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執筆要領      

Ⅰ. 原稿の作成

1. 横書き

2. 紙の大きさ:A4, ページ：10.5 ポイント（40 字×30 行）

3. 最初に章のタイトル

4. 章＞節＞項の３階層を基本とする。但し、不足する場合は、条を使用できる

が、なるべく使用は避ける。

章は、第 1 章、第 2 章,第 3 章、・・・。節は第 1 節、第 2 節、第 3 節・・・・。

項は（1）、（2）、（3）・・・。条は 1）、2）、3）で作成する。

5. 章の「はじめに」は、節の数字をいれない。いきなり文章で書き始めはじめ、

その章で取り扱う概要を記述する。次から第 1 節をはじめる。最後に「結び」

を書く。

6. 図と表は本文とは別ファイル（エクセル）に作成してください。第１章の図

は、図 1-1、表 1-1 などと書く。表記は、図は下に、表は上に記す。

7. 参考文献一覧表（論文で直接言及した引用文献のみを記載する）を最後に付

ける。

8. 図表などで著者権にかかわるものは、図表の下に明記する。

9. 図表の注は、（注）1）と書く。

10.資料、（注）の順番で記入する。

Ⅱ. 本文の作成

1. 句読点は、カンマ「、」と句点「。」を用いる。

2. 数字は、原則アラビア文字を用いて、半角文字で統一する。

3. 年号は西暦で統一。1950～2050 年、2000～50 年

4. 引用文は、「 」を使用する。

5. 書誌名は、『 』を使用する。 

6. 本文中に 2 つ以上引用文献を入れる場合、文献は；で分け、本文の後ろに以

下のようにする。

例：本文、、（Lesthaeghe 1989, pp.3-4; Goliber 1997, p.5; 早瀬 1999,6 ページ）。

Ⅲ. 注について

1. 注は、本文中に片カッコ上つきとして、各章ごとの通し番号をふる。

2. 注は文末脚注とする（本文の最後に記載する）。

3. 注のなかの文は改行を行わない。

Ⅳ. 引用文献の表記
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1.脚注等での表記は著者姓（発行年）ページ番号。

例 小崎（2011）15 ページ。

Borjas (2010) pp.20-22. 
2 文献目録

a)図書

  和文 編著者名（出版年）『書名』（シリーズ名）出版社。

英文 編著者名（出版年）、書名（イタリック体）、出版地（出版地が複数

ある場合最初の出版地），出版社。

（例） Borjas,G.J.（2010）Labor Economics 6th ed., ,New York, McGrawHill.
また、文献雑誌の巻号はイタリックにしない。

b)雑誌

和文 執筆者名（出版年）「論文名」『雑誌名』巻号、引用頁。

英文 執筆者名（出版年）、“論文名,”雑誌名（イタリック体）、巻号、引用頁. 
（例） Sachs,J（1979）,"Wages, Profits, and Macroeconomic Adjustment: A 
Comparative Study, ” Brookings Papers on Economic Activity, 
Vol.2,pp.269-332. 
3.Web からの引用

 アドレスを記入して、確認の年月を記入する。

 （例）http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Mainmenu.asp，2011 年 12 
    月 13 日確認済み）

4. 文献目録の配列順

 日本語文献と英語（欧米言語）文献を分ける。

日本語文献は著者姓あいうえお順に配列

 英語は著者姓アルファベット順

Ⅴ. 図と表について

1. 図と表は、各章ごとに通し番号と表題をつけ、必ず出所と資料を明記する。

 ［例：第 1 章の 2 番目の図と 3 番目の表］

 図 1-2 年齢階級別労働力率の推移・・・図の下に記載

  （資料）総務省統計局『労働力調査』・・・図の下に記載

表 1-3 高齢者の労働供給に関する推計結果・・・表の上に記載

（出所）清家・山田（2004）、70 ページ。・・・表の下に記載

2. 図表は本文に直接貼り付け挿入、本文に【図 1-1 挿入】挿入と指示を入れる。

図表のオリジナルデータ（EXCEL などで作成したファイル）は本文ファイ

ルとともに、提出し、その PRINT・OUT も同時に提出する。これは各章の

グラフの仕様を統一するため。
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2 ページ以上にまたがる大きな図表は不可。

3. 原書房の図と表の数は、各章で７枚を上限とする。できる限り必要最小限に

とどめる。

4. グラフの線などの色は必ずモノクロ（グレーは可）とする。その他のカラー

は不可。

Ⅵ. 編集者への指示がある場合

1. 原稿中に埋め込む。

（例）・・・・【編集者への指示を書く】・・・・ 

Ⅶ. 執筆者の校正について

1. 校正段階での大幅な加筆・修正はできないため、完成原稿で提出。

2. 執筆者の校正は原則として初校のみ。再校と 3 校は編者が行う。

Ⅷ. 原稿の字数

1. 原稿の字数：各章 2 万字（本文：図と表を含む）。

Ⅸ．索引の作成と書き方

◎「人名・機関名索引」と「事項索引」を分ける場合 

「人名・機関名索引」＝アルファベット順 

「事項索引」＝五十音順 

両者の区別をするために人名・機関名索引の前のカラム１に「１」といれる。 

(下記例) 

◎「人名・機関名索引」と「事項索引」を分けない場合 

すべてを「索引」とし、ソート用には欧文の著者、機関名はアルファベットで、

それ以外はヨミガナを採用し五十音順にする。 

◎ページの付け方 

最終三校原稿の PDF ファイルを見ながら、該当索引用語のページを入れる。 

◎索引の作成 

索引は、EXCEL で下記のように作成する。 

【重要】まず、「セルの書式設定」を「標準」でなく「文字列」にする。 

ページのカンマの後ろに半角カンマを入れる。 
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Ⅹ．表記の方法 （原書房 中村氏）

執筆者が一名の場合は表記を統一することが基本ですが、人口学ライブラリ

ーのように執筆者が多数、しかも断続的に刊行する複数巻のシリーズである場

合、表記を統一することは現実には困難であるという事情から、原書房では表

記を神経質に統一することはしていません。 

各章のなかで違和感がなければ、執筆者の表記をそのまま採用している、とい

うのが現実です。（ひとつの章のなかで目についた表記のゆれに限って統一する

ことが原則、地の文は統一するがカギカッコでくくる文献の表記は統一すべき

ではない等の事情もあり、表記統一はなかなかむずかしいです） 

例 （原書房 中村氏のやり方） 

～の通り ⇒ ～のとおり 

殆ど ⇒ ほとんど 

～する時、～という事、～という所 ⇒ ～するとき、～ということ、～という

ところ 

というように、「 ⇒ 」より右の表記を採用しますが、各執筆者の好みは当然異

なります。 

人名・機
関名

事項および人名（和名も入れてい
る時はかっこ内に入れる）

読み方、五十音順,　欧文はアルファベット ページ

宗教人口学 しゅうきょうじんこうがく i
1 Derosas, Renzo（デローザ） Derosas, Renzo i
1 Frans van Poppel（ヴァン・ボッペル） Frans van Poppel i

マイノリティ まいのりてぃ ⅲ, 2
World Christian Database(WCD) World Christian Database ⅲ
Pew Research Center(PRC)（ピュー研究センター )Pew Research Center ⅲ, 2
エスニシティ えすにしてぃ ⅲ
世界価値観調査 (WVS:World Value
Survey)

せかいかちかんちょうさ ⅳ, 4, 20, 21

第２の人口転換 だいにのじんこうてんかん ⅳ


