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「魚と卵」投稿規定
1 .北海道さけ・ますふ化場技術情報誌の

平日名は『魚、と卵(さかなとたまご)j， 

英名は ~Technical Reports of Hok-

kaido Salmon Hatchery(略名， Tech. 

Rep. Hokkaido Salmon Hatch-

ery).! とする。

2 .本誌にはサケ・マス増殖に関係する報

文，総説，情報などを載せる。

3.原則として年 I同発行する。

4 .投稿原稿は『原稿の書き方』にそって

2部(1部は複写で可)作成し，所定

の投稿カードを添えて編集委員会に送

付する。投稿カードは事前に編集委員

会に請求し入手する。

5 和文原稿には，和文表題以外に英文表

題および200語以内の英文要旨を付ける

のが望ましい。また，英文!京稿には和

文表題と和文要旨を付ける。

和文原稿の書き方

1) 和文原稿は400字詰原稿用紙に記載す

る。ワードプロセッサーをイ吏用する際

は，刻字(全角)/行，夕、プルスペース

で作成し， r:ド左右の余白を十分とる

こと。

2) 本文の体裁 表題，著者名，所属に続

き，原則として緒青，材料および方法，

結果， 考察，引用文献の順序で記述す

る。ただし，総説，情報などに関して

はこの限りでない。

3) 表題 表題は簡素に投稿文の内容を表

わすものとする 0

4) 著者名 連名のときは『・』て、連ねる 0

5) 所属著者名の右肩に，.* ~をつけ，
表題ページの脚注にいれる。

6) 図表 図表原稿は本文と別葉とし，本

文原稿Iいに入れる箇所を赤で指定する。

阿および図中の文字は，原則としてす

ぐに印刷でさるように黒で墨入れする。

[:x1表は印刷時の幅が 5.5cmまたは 12

cm程度になるように考慮して作成する。

7) 引用文献 本文関連箇所に次のように

引用する。なお，共著者が 3名以上の

上場合，筆頭著者名に『ら(欧文献では
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et al.).!をつける。
例 『真山 (1990)，真山・小林(1991)， 

真~[ Iら (1991).! 

w (真山 1990 ;真山・小林 1991; 

真山ら1991).n

WBurgner (1987)， Fleming and 

Gross (1990)， Waples et al. (1990).1 

~ (Burgner 1987; Fleming and 

Gross 1990; Waples et al. 1990).! 

引用文献は末尾文献の項に姓のアルフ

アベット順に並べる。雑誌略記法は慣

用法に従う。

例 く雑誌、〉

Fleming. 1. A.. and M. R. Gross 

1990. Latitudinal clines: a 

trade-off bet'Aア巴巴n egg number 

and size in Pacific salmon. Ecol-

ogy， 71 : 1-11 

真山紘. 1990. 鈎頭虫の寄生状況か

ら推定した放流サクラマスの河川

{L活.さけ・ま9"ふ研幸[;1， (44): 

11-21. 

〈単行本〉

Burgner， R. L. 1987. Factors in 

fluencing age and growth of 

juvenile sockeye salmon (οnco 

rhynchus no告は) in lakes. ln 

Sockeye Salmon Population 

Biology and Future 孔1anage

lTI巴nt (ed. by 11. D. Smith， L 

Margolis， and C. C. Wood) 

Can. Spec. Publ. Fish. Aquat 

Sci.， 96， pp. 129 142. 

木村需久. 1975. 魚類，甲殻類の州

!反徴生物(2 )ウイルス.水戸主学

シリーズ10. 海派の生態系と微生

物(日本水産学会編)， '[1目黒社厚生

閣， pp. 97 -111. 

Scott， W. B.， and E. J. Crossman 

1973. Fresh'Aアater fishes of 

Canada. Fish Res. Bd. Canacla， 

Bulletin 184， 966 p. 

8) その他詳細は『魚、と卵.11 最新号を参考

にして原稿を作成する。

(1992年 3月制定)
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