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国際コミュニケーション研究科 
Graduate School of International Culture and Communication Studies 

 

研究科紀要「トランスコミュニケーション/Transcommunication」 

Vol.8-1 原稿募集について 

Call for Papers, Graduate School Research Journal TranscommunicationVol. 8-1 
 

 

国際コミュニケーション研究科紀要「トランスコミュニケーション/Transcommunication」Vol. 8-1 の投稿を

下記の要領により、募集しますのでお知らせします。 

The GSICCS Journal Editorial Committee is now inviting submissions for papers to be included in the 

upcoming Vol. 8-1 of Graduate School Research Journal Transcommunication. 

 

記 
 

■ 投稿できる者/ Eligible contributors 

(1)本研究科科目担当教員/ Professors and Lecturers at GSICCS. 

(2)国際教養学部・国際コミュニケーション研究科にて嘱任された助手/ 

Research Assistants at the School of International Liberal Studies and the Graduate School of 

International Culture and Communication 

(3)本研究科修士課程・博士後期課程の在籍者（科目等履修生を除く）および研究生/ 

Students enrolled in GSICCS Master’s and Doctoral Programs, (except for Non-degree students) and 

Kenkyuusei (Research Students) 

(4)研究指導終了による退学者 （ただし、退学日より３年以内に提出された場合に限る。） 

    Students who withdraw from university after completing directed research to submit a doctoral 

dissertation. (Eligibility for submission is within 3 years or less after withdrawal.) 

(5)その他編集委員会が特に認めたもの 

Others specifically approved by the GSICCS Editorial Committee 

※本研究科修士課程・博士後期課程の在籍者が投稿する場合、指導教員の許可を必要とする。 

In the case of GSICCS students, the permission of the Research Director is required. 

※委託履修生、外国人特別研修生、交流学生については(5)により可否を判断する。 

ただし、修士の学位を保有している者に限る。 

      In the case of Sponsored Non-degree Students, Special Research Students, or Exchange  

Students, eligibility for submission will be determined by the GSICCS Editorial Committee.  

However, only contributors who hold a Master’s Degree are eligible. 

 

■ 投稿論文等の種類/ Types of Article 

(1)本研究科科目担当教員は、論文、エッセイ、書評のうちいずれか 

   In the case of Professors and Lecturers in GSICCS, Articles, Essays or Book Reviews. 

(2) 本研究科修士課程・博士後期課程の在籍者は論文のみ 

   In the case of GSICCS students, Articles only. 

※投稿は未公表の論文等に限り、英語あるいは日本語を使用します。投稿中または印刷中の原稿の

投稿は認めません。 

  All submitted papers should be previously unpublished and should not be under consideration for 

publication elsewhere. The journal accepts papers in Japanese and English. 

 

 

 

 



■ 投稿方法および執筆要領/ Methods of Submission and Regulations for Authors 

(1)本研究科科目担当教員が投稿する場合 /  

In the case of Professors and Lecturers at GSICCS 

投稿原稿は紙媒体のハードコピー１部と電子ファイル(Word)に、「国際コミュニケーション研究科紀

要投稿申込書（教員用）」を添えてご提出ください。ハードコピーは、事務所研究科担当まで、電子

ファイル、「国際コミュニケーション研究科紀要投稿申込書」はメールに添付し、

<gsiccs-journal@list.waseda.jp>宛にお送りください。電子ファイルをメールで送信することができな

い場合は、ファイルを CD や USB メモリー等に保存し、ハードコピーに添えて、ご提出ください。  

「国際コミュニケーション研究科紀要投稿申込書（教員用）」は、以下からダウンロードできます。 

     URL: https://waseda.box.com/s/tq2me2xdnptbd29szdj840dccrfum5uu 

 

Manuscripts should be submitted as both a digital file in MS Word format and hard copy  

with the “Application Form for Graduate School Research Journal Transcommunication (For 

Professors and Lectures)” (prescribed form). Please send a digital data and “Application Form for 

Graduate School Research Journal Transcommunication”to the GSICCS mailing list  

< gsiccs-journal＠list.waseda.jp > and submit hard copy to the GSICCS office. If you cannot send a 

data by e-mail, please submit on either CD-R or a Flash memory with hard copy. 

“Application Form for Graduate School Research Journal Transcommunication (For Professors and 

Lectures)” is available from the below page. 

    URL: https://waseda.box.com/s/tq2me2xdnptbd29szdj840dccrfum5uu 

 

(2) 本研究科修士課程・博士後期課程の在籍者等が投稿する場合/  

In the case of GSICCS students / 

投稿原稿は、紙媒体のハードコピー２部と電子ファイル(Word)に、「国際コミュニケーション研究科

紀要投稿申込書（所定用紙）」を添えて提出ください。ハードコピー、「国際コミュニケーション研究

科紀要投稿申込書」は、事務所研究科担当まで、電子ファイルはメールに添付し、< 

gsiccs-journal＠list.waseda.jp >宛にお送りください。電子ファイルをメールで送信することができ

ない場合は、ファイルをＣＤやＵＳＢメモリー等に保存し、ハードコピーに添えて、ご提出ください。 

なお、「国際コミュニケーション研究科紀要投稿申込書（学生用）」は国際コミュニケーション研究科

ホームページからダウンロードできます。 

URL:https://www.waseda.jp/fire/gsiccs/assets/uploads/2016/07/Application_Form_Journal.pdf  

 

Manuscripts should be submitted as both a digital file in MS Word format and hard copy (two  

copies) with the “Application Form for Graduate School Research Journal Transcommunication” 

(prescribed form). Please send a digital data to the GSICCS mailing list  

< gsiccs-journal＠list.waseda.jp > and submit hard copy and “Application Form for Graduate 

School Research Journal Transcommunication” to the GSICCS office. If you cannot send a data 

by e-mail, please submit on either CD-R or a Flash memory with hard copy. 

“Application Form for Graduate School Research Journal Transcommunication (For Students)” is  

available from the GSICCS web page. 

URL: https://www.waseda.jp/fire/gsiccs/assets/uploads/2016/07/Application_Form_Journal.pdf 

 

■ 執筆要領/ Regulations for Authors 

1.論文等には、英語によるタイトル及び Abstract（英文 300 語程度）を付けてください。 

An abstract and title in English should be submitted in addition to the main text. Abstracts should 

consist of around 300 words. 

 

2.投稿原稿は、原則として英語 10,000 語程度、または日本語 20,000 字程度とします。 

（図表・写真・注などを含み、Ａ4 版用紙片面印刷 30 枚以内に収めてください。） 

 Manuscripts should consist of around 10,000 words in the case of articles in English and around 

20,000 characters in the case of articles in Japanese. 

https://waseda.box.com/s/tq2me2xdnptbd29szdj840dccrfum5uu
https://waseda.box.com/s/tq2me2xdnptbd29szdj840dccrfum5uu
https://www.waseda.jp/fire/gsiccs/assets/uploads/2016/07/Application_Form_Journal.pdf
https://www.waseda.jp/fire/gsiccs/assets/uploads/2016/07/Application_Form_Journal.pdf


  (Tables, images and notes are also included in the total word count. Manuscripts should be within 

30 pages on A4 sized paper and printed on one side of the paper only.) 

 

■ 原稿提出締切/Deadline for submission：  

2020 年 10 月 8 日（木） 午後 5 時 

5pm October 8 (Thu.), 2020 

 

■ 論文等の採否と掲載順/ Acceptance and Order of articles 

論文等掲載の可否は編集委員会において、査読・審査を経て決定し、メールあるいは書面をもって投

稿者に通知します。条件付採用の場合、投稿者は修正原稿を指定された期日までに提出し、提出さ

れた修正原稿に基づき、編集委員会は掲載の可否を決定します。また、掲載順についても編集委員

会で決定します。 

        Each submission will be reviewed by one or more anonymous referees and the GSICCS Editorial 

Committee will make the final decision regarding their acceptance. The result will be notified by e-mail 

or the like. If referees require certain revisions, contributors are required to submit a revised 

manuscript by the deadline. The final decision regarding publication will be based on the quality of the 

revised manuscript. Also, the order of articles will be decided by the GSICCS Editorial Committee. 

 

■ 採否の決定/ Result Announcement： 

   2021 年 1 月中旬頃 

    Around the middle of January 2021 

 

■ 原稿の校正/ Proofreading of manuscripts： 

採用原稿の校正は再校までとし、校正時の原稿改訂は認めません。 

    Corrections limited to first and second proofs with no revision of the original manuscript allowed at 

these stages. 

 

■ 抜刷の作成/ Offprint： 

30 部を作成し、投稿者に配付します。 

    30 offprints will be distributed. 

 

■ 公開/ Archiving： 

本紙に掲載された論文等は、PDF 化のうえ、早稲田大学図書館が運営する「早稲田大学リポジトリ」に

て保存および Web 上で公開します。その際、Web では無償にて公開するものとします。 

ただし、執筆者の申し出があった場合は、Web 上での論文公開を行わないこともできます。 

   Published articles will be archived and posted on “Waseda University Repository”, a digital repository 

operated by Waseda University Library with no charge. However, authors can reject posting their 

articles on the website by request to the committee.  

 

■ 著作者の権利/ Author’s copyright： 

本紙に掲載される論文等の著作権は、著作者に帰属します。 

  Copyright of articles etc. published in the journal belongs to the contributor. 

 

■ 著作物に対する国際コミュニケーション研究科の権利/ The right of GSICCS to their works： 

「著作者の権利」にかかわらず、著作権のうち以下の権利について、その行使をあらかじめ編集委員会

に委ねるものとします。 

Regardless of “Author’s copyright” above, the following rights shall be retained by the GSICCS Editorial 

Committee. 

(1)論文等を最初に刊行する権利/ The right of initial publication  

(2)論文等を複製し頒布する権利/ The right to copy and distribute 

 



■ 著作者の責任/ Responsibility of authors： 

論文等が第三者の著作権及びその他の権利を侵害した場合は、その一切の責任は著作者が負うも

のとします。 

In the case where a published paper gives rise to a problem regarding the infringement of copyright or 

other right and interest of a third party, the author of the paper in question shall bear the entire 

responsibility. 

 

■ 発行回数/ Publication Frequency： 

   年 2 回発行 

   Twice a year 

 

以 上 


