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日本言語テスト学会会員各位 

  日本言語テスト学会会長 渡部良典   

 

日本言語テスト学会 オンライン投稿審査システムの導入について（お知らせ） 

 

 平素より学会の活動にご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

さて、日本言語テスト学会では、平成 31年度より「オンライン投稿審査システム」を導入するこ

とになりました。このシステムは、平成 26年度から学会業務の一部を委託してきた国際文献社が持

つもので、投稿と査読の過程がオンライン上に記録されます。さらに、学会誌のさらなる質の向上

を目指して、既に出版された論文のデータベースを使った投稿論文の剽窃の確認や、著者による論

文の匿名化の再確認もシステムの中で行っていきます。国際誌ではこのようなシステムは一般的で

すが、国内誌では一部にとどまり、慣れていただくのにお手間を頂戴いたしますが、どうぞご理解

の程よろしくお願いいたします。詳細は、次の通りです。 

 

オンライン投稿審査システムに関する詳細 

1. 投稿期間 

・導入に伴い、2019年度のみ、以下の日程とします。この期間しか投稿ができませんのでご注意く

ださい。 

  2019年 5月 26日（日）～6月 2日（日）23:59 

  日本言語テスト学会誌 編集事務局（問い合わせ先） jlta-edit@bunken.co.jp 

・2020年度以降（予定）：4月 7日～5月 7日 

 

2. オンライン投稿審査システムによる投稿手順 

・現在作成中のため修正はありますが、全体的には以下のような手順になります。 

① アカウント作成（初回のみ、URLは後日通知） 

② オンライン投稿審査システムにログイン、投稿を選択 

③ 論文情報入力 

④ 著者情報入力 

⑤ 論文・資料のアップロード 

⑥ 投稿内容確認 



⑦ 投稿完了 

 

3. その他 

・投稿者には、オンライン投稿審査システムを原則ご使用いただきますが、使用が難しい場合は、

2019年度に限り、以下の事務局の電子メールに添付しての投稿も可能です。 

・学会誌執筆要領について、本システムの導入により一部変更があります。最新の執筆要領をご覧

いただき、ご遵守ください。 

・投稿期間の変更により、学会誌の配布が 1ヶ月ほど遅れる予定ですが、ご理解いただければ幸い

です。J-STAGEには早めに掲載するようにいたします。 

・査読については、オンライン投稿審査システムで査読者割り振りなどを行いますが、査読のプロ

セスは今までとは変わりません。 

  



March 15, 2019 

 President of Japan Language Testing Association (JLTA) 

Yoshinori Watanabe 

Dear JLTA members, 

    We are pleased to announce that JLTA is going to introduce an “Online Submission and Review System” 

from the 2019 academic year. This system is organized by the International Academic Publishing Co., Ltd., 

which JLTA has commissioned part of JLTA’s administrative work since 2014. Within this system, all 

submission and review processes will be recorded online. Furthermore, to improve the JLTA Journal’s quality, 

submitted manuscripts will be checked for plagiarism using a database of published articles and for anonymity 

using human resources. The newly introduced system is similar to what international journals employ but may 

not be common to journals published in Japan. Thank you in advance for your understanding of the new online 

system. 

 

Details about JLTA Online Submission and Review System 

1. Submission period 

-We accept submission only during the following period in 2019: May 26 (Sunday) to June 2 (Sunday), 23:59. 

 Contact information of the JLTA editing office: jlta-edit@bunken.co.jp 

-We plan to accept submission during the following period in 2020 and onward: April 7 to May 7. 

 

2. Procedures for submitting a manuscript using the Online Submission and Review System 

-Despite some possible modifications, the basic procedures are as follows. 

(a) Create your account (only for the first time you log in; the URL for this website will be notified later). 

(b) Log into the system; select “Submission.” 

(c) Input your article information. 

(d) Input all authors’ information. 

(e) Upload your manuscript and related materials if any. 

(f) Check your submission information. 

(g) Completion of the submission. 

 

3. Note 

-Authors are required to use the system. However, they can make submissions to the JLTA editing office 



attaching their articles via email in 2019, if the system is difficult to use. 

-The Guidelines for Contributors to the JLTA Journal has been revised due to the introduction of the system. 

Please see and follow the latest guidelines in case you consider submitting. 

-The journal publication and distribution will be delayed by approximately one month due to the change in the 

submission period. The journal files will be uploaded onto J-STAGE earlier than the distribution. 

-The review process will be the same while a Chair of the Journal Editorial Committee will use the system to 

determine reviewers and allocate review work to each reviewer. 


