
1 
 

■社会政策学会 学会誌オンライン投稿手順 

◆投稿を始める前に 

 本オンラインシステムを利用する前に以下をご確認、ご準備ください。 
① 会員 ID とパスワード、会費納入： SOLTI 会員情報管理システムを利用するために

配布されている会員 ID とパスワードです。本システムを利用するために必要となり

ますので、予めご確認ください（不明であれば、システムログイン画面の「ログイン

できない方はこちら」ボタン、もしくはメールにて事務局へお問い合わせください）。

また、論文投稿には当年度会費の完納が条件となっておりますので、会費納入につい

ても予めご確認、ご対応をお願いします。 
② システム入力内容の準備： オンラインシステムへの入力の際には、「論文タイトル（和

文・英文）」および「論文抄録（和文・英文）」をご入力いただくほか、著者、共著者

情報（和文・英文）をご登録いただきます。画面入力をスムーズに進めるため、入力

情報は予めメモ帳や Word 等でご用意いただき、コピー＆ペーストで登録を進めてい

ただくことを推奨します（【利用上のご注意】にもある通り、1 つの画面に 30 分以上

留まりますと、システムからのログオフが実行されてしまいます）。 
③ アップロードファイル： 以下の原稿、書類の電子ファイルを予めご用意ください。 

 編集委員会用原稿本文ファイル（必須）： 学会ホームページ掲載の「社会政策学会

誌投稿規程」および「社会政策学会誌執筆要領」を参照の上、原稿を作成してくだ

さい。このファイルはマスキングは行わず、PDF 形式でアップロードしてください。 
 査読用原稿本文ファイル（必須）： 査読用原稿本文ファイルについては、著者名

など投稿者が明らかになる情報を伏字（「●●」等）によりマスキングの上、PDF
形式でアップロードしてください（マスキング不要な内容の場合には、編集委員

会用と同じファイルをアップロードしてください）。 
 図表ファイル： 図表ファイルをPDF 形式もしくは画像ファイル（png、jpg、jpeg、

gif 形式）でアップロードしてください。複数のファイルでご用意いただいている場

合は、すべてのファイルを Zip ファイルにまとめてアップロードしてください。 
 関連論文（写し）： 関連する既発表論文や投稿中論文が存在する場合は、当該論

文の写しを PDF 形式でアップロードしてください。 
 ネイティブチェック証明書： タイトル（英文）、抄録（英文）について、ネイテ

ィブチェックを受けた証明書を PDF 形式でアップロードしてください。 
 修正概要（再査読原稿投稿時必須）： 査読による修正の要請に対して、修正箇所

を明示・説明した文書（書式自由）を、PDF 形式でアップロードしてください。  

本オンラインシステムではセキュリティの都合上、30 分以上、同一のページに

留まりますと、強制的なログオフが実行されてしまいます。 

ログオフがなされますと、入力途中の内容は失われてしまいますので、入力やア

ップロードをスムーズにお進めいただくためにも、入力内容は予めメモ帳や

Word ファイル等でご用意いただき、アップロードファイルもまとめてご準備を

いただければと存じます。 

【利用上のご注意】 

https://jasps.org/wp/wp-content/uploads/2020/08/200608%E3%80%80%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E8%AA%8C%E6%8A%95%E7%A8%BF%E8%A6%8F%E7%A8%8B%E6%94%B9%E6%AD%A320200609-1.pdf
https://jasps.org/wp/wp-content/uploads/2020/08/200608%E3%80%80%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E8%AA%8C%E6%8A%95%E7%A8%BF%E8%A6%8F%E7%A8%8B%E6%94%B9%E6%AD%A320200609-1.pdf
https://jasps.org/wp/wp-content/uploads/2017/03/shippitsuyouryou.pdf
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◆ログイン 

① 会員 ID（会員番号）、パスワードを入力してログイン 
URL： https://service.gakkai.ne.jp/society-member/auth/submit/JASPS  
 

 
 
② 「社会政策学会誌論文投稿」を選択し、投稿開始（「新規／追加投稿」ボタンをクリック） 

 
 
 
 
  

① 

ID・パスワード 

が不明な場合はこちら 

②

 

②

https://service.gakkai.ne.jp/society-member/auth/submit/JASPS
https://service.gakkai.ne.jp/society-member/auth/submit/JASPS
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◆Step-1：投稿者情報の入力 

以下の投稿者情報をご入力ください。 

 

会員情報として登録済みの情報は、自動的に画面へ反映されます。その上で、必要事項を加

筆修正してください。 
① 英文敬称・英文氏名(English Name) 英語名を姓・名の順で記載 
② 所属先 ＊必須 
③ 住所 ＊必須 
④ 電話番号 
⑤ 所属先電話番号 
⑥ FAX 番号 
⑦ 所属先 FAX 番号 
⑧ メールアドレス１ ＊必須 会員登録情報の自宅メールアドレスが自動的に入ります 
⑨ メールアドレス２ ＊必須 会員登録情報の所属メールアドレスが自動的に入ります 
⑩ メール送付先の指定 ＊必須 プルダウンより選択。ここで指定したメールアドレスは

入力必須となります 
 

次ページに続く  
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◆Step-2：原稿情報の入力 

投稿論文に関する情報を入力します。 

 

① 論文種別 ＊必須 プルダウンより選択 
② 論文タイトル（和文） ＊必須 
③ 論文タイトル（英文） ＊必須 
④ 論文抄録（和文） ＊必須 400 字以内 
⑤ 論文抄録（英文） ＊必須 200 語以内 
 

 

④ 共著者の有無 「あり」の場合はこちらにチェックを入れてください 
＜ありの場合＞ 
⑤ 掲載順    システムの仕様としては、登録の順に掲載順が振られますので、変更し

たい場合はこちらを変更していください 
⑥ 会員区分   共著者（共同研究者）の会員／非会員の別をご選択ください 
⑦ 情報登録   会員 ID、苗字(Surname)、名前(Given Name)、苗字（カナ）、名前（カナ）、

E メール 
【共著者（共同研究者）を検索し追加する場合の手順】 

1) 苗字、名前、フリガナ等に情報を入力し、検索ボタンをクリックしてください 
2) 該当者が 1 名しかいない場合、会員 ID、苗字、名前、所属先、フリガナ、E メ

ールアドレスが自動的に補完されます。複数の候補者がいる場合は、会員 ID フ

ィールドがプルダウンになっていますので、プルダウンから追加したい会員を

プルダウンから投稿種別を選択 
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選択し、再度検索ボタンをクリックしてください 
3) 英語敬称、英文苗字、英文名前情報を追加の上で、追加ボタンをクリックして

ください（追加ボタンを押さないと追加されませんのでご注意ください） 
 
論文に関する追加情報を入力します。 

 
 
⑧ 携帯電話番号 ＊必須 
  お電話での連絡を取らせていただく場合がございますので、携帯電話番号をご入力く

投稿情報確認画面へ進む 
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ださい。 
⑨ 研究分野の選択 ＊必須（１つ以上を必ず選択） 
  投稿論文の研究分野について、１～６の選択肢の中から、該当するものを選択ください

（複数選択可）。 
⑩ 和文キーワード ＊必須 
  和文キーワードを 5 語以内でお書きください。 
⑪ 英文キーワード ＊必須 
  英文キーワードを 5 語以内でお書きください。 
⑫ 投稿論文チェックリスト ＊必須（すべてチェックを入れる） 
  原稿の内容について、記載されているチェックポイントを確認し、対応済みであれば、

すべてのチェックボックスにチェックを入れてください。 
⑬ 原稿の分量 ＊必須 
  原稿の文字数について、画面上の記載要領に基づき、「40 字×○行」の形式でご記入く

ださい。また、この際、執筆要領に定められた分量に収まっているか、改めてご確認く

ださい。 
⑭ 関連論文の有無 ＊必須 
  関連論文の有無とその対応についてチェックを入れてください。関連論文がない場合

は、（１）にチェックを入れてください。関連論文がある場合は、（２）（３）をご確認

の上、チェックを入れてください。 
⑮ 共同研究について ＊必須 
  共同研究への対応について、該当するものにチェックを入れてください。 
 
全ての項目の入力が完了したら、画面下部の「次の Step へ（Next Step）」ボタンをクリッ

クしてください。 
次の画面では投稿情報確認画面が表示されますので、内容をご確認いただき、問題がなけれ

ば、再度「次の Step へ（Next Step）」ボタンをクリックし、原稿のアップロード画面へお

進みください（修正がある場合は各 Step へ戻り、修正を行ってください）。 
 

次ページに続く 
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◆Step-3-1：アップロードするファイルの指定 

投稿原稿等の提出ファイルの指定を行います。 
アップロードファイルの詳細については、「投稿を始める前に」をご参照ください。 

 
 
「参照」ボタンを押して、ファイル選択画面を開き、アップロードしたいファイルを選択し

て、「開く」ボタンを押すと、参照ボタンの横にアップロードするファイルのファイル名が

記載されます。 
この段階は「投稿準備状態」であり、まだアップロードは完了しておりません。画面上の説

明に従って、ファイルを指定したら次のステップへお進みください。 
 

次ページに続く 
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◆Step-3-2：投稿対象ファイルアップロードと投稿完了 

投稿ファイルのアップロードを行い、投稿を完了させます。 

 
アップロードの準備が完了したら、「原稿の投稿／再投稿」ボタンをクリックして投稿手続

きは完了です。投稿が完了すると以下のような画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

次ページに続く  

指定したファイルの 

ファイル名が入ります 

＜ご注意＞ 
この画面の「原稿の投稿／再投稿」ボタンによる原稿提出ステップを完了し

なければ、投稿手続きは完了となりませんので、必ず原稿のアップロードま

でを完了させてください。 
前の画面に戻り、投稿情報の修正を行った場合は、改めて、この画面でのフ

ァイルのアップロードを完了させてください。 
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同時に投稿完了メール（受理通知）がご登録のメールアドレスに届きますので、併せてご確

認ください。 
原稿に不備があった場合、別途、差し戻しの通知が届きますので、指示に従って原稿を修正

し、再アップロードを行ってください。 
 

次ページに続く 
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◆投稿情報の更新・投稿ファイルの差し替え（修正原稿の投稿）について 

 投稿情報の更新、投稿ファイルの差し替え、再査読時の修正原稿の提出については、

システムに再度ログインし、情報更新もしくは差し替えファイルのアップロードを行っ

てください。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①投稿案件名をクリックしてください 

②「Option-1（投稿済原稿を更新する場合）」の投稿 IDをクリックしてください 

③「投稿内容の修正」ボタンをクリックして、情報更新画面へ進む（一連の情報更新を

① 

② 

③ 

④ 

投稿済み論文の投稿 ID

をクリックしてください 
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終えると、続いて原稿ファイルのアップロード画面へ進みます／情報入力の詳細はこ

ちら） 

④「原稿の投稿／再投稿」ボタンをクリックして、ファイルアップロード画面へ進む。

投稿ファイルを指定して、「原稿の投稿／再投稿」ボタンを押して、アップロードを

完了させてください（アップロード方法の詳細はこちら） 

 

 なお、投稿ファイル差し替えの際には、お手数をおかけして恐縮ですが、差し替えた

いファイルだけでなく、他のアップロード必須ファイル（差し替えがない場合でも）も

同時にアップロードを行っていただきますようお願い申し上げます（システム上、必須

ファイルを同時にアップロードしていただく必要がございます）。 

 

◆投稿システムに関するお問い合わせ先 

 システムに関するお問い合わせは以下にお願いします。 

 

 社会政策学会事務局（編集・査読担当） 

  E-mail g048jasps-editorial@ml.gakkai.ne.jp 
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