
Editorial note

We are pleased to offer you the latest issue of the Journal of International Advanced Japanese Studies.
While this is the third issue of the journal, there are several editorial points that distinguish this issue
from two previous ones.

Firstly, this issue marks our first attempt to internationally provide a forum for a wider audience
involved in Japanese studies to publish their findings. While the editors and the editorial board of our
previous issues attempted to make the journal more inclusive, this is the first issue wherein scholars of
Japanese studies from around the world were invited to submit their articles, in contrast to previous
issues wherein the scope of the journal’s reach and contributors were limited to scholars within the
Doctoral Program of the International and Advanced Japanese Studies at the University of Tsukuba. In
this sense, the doctoral program and its journal are attempting to locate their place in the international
community of scholars as a provider of a forum for exchanging various ideas.

Secondly, a further major departure from previous issues and, in a sense, a new challenge for the
journal, is the introduction of a new practice of double-blinded reviews. While previous issues also used
a review process for careful selection of articles, this issue introduces the practice whereby reviewers are
selected and approached, while the names of the contributors and reviewers are kept anonymous. This is
the general practice for many academic journals published through major publishers, and our editors
believe there is a need to adhere to this practice for our journal as well.

Thirdly, the scope of the coverage of this journal is expanding as it aims to cover both international
and domestic dimensions of Japanese Studies. This is both an advantage and a challenge for the editorial
board, as the wide range of themes and issues raised by different scholars makes the task of selecting
articles for publication and finding proper reviewers quite complicated.

Despite these new challenges and issues faced by the editorial board, it is the hope of our Editor-in-
Chief, our Executive Editor, and our Editorial Board that this effort to widen the scope of the journal and
make it into an inclusive space for debates and exchanges on the issues of Japanese Studies will succeed.

Finally, as the editorial work on this issue of the journal was coming to the end, Japan was struck by
a devastating earthquake, tsunami, and nuclear reactor-related problems, all of which made the editing
work more difficult. We appreciate the many messages of support received from our audience. Taking
this opportunity, the editorial board of the journal would like to express our deepest condolences to
those who suffered from these unfortunate events.
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『国際日本研究』編集にあたって

『国際日本研究』最新号をお届けします。本号は、通算３号目の紀要にあたりますが、これま
での２号と異なる点がいくつかあります。
まず第一に、日本研究に関する研究発表の場をより広く、国際的に提供しようという試みが
始められた点が挙げられます。具体的には、本紀要の投稿資格は本学大学院人文社会科学研究
科国際日本研究専攻に所属する教員および博士課程の院生に限られていましたが、本号からそ
の制限を取り払い、世界各国の日本研究者が自由に自身の研究を発表できる場となるよう、規
定を改定しました。その意味で、国際日本研究専攻と本紀要は、日本研究に関する多様な知見
を交換する国際的なフォーラムの架け橋としての役割を果たすことを目指しています。
続いて第二に、これまでの号と比較しての新たな挑戦として、ダブル・ブラインドによる査
読制度を導入しました。投稿論文で扱われている領域の第一線で活躍されている方々に匿名で
査読を依頼し、１論文につき２名の査読者の方々に厳正なる査読を行っていただきました。ダ
ブル・ブラインドによる査読は、いかなる国際的学術雑誌においても厳密に実施されている制
度であり、そういった観点からも本紀要での導入を開始しました。この場をお借りして、ご協
力いただきました査読者の方々に厚く御礼申し上げます。
第三に挙げられるのは、日本国内のみならず国外の日本研究も掲載対象とすることを目指し
た点であり、日本国内外双方の日本研究が凝集されることにより本紀要の可能性はさらに広が
っていくのではないかと考えられます。投稿論文が対象としている分野の専門家である査読者
の選出と採択論文の決定は、さまざまな学界に属する研究者による投稿論文とその対象領域の
広範さから、非常に複雑で困難な作業であり、紀要編集委員会にとっては数多くの投稿論文を
頂けたという嬉しい悲鳴であると同時に、それは新たな挑戦でもありました。
編集委員会によって提案されたこれらの新しい挑戦には、上記のような克服すべきさまざま
な課題が包含されていますが、それらの課題を乗り越え、本紀要が学術誌としてより柔軟にな
り、日本研究における議論と研究成果の相互交流のためのインクルーシブな場へと進化するた
めの取組みが成功することが、編集委員会の最大の望みであります。
最後に、本紀要の編集作業の最終段階において、今般の東日本大震災にかかる巨大地震、津
波、そして福島第一原子力発電所事故による東北・関東地方における壊滅的な被害は、紀要の
編集作業にも大きな打撃を与えました。この大震災にあたって、多くの方々から御支援のメッ
セージを頂戴しました。ここに記して感謝申し上げます。また、このたびの東日本大震災にお
いて、亡くなられた方々に深い哀悼の意を捧げるとともに、被災された地域の皆様へ心よりお
見舞い申し上げ、一日も早い被災地の復興をお祈り申し上げます。
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