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投稿規定の改訂について

編集委員会

「環境教育」の投稿規定を 2008 年 3月 8 日より以下のように改訂しました。

既投稿原稿については、原則として従来の投稿規定を適用します。

１．投稿は本学会会員に限る。ただし、筆頭著者以外に非会員を含むことができる。また、編集

  委員会が依頼する場合は会員・非会員を問わない。

２．投稿原稿は、環境教育の研究や教育実践に貢献するものであり、他の刊行物に未発表の原稿

  とする。

３．投稿の区分は、研究論文、総説、報告、評論、資料、書評、その他とする。

(1)研究論文は、理論的または実証的な独創性のある研究、および独創的または有効性のあ

る教育実践研究、教材・教具・教育システム等の開発研究とし、論文として完結した体

裁を整えていること。

(2)総説は、研究、教育実践、新しい思潮、政策に関して一定の分野を系統的に概観し、課

題の整理や評価・展望を行っている論文とする。

(3)報告は、教育実践、国内外の動向、施策の状況などを論じたものとする。

(4)評論は、環境教育の研究や教育実践を批評し論じたものとする。

(5)資料は、環境教育に関する情報提供とする。

(6)書評は、環境教育に関する図書の紹介や批評とする。

(7)その他、編集委員会が認めた区分を適宜設けることができる。

４．投稿原稿は編集委員会で閲読を行い、その採否は編集委員会が決定する。研究論文および総

  説は、複数の査読者による査読を経て、編集委員会が採否を決定する。

５．投稿原稿は刷り上がり時において、研究論文および総説では 12 ページまで、報告、評論、資

  料は 8ページまで、書評は 1 ページまでとする。超過ページ数は 2ページを限度とし、投稿

  者が 1ページ当り 2 万円を支払うこととする。

６．原稿執筆については、以下の通りとする。

(1)使用言語は、日本語または英語とする。

(2)研究論文、総説、報告、評論、資料には、表題、著者名、所属、英文表題、英文著者名、

英文所属を記載すること。

(3)研究論文と総説は、上記(2)の他に、英文要約（300words 以内）、英文キーワード（5 語

以内）をつける。（また、英文要約を付した原稿の場合は、参考として英文要約の日本語

訳を付すこと）

(4)原稿はすべて A4判で横書きとする。原則としてパソコン・ワードプロセッサーで作成し、

22 字×40 行の 2 段組とする。文字の大きさや字間、行間は読みやすいように留意する。

(5)文体は「である調」とし、原則として当用漢字、新仮名づかいを用いる。英数字（アラ

ビア数字）は半角文字を用いる。

(6)年次については西暦年次の使用を原則とし、元号を使用する場合には、初出の年次に平

成○○（20○○）年と西暦年次を併記する。

(7)学術用語は文部科学省の学術用語集を参考とする。生物の和名はカタカナ、学名はイタ

リックとする。
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(8)文献の引用は、著者名（発表年）または文末に（著者名 発表年）と記入する。後者の

場合、著者名と発表年の間を半角空ける。

(9)注は、その箇所の右肩に１）のように通し番号を記し、本文の最後にまとめて記載する。

(10)引用文献の配列順序は著者名でアルファベット順とし、下記の様式に従い記載する。

単行本の場合：著者名，年，「書名」，発行所，発行地，総ページ数．

単行本中の分担執筆論文の場合：著者名，年，「論文名」，編著者名，『書名』，発行所，

発行地，掲載ページ．

雑誌の場合：著者名，年，「表題：副題」，『雑誌名』，巻号：掲載ページ．

(11)文献や中にインターネット上の URL を記載する場合は、アクセスした年月日を明示する。

(12)図（写真を含む）・表は原稿本文とは別に1 枚ずつ作成する。図はそのまま写真製版して

  印刷できる明瞭なものとすること。図中の文字は指定の大きさに縮小しても明瞭に判読

  できるよう配慮する。図の説明は別紙に書き、本文の余白におおよその挿入位置と大き

  さを指定する。

７．投稿については、元原稿 1 部と査読・閲読用に氏名、所属を×××××で表示して氏名、所

  属をわからないようにした原稿 2部の計 3部および原稿送り状（学会誌巻末に印刷）を編集

  委員会事務局に提出する。併せて、原稿の電子ファイル（テキスト、ワードまたは一太郎の

  ファイルのいずれかをフロッピー・ディスクまたは CD-R に保存したもの）も送付する。

８．著者構成は初稿のみとし、再校以降は編集委員会の責任において行う。

９．著者が別刷を必要とする場合は、初校時に申し出る。その実費は著者が負担する。

10．掲載された論文等の著作権は日本環境教育学会に属する。

11．投稿原稿は原則として返却しない。

（付記）1997 年 7 月 5 日、1999 年 9月 11 日、2004年 10 月 3 日、2006 年 7月 8 日、2008 年 3 月

    8 日改訂

編集委員会事務局

〒183-8509 東京都府中市幸町 3-5-8 東京農工大学農学部 環境教育学研究室 気付

       TEL＆FAX：042-367-5597

       E-mail：sfurihat@cc.tuat.ac.jp
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投稿規定の改訂についての解説

日本環境教育学会編集委員会

このたび、「環境教育」の投稿規定を 2008年 3月 8日に改訂し、4月 1日から適用することに

しました。以下に、今回の改訂のポイントについて解説します。

今回の最も大きな改訂は、投稿原稿の区分を変更したことと、それに伴って査読の対象を縮小

した点です。

今回の改訂では、従来の原稿区分（原著論文、総説、研究報告、評論、書評・図書紹介、会員

からの手紙、特集、その他）を、「研究論文、総説、報告、評論、資料、その他」に整理し直しま

した。また、従来は原著論文、総説、研究報告について査読を行っていましたが、今後は研究論

文と総説のみ査読を行い、報告は査読を行わず、編集委員会による閲読に変更しました。その趣

旨は以下の通りです。

従来の研究報告は、原稿の性格が曖昧で、学会創設初期の投稿規定に「原著論文には至らない

もの」という規定があったことから、原著論文よりもレベルの低いものという位置づけが暗黙の

うちに了解されていたきらいがありました。また、原著論文から研究報告への区分変更を求める

意見が査読者から多数出される傾向がありました。その結果、原著論文は非常に審査が厳しく敷

居が高いものと見なされ、会員からの投稿を抑制する結果を招いていました。あわせて、本来、

論文として評価されるべきものが研究報告に回され、大学などの業績評価ではこれが正当に評価

されないという事態も生じていました。

一方では研究報告についても厳正な審査を経る必要があったことから、とりわけ学校等の現場

からの教育実践に関わる投稿がなかなか審査をパスせず、掲載されないという傾向もありました。

そこで今回の投稿規定の改訂では、（１）従来の研究報告は報告に名称を変更して査読者による

審査の対象外とし、原稿は編集委員会による閲読のみとして現場からの実践報告を投稿しやすく

するとともに、（２）原稿のレベルを理由に原著論文から研究報告への区分変更を求めることは行

わないようにすることにしました。ただし、投稿された原稿の内容が、投稿規定にある区分と一

致しない場合に、編集委員会として区分変更を求めることがあることは従来どおりです。

投稿原稿の内容全般について

今回の改訂では、すべての原稿について「投稿原稿は、環境教育の研究や教育実践に貢献する

ものであり、他の刊行物に未発表の原稿とする」と規定しています。これは従来通りですが、た

とえば教育実践としての観察・測定の結果の報告を主とした原稿は「環境教育」には相応しくあ

りません。観察・測定した結果を子どもたちがどのように受け止め、どのような意識変容をもた

らしたかを記述したものは「環境教育」に掲載する意義があると判断されます。このように、あ

くまで「環境教育の研究や教育実践に貢献する」ことに留意して原稿を作成してください。

今回の改訂に伴う新しい原稿区分とその内容については、投稿規定本文の通りですが、以下に

研究論文、総説、報告の３つについて、若干補足説明します。
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研究論文

今回の改訂では、「研究論文は、理論的または実証的な独創性のある研究、および独創的または

有効性のある教育実践研究、教材・教具・教育システム等の開発研究とし、論文として完結した

体裁を整えていること」と規定しました。ここでは、研究論文として理論的な研究のみならず、

実践研究や教材開発研究等も位置づけていますが、いずれも「論文として完結した体裁を整えて

いること」が条件となっています。たとえば、従来も実践報告は多くの投稿がありましたが、研

究論文としては独創的な事例であることを前提とし、研究目的、方法、結果、考察等が適切な引

用文献によるレビューを行いながら理論的にまとめられている必要があります。

総説

今回の改訂では、「総説は、研究、教育実践、新しい思潮、政策に関して一定の分野を系統的に

概観し、課題の整理や評価・展望を行っている論文とする」と規定しており、総説も論文として

位置づけ、引き続き審査の対象としています。内容そのものは従来の総説から大きな変更はして

いません。

報告

今回の改訂では、「報告は、教育実践、国内外の動向、施策の状況などを論じたものとする」と

規定し、従来の研究報告を単に報告と変更し、広く環境教育の実践の現場から原稿が出しやすい

内容に変更しました。とくに教育現場からの多くの投稿が期待される区分です。

報告は論文扱いにはならず査読の対象外ではありますが、解説抜きの単なる教育プログラムの

提示だけでは報告の対象になりません。また、査読の対象外とはいっても、編集委員会で責任を

持って閲読されることになります。その結果、原稿が受理されない場合や原稿の大幅な修正を求

められることもあります。例えば、環境教育に関する報告とは思われないもの、類似の実践がす

でに報告されているものなどは受理されません。

とくに、学校などの現場の教育実践を報告の区分で投稿する場合は、以下の点に留意してくだ

さい。

１）教育実践の目的（ねらい）と意義、プログラムの内容、実践の成果や課題が明確に述べられ

ていること。

２）当該実践関係者だけに通用する用語は避けるか適切な解説を加え、一般の読者が理解できる

内容であること。

３）プログラム、アクティビティーの内容をすべて掲載するのではなく、読者に広く普及すべき

要点に絞って本文、図表が整理されていること。

なお、現在、編集委員会では、詳細な「執筆要領」の作成についても検討しておりますが、そ

の公表までは、今回改訂した投稿規定に掲載されている原稿執筆にあたっての十数点にわたる基

準や注意事項、および近年の掲載原稿の様式を参考にしてください。
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原稿執筆要項

(1) 表題及び本文の使用言語は、日本語または英語とする。

(2) 研究論文、総説、報告、評論、資料には、表題、著者名、所属、英文表題、英文著者名を記

  載する。

(3) 研究論文と総説は、上記⑵の情報の他に、英文要約（300語以内）、英文キーワード（５語以

内、アルファベット順）、英文所属をつける。原則として英文表題と英文要約は英語を母国語

とする専門家の校閲を受けたものとする。なお、編集委員会での審査を速やかに行うために英

文要約の日本語対訳を別紙で添える。ただし、この日本語対訳は印刷されない。

(4) 研究論文、総説、報告、評論、資料が英語の場合、日本語の表題、著者名、所属、要約（250

文字）をつける。

(5) 本文（はじめにまたは緒言以降の文章）は、パソコン・ワードプロセッサーで作成し、Ａ４

  版の用紙に横書き22 字× 41 行の2 段組とする（英文の場合も２段組とする）。文章は明朝体

とし、章、節、項の見出しはゴチック体とする。また、原稿にはページ番号を記す。

(6) 原則として、原稿の章の見出し番号はⅠ、Ⅱ、Ⅲ、節の見出し番号は、１、２、３、とし、

項の見出し番号は、１）、２）、３）、とする。

(7) 句点は「、」、読点は「。」とし、１文字分を占めることとする。

(8) 文体は「である」調とし、原則として常用漢字、新仮名づかいを用いる。英数字（アラビア

数字）は半角文字を用いる。

(9) 学術用語は文部科学省の学術用語集を参考とする。生物の和名はカタカナ、学名はイタリッ

クとする。

(10) 学名、人名、地名、日本語訳が定着していない用語を除き、外国語綴りまたはそのカタカナ

表記はなるべく用いない。

(11) 原稿送付前に表記のゆれがないことを確認する。例えば、「従って」「したがって」をどち

らかに統一する。

(12) 本文中の文献引用は、著者名（発表年）または文末に（著者名発表年）と記入する。後者の

場合、著者名と発表年の間を半角空ける。ページ数を表記することが必要な場合には、著者名

（発表年ページ数）または（著者名発表年ページ数）とする。この場合も、発表年とページ数

の間を半角空ける。

  連名の場合は著者の間に・で区別し、３名以上の著者の場合は、筆頭者のあとに「ほか」も

しくは「ら」と記載し、それ以下の著者名は省略する。文献は引用文献一覧として論文の末尾

に記載する。

(13) 本文中に「注」を用いる場合は、その箇所の右肩に（1）のように通し番号を記し、本文の

最後にまとめて記載する。引用文献と注の両方を活用する場合、注の一覧を先に引用文献一覧

を後にまとめて記載する。

(14) 引用文献一覧の配列順序は、和文献と洋文献を区別しないで、筆頭著者の姓のアルファベッ

ト順とし、下記の様式に従い記載する。なお連名の場合、著者の間に・を入れ、全ての著者名

を記載する。なお、引用文献一覧の句読点は「，」「．」とする。

  単行本の場合：著者名，年，『書名』，発行所，発行地，総ページ数．

   （例）山田太郎，2008，『環境教育の歴史』，環境出版，東京，257pp．

  単行本中の分担執筆論文の場合：著者名，年，「論文名もしくは執筆タイトル」，編著者名，
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『書名』，発行所，発行地，掲載ページ．

（例） 山田太郎，2008，「環境教育と人間発達過程」，鈴木花子・田中次郎編『日本にお

     ける環境教育研究の発展過程』，環境出版，東京，129-156．

  雑誌の場合：著者名，年，「論文表題：副題」，『雑誌名』，巻号：掲載ページ．

（例） 山田太郎・鈴木花子，2008，「環境保全活動における参加者の環境に関する知識の

     変化」，『環境教育』，34 ：129-13 8．

欧文の参考文献の場合、単行本や雑誌の名称はイタリック体とする。

(15) 同一年に同一著者の引用があった場合、著者名，年のあとに、a, b, c を入れる。

(16) 英文表示の著者名は、下記のように姓を先に記載し、カンマをつけファーストネーム等と区

別すること。

（例） Yamada, T. and Suzuki, H., 2008, Developmental Process of Environmental 

Education Study in Japan, Environmental Education, 2 (2), 8-21.

(17) 日本語、英語以外の文献については、必要に応じて原語表記に括弧書きで日本語訳、英語訳

を付す。

(18) 巻・号のある雑誌で通巻ページの場合、号数は省略する。毎号ページが変わる場合には号数

を（ ）に入れ、例えば，2（2）のようにしてページ数を記載する。

(19) 引用文献一覧に印刷中またはin press を付すことができる文献は、その論文がすでに受理

されている場合に限ることとし、当該論文の複写を投稿論文送付とともに同封する。

(20) インターネット上のURL を引用する場合は「注」扱いとし、公表機関または公表者とURL ア

ドレスおよびホームページを確認した日付を記す。投稿者はこのURL のデータを論文公表後、

4年間保存する。

(21) 図については、以下の要領に従い、本文原稿と別に１枚ずつ作成する。

  図の大きさはＡ４版とする。図は電子ファイルかインクで明瞭に書かれたものに限る。

  図の凡例はそのまま印刷に使用するので、図と一緒に明瞭に書く（描く）。

  図 のタイトルおよび説明は、図の番号を付して別に書く。また本文中に希望する図の挿入箇

  所を朱書きする。

  図 は縮小率等を勘案して見やすいものを作製すること。縮小率は編集委員会が決めるが、投

  稿者の希望があれば別途記載すること。

  図 の電子ファイルの場合、そのファイルを提出する。ただし、明瞭に印刷したものも必ず添

  付すること。

(22) 表についても本原稿とは別に1枚ずつ作成する。また以下の要領に従う。

  表 は，縦・横の罫線による枠組みの中に文字や記号を記入したものに限る。罫線間の長さに

  意味がある場合や曲線を含むもの、また枠の中に図が描かれたものは「図」扱いとなるので、

  上記 に基づき作製する。

  表 のタイトルおよび説明は、表の番号を付して別に書く。また本文中に希望する表の挿入箇

  所を朱書きする。

  表 が電子ファイルの場合、そのファイルも提出する。ただし、明瞭に印刷したものも必ず添

  付する。

(23) 論文の理解に必要な調査票等は、分量が多い場合、付録として最末尾に記載することができ

  る。ただし、本文との釣り合いを考え、付録が多くなり過ぎないようにする。

(24) 原稿の送付に関しては投稿規定にある手順で送付する。
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投稿論文の判定結果と査読者からの主な指摘事項

日本環境教育学会編集委員会では、2007～2010 年度に投稿された論文、50件について、査読を

経た第１審の判定結果とコメントの記載内容について分析し、近年の投稿論文における査読の傾

向を調査しました。50 件の論文は、旧投稿規定にある「原著論文」と「研究報告」、および新投

稿規定にある「研究論文」ですが、学会誌の特集に掲載される論文は除きました。調査では、そ

れぞれの投稿論文について初回の判定結果と 2 名の査読者による主な指摘事項を拾い上げ、類似

した内容のものに分類・集計し、判定結果と査読による指摘事項の大まかな関係を調べました。

調査結果：

１．50 本の投稿論文についての判定結果の内訳

判定結果の内訳は、以下の通りです。

Ａ：このまま掲載可 ………………………………………………………………………… ０本（ ０％）

Ｂ：別紙の点について修正し、掲載可（軽微な修正で再査読なし）…………………… ２本（ ４％）

Ｃ：別紙の点につき修正し、再査読（多数の修正または重要な修正を要する）………２６本（５２％）

Ｄ：別紙の点につき、大幅に修正し、再投稿（構成を含む、大幅な修正を要する）…１５本（３０％）

Ｅ：別紙の理由により掲載不可 …………………………………………………………… ７本（１４％）

上記のとおり、投稿論文で判定ＡとＢをもらえるのは、ごくわずかです。つまり、論文を投稿

した場合、Ｃで戻ってきて再査読を受けるのは普通のことと理解されます。判定がＣだからとい

って、決して落胆する必要はありません。

しかし、Ｄ判定やＥ判定を受けるのは避けたいものです。これらの判定結果を受けた場合は、

そもそも論文として基本的な問題があると考えられますので、研究段階から十分に注意を払う必

要があると思います。その上で、Ｃ判定で指摘される主な事項も事前にクリアし、Ｂ判定以上（掲

載可）の査読突破をめざしたいものです。

２．50 本の投稿論文における主な指摘事項

次に、50 本の投稿論文に対する一次査読で、誤字・脱字等の軽微なものを除く主な指摘事項は、

全部で 170 件ありました。これを判定結果別にみると、Ｂで 4 件、Ｃで 83 件、Ｄで 64 件、Ｅで

19 件でした。

３．判定ランク別にみた指摘事項の傾向

査読者からの指摘事項は、論文の内容によって多岐にわたりますが、類似した指摘事項をまと

めて大まかに示すと、図１のとおりです。

資料２
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図１ 判定ランク別の主な指摘事項の割合

注）凡例番号の内容は、以下の通り。

1：環境教育に関する論文ではない。

2：論文構成・スタイルに大きな問題がある。

3：新規性・独創性（オリジナリティ）に乏しい。

4：統計手法・研究方法の妥当性、研究対象や方法の説明不足等の問題がある。

5：研究目的や意義が書かれていないか、不明確である。

6：文献レビューが不足あるいは欠落している。

7：調査研究対象の妥当性・説明不足等の問題がある。

8：考察が不足している、または「結果と考察があわない」等の問題がある。

9：論文のタイトルと内容が一致していない。

10：文章や図表の表記や作り方に問題がある。

11：用語の定義が曖昧、または正しく使用されていない。

図１から、わかる傾向を以下にみていきます。

まず、判定Ｅ（掲載不可）に注目すると、ここでは約８割が「１．環境教育に関する論文では

ない」、「２．論文構成・スタイルに大きな問題がある」、「３．論文の新規性・独創性（オリジナ

リティ）に乏しい」の３つの理由で占められていることがわかります。逆にいえば、この３つを

事前にチェックしクリアできれば、いきなり「掲載不可」になることは、ほぼないといえます。
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まず、この３つの指摘について解説します。

「環境教育に関する論文ではない」は、査読者からの具体的な指摘の内容をみると、単なる環

境調査事例の紹介に終始し、これが環境教育とどのような関連があるかについての言及がないも

の、「環境」に焦点が当てられていても「環境教育」に焦点を当てた研究になっていないもの等が、

ほぼ該当します。

「論文構成・スタイルに大きな問題がある」は、エッセイや読み物風の叙述になっているもの、

（研究の背景・目的）→（研究の対象・方法）→（結果・考察）→（結論・まとめ）といった論

文の基本的な流れ、構成がまったくできていないもの、等が、ほぼ該当します。

「論文の新規性・独創性（オリジナリティ）に乏しい」は、文字通りの意味で理解できると思い

ますが、査読結果を読み込むと、どうやら判定ＤやＣで査読者から多く出される「6：文献レビュ

ーが不足あるいは欠落している」が、新規性、独創性を主張できない大きな理由の１つになって

いるようです。

判定ＣおよびＤで多く指摘される事項としては、「4：統計手法・研究方法の妥当性、研究対象

や方法の説明不足等の問題がある」、「6：文献レビューが不足あるいは欠落している」、「7：調査

研究対象の妥当性・説明不足等の問題がある」、「8：考察が不足している、または『結果と考察が

あわない』等の問題がある」がありますが、判定Ｂ以上でのパスをめざすためには、判定Ｃでい

ずれも軽視できない 11 項目すべてが重要と考えた方がいいでしょう。

以上の 11項目の具体的な指摘のイメージは、次の資料３に示した査読経験者から寄せられた査

読の印象、論文作成上のコメントから、すべて読み取ることができます。環境教育研究は、その

アプローチの仕方によって多様であり、資料２の査読者からのコメントは、必ずしもすべての投

稿論文に当てはまるものではないかもしれませんが、研究の遂行や論文執筆に際して大いに参考

になるものです。

また資料４には、査読者からの指摘が多かった文献レビューに関わって、現時点で環境教育の

論文が検索・閲覧できるサイトの一覧を付けましたので、大いに活用して下さい。
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資料３ 「環境教育」誌 論文査読経験者からのアドバイス

１．査読経験者からの箇条書きコメント（種類別）

＜１．論文の構成・書き方全般＞

○環境教育研究は、環境「教育」研究だから、易しい環境科学研究ではない。序論辺りに一言、

教育に触れただけで、後はすべて、例えば植物生態学、気象学、経済学、社会学などの内容では

困る。教育という観点からの議論が薄弱では困る。

○何らかの新しさが必要。それは、環境教育研究としての新しさである。

○「論文」を執筆している、という姿勢をはっきりとさせること。例えば論文には「仮説検証型」

か「理論構築型」のどちらかしかないので、論文を執筆するのであれば、選んだ論文が持つ立論

の構造を踏襲すること（例えば、仮説検証型の論文であれば、先行研究のレビュー、本研究の仮

説の提示、検証、仮説が検証できたか否かのまとめ、考察、引用文献、という流れ）。

○論文全体の構成をよく考えること。

○研究の目的を明らかにすること。

○論文では研究の目的がはっきりしていること、そしてその目的に独自性があることが大切。

○論文の目的が明記されていない原稿が多い。また、目的の中に「～について整理する」や「～

について検討する」という書き方のものがあるが、研究の目的を明確に表すにはふさわしくない。

研究の目的が曖昧だと、結局、目的と結論の整合性がとれない論文になっている場合が多い。

○研究の「目的・方法・結果」が明確になっていることが必要。

○論文など構成の作り方～問題の所在、研究目的、方法、結論などが不明瞭なものにいくつか出

会いました（理科系的な書き方と文科系的な書き方では違いがありますが）。

○首尾一貫性が不可欠である。「研究目的－研究方法－結論」の論理一貫性である。

○タイトル、目的、内容、方法、結果、考察が一致していない論文があります。タイトルと内容

が一致していない、結果からは言えないことを考察している（はじめに結論ありき）などの論文

は、大幅な修正や再構成が求められることになってしまいます。

日本環境教育学会編集委員会では、2011 年 6 月、これまでに「環境教育」誌の投稿論文

を査読した経験を持つ方を対象に、特にこれから投稿しようとする若手研究者に向けて、

研究の基礎となるデータの取り方・まとめ方、投稿論文を仕上げるにあたっての留意事項

等について簡略な回答を求めるメール・アンケートを実施しました。その結果、計 22 名の

方から返信があり、そのうち数名の方からは、まとまったアドバイスの原稿をいただきま

した。

資料の前半には、査読経験者の方々からいただいた箇条書きのコメントを類似した内容

ごとに整理して掲載しました。また資料の後半には、まとまったアドバイスをいただいた

方々の原稿を、一部編集したうえで掲載させていただきました。いずれも、寄せられたご

意見をほぼそのまま掲載しているため内容の重複が多々ありますが、それだけ重要な指摘

としてお考えください。
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○研究論文として大事なことは第一に、研究方法がしっかり書かれていること。論文の正確さと

いう点で、研究方法がしっかりしていることが大切。

○方法」の項で、「読み手」が追試可能な情報が記載されていない場合がある。

○結果および考察では、論理の飛躍がないように注意が必要。

○「考察」が論理的に飛躍している（「結果」を踏まえた考察になっていない）。

○科学的思考性：論理の飛躍、データの解釈を歪曲する事例もあるので、十分注意を。

○論文中の表記およびデータ取得過程において、倫理性があること。

＜２．文章・図表の書き方・つくり方＞

○投稿規定に従うことは、原稿の作成に当たって最も重要なことの一つです。文献リストの作り

方をはじめ、雑誌ごとにルールは異なります。それに従わない原稿はていねいに見てもらえない

可能性さえあります。大いに損をしますので、一つ一つの項目に厳密に従うようにチェックする

ことを強くお勧めします。

○原稿執筆要項に沿うこと（ほとんどの論文が守れていない）。

○執筆要項を読まずに投稿していることがある。

○執筆要項を無視している。

○書き方の基本として、主語が曖昧な文章は避けること。

○引用文の明確化 →自分の主張か引用なのかが不明瞭なものもありました。

○文章表現のまずさ →主語と述語の不連続、能動態と受動態の混乱など、文章が読みにくいも

のにも出会いました。

○誤字・脱字が多い。

○言うまでもありませんが、環境教育は教育者や研究者にとどまらず、市民、NPO、行政、企業も

取り組んでいます。論文等を投稿される方は、学会誌への掲載を目的化することなく、自らの研

究テーマ等が環境教育に取り組んでいる社会のどの主体に関わっているか、またその成果等がど

うしたら生かされるかについても考慮しつつ、論述されることをお勧めします。

○同じ言葉を、様々な言い回しに置き換えず、常に統一していた方が良いと思います。

○共著者がいるにも関わらず、文章がおかしかったり、誤字脱字があったりなど、査読者に「読

まれる」ことを前提としていない原稿が、まま見受けられます。例え単著であっても最低限誰か

に一度目を通してもらい、可能な限り形式を整えた原稿を投稿するようにしてください。

○英語の箇所（要約など）はかならずネイティブにチェックしてもらうこと。

○英文要旨がお始末な英文であることが少なからずある。ネイティブチェックを受けることが望

ましい。

○文献リストについては、引用している論文だけ、過不足なくリストに載せることが必要です。

本文に出ているのにリストになかったり、引用していないのにリストに残っていたりする原稿を

しばしば拝見します。編集委員会・査読者にとって、これらを完璧にチェックするのは、なかな

か困難です。著者の責任でしっかりチェックしてください。

○データを図表にまとめる場合、基本的なまとめ方ができていないことが多いので十分注意する

こと（複数回答ならそれがわかるように、同じような中身のものを重複して図表にしない等）。
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＜３．とくに文献レビューに関して＞

○論文では、文献の引用に正確性が担保されていることが大切。

○学会の先行研究論文が全く引用されてない。

○文献レビュー（特に『環境教育』における議論）をしっかりと行い、何がこれまで研究されて

きて何が足りないかを示し、投稿する論文の意義を明確にすること。

○レビューオブリタラチャー：既存の学説、関連論文の理解が極めて乏しいものがある。

○先行研究の探索が必要。当学会の『環境教育』誌を始めとする文献について、関連する先行研

究を踏まえなくてはならない。

○先行研究のレビューが十分に行われていない。

「巨人の肩の上に立つ」（Standing on the shoulders of giants）by ベルナール

これに関連して、「環境教育」は学際的であるため、狭義の「環境教育」関連のジャーナル以外

にも、レビューすべき、重要な論文がある場合がある。

○関連論文の成果をふまえて書くこと。

○先行研究は十分に吟味したうえで、それが本論文とどのように関係するのか明確にすること。

○先行研究のレビューが不十分な論文が多いです。『環境教育』誌はもちろん、関連の教育学会誌

や大学紀要などに目を通しておく必要があります。最近は、安価または無料で容易に論文等にア

クセスできることが多く、国内文献について CiNii などで先行研究をチェックする作業は、最低

限やるべきです。

＜４．とくに実践研究に関して＞

○授業やイベントの実践をまとめたものについて、その実践を再現あるいは具体的にイメージす

るための基本情報が欠けているものがあります。実践の時期や、対象、人数、主催者または授業

者（筆者かどうか）、使用した教材・教具など、読者がその実践を参考にする場合、あるいは追試

したいと思った場合に必要な情報が、論文中に示されている必要があります。

○実践の内的妥当性：実践研究において、既存のモデルをプログラム化している例が多いと思い

ます。これはこれで、単に思いつきのプログラムではなくて良いことなのですが、モデルで大風

呂敷を広げておいて、実践はそれほどでも、もしくは、モデルの説明は一体何だったのという実

践研究が多々見受けられます。モデルをしっかりプログラム化できないと、得られた結果も、同

モデルに関する先行研究の結果と比較できなくなってしまいます。これを繰り返すと、最終的に

はモデルの信頼性すら得られなくなってしまいます。

○実践研究で、しばしば指導者（著者）の感想程度のものがありました（論理性・実証性の不備）。

○授業やイベントの実践について、何らかの「効果があった」「意義があった」と結論づける場合

には、できる限りその根拠を明示すべきです。根拠としては、通常はアンケート（質問紙調査）、

感想文、録音・録画データによるプロトコルなどが用いられます。ただし、安易な分析や都合の

よいデータの摘み食いも見受けられるので、この点にも注意が必要です。

○理科（科学）教育ではあるものの、環境教育としての観点が十分に示されていない論文があり

ます。理科（科学）教育は環境教育とも密接な関わりのある領域ですが、『環境教育』誌に投稿す

る以上は、環境教育の論文であると理科教育関係者だけではない本誌読者一般にも認めてもらえ

るような論述が求められます。
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＜５．とくにアンケート調査・聞き取り調査・教材開発に関わる論文について＞

○アンケート調査の分析だけという「論文」が多いが、それでは論文にはならないことを、以下

の点を踏まえて理解すべき。

・研究背景の俯瞰から焦点化への流れ。

・論理構成（研究背景、研究目的、研究方法、研究結果、データ解釈、考察）。

・研究課題の社会的意義、社会的文脈との関連づけ。

・研究目的の明確な提示。

・研究方法のスタンス（実証論的、解釈論的、批判論的）。

・調査を行う場合は調査手法の明確な提示。

・言葉の一貫性。

・研究の有効性（Validity）と制限（Limitation）の提示。

○質問項目の立て方自体の吟味も必要（質問項目に 2 つの意味が含まれていたり、質問内容が不

明瞭なもの等、基本的にナンセンスと言われているようなものも散見されたので、「調査法」に関

する基礎を踏まえてほしい）。

○データ処理、統計方法などの知識不足。アンケートなどが取り上げられている内容のもので、

処理方法に問題があるものもいくつかありました。

○聞き取り調査結果の叙述で、単に「聞き取りによれば」と書かれている場合があるが、論文で

は、どのようなことを知り得る立場にいる（いた）人物から聞いたのか等、情報の確からしさを

示す記述をあわせて書く必要がある。

○教材開発の一環としての「素材」の研究は重要ですが、それだけに留まっている論文がありま

す。取り上げた内容について、環境教育として将来的にどのような意義が見いだせるかを、著者

の環境教育観とともに示す必要があります。なぜ投稿するのが『環境教育』誌なのか、というこ

とを考えればよいのだと思います。

＜査読者への対応＞

○修正コメントとそれにしたがって修正した箇所を別紙にまとめたものを提出するように求めら

れていますが、これについても可能な限り丁寧に作成すること。抄録ではなく、完録に近い形で

作成した方が、査読者の印象は良くなると思います。

○査読者への回答で、指摘を受けてどこをどう修正したか、本文を読まないとわからないような

簡単な回答書がみられますが、これは査読者にとっては大きな負担になります。回答書は長くな

ってもいいので、本文の修正箇所を引用して示すなど、査読者の立場や気持ちにたった回答書を

作成してほしいと思います。

＜その他＞

○調査すれば何らかの結果は出る。しかしデータばかり増やしても、それだけでは価値はない。

なぜその調査をするのか、その結果は価値があるのか、を問う必要がある。

○専門分野に関わらず、下記の書物は論文作成上、必読文献だと思います。

木下是雄（1981）「理科系の作文技術」，中公新書，624．

小林康夫・船曳建夫（1994）「知の技法」，東京大学出版会．
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２．査読経験者からのアドバイス

＜助言１＞

論文は、自分が持っている情報を他人に伝えるコミュニケーションの手段である。

そこで、相手にうまく伝わるように工夫しなければならない。相手にうまく伝えるためには次

の２つのポイントを抑えなければならない。

内容：「自分が伝えたいこと」を、自分の中ではっきりさせる。

対象：「誰に伝えたいのか」をはっきりさせ、その人に伝わるような表現で書く。

１．論文の主題（テーマ）

研究者の場合は研究計画を立てて研究を行うが、実践家の場合は実践を積み重ねる中で研究発

表の内容が組み立てられていく場合が多い。どちらにせよ、論文を書く場合には、何についての

論文なのかテーマを明確にする必要がある。

（１）表題(タイトル)
表題は、読み手にテーマを伝える最初の情報提供である。テーマは論文の内容を的確に伝える

だけでなく、読み手に興味を持ってもらえるような表現を工夫すべきである。最初に表題を作る

が、本文を書き込み整理するうちに内容が表題とずれてくることがあるので、最後にもう一度表

題が適切かどうか見直すとよい。

（２）ストーリーを組み立てる

論文は主題を軸に論旨を展開するが、論文の書き出しから文末までの流れ(ストーリー)を筋道だ

って過不足なく記述すると読み手が理解しやすくなる。論文の場合は文学作品と異なり、ストー

リー展開は単純なことが望ましい。

①主要なテーマに結びついたストーリーに絞る

実際の研究では試行錯誤をしたり、途中で断念したテーマや、派生するテーマが現れるなど複

雑な経過をたどることが多い。しかし学会誌に発表する論文では、主要なテーマに絞って首尾一

貫した論理になるように取捨選択したり再構成すべきである。

非常に多くの投稿原稿が、自分のやったことをすべて書こうとして、論理の展開が複雑になっ

たり、最初のテーマと結論がずれたりしている。途中で消滅したテーマに関する研究経過やデー

タは、詳しく書く必要はなく、多くの場合完全に削除した方がよい。
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②仮説と検証結果の結びつきを再構築する

研究を進めている間に、研究開始時に設定した仮説が誤っており、別の仮説に置き換えた方が

うまく説明できることに気がつくことがある。このような場合、時間経過のままに仮説の置き換

えを記述するよりも、新しい仮説を実証したように記述をした方がわかりやすくなる。必ずしも

常に時間経過を克明に記録しなければならないわけではない。

③ストーリーを補強するデータに基づいて記述する

細かい矛盾があっても一度論文を書いてみて、ストーリーがうまく流れているか、使われてい

るデータはストーリーにうまく当てはまっているかどうかを自分で読み直してみるとよい。スト

ーリーの展開がうまくいっていなかったり、データが不適切だったりした場合は、ストーリーの

手直し、データの選択のし直し、不足しているデータの再実験、文献調査などを行う。

２．相手に合わせて内容、表現を選ぶ

（１）知識の水準

環境教育学会の場合、専門分野が広いことと現場の教育者など非専門家が参加していることを

考慮して、難解な数式や専門用語の使用はできる限り避けるべきである。専門用語は必要な場合

は解説を加えるとよい。

（２）地域を知らない

読者は、研究が行われた場所に不案内であることを考慮して、必要な場合は地図を添付すると

よい。地図には方位、縮尺をつける、川の場合は上流、下流の識別あるいは流れの方向を示さな

いと、汚染のひろがりなどがわからない場合がある。

（３）相手の知りたい情報を提供する

自分が語りたいことだけではなく、相手が知りたいと思われる情報を提供することを意識する。

例えばデータ収集のためのコンピュータシステムの開発について論文を書く場合は、環境教育

の実践の道具としてどのような長所があるかを主題とする。

３．そのほかの注意事項

①短い文章で書くことが望ましい

一つの文章が伝える情報はできる限り絞り込み、複雑な表現は避ける。

②能動態で書く

昔は学術論文で現在は研究者の主体性、主観性を排除するためには受動態で書くように指導さ

れたが、現在はあまりこだわらなくなってきている。無理をして受動態にする必要はない。

③肯定形で書く

否定形で表現すると文章が複雑になり、意味が把握しにくくなるので、肯定形が望ましい。

④難しい表現は避け、平易な表現にする

格調の高さよりも、わかりやすさを重視すべきである。

⑤自分の意見と他人の意見を区別する

自分が独創的に(オリジナル）考えたことと、文献などで他の人がすでに表現していることとを

はっきりと区別をつける。
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＜助言２＞

「まずは投稿しよう！」：編集委員会とのキャッチボールの過程で学ぶことも多いはずです。

「発信する価値のある情報を！」：今の時代、環境教育は各方面で期待されています。その期待に

こたえるような価値ある情報が自分の論文中に含まれているかどうかをまず自分自身で検証して

みて下さい。

「簡明な文章で！」：価値ある情報を読者にキャッチしてもらうためには、簡明な文章が大事。一

文が長くなりすぎないように。「…なのである。」のような無駄な表現も意識してなくした方がよ

い。

「情報収集のアンテナを世界にむけて開いておこう！」：環境に関する研究は世界中で日々進展し

ています。日本語以外のサイトも覗く習慣をつけておくと、論文に輝きを添える貴重な情報に出

会えます。

「複数の研究テーマを！」：一つだけのテーマに没頭すると、しばしば壁にぶつかってしまいます。

一つのテーマの完成度を追求すると視野狭窄に陥りかねません。複数のテーマをもっているとコ

ラボ効果も期待できます。

「フィールドワークを大切に！」：今の時代、ついついネット情報依存症になりかねません。正常

な感覚を維持するためにも、しっかりと歩き回りましょう。

日本環境教育学会は、様々な専門分野の方が集まっているため、執筆の際、ひとつの研究分野

に特化した専門用語の羅列は避けた方が良いと思います。例え、査読者には理解できたとしても、

査読者は専門性が多岐にわたる学会員が理解できることを念頭に置きながら、査読しています。

＜助言３＞ ＊主に環境教育活動の現場にかかわる研究活動を想定して

○環境教育研究の特質： 環境教育は、気づきや知ることだけでなく、自ら考え、実行するとこ

ろまでを目的としてとらえているところが、教科教育等と異なる点と考えます。したがって、環

境教育の教材や活動では、正しいもの、あるべき姿をそこにとらえることが必ずしもできないと

いう問題をかかえることになります。研究上扱う教材や活動を、どう位置づけるかが、研究を進

める上で重要な点になると考えます。

○研究対象のとらえ方： 環境教育活動の現場には、子どもなどの活動者、先生などの指導者、

教材や活動の場、活動内容の４つの要素があります。研究対象として環境教育活動をとらえる際

に、どの要素をとらえるのかが不明確なことが、実践報告的なまとめにつながるように思われま

す（実践報告にはそれとしての意義があり、それを否定しているわけではありません）。現場にあ

る何らかの問題を摘出して、検討するのであれば、どの要素のどんな問題をとらえようとするの

かを、明確にすることが肝要と考えます。

○研究の組み立て： 環境教育活動の現場を研究対象とする際には、対照の設定など研究計画を

組み立てる段階が重要と考えますが、実際には適当な研究対象が手近にあるから、とりあえずそ

れを対象にデータをとるところから研究に着手する例が少なくないように思います。明確な結果
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を求めるためには、必要なデータ量の確保や対照の設定などが必要となりますので、研究者や実

験者が相互に連携して、有効な研究計画を実現する工夫が環境教育研究の発展に必要と考えます。

○研究手法： 従来、統計技術を用いた量的研究法が重視される傾向がありますが、環境教育は

実現を目指す持続可能な社会における新しい”文化”を構成するものとも考えられますので、質

的研究法についても積極的に取り組む必要があると考えます。

＜助言４＞

1．データの取り方の留意事項

1）結果をどんな形でまとめたいかを想定し、それに必要なデータが何かを決める。

2）必要なデータの集め方

・作業の流れ（どこで何をすればよいか）を決める。

・データを集める手法（技法）を決める。

・データ収集に必要なアプローチ（場所や事象、人物等）の適切な時期や場所、タイミング等

を決める。

・集まり始めたデータから、当初想定したまとめ方を変更しなくてよいか常に配慮。

・想定外の情報についても検討し、まとめに必要な情報かどうか、まとめ方を変更するべきか

等を確認。

3）必要に応じて専門家（指導教官）等に教えを請う。

4）必要な文献を入手し情報を得る。

2．データのまとめ方の留意事項

議論の流れが明確か（論理が無理なくつながっているか）。

主張の根拠が明示されているか（主張と結果の関係）。

確かめられたことと不明なことが明確か（結果等情報間の関係）。

引用が適切で正確か（引用が恣意的で不正確になってないか）。

既存の情報（他者の主張、結果、引用情報等）と自分の主張が区別されているか。

データとデータの関係が示されているか。

3．投稿論文を仕上げる

主題が明確か。

はじめに→問題設定→方法→結果と考察の流れが明確か。

査読結果に応えているか。
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＜助言５＞

A) 「先行研究」の充実度

１）同学会誌

２）関連学会誌

３）海外のジャーナル

これらをある程度踏まえた上で、テーマを論じること。これらの論点を手際良く説明できてい

ない作品は、勉強不足ないしは独りよがりの論文（＝研究ノートや報告）になる。

B)「概念」の定義と整理、正当化

社会科学の論文の場合、自然科学のそれらと異なり、使用される概念の範疇やカテゴリーが曖

昧であるため、それらを能動的に定義づけて「筆者がなぜその概念を用いるのか」その根拠や文

脈、範疇を読者に理解させること。その際、上下関係、類比、歴史、背反、反事実(counterfactual)
などの論考テクニックを使うと判りやすくなる。

C)「事例」の明示化

「ケーススタディ」や「事例研究」という名称を用いた論文が多数ある中、何の事例で、なぜ

それを選択したのか具体的に説明せず、読者にそれらを委ねる作品が、査読した論文だけでなく、

全体的に多い。「事例」といっても、出来事や現象の入れ子状態にあることを十分踏まえた上で、

上述の A) や B)を踏まえて、説明すること。

上記の 3 点は、それぞれが個別に存在するものでなく、関連しあっていることを、留意してく

ださい。
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資料４： 「環境教育」誌の論文検索が可能なサイト

（2011 年 6月現在）

(1) J-Stage

・『環境教育』内の検索

＜http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsoee/-char/ja/＞

・J-Stage 上の他のジャーナルも含めた検索

＜http://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja＞

コメント：学会誌 PDF ファイルへのアクセスを考えると、J-Stage のデータベースが使いやす

いですが、基本的には検索用ではなく、オンラインジャーナルを提供するサイトですので、デ

ータを登録してある約 950 誌・110 万本の論文（2011 年 2 月現在）からの検索になります。

(2) Google Scholar

＜http://scholar.google.co.jp/＞

コメント：検索エンジンですので登録制ではないため、検索可能論文数は定かではありませ

んが、当然日本語以外も検索可能なので、検索対象も他のサービスより広いと思います。

また、直接 J-Stage の PDF ファイルに飛べますので、便利です。

(3) CiNii

＜http://ci.nii.ac.jp/＞

コメント：日本国内では最も多くの論文をカバーしています（約 1200万本）が、現在この検

索結果からは J-Stage 上の PDF ファイルには飛べないため、最終的には J-Stage にアクセスす

る必要があります。もちろん検索だけなら優れたサービスだと思います。


	

