
文章格式说明 
 

（提交的稿件格式必须符合如下要求：） 

1. 一、论文是有关人文和社会科学的学术论文。 

2. 二、提交的文章必须从未在任何其他期刊上发表过也不得在任何其他 

期刊出版前的流程中审批过，此外，作者不得剽窃其他人的原创内容。 

3. 三、作者必须将原件通过电邮方式(Microsoft Word)发送至本期刊。 

      -页数 A4 纸不超过 15 (页 A4) 

          - 字体为（包括泰语和英语） 

              - 页边距（上、下、左、右）均1寸（2.54 厘米） 

         -论文要提前 2个月上交。 

4 .  文章写作风格，应该写描述性的，如果是来自调查报告，应该从新写，然后呈现出

关键内容，不要使用报告的摘要。 

 

 研究型论文的组成部分  

1.文章标题（泰文-英文） 

2.作者姓名（泰英文两种语言） 

3.泰英文摘要（所有两种语言不超过一页 A4） 

4.泰英文含关键词 3-5 个,分号（;）在单词之间移动） 

5.研究型文章内容，研究背景及重要性、包括引言、研究目的、文献综述。 

6. 研究方法 

7.研究结果（可以显示图档，图表，表格或其他插图） 

8. 结论（讨论、总结和建议） 

9. 参考文献（romphruek 期刊格式 APA 6th） 

 

学术型论文的组成部分 

1.文章标题（泰文-英文） 

2.作者姓名（泰英文两种语言） 

3.泰英文摘要（所有两种语言不超过一页 A4） 

4.泰英文含关键词 3-5 个,分号（;）在单词之间移动） 

5.学术型文章内容，学术背景及重要性。 

6.内容（作者提出标题相关文章的主题的组成） 

7.结论是论文的最后总结，要说明解决了那些问题和有那些创新点。 

8.参考文献（romphruek 期刊格式 APA 6th） 

 

 



5.五、对于评论文章-研究文章（作者必须说明文章来源。） 

6.六、请进入网站注册投稿(ThaiJo)稿件上填写联系方式：电子邮件、电话号码、住址。 

7. 七、romphruek 期刊不接受评审文章的原则。 

 7.1  不能用其他人的电子邮件和电话号码投稿。 

 7.2  不接受来自课堂研究和研究院的文章。  

 7.3  参考 romphruek 期刊文章的格式，请参照本期刊的格式要求投稿。 

  7.4 只通过 ThaiJO [https://www.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/index] 系统的投稿接受。 

 

脚注是写作者的个人信息 ,例如作者姓名、职务、国籍、单位通讯方式，这篇发表的文

章是来自哪个项目或者基金组织的。写在最后每页脚注的位置。如下 

 -总参考(Gross - Reference)参考文献的使用是为了让读者更清楚地了解与文章相关的
内容。 
 

…....…ในการปฏิบัติหนาท่ี และการทำงานในหนวยงานตางๆ อันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพและผลงานที่ดีแลว จะตองมี

การบริหารองคกรที่ดี นั้นหมายความวา การดำเนินการจะตองยึดหลักการบริหารงาน1 

......................................................... 
1ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง หลักการบริหารงาน บทที่ 4 หนา 75. 

 

-脚注解释(Content  Footnote)的内容补充信息是为了帮助读者理解文章的内容。格
式如下 

 

书号 (Book Number)或作者编号 1 

--------------------------------------------------------------- 

1书号 (Book Number)或作者编号是代替作者姓名的编号放在作者姓名编号后。 

 

参考文献 

 参考文献 是援引内容文档的项目,所以参考目录必须跟参考内容数目一样。  

内容引用要在文章文本中识别文档的来源，必须在引用的前面或后面注明引用

文档的作者姓名，出版年份和页码，使读者可以在参考(references)和参考书目(bibliography)

查阅。 

 

ตัวอยาง例如：(作者 1 人) 

  (พรรณี บัวเล็ก, 2559)  

 พรรณี บัวเล็ก (2559)  

 

例如：(作者 2 人)如有三人以上需要填写所有作者姓名。  

  Dunning and Friedman (2014 : 79-120) 

  (Dunning and Friedman, 2014 : 79-120) 

结论部分不必写上页码。  

 



例如： 
  (ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2558) (Thin patchaprurit,2558) 

如果作者是外国人只放姓不放名。  
  

例如： 
  (Hobbs, 2015 : 58 – 81) 

如果作者有皇室或僧侣的职称要放全称。 

 

例如： 
  (หมอมราชวงศปรีดิยาธร เทวกุล, 2558 : 59)  

如果作者有军衔、警衔学术职称等不必写。比如：医生教授 

 

例如： 
  (สมชาย ผลเอี่ยมเอก, 2558 : 68)  

 

引用网络资料要注明作者. (网络发表年份). 标题. 搜索时间, 从 URL地址检索。 

例如： 
  (อาทิตย  ทองอินทร, 2559)  

  สำนกังานสถิติแหงชาต ิ(2559)  

 编写参考文献（文章的最后） 

   

 编写参考文献（参考书目）根据泰国皇家词典或者英文词典中的字母顺序进行

编写，泰国从 ก - ฉ  ，英语从 A-Z，如果相同辅音开头的，按照泰国元音字母顺序排序，

泰国文献排序应该在英语文献之前。 

 

书籍 

格式：作者. (出版年份). 书名. 出版社地址: 出版社名称. 

例如 
วิจารณ พานิช. (2556). สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ 21. นนทบุรี : บริษทั เอส.อาร.พริ้นติ้งแมสโปรดักส  จำกดั. 

 

期刊或杂志 

格式：作者. (出版年份). 标题. 期刊名称. 卷（期). 页. 

例如 
อมรรัตน กุลสุจริต. (2559). ระบบการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของรัฐมนตรี. รมพฤกษ, 34(1), 209-234. 

 

论文 

格式：作者. (年份). 论文标题. 所在学校名称. 书名. 出版地. 

例如 
วริศรา ศิริมังคละ. (2552). บทบาทของผูบริหารกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ. คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก,กรุงเทพฯ.      

 

学术会议的报告 

格式：作者. (年份). 期刊名称. 会议报告的名称, 页. 



例如 
สุจิตรา เนตรสกุล. (2559). การละเมดิสิทธิสวนบุคคล : ศึกษากรณีการสงตอขอมูลบนเฟสบุค. การนำเสนอ ผลงานวิชาการบัณฑิตศึกษา

ระดับชาตปิระจำป พ.ศ.2559 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพฯ, 588-600. 

 

网络资料 

格式：作者. (网络发表年份). 标题. 搜索时间, 从 URL地址检索 

例如 
ธเนศ อาภรณสุวรรณ. ทรมัปกำลังเผชญิหนากับ “ตุลาการภิวัฒน” ฉบับอเมริกัน?. (14 กุมภาพันธ 2560)  สืบคนจาก 

http://www.bbc.com/thai/thailand-38915635. 

 

访谈 

格式：作者. 职位. 访谈. (出版年月日). 

例如 
ประภาส แสงประดับ, ประธานชุมชนวัดบางบัว. สัมภาษณ, 9 ธันวาคม 2558. 

 

 (e Book) 电子书 

格式：作者. 标题. 搜索时间, 从 URL地址检索 

例如 
สมนึก อุนแกว. (2556). ทฤษฎดีนตรแีนวปฏบิัติ. (23 กุมภาพันธ 2560). สืบคนจากhttp://www.ebooks.in.th/mybookshelf.html 

 

 (e Journal) 电子期刊 

格式：作者. (年份). 期刊名称. 搜索时间, 从 URL地址检索 

例如 
สุจิตรา สามัคคีธรรม. (2559). เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยเครือขายปาชุมชนในเขตรอยตอ 5 จังหวัดภาค 

        ตะวันออก.(22 กุมภาพันธ 2560). สืบคนจาก https://www.tci-

haijo.org/index.php/romphruekj/article/view/72599/58412. 

 

参考文献著录项目如下 

1.如有 2位以上作者，每位泰国作者放名姓的全称。 

2. 如有皇室、僧侣、社会地位高的作者尊严请使用使用逗号（，）分隔姓名和职称。 

例如 
        ถนัดศรี สวัสดิวตัน, ม.ร.ว. 

        สุพตัรา มาศดติถ, คุณหญิง. 

 

3.如果作者是僧侣，原来的名字放在括号里。 

例如 
        สมเด็จพระพุฒาจารย (โต พฺรหมฺรํสี).  

 

4.如果是两位作者请使用“和”或“＆”来连接作者 1和作者 2 

5. 三位作者以上使用“和”或“＆” 来连接作者 2和作者 3 

6. 外国作者名姓使用逗号（，）隔开名和中间名字（如有） 外国作者的名字可以根据

不同用情做调整。 



7. 作者是政府机构公务员，单位名称从大到小全称排列大部门到小部门。在两个名字

之间（使用全名，不能用缩写） 

8.果在书上没有作者的名字可以用书名，请按作者姓名列表作者姓名排序。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
---例如--- 

 

泰文题目(Cordia New 16 号 加粗) 

英文题目(Cordia New 16 号) 

作者 1（泰文 Cordia New 16 号 加粗） 

作者（英文 Cordia New 16 号） 
 

摘要  

不超过一半 A4其基本要素包括研究目的、方法、结果和结论。 

关键词： (3-5个关键词， Cordia New 16号) 
 

引言 

  引言作为开头介绍论文的背景和提出文中要研究的课题篇幅不超过一页 A4 

Cordia New 16号 
 
 

文献综述 

  Cordia New 16号 

 

研究目的 

   Cordia New 16号 

 

研究方法 

  Cordia New 16号 

 

研究结果（讨论结果和建议） 

研究结果（如图、表）Cordia New 16号 

 

参考文献  

APA 6th  格式 Cordia New 16号 


