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1.Presentation format at the conference 
There are 3 (Three) main formats to present ideas: 

 

  1.  FIRST is SCHOLARLY ARTICLES AND ESSAYS that are all Double-Blind Peer reviewed papers.  These 

include: 

     *   Plan for a presentation during of 30-40 minutes. 

     *   full scholarly papers of 4000-7000 words; 

     *   scholarly essay or long abstract of 1500-2500 words; 

     *   Critical Reflection of one’s own practice of 1500 – 2500 words. 

  2.  SECOND is the GENERAL PRESENTATIONS AND POSTERS   that are NOT peer reviewed, but checked for typing 

and grammar. These two include: 

     *   Plan for a presentation during of 30-40 minutes 

     *   Posters only: submit an A3 PDF of a visual Poster to tac to the display wall at the conference. 

Larger A2 posters can be brought to the event in person. 

     *   Short abstracts only (300 words), accompanied by a PDF of a Slide Set. 

  3.  THIRD is BOOK Reviews that are NOT peer reviewed, but checked for typing and grammar.  If you wish to 

submit a review of a Book we would love to know about it (not more than about 300 to 500 words, plus cover 

image of the book and a link to the book online) 

 

NOTES: 

 

  *   The submission portal link is found at the very bottom of this page: 

SUBMISSION<https://dattarc.org/index.php/conference/DATTArc2022GC/login?source=%2Findex.php%2Fconf
erence%2FDATTArc2022GC%2Fauthor%2Fsubmit%3FrequiresAuthor%3D1> 
  *   The Microsoft Word template you must use is found here: 

TEMPLATE<https://dattarc.org/index.php/conference/index/pages/view/Resources> 
 

 

 

2.Form of abstract to be submitted 
SUBMISSION is a TWO STEP APPROVAL process. 

 

  1.  FIRST STEP is to get the proposed Title and 300 word abstract 

submitted<https://dattarc.org/index.php/conference/DATTArc2022GC/login?source=%2Findex.php%2Fconfer
ence%2FDATTArc2022GC%2Fauthor%2Fsubmit%3FrequiresAuthor%3D1> and approved. Once submitted you 
will very soon after (days) get an email saying your Abstract is approved.  When we approve the Title and 

Abstract, the platform opens a new feature in your account login to allow you to UPLOAD a full paper in the 

WORD TEMPLATE<https://dattarc.org/index.php/conference/index/pages/view/Resources> provided. 
  2.  SECOND STEP is to upload in your account the full paper for peer review.  In about 2-4 weeks you will 

get feedback for you to consider (think about) to edit and improve the paper.  You then re-upload the newer 

version.  We then process it ready for the Conference.  After the Conference we then go through all papers 

and take extra care and checking with Authors to produce the final professional looking PDF of the event:  

See HERE for the last version as a guide, including assigning its ISBN<https://apo.org.au/node/269186>. 
 

 

 

3.Deadline for submitting abstracts 
We are receiving a health number of submission, which is pleasing, as well as requests to extend the 

submission of the STEP ONE phase of the Title and 300 word ABSTRACT.  Accordingly, we are looking at two 

key dates as at this time: 

 

  1.  Friday 1st of July 2022 (though we will still accept if submitted over that week end as International 

Time zones are a factor). 



  2.  We require full papers submitted before the Sunday 31st of July 2022  as we need to assure time for 

the peer review process. 

 

OTHER INFORMATION TO NOTE: 

 

  *   The Early Bird Registration 

Rate<https://dattarc.org/index.php/conference/DATTArc2022GC/schedConf/registration> is the same as the 
ZOOM (online only attendance or presentation rate) of AU$295.00 (~JPY ¥ 28343) plus dinner tickets. This 

Early Bird registration rate changes to FULL FEE rate on 1st of October 2022 to AU$450 (~JPY ¥ 43236) 

  *   We are recommending 

accommodation<https://dattarc.org/index.php/conference/DATTArc2022GC/schedConf/accommodation> if 
possible at the Rydges Hotel Gold Coast Airport Or near to the campus of Southern Cross University, Gold 

Coast Campus<https://www.scu.edu.au/study-at-scu/why-scu/locations/gold-
coast/?msclkid=f1222123c5f811ec827f56ce09d87858>. 
  *   ONLINE ONLY Registrations.  For delegates who pay  registration but can only engage online, we will 

require: 

     *   They prepare a 15-40 minute pre-recorded presentation in ENGLISH.  One way to do this is to use 

ZOOM and its ADVANCE FEATURE of SHARING your Screen and recording to your local drive the movie file 

created.  Then upload in MP$ that file to dropbox and share the link. 

     *   ONLINE ONLY viewers will be able to access your recorded presentation any time. 

 
 
 
1.会議での発表形式 
アイデアを提示するための 3つの主要なフォーマットがあります: 

 

1.     まず、学術論文とエッセイは、すべて 二重盲検査読論文です。これらには以下が含まれます。 

a.     30~40 分間のプレゼンテーションを計画する。 

b.     4000-7000 語の完全な学術論文。 

c.     学術エッセイまたは 1500-2500 語の長い要約。 

d.     1500 - 2500 語の自分自身の実践の批判的反映。 

 

2.     2 つ目は、 ピアレビューされていないが、タイピングと文法がチェックされている一般的なプレゼンテーショ

ンとポスター  です。これら 2 つには、次のものが含まれます。 

a.     30~40 分間のプレゼンテーションを計画する 

b.     ポスターのみ:視覚的なポスターの A3 PDF を提出して、会議のディスプレイウォールにタックします。より大

きな A2ポスターを直接イベントに持ち込むことができます。 

c.     短い抄録のみ(300 語)、スライドセットの PDF を添付。 

 

3.     3 つ目は、ピア レビューではなく、入力と文法がチェック されたブック レビューです。書籍のレビューを提

出したい場合は、その書籍について知りたいです  (約 300 ~ 500 語以内、書籍の表紙画像とオンライン書籍へのリン

ク)。 

 

筆記： 

·         提出ポータルのリンクは、このページの一番下にあります: 提出

<https://dattarc.org/index.php/conference/DATTArc2022GC/login?source=%2Findex.php%2Fconference%2F
DATTArc2022GC%2Fauthor%2Fsubmit%3FrequiresAuthor%3D1> 
·         あなたが使用しなければならない Microsoft Word テンプレートはここにあります: テンプレート

<https://dattarc.org/index.php/conference/index/pages/view/Resources> 
 

2.提出する抄録の様式 

提出は 2 段階の承認プロセスです。 

 

1.     最初のステップは、提案された タイトルと 300 語のアブストラクトを提出し

<https://dattarc.org/index.php/conference/DATTArc2022GC/login?source=%2Findex.php%2Fconference%2F
DATTArc2022GC%2Fauthor%2Fsubmit%3FrequiresAuthor%3D1> 、承認することです。提出後すぐに、アブス

トラクトが承認されたというメールが届きます。 タイトルとアブストラクトを承認すると、プラットフォームはアカウ

ントログインで新しい機能を開き、提供された WORD 

TEMPLATE<https://dattarc.org/index.php/conference/index/pages/view/Resources> に完全な論文をアップロード

できるようにします。 



 

2.     2 番目のステップは、査読のために完全な論文をあなたのアカウントにアップロードすることです。 約 2〜4週

間後には、論文を編集して改善することを検討(考える)するためのフィードバックが得られます。 その後、新しいバー

ジョンを再アップロードします。 その後、会議の準備を整えて処理します。 会議の後、すべての論文に目を通し、著

者に特別な注意を払い、著者に確認して最終的なプロフェッショナルな外観を作り出します。    イベントの PDF ファ

イル:  ISBN の割り当てを含む、ガイドとしての最後のバージョンについては、ここ

<https://apo.org.au/node/269186>を参照してください。 

 

 

3.アブストラクトの提出期限 

私たちは、満足のいく健康的な数の提出と、タイトルのステップ 1フェーズと 300ワードアブストラクトの提出を延長

するリクエストを受けています。したがって、現時点では 2つの重要な日付を検討しています。 

 

1.     2022年 7月 1日 (金 )(ただし、国際タイムゾーンが要因であるため、その週末に提出された場合は引き続き受

け付けます)。 

2.     査読プロセスのための時間を確保する必要があるため、2022年 7月 31日(日)までに提出された完全な論文が必

要です。 

 

注意すべきその他の情報: 

 

  *   早期登録料金<https://dattarc.org/index.php/conference/DATTArc2022GC/schedConf/registration>は、

ZOOM(オンラインのみの出席率またはプレゼンテーション料金)と同じで、AU$295.00(~¥28343)とディナーチケットで

す。この早期登録料金は、2022年 10月 1日にフルフィー料金に 450豪ドル(~43236円)に変更されます。 

  *   可能であれば、リッジスホテルゴールドコースト空港またはサザンクロス大学のキャンパス、ゴールドコースト

<https://www.scu.edu.au/study-at-scu/why-scu/locations/gold-
coast/?msclkid=f1222123c5f811ec827f56ce09d87858>キャンパスの近くに宿泊施設

<https://dattarc.org/index.php/conference/DATTArc2022GC/schedConf/accommodation>をお勧めします。 

  *   オンラインのみの登録。登録料は支払っている が、オンラインでしか参加できない代理人には、次のものが必要

です。 

     *   彼らは英語で 15〜40 分の事前録音プレゼンテーションを準備します。 これを行う 1 つの方法は、ZOOM と、

画面を共有し、作成したムービーファイルをローカルドライブに録画するアドバンス機能を使用することです。 次に、

そのファイルを MP$で dropbox にアップロードし、リンクを共有します。 

     *   オンラインのみの視聴者は、録画したプレゼンテーションにいつでもアクセスできます。 

 


