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～10 年が経過して現在想うこと～
ノート募集のお知らせ
○企画趣旨
災害に関する研究には、社会に対する俯瞰的、包括的な視点が不可欠である。しかしながら、災害を総合的
に取り扱う学術誌が見当たらなかった。
Journal of Disaster Research (JDR)は、この背景のなかで、災害研究総合学術誌として、2006 年 8 月に、
創刊号 Vol.1 No.1 を刊行した。年 6 号の定期刊行を原則としているが、特別号、増刊号が追加される年もある。
JDR 創刊 5 年後の 2011 年の 3 月に東日本大震災が発生した。その時、JDR では、甚大災害が発生した場合
には特別号を発行することにした。論文、記事等の掲載料は無料とし、形態は電子版とした。これまでの特別
号は以下である。
1．Vol.7 No.sp (2012.8)

東日本大震災特集

I

2．Vol.8 No.sp (2013.9)

東日本大震災特集

II

3．Vol.9 No.sp (2014.9)

東日本大震災特集

III

4．Vol.10 No.sp (2015.9)

東日本大震災特集

IV

5．Vol.11 No.sp (2016.9)

東日本大震災特集

V

6．Vol.12 No.sp (2017.6)

2016 年熊本地震特集

リスクコミュニケーション

7．Vol.14 No.6 (2019.9)

西日本豪雨特集

8．Vol.16 No.1 (2021.1 )

新型コロナウイルス感染症特集

COVID-19 and Historical Pandemics

第一弾

特別号

※2019 年に、号を［sp］から一般号と同じ表示に変更したのは、引用の便宜のためである。
JDR では、発生後 10 年が経過した 2021 年、特別号として大震災に関するノート特集を企画した。特集課
い

ま

題は『10 年が経過した現在想うこと』である。災害・防災を総合的に扱う学術論文誌として、テーマ・分野を
限らず、東日本大震災から 10 年が経過し、何がどう変化しまた変化していないか、また今後どのような視点
が必要であるか、災害に関わる全ての分野からそれぞれの立場で感ずること・提言をノート（Note）として募
集する。多くの投稿を期待している。
○投稿募集巻号
Vol.16 特別号（2021 年 9 月 1 日発行）
○分量、原稿締切、発行日
原稿種・ページ数：
Note（ノート） 4 ページ程度（英文で 4,000 ワード程度）
【投稿規定より】Notes discuss new facts, valuable data, or conclusions not concluded as research. They
should not exceed 4 printed pages. （研究として完結していないが新しい事実や価値有るデ
ータ、結論の記載があるもの。目安として刷り上がり 4 ページ以内。
（参考訳）
）

原稿締切：

2021 年 5 月 11 日（火）

発行日：

2021 年 9 月 1 日

○発行形態
・本号に関しては、原則として掲載料は無料といたします。
・通常号と同様、投稿された全ての原稿について、査読を行います。
・電子ジャーナルのみの発行となります（別刷希望の際は、別途実費負担で受け付けます）
。
・翻訳を希望する場合には、当社で英訳も行いますのでお申し付けください（翻訳料は別途著者負担）
。
○投稿に関する詳細は別途 JDR 投稿規定、執筆要領をご覧ください（下記）
。
https://www.fujipress.jp/jdr/dr-authors_ja/
○投稿先・お問い合わせ
富士技術出版株式会社 JDR 編集部 （担当 鎌田 彩・千田輝一）
〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-15-7 ユニゾ内神田一丁目ビル２階
Tel: 03-5577-3851・Fax: 03-5577-3861・E-mail: disaster@fujipress.jp
URL: https://www.fujipress.jp/jdr/dr_ja/

Journal of Disaster Research CALL FOR PAPERS

Special Issue on the Great East Japan
Earthquake Disaster: Part VI
Limited Edition of Notes – Thoughts about the Great
Disaster Now that Ten Years Have Passed

Call for Notes
○Aim of the Special Issue
A bird’s-eye view and a comprehensive perspective on society are indispensable for research on disasters, over and
above professional knowledge of the specific fields. However, it has traditionally been difficult to find an academic
journal that comprehensively deals with disasters.
Against this backdrop, a new academic journal was planned, the Journal of Disaster Research (JDR), to deal with
disasters comprehensively. The first issue, JDR Vol.1, No.1, was published in August 2006. In principle, six issues a
year are published regularly, but special issues or extra editions may be added as needed.
The Great East Japan Earthquake occurred in March 2011, five years after the first issue of the JDR. It was then
that the JDR decided to publish a special issue whenever there was a serious disaster.
In a special issue, there is no publication charge for papers and articles, and the digital format is used. The following
special issues have been published.
1.
2.
3.

Vol. 7, No. sp (August 2012) Special Issue on Great East Japan Earthquake Disaster
Vol. 8, No. sp (September 2013) Special Issue on the Great East Japan Earthquake Disaster: Part II
Vol. 9, No. sp (September 2014) Special Issue on the Great East Japan Earthquake Disaster: Part III – Risk
Communication –
4. Vol. 10, No. sp (September 2015) Special Issue on the Great East Japan Earthquake Disaster: Part IV
5. Vol. 11, No. sp (September 2016) Special Issue V on the Great East Japan Earthquake
6. Vol. 12, No. sp (June 2017) Special Issue on the 2016 Kumamoto Earthquakes
7. Vol. 14, No. 6 (September 2019) Special Issue on the Western Japan Heavy Rain
8. Vol. 16, No. 1 (January 2021) Special Issue on COVID-19 and Historical Pandemics
*The number of the special issue was changed from “No. sp” to the general issue number, in order to be referred
conveniently, in 2019.
In 2021, on the tenth anniversary of the Great East Japan Earthquake, the JDR plans special issue VI, a limited
edition of notes. The topic is “thoughts about the Great Disaster now that ten years have passed.”
The JDR, an academic journal that comprehensively deals with disasters, is calling, with no subject or field
limitations, for notes. The notes may discuss “what has changed,” “what has not changed,” “what perspective is needed
for the future,” etc. and may include opinions, analyses, and impressions.
The JDR hopes to receive a large number of submissions from all fields related to disasters.
○ Type of manuscript:

Note (4 pages/4000 words in average)
“Notes discuss new facts, valuable data, or conclusions not concluded as research. They
should not exceed 4 printed pages.” [From JDR ITA]

# Deadline for submission: May 11, 2021
○ Publication date:

September 1, 2021

○ Notes
- No page charge will be required for publication in this issue.
- All submitted manuscripts will be peer-reviewed.
- This issue will be published online only.
○Please see the JDR official website for details of submission: https://www.fujipress.jp/jdr/dr-authors/
Instructions to authors: https://www.fujipress.jp/main/wp-content/themes/Fujipress/JDR/pdf/jdr_ITA.pdf
[Submission/Inquiry]
Aya Kamata (Ms.)/Kiichi Chida (Mr.), JDR Editorial Office, Fuji Technology Press Ltd.
Unizo Uchikanda 1-Chome Bldg. 2F 1-15-7 Uchikanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0047, Japan
Phone: +81-3-5577-3851/Fax: +81-3-5577-3861
E-mail: disaster@fujipress.jp・URL: https://www.fujipress.jp/jdr/dr/

