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国際幼児教育研究 投稿規程 

Journal of International Association of Early Childhood Education 
Instructions for Authors 

 
「国際幼児教育研究」に対する投稿は、次の規定に従うものとする。 
 
The Journal of International Association of Early Childhood Education [ IAECE Journal] is 
an international, interdisciplinary journal that publishes empirical and theoretical studies on 
all topics related to early childhood education and care. 
 
Research paper manuscripts must be written to the following regulations.  
 
１．本誌に掲載される原稿は、本学会員を筆頭著者として執筆された、国際幼児教育学に
関する未発表の論⽂とする。論⽂の種別は、次の 2 種類である。 
１）原著論⽂：理論的または実証的研究の成果を⽰したもの。 
２）研究ノート：原著論⽂にまでには達しない研究素材、ヒント、随想、関連⽂献・資
料、新たな理論の紹介、体験や実践記録などをまとめたもの。 
 
１．Types of papers 
    Manuscripts for this journal must be original and unpublished papers, in either of 
the following two forms: 
   1) Original articles 
        Original articles should be of academic significance. 
   2) Research notes 
  Research notes are outputs such as reviews and reports, which do not reach the 
level of original articles.  
 
２．投稿資格は、筆頭著者が本学会員であることとする（連名著者は⾮会員であってもよ
い）。なお、⾮会員が筆頭著者として投稿する際には、投稿期間の前⽉末⽇までに⼊会し
なければならない。なお、海外会員の投稿は査読料として 50 ドルが必要である。 
 
 ２．Qualifications for submission 
      The first author must be a member of IAECE, while the other authors may be non-
members. If a non-member wishes to submit a manuscript as the first author, he or she must 
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become a member by the end of the month preceding the submission period.  
Overseas members are required to pay $50 to submit a manuscript. 

 
 
３．論⽂の原稿は、⽇本語または英語で記述し、表題及び原著論⽂・研究ノートの区別を
記すこと。論⽂の原稿には、著者名、所属、謝辞等を記⼊しないこと。これらは個別の投
稿票（ホームページよりダウンロード）に記⼊し、投稿論⽂とは別ファイルで送付するこ
と。また、謝辞等がある場合も、別ファイルに記⼊し送付すること。 
 
 ３．Article structure 
   A manuscript should be divided into clearly defined sections: Introduction, 
Method, Results, Discussion, and References. Please use the template available on the 
IAECE website for preparing manuscripts. Personal information such as authorsʼ names and 
affiliations and acknowledgments must be written in separate files. 
 
 
４．論⽂の原稿は、原則として、ホームページ上の投稿論⽂フォーマットファイルを⽤い
て作成すること。原稿は MS-Word（Windows／Macintosh）にて、本フォーマットファイ
ルで作成することが望ましいが、それ以外のアプリケーションを⽤いる場合には、フォー
マットの詳細やファイルの互換性について編集委員会に予め問い合わせること。また、論
⽂および研究ノートには、1,000字前後の⽇本語ならびに 400〜500Words の英語の要旨双
⽅と、⽇本語並びに英語による 3〜5 語以内のキーワードを添付すること。（その他、「機
関誌投稿論⽂の英⽂要旨作成要領」参照のこと。） 
 
４．Length  
    An original article should not exceed 15 pages in length using the template file.  
A research note should not exceed 10 pages. 
 
５．原著論⽂は、英⽂･和⽂要旨をのぞいて、本⽂・図・表・写真・注・引⽤⽂献を含め
て原則として 15⾴以内、研究ノートは、原則として 10⾴以内とする。ただし、研究ノー
トについては、編集委員会で検討の上、必要ならば最⼤ 15⾴まで認める。 
※図・表は本誌に合わせて字数に換算する。注・引⽤⽂献は 1字 1 マス（数字・欧⽂は 2
字 1 マス）とする。 
※図・表・写真は必要最低限にとどめ、重複を避け、別紙に添付して、表 1、図 1 と通し
番号をつけ、タイトルについては、表は上部、図は下部に、説明⽂はそれぞれの下部に記
す。 
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5．Tables and figures 
 Tables and figures should be numbered using Arabic numerals and drawn on separate 
sheets while simultaneously being included in the main text.  Authors must obtain 
permission before their manuscript submission to the journal if tables and figures in their 
papers are reproduced from other sources. Tables and figures may be sent electronically, 
preferably in either TIFF (tagged image format) or EPS (encapsulated postscript) formats. 
However, PICT or JPEG formats are also acceptable. 
 
 
６．注は、⽂中の該当箇所に（１）（２）…と表記し、原稿末尾にまとめて記載する。 
 
 6. Notes 
    Notes should be indicated as (1), (2)... in relevant parts of the text and should be listed 
together at the end of the manuscript. 
 
 
７．引⽤⽂献は、⽂中では〈著者名（発表年）〉あるいは〈（著者名・出版年）〉のように
表⽰し、原稿末尾にまとめて提⽰する。原稿末尾における提⽰順序は、著者の姓のアルフ
ァベット順とし、以下、発表年、タイトル、ジャーナル名（単⾏本名）、巻号、ページ、
出版社などとする。 
 
7 References 
   Authors should follow the APA style for citations and references. 
 
 
８．投稿論⽂は、既発表または他誌へ投稿中の論⽂と同⼀の内容、または極めて類似した
内容であった場合、多重投稿とみなし、受理しない。編集委員会において、明らかに研究
倫理違反と判断された場合や、投稿中あるいは掲載された論⽂が多重投稿と判明した場
合、当該論⽂は編集委員会で検討したのち、査読からの削除、掲載の取り消しとする。な
お、本誌において、以下のすべての項⽬に該当する場合、多重投稿とみなす。 
   ①研究⽬的が同⼀・極めて類似していること  

②分析の⽅法及び対象が同⼀・極めて類似していること 
   ③得られた結果・考察に新規性がないこと 
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 8. Research ethics  
Authors should follow ethical principles in conducting research by assuring informed 
consent of the research participants and keeping privacy and confidentiality in data 
handling. They should also refrain from any research misconduct such as fabrication, 
falsification, and plagiarism and avoid submitting inadequate manuscripts under gift or 
ghost authorship. If a submitted manuscript is found to be the same with or very similar to a 
published paper or a manuscript submitted to another journal, it will be considered as a 
multiple submission and rejected. If the Editorial Board judges that a manuscript clearly 
violates research ethics, or a manuscript under the review process or a paper already 
published in our journal is found to be a multiple submission, the Editorial Board will 
remove it from the review process or cancel its publication after discussing the case. A 
multiple submission in this journal refers to a paper that meets all the following conditions: 
1) Research purposes are the same or very similar. 
2) Research methods and the subjects for analysis are the same or very similar. 
3) There is no novelty in the results or discussion. 
 
９．投稿原稿の審査は、次の通りである。 
１）投稿された原著論⽂・研究ノートは、機関誌編集委員会が審査し、掲載の可否を決定
する。 
２）審査結果は、採択・修正採択・修正再審査・不採択に分けられる。採択は、⼩規模の
修正を除きそのまま掲載される。修正採択は、修正条件を満たした上で掲載される。修正
再審査は、修正条件が満たされた上で改めて審査を⾏う。不採択は、掲載が認められな
い。 
３）必要な場合は、編集委員会での確認後、学会員や学会員以外の研究者に査読を依頼す
る。 
 
9. Review process  
The review process of a submitted manuscript is as follows. 
(1) Submitted original articles and research notes will be reviewed by the Editorial Board to 
decide whether or not to publish them. 
(2) Review results have the following categories: accepted, accepted with revisions, revise 
and resubmit, and rejected.  Accepted papers will be published with or without minor 
revisions. Papers accepted with revisions will be published after being revised satisfactorily. 
In the case of revise and resubmit, the resubmitted manuscript after major revisions will be 
reviewed again. Rejected papers will not be published. 
(3) If necessary, the Editorial Board may ask IAECE members or non-member researchers 
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to review submitted manuscripts. 
 
 
10．原稿は、採択・不採択いずれの場合にも返却しない。添付写真については著者の希望
があれば返却する（原稿提出時にその旨書き記すこと）。 
 
10. Return of manuscripts 
Manuscripts submitted in printouts will not be returned to authors in case of either 
acceptance or rejection. 
 
 
11. 論⽂の抜き刷り印刷については、費⽤の実費、発送料等の全てを著者負担とする。
図・表・写真の掲載にかかる印刷費⽤は請求することがある。 
 
11. Fees for paper reprints 
All the actual costs for producing paper reprints and their shipping charges should be borne 
by the authors. Printing costs for figures, tables, and photographs may also be charged. 
 
 
12．国際幼児教育学会から刊⾏する機関誌および報告書等の編集著作権は、本学会が有
し、掲載論⽂を本学会が「国際幼児教育研究」以外に印刷物・電⼦出版物等の形で複製す
ることがある。また編集著作物に関する使⽤料は，本学会の収⼊とする。論⽂掲載は本学
会による複製を承諾することが条件となる。 
 
12. Copyright 
The editorial copyright of the journal and reports published by the International Association 
of Early Childhood Education is held by the Association. The Association may reproduce the 
published papers in printed or electronic publications other than the International Journal of 
Early Childhood Education. The Association will receive royalties for the use of the edited 
works. The publication of a paper is conditional on the authorsʼ consent to its reproduction 
by the Association. 
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13．原稿投稿の受付は、毎年 1 ⽉ 10 ⽇から 31 ⽇の期間とする。 
 
13. Submission Period 
Manuscript submissions will be accepted between January 10 and January 31 of each year. 
 
 
14．問い合わせ先 
〒467-8501 名古屋市瑞穂区瑞穂町⼭の畑１ 名古屋市⽴⼤学 上⽥敏丈研究室 気付 
国際幼児教育学会 機関誌編集委員会事務局 e-mail: ueda@hum.nagoya-cu.ac.jp 
 
14. Contact 
Office: 1 Yamanohata, Mizuho-cho, Mizuho-ku, Nagoya City 467-8501 , Japan 

Nagoya City University ,Graduate school of humanities & social science 
 Harutomo  UEDA 
Tel: +81-52-872-5160  Mail: ueda@hum.nagoya-cu.ac.jp 


