『JACET Kansai Journal（JACET 関西紀要）』刊行規定
（2008 年 12 月制定、2015 年 3 月 7 日改定）
1. 刊行趣旨・刊行物の名称
JACET 関西支部は支部会員に研究発表の機会を提供し、もって支部の研究活動の活性化に資するべ
く、研究紀要を刊行する。本紀要の名称は『JACET 関西紀要』（JACET Kansai Journal）とする。
2. 刊行日程
本紀要は年刊で発行する。発行までの日程は原則として次のとおりとする。
9 月 30 日（必着）

投稿原稿締め切り

12 月 15 日

審査結果通知

1 月 10 日（必着）

修正原稿締め切り

3 月末

刊行

3. 掲載論文の種類
本紀要に掲載する論文は下記の 3 種類とする。
（1） 委嘱論文
（2） JACET 関西支部大会および全国大会における口頭（ポスター）発表に基づく投稿論文
（3） 一般投稿論文
なお、
（1）の委嘱は紀要編集委員会の判断によって行う。また、
（2）は投稿締め切り日を起点とし
て過去 1 年以内に開催された大会における口頭（ポスター）発表に基づく論文を対象とする。すべ
ての掲載論文は、投稿者の情報を隠した上で、該当専門分野に近い 2 名の査読者によって厳密に査
読される。
4. 投稿論文の種別と内容
投稿論文は下記の 3 種とし、投稿時に投稿者が論文種別を申告する。ただし、審査の結果、異なる
種別で採用する場合がある。
（1） 研究論文
（2） 実践論文
（3） 研究ノート
5. 投稿論文
審査すべての投稿論文は、紀要編集委員会が原則として JACET 会員から委嘱した複数の審査員に
よって匿名方式で審査される。紀要編集委員会は、審査結果をふまえて採否の最終決定を行う。な
お、審査結果は下記の 3 種とし、紀要編集委員会より投稿者に電子メイルで通知されるものとする。
（1） 採用
（2） 修正条件付き採用
（3） 不採用
6. 規定の改廃
本規定の改廃は支部役員会において行う。
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1. Journal name and reason for publication
JACET Kansai Journal (JKJ) is published by JACET Kansai Chapter to serve as a medium for
publication of research by its Chapter members and thus promote research activities.
2. Publication schedule
The journal will be published annually according to the following schedule (subject to revision by
the Editorial Committee).
Deadline for manuscripts: September 30
Announcement of editorial decision: December 15
Deadline for receipt of revised manuscripts: January 10
Publication: March 31
If revision of the manuscript is requested as a condition for publication, the revised manuscript must
be received by January 31 or it will be considered to have been withdrawn.
3. Types of papers
Three types of papers will be published: (1) invited paper, (2) paper based on a presentation at a
JACET Chapter or National Convention, (3) submitted paper (see 4). An invited paper can be
requested by the Editorial Committee. A paper based on a JACET presentation (oral or poster) can
be submitted if the presentation was made within one year prior to the submission deadline. All
papers will be subject to peer review.
4. Types of submitted papers
All manuscripts submitted must have been authored by JACET Kansai Chapter members in good
standing. Three types of submitted papers will be considered for publication: research article,
application report, research note.
5. Review of manuscripts
All manuscripts submitted will be subject to review by the JKJ Editorial Committee. The decision
of whether or not to accept a manuscript for publication will be based on peer review by reviewers,
who will be JACET members selected by the editorial committee. The final decision by the JKJ
Editorial Committee will be (1) accept, (2) accept if revised, or (3) reject.
6. Amendment
Amendment of this Publication Policy (Japanese version) will be subject to approval by the JACET
Kansai Chapter Executive Committee. The English version will conform to the Japanese version.

