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１）ジャーナル概要 
「Gender and Sexuality」は、国際基督教大学ジェンダー研究所が年一回発行するジェ
ンダー・セクシュアリティ研究分野の学術誌である。研究部門では、ジェンダー・セクシ

ュアリティ研究における実証的研究や理論的考察に関する論文を掲載する。フィールド部

門では、活動家によるケーススタディ、組織・国内・国際レベルにおけるジェンダー関連

活動に関する報告を掲載する。 
 
２）第二巻発行日： 2006年 12月 
３）第二巻論文投稿締切： 2006年 9月 30日（土）当日消印有効 
４）原稿提出先： 国際基督教大学ジェンダー研究センター編集委員会 
郵送： 〒181-8585 東京都三鷹市大沢 3-10-2 ERB301  
電子メール： cgs@icu.ac.jp 
５）応募要綱 
a)原稿提出 
・本誌に投稿される原稿は、全文あるいは主要部分において、未発表であり、他誌へ投稿

されていないものとする。 
・原稿は、電子ファイルと印刷コピー両方を提出するものとする。 
・電子ファイルは、MSWord 等の一般的な文書作成ソフトで作成し、電子メールに添付し
て提出すること。 
・印刷コピーは、A4用紙にダブルスペース・片面印刷したものを 3部提出すること。 
・添付ファイルおよび印刷コピーのテクストは完全に一致しなくてはならない。 
・原稿投稿後、原稿に修正を加えた場合、修正原稿は電子メールに添付して提出すること。 
・使用言語は日本語または英語に限る。 
b)原稿 
・原稿（研究およびフィールド部門）は、図表、図版、参考文献および注なども含めて 16000
～20000 字の長さで、Publication Manual of the American Psychological Association 
（2001年発行第５版）のスタイルで執筆すること。 
・姓名・所属・住所・電話およびファックス番号は別紙による表紙に記載すること。審査

過程における匿名性を守るため、原稿の他の部分では執筆者氏名は一切伏せること。 
・タイトルは最長 40字とする。簡潔明瞭で、主要なトピックを抑えたものであることが望
ましい。 



・500字の要旨およびキーワードを 5つ以内、別紙にて添付すること。 
・前掲の規定に沿わない原稿は、改訂を求めて返却される。 
・本誌が国際的に発表される学術誌であることを踏まえたうえで原稿を執筆すること。 
c)図表および図版 
・図表は別紙で添付すること。本文内に取り込まないこと。 
・図版は直接印刷に耐える画質のものを添付すること。 
・本文中における図表・図版のおおよその位置を原稿上に示すこと。 
 
5）校正 
校正用原稿が執筆者に送付された場合、校正のうえ、提出期限内に返送すること。 
 
６）審査過程 
投稿原稿は編集委員会が指名する 3 人の審査者によって審査される。審査では独自性、学
術性、論旨の明快さ、重要性および主題のジェンダー・セクシュアリティ研究に対する貢

献度が考慮される。原稿の改稿が求められる場合、審査意見および編集コメントが執筆者

に伝えられる。投稿の受理・不受理の最終判断は編集委員会が下すものとする。 
 
７）著作権 
投稿を受理された論文の著作権は、他の取り決めが特別になされない限り国際基督教大学

ジェンダー研究センター編集委員会が保有するものとする。自己の論文および資料の複製

権および使用権に関して、執筆者に対する制限は一切なされないものとする。 
 
８）リプリント 
個々の論文のリプリントをジェンダー研究所に注文することができる。掲載された執筆者

には一冊 （複数執筆者がいる場合は 3冊まで）の該当誌が送られる。 
 
９注文 
購読の申し込みは cgs@icu.ac.jp までに。 
 
当規定は改定されることがある。 
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1) About the Journal 
Gender and Sexuality is published annually by the Center for Gender Studies at the 
International Christian University in Japan, focusing entirely on research and practice 
in Gender and Sexuality studies. The Research  section features well-documented 
articles on the practical aspects of research as well as applied theory in gender & 
sexuality studies. The Field Reports section includes practitioner-based case studies 
and articles concerning the design and development of gender-related activities and 
applications at institutional, national and international levels.  
 
2) Date of Publication for the first issue: December, 2006 
 
3) Application deadline for the first issue: September 30 (Sat), 2006 
 
4) Send to: The Editorial Board of the Center for Gender Studies,  
                       ERB 301, International Christian University 
                        3-10-2 Osawa Mitaka-shi ,Tokyo, 181-8585 Japan 
                       cgs@icu.ac.jp 
 
5) Guidelines for Contributors: 
a) Manuscript Submission 
•Submission of a manuscript to this journal is understood to imply that it, or 
substantial parts of it, have not been published, accepted for publication, or submitted 
for consideration elsewhere. 
•Manuscripts should be submitted electronically and in paper copy. 
•Electronic submissions should be sent as e-mail attachments using a standard word 
processing program, such as MS WORD. 
•Three paper copies of your manuscript should be submitted on A4 paper with double 
spacing, using one side only. 
•The text on e-mail attachments must match the manuscript precisely. 
•When the accepted paper is submitted in final form, please send it as an e-mail 
attachment. 



•Papers will be accepted both in English and Japanese. 
 
b) Manuscript Preparation 
•Manuscripts (for both the Research Articles  and the Field Reports sections) should be 
between 5,000 words and 7,000 words in length (including tables, figures, references, 
footnotes and pictures) and must conform to the style of the Publication Manual of the 
American Psychological Association (5th ed., 2001). 
•The name(s), affiliation(s), address(es), and phone and fax number(s) should appear on 
a separate cover page. To ensure anonymity in the review process, name(s ) of the 
author(s) should not appear elsewhere in the manuscript. 
•The title should be short (12 words maximum), informative and contain the major 
keywords. 
•An abstract of 100-150 words and up to 5 keywords should be typed on a separate page. 
•Manuscripts that do not conform to these specifications will be returned. 
•Contributors should bear in mind that they are addressing an international audience. 
  
c) Tables and Figures 
•Tables must be typed out on separate sheets and not included as part of the text. 
•Figures submitted must be of high enough standard for direct reproduction. 
The approximate position of tables and figures should be indicated in the manuscript.  
 
6) Proofs 
Page proofs are sent to the designated author. They must be checked carefully and 
returned within a definite period of time. 
 
7) Review Process 
Submissions are refereed by three individuals identified by the Editorial Board. A 
manuscript is judged on the basis of originality, scholarship, clarity of discourse, and 
significance, as well as the degree to which the subject matter contributes to the field of 
gender and sexuality studies. Referees’ notes and editorial comments are usually 
communicated to the author when revision is requested. The Editorial Board retains  
final authority in accepting or rejecting manuscripts.  
 
8) Copyright  
Papers accepted become the copyright of the Editorial Board of the Center for Gender 
Studies, unless otherwise specifically agreed. No limitation will be placed on the 



personal freedom of authors to copy or to use, in subsequent work, material contained in 
their papers. 
 
9) Reprints 
Reprints of an individual article may be ordered from the Center for Gender Studies. A 
complimentary copy of the issue will be mailed to each author (up to three for multiple 
authors). 
 
10) Order 
To subscribe to the journal, please send an e-mail to: cgs@icu.ac.jp 
 
*These regulations may be further changed or modified. 
 


