Guidelines for contributors to
Reitaku Journal of Interdisciplinary Studies
The Reitaku Journal of Interdisciplinary Studies is published annually in
March by the Reitaku International Society of Economic Studies.
Any scholars or researchers, including graduate students, in the areas of the
humanities or social and natural sciences are eligible to contribute. Non-members
are eligible with a recommendation from a member.
Contributions are categorized as academic papers, research notes, book reviews
or others. No manuscript will be considered for publication if it is concurrently
submitted to another journal or press.
1. Main Article: 3, 000 to 6, 000 words
2. Research Note: 2, 400 to 4, 800 words
3. Book Review: about 1, 200 words
4. Others: about 600 words
Manuscripts are to be reviewed by referees appointed by the editorial board.
Editorial decisions are to be made within 8 weeks of the date your manuscript is
received.
Languages accepted in principle include Japanese and English but may
include other languages upon approval of the editorial board.
Texts, quotations, and footnotes should be double-spaced with generous
margins. Submit two (2) copies of the complete text and a double-spaced abstract
of not more than one page. Footnotes should be numbered consecutively
throughout and should appear in a separate section at the end of the text.
Manuscripts and correspondence should be sent to the Editor-in-Chief,
Reitaku Journal of Interdisciplinary Studies (RJIS), Reitaku University, 2-1-1
Hikarigaoka, Kashiwa, Chiba, 277-8686, Japan. FAX: 04-7173-1100.

麗澤学際ジャーナル

学 会 の 会 員、 非 会 員 を 問 わ ず、 人 文 科 学、 社 会 科 学、 自 然
科学の領域に属する研究者からの投稿を認める︒ただし、非
会員の投稿は会員による推薦を必要とする︒
︽投稿規定︾
●投稿論文の内容は未発表の学術論文、研究ノート、書評、
その他であること︒
●内容区分と字数制限
① 論文
一〇、〇〇〇～二〇、〇〇〇字
② 研究ノート 八、〇〇〇～一六、〇〇〇字
③ 書評
四、〇〇〇字
④ その他
二、〇〇〇字
●本誌は編集委員会から構成される査読制度を導入してい
る︒
●採否は編集委員会が決定し、原稿受領後八週間以内に連
絡する︒
●原稿に使用する言語は、原則として日本語と英語とする
が、編集委員会での承認を経てその他の言語の使用も認
める︒
●書式は縦横自由であるが、論文には、Ａ４ダブルスペー
スで一枚以内の英文要旨を添付すること︒
●投稿された原稿は、電子化し、本学ｗｅｂページ及び機
関リポジトリ等を通じてコンピュータ・ネットワーク上
に公開する︒
︵投稿に関する連絡先︶
〒二七七︱八六八六 千葉県柏市光ケ丘二丁目一番一号 

麗澤大学経済学会 RJIS
編集委員会 
ＴＥＬ 〇四︱七一七三︱三六〇一 
ＦＡＸ 〇四︱七一七三︱一一〇〇
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本誌は、現代世界における学問研究の学際化を一層充
実発展させる目的をもって、一九九三年三月麗澤大学経
済 学 会 に よ り 創 刊 さ れ、 年 一 回、 三 月 に オ ン ラ イ ン・
ジャーナルとして定期的に刊行される︒
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