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編集委員会
（平成 20 年 5 月 1 日制定）

最近改正　平 22.4.1

「大阪大学世界言語研究センター論集」投稿規程

１． 「大阪大学世界言語研究センター論集」は，言語と言語を基底とする文化に関する研
究成果を掲載・発表することにより，学術研究の発展に寄与する。 

 
２． 執筆者の資格は特に制限しない。 
 
３． 投稿原稿は，査読の結果に基づき編集委員会が採否を決定する。ただし，編集委員会

が特に執筆依頼をする場合はこの限りでない。なお，原稿は返却しない。 
 
４． 原稿は過去に公開されたことがなく，投稿時点で他誌に投稿中でない①学術論文，②

研究ノート，③資料（翻訳を含む），④書評などとし，翻訳については翻訳権等の問
題に抵触しないものとする。 

 
５． 原稿は原則としてパソコン作成とし，日本語原稿の場合，分量は 400 字詰原稿用紙に

して学術論文，研究ノート及び資料は 100 枚以内，書評は 30 枚以内とする。外国語
原稿の場合はＡ４サイズ用紙で 10,000 語以内とする。また，編集委員会が執筆依頼
をする場合も，原則としてこれに準ずるものとする。 

 
６． 二編以上を投稿する場合は，日本語原稿であれば総枚数が 400 字詰原稿用紙 150 枚を

超えないこと，外国語原稿であれば 15,000 語を超えないこととする。 
 
７．すべての投稿原稿は，英語の要旨（300 語程度）を付すものとする。 
 
８．執筆者校正は原則として再校までとする。校正は字句の訂正のみにとどめ，大幅な加

筆修正は認めない。 
 
９．特殊製版（図表・写真版・特殊文字等）の費用は，執筆者の負担となる場合がある。 
 
10． 抜刷は 50 部を執筆者に贈呈するが，これを超えて希望する場合は執筆者の負担とす

る。 
 
11． 本論集に掲載される原稿の著作権は執筆者にある。ただし，投稿するにあたり執筆者

は編集委員会に対し，当該論文の電子化及び大阪大学機関リポジトリ上に公開・一般
利用者の閲覧・ダウンロードについて著作権（複製権・公衆送信権）上の許諾を与え



るものとする。なお，執筆者が当該論文を他に転載する場合には，事前に書面で編集
委員会に通知するものとする。 

 
12． 連絡先：大阪大学世界言語研究センター論集編集委員会 

〒 562－8558 大阪府箕面市粟生間谷東 8－1－1 
大阪大学世界言語研究センター研究協力係  
電話：072-730-5013　FAX：072-730-5009 
E-Mail：henshu@world-lang.osaka-u.ac.jp 

 
 　附　則 
　この改正は，平成 22 年４月１日から施行する。



「大阪大学世界言語研究センター論集」執筆要領

１） 原稿の執筆言語は問いません。 
 
２） 原稿は原則としてパソコンで作成するものとし，電子ファイルはＥメール等で提出し，

あわせてＡ４サイズに印刷したもの１部を提出してください。日本語原稿の場合は１
ページあたり 40 字× 40 行とします。 

 
３） 原稿の１枚目には表題，執筆者氏名，所属機関，職名，執筆言語名，キーワード（5

つまで）を原稿の執筆言語，日本語および英語で明記してください。さらに連絡先（郵
送先，電話番号，メールアドレス等）についても記載してください。 

 　＊ 執筆者氏名のローマ字表記は，姓，名の順としてください。（例MINO Hanako） 
 　＊ 要旨については，本文冒頭に付してください。 

４） ２枚目冒頭には表題のみを記すこととし，執筆者名等は不要です。本文は，その後に
1行あけて始めてください。 

 
５） 論文は，本文を節にわけ，１．２．３．．．．のあとにタイトルをつけてください。節を

細分化する場合は，1．1． 1．2． 1．3．．．．とし，さらに細分化する場合は 1．1．1． 1．1．2． 
1．1．3． ．．．としてください。 

 
６） 本文中の数字は原則として半角のアラビア数字としてください。 
 
７） 注は脚注とし，注番号は通し番号で注の挿入箇所の右肩に当該番号を付してください。 
 
８） 本文中での文献の指示については，［  ］に著者名，刊行年次，引用ページ数を下記

の要領で記載してください。 
 ［例］　［古賀 1984：168－169］ ［間瀬 1982：60］ 
 　　　［Kulas 1987：257－258］ ［Nasir 1978：85］  
 
９） 参考文献は稿末に一覧として記載してください。その際，著者名のアルファベット順

とし，同一著者による同一年次の文献は，2008a，2008b のようにアルファベットを
つけて区別してください。 

 ［例］　 三原幸久, 1984a,「イスパニア・ラ・リオハ州アルネドの言語遊戯」, Estudios 
Hispánicos 10, 大阪外国語大学イスパニア語研究室, pp. 63－90. 

編集委員会
（平成 20 年 5 月 1 日制定）

最近改正　平 22.4.1



 ――1984b,「チリで伝承されている 333 のなぞなぞ」,『大阪外国語大学学報』67, 大阪
外国語大学, pp. 93－145. 

 
10） 参考文献は著者名，刊行年，タイトルまたは論題，雑誌または書名，巻，号，出版社

名，出版地，ページ数の順に下記例の要領で記してください。日本語およびラテン文
字以外の参考文献は，単行本名や雑誌名をイタリックもしくは下線引きで記し，LOC
方式により転写してください。なお，執筆言語による参考文献の書誌情報については
この限りではありません。また，ラテン文字以外を使用する参考文献については，使
用文字ごとにまとめてください。 

 
［参考文献例］
Ashtiany, J., et al. （eds.）, 1990, ‘Abbasid Bells-Lettres, Cambridge University Press, 

Cambridge；New York.
Bahār, M., 1958, Sabk-Shenāsī 3 vols., Tehran.
Cousins, L. S., 1983, “Pali Oral Literature”, in P. Denwood and A. Piatigorsky （eds.）, 

Buddhist Studies : Ancient and Modern, Curzon Press, London, pp. 1－11. 
Cunningham, J.D., 1849, （rep., 1966）, A History of the Sikhs: From the Origin of the 

Nation to the Battles of the Sutlej, London （rep., Delhi）.
  日野舜也，1984，「スワヒリ世界の形成と拡大」，川田順三編『黒人アフリカの歴史世界』

民族の世界史 12，山川出版社，1987.
Hoàng Thị Châu, 1972, Vài nét về sự thay đổi ngữ âm của tiếng Việt trong nông thôn 

hiện nay （qua kết quả điều tra thổ ngữ ở Vĩnh Linh và Thái Bình）, Ngôn ngữ 4, 
Viện ngôn ngữ học, pp. 9－18.

―― 1989, Tiếng Việt trên các miền đất nước （phương ngữ học）, Nhà xuất bản Khoa Học 
Xã Hội, Hà Nội.

Mihara, Yukihisa 1984a, “Los juegos de palabras tradicionales recogidos en Arnedo, La 
Rioja, España”, Estudios Hispánicos 10, Departmento de Estudios Hispánicos, 
Universidad de Estudios Extranjeros de Osaka, pp. 63－90.

―― 1984b, “333 adivinanzas tradicionales recogidas en Chile”, Journal of Osaka 
University of Foreign Studies 67, Osaka University of Foreign Studies, pp. 93－145.

 Schwartzberg, J.E., （ed.）, 1978 （2nd ed., 1992）, A Historical Atlas of South Asia, Chicago 
University Press, Chicago（2 nd ed., New York；Oxford, Oxford University Press）.

吉川利治，1981，「タイ族の羽衣説話再考」，『世界口承文芸』３，大阪外国語大学口承文
芸研究会，大阪，pp. 357－364．

 
 　附　則 
　この改正は，平成 22 年４月１日から施行する。 



Call for Submissions: Journal of the Research Institute 
for World Languages

1.  Journal of the Research Institute for World Languages （  JRIWL） contributes to the 
progress of academic research by publishing and reporting the research outcomes 
of languages as well as cultures having language at their base. 

2.  The qualifications of authors will not be limited. 

3.  The submitted manuscript will be judged by the Editorial Committee based on 
peer reviews. However, this will not be the case if the Editorial Committee 
specifically requests the submission of an article. Manuscripts will not be returned 
to their authors. 

4.  The Journal accepts four kinds of manuscripts: academic papers, research notes, 
documents （including translations）, and critical reviews. Translations must not 
violate any rights such as translation rights. Manuscripts submitted to the Journal 
should be previously unpublished, and should not be under review for possible 
publication elsewhere. 

5.  As a general rule, manuscripts should be created on computers. Japanese 
manuscripts should not exceed 100 pages in length if they are academic papers, 
research notes, or documents, and should be 30 pages or less for critical reviews. 
Foreign manuscripts should be no more than 10,000 words on “A4”-size paper. In 
principle, these rules will also apply in the case where the Editorial Committee 
requests the submission of an article. 

6. When submitting two or more articles, they should not exceed a total of 150 pages 
of 400-character manuscript paper if written in Japanese, or more than 15,000 
words if written in a foreign language. 

7. All submitted manuscripts should be accompanied by an English synopsis of 
approximately 300 words. 

The Editorial Committee 
（Established May 1st, 2008）
Last Revision April 1st, 2010



8. In principle, the author can revise the paper up to its second proof. They should 
limit their proof-reading to typological errors, without making significant changes 
or additions to what they have already written. 

9. The Editorial Committee reserves the right to charge authors for extra costs for 
special printmaking （e.g. diagrams, photo engravings, or special characters etc）. 

10. Fifty offprints of the article except critical reviews will be made and sent to the 
authors free of charge. Costs for any more than that will be covered by the author. 

11. The copyright for each article included in JRIWL belongs to its author. However, 
upon submission, the contributor will grant the Editorial Committee copyrights 
（reproduction rights and rights of public transmission） to make the submitted 
manuscript electronically available, as well as making it public and allowing general 
users to browse and/or download it on the institutional repository. If the 
contributor wishes to reprint the manuscript elsewhere, the Editorial Committee 
must be notified in advance by written request. 

12. Contact Information: 
 Journal of the Research Institute for World Languages Editorial Committee 
 Research Institute for World Languages 
 Osaka University  
 8-1-1 Aomatani-Higashi, Minoh, Osaka 562-8558, Japan  
 Tel: 072-730-5013　　Fax: 072-730-5009 
 E-mail: henshu@world-lang.osaka-u.ac.jp 
 
Supplementary Provision 
This revision will be in effect from April 1st, 2010.



Notes on Style

1.  Manuscripts can be written in any language. 
 
2. As a general rule, the manuscripts should be typewritten and electronic files should 

be submitted via email along with five copies of the manuscript on “A4”-size 
paper （approximately 21 x 30 cm）. 

 
3. The covering letter should stipulate the following in the language the manuscript is 

written in, as well as in Japanese and English: title of the article, author’s name, 
affiliated institution, job title, name of the language the manuscript is written in, 
keywords （up to five） in the language. Furthermore, the contact address, phone 
number, fax number, e-mail address should be clearly stated. 

 　　＊  The author’s name, when spelled out in alphabet, should be written in the 
order of surname, then first name. （i.e. MINOH Hanako） 

 　　＊  The synopsis is to be attached at the beginning of the body text. 
 
4. The beginning of the second page should have only the title of the manuscript. It is 

not necessary to write other information such as the author’s name. The body text 
should start two lines below that. 

 
5. Academic papers should be divided into sections, and be numbered as 1. 2. 3…., 

followed by their titles. When further dividing sections into segments, they should 
be numbered as 1.1.  1.2.  1.3..., and further segmentation should be numbered as 
1.1.1.  1.1.2.  1.1.3... 

 
6. In principle, numbers in the body text are to be written in half-width Arabic 

numerals. 
 
7.  Notes are to be footnotes. Footnote numbers should be sequential, with the relevant 

number on the upper right-hand side of the place of insertion. 
 
8.  When citing works within the body text, the author’s name, year of publication, and 

cited page numbers are to be put in brackets as the following: 

The Editorial Committee 
（Established May 1st, 2008）
Last Revision April 1st, 2010



 ［Examples］ ［Koga 1984: 168－169］, ［Mase 1982: 60］, ［Kulas 1987: 257－258］, ［Nasir 
1978: 85］ 

 
9. The bibliography is to be listed at the end of the manuscript. They should be listed 

alphabetically, and works by the same author published in the same year should be 
differentiated by adding an alphabet at the end of the publication year, i.e. 2008a, 
2008b. 

 
10.  The bibliography must include the following information in this order: the author’s 

name, year of publication, title, name of publication, volume, issue, name of 
publisher, place of publication, and page numbers. Bibliographies written in 
languages other than Japanese and Latin characters should have the book or 
journal’s name either italicized or underlined and be transcribed on the base of 
ALA-LC Romanization Tables, except for bibliographical information written in the 
language of the manuscript. In the case of bibliographies written in characters 
other than Latin characters, each type of character should be listed in the same 
section. 

 
［example］
Ashtiany, J., et al. （eds.）, 1990, ‘Abbasid Bells-Lettres, Cambridge University Press, 

Cambridge；New York.
Bahār, M., 1958, Sabk-Shenāsī 3 vols., Tehran.
Cousins, L. S., 1983, “Pali Oral Literature”, in P. Denwood and A. Piatigorsky （eds.）, 

Buddhist Studies : Ancient and Modern, Curzon Press, London, pp. 1－11. 
Cunningham, J.D., 1849, （rep., 1966）, A History of the Sikhs: From the Origin of the 

Nation to the Battles of the Sutlej, London （rep., Delhi）.
  日野舜也，1984，「スワヒリ世界の形成と拡大」，川田順三編『黒人アフリカの歴史世界』

民族の世界史 12，山川出版社，1987.
Hoàng Thị Châu, 1972, Vài nét về sự thay đổi ngữ âm của tiếng Việt trong nông thôn 

hiện nay （qua kết quả điều tra thổ ngữ ở Vĩnh Linh và Thái Bình）, Ngôn ngữ 4, 
Viện ngôn ngữ học, pp. 9－18.

―― 1989, Tiếng Việt trên các miền đất nước （phương ngữ học）, Nhà xuất bản Khoa Học 
Xã Hội, Hà Nội.

Mihara, Yukihisa 1984a, “Los juegos de palabras tradicionales recogidos en Arnedo, La 
Rioja, España”, Estudios Hispánicos 10, Departmento de Estudios Hispánicos, 
Universidad de Estudios Extranjeros de Osaka, pp. 63－90.

―― 1984b, “333 adivinanzas tradicionales recogidas en Chile”, Journal of Osaka 
University of Foreign Studies 67, Osaka University of Foreign Studies, pp. 93－145.



 Schwartzberg, J.E., （ed.）, 1978 （2nd ed., 1992）, A Historical Atlas of South Asia, Chicago 
University Press, Chicago（2 nd ed., New York；Oxford, Oxford University Press）.

吉川利治，1981，「タイ族の羽衣説話再考」，『世界口承文芸』３，大阪外国語大学口承文
芸研究会，大阪，pp. 357－364．
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This revision will be in effect from April 1st, 2010. 
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　2010 年４月にセンター論集の投稿規程・執筆要領の若干の修正を行いました。投稿者
の執筆と読者の参照を円滑にするための変更です。また編集委員会規程の整備も行い，そ
れに伴う論集編集委員の改選で約半数の委員が交替いたしました。編集担当事務も奥山さ
ん・杉本さんから岸田さん・米山さんに変わりました。諸々の修正・整備・人員交替があ
りましたが，これまでの論集の基本理念に変更はありません。編集委員会も「動的均衡」
を保ち，論集編集方針に基づいて粛々と作業を進められるよう今後も努力いたします。
　センター論集の投稿件数は号を重ねるごとに増えており，センター構成員のみならず，
センター外の研究者，特にセンターと研究交流のある海外の研究者からの投稿もあり，セ
ンター内外で研究発表の媒体として認知され始めていることはうれしい限りです。
　センター論集の投稿規程・執筆要領（和文 ･英文）は世界言語研究センターホームペー
ジ上で，掲載論文・研究ノート等は大阪大学の「大阪大学学術情報庫（OUKA）」上で公
開されております。投稿をご検討される際にご参照ください。 （村上記）

編集後記


