD-R にて提出してください。 

 

提出先：①、③、④、⑤、⑦-A、⑦-C； ３号館１０階 政治学研究科事務所 

     ②、⑥、⑦-B； Course N＠viの「修士論文」科目へアップロード 

 

提出締切日時：２０１８年６月１５日（金）１７時 *時間厳守* 

         ＊紙媒体の論文および、論文データとも締切は同じです。 

 

※①、⑤および⑦-Aは穴あけ、綴じ込みができた状態で提出してください。6月15日(金)17時以降は一切

の提出を受付けません。余裕をもって提出準備をしてください。 

※一度提出したあとの論文取り下げは認められません。 

※Course N＠vi上でのデータアップロード容量の上限は30MBです。30MBを超える場合のみ、該当データ

をCD-R、またはDVD-Rに保存し、政治学研究科事務所へ1部提出してください。提出の際は、CD-R(DVD-R)

表面に、題目・修了年月・学籍番号・氏名を記入した上で、プラスチックケースに入れてください。 

※PDF への変換ができない PC 環境の方に限り、WORDファイルでの提出を認めます。 

※修士論文提出前に以下の配付物を事務所にて受け取ってください（5月 28 日 配付開始予定）。なお、

解説論文の表紙（緑）は修士論文の表紙（黄色）と異なりますので、ジャーナリズムコースの学生で

作品提出の方は、表紙を受け取る際に作品を提出する旨、申し出てください。また、ルポルタージュ

等の文章作品を提出する方のみ、2種類の表紙を受け取り、文章作品に黄色の表紙を使用し、解説論文

に緑の表紙を使用してください。 

・表紙、裏表紙×３セット （黄色：修士論文用  緑：解説論文用） 

・表紙、裏表紙（本人保管用）×１セット （本人保管用は提出する必要はありません） 

・とじひも４本 （文章作品提出者は８本） 

・誓約書 

※提出物は返却いたしません。ご自身で修士論文を保管したい場合は、配付する「表紙・裏表紙（本人保

管用）」で保管用を作成してください。 

 

 

 

（３）修士論文口頭試問 

実施期間：２０１８年６月２８日（木）～７月３日（火） 

※７月１日（日）を除く 

 

（４）正誤表の提出 

 

修士論文口頭試問時の指摘により、修士論文に修正点が生じた場合でも、提出時の論文本文を変更すること

は、いっさい認められません。修正が必要な場合は、正誤表を提出することにより対応して下さい。 

 

提出物：正誤表データ（PDF） 

 

 提出先：Course N＠viの「修士論文」科目へアップロード 

 

 提出期間：２０１８年７月３日（火）～７月５日（木）１７時まで 

 

  ※書式自由です。 

※正誤表は以下のタイトルで作成してください。 

「学籍番号_ローマ字氏名_correction.pdf」 例）31******_WasedaTaro_correction.pdf 

※PDF への変換ができない PC 環境の方に限り、WORDファイルでの提出を認めます。 

※既に提出した「修士論文」データを更新することは認められません（正誤表の修正内容を論文本文に反

映させて提出することはできません）。 

 

 

 

 

 



3 

 

 

（５）審査結果発表 

  発表日：２０１８年７月２０日（金） 

 

３．論文の要件・様式 

  要 件 

  論文の長さ（目安）（注３） 

  日本語(注４) 英語(注５) 

政治学・ 

国際政治経済学 

コース 

博士後期課程学内推薦入試出願者（注１） 20,000字 40 頁 

博士後期課程学内推薦入試の出願をしない者 40,000字 80 頁 

社会人入試による入学者 20,000字 40 頁 

ジャーナリズムコース（注２） 20,000字 40 頁 

                        （注１）博士後期課程学内推薦入試出願者は、修士論文提出に際して、博士後期課程学内推薦入試の出願をする者をいいます。 

（注２） ジャーナリズムコースにおいては、映像、ノンフィクション、ウェブ作品等を主要構成部分とする修士論文を提出する

ことができます。その場合は、当該作品とともに、「イントロダクション」（問題意識・制作意義）、「背景」（先行研究・

作品の分析）、「方法」（調査・取材・制作過程の記述）、「結果と考察（作品の評価を含む）」などで構成される解説論文

（日本語は10,000字、英語は20頁が目安）を付す必要があります。 

解説論文は、単独で作成し、作品とは切り離して提出してください。解説論文のタイトルは「（作品名）の解説論文」として

ください。また、ルポルタージュ等の文章作品を縦書きで作成する場合には、別途、審査用に横書きに体裁を変更したもの（紙

媒体）を3部提出してください。 

   ※ジャーナリズムコースから政治学コースまたは国政政治経済学コースの博士後期課程進学を希望する者は、映像、ノンフ

ィクション、ウェブ等を主要構成部分とする修士論文を提出することはできません。 

（注３）本文のみ。脚注、文献目録、付属資料は含みません。なお、これらの分量は目安です。研究テーマや指導教員の指示に 

沿って、適切な分量としてください。 

（注４）フォントサイズを12ポイントとします。 

（注５) フォントサイズを12ポイント、ダブル・スペースで作成してください。 

 

 

WORDによる修士論文作成の形式 

 【日本語】 【英語】 

１．用紙サイズ Ａ４版（裏面印刷 なし） Ａ４版（裏面印刷なし） 

２．用紙方向 縦   横書き 縦   横書き 

３．字数またはポイント １行３８字程度 １２ポ イント 

４行  数 ２６行程度 ダブルスペース 

※WORDのバージョンによっては、字数・行数が上記の条件に適合しないものがありますので、多

少の誤差は認めます。 

※修士論文は、左側をひもで綴じますので、プリントの際、左サイドのスペースを右サイドより

も広めに空けてください。 
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４．修士論文（紙媒体）作成方法 

（１）表紙の記入方法 

 
 
（２）修士論文／解説論文を綴じ込む順番 

①修士論文表紙 

②概要書（900～1500字程度。1 枚目にコース、氏名、論文題目を記載してください。） 

③目次 

④本文 

⑤参考文献 

⑥修士論文裏表紙 

 

（３）綴じ込み 

左側に穴あけパンチで穴をあけ、とじひもで綴じてください。 

【穴あけ/製本作業スペース】 

期間・場所：２０１８年６月１４日（木）～１５日（金）３号館１１階１１０７室 

※時間はいずれも９：００～１７：００ 

※上記期間以前の穴あけ作業は、政治学研究科事務所内で行なうことができます。 

 

５．修士論文／解説論文データの提出方法 

（１）修士論文／解説論文データデータの作成方法 

概要書、目次、本文、参考文献を 1 つの WORD ファイルとして作成し、PDFファイルへ変換してください。ファ

イルのタイトルは以下の通りとしてください。 
 

「学籍番号_ローマ字氏名.pdf」    例）31******_WasedaTaro.pdf 
 

※論文データは、紙媒体で提出した論文内容と同一のものとします。 

※PDF への変換ができない PC 環境の方に限り、WORDファイルでの提出を認めます。 

 

（２）修士論文／解説論文データの提出方法 

   修士論文予定届提出者は、Course N＠viに「修士論文」が登録されています。登録科目一覧から「修士論文」

を選択し、「修士論文／解説論文提出用」フォルダへ論文データ（PDF）をアップロードしてください。 

    ※アップロードを行うと確認画面が表示されますので、必ずクリックして提出日時を確認してください。ク

リックしないと一時保存となりアップロードされません。 

    ※締切時間を過ぎるとアップロードできなくなるので、締切直前のアップロードは避け、早めの提出を心が

２０××年度 

修 士 論 文 

執 

筆 

者 

 
早稲田大学大学院政治学研究科修士課程 
 
      専攻        コース 
 
研究領域名（政治学コースのみ）     
 
学籍番号          
氏 名          

論
文
題
目 

 

 

 

【備考】 

早稲田大学大学院政治学研究科  

 

教員受取署名欄 （主査 or 副査）          

黒ボールペンで、専攻、コース、研

究領域名（政治学コースのみ）、学

籍番号、氏名、論文の題目を記入し

てください。 

備考欄には何も記入しないでくだ

さい。また、教員受取署名欄は、後

日記入するため、修士論文提出時に

は空欄で結構です。 
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けてください。 

 

（３）作品データの提出について 

※作品を主要構成部分とする修士論文提出のジャーナリズムコース学生が対象 

    

・ルポルタージュ等の文章作品 

 Course N＠vi より「修士論文」を選択し、「ルポルタージュ等の文章作品提出用」フォルダへ作品データ

（PDF）を提出してください。ファイルのタイトルは「学籍番号_ローマ字氏名_作品名.pdf」としてくださ

い。 

 

・映像作品やウェブ作品： 

CD-R、または DVD-R にデータを保存し（映像作品は、原則 DVD-R）、政治学研究科事務所へ 3部提出してく

ださい。提出の際は、CD-R / DVD-R 表面に、題目・修了年月・学籍番号・氏名を記入した上で、プラスチッ

クケースに入れてください。ファイルのタイトルは「学籍番号_ローマ字氏名_作品名.（拡張子）」として

ください。 

また、映像作品については以下の要領に従ってデータ作成してください。 

 

動画ファイルの形式/コーデック 

  MPEG-4 AVC/H.264 

 

動画サイズ 

  1920×1080、1440×1080(1.33PAR)、1280 x 720 

 注）素材のサイズがこれ以外の場合であっても上記のサイズに収めること。 

 

フレームレート 

  30fps以上。場合によっては 24pも可。 

 

縦横比  

16:9 

 

注意 

   DVDメディアを作成したら、提出前に必ず動画ファイルが PCで読み取りが可能か確認してから提出す

ること。DVD のフォーマットは、基本的に WindowsXP 以上で読み取り可能である形式であること。  

 

書き出し方法の例（HDVで撮影した素材を Premire6 で編集した場合）： 

「書き出し」を選択し、形式を「H.264]、プリセットを「HD 1080i 29.97(1.33PAR)]とし、ファイル 

を MP4に指定して書き出し 

     
以上 

 

早稲田大学大学院政治学研究科 
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「データアップロード完了画面の出力コピー」のサンプル 

 

 


