
引用文献 記載の仕方 備考 例文

書籍 著者名（出版年）書籍名. 出版社. 引用頁. 全て「.」ピリオド 小川博久（2010）遊び保育論. ○○書房. 15-16.

雑誌 著者名（出版年）表題.雑誌名, 巻数（号数）, 引用頁. 雑誌名と巻数（号数）の後は「,」カンマ

その他は「.」ピリオド

谷村宏子（2010）自閉症児にみられる音楽行動の変容―乳幼児音楽行動の発達プロセススケールの作

成を通して―. 保育学研究, 48(1), 10-22.

紀要 著者名（出版年）論文タイトル. 紀要名, 巻数（号数）, 引用頁.
紀要名と巻数（号数）の後は「,」カンマ

その他は「.」ピリオド
大学の所在地は記載しない

○△◇（2010）遊びの……の意味と課題. □□□大学紀要, 10(3), 30-32.

要旨 著者名（出版年）論文タイトル. 大会名発表論文集. 引用頁. 全て「.」ピリオド ○△◇（2010）保育者の……の意味と課題.日本保育学会第56回大会発表論文集. 555.

分担執筆
著者名（出版年）引用部表題. 編者名（編）. 書名. 出版社.引
用頁. 全て「.」ピリオド 松澤正子（1999）「注意」の発達.正高信男（編）. 赤ちゃんの認識世界. △△書院. 115-156.

翻訳書
著者（出版年）翻訳書名（訳者名, 訳）.出版社. 引用頁.
（著者（原著出版年）. 原著名 . 出版社.）

訳者名の後は「,」カンマ

その他は「.」ピリオド
翻訳書の原著名はイタリック斜字

Garvey,C. （1980）「ごっこ」の構造（高橋たまき, 訳）. サイエンス社. 4-5.
 （Garvey,C. （1977）. Play . Cambridge Mass:Harvard University Press.）

政府刊行物 著者名（出版年）タイトル. 出版社 全て「.」ピリオド 内閣府（編）（2002）　国民生活白書平成13年　家族の暮らしと構造改革. □△○出版

修士・博士論
文

著者名（出版年）論文タイトル. 大学名. 大学所在地
全て「.」ピリオド

大学の所在地を記載
○△◇ （2010）日本語の……の意味と課題. 博士論文. ○○大学. 東京

Ⅰ.電子ジャーナル・ニュースレター記事の場合

著者名（発表年）論文または記事のタイトル. ジャーナルまたは

ニュースレター名, 巻号（なければ略）, 引用頁. URL（情報取

得0000/0/0）

ジャーナルまたはニュースレター名と巻号の後
は「,」カンマ

その他は「.」ピリオド

小川正行（2008）インターネットを通じた保育者臨床相談の試み.保育ケアニュース,3（2）,3-
4.http://www.educare.net/subs/newslet7.html/（情報取得2008/1/30）

Ⅱ.組織・個人のWeb サイト,Web ページ上の記事の場合

著者名または組織名（不明の場合は,記事タイトルから開始）

（発表年）記事タイトル.引用頁. URL（情報取得0000/0/0）
全て「.」ピリオド ○△◇（2007）保育の…の意味と課題. 5-6. http://……hoiku/（情報取得2008/1/30）

すぐ上の文献と全く同じ頁を引用した場合 同上

すぐ上の文献を引用したが,頁数が異なる場合 同上. 5-8.

前述した文献と同じ文献を引用した場合 前掲(10）

前述した文献と同じ文献を引用したが,頁数が異なる場合 前掲（10）. 2-3.

引用文献表記

＜日本語文献＞

※著者名について,複数著者の場合の表示は,「・」でつなぐ
※URL内以外の「.」「,」のあとには半角スペースを入れる

電子媒体

同じ文献を引
用した場合
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書籍
著者名（出版年）. 書籍名. 出版地（不明の場合は出版社の

み）: 出版社. 引用頁.
書籍名は斜体（イタリック体）で表記

全て「.」ピリオド

Sroufe,L.A.（1996） . Emotional development:The organization of emotional life in the early
years .  Cambridge University Press. 4-6.

雑誌
著者名（出版年）. タイトル : サブタイトル. 雑誌名, 巻（号数）,
引用頁.

雑誌名は斜体（イタリック体）で表記
雑誌名と巻数（号数）の後は「,」カンマ

その他は「.」ピリオド

Stefenson,H.W.,Chen,C.& Uttal,D.H. （ 1990 ） .Beliefs and Achievement:A Study of
Black,White,and Hispanic Children. Child Development , 61, 508-523.

分担執筆
著者名（出版年）. 引用部表題. Ｉｎ 編者名（編. ）, 書籍名. 出
版地（不明の場合は出版社のみ）: 出版社. 引用頁.

書籍名は斜体（イタリック体）で表記
編集者名（編.）の後は「,」カンマ

出版地の後は「:」コロン

その他は「.」ピリオド

Zimmerman,B.J. （2002 ） .Theories of self-regulated learning and academic achievement. In
Zimmerman,B.J.& Schunk, D.H. （ Eds. ） ,Self-regulated learning and academic
achievement:Theoretical perspectives （ 2nd ed. ） . Mahwah:awrence Erlbaum Associates. 1-
37.

電子媒体

Ⅰ.電子ジャーナル・ニュースレター記事の場合

著者名（発表年）.記事タイトル. ジャーナルまたはニュースレ
ター名 , 巻号 （なければ略） , 引用頁 . URL（情報取得

0000/0/0）

ジャーナルまたはニュースレター名は斜体（イ
タリック体）で表記
ジャーナルまたはニュースレター名と巻号の後
は「,」カンマ

その他は「.」ピリオド

○△◇ （2017）. Emotional……. □□News , 3, 2-5.http://…□□news-03/（情報取得2018/1/30）

電子媒体

Ⅱ.組織・個人のWeb サイト,Web ページ上の記事の場合

著者名または組織名（不明の場合は,記事タイトルから開始）

（発表年）. 記事タイトル . 引用頁. URL（情報取得0000/0/0）

記事タイトルは斜体（イタリック体）で表記
記事タイトル.ジャーナルまたはニュースレター

名と巻号の後は「,」カンマ

その他は「.」ピリオド

○△◇ （2016）. Development…… . 10-16. http://…Development…/（情報取得2018/10/10）

すぐ上の文献と全く同じ頁を引用した場合 同上

すぐ上の文献を引用したが,頁数が異なる場合 同上. 5-8.

前述した文献と同じ文献を引用した場合 前掲(10）

前述した文献と同じ文献を引用したが,頁数が異なる場合 前掲（10）. 2-3.

※著者について,複数著者の場合の表示は,「A,B,C&D」というように「,（カンマ）」でつなぎ,最後に&を使用

　また,著者名は「ファミリーネーム, ファーストネームの（イニシャルのみ）. ミドルネーム（イニシャルのみ）. 」で表記。カンマとピリオドの表記に注意

※著者名およびURL内以外の「.」「,」のあとには半角スペースを入れる

※外国語文献には,（出版年）のあとに「.」が必要

同じ文献を引
用した場合

＜外国語文献＞
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