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『公認心理師：実践と研究』執筆のためのガイドライン 

 

2021 年 11 月 8 日理事会議決 

 

1．論文の文字数（A4判 40字×40行を 1枚として）等 

（1）原著論文：本文（図・表と文献を含める）が 11枚以内。 

（2）資料論文：本文（図・表と文献を含める）が 5.5枚以内。 

（3）本文とは別に，すべての論文で，以下を必要とする。 

○和文タイトル（表題）：35 字以内。サブタイトルはできるだけ避ける。どうして

も必要な場合は，35字以内に含めるものとする。 

○英文タイトル：和文タイトルに合わせて適切に英訳する。 

○和文要旨：400～500文字。 

○英文要旨：100～175 words とし，和文要旨と英文要旨の内容に不一致がないよ

うにする。 

○キーワード：3～5語を和文と英文で記載。 

（4）英文要旨は，英語の専門家による校閲を受けた上で投稿する。 

（5）行番号を記載する。 

（6）MS-Wordのテンプレートファイルを利用されたい。 

 

2．論文の書き方 

（1）手書き原稿は不可とする。ワープロソフトを使用して作成する。A4 判，フォント

サイズは 10.5ポイント，40字×40行を 1枚とした横書きの体裁とする。 

（2）原則として，新かなづかい，常用漢字を用い，数字は算用数字を用いる。外国の

学者名は原語で，薬品名は一般名を用いて原語で示す。専門用語は邦語を用い，必

要な場合は（ ）内に原語を併記する。略語を用いる場合でも，初出箇所ではフルス

ペルを記載する。 

（3）本文は，原則として，問題と目的，方法，結果，考察，文献とする。脚注などの

注釈は用いない。 

（4）句読点は，「，」と「。」を用いる。 

（5）計量単位は，国際単位系（SI）を用いる。 

（6）見出しは大見出し・中見出し・小見出しの 3つの階層とし，それぞれゴシック体で

表記する。各見出しに数字やアルファベットは付けない。原稿では，大見出しの冒

頭に●，中見出しの冒頭に▲，小見出しの冒頭に■を付けておく。●・▲・■はい

ずれも校正段階で削除される。 

（7）下線，イタリック体，ゴシック体にする箇所があれば，指示を明記する。原則と

して見出し以外の本文ではゴシック体を使用しない。 
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（8）特に，事例研究においては，個人が同定できないよう，十分に配慮する。プライ

バシーの保護に関する全責任は著者（投稿者）が負う。 

（9）査読にあたっては著者情報を伏せる必要があるため，原稿から著者が特定できる

ような記述は避ける。 

 

3．文献の引用方法 

 本文で文献を引用する場合は著者の姓と公刊年を記載する。文献に言及するだけでな

く，文章そのものを引用する場合は，その部分を「 」で括って明示する。 

▶文章として文献を示す場合 

（1）著者が 1人の場合 

 和文献：元永（2021）は…… 

 洋文献：Smith（1985）によれば…… 

  ※注 自身の論文等で「筆者（山本，2015）は……」のような表記はしない。 

（2）著者が 2人の場合 

 和文献：大熊・石隈（2021）は…… 

 洋文献：Jones & Brown（2002）によれば…… 

（3）著者が 3 人以上の場合：初出は 3 人まで記載する。4 人以上の場合は和文献では

「ら」，洋文献では「et al.」を用いる。2 回目以降（以下，「以降」と略記）は筆頭

著者に続けて「ら」もしくは「et al.」を用いる。 

 和文献：（初出・3人）佐藤・田中・木村（2015）は…… 

     （以降・3人）佐藤ら（2015）は…… 

     （初出・4人以上）鈴木・高橋・伊藤ら（2018）は…… 

     （以降・4人以上）鈴木ら（2018）は…… 

 洋文献：（初出・3人）Davis, Miller, & Wilson（2015）は…… 

     （以降・3人）Davis et al.（2015）は…… 

     （初出・4人以上）Thomas, Harris, Jackson et al.（2017）は…… 

     （以降・4人以上）Thomas et al.（2017）は…… 

▶文末などのかっこ内に文献を示す場合 

 上記の「文章として文献を示す場合」に示した著者の姓と年の間をカンマ（，）とし

てかっこ内に表記する。著者の人数や 2 回目以降に応じた表記も，「文章として文献を

示す場合」と同様とする。以下は初出時の例である。 

 和文献：……である（元永，2021）。 

     ……である（佐藤・田中・木村，2015）。 

 洋文献：……である（Jones & Brown, 2002）。 

     ……である（Thomas, Harris, Jackson et al., 2017）。 

4．引用文献の記載方法 
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（1）論文で引用した文献はすべて，本文の最後に「文献」という見出しを設け，著者

名の姓のアルファベット順（同名の場合は公刊年の昇順）に一括して配列する。公

刊年は西暦を用いる。参考文献等は記載しない。 

（2）文献の通し番号は付けない。 

（3）著者が 7名以上の場合は，最初の 5名の著者名の後，省略記号（和文献は…，洋文

献は...）を入れ，最後の著者名を追加する。なお，省略記号（…，...）の前後に

中黒（・）やアンパサンド（&）は不要である。 

（4）同一年に同一人の 2種類以上の文献がある場合は，公刊年の後に abcなどを付けて

区別する。 

（5）ページ数は通巻ページを優先し，最初と最後の両方を記載する。 

（6）雑誌名は省略しない。 

（7）オンライン資料などの場合は，必要に応じて URL，DOI，データにアクセスした年

月日などを記載する。 

▶雑誌の場合：著者名・公刊年・タイトル・誌名・巻・ページ数 

  和文献：大熊保彦 (2011)．心理学的アセスメント再考．東京家政大学附属臨床相談センター

紀要，11，53–61． 

  洋文献：Morris, C. D., Bransford, J. D., & Franks, J. J. (1977). Levels of processing versus 

transfer appropriate processing. Journal of Verbal Learning and Verbal 

Behavior, 16, 519–533. 

▶書籍の場合：著者名・公刊年・タイトル・出版社 

  和文献：石隈利紀(監修) (2016)．ライフスキルを高める心理教育：高校・サポート校・特別支

援学校での実践．金子書房． 

  洋文献：Adler, A. B., & Forbes, D. (2021). Anger at work: Prevention, intervention, and 

treatment in high-risk occupations. American Psychological Association. 

▶書籍の特定章の場合：著者名・公刊年・章タイトル・編者名・出版社・ページ数 

  和文献：津川律子 (2016)．臨床心理学の学習と倫理・法律，今後に向けて．横田正夫(編)．

ポテンシャル臨床心理学．サイエンス社，pp. 237–252． 

  洋文献：Lambert, M. (1992). Psychotherapy outcome research: Implications for integrative and 

eclectic therapists. In J. C. Norcross & M. Goldfried (Eds.). Handbook of 

psychotherapy integration. Basic Books, pp. 94–129. 

▶翻訳書の場合：著者名・公刊年・タイトル・出版社・訳者名・公刊年・タイトル・出版社 

  翻訳書：Erikson, E. H. (1980). Identity and life cycle. W. W. Norton. 西平直・中島由恵(訳) 

(2011)．アイデンティティとライフサイクル．誠信書房． 

5．図表について 

（1）図は，Figureと表記して，キャプションは図の下部に入れる。 

（2）表は，Tableと表記して，キャプションは表の上部に入れる。 
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（3）1 段に収める場合の左右の最大は約 80 mm，2 段にまたがる場合の左右の最大は約

170 mmとなる。また，天地の最大は約 255 mmである。編集の過程で図表の大きさは

適宜調整する。仕上がりのサイズに合わせて図表を作成する必要はない。 

（4）図表は本文に入れず，別のファイルで作成する。 

（5）仕上がりのサイズで，かなり小さな図表が 1/8 ページ（約 300 字分），小さな図表

が 1/4 ページ（約 600 字分），中くらいの図表が 1/2 ページ（約 1200 字分），大きな

図表が 1 ページ（約 2400 字分）のように目安を考え，図表を含めた枚数が規定に収

まるように本文の分量を調整する。 

（6）本文において，「Figure 1に示すように……」「……である（Table 3）。」などのよ

うに図表の番号に言及する。編集段階で，その表記の近くに図表は配置される。 

 

6．謝辞・付記 

 謝辞および研究助成を受けた論文であること等を記載する場合は，「謝辞・付記」に記

載する。また，「謝辞・付記」は本文とは別のファイルで用意する。 

 

7．投稿時の注意事項 

 投稿マニュアルに従って必要事項を記入し，必要なファイルを添付する。不備があると

投稿を受け付けられない場合がある。 

 

8．論文の公開等 

（1）論文の公開は，原則として，該当論文が採択された日が早い順とするが，編集上

の都合で前後することがある。 

（2）事例研究を除いて，原則として，J-STAGE等で論文を公開する。 

（3）原則として，すべての論文に DOIを付与する。 

 

9．投稿時の第一著者 

 「投稿規程」にあるように，論文の第一著者は，本学会会員であることを要する。加え

て，投稿時にこれまでの年会費が未納の場合，納入が確認されるまでは投稿は受け付けら

れない。また，第二著者以降については，非会員の場合は掲載料を徴収する。会員でこれ

までの年会費が未納の場合は第一著者と同様の取り扱いとする。掲載料は当面の間，非会

員の著者 1名につき 1万円とする。 

 

10．問い合わせ先 

 「編集規程」「投稿規程」「執筆のためのガイドライン」をよく読んだ上で，不明な点が

あればメールで問い合わせること。その際，メールの件名は「論文投稿に関する問い合わ

せ」とする。 JSCPPjournal@seishinshobo.co.jp 
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附 則 

 本ガイドラインは 2021年 11月 8日から施行する。 

以上 


