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先生に見てもらう前に【自問自答】. 最低限自分でチェックせよ：

□ 「報告書の書き方」を踏襲しているか

□ 誤字・脱字はないか

□ 文中の主語と述語は完全に対応しているか

□ 本文中の引用（著者名，年）が引用文献リストと整合的に対応しているか

（本文中） （引用文献リスト（著者名全員書く））

塚原（2008），（塚原，2008） 塚原弘昭，2008，・・・

塚原・村越（2008） 塚原弘昭・村越直美，2008，・・・

塚原ほか（2008） 塚原弘昭・村越直美・江崎玲於奈，2008，・・・

Tsukahara (2008), (Tsukahara, 2008) Tsukahara, H., 2008, ***

Tsukahara & Murakoshi (2008) Tsukahara, H. & Murakoshi, N., 2008, ***

Tsukahara et al. (2008) Tsukahara, H., Murakoshi, N. & Ezaki, R., 2008, ***

□ 用語，漢字・かな使い，句読点，言葉遣いなどが全体で統一されているか

□ 表題中などの「・・について」はほとんど無意味，削除せよ

□ 句読点は「，」「．」使用が原則

□ かな・漢字（みられる---見られる など）

□ 読者が理解できる明確な表現をしていること．

幾通りにもとれるまぎらわしい表現や，何をさすのか解らない指示語はダメ

□ 論理的な文章か．

□ 方法==結果（事実）==考察は相互に対応して書かれているか

□ 論理は飛躍していないか，十分な根拠（データ）が提示されているか，

□ 論理は正しいか

□ 本文で引用する図・表の順番（引用順に1，2，3，とする）と，図表番号は整合的

か（本文で引用していない図・表は入れてはいけない）

□ 図・表の説明文は十分に解説してあるか（それを読んだだけで図・表の中身がわか

る）

□ 卒論の書式に合っているか

◎最後に，2月の差し替え原稿が完成したら，必要部数を作って製本し，研究室の先生

や副査の先生，お世話になった人に謹呈せよ．
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��������（または要旨）�

The effect of global warming on the phenology of Prunus mume in Matsumoto

was observed………（1ページ程度の英文or日本語要旨）

（英文abstractにするか和文要旨にするかは指導教員と相談する）

（Abstractから図表目次までのページ番号はローマ数字（i, ii, …）とし，本文とは別扱い）
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はじめに

約12万5000年前の温暖な気候条件下では．．．

本文の書き方や表現などは基礎実習テキスト「報告書の作成方法」を参考にすること

※ 図はなるべく本文中で引用されている箇所の近くに挟み込む

※ 折り込み図は右端を 1cm 以上引っ込めること（製本時に裁断されないため）

※ 両面印刷とする（保管場所節約のため）

※ カラーの図や写真を載せる場合は，インクジェット印刷ではなく，レーザープリ

ンター印刷か，カラーコピー機で作成すること（インクジェットでは色がにじむこと

がある）

※ 提出部数は 1部（差し替え時の完成版は 2部，１ページ行数や字数，フォントお

よびフォントサイズの指定はありません）

（とはいっても，この見本の体裁に準ずるべきであろう）

※ 引用文献の書き方

第一著者の姓（family name）のアルファベット順に，日本語，英語を区別せずに，

列挙します．英語表記の場合は，first name，middle name はイニシャルのみに省略

するのが原則．

（見本）
Aber, J.D., Nadelhoffer, K.J., Steudler, P. and Melillo, J.M., 1989, Nitrogen saturation in

northern forest ecosystems. BioScience, 39, 378-386.

Macko, S.A. and Ostrom, N.E., 1994, Pollution studies using stable isotopes. In: K. Lajtha and

R. H. Michener eds., Stable Isotopes in Ecology and Environmental Science, Blackwell

Scientific, Oxford, 45-62.

Ohrui, K. and Mitchell, M.J., 1997, Nitrogen saturation in Japanese forested watersheds. Ecol.

Appl. 7, 391-401.

沖野外輝夫，1990，諏訪湖－ ミクロコスモスの生物－ ，八坂書房，204p.

Shibata, H., Kuraji, K., Toda, H. and Sasa, K., 2001, Regional comparison of nitrogen export

to Japanese forest streams. The Scientific World, 1(S2), 572-580.

新藤純子・木平英一・吉岡崇仁・岡本勝男・川島博之，2005，我が国の窒素負荷量分布と全国渓流水

水質の推定，環境科学会誌，18, 455-463.

Toda, H., Uemura, Y., Okino, T., Kawanishi, T., and Kawashima, H., 2002, Use of nitrogen stable

isotope ratio of periphyton for monitoring nitrogen sources in a river system. Water Science

and Technology, 46(11-12), 431-435.

Yoh, M., Konohira, E. and Yagi, K., 2001, Regional distribution of natural stream nitrate in

central Japan. Water, Air, and Soil Pollution, 130, 655-660.
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