中 部学院 大学研 究紀要 投稿要項
（目

的）

第 １条

この要 項は、中部学 院大 学（中部 学院大 学大 学院を 含む）及び中 部学院

大 学短期 大学部 （以下 「本学」 という 。）に おける 研究紀要 の投稿 に関す る事
項 を定め るもの とする 。
（ 投稿資 格)
第 ２条

投稿論 文を投 稿できる 者(以下「 投稿者 」とい う。)は、 本学の 専任教 員

(特 任教員 を含む )、 非常勤教 員並び に事務 職員と する。た だし、 共著の 場合、
論文筆 頭者以 外はこ の限りで はない 。
(論文 の種類 )
第 ３条

研究紀 要は研 究論文、 研究ノ ート、 調査報 告、実践 報告及 びその 他に区

分する 。
２

前項 に定め る区分 は、投稿者 の申し 出に基 づき研 究紀要編 集委員 会(以下「委
員会」 という )が 決定す る。

(研究 紀要の 仕様 )
第 ４条

研究紀 要の仕 様は次の 通りと する。

(1)原稿の 上限は 25字×50行×2段 (1ページ 2,500字 )×10ペー ジ(総字数 25,00
0) とす る。
(2)前項に は図、表、写 真、引 用文献 を含め るもの とする 。な お、図、表及び 写
真等 のカラ ー印刷 を希望す る場合 は、執 筆者の 実費負担 とする 。
(3)研究論 文、研 究ノー トは英 文サマ リーを 添付す るものと する。
(投稿 手続き )
第 ５条

研究紀 要の投 稿を希望 する者 は、あ らかじ め所定の 様式に て委員 会に投

稿申込 を行わ ねばな らない。
(投稿 論文の 審査 )
第 ６条

投稿論 文の掲 載の可否 は、委 員会に よって 決定する 。審査 は本学 教員も

しくは 、外部 の専門 研究者に よる複 数の査 読の結 果に基づ くもの とする 。
２

委員 会は必 要に応 じて査読 結果に 基づい て執筆 者に訂正 を求め ること ができ
る。

(原稿の 提出 )
第 ７条

原稿の 提出は 電子デー タを添 えて 、委員 会へコ ピーを 含めて 2部 提出す

る。
(抜

刷)

第 ８条

抜刷の 印刷は 20部まで を無料 とし、 これを 超える部 数は投 稿者の 負担

とする 。
(著 作権及 び電子 化によ る公開 )
第 ９条
２

本誌に 掲載さ れた著作 物の著 作権は 執筆者 に属する 。

投稿 者は、 中部学 院大学及 び中部 学院大 学短期 大学部機 関リポ ジトリ に本誌
に掲載 された 著作物 を電子化 し、情 報通信 ネット ワークに おいて 全文を 公開す
ること を許諾 したも のとみな す。

（ 引用に 伴う著 作権・ 肖像権等 ）
第 １０条

他者 の著作 物等から の引用 に伴う 著作権 （公衆送 信権を 含む） ・肖像

権 等につ いては 、執筆 者の責任 におい て利用 許諾を 得るもの とする 。
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(投稿 論文の 扱い )
第 １１条

投稿 論文の 審査結果 に不服 がある 場合に は、文書 にて委 員会に 申し立

て ること ができ る。
(要項 の改廃 )
第 １２条
附

本要 項は、 大学評議 会で改 廃する 。
則

［2014年7月8日

大学 評議会 ］

この要 項は 2014年 7月 8日より 施行す る。
附

則

［ 2015年 4月 14日

大学評 議会］

この要 項は 2015年 4月 14日より 施行す る。
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