
アジア・日本研究所
　　　　英語論文サポートプログラム

立命館大学 アジア・日本研究所では電子ジャーナルに
掲載する英語論文を募集します。投稿を予定する若手
を中心とした研究者を対象に、英語論文の執筆支援を
行いますので、お気軽にご参加ください。
※サポートプログラムを利用する皆さまは、必ずガイダ
ンスへ出席 してください。

講師
アンソニー・ブルワー先生

アジア・日本研究所
英語論文執筆

サポートプログラム
ディレクター

※氏名、所属（研究科/研究機構）、現在取り組んでいる研究内容を英語でA4
半ページ程度にまとめ、7月2日（木）までに下記アドレス宛に提出して下さい。       
ご質問・申込先：OICリサーチオフィス・川村　aji-res@st.ritsumei.ac.jp  072-665-2571

共催：アジア･日本研究所、立命館大学研究部

ガイダンス

2020年7月6日（月）
　13:30〜14:30 オンラインZoomミーティング
　
問合せ開始：5月20日（水）～　申込期限：6月25日（木）迄
対象：立命館大学に所属する博士後期課程の大学院学生、専門研究員、

研究員、補助研究員、リサーチアシスタントなどの若手を中心とした

研究者。シニア研究者も歓迎します。

Step1：ガイダンス

• グローバルな読者
に向かって、どのよ
うに学術的な論文
を執筆すべきか

• 本プログラムの仕
組み

などの説明

説明は英・日2言語で
行います

Step2：ワークショップ

• このプログラムで段階的
に論文を仕上げていくス
テップ

• 論文の序文の書き方

• Wordを使った論文
フォーマット

などの説明　　　　　　

日時：7月27日（月）

13:30～　オンラインZoomミー
ティング

Step3：個別セッション

個別のチュートリアル
（個人面談）セッション
を実施し、各自の論
文執筆に対するアド
バイス、校閲等を提
供し、投稿論文の完
成をめざします。
日時：提供される時間帯
のセッションから個々に
予約



AJI Advanced Support for Academic Writing in English

The Asia-Japan Research Institute(AJI) invites the 
submission of research articles for our online English 
journal. AJI is offering writing support to scholars who 
wish to submit an English paper.
*In order to benefit from this support, attendance to the 
guidance lecture (step 1) is recommended.

Lecturer: Anthony Brewer
Director

AJI Support Program
Asia-Japan Research Institute

Ritsumeikan University

※Attendees are requested to submit by Juｌｙ 2nd a self-introduction in English 
sent as an email attachment in Word. It should be no longer than half a page. 
Please include (1) Your name, (2) graduate school / research institute to which 
you belong, (3) comments regarding your field of interest and current research.

           Enquiries and registration to : Natsuko Kawamura, Research Office at OIC 　
              email: aji-res@st.ritsumei.ac.jp       phone: 072-665-2571

Guidance

2020/7/6 Mon
Online meeting by Zoom 
(A link will be sent to applicants by Email)

Application Closes at:  June 25th  Thu
Applicants: Scholars who pursue research at Ritsumeikan University (Senior 

researchers, Researchers, Assistant researchers, Research Assistants, 
Ph.D. Students, etc.)

Step1：Guidance

How to publish research for a global audience
(Guidance will be given in both English and Japanese)

Step2：Workshop

Practical and technical advice on benefiting from this program

Step3：Tutorial Sessions

Individual sessions offering professional advice to improve 
English academic writing skills using a step by step process 
to complete your research paper

Hosted by AJI & the Division of Research, Ritsumeikan University 


