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『アイヌ・先住民研究』執筆要項 

 
2021 年 6月 24 日 

 
 

用紙設定 A4 判とし，上下左右に 3.0cm のマージンをとり，和文原稿，またはアイヌ語カタ

カナ表記原稿は， 10.5 ポイント文字で 1 ページに 40 字×40 行とする。英文原稿，

またはアイヌ語ローマ字表記原稿は， 12 ポイント文字で 1 ページに 40 行横書きとす

る。数字は原則として算用数字を用い，記号や符号は慣用に従うこと。 

 

原稿の構成 原稿は，以下の順序，体裁で整える。論文本体，注，参照文献，要旨の総

てのページに通し番号をつける。 

 

論文本体 冒頭に論文名（副題も含む）を書き，使用言語による最大 5 個のキーワード

（研究の分野や方法をよく示すもの），そして本文と続ける。査読は匿名で行われ

るので，執筆者名，所属機関名は書かない。また，本文中でも執筆者名が特定でき

るような表現はできるだけ避ける。 

 

注 脚注とし，本文中に上付きの算用数字で通し番号を付ける。 

 

要旨 日本語論文，アイヌ語論文，英語論文とも，日本語（400 字程度）と英文（200 字程

度）の両方の要旨を付ける。 

 

写真・図表   執筆者によって提供された画像・図表ファイルをそのまま使用する（JPEG 

が望ましい）。また，写真・図表の著作権や使用許可については執筆者が責任を負う

こととする。写真・図表には，番号とキャプションを付して本文中の掲載場所を明記

する。画像・図表ファイルおよびキャプションは，それぞれ本文とは別ファイルとし

て提出する。 

 

文献の引用 本文中で文献に言及する場合は，カッコ書きで（著者姓 発行年:頁数）の

ように記すこと。 

 

参考文献の書き方 

a. 項目は言語ごとに分け，当該言語の慣例的な配列順に従う（日本語・アイヌ語は

五十音順、他言語はアルファベット順）。 

b. 同一著者の文献は発表年の順に並べる。 
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c. 同一著者の同一年の文献には a, b, c などの添字を付ける。 

d. 著（編）者名は，慣例的にイニシャルを用いる場合を除き，フルネームを使用す

る。 

e. 英文で複数著者（あるいは編者）の場合，著（編）者名は，「第１著者の姓，第

１著者の名（，第2著者の名 第2著者の姓，）and 最終著者の名 最終著者の姓」

のように並べる。また，一貫して & を用いてもかまわない。 

f. 各項には，著（編）者名，発行年，論文名，頁等を以下（句読点も含む）に準じ

て記載する。 

 

【雑誌論文】 

第1著者名・他の著者名（発行年）「論文名」『雑誌名』巻数：頁数。（巻全体で通しの頁

番号が打たれている場合は巻数だけで，号数は不要。号ごとに頁番号が付けられている場合

のみ，巻数と号数を記す。） 

例 丹菊逸治(2012)「ニヴフ語の複数表示─ポロナイスク方言の-gun の特殊用法」『北

方人文研究』5: 113–122． 

例 Ochiai, Ken-ichi(2013)On policy measures for the socio-economic betterment 

of the ainu people．The Hokkaido law review  64: 392–498． 

 

【論集などに所収の論文】 

第1著者名・他の著者名（発行年）「論文名」編者名（編）『論文集名』頁数．出版地：出

版社． 

例 金田一京助(1955)「アイヌ語」市河三喜・服部四郎（編）『世界言語概説 下』727–

749．東京：研究社． 

例 Yamasaki, Koji and Mara Miller(2017)Ainu Aesthetics and philosophy of art: 

Replication, remembering, recovery. In: Minh Nguyen(eds.) New essays in 

Japanese aesthetics, 139–153. Lanham, MD: Lexington Books. 

 

【単行本】 

第1著者名・他の著者名（発行年）書名.（必要な場合は）版，（該当する場合は）シリー

ズのタイトルと巻号．出版地：出版社． 

例 北原次郎太（2014）『アイヌの祭具 イナウの研究』札幌：北海道大学出版会． 

例 Sjoberg, Katarina（2013）The Return of Ainu: Cultural mobilization and the 

practice of ethnicity in Japan. London: Routledge. 

 

【学位論文】 

例 長沼正樹（2004）「両面調整石器群の構造論的研究: 更新世終末期石器群理解の枠組
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み構築にむけて」東京都立大学，博士論文． 

例 Bugaeva, Anna（2004）Grammar and folklore texts of the Chitose dialect of 

Ainu: Idiolect of Ito Oda. Doctoral dissertation, Hokkaido University. 

 

【研究発表】 

例 田本はる菜（2020）「儀礼と歓待のあいだ：台湾セデックの共食における規範と不確

実さ」日本文化人類学会第 54 回研究大会口頭発表，オンライン，2020 年 5 月 31 

日． 

例 Kato, Hirofumi（2017）Paleolithic Site Mal’ta in E.Siberia: New Discoveries 

and New Situation. Oral presentation at the 82nd Annual Meeting of Society of 

American Archaeology. Vancouver Convention Center，2 April 2017. 

 

【ウェブサイト】 

著者名（発表年）「サイト名」URL［アクセス年月］．（発表年不明の場合省略可） 

例 「アイヌ民族博物館アイヌ語アーカイブ」https://ainugo.ainu-museum.or.jp/［2020 

年 4 月アクセス］． 

例 Robert Blust and Stephen Trussel(2010)The Austronesian comparative dictionary． 

https://www.trussel2.com/acd/[accessed April 2020]． 

 

※欧文の著書・論文名は，それぞれ項目の頭文字（および固有名詞）のみを大文字とする。 

※邦文で執筆された単行本，論文を欧文論文で引用する場合は，書名，論文名にできるだけ

訳語をつける。 

※「出版地」については任意。 

http://www.trussel2.com/acd/
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