
投 稿 規 定

「昆贔 (ニ ューシリーズ)」 は「Japanese Journd of Entomo10gy」 の和文の後継誌である。本誌は,昆
虫学およびその関連分野に関する「総説」,「原著論文」,「短報」,「特集」,「連載」,「新記録ノー ト」,

「フォーラム」,「書評」などを掲載する。

総説 。原著論文 。短報の投稿原稿は,2名以上のレフェリーによる査読を受け,査読結果ならびに編集

部委員の意見を参考にして編集長によって掲載の可否が決定される。また,他の学会誌などに発表された

り投稿中のものであってはならない。

特集,連載については,編集部による企画・執筆依頼とともに,会員による企画応募を受け付ける。企

画応募者は,責任者,趣旨,執筆予定者,予定ページ数,掲載希望時期などの情報を編集部に伝える.企
画内容を編集部で検討して,編集長が採否を決定する.いずれの場合も,企画担当者 (編集部以外)が原

稿の査読,取 りまとめを行い,編集部にその結果を送付する.送 られてきた資料を基にして,編集長が受

理の判断をする.

新記録ノー トとして,論文形式によらない, 日本を含む東アジア地域の新記録昆虫および日本産昆虫の

外国への侵入新記録のデータ (必要なら簡単な解説とともに)を掲載する.た だし,証拠標本を万人がア

クセス・利用可能な状態で,公的機関に収蔵することを条件とする。また,少なくとも1名 の専門家によ

る査読を行い,編集長が受理の判断をする。

フォーラムでは,昆虫学に関わる学術的なアイディア,意見,討論などとともに,学会運営 。学会研究

活動上重要な提案,提言,ア ピールなどとそれに対する意見 (賛成,反対)を掲載する。投稿意見は,編
集部で採否を決定する。

書評は,新刊に限らず昆虫学に関係のある書籍の内容を紹介・批評する原稿を掲載する。投稿原稿は,

編集部が採否を決定する。

新刊紹介は,昆虫学に関連のある新刊書を紹介する目的の原稿を掲載する。特に,評論を含む必要はな
い.投稿原稿は,編集部が採否を決定する。

特別寄稿は,昆虫学に関連する内容を含む,懐 占的な文章やエッセイなどを掲載する。投稿原稿は,編
集長が採否を決定する。

個人会員 (著者の一人に含まれていればよい)に よる投稿論文 。記事は,16印刷ページ以内は無料と

し,超過ページの経費を著者負担とする。超過ページの負担金額は1印刷ページ当たり8,000円 である.

会員外の投稿を歓迎する。会員外の投稿論文・記事については,lo,ooo円 を著者負担とする.た だし,編
集部からの依頼記事の場合,著者が会員外であっても,ページチャージの条件は会員と同じとする。別刷

代金は著者の負担とする。なお,カ ラー印刷については,電子版(PDF)の み,あ るいは電子版と冊子体両

方でのカラー印刷を希望できる。前者の場合の経費負担はないが,後者の場合は,そ の全額 (25,000円 /

頁)を著者の負担とする.

投稿

原稿は,原則として,MS Word(.doc)ま たはリッチテキスト(.rtf)形 式で作成し,本文に通し行番号を

付けたファイルと図のファイル,必要事項を記入した規定の原稿送付状を,電子メールに添付して,編集

部宛に送る.原稿送付状の書式は,昆墨 (ニ ューシリーズ)各巻 1号 の巻末に綴じ込まれている.ま た,

「日本昆虫学会」公式ウェブサイ トから電子ファイルをダウンロー ドすることができる(http:〃www.
entSOC.jP/).

電子メールでの投稿が難しい場合は,CDあ るいはプリントされた原稿に,必要事項を記入した規定の

原稿送付状を付して,編集部宛に郵送 してもよい.プ リント原稿で投稿する場合には,A4版 の用紙を縦

長に使い,41字 ×30行で用紙の片面のみに11～ 12ポ イントのフォントサイズでプリントアウトした原稿



1部 (図や表のコピーを含む)を送る。

最終原稿は編集部からの指示にしたがつて作成し,編集部宛に,電子メールに添付して送るか,CDお

よび原図の形で郵送する。

なお,原稿ファイルの作成法などについて,疑間がある場合は,編集部に問い合わせられたい.

総説 。原著論文・短報原稿

原稿はかならず 下記の要領に従って作成する。これが守られていない場合には,原稿を受け付けないこ

とがある.

〔本文〕

総説 。原著論文の本文は,表題,著者名,所属機関とその所在地または住所, これらの事項の英文表

記,250語以内の英文抄録 (Abstract),英 文キーワード (7語以内:英文表題に含まれない語をアルフア

ベット順に並べる),本文,要約,(謝辞),文献,(表),(図 の説明)の順に配列する.短報は2印刷ペー

ジ以内とし,セ クション等で区切らない。記述は日本語でも英語でもよい.英語の場合は和文抄録は不

要,日本語の場合も英文抄録をのぞくことができる.

句読点には「 」́,「 ,」 ,「 :」 ,「 ;」 ,「・」を用いる.動植物の属以下の学名は斜字体で表記する.全体

的な体裁については,最新号をよく参照されたい.

〔文献〕

本文中での文献の引用は次の形式で行う。

著者が 1名 の場合 :野村 (1939,194o),Wnson(1985a,b),(野 村 1939;Wilson 1985a,b)

著者が 2名 の場合:山崎 。西村 (1955),W00d&Borkent(1989),(山 崎 。西村 1955;Wood&Borkent

1989)

著者が3名以上の場合 :堀 ら(1967),Kono″ 激 (1940),(Andrewartha″ α′.1967;三島ら1971)

文献は原稿本文の末尾に著者のアルフアベット順,著者ごとの年代順に次のような形式で記す.雑誌名

はフルネームで示し,省略しない.
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ダニレフスキー AS(1966)昆虫の光周性 (日 高敏隆・正木進三 訳).東京大学出版会,東京 .

江崎悌三・堀浩 (1929)異 種の天蛾の交尾の一例.昆贔,3:194-195.

江崎悌三・堀浩 (1934)北 海道大雪山麓層雲峡雪渓の蛾類.昆轟,8:228-236.
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H狙1,London.

一色周知 (1950)長 翅日。日本昆虫図鑑,改訂版 (石丼悌 ら 編):405-411,北隆館,東京 .
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梅谷献二 。関口洋一 。潮新一郎 (1973)ミ カンコミバエの産卵能力,お よびメチルオイゲノールに対

する反応。日本応用動物昆虫学会誌,17:63-70.

Wood DM,Borkent A(1989)Phylogeny and ClaSSinCatiOn Of the NematOcera.In:McAlpine JEグ αJ.

(eds)Mα″夕αJ q′ Nιαγε″ε Dつ′
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, 3: 1333-1370.Research Branch,Agriculture Canada,

Monograph(32).



参考文献 :Toda MI,Peng TX(1989)Eight species Of the subgenus D“ sοp″ Jα (Diptera:

Drosophindae)froln Guangdong Province,southern China.Zο ο7οgFcα J Sεセ″
``,6:155-166.

備考 :最近の侵入種ではな く, もともと分布 していた個体群の新発見か もしれない。[Remarks:

■lis species may not have reCently inVaded lapan,but haVe been n■ urally diStributed there SinCe

beお re.]

校正

著者校正は,原則として初校のみとする.著者は校正ファイル (刷 り)を受け取った後,3日 以内に返

送すること.校正中での変更や追加は認めない.

著作権

掲載論文の著作権は日本昆虫学会に帰属する。ただし,著書は編集委員会に通知した後,本誌に掲載さ

れた論文等のPDFフ アイルを自身のWebサ イトヘの掲載あるいは所属機関のリポジトリに登録すること

ができる.

規定の改訂

「編集方針」,「記事の区分」,「投稿資格」,「査読規定」,「著作権」および「規定の改訂」などの重要事

項の改訂については,代議員会の承認を必要とする。ただし, これらを除く軽微な変更については,編集

委員会の議を経て行い,代議員会に報告する。

規定の適用

この規定は,2019年 1月 以降に投稿される論文 。記事から適用する.

案内

和文誌への原稿の送付および論文に関する問い合わせ先 (2018-2019年 度):

〒819-0395福岡市西区元岡744番地 九州大学大学院比較社会文化研究院

日本昆虫学会和文誌編集部 舘 卓司

(Tel:092-802-5645,E― mail:tachi@SCS.kyushu― u.ac.jP)

本投稿規定は和文誌のものです。英文誌の投稿規定は「Entomological Science」 ウェブサイトをご覧く

ださい。

(httPs://Onlinelibrarywiley.c01n/Page/journa1/14798298/holnepage/お rauthors.html).

なお,英文誌に関する問い合わせ先 (2018-2019年 度)は次のとおりです :

〒819-0395福 岡市西区元岡744番地 九州大学大学院農学研究院

日本昆虫学会英文誌編集部 広渡俊哉

(Tel:092-802-4572,E― mail:hirowat_t@agibrushu― u.ac.jp)

和文誌各巻 1号の巻末に投稿規定が掲載されていますので,必ず熟読した上で原稿の作成 。投稿をお願

いします。なお′規定は改定されることがあるので,最新号ならびに「日本昆虫学会」公式ウェブサイト

(http:〃 wwwentsoc.jP/)を参照してください.


