
在学生・修了生・満期退学者用在学生・修了生・満期退学者用在学生・修了生・満期退学者用在学生・修了生・満期退学者用 2018.5    

【大学院紀要【大学院紀要【大学院紀要【大学院紀要    第第第第55555555 集集集集    執筆要領】執筆要領】執筆要領】執筆要領】    
    

１．執筆・提出 

「大学院要覧」Ｐ.５６～５８と別紙「東洋大学大学院紀要に関する要領」、「『東洋大学大学院紀要』編集及び執筆規程」、

「大学院紀要 審査規定ガイドライン」、「東洋大学学術情報リポジトリ規程」を熟読してください。 

投稿された論文は全て「東洋大学学術情報リポジトリ」へ登録し、インターネットにて公開いたします。詳細は、「『東

洋大学大学院紀要』編集及び執筆規程」第３条７を参照してください。 

論文原稿は原則として白黒印刷論文原稿は原則として白黒印刷論文原稿は原則として白黒印刷論文原稿は原則として白黒印刷で作成してください。 

カラー印刷は刊行費用が高額であるため、研究成果を公表する上で必要不可欠と判断される場合のみ、商標、写真、デ

ザイン画、設計図に使用することができます。 

カラー印刷希望者は、９月・１１（１２）月の論文原稿提出時に必ず「カラー印刷使用申請書」を提出してください。カラー印刷希望者は、９月・１１（１２）月の論文原稿提出時に必ず「カラー印刷使用申請書」を提出してください。カラー印刷希望者は、９月・１１（１２）月の論文原稿提出時に必ず「カラー印刷使用申請書」を提出してください。カラー印刷希望者は、９月・１１（１２）月の論文原稿提出時に必ず「カラー印刷使用申請書」を提出してください。    

 

２．題目（届）・論文原稿・要旨 

主指導教員※の指導と推薦を受けた上で、提出してください。 

※修了生（満期退学者）の方で在学当時の主指導教員がいない場合は、現在の専攻長（専攻長に連絡が難しい場合は研

究科長）に指導と推薦を受けて下さい。 

 

３．校正 

執筆者の校正（12月末～）は２校までとなります。締切に遅れた場合は、校正の回数が１回となりますので締切を厳守

してください。大学院紀要は、在学生・満期退学者・博士前期（修士）課程修了生に対して、厳正なる査読審査を行って

います。査読審査を終えた完成原稿は、誤字・脱字以外の修正はできないため査読審査を終えた完成原稿は、誤字・脱字以外の修正はできないため査読審査を終えた完成原稿は、誤字・脱字以外の修正はできないため査読審査を終えた完成原稿は、誤字・脱字以外の修正はできないため、十分注意してください。 

 

４．スケジュール 

カラー印刷を希望する場合、No.２・５における論文原稿はカラー印刷で提出してください。 

本学博士学位取得者は、「査読なし」のため、No.３～５は省略となります。 

「東洋大学学術情報リポジトリ規程」は「東洋大学学術情報リポジトリ規程」は「東洋大学学術情報リポジトリ規程」は「東洋大学学術情報リポジトリ規程」は6666月中旬（予定）に、月中旬（予定）に、月中旬（予定）に、月中旬（予定）に、「東洋大学研究倫理規程」「東洋大学研究倫理規程」「東洋大学研究倫理規程」「東洋大学研究倫理規程」等等等等確認票は確認票は確認票は確認票は8888月上旬（予定）月上旬（予定）月上旬（予定）月上旬（予定）ににににHPHPHPHP    

ににににてててて掲載しますので、各自確認・印刷して下さい。掲載しますので、各自確認・印刷して下さい。掲載しますので、各自確認・印刷して下さい。掲載しますので、各自確認・印刷して下さい。    

 

５．お知らせいただいた個人情報は、紀要の刊行に関する用途のみに使用し、印刷委託業者においては 

その委託業務を越えた利用はありません。 

 

    

№ 日 程 内 容 
所定 

用紙 

１ ６月２１日（木）まで (1)応募論文題目届、(2)論文要旨（査読対象者のみ）を提出 ①-1 

２ 
９月２１日（金）・ 

２２日（土）・２４日（月） 

(1)応募論文提出届、(2)「東洋大学研究倫理規程」等確認票、(3)論文原稿、 

(4)執筆言語以外の要旨、(5)カラー印刷使用申請書（希望者のみ）を提出 

※本学博士学位取得者は、査読無しの為、完成原稿と要旨のデータも提出 

②-1 

②-2 

３ １０月～１１月下旬 
査読対象者は主指導教員と連絡を取り合い、必要に応じて複数回の改稿作業を行

なって下さい。※カラー印刷が必要かどうかについても確認してください。 

 

４ １０月末日《予定》 査読結果(掲載可否)通知を自宅へ郵送  

５ 

１１月２９日（木）・ 

１１月３０日（金）・ 

１２月１日（土） 

査読審査通過者は(1)完成論文提出届、(2)論文原稿、(3)執筆言語以外の 

要旨、(4)完成原稿と執筆言語以外の要旨のデータ、(5)カラー印刷使用申 

請書(希望者のみ）を提出 

③-1 

③-2 

６ １２月末 初校発送予定 ※査読審査を終えた完成原稿は、誤字・脱字以外の修※査読審査を終えた完成原稿は、誤字・脱字以外の修※査読審査を終えた完成原稿は、誤字・脱字以外の修※査読審査を終えた完成原稿は、誤字・脱字以外の修

正はできません。正はできません。正はできません。正はできません。    

    

７ １月下旬 再校（校了）発送予定 

８ ４月８日（月）～２７日（土） 
各自、紙袋等を持参の上、所属校舎担当窓口で受け取って下さい。 

修了生・満期退学者のうち、希望者に限り、着払による宅配便で配送します。 

 

以 上 



【所定用紙①【所定用紙①【所定用紙①【所定用紙①----1111】】】】    

在学生・修了生・満期退学者用在学生・修了生・満期退学者用在学生・修了生・満期退学者用在学生・修了生・満期退学者用    

大学院紀要第５５集大学院紀要第５５集大学院紀要第５５集大学院紀要第５５集    応募論文題目届応募論文題目届応募論文題目届応募論文題目届 

  

 

【【【【    提出期限：提出期限：提出期限：提出期限：２０１８年６月２１日（木）まで厳守２０１８年６月２１日（木）まで厳守２０１８年６月２１日（木）まで厳守２０１８年６月２１日（木）まで厳守    】】】】 

  

 

大学院紀要に応募いたしたく、以下のとおり応募論文題目届を提出いたします。 

所属所属所属所属    
                研究科研究科研究科研究科                                            専攻専攻専攻専攻                                課程課程課程課程    

学年：学年：学年：学年：            年在学中年在学中年在学中年在学中    または    西暦西暦西暦西暦                        年年年年            月月月月    修了・満期退学修了・満期退学修了・満期退学修了・満期退学    

学籍番号学籍番号学籍番号学籍番号              ※修了生・満期退学者も記入※修了生・満期退学者も記入※修了生・満期退学者も記入※修了生・満期退学者も記入 

氏名（ふりがな）氏名（ふりがな）氏名（ふりがな）氏名（ふりがな）    （（（（                                                                ））））    

氏名英文表記氏名英文表記氏名英文表記氏名英文表記    姓【大文字】（姓【大文字】（姓【大文字】（姓【大文字】（                                            ), ), ), ), 名【文頭大文字】（名【文頭大文字】（名【文頭大文字】（名【文頭大文字】（                                        ）））） 

メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス                                                                        ＠＠＠＠ 

住所住所住所住所    
〒〒〒〒            －－－－    

                    都・道都・道都・道都・道    

                    府・県府・県府・県府・県 

電話番号電話番号電話番号電話番号    （（（（                    ））））    携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話    （（（（                    ））））    

予定題目予定題目予定題目予定題目    

副題を含む副題を含む副題を含む副題を含む    
    

主指導教員主指導教員主指導教員主指導教員※※※※    

承認欄承認欄承認欄承認欄    

    

    ㊞㊞㊞㊞    

※主指導教員がいない場合は、専攻長もしくは研究科長 

              

【注意事項】【注意事項】【注意事項】【注意事項】    

○応募要領は、「２０１８年度 大学院要覧」Ｐ.５６～５８もしくはホームページを参照してください。 

○論文要旨の提出について 

（１）在学生・満期退学者・博士前期（修士）課程修了生：提出必要提出必要提出必要提出必要  

（２）本学博士学位取得者：提出不要提出不要提出不要提出不要 

○論文要旨の作成について 

 ・Ａ４サイズ1枚程度（文字フォント自由、英語可） 

・予定題目・所属（○○研究科・予定題目・所属（○○研究科・予定題目・所属（○○研究科・予定題目・所属（○○研究科    ○○専攻○○専攻○○専攻○○専攻    博士○○課程博士○○課程博士○○課程博士○○課程    ○年（修了○年（修了○年（修了○年（修了////満期退学））・学籍番号・氏名を上段に記入満期退学））・学籍番号・氏名を上段に記入満期退学））・学籍番号・氏名を上段に記入満期退学））・学籍番号・氏名を上段に記入    

○論文原稿・提出届等の提出期間は、９月２１日（金）・２２日（土）・２４日（月）となります。 

 

【提出書類確認欄】【提出書類確認欄】【提出書類確認欄】【提出書類確認欄】（各自✓をしてください。不要の場合は、「不要」と記入してください。） 

① 応募論文題目届（本用紙）※記入漏れがないか、教員承認印をもらっているか 全員提出  

② 論文要旨（Ａ４サイズ（Ａ４サイズ（Ａ４サイズ（Ａ４サイズ1111枚、題目・所属・学籍番号・氏名を記入）枚、題目・所属・学籍番号・氏名を記入）枚、題目・所属・学籍番号・氏名を記入）枚、題目・所属・学籍番号・氏名を記入） 
本学博士学位取得者

以外、全員提出 
 

    

    



＜全員提出＞＜全員提出＞＜全員提出＞＜全員提出＞                                                                                                                                                                【所定用紙②【所定用紙②【所定用紙②【所定用紙②----1111】】】】    

在学生・修了生・満期退学者用在学生・修了生・満期退学者用在学生・修了生・満期退学者用在学生・修了生・満期退学者用    

大学院紀要第大学院紀要第大学院紀要第大学院紀要第５５５５５５５５集集集集    応募論文提出届応募論文提出届応募論文提出届応募論文提出届    
【【【【    提出期間：提出期間：提出期間：提出期間：２０１８年９月２１日（金）・２２日（土）・２４２０１８年９月２１日（金）・２２日（土）・２４２０１８年９月２１日（金）・２２日（土）・２４２０１８年９月２１日（金）・２２日（土）・２４日（月）厳守日（月）厳守日（月）厳守日（月）厳守    】】】】    

    

大学院紀要に応募いたしたく、以下のとおり提出届を提出いたします。 

所属所属所属所属    
                                        研究科研究科研究科研究科                                                専攻専攻専攻専攻                                課程課程課程課程            

        年年年年        セメスタセメスタセメスタセメスタ在学中在学中在学中在学中    または    西暦西暦西暦西暦                    年年年年            月月月月    修了・満期退学修了・満期退学修了・満期退学修了・満期退学    

学籍番号学籍番号学籍番号学籍番号              ※修了生・満期退学者も記入※修了生・満期退学者も記入※修了生・満期退学者も記入※修了生・満期退学者も記入 

氏名（ふりがな）氏名（ふりがな）氏名（ふりがな）氏名（ふりがな）    （（（（                                                                ））））        

氏名英文表記氏名英文表記氏名英文表記氏名英文表記    姓姓姓姓【【【【大文字大文字大文字大文字】】】】（（（（                                    ), ), ), ), 名名名名【【【【文頭大文字文頭大文字文頭大文字文頭大文字】】】】（（（（                                    ）））） 

住所住所住所住所    

※教員・印刷会社からの連絡用 

〒〒〒〒            －－－－    
                    都・道都・道都・道都・道    

                                            府・県府・県府・県府・県 

メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス                                                                        ＠＠＠＠ 

電話番号電話番号電話番号電話番号    （（（（                    ））））    携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話    （（（（                    ））））    

題目題目題目題目    

※副題を含め提出論文と合致し

ていることを確認してください 

    

主指導主指導主指導主指導教員承認欄教員承認欄教員承認欄教員承認欄    
※主指導教員がいない場合は 

研究科長もしくは専攻長 
                                                                    ㊞㊞㊞㊞        

« « « « 注意事項注意事項注意事項注意事項    »»»»    

①①①①査読査読査読査読についてについてについてについて    

（１）在学生・満期退学者・博士前期（修士）課程修了生：査読あり査読あり査読あり査読あり    

（２）本学博士学位取得者：査読なし査読なし査読なし査読なし    

②②②②応募論文の応募論文の応募論文の応募論文の文字数制限（図表含む）文字数制限（図表含む）文字数制限（図表含む）文字数制限（図表含む）・作成について・作成について・作成について・作成について    

（１）博士前期（修士）課程在学生・満期退学者・修了生（本学博士学位取得者）：16,00016,00016,00016,000文字以内（文字フォント自由）（※） 

（２）博士後期課程在学生：24,00024,00024,00024,000文字以内（文字フォント自由）（※） 

（※）執筆言語が英語等の場合は、上記（1）の者はA4サイズ16枚以内、上記（2）の者はA4サイズ24枚以内を目安とする。 

（３）題目・所属（○○研究科○○専攻 博士○○課程 ○年（修了/満期退学））・氏名を上段に必ず記入 

③③③③執筆言語以外の要旨の作成について執筆言語以外の要旨の作成について執筆言語以外の要旨の作成について執筆言語以外の要旨の作成について    

（１）文字数：Ａ４サイズ1枚以内（文字フォント自由） 

（２）「題目」と「氏名 (苗字・名前の順) 」を記入 (記入例：SUZUKI,Taro) 

【提出書類確認欄】【提出書類確認欄】【提出書類確認欄】【提出書類確認欄】提出するものには○、提出しないものには×を記入すること。 提出者記入欄提出者記入欄提出者記入欄提出者記入欄    

1 完成論文提出届（本用紙、所定用紙②-1）※記入漏れがないこと、教員承認印を確認すること。 全員提出全員提出全員提出全員提出     

2 「東洋大学研究倫理規程」等確認票※※※※HPHPHPHPにににに8888月上旬（予定）掲載月上旬（予定）掲載月上旬（予定）掲載月上旬（予定）掲載 全員提出全員提出全員提出全員提出     

3 
応募論文（査読あり（査読あり（査読あり（査読ありの方はの方はの方はの方は2222部部部部    査読なし査読なし査読なし査読なしの方はの方はの方はの方は1111部部部部提出提出提出提出）））） 
※提出届（本用紙）と論文本体の題目が同一であることを確認すること。 

※上記注意事項②※上記注意事項②※上記注意事項②※上記注意事項②の内容に沿っている事を確認してください。 

全員提出全員提出全員提出全員提出    
※部数※部数※部数※部数は、各自記入各自記入各自記入各自記入    

※カラー印刷の有無を○

で囲むこと 

(    (    (    (    ）部）部）部）部    
カラー印刷 

有有有有    ・・・・    無無無無    

4 
執筆言語以外の要旨（査読ありの方は（査読ありの方は（査読ありの方は（査読ありの方は2222部部部部    査読なしの方は査読なしの方は査読なしの方は査読なしの方は1111部部部部提出）提出）提出）提出） 
※執筆言語以外の要旨には、題目も同じ言語で記載する事。（上記注意事項上記注意事項上記注意事項上記注意事項③③③③参照参照参照参照） 

全員提出全員提出全員提出全員提出    
※部数※部数※部数※部数は、各自記入各自記入各自記入各自記入    

(    (    (    (    ）部）部）部）部    

5 カラー印刷使用申請書（所定用紙②-2）※カラー印刷希望者のみ提出 希望者のみ提出  

6 
（1）論文と（2）執筆言語以外の要旨データ（ＣＤ-Ｒ・ＵＳＢメモリ） 

（BD－R・フロッピーディスク・SDカード等の提出不可）※メディアは校正時に返却予定。 

本学本学本学本学博士博士博士博士学位取得者学位取得者学位取得者学位取得者

のみ提出のみ提出のみ提出のみ提出    
 



＜希望者のみ提出＞＜希望者のみ提出＞＜希望者のみ提出＞＜希望者のみ提出＞                                                                                                                                                            【所定用紙②【所定用紙②【所定用紙②【所定用紙②----2222】】】】    

                                                                                    在学生・修了生・満期退学者用在学生・修了生・満期退学者用在学生・修了生・満期退学者用在学生・修了生・満期退学者用    

 

大学院紀要大学院紀要大学院紀要大学院紀要第５第５第５第５５５５５集集集集    カラー印刷使用申請書カラー印刷使用申請書カラー印刷使用申請書カラー印刷使用申請書    
【【【【    提出期間：提出期間：提出期間：提出期間：２０１８年９月２１日（金）・２２日（土）・２４日（月）厳守２０１８年９月２１日（金）・２２日（土）・２４日（月）厳守２０１８年９月２１日（金）・２２日（土）・２４日（月）厳守２０１８年９月２１日（金）・２２日（土）・２４日（月）厳守    】】】】    

    

【カラー印刷について】【カラー印刷について】【カラー印刷について】【カラー印刷について】    

カラー印刷は刊行費用が高額となるため、研究成果の公表上、必要不可欠と判断される場合のみ使用することができ

ます。ただし、模様で区分できる図表については、白黒印刷で作成してください。 

【使用が認められるもの】【使用が認められるもの】【使用が認められるもの】【使用が認められるもの】    

①①①①標標標標    ②②②②写真写真写真写真    ③デザイン画③デザイン画③デザイン画③デザイン画    ④設計図④設計図④設計図④設計図    等等等等のうち、カラー印刷を使用して色彩を区別しなければ研究成果を公表す

ることができないもの。 

※①～④に該当しないカラー印刷は、主指導教授の判断に従ってください。 

【カラー印刷申請方法】【カラー印刷申請方法】【カラー印刷申請方法】【カラー印刷申請方法】    

カラー印刷を希望する場合は、指導教授と相談の上、この申請書と共に、原稿をカラー印刷で提出してください。 

【注意事項】【注意事項】【注意事項】【注意事項】    

大学院紀要全体でカラー使用基準を統一するため、校正段階において他の執筆者と比較した上で、白黒印刷に変更さ

せていただく場合があります。 

また、色の再現性については、ご希望に添えない場合がありますので予めご了承ください。 

    

この申請書に記載されたカラー印刷に関する説明を熟読し、以下のとおりカラー印刷を申請いたします。 

所属所属所属所属    

                                        研究科研究科研究科研究科                                                専攻専攻専攻専攻                                課程課程課程課程    

        年年年年        セメスタセメスタセメスタセメスタ在学中在学中在学中在学中    または    西暦西暦西暦西暦                    年年年年            月月月月    修了・満期退学修了・満期退学修了・満期退学修了・満期退学    

学籍番号学籍番号学籍番号学籍番号              ※修了生・満期退学者も記入※修了生・満期退学者も記入※修了生・満期退学者も記入※修了生・満期退学者も記入 

氏名氏名氏名氏名        

 

カラー印刷申請について、内容を確認の上、その必要性を認めました。 

主指導主指導主指導主指導教員承認欄教員承認欄教員承認欄教員承認欄    ㊞㊞㊞㊞        

 

ページ 行 
種別 

上記①～④から選択 
カラー印刷 申請理由 

    

    

    

    

    



＜＜＜＜査読対象の内、査読対象の内、査読対象の内、査読対象の内、掲載決定者のみ提出＞掲載決定者のみ提出＞掲載決定者のみ提出＞掲載決定者のみ提出＞                                                                                                                        【所定用紙③【所定用紙③【所定用紙③【所定用紙③----1111】】】】    

                    在学生・修了生在学生・修了生在学生・修了生在学生・修了生（博士後期課程修了生を除く）（博士後期課程修了生を除く）（博士後期課程修了生を除く）（博士後期課程修了生を除く）・満期退学者用・満期退学者用・満期退学者用・満期退学者用    

大学院紀要第大学院紀要第大学院紀要第大学院紀要第５５５５５５５５集集集集    完成完成完成完成論文提出届論文提出届論文提出届論文提出届    

【【【【    提出提出提出提出期間期間期間期間：：：：２０１２０１２０１２０１８８８８年１年１年１年１１１１１月月月月２９２９２９２９日（木）・日（木）・日（木）・日（木）・１１月３０１１月３０１１月３０１１月３０日（金）・日（金）・日（金）・日（金）・１２月１１２月１１２月１１２月１日（土日（土日（土日（土）厳守）厳守）厳守）厳守    】】】】    

 

査読審査の結果、掲載が許可されたため、大学院紀要に投稿いたしたく、以下のとおり提出届を提出いたします。 

所属所属所属所属    
                                        研究科研究科研究科研究科                                                専攻専攻専攻専攻                                課程課程課程課程    

        年年年年        セメスタセメスタセメスタセメスタ在学中在学中在学中在学中    または    西暦西暦西暦西暦                    年年年年            月月月月    修了・満期退学修了・満期退学修了・満期退学修了・満期退学    

学籍番号学籍番号学籍番号学籍番号              ※修了生・満期退学者も記入※修了生・満期退学者も記入※修了生・満期退学者も記入※修了生・満期退学者も記入 

氏名（ふりがな）氏名（ふりがな）氏名（ふりがな）氏名（ふりがな）    （（（（                                                                ））））    

氏名英文表記氏名英文表記氏名英文表記氏名英文表記    姓姓姓姓【【【【大文字大文字大文字大文字】】】】（（（（                                    ), ), ), ), 名名名名【【【【文頭大文字文頭大文字文頭大文字文頭大文字】】】】（（（（                                    ）））） 

住所住所住所住所    

※印刷会社からの連絡用※印刷会社からの連絡用※印刷会社からの連絡用※印刷会社からの連絡用    

〒〒〒〒            －－－－    
                    都・道都・道都・道都・道    

                        府・県府・県府・県府・県 

メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス                                                                        ＠＠＠＠ 

電話番号電話番号電話番号電話番号    （（（（                    ））））    携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話    （（（（                    ））））    

題目題目題目題目        

主指導主指導主指導主指導教員承認欄教員承認欄教員承認欄教員承認欄    
※主指導教員がいない場合は 

研究科長もしくは専攻長    
㊞㊞㊞㊞    

  « « « « 注意事項注意事項注意事項注意事項    »»»»    

①①①①本原稿提出後の校正について本原稿提出後の校正について本原稿提出後の校正について本原稿提出後の校正について    

大学院紀要は、在学生・博士前期（修士）課程修了生・満期退学者に対して、厳正なる査読制度を導入しています。 

査読審査を終えた完成原稿は、誤字・脱字以外の修正はできません。充分注意してください。 

②応募論文の文字数制限（図表含む）・作成について②応募論文の文字数制限（図表含む）・作成について②応募論文の文字数制限（図表含む）・作成について②応募論文の文字数制限（図表含む）・作成について    

（１）博士前期（修士）課程在学生・満期退学者・修了生：１６，０００１６，０００１６，０００１６，０００文字以内（文字フォント自由）（※） 

（２）博士後期課程在学生：２４，０００２４，０００２４，０００２４，０００文字以内（文字フォント自由）（※） 

（※）執筆言語が英語等の場合は、上記（1）の者はA4サイズ16枚以内、上記（2）の者はA4サイズ24枚以内を目安とする。 

（３）題目・所属（○○研究科○○専攻 博士○○課程 ○年（修了/満期退学））・氏名を上段に必ず記入 

③執筆言語以外の要旨の作成について③執筆言語以外の要旨の作成について③執筆言語以外の要旨の作成について③執筆言語以外の要旨の作成について    

（１）文字数：Ａ４サイズ1枚以内（文字フォント自由） 

（２）「題目」と「氏名 (苗字・名前の順) 」を記入 (記入例：SUZUKI,Taro) 

【提出書類確認欄】【提出書類確認欄】【提出書類確認欄】【提出書類確認欄】提出するものには○、提出しないものには×を記入すること。 提出者記入欄提出者記入欄提出者記入欄提出者記入欄 

① 提出届（本用紙、所定用紙③-1）※記入漏れがないこと、教員承認印を確認すること。 全員提出  

② 
完成論文（指導教員から指導を受け、校正を終えたもの） 
※提出届（本用紙）と論文本体の題目が同一であることを確認すること。 

※上記注意事項②※上記注意事項②※上記注意事項②※上記注意事項②の内容に沿っている事を確認してください。 

全員１部提出 

※カラー印刷※カラー印刷※カラー印刷※カラー印刷の有無有無有無有無を

○○○○で囲むこと 

カラー印刷 

有有有有    ・・・・    無無無無    

③ 
執筆言語以外の要旨（指導教員から指導を受け、校正を終えたもの） 

※要旨には、題目も同じ言語で記載する事。（上記注意事項③参照上記注意事項③参照上記注意事項③参照上記注意事項③参照） 
全員１部提出     

④ 
論文と執筆言語以外の要旨データ（ＣＤ-Ｒ・ＵＳＢメモリ） 

（BD－R・フロッピーディスク・SDカード等の提出不可）※メディアは校正時に返却予定。 
全員１部提出     

⑤ カラー印刷使用申請書（所定用紙③-2）※カラー印刷希望者のみ提出 希望者のみ提出  



＜希望者のみ提出＞＜希望者のみ提出＞＜希望者のみ提出＞＜希望者のみ提出＞                                                                                                                                                                【所定用紙③【所定用紙③【所定用紙③【所定用紙③----2222】】】】    

    在学生・修了生在学生・修了生在学生・修了生在学生・修了生（博士後期課程修了生を除く）（博士後期課程修了生を除く）（博士後期課程修了生を除く）（博士後期課程修了生を除く）・満期退学者用・満期退学者用・満期退学者用・満期退学者用    

    

大学院紀要第大学院紀要第大学院紀要第大学院紀要第５５５５５５５５集集集集    カラー印刷使用申請書カラー印刷使用申請書カラー印刷使用申請書カラー印刷使用申請書    

【【【【    提出期限：２０１提出期限：２０１提出期限：２０１提出期限：２０１８８８８年１１月年１１月年１１月年１１月２９２９２９２９日（木）・日（木）・日（木）・日（木）・１１月３０１１月３０１１月３０１１月３０日（金）・日（金）・日（金）・日（金）・１２月１１２月１１２月１１２月１日（土）厳守日（土）厳守日（土）厳守日（土）厳守    】】】】    

    

【カラー印刷について】【カラー印刷について】【カラー印刷について】【カラー印刷について】    

カラー印刷は刊行費用が高額となるため、研究成果の公表上、必要不可欠と判断される場合のみ使用することができ

ます。ただし、模様で区分できる図表については、白黒印刷で作成してください。 

【使用が認められるもの】【使用が認められるもの】【使用が認められるもの】【使用が認められるもの】    

①商標①商標①商標①商標    ②②②②写真写真写真写真    ③デザイン画③デザイン画③デザイン画③デザイン画    ④設計図④設計図④設計図④設計図    等等等等のうち、カラー印刷を使用して色彩を区別しなければ研究成果を公表

することができないもの。 

※①～④に該当しないカラー印刷は、主指導教授の判断に従ってください。 

【カラー印刷申請方法】【カラー印刷申請方法】【カラー印刷申請方法】【カラー印刷申請方法】    

カラー印刷を希望する場合は、指導教授と相談の上、この申請書と共に、原稿をカラー印刷で提出してください。 

【注意事項】【注意事項】【注意事項】【注意事項】    

大学院紀要全体でカラー使用基準を統一するため、校正段階において他の執筆者と比較した上で、白黒印刷に変更さ

せていただく場合があります。 

また、色の再現性については、ご希望に添えない場合がありますので予めご了承ください。 

 

 

所属所属所属所属    

                                        研究科研究科研究科研究科                                                専攻専攻専攻専攻                                課程課程課程課程    

        年年年年        セメスタセメスタセメスタセメスタ在学中在学中在学中在学中    または    西暦西暦西暦西暦                    年年年年            月月月月    修了・満期退学修了・満期退学修了・満期退学修了・満期退学    

学籍番号学籍番号学籍番号学籍番号              ※修了生・満期退学者も記入※修了生・満期退学者も記入※修了生・満期退学者も記入※修了生・満期退学者も記入 

氏名氏名氏名氏名        

 

カラー印刷申請について、内容を確認の上、その必要性を認めました。 

主指導主指導主指導主指導教員承認欄教員承認欄教員承認欄教員承認欄    ㊞㊞㊞㊞        

 

ページ 行 
種別 

上記①～④から選択 
カラー印刷 申請理由 

    

    

    

    

    

 

  

 


