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東京未来大学研究紀要　投稿規程

2017.6.28　改正	

１．本誌に筆頭著者として投稿できる者は，本学の専任教職員および非常勤講師（当該年度）とする。
　　筆頭著者として投稿できるのは，１編のみである。

２．原稿の内容
　　　　１）原稿は，和文または英文とする。
　　　　２）原稿は未公刊のものに限る。他に投稿中の原稿も認められない。
　　　　３）原稿は原著，実践報告，研究ノート等とする。

３．原稿の体裁
１）原稿は，原則としてＡ４判横書き，MS　Word（2000以降）で作成し，Ａ４紙に出力した

ものとし，併せてデータを提出する。但し，図，表，写真については，４に定める。
２）原稿には要約とキーワード（５語以内）を付す。要約は原則として，和文，英文のどちらかとし，

和文400字以内，英文175語以内とする。要旨に他の言語を使用する場合は，紀要委員会に
検討を依頼することができる。

３）提出原稿の体裁は次の通りとする。原稿は，１ページあたり，横書きの場合，23字×39行，
縦書きの場合，31字×28行を１枚とし，20枚以内（２段組で10頁以内）とする。この長さに，
表題，要旨，図版等も含むものとする。１ファイルに，タイトル（和文・英文），著者名（和
文・ローマ字），要旨，キーワード，本文を収める。

４）本紀要は，横書き２段組，縦書き２段組，モノクロ印刷を原則とするが，特殊な版組が必要で
ある場合は，紀要委員会に検討を依頼することができる。

５）上記上限のページ超過，原稿用紙手書きの原稿，２色以上の印刷，用紙の特殊な指定，及び
製版に特別な費用を要する場合については，執筆者の内の本学専任教員が，その費用を個人
研究費，あるいはそれに準ずる資金から負担できる範囲に限って認められる。但し，執筆者
に本学専任教員を含まない場合については，その扱いを，紀要委員会で決定するものとする。

６）原稿の形式，引用文献の記載は，各専門分野の慣例に従うこととする。ただし，脚注は用いない。

４．図，表，写真
１）提出する図，表は，原則としてMS　Word（2000以降），Excel（2000以降）で作成するも

の，またはそれらに挿入できる形式のものとし，データファイルと印刷用版下を提出するほ
か，併せてPDFファイルも提出する。

２）写真は一色刷か多色刷りかを指定した上で，原則としてデジタルデータファイルを提出する
ほか，出力したものに必要に応じてトリミングの指示をする。
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３）図，表，写真は本文の欄外に挿入位置を指示するか，あるいはワードファイルに挿入するも
のとする。図，表，写真にはそれぞれ図１，図２，…，表１，表２，…のように通し番号を
つけ，必ず縮小率と天地を指定する。

４）図，表，写真の説明は，必要があれば別紙に記す。
５）提出する写真のデジタルデータは，なるべく解像度の高いものとする。

５．増刷は原則として，投稿者の負担とする。

６．投稿された論文については，すべて査読を行う。紀要委員会が委嘱する査読者の査読結果に基づき，委
員会が掲載の可否を決定する。査読は本学学内の専任教員に限らず，学外者に依頼する場合がある。
いずれの投稿についても原稿の改稿を求めることがある。

７．校正に関しては，投稿者の責任とする。

８．提出締め切りおよび発行時期
１）投稿を希望する者は，紀要委員会が定める期日までに指定の執筆意向調査書を所定の方法で

紀要委員会に提出する。
２）原稿は，電子データと紙媒体を締切日までに紀要委員会に提出する。
３）原則として年１回，毎年３月末日までに発行する。

９．本誌に掲載された原稿の著作権は著者に帰属する。但し，本誌に掲載された原稿は，原則として本学が
他の出版物・媒体で公刊することができる。
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－164－

紀　要　委　員　会

委員長　　所　澤　　　潤
委　員　　執　行　智　子
　　　　　岩　﨑　智　史
　　　　　平　部　正　樹
　　　　　森　　　　　薫
事　務　　馬　崎　康　臣（EM局）

編　集　後　記

（第11号、第12号は同文です）
　本年度の研究紀要は、本学の研究力強化を目的に、第11号と第12号を同時に発行いたし
ます。論文受理日は投稿原稿の掲載が決定した日付にしてあります。論文掲載の振り分け
は編集上の都合によるもので、内容に関わるものではありません。
　本年度も、学内外の匿名の査読者の皆様に感謝申し上げます。特に本年度は２号同時に
発行するばかりでなく、発行日を前倒ししましたので、関係の皆様にご負担をお掛けしま
した。本研究紀要の査読制度は昨年度初めて実施し、本年度は２年目となりました。査読
には論文等の教育研究領域及び言語について専門的な知見を持つ学内外の教員・研究者に
当たって頂きました。本年度は昨年度の経験に鑑み、査読のためのガイドラインを作成し、
査読の精粗を減少するように努めました。ガイドラインは来年度以降も更新を重ね、より
精度の高いものとしていくことになります。本年度は投稿総数41篇、掲載に至ったものは
38篇でした。
　本年度も投稿規程に若干の変更を行いました。特に皆様に注意していただきたいのは、
論文を完結したものとするという規定を削除したことです。人文科学の論文等や、理系で
も地質学のように叙述が必要な領域の論文等、あるいは図録・図鑑など資料的要素のある
論文等では、１回では掲載しきれないというようなことも起こりえます。完結性という条
件を削除することで、そうした研究成果の継続的な掲載をも促そうという考えです。
　第12号では初めて縦書きの論文等を掲載いたしました。縦書きは昨年度の第10号から掲
載可能といたしましたが、それが具体的な形になって現れました。
　また、お気づきのように、第11号から執筆者のメールアドレスを掲載可能といたしました。
それによって研究の交流が一層進むことを期待しております。
　投稿資格のある皆様に、そうした研究紀要の年々の積み重ねをご理解頂き、今後、研究
紀要を、教育研究の成果の公表の場として、いっそうご活用下さるようお願いいたします。

2017年12月　　紀要委員会　　
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