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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、日本語

文献の引用について、観光学術学会の投稿規定を基に紹介していきます。 

 

関連キーワード：引用,  参考文献リスト作成手法 
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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、日本国内の観光学術学会の投稿規定を基に、引用文献リストの書き方について紹

介します。観光学術学会では、欧文については「APA style」を採用し、邦文に関しては APA 

style を参考とした日本語版の引用文献の示し方を規定しております。APA Style について興

味のある方は、別紙（パスファインダーNo. 23）にて詳しく書かれていますので、そちらの方

も見ていただければと思います。 

 

1-1. 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。 

 

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。 

・括弧は全角括弧を用いる。 

Author Type 
Parenthetical Citation 

（括弧内引用） 

Narrative Citation 

（本文中に文章として入れる引用） 

単著 （大橋, 2010） 大橋（2010） 

共著（二人） （伊藤・河野, 2021） 伊藤・河野（2021） 

共著 

（三人以上） 
（永井ほか, 2018） 永井ほか（2018） 

グループ、新聞

社*、機関**等 

観光庁（2020） 

国土交通省（n.d.）*** 

観光庁（2020） 

（国土交通省, 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 
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・括弧つき書式で複数の文献を同時に引用するときは、半角セミコロン「;」でつなぐ。半角セ

ミコロンの後には半角スペースを入れる。邦文→欧文文献の順に提示し、それぞれ著者名のアル

ファベット順に並べる。 

 

邦文：（前田, 1987; 安村, 1998） 欧文：（Pearce, 2011; Wang, 2011） 

欧文と邦文：（前田, 1987; 安村, 1998; Pearce, 2011; Wang, 2011） 

 

・翻訳書を引用するときは、原書と翻訳書の出版年を半角スラッシュ「/」でつなぎ、訳者名を

記載する。 

Appadurai（1996/2004 門田訳） 

（Appadurai, 1996/2004 門田訳） 

  

・同一著者で、同一年に刊行された文献がある場合は、出版年のあとにa，b・・を付して区別

する。 

遠藤（2001a, 2001b） 

（観光庁, 2020a, 2020b, 2020c） 

Ito & Kono（2021a, 2021b） 

（Cheng, 2018a, 2018b, 2018c） 

 

・異なる著者で、同一性，同一出版年の文献引用がある場合、邦文の場合は著者の名を、欧文

の場合は名のイニシャルを付ける。 

 

 ・直接引用の場合、出版年の後にページ番号を追加する。 

（永井他, 2018, pp. 47–48） 

（Timothy, 2012, p. 408） 

 

  

（遠藤英樹, 2017; 遠藤理一, 2017） 

（Pearce D.G., 2020; Pearce, P., 2020） 
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参考文献リストの作成 (Reference list) 

＊出版年は邦文文献、欧文文献ともに半角括弧で囲み、後ろに半角ピリオド「.」を入れる。また

前後に半角スペースを入れる。 

＊邦文文献のサブタイトルの前には、2 文字分ダッシュ（―）を付ける。ダッシュの前後にスペ

ースは不要 

 

＜雑誌論文(Journal Article)＞ 

[単著論文] 

著者名 (出版年).「タイトル」『雑誌名』,巻(号),掲載ページ.DOI  

小原満春 (2019). 「ライフスタイル移住の意思決定に関する研究」『観光学評論』, 7(2), 111–122. 

https://doi.org/10.32170/tourismstudies.7.2_111 

[共著論文] 

第一著者名・第二著者・第三著者・第四著者名・第五著者 (出版年). 「タイトル」『雑誌名』巻(号),掲

載ページ.DOI 

永井隼人・牧野恵美・柏木翔・ドーリングアダム・八島雄士 (2018). 「日本における『DMO』という

用語の使用に関する研究―五大全国紙の分析から」『日本国際観光学会論文集』26, 

41–50. https://doi.org/10.24526/jafit.26.0_41 

 

＜単著本＞ 

著者名 (出版年). 『タイトル』 出版社名. 

大橋昭一 (2010). 『観光の思想と理論』文眞堂. 

 

＜共著本＞ 

第一著者名・第二著者名 (出版年). 『タイトル』 出版社名. 

須藤廣・遠藤英樹 (2018). 『観光社会学 2.0―拡がりゆくツーリズム研究』福村出版. 

 

＜編著書＞ 

編者名編 (出版年). 『タイトル』 出版社名. 

大橋昭一編 (2013). 『現代の観光とブランド』同文館出版. 

  

＜編著所収論文（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」編者名編『本のタイトル』(掲載ページ). 出版社名. 

山田良治 (2016). 「観光学と観光教育」大橋昭一・山田良治・神田孝浩編『ここからはじめる観光

学―楽しさから知的好奇心へ』(pp. 17–26). ナカニシヤ出版. 
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＜修士・博士論文＞ 

[出版されていないもの] 

著者名. (年). 『タイトル』 [未公開修士・博士論文]. 大学名. 

藤井至 (2016). 『域学連携型農村ワーキングホリデーによる地域コミュニティの変容―ソーシャ

ル・キャピタルの経年比較分析から』[未公開修士論文]. 和歌山大学. 

 

[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』 [修士・博士論文, 大学名]. データベースの名前. URL 

竹田茉耶 (2017). 『「複合型コミュニティ」の創造と観光まちづくり』[博士論文, 和歌山大学]. 和

歌山大学学術リポジトリ. http://dx.doi.org/10.19002/Tk001 

 

＜新聞記事＞ 

[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) 

高橋健人 (2020 年 11月 30 日). 「地域の魅力を知り・学ぶ」『朝日新聞』 p.23. 

 

[署名記事でない場合] 

新聞紙名(日付). 「記事タイトル」 URL  

毎日新聞 (2021 年, 10月 6 日). 「和歌山水道管橋崩落 水道仮設工事始まる 9日までの断水

解除目指す」https://mainichi.jp/articles/20211006/k00/00m/040/068000c  

 

＜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 

観光庁 (2021). 『都道府県消費税免税店数の分布（2021 年 3 月 31 日現在）』最終閲覧日 2021

年 10月 25日,https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001408980.pdf 

 

＜映画＞ 

監督名 (監督). (公開年). 『映画タイトル』[映画].制作会社社名. URL 

田中光敏 (監督) (2015). 『海難 1890』[映画]. 東映. 

 

＜YouTube＞  

アカウント名.(出版年及び日付). 『動画タイトル』[動画]. YouTube. 最終閲覧日, URL 

wakayamauniv. (2019年, 10 月 1日). 『そしてここから【和歌山大学紹介動画】』 [動画]. 

YouTube. 最終閲覧日 2021 年 10 月 25 日, https://www.youtube.com/watch?v=H-

vhv5JWnDA&t=215s 

＊APA スタイルでは、最終閲覧日の記入は不要となっていますが、学会等によっては必要な場合が
あります。観光学術学会では、ウェブサイトや YouTube などにおいて、最終閲覧日を記入するように
示されていますので、今回は最終閲覧日の記入ありで、記載しております。 
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＜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 40 文字（英語の場合、20 word）

をタイトルとして記載』 [コンテンツの説明]. Twitter. 最終閲覧日, URL. 
*コンテンツの説明のところでは、写真であれば [写真], ツイッターでの投稿の内容であれば [Tweet] 、画像付きの
リンクが表示されているときは[サムネイル画像] のように記載。 

和歌山大学 [@wakayama_univ]. (2021年, 10月 6日). 『「断水でお困りの学生さんへ」地域の温

かいご支援により、備蓄用の水を寄贈いただきま』[写真]. Twitter. 最終閲覧日 2021

年 10月 25日, https://twitter.com/wakayamauniv/status/1445542326995087363?t= 

qRUanFpxft6MxonH7u3tew&s=19 

 

＜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 40 文字（英語の場合、20 word）

をタイトルとして記載』 [コンテンツの説明]. Instagram. 最終閲覧日, URL. 

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

オーストラリア政府観光局 [@australia.jp]. (2021 年, 10月 19日). 『キャンベラ @visitcanberra 

に一番似合う季節…もしかすると秋かもしれません🍂。数々のアドベンチャ』[写真]. 

Instagram. 最終閲覧日 2021年 10 月 25 日, 

https://www.instagram.com/p/CVKgZWBMBwc/?utm_source=ig_web_copy_link 

＊タイトル内の絵文字、URL、ハッシュタグ、アカウント名に関しては、一文字としてカウントする。 

 

＜トリップアドバイザー等口コミサイトの投稿内容＞ 

著者及びユーザー名(出版年及び日付). ｢コメントのタイトルもしくは、初めの 40文字（英語の場合、

20 word）[ブログ名への投稿コメント]｣ 『ブログ名』 最終閲覧日, URL 

 

<ブログ等の投稿内容> 

著者及びグループ名 (出版年及び日付). 「ブログのタイトル」『ブログ名』最終閲覧日, URL 

ユサコ株式会社  (2018, 9月 25日). 「NVivo 10 for Windowsの初め方」『NVivo ノート』最終閲覧

日 2021 年 11月 21日, http://nvivonote.info/blog/nvivo10-first-step/  

 

 

Ktm941 (2021 年 7 月 24 日). 「フクロウがいました [兼六園への投稿コメント]」『TripAdvisor』最終閲

覧日 2021年 10月 25 日, https://www.tripadvisor.jp/ShowUserReviews-g298115-

d321201-r799364870-Kenrokuen_Garden-

Kanazawa_Ishikawa_Prefecture_Hokuriku_Chubu.html 
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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 

 

◆ 観光学術学会の投稿規定。https://jsts.sc/journal/contribute 

投稿規定も、数年単位で改定されます。そのため、各学術学会のホームページ等から投稿

規定についての最新情報を手にいれることをおすすめします。 

 

 

 
 
 
 

★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://jsts.sc/journal/contribute
https://www.wakayama-u.ac.jp/lib/

