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投稿規定・執筆要項 
１．応募資格 

① 国際政治経済学部専任教員 

② 国際政治経済学部専任教員とその共同研究者 

③ 国際研究センター運営委員会が委託または承認する執筆者 

④ 国際政治経済学研究科在籍学生 

⑤ 国際政治経済学研究科の修了生 

 

2．論文審査 

  上記の④及び⑤による論文は、審査の上採否を決定します。採否は原則として 1ヶ月を目途に通知 

します。投稿は常時受け付けています。 

 

3. 原稿の種類 

原稿の種類は、プロジェクト報告、論説、投稿論文の 3 種類で、いずれも執筆者のオリジナルであり、

かつ未発表のものに限ります。 

 

3.1. プロジェクト報告: 邦文 10,000字以内、英文 5,000words以内（図表 1つにつき邦文では 400字、英

文では 200wordsと換算）。プロジェクト予算を獲得・運用した場合は、その義務としてプロジェクト

がどのように運用されたか、そしてどのような成果があったかなど、プロジェクトの実践を報告して

ください。日本語と英語以外の言語で執筆する場合、日本語（1,200字程度）か英語（600words程度）

の要約を付してください。 

 

3.2. 論説：邦文 24,000 字以内、英文 12,000words 以内（（図表は 1 つにつき邦文では 400 字、英文では

200wordsと換算）。日本語と英語以外の言語で執筆する場合、邦文（1,200字程度）か英文（600words

程度）の要約を付してください。プロジェクト予算による報告書の他に、任意でその成果を論文とし

て発表することができます。但し、１プロジェクトにつき論文 1点のみ掲載可能とします。 

 

3.3. 投稿論文：邦文 24,000字以内、英文 12,000words以内。（（図表は 1つにつき邦文では 400字、英文

では 200wordsと換算）。 

 

4.  原稿提出方法 

原稿は、A4設定でコンピュータにて作成し、原稿と記録媒体と「申請書」（申請書は上記 1④⑤の応募

者のみ）を共に提出してください。原稿提出者は指定された期日を守り校正してください。なお、いっ

たん提出した原稿は校正の段階で差し替えることはできません。 

 

5.  刊行スケジュール 

刊行は、年 1回(2月予定)とします。 

 

 



 

 

6.  著作権等 

  掲載された論文などの著作権は、著者に帰属するものとします。但し、掲載された論文等は、データ 

ベース化を必須とし、論文執筆者は、図書館によるデジタル化と一般公開に同意したものとみなします。 

 

7. 投稿にあたっての注意 

  ① 人を対象とする研究の成果を投稿するにあたっては、「青山学院大学人を対象とする研究に関す 

倫理規則」に従って学長の許可を得て実施された研究でなければなりません。 

②執筆中の原稿内にある図画像の被写体となっている人物や著作権者、所蔵者から公開の許諾を 

取ってください。 

 

8.  抜き刷りについて 

  抜き刷り印刷は作らず、PDFファイルを執筆者に渡すのみとします。 

 

           9.   原稿提出先 

         原稿は青山学院大学国際研究センター（〒150-8366 東京都渋谷区渋谷 4-4-25）に提出してください。 

連絡先：rsc@sipec.aoyama.ac.jp 

投稿論文（査読要）   提出締め切り：2022年 7月 5日(火) （7月最初の週の火曜日）   

プロジェクト報告、論説 提出締め切り：2022年 9月 6日(火) （9月最初の週の火曜日） 
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私は下記の著作物をオリジナルのものとして下記のとおり出版し、その著作物が青山学

院大学図書館によってデジタル化および一般公開されることを承諾いたします。 

 

 

 

 

年  月  日 

著作物（報告書・論考・投稿論文） 

タイトル：Aoyama Journal of International Studies                          

号数：    号 

 

タイトル：                                          

 

氏名:                                           印 あるいは署名     

 

 

 

 



 

 

Guidelines for Manuscript Submission to the Aoyama Journal of International Studies 

 

1. Qualifications 

Manuscripts may be submitted by  
a. Full-time faculty members 
b. Full-time faculty members and collaborating researchers 

c. Researchers delegated or approved by the Aoyama Gakuin University Center for International 

Studies Committee 
d. Students at GSIPEC 
e. Alumni of GSIPEC 

 

2. Review Process 

Manuscripts submitted by GSIPEC students and alumni (d and e in Section 1 above) 

will be reviewed by the Board of Manuscript Reviewers, composed of members of the 

Aoyama Gakuin University Center for International Studies. The director of the Aoyama 

Gakuin University Center for International Studies will notify each submitter of the 

evaluation and final decision within one month of receipt. Submissions for review can be 

made at any time.  

 

3. Manuscripts 

a. Manuscripts include research articles and project reports (in the latter case from those 

who were granted research funds from the Aoyama Gakuin University Center for 

International Studies). All manuscripts must be the original work of the author(s) and not 

published previously or being considered for publication elsewhere. 

b. Research articles are generally written in either Japanese or English, and should be 

within 24,000 characters (Japanese) or 12,000 words (English). In the case that the 

manuscripts are written in languages other than Japanese or English, an abstract should 

be attached in either Japanese (1,200 characters) or English (600 words). Figures and 

tables count as 400 characters (Japanese) or 200 words (English).  

c. Project reports may be written in either Japanese or English and should be within 

10,000 characters (Japanese) or 5,000 words (English).  

 

4. Submission 

Manuscripts should be typed on A-4 size paper and be sent in both paper and digital 

form to the International Center by the first Tuesday of July (July 5, 2022) for GSIPEC 

students and alumni (d and e in Section 1 above) and by the first Tuesday of September 

(September 6, 2022) for all others (a, b, and c in Section 1 above).  Once manuscripts 

have been submitted, they may not be withdrawn from the publication process or 

replaced by another manuscript during the proofreading process.  Manuscripts should 

be submitted to: 



 

 

 

Aoyama Gakuin University Center for International Studies 

4-4-25, Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, 150-8366 Japan 

rsc@sipec.aoyama.ac.jp 

 

5. Copyright 

Copyright for all articles and project reports published in the journal remain with the 

author(s). However, it is understood by the Aoyama Gakuin University Center for 

International Studies that all authors agree to have their articles and project reports 

digitalized and made publicly available through the Aoyama Gakuin University Library. 

 

6. Publication time and PDF 

The Aoyama Journal of International Studies is published once a year in February. After 

publication, a PDF file will be offered to each author, but no off-prints.  

 

７．Submissions: Important Notes 

(1) When submitting the results of research on human subjects, said results must be 

from research performed after having first obtained the consent of the University 

President in accordance with the “Aoyama Gakuin University Ethics Regulations on 

Research Involving Human Subjects.” 

(2) For subjects portrayed in images or figures within the manuscript being prepared 

for submission, please first obtain the consent of the owner, copyright holder, and/or 

other concerned persons. 
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I hereby agree that I publish my original work in Aoyama Journal of International Studies 

as below, and my work is digitized and made publically available by Aoyama Gakuin 

University Library.  

 

 

 

 

Date: 

Title of the research article or project report: 

Journal：Aoyama Journal of International Studies                          

Number：     

 

Name：                                          

Affiliation: 

Title: 

                                            Signature___________________________ 

 

 

 

 


