
「地域学研究」投稿規程

1） 投稿の内容は，地理学の発展に寄与するものと
し，投稿者の資格は問わない。投稿原稿は，編集
委員会による査読と選定のうえ編集される。

2） 投稿者は姓・名，職名，所属機関名および住所
を記した表を添付すること。

3） 原則として使用言語は日本語，英語のいずれか
とする。日本語の場合には英語標題を付ける。

4） 投稿原稿の長さの目安は，刷り上がり30ページ
以内を原則とする。なお，図表が多数の場合は
編集委員会に相談すること。

5） 投稿原稿は，ワープロによる原稿をA4用紙
（210 mm×297 mm）にプリントアウトしたもの
とする。日本語の場合は横全角21字×縦38行
で，英語の場合はダブルスペース（行間8.2 mm
以上）でプリントアウトすること。また，オリ
ジナルファイルを電子媒体に保存し，使用ワー
プロソフト名を明記して添付すること。図表は
別ファイルとすること。

6） 図は清書し，そのまま印刷可能なものに限る。
図表などの挿入希望箇所，大きさを指定するこ
と。

7） 原稿の体裁や見出し，図表，注，参考文献の配
列については，最近の号を参考にすること。

8） 著者校正は初校のみとする。
9） 稿料の支払い，掲載料の徴収は行わない。ただ
し別刷りを最大100部贈呈する。なお，それ以
外にもあらかじめ注文があれば実費で製作する。

10） 掲載された論文の著作権は応用地理研究所に属
する。

11） 投稿に関する連絡先は，駒澤大学応用地理研究
所 編集委員長とする。

Notes for Contributors

1） Regional Views publishes the results of academic 
research contributing to the development of geog-
raphy. Papers on aspects mentioned above are invited. 
The Editorial Board will be responsible for peer re-
view and deciding whether a paper is to be accepted 
with/without revision or rejected.

2） Authors should provide a list of their full names, 
academic qualifications, and the names and addresses 
of their affiliations.

3） Manuscripts should be written in Japanese or English. 
An English title should be appended to the manu-
script in Japanese.

4） The length of an article should not exceed 30 pages in 
print. Contributors whose manuscripts include a large 
number of figures or tables should consult the editors.

5） Manuscripts in English should be typed double 
spaced （line space is more than 8.2 mm） on A4 sized 
paper （210 mm×297 mm）. In addition to hard copy, 
manuscripts should be submitted in electronic form 
containing the original files and labeled to indicate 
the word processor used.

6） Figures should be provided in a camera-ready 
form. The sizes and places of insertion should be 
designated.

7） For matters of general style and arrangements of 
headings, figures, tables, notes and references, 
consult a recent issue of the publication.

8） Only the first proof will be sent to the （first） author.
9） Authors will be neither charged nor remunerated for 

publication of manuscripts. They will receive free of 
charge up to 100 copies of reprints. Extra copies can 
be ordered at cost price.

10） The copyright of each article in the journal is re-
served by Institute for Applied Geography.

11） Manuscript for publication and editorial communica-
tion should be sent to the Chief Editor, Institute for 
Applied Geography, Komazawa University.


