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English follows
令和２（2020）年度修士論文題目届提出要領
修士課程２年生 各位
令和２年度（2021 年 3 月）に修士課程修了を希望する方は、修士論文題目届の提出が必
要です。以下のとおりご提出願います。
１． 提出期間
：2020 年 11 月２日（月）～11 月 18 日（水）午後５時まで

※期限厳守

２． 提出方法
・ 提出前に指導教員に提出内容を確認してもらったうえで提出すること。
・ 提出は電子媒体により、専攻別に以下に示す＜電子データの提出先アドレス＞あて
送ること。その際、cc に指導教員を含めて提出すること。これをもって様式上の
指導教員の押印に代える。
＜電子データの提出先アドレス＞
・ 健康科学・看護学専攻学生用
ken2020thesis＠m.u-tokyo.ac.jp
・ 国際保健学専攻学生用
kokuho2020thesis＠m.u-tokyo.ac.jp
・ 医科学専攻学生用
ikagaku2020thesis＠m.u-tokyo.ac.jp
※上記は「題目届」提出用の email アドレスです。
下記のメール本文（指定）以外は一切記載せずに送付してください。
修士論文にに問合せがある場合は必ず、
大学院担当まで照会願います（03-5841-3309，in＠m.u-tokyo.ac.jp）
。
＜電子データのファイル名、メールタイトル、メール本文＞①ファイル名を以下のとお
りとすること。
（学籍番号）修士論文題目届（氏名）
例：(41-414141) 修士論文題目届（東大華子）
②メールタイトル： 上記ファイル名と一致させること。
③メール本文： 下記２行のみ記載すること。
・氏名
・題目届を提出いたします。

Subject

本文

（学籍番号）修士論文題目届（氏名）
・氏名
・題目届を提出いたします。

※メールで題目届をご提出頂いた後、当担当から返信はいたしません。
３．Google フォーム上での回答
題目届の提出の他に、指定の Google フォームから必要事項を回答すること。
URL：10 月末に UTAS にて通知予定。

Submission Guidelines
The Master’s Thesis Title Form For 2020
To those who wish to graduate from the Master’s Program in the academic year
2020, March 2021,
Please find the guidelines below and submit the required form as instructed.
1. SUBMISSION PERIOD
From Monday, November 2 to 17:00 Wednesday, November 18, 2020 (Strict
Deadline)
2. HOW TO SUBMIT
・ Please submit the form after your professor confirmation of the contents.
・ Please submit all required documents to the mail address of your major below.
Please note that you must include your professor as CC which will be approved
as a professor’s official seal.
〈Mail address for submission〉
The documents to be submitted must be sent to the address below depending on
the department belong to:
・ Health Sciences and Nursing
ken2020thesis@m.u-tokyo.ac.jp
・ International Health
kokuho2020thesis@m.u-tokyo.ac.jp
・ Master of Medical Science
ikagaku2020thesis@m.u-tokyo.ac.jp
※ Please note that the email address above is the address for the submission
for the Master’s Thesis Title Form. If you have any question regarding the
Thesis, please email to us (in@m.u-tokyo.ac.jp).

〈File Name, Mail Title, Main text〉①File Name
①The File Name should be indicated as follows.
(Your student ID number) Master’s Thesis Title Form (Your Name)
e.g.: (41-414141) Master’s Thesis Title Form (Todai Hanako)
②Mail Title
Your mail title must be the same with 1. File Name above.

③Main text
Please describe only the following two piece of information.
・Your Name
・Submitting The Master’s Thesis Title Form
（Your student ID number）Master’s Thesis Title

Subject

Main text

Form（Your Name）
・Your Name
・Submitting The Master’s Thesis Title Form

*We won’t send any email after your submission.
3．Response on Google Form
Please response all required answer to the designated Google Form other than
submission of Master’s Thesis Title.
Google Form： URL will be released in the last week of October by UTAS.

Thank you for your understanding.

