日本植物園協会誌投稿要領
1．投稿者は、原則として、
（公社）日本植物園協会（以下「協会」という。
）会員または関係者であるこ
と（共著者はこの限りではない）
。会員外の原稿も研究発表委員会（以下「委員会」という。
）の承認を
経て掲載することがある。
2．原稿の種類は、総説、特別寄稿、特集記事、研究論文、調査報告、事例報告、実用記事、開花記録、
協会報告、研究発表要旨などとし、原則として他誌に未発表のものとする。
a. 総説、特別寄稿、特集記事は、委員会からの執筆依頼による。
b. 研究論文は、植物、植物園および植物園活動等に関する研究の成果をまとめたもので、投稿による。
c. 調査報告、事例報告は、植物や植物園等の現地調査から得られた植物園において役立つ史的あるい
は技術的・方法論的な情報、また、植物園運営における新たな取り組み事例や技術報告等で、投稿に
よる。
d. 実用記事、開花記録は、植物および植物園活動に関する記事や植物園内で栽培されている植物の開
花に関する記事等で、投稿あるいは委員会からの執筆依頼による。
e. 協会報告は、協会および委員会等の会議記録、海外事情調査報告等で、事務局あるいは当該委員会
が執筆する。
f. 研究発表要旨は、当該年の協会大会・研究発表会の講演要旨とする。なお、研究内容を他の種類の
原稿として別途、本誌に投稿することができる。
3．原稿の採否、掲載の順序は委員会が決定する。研究論文については、委員会委員あるいは委員が依頼
した査読者の 2 名以上による査読を経て掲載を決定する。その他の原稿については、委員会委員あるい
はその依頼者がチェックを行い、必要があれば投稿者に修正を求める。また、委員会は、投稿者の承諾
を得て、図表などを含む原稿の体裁、長さ、文体などについて加除、訂正することができる。
4．原稿本文は Microsoft Office Word ファイルとして作成し、ファイル名は「筆頭著者の姓名」とし、
拡 張 子 を 付 け る 。 原 稿 の 作 成 は 、 原 則 と し て 、「 原 稿 構 成 例 」 フ ァ イ ル を 協 会 HP
（http://www.syokubutsuen-kyokai.jp/business/journal.html）よりダウンロードし、その形式を変更
せずに使用して行う。原稿の用紙サイズは A4 判縦使いで、上下 20 mm、左右 20 mm の余白を設け、
本文の文字サイズは 11 ポイントとする。原稿中の日本語表記は、現代かなづかいの口語体「である調」
とし（ただし、謝辞は「ですます調」でも可）
、学術用語を除き常用漢字を使用し、学術用語の表記は原
則として文部科学省学術用語集もしくは各種学会用語集に基づくものとする。句読点は「、」
「。
」とし、
英数字および英単語以外は全角を使用する。英文では「,」
「.」
「:」
「;」等も含めて半角を使用する。ロー
マ字はヘボン式とするが、固有名詞（ローマ字表記が公表されている品種名等）はこの限りではない。
植物名、外国地名、人名などの表記はカタカナまたは原語のままと、属以下の学名はイタリック（斜体）
とする（変種や品種等のランクを示す語、
「var.」や「f.」等はこの限りではない）
。学名の表記について
は、原則「植物和名ー学名インデックス YList」
（http://ylist.info/index.html）に従い、未掲載の分類群
については「The International Plant Names Index」(http://www.ipni.org/index.html)に従う。ただし、
学名著者が複数の場合は“et”で結び、
“&”は用いない。なお、タイトルおよび要旨中の学名には命名
者名をつけない。
5．原稿の 1 ページ目には、表題、著者名、所属（所属機関がない場合は住所）を和文および英文で表記
する。著者、所属等が複数の場合、著者名のあと、および所属等の前に上付き半角数字を記す。また、
投稿者名または責任著者名のあとに半角星印（＊）を記し、ページ最下部に連絡先住所を記す（ただし単
著の場合、星印は不要）
。さらに、和文の要約およびキーワード、総説、特別寄稿、特集記事、研究論文
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においては、英文の SUMMARY および Key words を記す。実用記事、開花記録、協会報告について
は、要約およびキーワードは不要である。
6．和文の要約は 150〜300 字、SUMMARY は 200 語以内とし、キーワード（あいうえお順）および
Key words（abc 順）は、それぞれ 5 語程度とする。
7．本文は、原則として、緒言、材料および方法、結果、考察、謝辞、引用文献をもって構成し、緒言と
謝辞の見出しはつけない。ただし、調査報告、事例報告、実用記事、開花記録等においてはこの形式に
こだわらない。
8．本文中での文献の引用は、日本語文献については、
（植物・協会 2008）
、
（温室 1998）
、植物ら（2000）
と表記し、括弧は全角、著名と発行年の間は半角スペースとする。引用文献が複数の場合は、
（植物 2000、
温室 2010）と表記し、発行年順に全角カンマで区切る。同じ著者による同年発行の文献は、
（協会 1990a、
b）のように小文字アルファベットで区別し、全角カンマで区切る。また違う年に発行された文献は（温
室 1985、1990）と表記し、発行年順に全角カンマで区切る。英語文献についても同様とするが、著者
が複数の場合は、
「&」
「et al.」で（Jones 2010、Jones & Harada 2011、Jones et al. 2012）のように

半角で表記し、発行年順に全角カンマで区切る。年号と西暦を並記する場合は、（協会 平成 4；1992）
と表記する。
9．引用文献の一覧は、第一著者名の ABC 順、発行年順に配列し、本文の最後に一括して記載する。各
引用文献は、著者名、発行年、表題（または書籍名）、掲載雑誌・巻・ページ（書籍の場合は、掲載ペー
ジ・出版社情報）を順に掲載する。著者が多数の場合でも共著者名は省略しない。また、雑誌名あるい
は書籍名は省略しない。日本語文献では、著者が複数の場合は「・」で区切り、発行年、巻、ページを
半角、それ以外はすべて（括弧、ピリオド含む）全角とする。英語文献では、すべて半角で表記し、著
者名は「
（姓）
（カンマ+スペース）
（名イニシャル）
（ピリオド）」
（例：Makino, T.）と表記し、複数著者
は半角カンマ+スペース（, ）で区切り、最後の著者のみ「&」で繋げる。引用文献の種別毎の表記につ
いては、原稿構成例（4 項）を参照すること。
10．図（写真含む）は、各図 A4 判一枚に作成し、
「図 1、図 2…」のように通し番号をつける。ひとつ
の図中に、複数の図や写真が入る場合は、各図または各写真の中に「A、B、…」を貼り込む。本文中で
は、
（図１）
、
（図 2A）
、
（図 3、図 4A）のように全角括弧内に引用し、数字と英語のみ半角とする。図の
タイトルおよび説明文は、本文引用文献のあとにまとめてつけることとし、研究論文では和英両方併記、
それ以外では和文のみとする。詳細については、原稿構成例（4 項）を参照すること。
各図は JPEG 形式もしくは PDF 形式で作成し、ファイル名は「筆頭著者名（姓名）
・図 1」、
「筆頭著
者名（姓名）
・図 2」とし、拡張子を付ける。デジタルデータは、①300 万画素以上、②１メガバイト以
上、③使用サイズで 350dpi 以上、のいずれかの条件を満たすものとする。ただし、ファイルサイズが
大きい場合は、必要最低限の解像度を保持してサイズダウンしたものを投稿し、掲載決定後、高解像度
のファイルを提出することができる。
複数の写真や図をまとめて一つの図とする場合には、著者が希望するレイアウトで作成した図の PDF
ファイルに加え、その図の中で使用したすべての写真または図について、それぞれ個別の写真または図
を提出すること。写真については、加工処理していない原本が望ましい。
11．表は、原則として、Microsoft Office Excel ファイルとして作成し、各図 A4 判一枚に作成し、
「表
1、表 2…」のように通し番号を付ける。ひとつの表中に、複数の表が入る場合は、各表の左上に「
（A）
、
（B）
、…」を付け加える。本文中では、
（表１）、
（表 2A）
、
（表 3、表 4A）のように全角括弧内に引用
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し、数字と英語のみ半角とする。表のタイトルおよび説明文は、各表の上部に配置する他、本文引用文
献のあとにまとめてつけることとし、研究論文では和英両方併記、それ以外では和文のみとする。ファ
イル名は「筆頭著者名（姓名）
・表 1」
、
「筆頭著者名（姓名）
・表 2」のようにし、拡張子を付ける。詳細
については、原稿構成例（4 項）を参照すること。
12．原稿本文中に、図表の挿入位置を【図 1 挿入】
、
【Table 3 挿入】のように明示し、レイアウト案を
提出することができる。ただし、印刷の最終的なレイアウトは委員会に任される。
13．原稿（図表を含む）は、電子ファイルで投稿する。投稿はメール添付もしくはファイル転送サービ
スを利用し、委員会（bull-jabg@syokubutsuen-kyokai.jp）に送信するか、CD-R または USB メモリな
どのディスク媒体にて協会事務局に郵送する。ディスク媒体で提出する場合は、封筒表面に「協会誌投
稿原稿」と明記し、必ず印字原稿を添付するものとし、媒体の返却は行わない。土日、休日を除いて送
信後 3 日あるいは郵送後一週間を経っても原稿受領の連絡が無い場合、直接事務局に電話あるいはメー
ルで問い合わせること。
14．原稿内容については、投稿者チェックリストの項目を確認し、著者が属する所属の長および文書主
任など２名による内部校正を済ませてから投稿すること。また、研究論文の英文の SUMMARY 等は、
できるだけネイティブもしくは英文翻訳会社などによる校正を受けてから投稿する。
15．総説、特別寄稿、特集記事、研究論文、調査報告、事例報告は１編につき 12 頁以内とし、それを
超える場合は委員会で掲載の可否を判断する。実用記事は 4 頁以内、開花記録、協会報告は 1〜2 頁を
基本とする。なお、文字のみの場合、印刷 1 ページあたり約 2,400 字になるので、これを参考に原稿を
作成すること。原稿作成にあたっては原稿構成例（4 項）および最新号を参照すること。
16．著者校正は原則 1 回で、本文字句と図表の確認・訂正のみとし、文章の書き換えは原則認めない。
17．総説、特別寄稿、特集記事、研究論文については、著者に別刷り 30 部を無料で贈呈する。超過部
数またはその他の原稿の別刷りを希望するときは、必ず投稿カードにあらかじめ記載することとし、そ
の費用は著者負担とする。また、希望者には PDF ファイルを贈呈する。
18．投稿する際は、投稿カード（http://www.syokubutsuen-kyokai.jp/business/journal.html からダウ
ンロードする、または協会事務局に請求する）に必要事項を記入し、その PDF ファイルを必ず添付す
ること。投稿カードの添付のない原稿は受理されないことがある。
19．協会誌掲載内容の著作権は、協会に帰属する。掲載決定後、著者校正時に著作権委譲承諾書様式が
送付されるので、同書に署名し著者校正と一緒に返送すること。
平成 31 年 2 月 6 日最終改正
原稿送付先：公益社団法人日本植物園協会事務局
メールアドレス bull-jabg@syokubutsuen-kyokai.jp
〒114-0014

東京都北区田端１－15－11 ティーハイムアサカ 201

電話 03-5685-1431

FAX 03-5685-1453
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