日本ユング心理学会

投稿規定

「○○○○○○」（河合，1995，pp.○-○）。

（2015年９月30日改訂）

⒞

翻訳書の場合は、原書の刊行年と翻訳書の刊行年を、“/” で併記する。
本文中に記載：Jung（1935/1987） 引用の終わりに記載：（Jung, 1935/1987）

日本ユング心理学会は、機関誌として『ユング心理学研究』と『臨床ユング心理学研究』の２種類を発行し

⒟ 著者が３名以上いる場合は第１著者名のみを記し、第２著者以降は日本語文献では“他”、外国語

ています。これらの機関誌に研究論文の投稿を希望される方は、各機関誌の違いを考慮の上、以下の投稿規

文献では“et al.”と略記する。

定にしたがって投稿してください。
Ⅷ
Ⅰ

投稿資格…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

引用文献…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11．引用文献は、本文の終わりに「文献」の見出しで、著者の姓のアルファベット順に一括して記載する

１．研究論文の投稿資格は、原則として、日本ユング心理学会正会員に限る。

こと。
⒜

Ⅱ

雑誌の場合：著者名、刊行年、論題、誌名、巻数、号数、掲載ページの順に記す。誌名は、日本

論文の内容と規定文字数… …………………………………………………………………………………………………………………………………………

語・外国語いずれの場合も、略称は用いない。

２．『ユング心理学研究』は市販される機関誌であり、理論研究、文献研究に基づく研究論文を中心に掲

日本語例） 横山博（1995）．ユング派の心理療法における転移／逆転移

載する。臨床心理学・精神医学の領域に限らず、幅広い領域から、学際的な研究論文も受け入れる。

外国語例） Giegerich, W. (1999). The “patriarchal neglect of the feminine principle”: A psychological fallacy in

『臨床ユング心理学研究』は会員にのみ頒布される機関誌であり、臨床事例研究に基づく研究論文を
⒝

中心に掲載する。

Jungian theory. Harvest, 45, 7-30.

単行本の場合：著者名、刊行年、書名、出版社の順に記す。外国語文献の場合は出版社の前に出

投稿の際は、いずれの機関誌に掲載を希望するか、原稿に明記すること。ただし、内容によっては、

版地も記載する。編集書の中の特定章の場合は、著者名に続けて、刊行年、章題、編者名、書名、

編集委員会の判断で、希望通りにならない場合もある。

掲載ページ、出版社の順に記す。

３．論文の内容は未公刊のものに限り、分量は16,000字（40字×40行×10枚）を限度とする。図表類はそ

日本語例） 赤坂憲雄（1985）．異人論序説

の大きさを本文の分量に換算して、文字数に含めること。原稿の冒頭に、原稿の総文字数を記載する

砂子屋書房

外国語例） Hillman, J. (1975). Re-Visioning Psychology. New York: Harper & Row.

こと。
Ⅲ

精神療法，21（3），234-244．

Bosnak, R. (1997). Christopher’s Dreams: Dreaming and Living with AIDS. New York: Bantam Dell

Publishing Group.（岸本寛史（訳）（2003）．クリストファーの夢─生と死を見つめたHIV者

原稿作成に関する一般的注意… …………………………………………………………………………………………………………………………………

の夢分析

４．原稿のサイズはA4判とし、１ページあたり40字×40行（1,600字）とすること。

⒞

５．原稿は横書きで、原則として常用漢字・新かなづかいを用い、数字は算用数字を用いること。
６．Th.、Cl.、SCなどの略語は原則として使用しないこと。ただし、記述が煩瑣になることを避けるため
に用いる場合などには、初出の際にその略語の意味を明示した上で使用すること。

創元社）

上記とは別に、ユング全集（ドイツ語版、英語版）からの引用については、引用箇所の末尾に、
ページ数ではなくパラグラフ数を明記すること（Jung, GW 7, par.28

Ⅸ

あるいは、Jung, GW 7, §28）
。

英文要約…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12．研究論文は、上記のほかに英文要約（100～175語）と英文キーワード（３つ）を添えて投稿すること。
Ⅳ

プライバシーへの配慮…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

⒜

英文要約：ABSTRACTとして、英語の論題と氏名・所属に続けて記載すること。

７．臨床事例を用い、クライエントに関する情報を記載する場合には、記載する情報は最小限度とし、プ

⒝

英文キーワード：Key Words として、英文要約の下に記載すること。

ライバシーに十分配慮すること。

⒞
⒟

英文要約の日本語訳（400～450字）と英文キーワードの日本語訳も添えること。

Ⅴ

英文は英語の専門家の校閲を経ていること。

外国語の表記…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
８．外国の人名、地名などの固有名詞は、原則として原語を用いること。その他の外国語はなるべく訳語
を用いるが、外国語を用いる場合は、初出の際、訳語に続けて（

Ⅵ

Ⅹ

特別な費用が必要な場合… …………………………………………………………………………………………………………………………………………
13．論文の掲載に際して、印刷上、特別の費用を要する事情が生じた場合は、投稿者が負担するものとする。

）をつけて示すものとする。

図表…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ⅺ

９．図や表は、図１、表１などと通し番号をつけ、それぞれに題と内容を記載すること。

研究論文の著作権…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14．掲載された研究論文の著作権は日本ユング心理学会に帰属する。当該論文を他の出版物に転載する場
合は、日本ユング心理学会の許可を得なければならない。

Ⅶ

引用…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10．本文中に文献を引用した場合は、引用した箇所を「

」などでくくって明示すると同時に、著者名、

刊行年、引用ページを記載すること。
⒜ 本文中に著者名を記載する場合。
河合（1995）は、「○○○」（p.○）と述べている。
⒝ 引用の終わりに著者名を記載する場合。

Ⅻ

投稿論文の提出… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15．投稿論文は、正本１部、副本（正本のコピー）２部の計３部にデータを添えて、下記宛に簡易書留も
しくはそれに類する送付手段で提出すること。副本では、氏名・所属、謝辞などを削除すること。
日本ユング心理学会 編集委員会
〒541-0047

大阪市中央区淡路町4-3-6

株式会社 創元社内

Guidelines for Contributions to The Japan Association of Jungian Psychology

(Revised on September 30, 2015)

The Japan Association of Jungian Psychology publishes the Japanese Journal of Jungian Psychology: Practice and Clinical
Issues. Reports in English are also accepted for the journal. Authors who seek publication in the journal are requested to
submit their manuscript using the following guidelines.
I. Qualification
1.

Only full members of The Japan Association of Jungian Psychology are allowed to submit a manuscript.
However, overseas non-members can submit a manuscript with the recommendation of a full member.

II. Details and number of words
2.

3.

The Japanese Journal of Jungian Psychology: Practice and Clinical Issues is distributed only to full members of the

association and mainly includes reports on clinical case studies. Publication will depend on the result of
examination of the manuscript by the Editorial Board.

The submitted manuscript must not have been published before and should contain 5,000 words or less. Each

figure and table should be converted to the number of words occupied by the same space in the text, and this
should be included in the word count. The total word count should be given on the front page of the manuscript.

III. Preparation of the manuscript
4.

The manuscript should be written on size A4 pages.

6.

Abbreviations such as Th., Cl., and SC should not generally be used. However, if a word is repeatedly used many

5.

The words should appear horizontally and Arabic numerals should be used.

times, the abbreviation of the word can be used and should be explained at the first appearance.

IV. Attention to privacy
7.

In clinical cases including information about a client, information should be minimized to ensure privacy.

V. Use of languages other than English
8.

Original language should be used for proper nouns, such as names of persons and places. Otherwise, English
should be used, and words originally in other languages should be noted in parenthesis after the English words
at their first appearance.

VI. Figures and tables
9.

Figures and tables should be numbered serially (for example, Figure 1, Table 1) and each should have a title.

VII. Quotation

10. For a reference quoted in the text, the quoted sentences should be shown in quotation marks, and names of
authors, year of publication, and quoted pages should be given.
a) Including the name of an author in the text:
Kawai (1995) suggests that “xxxx” (p. yy).

b) Including the name of an author at the end of the quotation:
“xxxx” (Kawai, 1995, pp. yy-zz).

c) For a translated reference, the publication years of the original and translated references should be given as “xx/
yy”.

In the text: Jung (1935/1987); at the end of the quotation: ( Jung, 1935/1987)

d) For a multi-authored reference (3 or more authors), only the name of the first author should be given, with “et
al.” added for other authors.

VIII. References

11. References should be listed after the text under the title ‘References’, in alphabetical order of the family name of
the first author.

a) Journals: Names of authors, year of publication, title, name of journal, volume number, issue number, and
pages should be given in this order. The name of the journal should not be abbreviated.

Giegerich, W. (1999). The “patriarchal neglect of the feminine principle”: A psychological fallacy in
Jungian theory. Harvest, 45, 7-30.

b) Independent book: Names of authors, year of publication, name of the book, place of publication, and

publisher should be given in this order. For a chapter from an edited volume, names of authors, year of
publication, title of the chapter, name of editor, name of the book, pages, place of publication, and publisher
should be given in this order.

Hillman, J. (1975). Re-Visioning Psychology. New York: Harper & Row.

c) In addition to the above, for quotations from The Collected Works of C. G. Jung (German/English version), the

paragraph number, not the page number, should be given at the end of the quotation ( Jung, GW 7, par. 28 or
Jung, GW 7, §28).

IX. Abstract

12. The manuscript should include an Abstract (100-175 words) and 3 Key Words.

a) Abstract: Included directly after the title and the names/affiliations of the authors.
b) Key Words: Key Words should be included below the Abstract.

X. Publication costs

13. For manuscripts requiring special expenses for publication (printing), the expenses should be covered by the
author.

XI. Copyright

14. Copyright of the published manuscript is attributed to The Japan Association of Jungian Psychology. For
reprinting of the report in other publications, permission must be obtained from The Japan Association of
Jungian Psychology.

XII. Submission of the manuscript

15. The manuscript (1 original and 2 copies) should be submitted to the following address by recorded delivery or an
equivalent mail service, along with supporting data for the report. The copies should not include the name/
affiliation of the author and acknowledgments.

The Japan Association of Jungian Psychology, Editorial Board
4-3-6 Awaji-machi, Chuo-ku, Osaka 541-0047, Japan

From overseas, the manuscript can be submitted by e-mail. The file should be password-protected for security
and submitted to the following address:
office@jajp-jung.info

