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概要 

論文やレポートを書く際に、「参考にした文献やレポートの出典元を示して

ください」と言われることがあると思います。しかし、参考文献の書き方

が分からずに困っている学生も少なくないと思います。ここでは、社会科

学分野の学術論文において多く採用されている「APA style」を用いて、い

くつかの事例と共に紹介していきます。 

 

関連キーワード：引用,  APA Style 
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1. はじめに/イントロダクション 

論文を書く上で、参考文献を示すことはとても重要です。パスファインダーNo.2, 2016「レポ

ートの引用方法」https://www.wakayama-u.ac.jp/_files/00117043/2016pathfinder_2.pdf で示さ

れているように、引用情報を示さなかったことで、盗用や剽窃といった問題が生じてしまい

ます。しかし引用した文献を示す方法は一つではなく、学問分野によって異なってきます。 

 

ここでは、観光学分野において、多くの刊行誌・ジャーナル (e.g., Tourism Management, 

Tourism Planning and Development) で採用されている引用手法の一つ「APA style 7th edition」

について、いくつかの英語文献の例とともに紹介します。APA Style は英語論文を書くこと

を基本としていますので、日本語で書く場合においては学会誌等が定めている投稿規定を参

考にすることを推奨します。また、「日本語での引用文献リスト作成について」（パスファイ

ンダーNo.24）において日本語で論文を書く場合の引用文献の提示、文献リストの作成につい

ての一例を示しております。 

 

1-1. 「APA Style」とは？ 

★APA style の APA とは「American Psychological Association（米国心理学会）」の略語

です。APA スタイルは米国心理学会によって定められた、学術論文やアカデミックな文を書

く際に使われる書式です。他には、The Chicago Manual Style, Harvard Referencing Style

などがあります。投稿する学術誌によって、フォーマットが変わりますので、論文を執筆す

る際は、まず、どのフォーマットで書くことが求められているのか確認することをお勧めし

ます。また、講義のレポート等を書く際は、担当教員が書式を指定している場合は、それに

従って書くようにしてください。特別な指定がない場合は、一貫性が大事になってきます。

APA style を用いるのであれば、一貫して APA style で書くようにしましょう！ 

 

ここでは引用文献の示し方に注目して紹介していきますが、他には表や図の載せ方（APA 

style では Table(表)と Figure(図)の 2 つを用いる。写真も Figure(図)と表記する）や文章

の構成など細かく決まりがあります。APA スタイルをさらに詳しく学びたい方は、下記に示

した Publication manual of the American Psychological Association: The official 

guide to APA style (7th edition) もしくは APA 論文作成マニュアルを参考にされるこ

とを強くお勧めします。 
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1-2. 学習するにあたってのポイント 

引用文献を示す際に、まず、その文献がどういった文献なのか理解することが必要です。 

学術論文、本、編著書収録文（Book Chapter）、新聞記事など、引用文献の種類によって、

引用文献リストでの示し方が異なってきます。また、単著、共著（二人もしくはそれ以上）で

テキスト内での引用の方法が変わってきます。そのため、引用文献の情報を的確に把握する

ことは、とても大切です。 

 

本文中で引用文献を示す(in-text citation)   

主に 2 種類の示し方があります。 

・Parenthetical citation(括弧内引用)と Narrative Citation（本文中に文章として入れる引用） 

Author type Parenthetical citation Narrative citation 

単著 (Kato, 2019) Kato (2019) 

共著（二人） (Sugimoto & Nagai, 2020) Sugimoto and Nagai (2020) 

共著（三人以上） (Cheng et al., 2016) Cheng et al. (2016) 

グループ、機関、

新聞社*等 

(Japan Tourism Agency [JTA], 2020)**, 

(JTA, n.d.)*** 

Japan Tourism Agency [JTA] (2020), 

JTA (n.d.) 

＊新聞記事等で、記者名がある場合は、そちらを優先 

**機関名等、略語は使う場合は、初出の時は正式な形で明記し、 [] 内に略語の形を明記。その

後は略語を使用。また、参考文献リスト内では正式な形で明記する。 

***ウェブページ等、投稿日時がわからない場合は n.d を用いる。 

 

複数の文献を一か所に引用したい場合は；（セミコロン）でつなぐ。アルファベット順 

(Japan Tourism Agency, 2020; Kato, 2019) 

 

異なる著者で、同一性，同一年の文献引用がある場合。 

*ファーストネームミドルネームのイニシャルを入れる 

(Pearce D. G., 2020; Pearce, P., 2020) 

 

同一著者で、同一年に刊行された文献がある場合。 

Ito & Kono (2021a, 2021b) 

Cheng (2018a, 2018b, 2018c) 
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参考文献リストの作成 (Reference list) 

• 基本的な文献（雑誌論文、本、編著書、新聞記事） 

＜雑誌論文(Journal Article)＞ 

[単著論文] 

著者名(ファミリーネーム,ファーストネーム及びミドルネームイニシャル.) (出版年). タイ

トル. 雑誌名,巻(号),掲載ページ.DOI  

 

Doering, A. (2018). Mobilising stoke: A genealogy of surf tourism development in 

Miyazaki, Japan. Tourism Planning & Development, 15(1), 68–81. 

https://doi.org/10.1080/21568316.2017.1313772   

 

[共著論文] 

第一著者名,第二著者,第三著者, & 第四著者名 (出版年). タイトル. 雑誌名,巻(号),掲載ペ

ージ.DOI 

 

Cheng, M., Wong, I. A., Wearing, S., & McDonald, M. (2016). Ecotourism social 

media initiatives in China. Journal of Sustainable Tourism, 25(3), 416–432. 

https://doi.org/10.1080/09669582.2016.1214141 
 

＊本文中での引用の際は、第二著者以降を et al で省略するが、引用文献リストでは全員分の名前を表記する. 

*論文集のオンライン化が進む中で、ページ番号の代わりにアーティクルナンバーを使うケースが増えてきて

います。その場合は、ページ番号記入欄に、アーティクルナンバーを書くようにしてください 

 

＜単著本＞ 

著者名 (出版年). タイトル. 出版社名. 

 

Ritchie, B., W. (2009). Crisis and disaster management for tourism. Channel View 

Publication.  

 

＜共著本＞ 

第一著者名 & 第二著者名 (出版年). タイトル. 出版社名. 

 

Urry, J., & Larsen, J. (2011). The tourist gaze 3.0. Sage. 

 

＜編著書＞ 

編者名.(Ed/Eds.). (出版年). タイトル. 出版社名. 

  

Sharpley, R., & Kato, K. (Eds.). (2020). Tourism development in Japan: Themes, issues 

and challenges. Routledge.  

 

＊編著者が二人以上の場合は（Eds.）一人の場合は(Ed.) 

 

*イタリック体にする 

 

 

https://doi.org/10.1080/09669582.2016.1214141
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＜編著書収論文（ブックチャプター）＞ 

＊ブックチャプターとは一つの本に、いくつかの章が存在しそれぞれ異なる著者によって書かれて
いるもので、引用する際は、本全体としてではなく章ごとに引用する。 

著者名 (出版年). 論文のタイトル. In 編者名（ファーストネーム及びミドルネームのイニ

シャル, ファミリーネーム） (Ed/Eds.), 本のタイトル (掲載ページ). 出版社名. 

 

Ikeji, T., & Nagai, H. (2020). The expansion of peer-to-peer accommodation rentals in 

Japan: Issues and challenges. In R. Sharpley & K. Kato (Eds.), Tourism 

development in Japan: Themes, issues and challenges (pp. 257–275). Routledge. 

 

 

＜修士・博士論文＞ 

[出版されていないもの] 

著者名. (年). タイトル [Unpublished doctoral or master’s thesis]. 大学名. 

 

Kong, T. H. (2019). Kansai on Instagram: A pictorial analysis of projected and perceived 

destination image [Unpublished master’s thesis]. Wakayama University. 

 

[オンラインでダウンロードできるもの]  

著者名. (年). タイトル [Doctoral or Master’s thesis, 大学名]. データベースの名前. URL 
 

Progano, R. N. (2019). Visitor diversification in pilgrimage destinations: A national 

segmentation study through means-end theory in Nakahechi, Kumano Kodo 

[Doctoral thesis, Wakayama University]. Wakayama University Academic 

Repository. http://repository.center.wakayama-u.ac.jp/3525 
 

 

＜新聞記事 (オンライン)＞ 

[署名記事の場合]  

著者名. (日付). 記事タイトル. 出版社名. URL（オンライン版でない場合は,ページ番号) 

 

Martine, A. K. T. (2021, May 12). Japanese hotels and travel agencies struggle as virus 

hits bookings. The Japan Times. https://www.japantimes.co.jp/ 

news/2021/05/12/business/tourism-coronavirus-bookings-japan/ 

[署名記事でない場合] 

新聞紙名.(日付). 記事タイトル. URL  

 

The Japan Times. (2021, April 27). Japan to introduce ‘vaccine passports’ for 

international travel. 

https://www.japantimes.co.jp/news/2021/04/29/national/japan-vaccine-passports/  

＊プリントされた新聞記事の場合 URL のところにページ番号を入れる.   

＊ここでの編者名の表記が著者名の順と異なる 
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＜レポート（政府、組織による）＞ 

組織名.(出版年及び日付). レポートタイトル. 出版社名.DOI or URL.  

＊出版名はなければ、記載不要 

 

Japan Travel Agency. (2020). White paper on tourism in Japan, 2019 (summary). 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/en/siryou/content/001312296.pdf   

 

＜YouTube＞  

著者及び製作者名.(出版年及び日付). 動画タイトル[Video]. YouTube. URL 

 

wakayamauniv. (2020, September 16). Wakayama-CTR webinar series 2020 vol.3 (Sep. 

16). YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=0OGmLcwpG40&t =2828s 

 

＜映画＞ 

Director name. (Director). (出版年). 映画タイトル[Film].制作会社社名. URL 

 

Mendes, S. (Director). (2012). Skyfall [Film]. Eon Productions. 

 

 

＜Twitter での投稿内容＞ 

著者及びグループ名 [ユーザー名]. (出版年及び日付). 初めの 20 wordをタイトルとして記
載 [コンテンツの説明]. Twitter. URL. 
*コンテンツの説明のところでは、写真であれば [Image attached], ツイッターでの投稿の内容
であ れば  [Tweet]の よ うに 記載 。詳 し くは 、 Publication manual of the American 
Psychological Association: the official guide to APA style (7th edition) の p348 を参
照されるとよい。 

 

Annals of Tourism Research Journals [@AnnTouRes]. (2020, December 22). New 

@AnnTourRes ARTICLE: "What happens when residents take pictures of tourism 

impacts in their city? The images take you behind [Thumbnail with link attached] 

[Tweet]. Twitter. https://twitter.com/AnnTourRes/status/1341146479797432325 

 

*Thumbnail with link attached→画像付きのリンクが表示されているとき 

 

＜Instagram での投稿内容＞ 

著者及びグループ名 [ユーザー名]. (出版年及び日付). 初めの 20 wordをタイトルとして記
載 [コンテンツの説明]. Instagram. URL. 

*コンテンツの説明のところでは、写真であれば [Photograph]、ビデオであれば [Video]と記載 

World Tourism Organization [@unwto]. (2021, May 18). Today we celebrated the 

winners of UNWTO SDGs Global Startup Competition. The final of this 

#GlobalGoal Competition recognizes the power [Photograph]. Instagram 

https://www.instagram.com/p/CPWFrFdCt8h/ 
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＜日本語文献＞ 

英語でのタイトルがある場合は、英語タイトルで記入。英語タイトルがない場合は、タイトルを

ヘボン式に変換し入力後、[]カッコ内に英語訳したタイトルを表記。 

[英語タイトル有の場合] 

Ito, E., & Kono, S. (2021). Awe-inspiring experiences while walking on the World 

Heritage pilgrimage route, Kumano Kodo. Tourism Studies. 24, 1–8.  

https://doi.org/info:doi/10.19002/AA12438820.24.1 

 

[英語タイトル無の場合]  

Japan Tourism Agency. (2020). 2019 nen no honichi gaikokujin ryoko shohigaku kakuho 

[Inbound tourism consumption in 2019]. https://www mlit go 

jp/kankocho/content/ 001338023 pdf 

 

 

Nida, T., & Mizukoshi, K. (2013). Hyakkaten no gaisho seido to kakeuri no rekishiteki 

hensen: Korigyo ni okeru kankei sei (Tokushu atarashii kori kankyo to 

maketeingu) [The historical development of Gaisho system of department store 

and credit sales: In terms of relationship of retail industry (Special issue, new 

retail environment and marketing)]. Japan Marketing Journal, 32(4), 63–78. 

https://ci.nii.ac.jp/naid/40019717920/en/ 

↑英語タイトルの表記がない文献であっても、ジャーナル・刊行誌名において英語名がある場合

が多い。その場合、タイトルのみヘボン式＋英語訳を表記する。 
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2. 学習用資料 

2-1. 最初に読むべき資料：代表的な教科書・基本書・古典 

◆ Publication manual of the American Psychological Association : the 

official guide to APA style (7th edition) / [American Psychological 

Association], [American Psychological Association], 2020 

（配架場所：[1F・アカデミックスキル資料]  [140.7||Am]  書誌 ID：1000462719） 

★APA style の 2020 年に出版された、最も新しいガイドブックです。 

 

◆ APA 論文作成マニュアル / [アメリカ心理学会著；前田樹海, 江藤裕之, 田中建彦訳], 

[医学書院], 2011  

（配架場所：[1F・アカデミックスキル資料]  [140.7||Am]  書誌 ID：1000462719） 

（配架場所：[2F・開架図書]  [140.7||Am]  書誌 ID：1000462719） 

★APA Style 6th edition の訳となっています。少し古いですが、日本語訳されていま

すので、英語が苦手な方はこちらも併せて読まれることをお勧めします。  

2-2. 最新情報が確認できる資料： 主要雑誌・Web ページ 

 

◆ APA Style Blog / https://apastyle.apa.org/  

APA Style のホームページの Blog 欄では、APA スタイルに関わるあらゆる議論がなされ

ています。引用文献の形態は時代とともに変化しますので、最新版であってもすべての文献

の引用方法を示すことができるとは限りません。そういった際は、こちらの APA スタイル

の Blog での議論を参考にすると良いと思います。 

 
 
 
 

 
 
 

★本文中で紹介されている図書の探し方★ 

和歌山大学図書館トップページの OPAC 検索窓に、 

10 桁の書誌 ID を入力して検索してください。 

https://www.wakayama-u.ac.jp/lib/  和歌山大学図書館 

https://apastyle.apa.org/
https://www.wakayama-u.ac.jp/lib/

