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1. 本誌はアジア英語に関連したテーマについて、研究論文、調査報告、書評、エッセイ等
を掲載する。
2. 本誌に投稿できるものは次のとおりとする。
(1) 日本「アジア英語」学会の会員
(2) 上記以外の者で、編集委員会が特に委嘱した者
3. 本誌の言語は日本語と英語とする。
4. 原稿提出は電子メールの添付ファイルによる。氏名・所属を記入するファイル、及び氏
名・所属を記入しないファイル、の両方を提出する。
5. 原稿の分量は研究論文・調査報告等の場合、400 字詰原稿用紙 40 枚（B5 用紙 20 枚）
相当、書評・エッセイ等の場合は、同 10 枚（B5 用紙 5 枚）相当とする。
6. 書式の詳細は次のとおりとする。
(1) PC およびソフト：Windows、Microsoft Word を使用
(2) 用紙：B5 横書き
(3) フォント：和文は「MS 明朝」
、英文は century を使用
(4) ポイント：10.5 ポイント
(5) 書式設定：和文は 1 行に 40 字、英文は 1 行 80 letters とし、1 ページ 30 行。
余白は上 23 mm、下 20 mm、左 17 mm、右 17 mm とする。
(6) タイトル、氏名等：論文タイトル・氏名・所属の順にそれぞれ独立した行でセン
タリングして書く。また、日本語論文には英語によるタイトル・氏名・所属を、
英語原稿には日本語によるタイトル・氏名・所属を別紙に書いて提出する。
(7) 注・参考文献：基本的には APA の書式に従う。
注は本文末に、参考文献は注の後ろにつける。
(8) アブストラクト：日本語原稿には英語によるアブストラクトを、英語原稿には日
本語によるアブストラクトを作成し、タイトル・氏名・所属の後に置く。分量は
日本語の場合は 600 字、英語の場合は 200 語以内とする。
(9) キーワード：アブストラクトの次に、6 語以内でキーワードを記す。キーワード
は日本語と英語で書く。
7. 編集委員会は投稿論文等の査読の依頼を行い、査読者の評価に基づいて掲載の諾否を決

定する。
8. 掲載された寄稿物（論文、調査報告、書評、巻頭言、エッセイ他）を電子化して公開す
る権利は、日本「アジア英語」学会が有するものとする。日本「アジア英語」学会は
寄稿物を電子化して公開する権利を、刊行後 1 年間は独占的に有するものとする。た
だし刊行から 1 年を経過した後には、執筆者は電子媒体へ転載を日本「アジア英語」
学会の許可を得て行うことができる。
9. 投稿の締め切りは毎年 11 月末日とする。なお、投稿原稿はひとつの号につき、1 本の
みとする。 注意：2020 年度に限り、締め切りを 2021 年２月末とします。

【問い合わせ先・原稿送付先】
日本「アジア英語」学会のウェブサイトで、紀要に関するページをご覧ください。問い合
わせ先及び原稿送付先の電子メールアドレスを記載しております。
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Instructions for Authors
1. Asian English Studies publishes the following types of contributions: full-length
articles, reports, book reviews, and essays on topics related to Asian Englishes.
2. The journal accepts contributions from:
(1) The members of the Japan Association for Asian Englishes.
(2) Non-JAFAE members requested to contribute by the editors of Asian English
Studies.
3. The language of publication is Japanese or English.
4. Manuscripts should be submitted via email as attached files. Authors are requested
to submit their manuscripts in the form of two files, one with the title, author’s
name and affiliation, and the other without such identifiable information.
5. The length of articles or reports should be approximately 6000 words, and 1500
words for reviews or essays.
6. Manuscripts should be prepared in accordance with the guidelines below:
1) Computer and Software: Windows, Microsoft-Word.
2) Paper size: B5
3) Fonts: MS Mincho for Japanese; Century for English
4) Font size: 10.5
5) Page format: Japanese: 40 letters, 30 lines English: 80 letters, 30 lines Margins:
top 23mm, bottom 20mm, left 17mm, right 17mm
6) Title and names: The title of the paper, name, and affiliation of the author should
be placed in the center of the paper in this order one piece of information per line.
For contributions in Japanese, the title, name and affiliation should also be
submitted in English, or in the case of English contribution, the title, name, and
affiliation should be given in Japanese on a separate sheet.
7) Notes, References: Authors are requested to follow the APA Style Sheet. Notes
and References should be placed at the end of the paper.
8) Abstracts: An abstract in English should be submitted with a Japanese article.
Abstracts should be no longer than 200 words and placed after the title, author’s

name and affiliation. An abstract in Japanese should be included with an
English article.
9) Key Words: Authors are requested to supply up to 6 key words in both Japanese
and English placing after the abstract.
7. Each article will be reviewed anonymously by experts in its discipline, and the
editorial committee will make the final decision about its acceptability.
8. The right to digitize and publish the following types of contributions: full-length
articles, reports, book reviews, forewords, essays and others related to Asian
Englishes, shall belong to The Japanese Association for Asian Englishes. The
Japanese Association for Asian Englishes shall have the exclusive right to publish
the contributions in electronic form for one year after publication. However, one
year after publication, the author may reprint in electronic form with the
permission of The Japanese Association for Asian Englishes.
9. The deadline of submission is the last day of November. A contributor is entitled to
submit only one article per issue.

Inquiries and submission: Please see our website for details
(http://www.jafae.org/engkish/publications.html)

