
JSAA-ICNTJ 2023 Conference Postgraduate Workshop 
SEPTEMBER 1, 2023 

 
Postgraduate Workshop (PGW) at Biennial Conference of the Japanese Studies 
Association of Australia 2023/ International Conference of the Network for Translingual 
Japanese will be held on September 1, 2023 from 9 am to 12:30 pm (AEST). 
 
Program 
The aim of the workshop is to provide PG students with opportunities to 1) discuss their 
theses, 2) create academic and professional networks, and 3) explore their future careers 
options. The workshop will include two main sessions as described below.  
 
1. 3-minute thesis speeches by selected postgraduate students 
2. A career workshop delivered by recent graduates who are in their early career stages 
 
In addition, attendees will have networking opportunities before, during and after the 
workshop. All attendees will also be invited to join a casual dinner on September 1.  
 
PG Scholarship  
Shoyu Club kindly offers a Conference Scholarship to assist postgraduate students with 
their travelling and accommodation expenses to attend the conference. Eligible students 
will receive up to $500 AUD of support if they are enrolled in an Australian university or up to 
$1,000 AUD of support if they are enrolled in a university outside Australia. Eligible students will 
also be exempted from paying the conference registration fee. The scholarship will be offered to 
up to 20 applicants (10 students from Australian universities and 10 students from universities 
outside Australia). The available scholarship may change without notice.  
To be eligible, the applicants must: 
 
1. provide an abstract accepted for the JSAA-ICNTJ conference in any format 
2. present a 3-minite thesis speech at the workshop 
3. be able to attend the PG workshop from the beginning to the end unless exempted  
 
Honors, Masters by coursework, Masters by Research and PhD students are all welcomed 
to apply for the scholarship. The preference may be given to those who have no financial 
support other than this JSAA-ICNTJ PG scholarship.  
 
Application and Selection 
Applicants must submit a 3-minute thesis speech script in either English or Japanese. The 
script will be reviewed by scholars in the field of Japanese Studies. Reviewer’s comments 
will be returned to all applicants. More information on the review criteria and other 
requirements are available here: (https://drive.google.com/file/d/1y163ruQodAbl-
bDRxzfFZPn-hgkgDYF5/view?usp=sharing). To apply for the scholarship, please complete 
your application via the online form on the PG workshop website.  



 
  

https://www.icntj.org/en/workshop (English） 
https://www.icntj.org/workshop (⽇本語) 
 
Key Dates:  
February 28, 2023: Call for Papers Close 
March 30, 2023: Decision on Proposals 
April 10, 2023: PG Scholarship Application Closes 
April 25, 2023: Decision on the PG Scholarship Application 
April 31, 2023: Early Bird Conference Registration Closes 
May 31, 2023: Conference Registration Closes 
July 31, 2023: PG Workshop Registration Closes 
 
Should you need any further information, please do not hesitate to send an email to  
jsaapostgraduateworkshop@gmail.com  



豪州日本研究学会研究大会/国際繋生語大会：大学院生ワークシ
ョップ 

2023年 9月 1日 
 
2023年豪州日本研究学会研究大会 /国際繋生語大会の大学院生ワークショップが 9月 1
日 9時～12時半（シドニー時間）に開催されます。 
 
プログラム 
本ワークショップは、１） 学位論文をより良くする、２）ネットワーク作りをする、
３）将来のキャリアを考える、という３つの機会を提供することで、大学院生を支援す

ることを目的としています。ワークショップでは、以下の 2つのメインセッションを
予定しています。 
 
1. 大学院生による 3分間論文スピーチ 
2. 学位修了後初期のキャリア段階の先輩によるキャリアワークショップ 
 
ワークショップ中とその前後には、ネットワーキングの機会も設けています。ワークシ

ョップ開催日には、希望者を募りカジュアルなディナーに行く予定です。 
 
大学院生奨学金 
今大会では、尚友倶楽部に提供していただいた大学院生奨学金制度があります。奨学金

受給者は、大会参加費免除となり、そして、交通費、宿泊費の一部が支給されます。オ

ーストラリアの大学に在籍する大学院生 10名まで、旅費・宿泊費の実費として 500豪
ドルを上限として提供します。オーストラリア以外の大学に在籍する大学院生 10名ま
で、旅費・宿泊費の実費として 1000豪ドルを上限として支給します。奨学金受給者数
や奨学金の総額は状況に応じて変更される可能性があります。 
 
応募資格は以下の通りです。 
1. JSAA-ICNTの学会で発表（発表形式は問いません） 
2. 院生ワークショップでの 3分論文スピーチの発表 
3. 院生ワークショップに最初から最後まで出席すること（免除される場合を除く） 
 
オナーズ、修士（コースワーク、リサーチ）、博士のいずれの学生からの応募も歓迎し

ます。JSAA-ICNTの院生奨学金以外の経済的支援がない院生に、優先的に採用するこ
とがあります。 
 
応募と選考 
3分間論文スピーチ原稿を審査し、奨学金を受給する院生を決定します。スピーチの言
語は英語か日本語に限られます。審査されたスピーチは、日本研究分野の研究者のコメ

ントをつけて返却されます。審査基準やスピーチに関するその他の要件は、こちらのリ

ンクをご覧ください



（https://drive.google.com/file/d/1EcE3Se1l4YUEQY4XIu6t7bvapLt8sF2k/view?usp
=share_link）。奨学金に応募される方は、学会の院生ワークショップのページにある
オンラインフォームからお申し込みください。 
https://www.icntj.org/en/workshop  (英語) 
https://www.icntj.org/workshop  (日本語) 
 
重要日程  
2023年 2月 28日：学会発表申込の締め切り 
2023年 3月 30日：学会発表採否決定 
2023年 4月 10日：院生奨学金申込締め切り 
2023年 4月 25日：院生奨学金採否の決定 
2023年 4月 31日：大会早割参加登録受付終了 
2023年 5月 31日：大会参加登録受付終了 
2023年 7月 31日：院生ワークショップの参加登録締め切り 
 
ご不明な点は、jsaapostgraduateworkshop@gmail.com にメールでお問い合わせくだ
さい。 
 
 
 


