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国際言語文化研究所では、2017・2018年度の紀要発行を、以下のように予定しております。執筆をご希望の方

は執筆申込書（裏面）にご記入の上、6月16日（金）17：00迄にご提出ください。 
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If you wish to publish an article in this journal, please submit this application form together with an 

Abstract and Keywords by 16th June 2017.  

Please note that the publication date may change, and we may not able to meet your requested volume 

and number.     

発 行 日 と 原稿提出締切日 

(Publication date and Deadline) 

特 集 論 文 等 

(Clusters) 

投 稿 論 文 等 

(Articles) 

29巻１号 発行予定：2017年9月 

Vol.29 No.1 Publication date: 2017 Sep 

締切/Deadline：2017年2月10日/10th Feb 2017 

2016年度連続講座「越境する民、変動する世

界」報告 

2016年度萌芽的プロジェクト「日本語方言教育」

研究会報告 

2本 

(締切済み) 

２号 発行予定：2017年10月 

Vol.29 No.2 Publication date: 2017 Oct 

締切/Deadline：2017年4月20日/20th Apr 2017 

2015年度国際コンファレンス「移民・難民とカタ

ストロフィ」報告 

2016年度萌芽的プロジェクト「アジア技術芸術と

社会」報告I 

2本 

(締切済み) 

３号 発行予定：2017年12月 

Vol.29 No.3 Publication date: 2017 Dec 

締切/Deadline：2017年7月10日/10th Jul 2017 

研究所重点研究プロジェクト「文化の移動研究

会」シンポジウム『引揚げ文学論序説』をよむ報

告 

風景・空間研究会 Jos de MUL講演会報告 

2016年度萌芽的プロジェクト「アジア技術芸術と

社会」報告II 

募集中 

４号 発行予定：2018年3月 

Vol.29 No.4 Publication date: 2018 Mar 

締切/Deadline：2017年9月20日/20th Sep 2017 

研究所重点研究プロジェクト「環カリブ文化研究

会」報告 募集中 

30巻１号 発行予定：2018年6月 

Vol.30 No.1 Publication date: 2018 June 

締切/Deadline：2018年1月10日/10th Jan 2017 

未定 募集中 

２号 発行予定：2018年9月 

Vol.30 No.2 Publication date: 2018 Sep 

締切/Deadline：2018年4月10日/10th Apr 2018 

未定 募集中 

３号 発行予定：2018年12月 

Vol.30 No.3 Publication date: 2018 Dec 

締切/Deadline：2018年7月10日/10th Jul 2018 

未定 未定 

４号 発行予定：2019年3月 

Vol.30 No.4 Publication date: 2019 Mar 

締切/Deadline：2018年9月20日/20th Sep 2018 

未定 未定 
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