人間生活学研究
Ⅰ．発

投稿規定
行

1． 本誌は新潟人間生活学会の学会誌であって、原則として年一回発行する。

Ⅱ．受
1． 本誌は人の生活に関わる分野の学

理

表1. 投稿論文の種類

術（人間生活学）に関する研究論

種類

文または報告（表 1）であって、他

内容

の「学術誌等」に公表または投稿

1. 研究論文（査読あり）
Peer-reviewed Research Article

されていない論文の投稿を受け付

2. 研究論文（査読なし）
Reserach Article

ける（「学術誌等」に該当しない公

3. 報告
Report

表・投稿先の例は「責任著者確認
書」の記述を参照）。

査読

独創的な研究論文

あり

研究論文のうち、査
読を求めないもの

なし

研究・調査に関する
資料や実践活動等に
関する報告

なし

2． 論文の種類は責任著者が指定する。
ただし編集委員会から変更を求められる場合がある。
3． 筆頭著者および責任著者は新潟人間生活学会の会員とする。
4． 論文の内容が人間生活学の発展に寄与するものであって、
「Ⅲ．執筆要領」に沿って体裁が整っ
ており、直ちに印刷できる状態にある場合に受理する。
5． 採否は編集委員会が決定する。ただし研究論文（査読あり）の採否は査読結果を参考とする。
6． 査読は別に定める「投稿論文の査読に関する内規」に沿って行う。

Ⅲ．執筆要領
1． 原 稿 は 日 本 語 ま た は 英 語
（米国）で記載する。日本
語論文の図表は英語で記載
しても良い。
2． 原稿一編は 10 ページ程度
（14 ページ以内）とする。
3． 研究論文の構成は原則とし

表2. 研究論文の基本構成
項目

概ね800字以内。

キーワード

6個以内

はじめに

緒言、目的

研究の背景と目的

方法

対象と方法、
研究方法

データの収集方法、分析方法、倫理
的配慮など

結果

を必須とする。投稿者の学

考察

術分野によってこの構成が

結語

なじまない場合には各学術
分野の例により記載し、参

研究等の結果・成績

結果と考察
結論、
おわりに

謝辞

4． 報告の構成は指定しないが、
研究論文の構成に準ずるの
が望ましい。

文献

結果の考察・評価・限界等
結果と考察から導き出された結論
（考察に含めても良い）
研究協力者への謝辞、研究への助成
や便宜供与など
（該当するものが無い場合は省略）

考とした学術誌を 1 冊、投
稿時に添付すること。

内容

要旨

て表 2 の通りとし、研究論
文（査読あり）では ABSTRACT

準ずる項目例

参考文献

ABSTRACT
※ 研究論文（査読あり）
では必須

論文中で引用した文献のリスト。
タイトル、著者、所属、本体、キー
ワードを英語で記載し、概ね250語
程度（400語以内）とする。

5． 原稿の基本フォーマット（Microsoft Word 形式）は本学会のホームページからダウンロード
する（http://www.unii.ac.jp/nnsg/）。
基本設定は下記の通り（ダウンロード用の基本フォーマットには設定済み）。ただし著者の学
術分野において基本設定に従うことが不適当な場合には投稿時に編集委員会にその理由を申し
出て対応を協議する（その学術分野では全てまたはほとんどの有力誌が 1 段組であるなど）。


マージンは上下左右 25mm、フッター（ページ番号）は下端から 10mm に設定する。



ページ中央下部にページ番号を挿入する。



ページ設定は、1 行 44 文字×44 行とし、要旨は左右 2 字ずつ字下げ（インテンド）する。
本文（表 2 の「はじめに」～「文献」）は 1 行 21 文字×44 行の 2 段組にする。



文字列の配置は両端揃えを基本とし、タイトルと著者、および本文中の見出しは中央揃
え、副見出しとキーワードは左揃えとする。



日本語フォントは明朝体系の等幅フォント（MS 明朝など）、英数字（アルファベットと
算用数字）のフォントは Times New Roman を基本とする。ただし、見出しと副見出しは、
日本語にはゴシック体系の等幅フォント（MS ゴシックなど）太字、英語には Arial 太字
を用いる。



フォントのサイズは 10pt を基本とし、タイトルは 14pt（太字）、本文中の見出しと ABS
TRACT のタイトルは 12pt、タイトルページの脚注は 9pt、図表は任意（見やすいサイズ）
とする。



著者とキーワードの前後は 1 行空けとし、本文中の見出し（表 2 の「はじめに」～「文
献」の前後は 0.5 行空けとする。



著者の所属は、著者の右上に数字を付し、タイトルページの脚注欄（テキストボックス
で作成）に記載する。また、責任著者の右肩に*マークを付け、脚注の欄にメールアドレ
スまたは連絡先住所を記載する。



利益相反はタイトルページの脚注欄に記入する。利益相反が無い場合は「利益相反：な
し」（英語論文では

Conflict of interest: None declared ）と明記する。



本文および図表の英数字は半角で記載する。



日本語文の句読点には「、 。」を用いる。



文献番号は引用された順に番号をつけ、引用場所の右肩に 1)、2-3)、1, 3-4)と番号を付す。



引用文献の記載方法は下記の通りとする。下記に記載のない出版物については、学術誌
での一般的な用法による。記載例は基本フォーマットを参照（http://www.unii.ac.jp/nnsg/）。

（一般原則）
・著者名や編者名は 3 名まで記載し、3 名を超える場合は「、他」
「, et al」と記載する。
ローマ字表記の名前は、姓、名の頭文字で記載し、頭文字にピリオドは付けない（例：
Omomo S）。
・著者名は、日本語など漢字圏の文献では「、」で区切る。英語等ヨーロッパ言語の文献
では「, 」で区切り、and は使わない。
・雑誌名は通用されている略語で表記し、通用されている略語がない場合には略さずに
表記する。
・ページは略せる部分を略して表記する（例：× 101-119.

○ 101-19）。

・英語原稿に日本語文献名の英訳を記載した場合には最後に (in Japanese)を付記する。
（雑誌の場合）
1) 著者名．表題．雑誌名 発行年（西暦）; 巻:

頁-頁.

2) Author(s). Title. Journal Year; Volume: Page-Page.

（単行本の場合）
3) 著者名．表題．編者名、編．書名．発行所所在地：出版社、発行年（西暦）; ページ.
4) Author (s). Title. In: Editor(s), editor(s). Book name. Place of publication: Publisher;
Year: Page-Page.
注：引用する章の著者名や表題が明確ではない場合は省略可。
（ウェブサイトの場合）
5) 著者名．資料名．URL （参照

****年**月**日）

6) Author(s). Title. URL (Accessed month day, year)


ABSTRACT の前は 2 行空ける。



ABSTRACT はタイトル(Times New Roman 12Ppt)、名前(Times New Roman 10pt)、所属
と責任著者連絡先(Times New Roman 10pt)、本体(概ね 250 前後、400 語以内。Times Ne
w Roman 10pt)、キーワード(見出しは Arial 10pt 太字、キーワードは Times New Roman
10pt)の順に記載し、タイトル、名前、所属と責任著者連絡先、キーワードの前後は 1
行空ける。



英語原稿や、日本語原稿の ABSTRACT は著者の責任においてネイティブ・スピーカーのチ
ェックを受ける。

6． 研究における倫理的配慮については、「方法（あるいはそれに準ずる）」の項目において必ず下
記のいずれかの記載を行う。


倫理委員会等の審査（動物実験を含む）を受けて承認された研究は、その旨と承認機関
の名称、承認番号等を記載する



倫理的配慮等について準拠する指針がある場合は、その指針（厚生労働省が策定した医
学研究に関する指針、研究者の所属機関の倫理指針、研究者が所属する職能団体の倫理
指針など）の名称を記載する



倫理委員会等の審査が不要である場合は、その理由について記載する

Ⅳ．投

稿

1． 投稿に必要な様式は学会のホームページからダウンロードする（http://www.unii.ac.jp/nnsg/）。
2． 打ち出し原稿 2 部および添付書類一式（表紙、責任著者確認書、著作権委譲・利益相反申告書
の必要事項を記載したもの、左上綴じ）を封筒に入れて投稿する。本学会における著作権の取
り扱いについては別途記載ページを参照のこと。なお別刷りは論文一編あたり 50 部無料、それ
以上必要な場合は有料になる（印刷業者と相談）。
3． 打ち出し原稿と添付書類一式は学会役員に提出するか編集委員長宛に郵送する。
4． 併せて、原稿と添付書類表紙の電子ファイルを学会までメール送信する。
（郵送先とメールアドレスは投稿規定末尾に記載）。
5． 原稿の電子ファイルは Microsoft Word 文書の他、文字化けを防ぐため PDF 形式を添付するのが
望ましい。

Ⅴ．校

正

1． 校正は著者の責任において、初稿、再校を原則とする。

2． 校正は原則として原稿または印刷の誤りによる語句の訂正にとどめ、大幅な加筆・修正は認め
ない。
附則：本規定は令和 2 年 4 月から施行する。
原稿の郵送先：

〒950-8680

新潟県新潟市東区海老ヶ瀬 471

新潟県立大学人間生活部子ども学科内
人間生活学研究編集委員長
電話

025-270-1191

原稿電子ファイル送信先：nnsg@unii.ac.jp

植木信一

