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執 筆 要 項
１．論文の内容として，以下の事項を遵守すること．
a）調査研究を行う場合は，調査協力者に事前にインフォームド・コンセント（説明と同意）の
手続きを取っておくこと．
b）事例研究や面接調査（インタビュー）の場合は，対象者または調査協力者から同意の署名を
取らなければならない．また，論文に記載する情報は必要最低限としてプライバシーに十分配
慮しなければならない．関係機関に倫理委員会がある場合は，承認を得ていること，およびこ
うした倫理面への配慮を論文中に明記すること．
c）「心理劇」の誌上に掲載される投稿論文は未発表のものであること．他の学術誌や大学等の
紀要にすでに投稿したものと類似した論文や，本来は一つであるべき研究内容を幾つかに分け
て「心理劇」に継時的に，あるいは他の学術誌に投稿することは二重投稿となるので投稿でき
ないこと．
２．論文の内容は未公刊のものに限る．事例提示の場合は，記載する情報は必要最小限とし，プラ
イバシーに十分配慮すること．
３．論文の長さは，原則として原著・総説・事例研究・実践報告は図，表，写真を含めてＡ４判
（40字×40行）用紙11枚，短報・資料・その他は８枚を上限とする．上限を超えても掲載が認
められることがあるが，その場合は原則として超過分の制作費は投稿者の負担とする．
４．原稿は横書きで，原則として常用漢字・現代かなづかいを用い，数字は算用数字を用いるこ
と．図，表，写真は必要最小限にして別紙に書き，本文中にその挿入箇所を明示すること．本
文にはページ数をつけること．
５．すべての投稿論文には，表題，著者名，所属機関名，論文の種別，連絡先住所，電話番号，Ｅ
メールアドレスを記載し，かつ表題，著者名，所属機関名については英語表記を添え，本文
に添付する．原著および事例研究には，英文要約を必須とする．英文要約は100～200語で作成
し，５項目以内のキー・ワードをつけること．英文要約およびキー・ワードについては日本語
訳を添えること．英文は英語の専門家の校閲を経ていること．
６．外国人名，地名に原語を用いる以外には，記述中の外国語になるべく訳語をつけること．
７．引用文献は本文の最後に著者名のアルファベット順に一括して記載し，本文中では，著者名
（発行年）で引用すること．
ａ）文献の記述形式は，雑誌の場合は，著者名，公刊年度（西暦），論題，誌名，巻（ゴチッ
ク），号，記載頁の順序による．単行本の場合は，著者名，発行年度（西暦），書名，発行所
の順とする．ただし編者と担当執筆者の異なる単行本の場合は，該当執筆者名を筆頭にあげ，
以下発行年度，編者名，書名，発行所の順とする．
ｂ）同一著者で2種以上の文献がある場合には発行年度順とし，さらに同年度に同一人の2種以上
の文献がある場合には1990a，1990bのように区別して記載すること．
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