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対象：本学教員       2019 年度 『立命館言語文化研究』 執筆申込書 
Application Form for Ritsumeikan Studies in Language and Culture  

 

学術誌等名称 
Academic Journal 

Name 

 『立命館言語文化研究』 31 巻     号 （3 号または 4 号）   
※掲載希望の号をご記入ください。ただし、ご希望に添えない場合があります。 

Ritsumeikan Studies in Language and Culture Vol. 31 No.   （ 3 or 4 ）  
※Fill in the desired number. Please note that we may not able to respond your request. 

執筆者名 
Author’s Name  （ローマ字）Last name  / First name 

 

共著者名 
Co-author’s Name(s) 

 
 

所属  
Affiliation  

（職 名）（Position / Title） 
 

所属学会 
Affiliated research 

association 

査読者選定の際の参考にします。/Recommended research 
association from which reviewers may be selected. 

研究分野（キーワード）/ Research field 
 

連絡先 
Contact Information 

校正送付先 
住所/Address 
（For delivery of 
proof sheets） 

（ 自宅 ・ 所属先 ）←どちらかに○をつけてください 

〒 

 
TEL  FAX   
E-mail  

論題（仮題可） 
Title 

(Tentative Title 
allowed） 

和文 
又は 

使用言語

のタイトル 
Japanese 
/ Others 

（使用言語：         ）（Posting Language：            ） 
※母語以外でご執筆の場合は必ずNative Checkを受けてからご提出ください。 
If the paper is not written in your mother tongue, please make sure that your paper is checked by a 
native speaker. 
 
 

英文 
English 

※全ての論文に英文タイトルが必要です。English title is needed for the back cover of the journal. 
 

 

原稿種別 
Category 

1.論文 2.研究ノート 3.翻訳  4.資料紹介  5.書評  6.その他（              ） 
1. Article  2. Research Note  3. Translation  4. Source Material  5. Book Review  
6. Other （               ） 

原稿容量 
Number of Words 

図表を含み 約     文字 
（図表の数    点予定） 
Approximately      words including charts and 
graphs （Approximate ｎumber of charts and 
graphs:       ） 

抜刷必要部数
Number of 
Offprints 

（     ）部（３０部まで無料） 
    copies（up to 30 copies 
will be provided for free） 

同時掲載許可媒体 
＜WEB＞確認欄 

 
Confirmation of 

permission to publish 
on the Web. 

※本欄右のサイトに掲載致

しますのでご確認ください。 
※PDF files of all journal 
articles will be available at 
the sites listed to the right. 

立命館大学付置研究所等 
関連サイト 
Relevant websites of Ritsumeikan 
University’s Institutes and others. 

国際言語文化研究所HP  
Website of the International Institute of Language and Culture 
Studies, Ritsumeikan Universiy 

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/lcs/lcs_index.htm 

リポジトリ関連サイト 
Relevant Repository Websites 

立命館大学機関リポジトリ「R3」  
Ritsumeikan Research Repository “R3” 

http://r-cube.ritsumei.ac.jp/  
国立国会図書館 National Diet Library   http://www.ndl.go.jp/  

国立情報学研究所 National Institute of Informatics 
http://ge.nii.ac.jp/genii/jsp/index.jsp 

署名欄 
Signature 

  年    月    日                  (印)   

上記オンライン公開に同意いたします。/ I agree with the publishing on the web. 
①共著者への同意確認の上署名ください。  ②自署の場合、印は不要です。 

Date:   /   /   Signature：                    
*sign your name upon obtaining the co-author’s agreement. 

※この用紙に記載された個人情報は、学術誌の発行および本学 HP 上への論文掲載にあたって、必要事項を確認するものです。当該用途以外の目的には一切使用致しません。

また、第三者にその個人情報を開示致しません。       ※立命館大学機関リポジトリ｢R3｣とは、立命館大学・立命館アジア太平洋大学の機関リポジトリの名称です。 
※投稿にあたっては、別途「執筆要領」を参照してください。                                     提出先： 衣笠リサーチオフィス 国際言語文化研究所 
※Personal information written on this form will not be used for any purpose other than issuing the academic journal and confirming your consent to publish your paper on the relevant 

websites. The Research Office will not disclose your personal information to third parties.  
※Ritsumeikan Research Repository ”R

3” 
is a collaborative repository of Ritsumeikan University and APU.  

※For further details, please refer to the Institute’s “Guidelines for Contributors”.  
Please submit this form to the International Institute of Language and Culture Studies in the Research Office at Kinugasa Campus. 



 

掲載予定表 (Publishing Schedule) 
2019年4月15日現在 

 
国際言語文化研究所では、2019・2020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、5月31日（金）17：00迄にご提出ください。 
進行状況により発行が遅れる場合やご希望の号に掲載できない場合がありますので、ご了承ください。 
If you wish to publish an article in this journal, please submit this application form together with an 
Abstract and Keywords by 31st May, 2019.  
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) 

31巻１号 発行予定：2019年7月 

Vol.31 No.1 Publication date: 2019 July 
締切/Deadline：2019年1月10日/10th Jan. 2019 

・2018年度国際言語文化研究所連続講座「ハワイ日

本人移民 150周年から考える」 

・小特集 ヴァナキュラー文化研究会 「西欧の伝統に

対するアフリカン・ディアスポラ文学の交渉と実践」 

・「日本おける西洋中世のイメージの源泉と受容」 

2本 

(締切済み) 

２号 発行予定：2019年9月 

Vol.31 No.2 Publication date: 2019 Sep. 
締切/Deadline：2019年4月10日/10th Apr. 2019 

・2018年度萌芽的プロジェクト研究報告「学習英文法

研究会」 

・2018年11月30日 「震災後文学とジェンダー」対談イ

ベント報告 

・特集「現代イタリアの知の拡散と集積」続  

1本 

(締切済み) 

３号 発行予定：2019年12月 

Vol.31 No.3 Publication date: 2019 Dec. 
締切/Deadline：2019年7月22日/22th July 2019 

未定 募集中 

４号 発行予定：2019年2月 

Vol.31 No.4 Publication date: 2019 Feb. 
締切/Deadline：2019年8月31日/31th Aug. 2019 

未定 募集中 

32巻１号 発行予定：2020年7月 

Vol.32 No.1 Publication date: 2019 July 
締切/Deadline：2020年1月10日/10th Jan 2020 

2019年度国際言語文化研究所連続講座報告 未定 

２号 発行予定：2020年10月 

Vol.32 No.2 Publication date: 2020 Oct. 
締切/Deadline：2020年4月10日/10th Apr 2020 

未定 未定 

３号 発行予定：2020年12月 

Vol.32 No.3 Publication date: 2019 Dec. 
締切/Deadline：2020年7月中旬/ Mid. of July 2020 

未定 未定 

４号 発行予定：2021年2月 

Vol.32 No.4 Publication date: 2021 Feb. 
締切/Deadline：2020年8月31日/31th Aug. 2020 

未定 未定 

 
＜事務局確認欄＞ 

確認事項 チェック欄 担当受付 

①執筆申込書 (巻・号、署名または捺印確認)  
 

②要約とキーワード ※  

 


