
『IPSHU研究報告シリーズ』投稿の手引き 
広島大学平和科学研究センター 

 

１．原稿の種類  

研究報告とし、内容は平和科学研究センタ

ー（以下平和科研と表記）としてふさわしい

ものとします。  

 

２．投稿の資格  

 平和科研の専任研究員、運営委員、兼任研

究員、客員研究員、顧問からの投稿を受け付

けます。  

  

３．原稿の体裁  

『広島平和科学』に準じます。  

 

４．原稿の提出  

（1 ）原稿はワープロで作成し、そのハード

コピー（１部）と電子ファイル（マイク

ロソフト・ワードファイル）を提出して

下さい。掲載が決定した時点で、図表の

入った完成原稿を再びハードコピー１

部と電子ファイルにて提出していただ

きます。  

 

（2 ）ハードコピーの提出先は平和科研です。

電子ファイルは、メールに添付して同様

に heiwa@hiroshima-u.ac.jpに送信して

下さい。  

 

（3 ）投稿しようとする者は、題名および報

告書要旨（A4 用紙 1 枚程度）を提出し

て下さい。平和科研教員会での審議を経

て、報告書を提出して頂きます。提出い

ただいた報告書は、平和科研教員あるい

は外部の専門家で内容確認し、発行の可

否を決めます。  

 

（4）この「投稿の手引き」に従わない原稿は、

原則として受理しません。  

 

５．その他  

 その他の事項は著者に任せますが、不明な

ことはこれまでの号を参考にするか、平和科

研にたずねて下さい。  

以上  
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1. Categories of Contributions 

Category is Research Reports only. It should 

be those appropriate to the scope of IPSHU.  

 

2. Qualification of Contributors 

 Full-time researchers, Committee Members, 

Research Associates, Affiliated Researchers 

and Advisors of IPSHU, are recognized to be 

appropriate to contribute by the Journal 

Committee can contribute to the Journal.  

 

3. Style of Manuscripts 

The style of manuscripts follows as “Journal 

of HIROSHIMA PEACE SCIENCE”. 

 

4. Submission of Manuscripts 

(1) Word processing software must be used to 

prepare manuscripts. The manuscript of 

any category shall be submitted in the 

form of a hard copy (one set) as well as a 

soft copy (preferably, MS Word) before the 

deadline fixed by the Journal Committee. 

If the Journal Committee concludes to 

publish your contribution, both a hard 

copy and a soft copy of completed 

manuscripts, figures and tables placed in, 

will be required once again. 

 

(2) Manuscripts shall be submitted to the 

IPSHU. The soft copy of the manuscript 

shall be attached to an email and be sent 

to heiwa@hiroshima-u.ac.jp. 

(5) The title and summary of Reports, 

within a sheet of A4 paper, shall be 

submitted to the IPSHU. After 

discussion in the Journal Committee, 

you can submit your report. For your 

information, Reports shall be reviewed 

by the referees.  

(6) The Journal Committee shall in 

principle reject manuscripts not abiding 

by this Handbook. 

 

5. Miscellanies 

  For further inquiries, please refer to the 

previous issues of the Journal or contact the 

Journal Committee members.  

(End) 

 

 


