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Rostria 投稿規定
1.

本誌に投稿できるのは本会の会員に限られます. 共著の場合は, 少なくとも共著者の
一人が本会の会員であることを条件とします.

2.

文章は平易かつ明確に記述し, さらに十分推敲してください. 冗長な表現や推敲の不
充分なものが見られますので, とくにお気を付けください. できれば指導教員等もし
くはその分野の専門家に目を通してもらってから投稿されることをお勧めします.

3.

原稿の書式は A4 版用紙に 40 字×36 行 (欧文の場合はそれ相当量) とし, 数字やロー
マ字は半角としてください.

4.

和文原稿の場合は欧文のタイトルと Summary を, また欧文原稿には和文の標題と摘
要を付けてください. なお, ｢短報 (和文のみ)｣ には欧文 Summary は不要です.

5.

電子投稿もしくは郵便による投稿を受け付けます. なお, 電子投稿は Microsoft Word
ファイル (.doc や.docx など) もしくはそのソフトで読み込めるファイル形式のみ受
け付け, それ以外の場合は郵便による投稿とします.

6.

電子投稿の場合, 電子メールにて下記投稿先に原稿および原図を添付ファイルで投稿
してください. ファイル容量が 5MB を超える場合, 通常のメールでは受け付けられ
ないため, 圧縮ソフトやファイル転送サービス等を利用してください.

7.

郵便による投稿の場合, 印刷原稿 2 部・原図 (コピー 1 部含む) のほか, 原稿と図の
デジタルファイルを CD または DVD ディスクに入れて郵送してください. 原稿や図
をデジタル化できない場合はご相談ください.

8.

イタリック (斜字), ボールド (太字), スモールキャピタル (小型英大文字), 上付
き, 下付きなどを指定してください. 郵便による投稿の場合, プリントアウトした原
稿に上記の指定 (イタリック体にはアンダーライン, ボールドには波線, ローマ字の
人名には姓の 2 番目以降の文字に二重アンダーラインなど) を書き込んでください.
電子投稿の場合, ファイル上で変換してあれば, アンダーライン等の指定は不要です.

9.

規定にない原稿のフォーマットについては, 最新号を参照してください. とくに ｢引
用文献｣ については, 不備が多く見られますので, 充分に注意してください.

10. 校正は原則として初校のみ著者に送ります.
11. ご希望により別刷りを作製致します. 原稿の最後のページに必要部数を記入してくだ
さい. 本会負担で最大 100 部まで提供いたします. なお, 著者には PDF ファイルを
無償で配布いたしますので, 100 部以上を希望の方は各自 PDF を印刷してください.
12. カラーでの印刷は通常行いません. ただし, カラー印刷を強く希望される場合は, そ
の際にかかる代金を著者が全額負担していただくことを条件に検討いたします (基本
的に 8 ページまで一律 50,000 円). なお, 著者に配布する PDF ファイルは, カラー
印刷の有無を問わず, 無償でカラー出力が可能です. カラーの写真・図や表を含む投
稿の際には PDF カラー出力 の有無を必ずお知らせください.
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引用文献の例
1.

本文中での文献の引用は次の形式で行ってください.

著者が 1 名：友国 (1992), KAMITANI (2008), (宮本 1961; 林 1995, 2002)
著者が 2 名：宮本・安永 (1989), MIYAMOTO & HAYASHI (1996), (友国・石川 2002),
(HAYASHI & MIYAMOTO 1997; YASUNAGA & HAYASHI 2002)
著者が 3 名以上：安永ら (1993), ISHIKAWA et al. (2008a, b), (安永ら 1993; ISHIKAWA et al.
2008a, b)
2.

文末の引用文献 (参考文献としない) は, 本文中に引用したもののみを第 1 著者のア
ルファベット順に配列してください. なお, 雑誌名等は略記しないこととします.

友国雅章, 1985. 隠岐諸島の異翅半翅類. 国立科博専報, (18): 153161.
ISHIKAWA, T. & M. TOMOKUNI, 2002. Cosmosycanus, a new genus of harpactorine assassin bug established for Agriosphodrus perelegans (Heteroptera: Reduviidae). Entomological Science, 7
47
50.
林 正美・宮本正一, 2005. 半翅目 Hemiptera. 川合禎次・谷田一三編, 日本産水生昆虫
科・属・種への検索, pp. 291378. 東海大学出版会, 秦野.
PÉRICART, J., 1996. Family Anthocoridae FIEBER, 1836 ― flower bugs, minute pirate bugs. In
AUKEMA, B. & Ch. RIEGER (eds.), Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region.
Vol. 2, pp. 108
140. Netherlands Entomological Society, Amsterdam.
安永智秀・高井幹夫・山下 泉・川村 満・川澤哲夫, 1993. 日本原色カメムシ図鑑―陸生
カメムシ類 Terrestrial Heteropterans― (友国雅章監修). (10) ＋382 pp. 全国農村教育
協会, 東京.
デジタル原図の作成について】

1. デジタルで作成した図は, TIFF, JPEG 形式等で変換したものを受け付けます. Power
Point や Word, Excel 等で図版を作成すると, 印刷に耐えうる画質を保てないことが
あります.
2.

原図は 600 dpi 以上が望ましいですが, 写真の場合は 300 dpi 程度でもかまいません.

3.

表は Word や Excel を用いて作成してください.

[投稿先] 投稿に関わるすべての連絡先は以下のとおりです.
〒305
8604 茨城県つくば市観音台 3
13

農研機構 農業環境変動研究センター 環境情

報基盤研究領域 昆虫分類評価ユニット 中谷至伸気付 日本半翅類学会事務局 宛
電話：029
838
8348

E-mail: nakatany@affrc.go.jp

