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15 December 2022 
 
 
 
 
 

Call for Submissions! 
 

2023 International Conference on Human Rights: Youth in Asia 
Tokyo, Japan (Hybrid)  

25-26 March 2023 
 

Co-convened by  
Young Professionals in Foreign Policy (YPFP) Tokyo  

(外交政策の若手プロフェッショナル東京支部) and the 

Graduate Program on Human Security (HSP), The University of Tokyo (UoT)  
(東京大学人間の安全保障プログラム) 

   
 
The Young Professionals in Foreign Policy (YPFP) Tokyo is pleased to invite abstract submissions for 
the 2023 International Conference on Human Rights: Youth in Asia, which is to be held both online 
and in-person on 25-26 March 2023. The in-person event will be held on the Komaba Campus of the 
University of Tokyo. The 2023 ICHR aims to offer an international, intergenerational, and inclusive 
opportunity for students and young scholars to engage with contemporary human rights topics and 
cultivate youth involvement in the collective advancement of human rights. This conference further 
aims to present a space that places Asian human rights topics at the centre of discussion with the 
ultimate goal of encouraging young people to join discussions of human rights issues closer to the 
Asian public.  
 
General Guidelines for Submission: 
 

• Those submitting abstracts should complete the Submission of Abstracts Form, including an 
abstract of between 500 and 800 words. Full-length papers or multimedia submissions will 
not be considered in place of an abstract. 

• Abstracts will be unique to each submission, but it is generally recommended that the 
content include an introduction, summary of methodology and findings, as well as a 
conclusion. If the nature of your research does not align with this format, be sure to 
emphasize the main objectives and relevant components of your research. 

• Abstracts may be submitted in either English or Japanese. 
• Priority will be given to abstracts that showcase original research and academic rigor.  
• Applicants are not required to register as members of YPFP Tokyo to submit an abstract, 

however, those selected as presenters will be asked to register as members of YPFP Tokyo 
prior to the date of the conference. 

• By submitting your abstract to YPFP Tokyo, you have agreed to our terms, conditions, and 
privacy policies. Applicants must also be aware that accepted abstracts may be digitally 
published by YPFP Tokyo for the conference. 

• Given that this event will be held in a hybrid format, accepted applicants may freely choose 
whether to join in person or online. However, we strongly encourage participants to join us 
in person. 

https://www.ypfp.org/locations/tokyo/
http://hsp.c.u-tokyo.ac.jp/en/
https://www.ypfp.org/locations/tokyo/
https://forms.gle/tvBQ6N3fGYKsZJeF6
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YPFP Tokyo encourages young scholars of all academic backgrounds to submit their abstracts 
featuring original research in Asian human rights issues using the Submission of Abstracts Form by 
31 January 2023 for consideration.  Accepted applicants will be contacted at their provided email 
address within 3 weeks of the deadline. 
 
 
Concept Note (English):  
https://www.ypfp.org/wp-content/uploads/2022/12/ICHR-Concept-note-EN-10-12-22.pdf 
 
 
Terms and Conditions: 
 
By submitting an abstract to the 2023 International Conference for Human Rights: Youth in Asia, the 
applicant agrees to all the following terms and conditions: 
 

1. The applicant agrees that they are submitting their own original work.  Plagiarism of any 
kind is not tolerated. If the applicant submits an abstract on behalf of an organization or 
cohort of authors, the applicant agrees that they have received the consent of any and all 
previous co-authors to submit and represent their work. 
 

2. The applicant also agrees to materially confine their presentation to the contents provided 
by their abstract if selected to present. If the applicant wishes to remove their abstract from 
consideration, they must do so, in writing, no less than two weeks prior to the conference 
dates. 
 

3. The applicant understands that the contact information provided is their own and consents 
to be contacted by YPFP Tokyo leadership team members about the status of their abstract 
and presentation. 
 

4. The applicant permits YPFP Tokyo to digitally publish submitted abstracts in official event 
proceedings for the conference. YPFP Tokyo will publish submitted abstracts in full as 
provided by the author(s). YPFP Tokyo is not responsible for spelling and language errors in 
the submitted abstracts. The author(s) of the abstract agree that they are the sole owners 
of or have all necessary rights to submit the abstract for publication by YPFP Tokyo and the 
2023 ICHR organizers, and that publication of the abstract does not infringe any intellectual 
property rights of any third parties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/tvBQ6N3fGYKsZJeF6
https://www.ypfp.org/wp-content/uploads/2022/12/ICHR-Concept-note-EN-10-12-22.pdf
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募集要項 

2023年国際人権会議：アジアの若者たち 

Tokyo, Japan (Hybrid) 

2023年 3月 25、26日 

 
Co-convened by  

Young Professionals in Foreign Policy (YPFP) Tokyo  
(外交政策の若手プロフェッショナル東京支部) and the 

Graduate Program on Human Security (HSP), The University of Tokyo (UoT)  
(東京大学人間の安全保障プログラム) 

 
 

この度、Young Professionals in Foreign Policy 東京（外交政策の若手プロフェッショナル東

京支部、YPFP東京）は、2023年 3月 25日から 26日まで、対面とオンライン形式で開催

される 2023年国際人権会議：アジアの若者たち（ICHR）に向けた論文要旨投稿の募集を

開始いたします。対面方式での会議の開催地は、東京大学駒場キャンパスに予定されてい

ます。本会議は、若い学生や研究者が今の世界における人権問題に取り組むための国際

的、世代間的、包括的な機会を提供すると同時に、人権発展の推進における若者の参加を

促進することを目的としています。さらに、アジアにおける人権問題を議論の中心に据え

る対話の場を提示することで、若者がよりアジアの人々にとって身近な人権問題の議論に

参加することを目指しています。 

 

投稿ガイドライン： 

• 論文要旨を提出される方は、「論文要旨投稿」フォームをご記入の上、英語で 500

から 800ワード（または日本語で 1000から 1600字）の要旨を作成してください。

論文全文やマルチメディアの投稿は、要旨の代わりに提出できません。 

• 論文要旨の内容は研究によって異なりますが、一般的には、序論、研究方法と研究

結果の概要をまとめた本論、そして結論を含むことが推奨されます。研究の性質上、

この形式にそぐわない場合は、研究目的やその他の関連する事柄を説明してくださ

い。 

• 論文要旨は、英語または日本語での投稿を受け付けております。 

• 独創的な研究内容や学術的な厳密性を示す論文要旨投稿を優先的に採用します。 

• 応募にあたり、YPFP東京への会員登録は必要ありません。ただし、発表者として採

用された方には、会議開催日までに YPFP 東京への会員登録をお願いしております。 

• YPFP 東京に論文要旨を提出することにより、応募者は YPFP 東京の投稿規程と条件、

およびプライバシーポリシーに同意するものとします。また、採用された論文要旨

は、本会議のために YPFP 東京が電子的に掲載する可能性があることについて、ご

了承いただけますようお願い申し上げます。 

https://www.ypfp.org/locations/tokyo/
http://hsp.c.u-tokyo.ac.jp/en/
https://www.ypfp.org/locations/tokyo/
https://www.ypfp.org/locations/tokyo/
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• 本会議はハイブリッド形式で開催されるため、採用された方は、対面またはオンラ

インで参加されるかを自由に選択できます。しかし、参加者の皆様には、ぜひとも

直接ご来場いただくことをお勧めします。 

YPFP東京は、あらゆる学問的背景を持つ若手研究者から、アジアの人権問題に関する原著

論文要旨の投稿をお待ちしております。論文要旨投稿フォームをご記入の上、2023年 1月

31日までにご提出ください。採用された方には、締め切り後 3週間以内に、ご記入の Eメ

ールアドレスにご連絡いたします。 

 

コンセプト・ノート [日本語]:  
https://www.ypfp.org/wp-content/uploads/2022/12/ICHR-Concept-note-JP-10-12-22.pdf 
 

投稿規程と条件： 

「2023年国際人権会議：アジアの若者たち」に論文要旨を投稿することにより、応募者は

以下の条件にすべて同意したものとする： 

1. 応募者は、自分自身の研究成果をまとめたオリジナルの研究論文を提出することに

同意する。応募者が組織または共同著者の代表として論文を提出する場合、応募者

は、過去および現在関与しているすべての共著者から、研究を提出し代表すること

について同意を得ている必要がある。 

2. また、投稿が採用され、発表が決定した場合、発表を投稿された論文要旨に記載さ

れた内容に限定することに同意する。応募者が要旨を審査から外したい場合は、会

議開催日の 2週間前までにお申し出ください。 

3. 応募者は、提供された連絡先が応募者自身のものであることを理解し、YPFP東京の

リーダーシップチームのメンバーから要旨の採用状況および発表について連絡を受

けることに同意する。 

4. 応募者は、YPFP東京が本会議の公式会議資料冊子に、提出された要旨を電子的に掲

載することを許可する。YPFP東京は、投稿された要旨を、著者から提供されたとお

りに全文掲載する。YPFP東京は、提出された要旨における誤字脱字や言語的な誤り

について責任を負わない。要旨の著者（またはその著者が代表する団体）は、投稿

された要旨の唯一の著作権所有者であること、当該要旨を投稿する権利、または

YPFP東京および 2023年 ICHR主催者が当該要旨を掲載することを許可するために必

要なすべての権利を有していることに同意する。当該要旨の掲載が第三者のいかな

る知的財産権も侵害しないことに同意する。 

https://www.ypfp.org/wp-content/uploads/2022/12/ICHR-Concept-note-JP-10-12-22.pdf

