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『人間－環境学J投稿要領
(2009年 12月lEl ii集委H会作成）

I. 投稿＇i'if告
ト I，立i研究科に刈わる数lUlと当研究科に在籍する学生に限る ただしさj研究宇｜に関わる救If1H1の

共著者としてI それ以外の三討を含むことができる

2. 投稿悦it'
2 I IJ;tt,:'[iのHU:tiは論文研究ノート 1 民fl！.資料その他とし米発表のものに限る

2 2 出01::iの採否は後数のレフェリーによる審交を総て決定する

2 3 編集委n会は務長に原稿の修正を〉！とめることができる

2 4 jjj(f出は械役きを限目ljとする ただし内容の伯賃上とうしてもif,U:1きでなければならない場合は

この限りではない

2 5 ！立杭はコンピュータで作成 印刷し CD Rなど1(C子記録媒体を添える メールでの添付77

イルによるWll¥は不可 なお郎総は A4版とし和文の場合は 1fi・4ocト×30fr. 戸大文のJJJ1for 

は30fr・n:1nw1すること 3部拠出する 1史HIソフト（WORDなど）をi列記すること

2 6 外rn,mでi1i'h、れたものは。 nativespeakerによるチェ yクを受けておく

2 7 IJi¥f1向の長さは！本文。討：， '!J!¥fr. I~！・炎等すべてを含めて刷り le.;Jn J I 4 1'().), I勾とする 脱り

上がり（印lillj形式）については 32を参！慌のこと 1iiJ，文字のみでi澗 去が一切無いIJ；（杭の場

合には 400 守•iii'ilJi（、制m紙でユ 65 枚以内となる

2-s El oc;ffi「要旨jおよび。 IJl(fliJとして，英文 Sumrnaiyを付ける その他のぎ箭による「！安旨j

を付けることもできる それぞれl 刷り lがりで日iι賞以内とする

2-9 itや引JiJ文献などはi山、杭の米尽にまとめる

2-10. カラー印刷~.＼＼ 1:1Hilリ製本において余分にかかる~＇IHI は干I 1'Iーの負担とする

2-11. jt}i段以t1::jについては．京都大学学術的幸IIリポジトリに笠録公開するものとする ただし執

~1＼：名ーからの裂援によって論文を公開しないことも可能である また 公Ii日の説iiiの確認は拘紋

決定後に行うので＇ 'lii'J¥'に対する影響は一切l'!f；い

3. 1:11刷形式

3-I i波山は BS版とする li可字は 9ポイントを北川和とする

3-2' 欧文および和文4読書きの場合は左右2段剖1 liHU守とする（！段の収容と「数はi 利文の場合22

字×42fr. 欧文の場合 50fr). 布I文縦iii'きの場合は。右i井jきを先日丸に L.2段誕lとする（収容

字数未定）

3-3 淵郊についてはii主新号を参！！！＼されたい

4. )jlj¥j ljり

4 I 50部までJ:rd日とする これを越える部数＜som；単位）については！品二者？のl'!l日とする

s. TA!iil 環境学；第25巻原稿締切り

5 I 平11Ji:28 (2016) 'I' 3月31El （木限El)

シ2 J支給Ij奇はよ記のmr:rまでに jj[j［！の投稿誤（編集委員会より配付）の関係恥攻にすべて記入しI

jjj（稿とともに提出すること



〈編集後記〉

本年度も多数の投稿があり ，本研究科の複数の教官による厳しい審査

を経て，充実した一叩に結実いたしました。投稿された皆様，論文の査

読に御協力いただいた諸先生方，そして，学位一覧等の作成および原稿

の受け渡し・送付などあらゆる面で支えていただいた事務官の皆様に，

厚く御礼申し上げます。

博士学位一覧の論文要旨の掲載につきましては，今巻から，京都大学

学術情報リポジトリ （KURENAI) に移行しています。http:!/repository. 

kulib. kyoto-u. ac.jp/dspace／です。同サイトでは京都大学全体の学術情報

を読むことができます。是非，ご活用下さい。

尚，大学院生の論文の掲載順序につきましては，例年通り，指導教官

の講座・分野の順としています。 （松田記）
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