
『筑波大学地域研究』第41号の原稿募集について 
 
筑波大学人文社会科学研究科国際地域研究専攻では、下記の要領にて、『筑波大学地域研究』第41号に掲載する

論文原稿を募集致します。 
 
1．投稿の内容： 当専攻が発行する紀要にふさわしい、未発表・未投稿の論文に限ります。 

2．投 稿 資 格 ： 当専攻（旧・地域研究研究科も含む）の教員（専任・兼担・非常勤等の別を問わず。元教員も

含む）、研究員、修了生。ただし、修了生の投稿には、教員の推薦を必要とします。 

3．採 否 ： 当紀要は査読制度を設けております。論文の採否は、編集委員会が審査を委託した審査員の講

評に基づいて、編集委員会が決定します。採択された論文についても、審査員の講評を付して

執筆者に訂正・変更をお願いする場合があります。 

4．枚 数 ： 和文・欧文ともに、B5版で20枚以内（厳守）（表題・英文要旨・本文・注・図版・参考文献等

のすべてを含む）とし、和文は43文字×36行、欧文は約86字×36行の横書きとします。英文要旨

の下にキーワードを日本語と英語でそれぞれ5つ記してください。 
  ※ 英語以外の外国語での投稿の可否については、事前にお問い合わせ下さい。 

5．締 め 切 り ： （1）投稿希望者の申し込み締め切り：2019年6月27日（木）厳守  
規定の投稿希望申請用紙に必要事項を記入の上、専攻事務室宛にメール、ファックス、

または郵送で提出してください。投稿希望申請用紙は専攻事務室にお問いあわせ下さ

い。修了生は、教員の推薦署名を受けた上で、提出してください。 
編集委員会で審査の上、投稿の可否をお知らせします。 

(2)  第41号原稿締め切り：2019年9月25日（水）厳守 
 ※ 提出方法は、後日配布する執筆要領の「Ⅱ．提出の方法」を参照のこと。 

6．著 作 権 ： 掲載された論文の著作権は著者本人に帰属しますが、著作権のうち「複製権」および「公衆送

信権」に関する許諾を当専攻に与えたものとします。ただし、後に掲載された論文を書籍等で

再出版する場合には、初出は『筑波大学地域研究』であったと言及する必要があります。また、

筑波大学電子図書館に登録し（つくばリポジトリ）、専攻HPでも公開しますことを予めご了承

下さい。 
 

※ 原稿募集要領（枚数、締め切り等）が守られていない場合には、投稿を受け付けません。予めご了承ください。 
※ 執筆希望が承認された方には執筆要領を配布しますので、それに従って執筆願います。執筆要領に沿わない原

稿は、書き直しもしくは却下とする場合があります。 
 

筑波大学大学院人文社会科学研究科国際地域研究専攻 
『筑波大学地域研究』編集委員会 

TEL 029-853-4593 / Fax029- 853-6862 
areastudies-journal@ml.cc.tsukuba.ac.jp 

http://www.chiiki.tsukuba.ac.jp/ 



Call for Papers, AREA STUDIES Tsukuba #41 
 
 
1. AREA STUDIES Tsukuba welcomes original manuscripts that have not been published previously and are not under 

consideration by another journal. 
2. All the professors and researchers who have/had belonged to the Master’s Program in International Area Studies, 

University of Tsukuba, can contribute to the journal. The graduates of the program who wish to contribute a paper 
need a recommendation from their supervisor or the professors in the International Area Studies. 

3. Submitted manuscripts are examined by peer review of specialists designated by the Editorial Committee, which 
takes responsibility for the final decision for publication. The Editorial Committee will indicate the revisions of the 
manuscript depending on the peer review. 

4. Manuscripts must be written in Japanese or English, using the format prepared by the program. Within 20 pages 
(including the title, 200-400 words summary in English, 5 keywords both in Japanese and English, main text, notes, 
figures and references); 43 characters x 36 lines in Japanese or about 86 characters x 36 lines in English per page. 
Manuscripts should be written in a standard font such as Times New Roman, in 10.5 point, without any decorated and 
enhanced character. If you are planning to write in other languages, please contact to the Editorial Committee. 

5. 1) A proposal of a paper must be submitted by 27th June, 2019. Send the prescribed “Proposal Form’ to the Editorial 
Committee (in the International Area Studies Office) by e-mail, fax or on--campus mailing system.  
2) The submission period of the completed manuscript is closed on 25th September, 2019. Contributors should 
submit their manuscripts to the Editorial Committee in the form of Microsoft Word document (or text file) and a hard 
copy. Please submit electric data as well through a data storage device (CD-ROM or USB stick) or by e-mail.  

The cover letter accompanying a manuscript should include the following: title, author name (s), affiliated 
institution, telephone number and e-mail address. 

6. The copyright of each submission remains with its author. However, concerning the papers published in AREA 
STUDIES Tsukuba, authors are considered to have conceded reproduction rights (right of digitalization) and public 
transmission rights (right to release publicly) to the Master’s Program in International Area Studies. If you want to 
republish the content of the paper published in our journal in a book or else, you are required to mention that it 
appeared first in our journal. For distribution purposes, we can release published papers in the form of images or PDF 
files through the Tsukuba Repository and our homepage.  
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