The English call for paper is next to the Japanese one.
見出し：
『ディベートと議論教育』第 3 回論文募集のご案内
本文：
『ディベートと議論教育』第 3 回論文募集のご案内（変更有）
2020 年 4 月 25 日
ディベート教育国際研究会では、論集『ディベートと議論教育』第 3 巻に掲載する論文を
広く募集しておりますのでご案内いたします。当研究会では、2017 年に論集第 1 巻、2019
年に第 2 巻を刊行いたしました。次巻である第 3 巻でも、これまでと同様に「ディベート
教育国際研究会論集要項」に基づき、ブラインドレフェリー制の論文を募集します。これ
に加え、2020 年 3 月の第 6 回ディベート教育国際研究会大会がオンラインでの開催となっ
たことから、本研究大会における報告原稿については、査読審査の結果の如何を問わず「研
究大会報告原稿」として本巻に掲載することといたしました。「研究大会報告原稿」につい
ては、
「論集要項」第 5 条にある論文本文の字数制限の対象外とし、この字数を超過した原
稿についても受理いたします。この変更に伴い、第 3 巻の締切日を 2020 年 9 月 30 日まで
延長いたします。研究大会のご報告者も含め、皆様からの積極的なご投稿をおまちしてお
ります。
雑誌名： ディベートと議論教育 ― ディベート教育国際研究会論集
Debate and Argumentation Education – The Journal of the International Society for
Teaching Debate
ISSN 2433-3514
（電子出版 http://istdebate.org/publication.html）

問合せ先及び提出先：論集編集委員長と事務局メールへお送りください。
編集委員長 蓮見 二郎（九州大学准教授） ：hasumi★law.kyushu-u.ac.jp
事務局：istdebate★gmail.com ★→＠にご変更ください。
締切日：2020 年 9 月 30 日必着（23:59 日本時間）
。締め切り以降受信した原稿は次号への
投稿とみなします。

論集編集委員長 蓮見二郎（九州大学准教授）

【ディベート教育国際研究会論集要項】
第１条 発行の目的
ディベート教育国際研究会の会員、および広くディベート教育に関わる研究者・教育者に
よる、研究および実践の成果の公刊を目的とする。
第２条 投稿テーマ
ディベート教育に関わる理論、実践、報告など、広くディベート教育の向上に資する内容
のものとする。
第３条 投稿条件
ディベート教育国際研究会の会員であること。一般からの公募も受け付けるが、原則的に、
同研究会の会員になることを条件とする。
第４条 投稿方法
ディベート教育国際研究会が定めるジャーナル担当編集委員に、電子媒体で提出する。フ
ァイルは pdf ないし doc(x)であることが望ましい。
第５条 投稿規定
•日本語の場合、16000 文字以内、英語の場合は 6000 words 以内とする。ただし、脚注
や図表などのスペースも含めたものとする。
•原稿の体裁は、文献リストの形式を含め、原則として日本語は日本心理学会の「執筆・投
稿の手びき」、英文は Publication Manual of the American Psychological Association
(APA)の最新版に従うこと。なお投稿者は、このスタイルに従った雛形を、編集委員から
doc(x)ファイルで受け取ることができる。
•論文本文の始めには、論文タイトル（日本語と英語）、アブストラクトのみを記す。アブ

ストラクトは、日本語の場合は 200 文字程度、英語の場合は 80 words 程度とする。
第６条 投稿の締切
投稿の締切は、別途編集委員会が定める。
第７条 査読制度
本論集は、ブラインドレフェリー制による査読を行う。査読員は編集委員会が定めた者が
行い、必要であれば２名以上の審査員を設ける。論文の表紙には、論文タイトル（日本語
と英語）
、氏名、所属、メールアドレスを明記して本文から切り離せるようにし、本文中に
は「拙論」等の執筆者を特定できるような表現は避けること。
第８条 査読の結果発表
査読審査の結果、
（1）掲載可、
（2）書き直し等の条件付きでの掲載可、
（3）書き直しの上再査読、
（4）掲載不可、
のいずれかに投稿論文は分類される。査読の結果は、編集委員を通じて投稿者に通知され
る。
（2）の場合の修正手続き等については別途定める。その際、論文の内容に応じ、「研究論
文」ではなく、
「研究ノート」もしくは「実践報告」としての掲載を投稿者に推奨する場合
がある。

見出し：Call for Papers for 3rd volume

本文：
Call for Papers for 3rd volume
Debate and Argumentation Education
The Journal of the International Society for Teaching Debate
ISSN 2433-3514
(Digital publication: http://istdebate.org/publication.html)

The Journal of the International Society for Teaching Debate (ISTD) solicits manuscripts
following the submission policies and guidelines below. ISTD has published the first
volume of the journal in 2017 and the second volume in 2019. Now scholars are invited to
submit manuscripts for the third volume. ISTD plans to publish this online-journal
regularly.
Contact
Editor-in-chief: Jiro HASUMI, hasumi@law.kyushu-u.ac.jp
Executive committee: istdebate@gmail.com
Paper submission deadline
23:59 (JST), September 30, 2020
(Late submissions will be considered for publication in the next volume.)
Editor-in-chief
HASUMI Jiro (Associate Professor, Kyushu University)

SUBMISSION POLICIES AND GUIDELINES
1. Aim
The aim of the Journal is to publish the findings of research and practical reports
in argumentation and debate education by members of ISTD, and researchers and

educators who are involved in related fields.
2. Theme and topics
The Journal accepts manuscripts on topics, including, but not limited to, theory,
practice, and report that help improve argumentation and debate education.
3. Eligibility
Only members of ISTD are eligible for submission. Authors who are non-ISTD
members will be asked to become its member upon the submission of the
manuscript. [Note: the current membership is free of charge.]

4. Paper submission
Authors must submit their manuscripts in Microsoft Word format (.doc or .docx
filename extension) to our designated editor via email. Although the Journal
accepts submissions in pdf format, it encourages submissions in Microsoft Word
format (.doc or .docx).
5. Format guidelines
a. ISTD accepts submissions in Japanese (16,000 words maximum) and
English (6,000 words maximum) including footnotes, charts, and other
references.
b. Manuscripts in Japanese must comply with the latest edition of the JPA
(Japanese Psychology Association) 「心理学研究」の投稿原稿作り方.
Manuscripts in English must comply with the latest edition of APA
(American Psychology Association). ISTD also offers the style templates
upon request.
c. Please write only the title (Japanese and English) and the abstract before
the body of your paper.
6. Submission deadline
The ISTD announces the submission deadline online (the deadline has been stated
above).

7. Peer review
This journal uses single/double blind review. The ISTD may obtain reviews from
more than two reviewers if necessary. The title of the paper (Japanese and
English), authors' names, affiliation, and email address must not appear on the
body pages of the paper. To facilitate the peer review process, authors need to
avoid using the phrase(s) that reveals their identity, such as their name of the
university.
8. Notification of the review results
The Editor-in-Chief or the Executive Office will notify the authors based on the
reviewers' assessment. The possibilities are:
a. Accept without editorial revisions
b. Accept with editorial revisions
c. Revisions are necessary for a resubmission
d. Reject
In the case of b, further revisions are required. The Editor-in-chief may
recommend the author(s) to publish the manuscript as either “research note” or
“practice report”, instead of “research paper”.

