『アスフォデル』投稿要領
発

行

年１回（７月下旬）

投稿資格

同志社女子大学英語英文学会会員であること。

内

容

英語・英米文学およびその他関連分野に関する論文、研究ノート、実践報告、

長

さ

・和文の場合、

翻訳、書評、創作など。
（論文、実践報告）Ａ４用紙、およそ35字×28行（横書き）で15枚程度（注
を含む）
。
（研究ノート、書評）同４枚以上。
・英文の場合、
（論文、実践報告）Ａ４用紙、およそ60字×25行で20枚程度（Notes を含む）。
（研究ノート、書評）同７枚以上。
概

要

和文、英文のいずれの場合にも英語の Abstract か Summary（200words 程度）

提

出

投稿原稿はマスター・コピーを含めて３部提出する。翻訳の場合は必ず原文を

書

式

を添付する。
添付すること。
『MLA 英語論文の手引き』最新版（北星堂）や Publication Manual of the
American Psychological Association (APA) latest edition など、各分野の
国際的に通じる書式に従う。
なお、注と引用文献は論文の末尾にまとめて付ける。
略

歴

別紙Ａ４用紙に氏名（ローマ字を付ける）、題目（欧文タイトルも明記すること）、
現在の職位（複数ある場合は、掲載希望のものに印をつけておくこと）、学部
卒業年度、最終学歴とその修了年度、現住所、電話番号、メールアドレスなど
を記すこと、略歴は３部提出すること。

締

切

提 出 先

３月31日（当日消印有効）
同志社女子大学英語英文学会
〒602-0893

備

考

京都市上京区今出川通寺町西入（TEL／FAX：075-251-4193）

投稿原稿は編集委員会において厳密に検討し、採否を決定する。
原稿の採用が決定した段階で、完成原稿を USB メモリなどの記録媒体（氏名、
タイトル、機種名、ソフト名記入）に保存し提出する。
校正は原則として執筆者が行う。訂正加筆は植字上の誤りに関するもののみと
し、内容の変更は行ってはならない。なお掲載された論文等の著作権は本学会
に帰属することとする。今後電子化して公開する。
その他不明な点は同志社女子大学英語英文学会事務局に問い合わせること。

Asphodel Submission Guidelines
Publication
Yearly (late July).
Who may apply Members of the English Society of Doshisha Women’s College.
Categories
Articles on the English language, British or American
literature, and related topics; short research reports; reports
from the classroom; translations; book reviews; creative
writing; other.
Length
In Japanese: A4 paper, approx. 28 lines/page, 35 characters/line
Articles and reports from the classroom: around 15 pages (incl.
notes) Short research reports and book reviews: 4 pages or more
In English: A4 or 8.5”×11” paper, approx. 25 lines/page, 60
letters/line
Articles and reports from the classroom: around 20 pages (incl.
notes) Short research reports and book reviews: 7 pages or more
Abstract
For both English and Japanese submissions, attach an abstract
or summary of roughly 200 words.
Materials
Three copies of the manuscript, including a master copy. In
the case of translations, attach the Japanese or English original
manuscript.
MLA Handbook for Writers of Research Papers latest edition,
Style
Publication Manual of the American Psychological Association (APA)
latest edition, or other internationally accepted style guide.
Personal history On a separate sheet of A4 or 8.5”×11” paper, write your full
name, submission title, current position (if more than one,
indicate which one you wish listed), graduation year, most
recent academic degree and date of acquisition, current
address, telephone number, and email address. Submit three
copies.
Deadline
March 31. (Submissions must be postmarked by the deadline.)
Send to
The English Society of Doshisha Women’s College
Teramachi-Nishiiru, Imadegawa-dori, Kamigyo-ku, Kyoto 6020893, JAPAN Tel/Fax: 075-251-4193
Editorial policy Submissions receive stringent review and evaluation by
editorial board members. After an article is accepted, a master
copy and an USB flash drive or other recording (inscribed
with author’s name and title, computer model, and software
name) must be submitted. As a rule, proofreading is done by
the author. Corrections and additions should be limited to
correcting typographical errors, without altering the content.
The English Society will retain copyright on all published
articles, reports, etc. In future, content will be made available
online. Address inquiries to the office of the English Society of
DWC.

