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１１．投稿料
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本学校保健学会会員に限る．
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０００円を
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３．投稿者の責任

する．

・掲載された論文の内容に関しては，投稿者全員が責
任を負うこととする．

１２．原稿送付先
〒１１３―０００１ 東京都文京区白山１―１３―７
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上，原稿とともに送付する．

内「学校保健研究」編集事務局

その際，投稿者の住所，氏名を書いた返信用封筒
（角２）を３枚同封すること．
１３．同一著者，同一テーマでの投稿は，先行する原稿が

４．著作権

受理されるまでは受け付けない．

本誌に掲載された論文等の著作権は，一般社団法人
日本学校保健学会に帰属する．

１４．掲載料
刷り上り８頁以内は学会負担，超過頁分は著者負担

５．倫理

（１頁当たり１３，
０００円）とする．

投稿者は，一般社団法人日本学校保健学会倫理綱領
を遵守する．

１５．「至急掲載」希望の場合は，投稿時にその旨を記す
こと．「至急掲載」原稿は，査読終了までは通常原稿

６．投稿原稿の種類

と同一に扱うが，査読終了後，至急掲載料（５０，
０００円）
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「至急掲載」の場合，掲載料は，全額著者負担となる．
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カッコ（「，『，（，［など）は１字分とする．
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８．文献は引用順に番号をつけて最後に一括し，下記の
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附則：
本投稿規程の施行は平成２９年（２０１７年）
１０月９日とする．

投稿時チェックリスト（平成２７年４月１日改定）
以下の項目についてチェックし，記名・捺印の上，原稿とともに送付してください．
□ 著者（共著者を含む）は全て日本学校保健学会会員か．
□ 投稿に当たって，共著者全員が署名したか．
□ 本論文は，他の雑誌に掲載されたり，印刷中もしくは投稿中の論文であったりしないか．
□ 同一著者，同一テーマでの論文を「学校保健研究」に投稿中ではないか．
□ 原著もしくは研究報告として投稿する和文原稿には４００語程度の構造化した英文抄録とその日本語訳を，英文原稿
には１，
５００字以内の構造化した和文抄録をつけたか．
□ 英文抄録及び英文原稿について，英語に関して十分な知識を持つ専門家の校正を受けたか．
□ キーワード（和文と英文，それぞれ五つ以内）を添えたか．
□ 研究の内容が倫理的配慮を必要とする場合は，研究方法の項目の中に倫理的配慮をどのように行ったのかを記載
したか．
□ 文献の引用の仕方は正しいか（投稿規程の「原稿の様式」に沿っているか）
□ 本文には頁番号を入れたか，原稿全体の左余白に行番号を付したか．
□ 図表，写真などは，直ちに印刷できるかたちで別紙に作成したか．
□ 図表，写真などの挿入箇所を原稿中に指定したか．
□ 本文，表及び図の枚数を確認したか．
□ 原稿は，正（オリジナル）１部と副（コピー）２部があるか．
□ 正（オリジナル）原稿の表紙には，次の項目が記載されているか．
□ 表題（和文と英文）
□ 著者名（和文と英文）
□ 所属機関名（和文と英文）
□ 代表者の連絡先（和文と英文）
□ 原稿枚数
□ 表及び図の数
□ 希望する原稿の種類
□ 別刷必要部数
□ 副（コピー）原稿２部のそれぞれの表紙には，表題，キーワード（以上和英両文）のみが記載されているか（そ
の他の項目等は記載しない）
．
□ 表題（和文と英文）
□ キーワード（和文と英文）
□ ５，
０００円を納入し，郵便局の受領証のコピーを同封したか．
□ 投稿者の住所，氏名を書いた返信用封筒（角２）を３枚同封したか．
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