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『富士山研究』執筆要領

●使用言語

　使用言語は、和文または英文とする。

●原稿の構成

　原稿は、簡略表題（20-30 字程度）、日本語表題、

英語表題、著者の日本語氏名、著者の英語氏名、日

本語要旨（1000 字以内）、英語要旨（500 語以内：

日本語原稿の場合省略可）、日本語キーワード（内

容を適切に表す語句 5 つ以内）、英語キーワード（日

本語キーワードと同様）、著者の所属、本文、引用

文献、図表の説明、図表で構成する。

　謝辞を記す場合は、本文の最後に「謝辞」という

見出しを立て、一段落で簡潔に述べること。

●見出し

　本文中の見出しは、 Ⅰ　Ⅱ　Ⅲ　Ⅳ　Ⅴ･･･、

 １　２　３　４　５･･･、

 （１）（２）（３）（４）（５）･･･、

 ①　②　③　④　⑤･･･

 ⅰ）ⅱ）ⅲ）ⅳ）ⅴ）･･･

　の順でつける。

●原稿の書き方

　原稿は楷書、現代かなづかいで記述し、常用漢字

を用いること。ワード・プロセッサーを使用し、11

ポイント程度の文字を使用し、A4 版の用紙を想定

して作成する。日本語の記述の際に用いる句読点は

「。」「、」とする。

　用紙の上下左右には 3cm 程度の余白を設け、ペー

ジ番号と行番号をつける。

　簡略表題は、ヘッダーとして付記する。日本語表

題、英語表題、著者の日本語氏名、著者の英語氏名、

要旨、キーワードについては、段組なしとする。本文、

引用文献については 2 段組にする。著者の所属につ

いては、最初のページの脚注として付記する。

　日本語以外の使用は著者名、引用文献、学名など、

日本語で置き換えられない場合に限る。

●生物名・単位

　生物名は基本的に和名（カタカナ）を用い、本文

の初出の箇所に学名（イタリック）をつける。なお、

命名者名の記述は任意。単位は SI 単位系を用いる。 

●英文校閲

　英文校閲は編集委員会では行わない。投稿者が責

任を持って行う。

●文献の引用

　著者が 3 名以上の文献については、第二著者以降

について、和文のものは「…ほか」、英文のものは「… 

et al.」とすること。本文中における文献の引用は、

次の例に従う。 

例：

丸田・中野（1999）は中部山岳高山域において

………… と し て 指 摘 さ れ て い る（Nakano and 

Ishida 1988）。 …… で あ る と 考 え ら れ る（ 佐 藤 

1990a, b； 吉 田 ほ か 1970 ; Nielsen et al. 1971 ; 

Ishida 印刷中） 

　引用文献の表記は言語にかかわらず、第一著者の

姓を基に、アルファベット順に配列する。また、す

べての著者が同じである文献の場合は、出版年の新

しいものから年代順に表記する。著者かつ出版年が

同じであるものは、年の後にアルファベットを付し

て区別する。著者が 3 名以上で第一著者・出版年が

同じ文献についても同様に区別する。

　各文献は下記の例にならって記載すること。 

例：

Elton CS (1924) Periodic fluctuations in the 

number of animals: their causes and effects. 

British Journal of Experimental Biology 2: 

119-163 

Elton CS, Miller RS (1954) The ecological survey 

of animal communities: with a practical 

system of classifying habitats by structural 

characters. Journal of Ecology 42: 460-496 

イブレフ BC (1965) 魚類の栄養生態学（児玉康雄 , 

吉原友吉訳）．たたら書房 

吉良竜夫（編）(1960) 生態系と植物共同体の機能．

古今書院，東京 

黒岩澄雄 (1993) 環境論－生物にとって環境とは何

か－（太田次郎，石原勝敏，黒岩澄雄，清水碩，

高橋景一，三浦謹一郎編）．生物と環境．朝倉書店，

東京，pp. 1-11 

Moore NW (1965) Environmental contamination 

by pesticides. In: Goodman GT, Edwards RW, 

Lambert JM (eds) Ecology and the industrial 

society. Blackwell Scientific Publication, 
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Oxford, pp.  219-237 

Nikolsky GV (1963) The ecology of fishes (L. 

Birkett, trans). Academic Press, New York 

沼田真 (1967a) 生態学方法論．古今書院 , 東京 

Numata M (1967b) Notes on botanical trip in 

eastern Nepal I. Journal of the College of 

Arts and Sciences, Chiba University, Natural 

Science Series 5: 57-74 

沼田真，三寺光雄，小川一子 (1957) 竹林の立地条件．

千葉大学文理学部紀要 2: 162-171 

Odum EP (1971) Fundamentals of ecology, 3rd 

ed. W. B. Saunders, Philadelphia 

　引用文献において「印刷中」の表記は、その論文

が受理されている場合に限る。

例：

中野隆志 ( 印刷中 ) 富士山樹木限界の植物 1．カラ

マツ．富士山研究

　受理されていないときは、本文中で「未発表」と

するにとどめ、文献リストに入れないこと。 

●図、表、写真等

　図、表、写真等を本文中に使用する場合は、それ

ぞれに番号とタイトルをつける。番号とタイトルは、

表の場合、その上に、図、写真等の場合、その下に

記載する。これらについては、必ず本文の中で引用

しなければならない。

　これらのものは、1 ページに印刷できる大きさと

する。1 ページを越える場合は 2 つ以上に分割する。

また、図の作画者や写真の撮影者などが著者と異な

るときは、そのことを明記し、また必要な場合は、

投稿する前に、著者が著作権者の許可を受けておく

こと。

　カラーの図、表、写真等を使用する場合は、印刷

費用を著者に請求する場合がある。




