Format Checklist
For English Manuscripts
1

Length of manuscripts including References, Appendix, Notes:
Full-length Papers, Research Notes―more than 10 and no more than 20 printed

原稿の長さ（References, Appendix, Notesを含む）：
論文、研究ノート―10ページ以上20ページ以内

pages
2

Use Times New Roman, 12 point (excluding Paper Titles)

文字：Times New Roman、12 ポイント（論文タイトル以外）。

3

One page consists of 26 lines with margins 2.5 cm on all sides.

1 ページ 26 行。上下左右 2.5cm 空ける。

4

For pagination, use Arabic numerals placed in the upper right-hand corner of each paper.

ページ番号を各ページ右上に入れる。

5

The whole manuscript should be aligned to the left margin. Do not justify the right margin.

原稿全て、右を Justify しない。

6

Indent the first line of each paragraph with 5 spaces.

パラグラフの冒頭は 5 スペースインデントする。

7

Paper Titles: 14 point, boldface, centered. Capitalize the first letter of all words except articles,

論文タイトル： 14 ポイント、太字、センタリング。3 文字

conjunctions and prepositions of three letters or less. (e.g., Among, in, the, When)

以下の前置詞、接続詞、冠詞を除くすべての語頭を大文字
にする。
（例： Among, in, the, When）

8

The abstract and keywords follow the title.

本文に Abstract と Keywords が入っていること。

9

Abstract: Start with no indentation. Do not justify the right margin.

Abstract:：インデントなしで開始。

10

Keywords: Treat keywords as one-word, italicized, boldface. Maximum five keywords.

Keywords：Abstract の次に書く。Keywords という見出し語

Write below the abstract, centered.

は 1 語、イタリック、太字。項目全体をセンタリング。5
語まで。

11

Headings should not be numbered.

Headings：見出し番号はつけない。

Level 1: Centered, boldface, uppercase and lowercase headings.

第１レベルはセンタリング、太字、語頭は論文タイトルに

Level 2: Flush left, boldface, uppercase and lowercase headings.

準ずる。

Level 3: Indented, boldface, lowercase headings with the first letter of the first word uppercase,

第 2 レベルは左寄せ、太字、語頭は論文タイトルに準ずる。

ending with a period.（See p.62 of APA 6th edition)

第 3 レベルはインデント、太字、最後にピリオド。最初の
語頭のみ大文字（See p.62 of APA 6th edition)

12

Figures and Tables should be centered

Figures & Tables はセンタリング。

13

Figure Titles: Italicize Figure X. End with a period. e.g.,

Figure の見出し：例（イタリック箇所に注意）

Figure 1. Comparison of English proficiency of three different classes.

Figure 1. Comparison of English proficiency of three different

(See p.156 of APA 6th edition)
14

Table Titles: Italicize only the title in a new line. e.g.,

classes. (See p.156 of APA 6th edition)
Table の見出し：例（改行、イタリック箇所に注意）

Table 1

Table 1

Comparison of Test Scores Between Two Classes of Business Major

Comparison of Test Scores Between Two Classes of Business
Major

15

Notes should be placed before references if necessary.

Notes：必要があれば、引用文献の前に入れる。

16

References should conform to APA 6th ed., formatted as hanging indentation with the second

References： 各文献の 2 行目から 5 スペースのインデント。

and subsequent lines indented with five spaces.

形式は APA6 版による。

17

Acknowledgements should not be included at the time of contribution.

Acknowledgements は応募時点では入れない。

18

For blind-reviewing, the first- and co-authors’ names should be substituted with asterisks (***)

ブラインド・レビューのために、原稿にある全ての投稿者

throughout the manuscript. In the References section, both the authors’ names and their

名（共著者名を含む）をアステリスク(***)で置き換える。

publication information should be substituted with asterisks.

References においては、投稿者名（共著者名を含む）とその
出版情報をすべてアステリスクで置き換える。

