
1 

平成 28 年 8 月 1 日 

 

情報誌の編集プロセス、投稿区分の修正と査読用ルーブリックについて 

 

大学評価コンソーシアム    

 情報誌編集委員会  

 

１．はじめに 

情報誌「大学評価と IR」では、事例報告、論説、企画記事という３つの投稿区分で投稿を受け

付け、査読を依頼し、編集および発行を行ってきた。試行的刊行という側面もあるため、とくに

事例報告、論説の区別については、厳密な定義を行わずに刊行してきたが、いずれの区分も徐々

に内容が高度化し、ページ数が増加する傾向にある。そこで、１年半（６号）で 26 編の原稿を受

理・掲載してきた経験を踏まえ、以下のように投稿区分を改正の上、内容、構成と要素、査読の

観点、編集委員会での判断の観点、語調などについて定義したい。 

また、査読に際して、査読者と投稿者相互のレベルアップや作業効率の向上を図るために、標

準化されたルーブリック（審査基準）を用いた方式に変更し、各観点の点数によって、査読結果

が決定されるようにしたい。 

このような修正に合わせ、全体の編集プロセスについても見直しを行いたい。なお、投稿区分、

編集プロセスを含め、実際に運用しながら査読者や投稿者の意見を踏まえつつ修正（キャリブレ

ーション）を図っていくこととする。 

 

 

２．投稿区分の改正 

・企画記事に１年の時限付きで２つの区分を新設し試行を行う。運用実績を踏まえ定例化を検討

したい。 

 

現在の投稿区分 新たな投稿区分 

事例報告 事例報告 

論説 論説 

企画記事 現場紹介（時限） 

エッセイ（時限） 

その他（依頼記事など） 

 

・企画記事の枠で、時限区分「現場紹介」、時限区分「エッセイ」を設置する。期間としては、平

成 28 年 7 月 1 日から平成 29 年 6 月 30 日までとする。 

・これらの時限区分の定例化を行うかどうかについては、平成 29 年 3 月 31 日発行予定の第 9 号

までに告知する。 

・時限区分および定例区分の定義案については、４．に記す。 
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・区分について投稿者の申し出と内容が合致するかどうかについては、受付時に審査する。場合

によっては、査読者からの指摘により、区分の変更について編集委員会から投稿者に提案するこ

ともある。 

 

 

３．観点ごとの段階判定と査読結果の決定 

査読では、投稿区分ごとに査読用ルーブリックを作成し、観点ごとに判定（４段階の点数）を

行う。 

判定 判定を示す記述 

４ 十分である  

３ 概ね十分である 

２ 不十分な点がある 

１ 不十分な点が多い 

査読者の判定は、以下のガイドラインを参考としつつ、総合的に判断する。 

・誤字・脱字については、軽微な場合には関係観点の判定を下げなくともよい（数カ所）。ある程度（概ね 10

件以下）ある場合には関係観点の判定を１つ下げる要因になり得る。多い場合は２つ下げる要因となる。 

・数値の誤記などについては、当該観点を「３」未満とする要因となる。 

・「このように改めると、もっと読みやすくなるのでは」という修正義務が無い「参考意見」が複数あっても「３」

にする要因にはなり得ない。 

・「どうしても修正してもらいたい点」即ち「コメント」が１つ程度であれば「３」であるが、複数ある場合「２」

ないし「１」となり得る。 

・コメントの内容が査読区分と矛盾している場合には、編集委員会で調整する。 

 

また、査読結果（査読区分）は、２名の査読者の判定の結果により、以下の基準を基本として、

編集委員会が最終的に決定する。 

査読結果 基準 

１．誤字・脱字等を修正の上、掲載してよい すべてが「４」であること。 

２．査読者の意見を踏まえ、修正の上掲載してよい 

（再査読なし） 

すべてが「３」以上の場合。 

３．査読者の意見を踏まえ、再提出願いたい 

（再査読あり） 

１つでも「２」以下があった場合。 

４．大幅な修正が必要であり、一度、取り下げの上、検討

願いたい 

２カ所以上で「１」があった場合。 

 

 

 

 



3 

４．各区分の特色と内容および査読の観点（ルーブリック） 

改正後の投稿区分の特色と内容は、以下のとおりである。 

 現場紹介（*） 事例報告 エッセイ（*） 論説 

査読 読みやすさ点検のみ あり あり あり 

内容のポイント 自大学の取り組みの

概要を簡潔に知らせ

る 

手法、ツールの事例を

共有する 

意見表明や事例報告

のフォーマットにそ

ぐわない報告事項な

ど 

応用可能性ある知見

の共有 

査読のポイント わかりやすさ（文章、

図表）、事実 

フォーマット、具体

性、わかりやすさ（文

章、図表）、（可能な範

囲での）適用可能性 

主張と内容の整合

性、わかりやすさ（文

章、図表） 

論理の一貫性、著者

の主張の論理性、わ

かりやすさ（文章、

図表） 

主張の主体・客

体 

主観的でよい。 なるべく客観的に。 主観的でよい。 反証可能性を含んだ

客観性が必要。 

ページ数 2～4P 程度 4P～10P 程度 4P～10P 程度 8P～12P 程度 

概要 あり（短め） あり あり あり 

（*時限区分（平成 28 年 7 月 1 日～平成 29 年 6 月 30 日）→定例化を行うかどうか、平成 29 年 3 月 31 日までに

告知する） 

 

頻繁に出てくる用語について説明は以下の通りである。 

・投稿者：原稿を執筆し、本誌に投稿する者の代表者 

・編集長（正副）：大学評価コンソーシアム情報誌編集委員会の委員長が本誌の編集長であり、副委員長が副編集

長とする。 

・担当編集者：投稿文ごとに担当の編集委員が割り当てられる。その者を担当編集者とする。 

・査読者：原稿の査読を行う匿名の教員および職員。 

・読みやすさ点検（編集委員会）：主として読者層を踏まえた読みやすさの点検や誤字脱字の点検を行う者。当面

は編集委員が担当する。 

 

各区分の特色と内容の詳細については、以下のようになる。 

 

［現場紹介］ 
内容：評価や IRの現場における組織あるいは行っている業務の紹介を行う。以下のような内容を想定しているが、

当面は A）を中心に試行する。 

A）組織紹介：組織図（各メンバーの業務分担等）は原則的に必須であり、業務内容表（定型的・定常的に行っ

ている業務、臨時的もしくは当面に行う業務等を中心に年間業務スケジュール表）などがあるとよい。 

B）手法の紹介：いわゆる小規模なハウトゥやティップス（ちょっとしたコツやテクニック）の紹介であり、報

告（事例報告）の小規模版である。 

C）ツール紹介：データベースや業務システム、分析ツール等の導入目的や操作手順や効果（もしくは期待され
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る効果）などについて報告する。民間業者等の商品説明も掲載可能である。 

構成と要素：組織紹介の場合には学外の者である読者にとって分かりやすい図表が必須となる。他の紹介について

も「わかりやすい図や表」が必須となる。なお、簡単な気づきやまとめは必要に応じて記述してよいが、考

察や論考は原則的に不要である。過去の報告のレビュー（まとめ）による本記事の位置づけの定義は必須で

はない。よって、他の文献の引用についても必須要素ではない。 

査読：編集委員による査読のみを行う。観点は、「読みやすさ」と「現場感が出ているかどうか」（≒web サイトを

見れば分かるような外形的な説明に終始しない）の２点である。具体的には、図表により、現場の状況がわ

かりやすく簡潔に紹介されているか。当該大学の教職員しか理解し得ない内容が含まれていないか。  

語調：「である調」でも「ですます調」のいずれでもよい。一般的な学術論文で見られるような文体にする必要は

ないが、あまり砕けていない文体にすること。 

その他：概要については、当面、２，３行で特色を書いていただくが、運用状況によってはカットとなる場合もあ

る。ただし、web サイト掲載時には概要は用いるため、本文中に掲載するかどうかは別として執筆いただく。 

 

○ 査読用ルーブリック[ 現場紹介 ] 

編集委員会での判断の観点： 

図表により、現場の状況がわかりやすく簡潔に紹介されているか。 

当該大学の教職員にしか理解し得ない内容が含まれていないか。 

あまり砕けていない文体であるか。 

※この観点ごとに査読者は３．で示した４段階の判定を行う。 

 

 

［事例報告］ 
内容：この情報誌の中心的コンテンツである。学内の諸課題に対して A）手法の導入や改善による解決、B）ツー

ルの導入や運用改善による解決などの事例を取り扱う（組織の設置や改編による解決などもあり得る）。解決

は現在進行中のものでもかまわない。例えば、A）であれば１）ある課題（目的）に対して、２）どのよう

にデータの収集と分析を行うかの調査設計を行い、３）実際にどのようにデータの収集と分析を行った結果、

４）何が分かったのか。また、何が改善されたのか、というような流れを基本としたい。［なるべく失敗事例、

困難な点（なぜそれが難しいのか、どういう風に対処すれば解決しうるのか）なども織り交ぜてもらうこと

を推奨する。］ 

構成と要素：フォーマットについては、以下のように指定する。各構成要素はまとめてもよいし、また１つの構成

要素を複数の章に分けることもできる。適宜章立てを行い記述する。 

１．目的・課題・背景 

２．A）調査や分析の設計／B）ツールの導入 

３．A）データの収集・データ分析（分析、集計、聞き込み等）／B）ツールの運用 

４．結果の概要と活用（改善） 

５．考察や今後の予定、感想 

上記の構成要素について若干補足する。 

１．学内諸課題の記述の際に、社会情勢などの学外の状況については必要に応じて引用すれば足りるものとす
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る。既刊の文献のレビュー（批評・まとめ）による本報告の位置づけの整理は必須ではない。読者へ提供す

る情報に厚みを増すために文献や web サイトの紹介を推奨する。 

２．および３．は事実の記載であり、読者が利用可能・応用可能な情報を示す必要がある。 

４．および５．は成果・効果であり、事例紹介のまとめとも言える部分である。明確な成果が出ていなくとも

よい。考察を通じた簡潔な「気づき」などの「本報告を通じた読者への示唆」はなるべく記述する。しかし

ながら長大な考察や論考は不要である。従って、他の文献の引用についても必須要素ではない。 

査読の観点： 

①課題を明確に捉えているか：本報告で解決する対象とする課題の全学的な位置づけや解決した場合に得られ

る効果などが記述されているか。既に報告されている類似の報告に関するレビュー、他の情報の紹介がなく

とも減点要素とはならない。 

②利用可能性・応用可能性の高い情報提供となっているか：組織の記述、手法の記述、ツールの記述に際して、

読者が参考にし得る具体的な情報が分かりやすく記述されているか。図表が必要かつ十分に配置されている

ことが望ましい。説明の深さは、グロッサリーなどの「共通理解事項」の整備が不十分なので、なるべくそ

の業務の実務経験が少ない者でも理解しうるレベルが望ましいが、徒にページ数の増加を招くため、少なく

とも当該業務の経験者には十分理解可能な内容を必要ラインとする。また、学外に公表することがふさわし

くない情報については掲載する必要はない。 

③気づきや示唆が一定程度示されているか：本報告の意味について投稿者から読者へのメッセージがある程度

示されているかどうか。 

④これらの記述の論理的な矛盾がなく、事務系職員や教員が読みやすいものになっているか：文章の上手い、

下手ではなく、話の流れがあり、平易で簡潔な言葉で十分に説明がなされているかどうか。文中に掲出した

文献、資料、web サイトについて出所を明らかにしているか。 

編集委員会での判断の観点：投稿規定に示されている様式に従っているか。報告中で使用している用語の統一

などがなされているか。読者、とくに概ね１年以上当該業務を行っている程度の事務系職員を想定した際に、

分かりやすい表現になっているか（以上が「第三の査読者」としてのチェック）。文中に掲出した文献、資料、

web サイトについて出所を明らかにしているか（査読時、受理時にチェック）。 

語調：原則的に一般的な学術論文で見られるような「である調」で書く。一部に口語的な表現が含まれていても

よい。ただし、砕けた表現については、査読者や編集委員会は修正提案を行うことはできる。 

 

○ 査読用ルーブリック[ 事例報告 ] 

査読の基準 査読の観点 

⓪フォーマットに沿っているか 指定した章立てになっているか。 

①課題を明確に捉えているか 本報告で解決する対象とする課題の全学的な位置づけや解決した場合に

得られる効果などが記述されているか。 

②利用可能性・応用可能性の高い

情報提供となっているか 

組織の記述、手法の記述、ツールの記述に際して、読者が参考にし得る具

体的な情報が分かりやすく記述されているか。 

図表などを用いて、具体的な説明に心がけているか。 

少なくとも当該業務について２，３年の経験を持つ者には十分理解可能な

内容であるか。（なるべくその業務の実務経験が少ない者でも理解しうる
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レベルが望ましい） 

③気づきや示唆が一定程度示され

ているか 

本報告の意味について投稿者から読者へのメッセージがある程度示され

ているか。 

④記述に論理的な矛盾がなく、事

務系職員や教員が読みやすいもの

になっているか 

文章の上手い、下手ではなく、話の流れがあり、平易で簡潔な言葉で十分

に説明がなされているか。 

（文中に文献、資料、web サイトを掲出した場合）出所を明らかにしてい

るか。 

※ただし、砕けた表現については、査読者や編集委員会は修正提案を行うことはできる（修正は推奨されるが、

従う必要まではない。） 

※この観点ごとに査読者は３．で示した４段階の判定を行う。 

 

 

［エッセイ］ 

内容：特定のテーマに沿った小論を展開し、読者に対して情報提供や意見表明（主張）を行うことが本区分の報

告の目的である。例えば、事例紹介のフォーマットでは報告しにくい事例の報告（事例にもとづいて自分の

解釈を述べた文章）や、大学評価や IR に関する事象に関する意見などがその対象となる。また、読者に明

示するには根拠の薄いコツやハウトゥ、つまり、なぜ上手くいくのか、なぜ失敗したのかが論理的に十分に

は証明不能だが、現実問題として上手くいっている／こういうやり方をしたら失敗したという事実関係を一

定程度説明できるものなどが対象となる。また、事情があってデータ等の客観的な事実をほとんど示すこと

ができないが、実際に用いているアイデアなどを示しておきたいものなども含まれる。投稿者の立場から見

たある事象や情勢に対する意見や、投稿者の周りの意見などをまとめたものでもよい。原則的に論の展開や

説明に際し、文献等の引用は必須ではない。 

構成と要素：原則的には、適切なテーマが設定され、そのテーマに対しての投稿者の意見の展開に論理的な破綻が

なく、論旨が明確であり、可能な範囲のデータ・情報などが示され、一定程度の結論が得られていればよい。

この区分は、投稿者の独りよがりの主張を行うものではなく、読者への情報提供であるため、その有益性の

なるべく高いものを執筆する必要がある。従って、読者への有益性が低いものについては、査読前にテーマ

自体の修正を編集委員会から投稿者に依頼する場合もある。意見については、政治的に偏った内容やあまり

にも稚拙なもの、また、公序良俗に反さない限り査読者や編集委員会は修正を求めない。 

査読の観点：主張の内容については、原則的に査読の対象外となる。ただし、公序良俗に反するものや政治的に偏

ったものだけでなく、（本文中に展開している）議論との整合性に乏しいものについては指摘対象となる。基

本的には、読者にどのような情報を届けることができるのか、という観点で点検を行う。即ち、大学評価や

IR 業務の向上に資する情報がどの程度含まれているのか、ということが判断の基準となる。そこが一定程度

含まれていれば、主張の内容については問わない。本誌が扱うのに適したテーマとなっているか（テーマの

適切性）。論の展開に矛盾が無く、データや情報がある程度（投稿者にとって最大限）用いられているかどう

かを点検する。結論や示唆がテーマや論の展開に照らして整合的になっているかどうかも重要である。テー

マ設定、論の展開などで、文献を引用しつつ展開する必要は無いが、文中で触れた文献、資料、web サイト

について出所を明らかにする必要がある。 

編集委員会での判断の観点：投稿規定に示されている様式に従っているか。報告中で使用している用語の統一など
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がなされているか。読者、とくに概ね３年以上（中級者）事務系職員に対してもある程度分かりやすい記述

になっているか（３番目の査読者としての点検）。文中に掲出した文献、資料、web サイトについて出所を

明らかにしているか（査読時、受理時の点検）。 

語調：原則的に一般的な学術論文で見られるような「である調」で書く。一部に口語的な表現が含まれていても

よい。ただし、砕けた表現については、査読者や編集委員会は修正提案を行うことはできる（修正は推奨さ

れるが、従う必要まではない）。 

その他：厳密な反証可能性は問わない。 

 

 

○ 査読用ルーブリック[ エッセイ ] 

査読の基準 査読の観点 

主張の内容について著しい問題が

無いか 

主張が公序良俗に反するものや政治的に偏ったものになっていないか。 

主張が議論との整合性に乏しいものなっていないか。 

大学評価や IR 業務の向上に資す

る情報が含まれているか 

テーマの適切性：本誌が扱うのに適したテーマとなっているか。 

論の展開に矛盾が無く、データや情報がある程度（投稿者にとって最大限）

用いられているかどうか。 

結論や示唆がテーマや論の展開に照らして整合的になっているか。 

（文中に文献、資料、web サイトを掲出した場合）出所を明らかにしてい

るか。 

 

 

［論説］ 

内容：この情報誌における論説とは、単なる事例の紹介に留まらず一定程度の新たな知見の整理を行ったもので

あり、明確な結論の提示には至らなくともよい。複数の文献の精読や、調査・分析などから我が国の大学評価

や IR の発展に資する知見の整理を行い、読者に明確に伝えていればよい。ただし、経験の短い者に対する一定

程度の配慮は必要である。一般の学術論文であれば、研究者であれば理解しうる内容で十分であるが、本誌の

場合、主たる読者層を学術研究者としていないためである。分量的には Letter 程度（いわゆるフルペーパーで

はない規模、8P～12P 程度）を想定している。 

大学評価や IR に関して新たに得た学術的知見をまとめ考察した論文である必要や一般的概念を確立した独

創的研究である必要はなく、むしろそれらは、学術研究を主目的とした団体の学術誌への投稿を勧める。 

構成と要素：一般的な論文の書き方に準じるが、投稿者や査読者のこれまでの経験によって作法が若干異なるため、

編集委員会を含め、若干の構造の揺れについては、指摘は行うものの推奨のレベルとし原稿の採択・不採択の

採否には反映させない。一般には、「１．はじめに」として、当該論文の目的を明らかにする章があり、論文の

位置づけなどをある程度の文献のレビューをもとに行うが、文献レビューは別の章に移すことも可能である。

次に「２．手法」などが入る。どのようにして当該論文の目的を達成するのか、ということを記述する部分で

ある。用いるデータや情報、手法などについて記述する。「３．結果」および「４．考察（議論）」では、デー

タや情報の分析結果や分かったことを示し、その上で、当該論文の目的に照らし、その意味を考察したり、論

じたりする部分であり、知見を整理する部分である。結果と考察はまとめてもよいし、分離してもよい。「５．
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結論（まとめ）」では、「１．はじめに」で提示した目的に対する結論を記述する部分である。冒頭で触れたよ

うに、読者への十分な示唆があれば、明確な結論に至っていなくともよいが、１．～５．の論理的な流れが矛

盾なく明確である必要はある。 

査読の観点： 

①目的やテーマの設定は適切か：社会や学内情勢の分析が適切であり、文献などの引用が適切で当該論説の意

味が明確、かつ、客観的に記述してあるか。また、当該論説で明らかにしたいことが明確になっているか。 

②手法や素材が執筆目的の達成に対して十分か：選択した手法や用いているデータや情報が適切であるか。手

法の誤用や、一般に比して劣った方法などが採用されていないかどうか。また、データや情報が必要かつ十

分か。 

③考察や議論に論理的一貫性があり、執筆目的に沿って必要かつ十分に論が進められているか：本区分は短め

の「論文」であるため、この要素は不可欠である。また、平易な表現を用いてわかりやすく執筆されている

かどうか。加えて、可能な範囲で、幅広い読者層に対する配慮がなされているかどうかを点検するが、初級

者までが十分に分かるような丁寧な説明は必要ない。必要に応じて、文献の引用などが適切に行われている

かどうかも点検する。 

④読者に対して十分な示唆を示しているか：目的と整合的な示唆や結論であることはもちろんのこと、そこに

至る論旨が明確である必要がある。 

編集委員会での判断の観点：投稿規定に示されている様式に従っているか。報告中で使用している用語の統一など

がなされているか。読者、とくに概ね３年以上（中級者）事務系職員に対してもある程度分かりやすい記述に

なっているか（査読者２名に加え、編集委員が３番目の査読者としてダブルチェック）。文中に掲出した文献、

資料、web サイトについて出所を明らかにしているか（査読者２名に加え、編集委員が３番目の査読者として

ダブルチェック）。 

語調：一般的な学術論文で見られるような「である調」で書くこと。 

その他：アカデミック寄り。区分「論説」では厳しい場合、区分「エッセイ」への変更を勧める場合がある。平易

な文章での執筆を心がけることとし、用語の説明については、グロッサリーが未整備なので当面、ケースバイ

ケースの判断となる。 

 

○ 査読用ルーブリック [ 論説 ] 

査読の基準 査読の観点 

①目的やテーマの設定は適切か 社会や学内情勢の分析や適切であり、文献などの引用が適切で当該論文の

意味が明確に、かつ、客観的に記述してあるか。 

当該論文で明らかにしたいことが明確になっているか。 

②手法や素材が執筆目的の達成に

対して十分か 

選択した手法や用いているデータや情報が適切であるか。 

手法の誤用や、一般に比して劣った方法などが採用されていないかどう

か。 

③考察や議論に論理的一貫性があ

り、執筆目的に沿って必要かつ十

分に論が進められているか 

考察や議論に論理的一貫性があり、執筆目的に沿って必要かつ十分に論が

進められているか。 

平易な表現を用いてわかりやすく執筆されているかどうか。 

可能な範囲で、幅広い読者層にたいする配慮がなされているかどうか（読
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者層としては、初級者までが十分に分かるような丁寧な説明は必要ない。） 

必要に応じて、文献の引用などが適切に行われているか 

④読者に対して十分な示唆を示し

ているか 

読者に対して十分な示唆を示しているか 

目的と整合的な示唆や結論であるか。 

結論に至る論旨が明確であるか。 

 

 

［企画記事（その他）］ 

内容と注意事項：時限で区分を設置できる。もしくは依頼記事、依頼エッセイなどもこの区分を用いる。 

構成と要素：企画の内容による。 

編集委員会での判断の観点：原則的に編集委員で柔軟に対応する。例えば、依頼執筆の場合、投稿規定に示されて

いる様式には編集委員会で修正する。報告中で使用している用語の統一などがなされているか。主たる読者で

ある事務系職員に対してもある程度分かりやすい記述になっているか（例えば、当該分野の研究者しか理解し

得ない内容が含まれていないか。）文中に掲出した文献、資料、web サイトについて出所を明らかにしているか。

取材記事の場合、［現場紹介］に準じる。 

区分の表記：企画記事（連載）、企画記事（勉強会報告）などのように括弧書きの中に種類を示す。括弧内は編集

委員会が指定する。 

語調：依頼の場合問わない。それ以外は、その都度判断する。 

 

 

５．編集プロセスの修正 

・受付時に投稿区分の確認を行う。 

・本誌の特色として、編集委員が３番目の査読者相当となり、読みやすさ、わかりやすさ、文章

のつながりについて点検する。編集委員は、査読時と受理審査時の両方に関与する。 

・基本的なスタンスとしては「ふるい落とすための査読」はしない。ミスの無い文章など専門職

が執筆し、専門職が読むクオリティを確保するための査読を行う。査読者も投稿者も大学評価や

IR について相互研鑽が積める場としての整備をさらに進めたい。 

・『コメント』については、「どうしても修正してもらいたい点」に対して附し、投稿者は対応必

須となる。対応表の提出も必須となり、担当編集がチェックする。未対応も可能。その場合、理

由を明記していただく。 

・『参考意見』については、「このように改めると、もっと読みやすくなるのでは」に対して附し、

投稿者は原則的に対応表の提出は不要である。指摘事項としては、誤字脱字、読みやすさが中心

となるだろう。 

・受理審査は、誤字脱字、査読コメント対応状況チェック、読みやすさの確認（修正部分のみ）

により行うが、参考意見の再指摘や、査読時に見逃したものについては指摘しない。 

・シングルブラインド方式を採用していること、一部の区分では、査読者と編集委員会によるダ

ブルチェック方式であることは投稿規定にも明記する。 

・書き方例と執筆要領の曖昧な部分については以下のように改める。 
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［３人以上の著者の文献の引用］原則、筆頭の１名のみの記載としますが、必要に応じて３名程

度までは全員掲載できます（３人目が投稿文献の著者である場合等）。［例：嶌田、小湊、浅野３

名で書いた文献は、嶌田ほか（2016）と記述しますが、浅野が著者に含まれる投稿原稿である場

合などには、嶌田・小湊・浅野（2016）と明示することが可能です。］ 

［翻訳本の場合の引用］例えば、以下のような翻訳本を引用する場合、書誌情報には、原著と翻

訳本の書誌情報を併記する。 

Harrod, R. (1969), Money, Macmillan Press（塩野谷九十九訳『貨幣』東洋経済新報社，1974） 

本文中では「ハロッズ（1969）」などのようにカタカナ等の日本語での著者名と原著の発行年

を表記する。 

［句読点］原則的に「、」および「。」を使用してください。 

 

６．その他 

・決定、公表後３ヶ月程度の移行期間をおいては、執筆中の原稿がこれらの区分に合わない場合

には、別途相談を受け付ける。 

・投稿区分は、１ページ目左上、査読の有無は、末尾の受理日などの欄に表記する。 

・本改正は、平成 28 年 5 月 16 日大学評価コンソーシアム幹事会（拡大編集委員会）決定済であ

る。なお、規則等の修正は、実際の修正日としている。 

・用語については、例えば、「ピボットテーブル」など検索すれば誤解無く分かるような単語につ

いては詳説不要としたい。 
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