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改訂

1. 投稿者は原則としてグローバル・メディア・スタディーズ学部の専任，非常勤教員とする。た
だし，当学部紀要編集委員会が必要と認めた場合には，当学部の教員以外の原稿を掲載する
ことができる。
2. 投稿原稿は日本語または英語で書かれた未公刊論文とする。
3. 掲載された論文の著作権は当学部に帰属する。
4. 執筆者が本誌掲載論文を他の出版物に転用する場合には、当学部紀要編集委員会の承認を得
た上で、本誌からの転載である旨を記載しなければならない。
5. 原稿は原則としてワープロによる横書きとし、日本語の場合は本文・注・図表・参考リスト
を含めて 20,000 字（概ね 12 ページ）程度、英語の場合には同様に 6,000 語（概ね 15 ページ）
程度とする。
6. 投稿原稿には以下の内容を記載するものとする。
(1)

論文の題名（日本語原稿の場合は日本語と英語、英語原稿の場合は英語のみ）

(2)

投稿者の氏名および所属

(3)

要旨（日本語原稿の場合は 600 字程度、英語原稿の場合は 300 語程度）

(4)

キーワード（ 5 項目以内）

(5)

本文

(6)

注記

(7)

文献引用：本文中では著者名と出版年で表示する。文献リストでは原則として以下を表
記する。

①

雑誌論文：執筆者名、発行年、表題、掲載雑誌名、巻・号数、ページ

②

著書：著者名、書名、発行年、発行地（外国語文献のみ）、出版社

③

編集書の章：執筆者名、発行年、章題、編著者名、書名、発行地（外国語文献のみ）、
出版社、ページ

7. 投稿先は当学部紀要編集委員とし、原稿のMS Wordファイルを電子メールに添付して送付する。
8. 原稿料は支払わない。ただし，抜き刷り 30 部を無料で送付する。
9. 投稿原稿などは一切返却しない。
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1. Who Can Contribute: Members of the Faculty of Global Media Studies, Komazawa University, both
tenured and adjunct, including any combination of authors so long as the lead author is either tenured or
adjunct at the faculty, and others invited to contribute to the Journal of Global Media Studies (hereafter
Journal), regardless of academic affiliation.
2. Language: Japanese or English
3. Copyright: Copyrights for articles published in the Journal belong to the Faculty of Global Media
Studies.
4. Permission to Reprint: Authors wishing to reprint articles from the Journal must receive permission
prior to doing so from the Faculty of Global Media Studies and are required to cite the Journal.
5. Length: Around 6,000 words (in English) and 15 pages, including all endnotes, tables, figures, and
illustrations.
6. Manuscript: The manuscript must include the following.
a. Title
b. Names of all authors and their affiliations
c. Abstract (approximately 300 words)
d. Keywords (no more than five)
e. Body of the article
f. Footnotes
g. Citations: In the body of the article, citations are denoted by author and year. The endnotes include
the following bibliographic information:
i. Journal article: author(s), year, article title, journal title, volume, issue, page(s).
ii. Book: author(s), year, title, place (city), publisher.
iii. Chapter in an edited book: author(s), year, chapter title, editor, book title, page(s), place (city),
publisher.
7. Submission: An MS Word file of the manuscript must be sent to the faculty’s editorial committee.
8. Remuneration: No remuneration will be made. However, thirty reprints will be provided to the author
free of charge.
9. Return of Materials: No manuscripts or accompanying material will be returned.

