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論文をご投稿される方々へ
本学会へのご投稿は、各ジャーナル（AJHS 及び TRR、JIE）編集事務局にて受付しております。
ご投稿の際には、
「INSTRUCTIONS FOR AUTHORS（投稿規程）」
「PUBLICATION MANUAL（執筆規定）」をご参照の
上、下記アドレスまでご投稿ください。また、
「投稿論文（FORMAT）」とあわせて「SUBMISSION FORM」の提出が必要と
なりますので、予めご準備のほどよろしくお願い致します。
また、2019 年 8 月発行予定のジャーナル以降、引用文献を以下の様式に統一していただきたくお知らせ致します。
J-STAGE への登載にあたり『引用文献区分』の登録が必須となりましたことを受けて、本学会では別表の引用方法に則り
区分させていただくこととなりました。なお、引用方法に則っていない場合には、区分を特定できず J-STAGE の登載が出来
かねる場合もございますので、必ずご確認くださいますようお願い申し上げます。
何かご不明な点や記載しているもの以外での文献等ございましたら ASHS 事務局（ashs201091@gmail.com）までご連絡く
ださい。それでは、今後とも本学会をよろしくお願い致します。
2019 年 7 月吉日

（別表）

【引用区分と引用方法】
 アラビア数字及び「( ) (かっこ)」や「, (コンマ)」、「. (ピリオド)」、「␣ (スペース)」、「- (ハイフン)」、「: (コロン)」、「& (アンド)」は半角統一すること。
 日本語表記の際に用いる「― (ダッシュ)」は全角とすること。
 文献の記載順番は、アルファベット順又は本文の引用順のどちらかで記載し、片かっこの通し番号「1), 2), 3)…」をふること。
 著者名は姓名の順で記載し、姓は大文字とする。なお、ミドルネームがある場合は、略字で記載すること。
 共著の場合は、日本語記載は「・(なかてん)」、英語記載は「, (コンマ) , & (アンド)」で区切ること。
 共著者の記載は最大 6 名までとし、7 名以降を日本語記載は「ら」、英語記載は「et al.」で省略すること。
 異なる文献を引用し、著者名かつ発表年が同一の表記となる場合は、発表年の後にアルファベット「a, b, c…」を付けて区別すること。
 英語雑誌名（雑誌論文名や書籍名）はイタリック体とすること。
 文献に DOI(Digital Object Identifier; デジタルオブジェクト識別子)がある場合、各文献の末尾に「doi:」とし「10.1021」から記載すること。
 タイトルに副題等ある場合は原則として引用元の表記に基づくが、主題と副題の区切りが無い場合、日本語記載は「― (ダッシュ)」、英語記載は「：(コロン)」
で区切ること。
 英訳記載のない雑誌名やタイトル等の和文を英語で記載する場合、和文ローマ字にて記載し文末に「(in Japanese)」を付けること。
J-STAGE の区分
雑誌論文

ASHS での定義

種類

著書名(発表年) タイトル. 雑誌名, 巻(号), 所在ページ. doi: 10.～

刊行されている学術誌に掲載された論文

Author (year) Title. Journal, Volume (issue), Page. doi: 10.～

journal articles
書籍

引用方法

書籍

書籍

著書名(出版年) タイトル. 出版社.
Author (year) Title. Publisher.

books



出版年は原則として第一刷の出版年とする



シリーズ名はタイトルの後ろに「（シリーズ名）」として書いても良いが、省略可



全集などの巻数もタイトルの後ろに「（全集名 巻数）」として書くが、巻数はアラビア数
字を用いる


編書

出版社は、発行所と同義（「株式会社」の部分は省略可）

編集者名(編)(出版年) タイトル. 出版社.
Author (Ed(s).) (year) Title. Publisher.

（別表）
翻訳書

原著者名(原書の出版年) タイトル. 原書の出版社. 訳者名(訳)(訳書の出版年) 訳書のタイトル,
訳書の出版所.
Author (original year) Original title. Publisher. Translator (Trans.)(translation year)
Translation title(in Translation language). Publisher.

辞書

編集者名(編)(出版年) 引用語句. 辞書名. 出版社.
Author (Ed(s).) (year) word. Title. Publisher.

※監修者や校注

著書名(出版年) タイトル. 監修者名(監修) 出版社.

者が別にいる場

著書名(出版年) タイトル. 校注者名(校注) 出版社.

合

Author (year) Title. Publisher.
Author (year) Title. Publisher.

※部分的に引用

章の著書名(出版年) 章タイトル. 本の編者名, 本のタイトル. 出版社. 所在ページ.

する場合

Chapter Author (year) Chapter title. Author (Ed(s).) Title. Publisher. Page.

コミュニケーション

手紙及びメールのやり取りや、面会、会議等

発信者(発信年) 会議名やメールタイトル等(発信年月日).

communication

のコミュニケーションを通じた情報

Author (year) meeting (d m, y).

学位論文

学士論文、修士論文及び博士論文

著書名(発表年) タイトル. 大学名.(未刊行).

thesis/dissertation

Author (year) Title. University. (Unpublished).
 「未公刊資料」であることを明記する

blog

個人や複数人で運営され、投稿された記事を

著者名(発行年) タイトル. URL(閲覧最終日)

blog

主に時系列に表示する日記的な Web サイト

Author (year) Title. URL (access d m, y).

wiki

Wikipedia

フリー百科事典 ウィキペディア日本語版(最終更新年) タイトル. (最終更新日 UTC). URL(最

wiki

終閲覧日)
Wikipedia: The Free Encyclopedia in Japanese (Last update year) Plagiarism. (Last
Modified d m, y UTC). URL(access d m, y)

データ
data

※他の引用文献に含める

（別表）
レター

※雑誌論文もしくは電子論文に含める

letter
レビュー

※雑誌論文もしくは電子論文に含める

review
研究報告書

科研や民間の研究機関等、何らかの指示を得

research report

て作成された、遂行状況・結果を客観的にま
とめて報告された文書

一般的な報告書

著者名(発表年) タイトル. 報告書名(報告年月日).
Author (year) Title. Report (Report date).

科研費報告書

著者名(発表年) タイトル. 報告書名, 科研費区分(課題番号).
Author (year) Title. Report of the Grant-in-Aid for Scientific Research (No.) by Ministry of

Education, Science, Sports and Culture.
科研費報告書

著者名(発表年) タイトル. 報告書名, 代表者名(課題番号), 所在ページ.

（部分的引用）

Author (year) Title. Report of the Grant-in-Aid for Scientific Research (No.) by Ministry of

Education, Science, Sports and Culture, Leader Author, Page.
特許

特許出願者名(公開年) 発明の名称. 発明者名, 特許文献の番号等(公開特許公報等の発行年月

patent

日).
Patent applicant (public year) Title. Inventor, patent No. (date of published patent
publication).


理化学研究所(1999) イオン散乱分光装置. 特開平 11-345584(1999.12.14).



Dave W. SMITH (2004) Compact folding aircraft passenger ramp. U. S. Patent
6,676,358(2004.01.13).

レポート

※雑誌論文もしくは電子論文、研究報告書に

report

含める

規格

規格資料。産業・技術・科学等の分野におい

規格番号(規定年) 規格標題. 出版社. (言語の表記)

standard

て「標準化」という共通の取り決めをまとめ、

Standard number (prescribed year) Title. (language)

制定したもの



電子ジャーナル

著書名(発表年) タイトル. 雑誌名, 巻(号), 所在ページ. doi: 10.～ URL(閲覧最終日)

電子論文/URL
electronic journal /URL

JIS L 1902 (2002) 繊維製品の抗菌性試験方法・抗菌効果.

Author (year) Title. Journal, Volume (issue), Page. doi: 10.～ URL (access d m, y)

（別表）
予稿集

学術大会にて発表された研究成果をまとめた

発表者名(発表年) タイトル. 資料名, 大会名, 所在ページ.

proceedings

もの（大会資料集や抄録集など）

Author (year) Title. Journal, conference, Page.

リンク対象外コンテンツ

※対象としない

link exempt content
その他

新聞記事

others

新聞名「記事名」発行年月日, 刊, 判(面).
著者名(発行年) 記事名. 新聞名(発行年月日, 刊), 判(面).
News Paper, Title(d m, y), Section(Page).
David Willison (2015) Title, News paper (d m, y), Section(Page).

雑誌記事

雑誌名「記事名」発行年月日, 所在ページ. 出版社.
著者名(発行年) 記事名. 雑誌名(発行年月日), 所在ページ. 出版社.
News Paper, Title(d m, y), Section(Page).
David Willison (2015) Title, News paper (d m, y), Section(Page).

ウェブページ

著者名(発行年) タイトル. URL(閲覧最終日)
Author (year) Title. URL (access d m, y).

