
Notes for Contributors 

 

1. Range of publication: The APU Journal of Language Research publishes research articles, book reviews, and 
research articles translated into English or Japanese from other languages. Works published in other journals, 
books or monographs will not be accepted. Papers based on conference presentations must be accompanied by 
information on the names, venues, and dates of the conferences. 

2. Frequency of publication: Once annually. 
3. Languages accepted for publication: English or Japanese 
4. Abstract: Research articles written in English must include an abstract of approximately 200 words; those 

written in Japanese must include an abstract of approximately 400 characters. 
5. Key terms: List up to five key terms in the language of the paper below the abstract. 
6. Length of paper: Research articles and translations should not exceed 7000 words, and book reviews 2000 

words. 
7. Publication: The editors reserve the right to decide whether or not to publish submitted papers.  
8. Complimentary copies: Authors of accepted papers will receive two copies of the issue carrying their paper. 
9. Submission of papers: Submit the electronic version of the manuscript in one file to aplj@apu.ac.jp. Any 

diagrams and figures should be put in appropriate places within the text. 
10. Number of submissions accepted: In principle, one paper per person will be accepted. In 

exceptional circumstances, submission of more than one paper with the involvement of one and 
the same author may be accepted for publication.  

11. Copyright: Ritsumeikan Asia Pacific University possesses the right of consent regarding the database archiving, 
copying, and reproduction of the literature in this journal. Should authors wish to re-use the materials therein, 
the secretariat must be advised in advance. 
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投稿規定 

 

1. 原稿の種類：研究論文、書評、日本語・英語以外で発表された研究論文の翻訳を掲載する。未公刊の

ものに限る。学会発表に基づく場合は、学会の名称、発表の日付、場所など、必要な情報を付記する

こと。 

2. 発行回数：年１回とする。 

3. 使用言語：日本語または英語とする。 

4. アブストラクト：研究論文にはアブストラクトをつける。日本語原稿の場合は400字程度の日本語で、

英語原稿の場合は 200 語程度の英語でこれを行う。 

5. キーターム：原稿中の主要語句を最大 5つ、アブストラクトの下に記す。日本語原稿では日本語、英

語原稿では英語を用いる。 

6. 分量：研究論文、翻訳は 15 ページ以内、書評は 5ページ以内とする。 

7. 原稿の採否：編集委員会が採否を決定する。 

8. 献本規定：採用の場合、掲載号 2部を進呈する。 

9. 提出方法：原稿の電子ファイルを aplj@apu.ac.jp に送付する。図表を用いる場合は、同一ファイル内

の適所に配置すること。 

10. 受付原稿数：原則、1 著者あたり 1 本とする。例外的に、同一著者の論文を複数、受け付ける場合が

ある。 

11. 著作権：本誌に掲載される著作物の複写・転載およびデータベースへの取り込みに関する許諾の権利

は立命館アジア太平洋大学が保有する。以上は、著作者自身がこれらの権利を行使することを制限す

るものではないが、著作者が再利用する場合には事前に「ＡＰＵ言語研究論叢 編集委員会」事務局

まで届け出ることとする。 


