『国際理解教育』第 20 号原稿募集のお知らせ
投稿
号に

する論文等を募

第 20 号

しています。

投稿から，事前

までに，下記

に則り,『国際理解教育』第 20

投稿申込を廃止いたしました。論文投稿締切

送付先に直接投稿下さい。

送付先
〒338-8570 埼玉県さいたま市桜区下大久保 255
埼玉大学教育学部
日
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論文投稿締切：2013 年 9 月 30 日(月)必着

130

編集規定
編集規定
1.

本誌は、日本国際理解教育学会機関誌であり、原

（4） 実践研究ノート：国際理解教育に関する活動の

紹介、報告など
（5） 特集論文：学会の特定課題研究で取り上げた

則として年１回発行する。
2.

本誌は、国際理解教育にかかわる研究論文、研究
ノート、実践研究論文、実践研究ノート、書評、新

テーマに関わる研究
（6） 書評：国際理解教育に関する書籍の論評
（7） 新刊紹介：会員諸氏の出版物・報告書などの著

刊紹介、その他国際理解教育の学会関連記事等を掲
載する。
それぞれの内容については、以下のとおりとする。

書紹介
（8） 学会関連記事等：編集委員会が定める内容

3.

活動・実践に関する理論的研究

4.

は改めて編集委員会で審議して決定する。

調査・事例研究等
5.

分（特集または一般研究、研究論文または実践研究論

投稿規定
投稿規定

文、研究ノートまたは実践研究ノートの別）、キーワー

ド（4 ～ 5）、および、連絡先（住所、氏名、所属、電

本誌に投稿できる者は、日本国際理解教育学会の
会員でなければならない。ただし、編集委員会が特
に依頼した場合は、この限りではない。

2.

話番号、メールアドレスなど）を明記すること。

6.

投稿する原稿は、国際理解教育に関するもので、
未発表のものに限ります。ただし、口頭発表資料は

7.

区別を明記すること。
8.

ることを了解して、投稿するものとする。
4.

5.

編集委員会事務局の住所等は、下記の通りであ
る。
〒338-8570 埼玉県さいたま市桜区下大久保 255

投稿原稿は、9 月 30 日までに原本 1 部とコピー４
部を編集委員会に提出すること。なお、掲載が決

埼玉大学教育学部

まった際は、CD ディスク等を提出するものとする。

日本国際理解教育学会紀要編集委員会事務局
TEL/FAX：048-858-3193

表紙には、邦文表題および英文表題、執筆者名

（ふりがな、ローマ字表記）
、所属機関・職名、投稿区

投稿原稿については、編集委員および編集委員

桐谷正信研究室気付

E-mail: kiritani@mail.saitama-u.ac.jp
決定したときには、ただちに執筆者にその旨を通知

審査の手順
投稿規定
1.

特集テーマに関する論文においても、研究論
文・実践研究論文、研究ノート・実践研究ノートの

論文等が掲載された場合、学会誌刊行後 1 年内は
ウェブサイトなどの電子媒体に公開することを控え

論文本体には、氏名・所属は記入せず、投稿区
分と題名（副題を含む）のみとすること。

この限りではない。
3.

本誌に掲載の研究論文等の原稿は、原則として返
却しない。

践的研究

1.

編集委員会は、執筆者との協議を通じて提出原稿
の内容の変更を求めることができる。その際の採否

（2） 研究ノート：国際理解教育に関する理論紹介、
（3） 実践研究論文：国際理解教育に関する活動の実

掲載の採否は、複数の審査員の精査を経て、編
集委員会で審議し決定する。

（1） 研究論文：国際理解教育の理論に関する研究、

する。ただし、投稿原稿は返却しない。
4.

第一次審査で、上記 A 〜 C の採択が決まった原
稿でも、立論の仕方や記述の順序などの全体構成、

会が委嘱した審査員２名以上によって審査する。
査読については、①オリジナリティ（新しい知

論証の仕方やデータの提示、解釈の仕方などの内容

見）
、②論旨の一貫性・構成の明確さ、③客観性、

について、再検討や字句表現の修正などを求める場

④文章の理解しやすさ、⑤国際理解教育との関連、

合がある。この場合、編集委員会からのコメントに

の５つの観点から４段階によって評価し、総合的に

従って、原稿を書き直し、指定する期日までに再提

「A: 掲載を承認、B: 一部修正の上掲載、C: リライト

出する。この際、編集委員会の修正条件に対してど

の上再査読、D: 掲載不承認」のいずれかの採択とな

のように改善したのかの書面もあわせて提出するも

る。

のとする。

2.

3.

第一次審査の結果、原稿の「D: 掲載不承認」が
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5.

再提出された原稿は、編集委員会において第二
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次審査を行い、第一次審査で付された条件が満たさ

6.

7.

掲載原稿の校正は、初校、再校までを執筆者に

れているかを改めて審査する。その結果、C につい

よるものとするが、三校以後は編集委員会ならびに

ては「掲載不承認」になる場合もある。

出版社（明石書店）の責任において行う。その際、

第二次審査をへて掲載が決定した投稿原稿は、
編集委員会において最終的な整理を行う。

執筆要項
投稿規定
◯原稿の分量および原稿書式については、以下のこと

表現方法・記述などについて若干の修正を行う場合
もある。
としている。
・論文末に、注の後にまとめて一覧する引用文献リ
ストにおいて、以下のように表記する。
例：藤原孝章（2010）
「教師のカリキュラム・デ

を守ること。
・研究論文・実践研究論文：ワープロ原稿。22 字

ザイン力」日本国際理解教育学会編『グ

× 39 行× 2 段＝ 1716 字× 10 ページ以内（タイ

ローバル時代の国際理解教育―実践と理論
をつなぐ―』明石書店。

トル・図・表・注・参考文献などすべて含む）。

・研究ノート・実践研究ノート：ワープロ原稿。
22 字 × 39 行 × 2 段 ＝ 1716 字 × 5 ペ ー ジ 以 内

引用文献一覧は以下のように表記し、著者の 50
音順、アルファベット順に並べる。

（タイトル・図・表・写真・注・参考文献などすべて
含む）
。実践研究ノートでは、学会が提案する実

践研究フォーマット（HP からダウンロード可能）

和文
単

・A4 用紙、横書き、片面出力、ページ番号付。洋

編

数字の使用（1 桁数字は全角文字、2 桁以上は半角文
字）
。欧文タイトル・欧文著者名は欧文半角文字

出版社
む）
』出版社

論

の文字ポイントは最小で 9 ポイントまでとする。

1-10）頁

分担執筆：著者（発行年）「題名（副題含む）」

・注も本文と同じ文字サイズ・書式でおさめるこ

編 者 編『 書 名（ 副 題 含 む ）』 出 版 社、

と。ただし、注は、19 号からは引用文献を示すも
のではなく、本文の内容を補足するものに限るも

ぺージ番号（例 1-10）頁
ウェブサイト：
「サイト名」ウェブサイトアド

のとする。
・引用文献については、引用文献リストとしてまと

レス（閲覧日）
報告書（科研など）：○○助成金成果報告書（発

めて示す方式に、19 号から変更されている。

行年）
『書名（副題含む）』（代表者名・所

・本文中においては、著者名（発行年：引用頁） の
形式で表記し、注番号はつけない。
例１：藤原（2010：40） は、教師のカリキュラ
ム・デザイン力について、実践力、企画
力、創造力、表現・コミュニケーション
力、総合力から論じた。
例２：藤原は、教師のカリキュラム・デザイン
について、「教師にも、単なる教科指導、
学級経営の専門家としてだけではなく、学
習者の学びを引き出し、（…中略…） とし
ての役割が必要になってきた」（2010：40）

文：著者（発行年）「題名（副題含む）」発
行者『掲載誌』号数、ぺージ番号（例

・論文本体の表題スペースは、12 行分を確保する
こと。したがって書き出しは 13 行目からとなる。

著：編者編（発行年）『書名（副題含む）』

翻訳書：著者、訳者（発行年）
『書名（副題含

を使用する。
・図表の挿入箇所を本文中にも明記する。なお図表

著：著者（発行年）『書名（副題含む）』出
版社

を活用してもよい。

属）

欧文例
書籍： Council of Europe (2001) Common

European Framework of Reference for

Languages: Learning, teaching, assessment.
Cambridge: Cambridge University Press.

論文：Phillipson, R. (2001) English for

Globalisation for the World’s People?

International Review of Education, 47(3/4),
pp.185-200.
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