『国際関係論集』執����よ��稿��に���
（『国際関係論集』第 7 号より適用）

������
『国際関係論集』に投稿することができる者は、以下に掲げる者とする。ただし、第三号に掲げる
者を除き、立命館大学国際関係学会会員であることを条件とする。
一 国際関係研究科博士課程後期課程の在学者
二 国際関係研究科在籍の研究生
三 その他研究科執行部が適当と認めた者

������
『国際関係論集』に投稿する原稿の提出期日は、発行前年度の 6 月末日とする。

������
ＭＳ Word で作成された電子データを提出する。

������
原稿は、原則として日本語の場合は 20,000 字以内とし、英語の場合は 10,000words 以
内とする。（注、図、表、写真その他を含む。）

������
英語表題を付す。

����
日本語で書かれた原稿の場合、250words 程度の英語要旨を付すことを原則とする。
同様に英語で書かれた原稿の場合、500 字程度の日本語要旨を付すことを原則とする。

�������
・用紙サイズ・・・Ｂ5
・文字数と行数の指定・・文字数：35

字送り：10.5p
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行数：31

行送り：18pt

・ 余白・・30 ㎜‐25 ㎜‐25 ㎜‐25 ㎜（上-下-内側-外側）
・ 綴じ代の位置：左

複数ページの印刷設定：見開きページ

・ ヘッダー・・15 ㎜

フッター・・17.5 ㎜

奇数／偶数ページ別指定・先頭ページのみ別指定：チェックを入れる

䋨䊓䉾䉻䊷䈮䈧䈇䈩䋨䊐䉾䉺䊷䈲䈭䈚䋩䋩㩷
・1p 目にはなし

→

2p 目以降作成

・双方とも 2 行改行した後に記入
・フォントサイズは 8
・偶数ページのヘッダー

左寄せして「国際関係論集

号，Month Year」を記入

例：国際関係論集第 1 号，October 2006
・奇数ページのヘッダー

右寄せして「論文タイトル（氏名の名字）」を記入
例：経済成長を目的とした IT 産業育成に潜む阻害（山本）

䋨⣉ᵈ䈮䈧䈇䈩䋩㩷
・形式・・・文末脚注、「1､2､3‥」表記のものを利用
・

フォントサイズ‥8 ※ぶら下げインデントを利用することが望ましい

䋨ో⊛䈭䊐䉤䊮䊃䋨એਅ 㪝䋩╬䋩㩷
・冒頭の「論説」‥F サイズ：10.5、太文字

・論文タイトル‥F サイズ：14

・章タイトル‥F サイズ：10.5

・節タイトル‥F サイズ：10

・氏名‥F サイズ：10.5

・「目次」‥F サイズ：10

・目次内容‥F サイズ：8

・本文‥F サイズ：9

・参考文献･･F サイズ：9

・要旨タイトル･･F サイズ：10.5

・要旨本文･･F サイズ：9

䋨ᚲዻ╬䋩㩷
本文末に所属および職名を記す。以下の例に従うものとする。
「（ローマ字表記の氏名、所属）」を表記
例：（YAMAMOTO Taro，本学大学院国際関係研究科後期課程）
એ㩷 㩷 㩷
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Guidelines and Writing Format for Contribution of Article to
The Ritsumeikan Journal of International Studies (������)
(Applied from “the Ritsumeikan Journal of International Studies” Vol. 7)

1.

Qualifications

The following students are eligible for contribution to the Ritsumeikan Journal of
International Studies (Kokusaikankei Ronsyu). Please note that students must be a
member of the International Studies Association of Ritsumeikan University except for
those described in the following No.③.
①

Students enrolled in the Doctoral Program of the Graduate School of
International Relations.

②

Research students (Kenkyusei) in the Graduate School of International
Relations.

③

Those who have been approved by the Graduate School’s Executive
Committee.

2.

Deadline

The end of June, previous academic year of the publication
3.

Form of submission

Submit in electronic data file of Microsoft Word documents
4.

Number of words

Not more than 20,000 letters in Japanese or 10,000 words in English including footnotes,
diagrams, charts and pictures
5.

Title in English

Articles must have titles in English
6.

Summery

Article written in Japanese: attach a summary of approximately 250 words in English
Article written in English：attach a summary of approximately 500 letters in Japanese.
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7.

Page setup
・Paper size：B5 size
・Number of characters and lines: characters per line: 35, pitch: 10.5p
lines per page: 31, pitch: 18pt
・Margins：30mm-25mm-25mm-25mm (top-bottom-left-right)
・Gutter position (Binding width): left, mirror margins
・Header and footer：header: 15mm, footer: 17.5mm
-Odd/Even page setting
-Separate setting for the first page

8.

Header
・Section start：page 2 and after (no header on the first page)
・Two line breaks (start to write from the third line)
・Font size：8
・Even page header：align left and enter “国際関係論集第 号, Month Year”
(e.g. 国際関係論集第 1 号, April 2006)
・Odd page header：align right and enter “Article title (Surname)”
(e.g. JAPAN’S DIPLOMATIC DILEMMA TOWARD NORH KOREA (RITSUMEI))

9.

Footnotes
・Format：footnotes must be placed at the end of the main text with numbering 1.2.3.
・Font size:：8 ＊Hanging indent is advised for better look.

10. Other font size
・Editorial：font size 10.5, bold

・Article title:：font size 14

・Chapter title：font size 10.5

・Section title：font size 10

・Name：font size 10.5

・Contents：font size 10

・Table of contents：font size 8

・Body text：font size 9

11. Affiliation
Affiliation and position must be written at the end of the main text as follows:
(e.g. RITSUMEI Taro, 本学大学院国際関係研究科後期課程)
in English

in Japanese (if you are not able to type affiliation in
Japanese, please leave this blank.)
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