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概要
日本手話学会大会に発表を行うものは、書記日本語で書かれた 2 ページの予稿をしなければならない。予
稿には、図、表などを納めることができるが、表の上と、図の下には見出し(キャプション)をつける必要が
ある。予稿の細かいフォーマットは本文中に定められているが、フォーマットを守るためには、このテンプ
レートを利用すると便利だと考えられる。
1. はじめに
日本手話学会大会でのご発表を申し込んでいただ
いてありがとうございます。
この文章では、日本手話学会大会の予稿フォー
マットを示します。ただし、本フォーマットはあく
までも「目安」ですので、100%この通りである必
要はありません。この文章を目安として、参加者に
わかりやすい予稿を作成して下さい。
また、この文書自身が、Word で文書予稿や文章
概要を書く際のテンプレートになっています。この
テンプレートをそのまま編集していただけば、
フォーマット通りの文書を作れます。
2. 予稿の提出形式や長さについて
2.1. 予稿の記述言語と分量
日本手話学会大会に発表する方は、書記日本語で
書かれた予稿を提出する必要があります。予稿は、
この文章に書かれているフォーマットにしたがって、
A4 用紙、2 ページに記述して下さい。
2.2. 予稿と概要の提出形式
予稿は、フォントが埋め込まれた、編集可能な
PDF ファイルで電子的に提出して下さい。
具 体 的 な 提 出 方 法 (ダ ウ ン ロ ー ド 、 CD-ROM、
メール添付)については、大会事務局にご相談下さ
い。ご提出頂いたファイルが開けないなどの不具合
があった場合には、事務局よりお問い合わせします。
3. 予稿の細かいフォーマット
3.1. フォント
予稿では、エ ラ ー ! 参 照 元 が 見 つ か り ま せ ん 。
に示すフォントを利用して下さい。なお、pt はポ
イントを表しています。
3.2. タイトル部分と概要部分
まず、表題を中央揃えで書き、副題があれば、表

表 1 フォント一覧
場所
表題
副題
著者
所属
アドレス
見出し
本文
キャプション

サイズ
14pt
12pt
14pt
12pt
10pt
10pt
10pt
10pt

日本語
MS ゴシック
MS ゴシック
MS ゴシック
MS ゴシック
MS 明朝
MS ゴシック
MS 明朝
MS 明朝

英語
Arial
Arial
Arial
Arial
Century
Arial
Century
Century

太さ
太字
太字
太字
太字
標準
標準
標準
太字

題の下に副題をやはり中央揃えで書きます。
本文と同じ大きさの文字(10pt)で空行を一行置い
て、著者名を,(カンマ)で区切って列挙し、その下に
所属とメールアドレスを記載します。
次に、本文と同じ大きさの文字で空行を一行置い
て、「概要」と書き、次の行から概要を日本語 200
文字以下で記述します。概要は一文字下げで書きは
じめて、途中で段落を変えないようにして下さい。
タイトルから概要までは、全て一段組で書きます。
3.3. 本文
次に、本文と同じ大きさの文字で一行空行を置い
て、本文に入ります。
本文は、二段組みで書いて下さい。
本文では、見出しは三段階までとし、数字を.(ピ
リオド)で結んで、
o 3. 大見出し
o 3.1. 中見出し
o 3.1.1. 小見出し
の形でそれぞれ番号を振って下さい。
本文では、全ての段落を字下げして書き始めます。
次の節に移る場合(すなわち見出しの前)には、一行
空行を置いて下さい。
3.4. 図表
図表は一段抜きにしても、二段抜き(すなわち紙

の端から端までを使って配置)にしても構いません。
図表にはそれぞれ通し番号を打った(すなわち、
図 1、表 1 からはじまる)図表の見出し(キャプショ
ン)をつけます。見出しは表の上に、または、図の
下につけます。
図表の前後には、一行空行を置いて下さい。
本文中で図表を参照するときには、「図 1」「表
3」のように、見出しのラベルだけを書きます。

図 1 図のキャプション例
3.5. 脚注
必要に応じて脚注 1 を記載することが出来ます。
脚注には通し番号を打ち、脚注を参照している本文
の部分に右肩に小さな数字を打って下さい。
3.6. 参考文献
文末に参考文献をつけて下さい。参考文献は所謂
Harvard Style で記述します。例は、文末の参考文
献の項目にあります。
本文中で参照する場合も Harvard Style を用い
て下さい。具体的には、以下のようにします。
o
山田(2004)は、次のように述べている。
o
詳しくは Williams(1999)を参考されたい。
o
様々な提案がされている(山田他 2008, 高田
他 2001)。
なお、参考文献の最初には、番号無しの「参考文
献」という見出しをつけます。
4. Word による文書予稿・概要作成
今 Microsoft Word でこの文章を読んでおられる
場 合 は 、 こ の フ ァ イ ル (jasl_conf_template.dot)自
身が、スタイルファイルになっています。したがっ
て、Word を使って文書を書かれる場合は、この
ファイルを直接編集して下さい。
このスタイルファイルでは、文字の大きさやフォ
ントの種類、段落の形態(字下げの様子)を「スタイ
ル」として登録しています。ですので、それぞれの
段落に適切な「スタイル」を当てはめていただけれ
ば、フォントなどを自動的に設定することが出来ま
す。スタイルを適用するには、適用したい段落を
「I」の形をしたマウスカーソルで一回クリックし
た上で、「書式」→「スタイル」とメニューを選ん
でスタイルパネルを開き、適用するスタイルを選択
して「設定」ボタンを押して下さい。
通常は、見出しをつけるとき以外は、自動的に正
しいスタイルが適用されるはずです。
エ ラ ー ! 参 照 元 が 見 つ か り ま せ ん 。 にこの
ファイルで利用しているスタイルの一覧を示します。
図表のキャプションを挿入するときや、脚注を挿
入するときは、Word の機能をご利用下さい。
1

これが脚注です。

表 2 スタイルの一覧
適用先

スタイル

表題
副題
著者
所属
メールアドレス
概要見出し
概要本文
大見出し
中見出し
小見出し
本文
脚注
キャプション
謝辞見出し
参考文献見出し
参考文献

表題
副題
表題
副題
アドレス
番号無し見出し
本文字下げ
見出し 1
見出し 2
見出し 3
本文字下げ
脚注文字列
図表番号
番号無し見出し
番号無し見出し
本文ぶら下げ

5. まとめ
この文章では、手話学会大会予稿の書き方を示し
ました。
繰り返しますが、あくまでもここで示すフォー
マットは「目安」です。無理をして本文に示す
フォーマットに完全に併せようとするのではなく、
出来る範囲で併せて下さるようお願いします。出来
るだけ統一したフォーマットの予稿集が出来るよう、
ご協力をお願いします。
謝辞
謝辞を入れる場合は、本文の後に入れて下さい。
ただし、謝辞はなくても構いません。
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