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【執筆要項】

表記

１．外国語の表記

　日本語に訳出しない単語・文はカタカナ書き

し、初出のものに原語を付記する。一般化して

いない固有名詞（人名、機関名など）にも初出

に原語を付記する。また、英語、スペイン語、

ポルトガル語以外の言語（ローカライズされた

ものを含む）はイタリック体字で表示する。

２．度量衡・貨幣などの単位

　カタカナ書きとする。ただし、パーセントに

は%を用いる。

３．数字・西暦

　原則としてアラビア数字の半角文字を用い、

万以上には万、億、兆等の単位を使う。なお、本

文中では千の位取りであるコンマを用いない。

４．書名

　出版された単行本・雑誌・新聞のタイトルは、

日本語の場合は二重括弧（『』）で括り、欧文の

場合はイタリック体字を用いる。

項目区分・見出し

　章立てをする場合、章はアラビア数字で 1.

2. 3.・・・、節はローマ数字の小文字で (i) (ii)

(iii)・・・のように番号を振る。ただし、「はじ

めに」「おわりに」「謝辞」「参考文献」には番号

を振らない。また、内容によっては見出しだけ

でも構わない。その場合は番号を付けない。

註記

　註は論文全体を通して番号を付し、最後にま

とめる。番号の前には半角のアスタリスク (*)

を付ける。ただし、註は組版の時点で全てペー

ジ下脚註に変換されます。

（例）市場万能主義と権威主義的軍事政権の欠陥

を是正した*12。

図表

　通し番号を付し、表題をつける。単位、出所

を明記してください。

引用文献

　引用文献の表示は、(i)註の中で列挙する方法

と、(ii) 著者・年・頁のみを本文中に示し詳細を

参考文献として後でまとめる方法のいずれを用

いても構いません。ただし、(i)と (ii) では項目

の表示順と句読点の打ち方が異なりますので注

意してください。

(i)引用文献を註の中に入れる場合には、著者名、

論文タイトル、雑誌名、巻号数 [単行本の場合

は編者名、書名、出版地、出版社]、出版年、頁

数の順で必要なものを並べる。個々の表記は次

の原則に従ってください。

・句読点は、日本語の後では点 (、)と丸 (。)、

英数字の後ではコンマ (,)とピリオド (.)を用

いる。

・項目間には読点（、,）を打つ。ただし日本語

文献の場合、「」『』の前後には何も付けない。

・論文名は日本語文献は「」、欧文文献は “” で

括る。

・著者名は複数人の場合、一人目だけを姓・名の

順とし、2人目以降は名・姓の順とする。な

お、論文の収録先を表す inの中では、すべて

名・姓の順とする。

・単行本・雑誌・新聞のタイトルは日本語文献

の場合『』で括り、欧文文献ではイタリック

体字で表示する。

・ラテン語の略記号は、書名をさす (op.cit.)場合

のみイタリック体とし、その他はイタリック
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体にしない。Id., ibid., ibidemは引用文献が

論文であるか単行本であるかを問わず、アッ

プライト体を用いる。

・頁は日本語文献の場合数字の後に頁を、欧文

文献の場合数字の前に p.の略記号を付ける。

・新聞の日付は欧文の場合、月・日、年の順と

する。

以下、参考例を示します。

•単行本
◦日本語
　フレイレ、パウロ『自由のための文化行動』（柿

沼秀雄訳）亜紀書房、1992年、42-43頁。

◦欧文
　 Williams, Eric, From Columbus to Castro:

The History of the Caribbean 1942-1969,

New York, Harper & Row Publishers, 1970,

pp.15-18.〔『コロンブスからカストロまで

I カリブ海史、1942–1969』（川北稔訳）岩

波書店、1978年〕

•論文
◦日本語単行本
　バーンズ、J.A.「ネットワークと政治的過程」

J.C.ミッチェル編『社会的ネットワーク』

（三雲正博・福島清紀・進本真文訳）国文社、

1983年、50頁。

◦日本語雑誌
　堀坂浩太郎「ブラジルの日系人―その現状と

展望―」『イベロアメリカ研究』第 2巻第 2

号、1980年、10頁。

◦欧文単行本
　 Turner, Bryan S., “Periodization and Politics

in the Postmodern,” in Bryan S. Turner, ed.,

Theories of Modernity and Postmodernity,

London, Sage Publication, 1990, pp.5-6.

◦欧文雑誌

　 Cardoso, Fernado Henrique, “The Consump-

tion of Dependency Theory in the United

States”, Latin American Reserch Review,

vol.12, no.3, 1977, p.13.

•新聞
　 El Mercurio (Santiago), Oct. 12, 1974, p.5.

(ii) 本文中に引用文献を示す場合は、（著者名

出版年：頁）のような形式とし、詳しい文献情

報は文献目録として最後にまとめる。ただし、

著者名は姓のみ。

例　（バーンズ 1983:45）

文献目録（参考文献）

　文献目録は以下に示す例を参考にして著者ア

ルファベット順に記載して下さい。基本は前述

の文献の引用の仕方と同じですが、次の点が異

なります。

・項目の並びは、著者名. 出版年. 論文タイト

ル. 雑誌名. 巻 (号):頁.（単行本の場合は編者

名. 書名. 頁. 出版地: 出版社.）の順とする。

・各項目の区切りはピリオド (.)とする。ただ

し、日本語表記する場合の著者名の後ろはピ

リオドを付けず、半角スペースのみとする。

また、雑誌名の後にもピリオドを付けない。

・論文名は日本語文献のみ「」で括り、欧文文

献の場合には “” で括らない。

・雑誌の巻・号・頁は日本語・欧文いずれでも、

アラビア数字を用い、数字のみを巻（号）：頁

の形式で表示する。

以下、参考例を示します。

•単行本
◦日本語
　シャモワゾー、パトリック＆ラファエル・コン

フィアン 1995.『クレオールとは何か』（西

谷修訳）平凡社。
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◦欧文
　 Chamoiseau, Patrick and Rapha¨el Confiant.

1991.Lettres Créoles: Tracée Antillaises et

Continentales de la Litt´erature 1635-1975.

Paris: Hatier.

•論文
◦日本語単行本
　バーンズ、J.A. 1983.「ネットワークと政治

的過程」J.C.ミッチェル編『社会的ネット

ワーク』（三雲正博・福島清紀・進本真文訳）、

43-73頁、国文社。

◦日本語雑誌
　水木しげる 1998.「幸福になるメキシコ」『ゲ

オ』5(3):32-52.

◦欧文単行本
　Turner, Bryan S. 1990. Periodization and Pol-

itics in the Postmodern. In Bryan S. Turner,

ed. Theories of Modernity and Postmoder-

nity. Pp.1-13. London: Sage Publication.

◦欧文雑誌
　 Shils, Edward. 1965. Charisma, Order,

and Status.American Sociological Review

30:199-213.

文書ファイルの文字コード

以下は必須ではありませんが、組版・校正の

際のミス防止に繋がりますので、可能な限りご

協力下さい。

１．記号

　全角のローマ数字、丸付き数字などはコンピ

ュータが使用するフォントセットによって文字

コードが異なりますので、使用を極力避けてく

ださい。

２．１バイト文字

　１バイト（半角）のカタカナおよび記号は使用

しないで下さい。特に、文字コード\xA2（「）、

文字コード\xA3（」）、文字コード\xA5（・）に

はご注意下さい。 （2000年 2月改定）


