
2 References 記述の全体的テンプレート 
2.1 非定期刊行物の場合 
 
Surname,￭G.￭M.,￭Suff.￭(Contribution,￭
Contribution￭&￭Contribution).,￭Surname,￭
G.￭M.,￭Suff.,￭&￭Surname,￭G.￭M.,￭Suff.￭
(Contribution￭&￭Contribution).,￭&￭
Surname,￭G.￭M.,￭Suff.,￭Surname,￭G.￭M.,
￭Suff.,￭&￭Surname,￭G.￭M.,￭Suff.￭
(Contribution).￭ 
 
(YEAR,￭Month￭XX).￭ 
 
Reference￭work￭title:￭Reference￭work￭
subtitle￭ 
(G.￭M.￭Surname￭Suff.,￭Contribution,￭
Contribution￭&￭Contribution,￭G.￭M.￭
Surname￭Suff.,￭&￭G.￭M.￭Surname￭Suff.,
￭Contribution￭&￭Contribution,￭&￭G.￭M.￭
Surname￭Suff.,￭G.￭M.￭Surname￭Suff.,￭&
￭G.￭M.￭Surname￭Suff.,￭Contribution,￭ 
Version-name￭version,￭ 
0th￭ed.,￭ 
Vols.￭00-00,￭ 
Thesis/Dissertation information)￭ 
[Description].￭ 
 
In￭ 
G.￭M.￭Surname￭Suff.￭(Contribution,￭
Contribution￭&￭Contribution),￭G.￭M.￭
Surname￭Suff.,￭&￭G.￭M.￭Surname￭Suff.￭
(Contribution￭&￭Contribution),￭&￭G.￭M.￭
Surname￭Suff.,￭G.￭M.￭Surname￭Suff.,￭&
￭G.￭M.￭Surname￭Suff.￭(Contribution),￭ 
Whole￭work￭title:￭Whole￭work￭subtitle￭ 
(G.￭M.￭Surname￭Suff.,￭Contribution,￭
Contribution￭&￭Contribution,￭G.￭M.￭
Surname￭Suff.,￭&￭G.￭M.￭Surname￭Suff.,
￭Contribution￭&￭Contribution,￭&￭G.￭M.￭
Surname￭Suff.,￭G.￭M.￭Surname￭Suff.,￭&
￭G.￭M.￭Surname￭Suff.,￭Contribution,￭ 
Version-name￭version,￭ 
0th￭ed.,￭ 
Vols.￭0-00,￭ 
pp.￭00-00)￭ 
[Description].￭ 
 
Location,￭SA:￭Publisher.￭ 
OR 
Alternative information for publisher 
information￭ 
 
(Accession number;￭Recorded year;￭
Master copy information;￭Original work 
information;￭Retrieval/Location 
information) 

 ■references の記述は、ピリオドやカンマ、半角スペース
の位置等も重要なので、すべてこのフォーマット通りにな
るように注意すること。APA 記述構造上のスペースは￭で、
記述構造とは関係のないスペースは￭で示してある。 

 

■この例では適宜改行を挟んでいるが、実際の References

では改行は一切挟まない。 

※左例の改行でブロック分けしてある一つ一つが大きな塊
となっていて、それぞれが終わるごとにピリオドで終止す
る。（それ以外の部分では、終了の意味のピリオドを打って
はならない。但し、単語の省略を意味するピリオドは記述
しなくてはならない（e.g., Ed.、Trans.） 

 

■Reference￭work￭title:￭Reference￭work￭subtitle￭の部分
は、写しの元（正本）が、別の作品中に、その一部として
（巻を別立てせずに）収載されたものである場合は、イタ
リサイズしてはならない。またその場合にのみ、以下の In

で始まるブロックについて記述する必要がある。 

 

■Thesis/Dissertation information の部分は、引用作品が学
位論文である場合にのみ記述する。 

 

■In￭の部分は、収載巻が記録媒体（tape、CDや DVD）に
収録された形の作品の場合は On￭に変える。（音楽 CDや映
画の DVDなど） 

 

■収載巻情報の pp.￭00-00の箇所は、収載巻にページ数が
ない場合はチャプター番号（chaps.￭00-00）やパラグラフ
番号（paras.￭00-00）で代える。 

■「Location,￭SA:￭Publisher.￭」の部分は、場合によっては
Retrieval/Location￭information￭を代わりに記述することが
ある。 

■Alternative information for publisher informationの末尾に
ピリオドを打つかどうかは、Alternative information for 

publisher information の記述内容によって変わってくるの
で注意 

 

■赤字で示した項目（Thesis/Dissertation information、
Alternative information for publisher information、Master 

copy information、Original work information、
Retrieval/Location information）は、それぞれ条件によって
記述が大きく変化するので注意。 

 

■英数字や記号はすべて半角で記述し、特に数字はアラビ
ア数字以外の使用を認めない。タイトルや貢献者名に、半
角にない記号（①、②、③、★、～, etc）が使われている
場合にのみ、全角の記号の使用を認める。 

ローマ数字（i、ii、iii、iv、I、II、III、IV, etc）は半角英字 ivxIVX

ですべて記述できるので、数字の変換で得られる全角の記
号（ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ, etc）で記述するこ
とは認めない。 

 

■同一要素は複数ある場合は、基本的に全てアルファベッ
ト順に並べるが、Contribution のある貢献者名に関しては、
地位の高い Contribution 順に並べる点に注意。 

 

■References 内での並び順は、 

・日本語作品はそれだけまとめて 50音順に、 

・それ以外の言語で制作された作品・それ以外の言語に翻
訳された作品はアルファベット順に並べる。 

Author position 

（著者位置） 

 

貢献者名 
Contribution 

Publication date 
（出版年月日） 

Reference work 

information 

（引用作品情報） 

 

引用作品タイトル 

引用作品補足情報 

補足貢献者 

バージョン情報 

エディション情報 

巻数情報 

学位論文情報 

Description 

Whole work 

information 

（収載巻情報） 

 

In（On） 

収載巻貢献者 

収載巻タイトル 

収載巻補足情報 

収載巻補足貢献者 

バージョン情報 

エディション情報 

巻数情報 

収載箇所情報 

Description 

Publisher 

information 

OR 

Alternative 

information for 

publisher 

information 

（出版元情報また
は出版元情報の代
替情報） 

Additional 

information 

（末尾追加情報） 



2.2 定期刊行物の場合 
 
Surname,￭G.￭M.,￭Suff.￭(Contribution,￭
Contribution￭&￭Contribution).,￭Surname,￭
G.￭M.,￭Suff.,￭&￭Surname,￭G.￭M.,￭Suff.￭
(Contribution￭&￭Contribution).,￭Surname,
￭G.￭M.,￭Suff.,￭Surname,￭G.￭M.,￭Suff.,￭&
￭Surname,￭G.￭M.,￭Suff.￭(Contribution).￭ 
 
 
(YEAR,￭Month￭XX).￭ 
 
 
Reference￭work￭title:￭Reference￭work￭
subtitle￭ 
(G.￭M.￭Surname￭Suff.,￭Contribution,￭
Contribution￭&￭Contribution,￭G.￭M.￭
Surname￭Suff.,￭&￭G.￭M.￭Surname￭Suff.,
￭Contribution￭&￭Contribution,￭&￭G.￭M.￭
Surname￭Suff.,￭G.￭M.￭Surname￭Suff.,￭&
￭G.￭M.￭Surname￭Suff.,￭Contribution,￭ 
Version-name￭version,￭ 
0th￭ed.,￭ 
Thesis/Dissertation information)￭ 
[Description].￭ 
 
 
Whole￭work￭title:￭Whole￭work￭subtitle,￭ 
Version-name￭version,￭ 
0th￭ed.,￭ 
00(00)-00(00),￭00-00.￭ 
[Description].￭ 
 
 
 
Alternative information for publisher 
information￭ 
 
 
(Accession number;￭Recorded year;￭
Master copy information;￭Original work 
information;￭Retrieval/Location 
information) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

■references の記述は、ピリオドやカンマ、半角スペース
の位置等も重要なので、すべてこのフォーマット通りにな
るように注意すること。APA 記述構造上のスペースは￭で、
記述構造とは関係のないスペースは￭で示してある。 

 

■この例では適宜改行を挟んでいるが、実際の References

では改行は一切挟まない。 

※左例の改行でブロック分けしてある一つ一つが大きな塊
となっていて、それぞれが終わるごとにピリオドで終止す
る。（それ以外の部分では、終了の意味のピリオドを打って
はならない。但し、単語の省略を意味するピリオドは記述
しなくてはならない（e.g., Ed.、Trans.） 

 

■Thesis/Dissertation information の部分は、引用作品が学
位論文である場合にのみ記述する。 

 

■定期刊行物には、1つの巻が何号かに分けて発行される
ものがある。 

そのような定期刊行物のなかで、ページ数が毎号 1ページ
から始まるものがあるが、その場合は号数も記述しないと、
ページ数だけでは詳細な個所の特定に至らない。 

よって、そういった定期刊行物の巻数情報は、巻数だけで
なく号数も記述するために、「巻数(号数)」という記述方法
を採る。 

36(12) （36 巻の 12号目という意味） 

130(9)  （130 巻の 9号目という意味） 

一つの巻を通して、号を改めてもページ数が通しで振られ
ている場合は、巻番号だけで場所が特定できるため、(号数)

の部分は記述しなくて良い。 

 

■定期刊行物の収載箇所は、p.や pp.を記述しない（新聞を
除く）。 

 

■収載巻にページ数がない場合はチャプター番号（chaps.

￭00-00）やパラグラフ番号（paras.￭00-00）で代える。 

 

■Alternative information for publisher informationの末尾に
ピリオドを打つかどうかは、Alternative information for 

publisher information の記述内容によって変わってくるの
で注意 

 

■赤字で示した項目（Thesis/Dissertation information、
Alternative information for publisher information、Master 

copy information、Original work information、
Retrieval/Location information）は、それぞれ条件によって
記述が大きく変化するので注意。 

 

■英数字や記号はすべて半角で記述し、特に数字はアラビ
ア数字以外の使用を認めない。タイトルや貢献者名に、半
角にない記号（①、②、③、★、～, etc）が使われている
場合にのみ、全角の記号の使用を認める。 

ローマ数字（i、ii、iii、iv、I、II、III、IV, etc）は半角英字 ivxIVX

ですべて記述できるので、数字の変換で得られる全角の記
号（ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ, etc）で記述するこ
とは認めない。 

 

■同一要素は複数ある場合は、基本的に全てアルファベッ
ト順に並べるが、Contribution のある貢献者名に関しては、
地位の高い Contribution 順に並べる点に注意。 

 

■References 内での並び順は、 

・日本語作品はそれだけまとめて 50音順に、 

・それ以外の言語で制作された作品・それ以外の言語に翻
訳された作品はアルファベット順に並べる。 

Author position 

（著者位置） 

 

貢献者名 
Contribution 

Publication date 
（出版年月日） 

Whole work 

information 

（収載巻情報） 

 

収載巻タイトル 

収載巻補足情報 

バージョン情報 

エディション情報 

巻数情報 

収載箇所情報 
Description 

Additional 

information 

（末尾追加情報） 

Alternative 

information for 

publisher 

information 

（出版元情報の代
替情報） 

Reference work 

information 

（引用作品情報） 

 

引用作品タイトル 

引用作品補足情報 

補足貢献者 

バージョン情報 

エディション情報 

学位論文情報 
Description 


