『日本語教育』原稿本体についての自己点検リスト〔提出不要〕

論 文ファ イルのア ップロ ード にあた り，以下の 諸項 目を参 照し て，最終的 な確 認をし て
くだ さい。 この リス トは投稿者 ご自身 によ る点検 用ですので 、提 出は 不要で す。

項目
論 文の 文
章

細目
（ 1） 投稿 にあた り， 十分な 推敲 を経ている 。
（ 2） 句読 点は， 日本 語は「 ，」 ，「。」， 英語 論文で は「 ,」 ，「 .」 で統 一
し ている （表題も含 む） 。
（ 3） 誤字 ・脱字 やス ペルミ スは ない。
（ 4） 表記 が統一 され ている （漢 字か仮名か 等） 。
（ 5）原稿は，投 稿カテ ゴリ ー・論 文タ イトル・要旨・キ ーワー ド・本文・注
（ 必要に 応じて）・ 参考 文献・ 資料 （必要に応 じて ）の順 番に なって いる 。
（ 6） 注は 文末注 にし ，注の 番号 は(1)， (2)，(3)…と し てい る。
（ 7） 各章 の見出 しは ，和文 ：ゴ シック 10 ポイ ント (太字 にし ない)， 英文：
Times New Roman 10 ポイ ント(太 字にす る)にな って いる 。
（ 8） 本文 は，和 文：明朝 10 ポイ ント ，英 文：Times New Roman 10 ポ イント
に なって いる。

図表

（ 1） 図表 で示さ れた 内容に 重複 はない。
（ 2） 図表 のタイ トル は適切 であ る。
（ 3） 図表 は表 1， 図 1 の よう に通 し番号 をつ けて いる。
（ 4）図表 の文字 は，基本的に明 朝 8 ポイン トに なっている（強調など のた め，
こ れより 大きいポイ ント の文字 を部 分的に使う こと は可能 ）。
（ 5） 図表 の題字 はゴ シック 9 ポイ ント （太 字にし ない ）に なっている 。
（ 6） 表番 号と表 題は 表の上 ，図 番号と図題 は図 の下に 記載 されている 。

文 献記 載

（ 1）本文 中の 引用 と，参考文 献リ ストはすべ て過 不足な く対 応して おり ，ま
た 綴りや 刊行年が合 致し ている 。
（ 2）参考 文献は ，日 本語に よる 文献（以下 ，日 本語文献）と，外国 語（ 英語，
中 国語な ど）による 文献 （以下 ，外 国語文献） とを ，それ ぞれ まとめ て， 日
本 語文献 ，外国語文 献， の順に 記載 している。
（ 3） 日本 語文献 は， 第一著 者の 姓の五十音 順に 配列し てい る。
（ 4） 外国 語文献 は第 一著者 の姓 のアルファ ベッ ト順に 配列 している。
（ 5） 各文 献の冒 頭に は，(

)付 きの通 し番 号が ついて いる 。

（ 6） 和文 や漢字 表記 の文献 の書 名・雑誌名 に『

書式

』が つい ている。

（ 7）英語 表記 の場 合，参考文 献の 雑誌，書 名の タイト ルは イタ リック 体に し
て ある。
（ 1）学会 ホーム ペー ジか らダウ ンロ ードし た様 式内 の書式 等に 関する 指示 の
文 言が削 除されてい る。
（ 2）文字 数につ いて ，「ペ ージ 設定 」と実 際の 文字数 が異 なる 場合が ある た
め ，記号 ・半角数字 等を 含まな い行 を基準に目 視で もチェ ック した。

