
The 1st AY2022 GSHS Faculty Development Seminar
〈Hosted by Graduate School of Humanities and Social Sciences Faculty Development Task Force〉

English Book Publication Seminar for 

Humanities and Social Sciences (No.2)

Friday, October 28, 2022
1pm - 2.30pm (JST)

Venue: Online / Language: English
*Hiroshima University faculty and staff only

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Lecturer: Mr. Simon Bates 
(Editor at Routledge)

Simon Bates is Routledge’s Commissioning Editor 
responsible for books on topics relating to 
Sociology, Politics, History, and Geography, as 
well as projects in Translating and Interpreting, 
from authors based in North- and South-East Asia. 
Simon is based in Singapore and works mainly 
with authors living in Singapore, Japan, Korea, 
Hong Kong, Taiwan, Mainland China and Australia.
Simon has been in this role at Routledge since

2014, when he founded his current book list.

Prior to that he worked in editorial roles in both

the UK and Singapore in academic and

educational publishing for seven years.

Let’s publish your books in English! We invite an
editor with a humanities background from a
major UK publisher Routledge to explain how to
write a proposal for publication with concrete
examples. The first 50 participants of this
seminar can join a workshop where Routledge’s
expert editors will individually instruct you
online.

* Only those attending the seminar will be eligible for individual
workshops. Please consult us beforehand if you cannot
participate in it for unavoidable reasons.

[Registration] Closing day: October 21

Scan the QR Code on the right side of this 
flyer or visit the webform at the URL below.

https://forms.office.com/r/RWXzzJi64s

[Contact] Operation Assistant, Graduate School of Humanities and Social Sciences (gshs-sk@hiroshima-u.ac.jp)



〈人間社会科学研究科ＦＤタスクフォース主催〉

2022年度第1回人間社会科学研究科ＦＤ

人文社会系研究のための
英語書籍出版の実際（No.2）

2022年10月28日(金) 13:00～14:30
オンライン開催（使用言語：英語）

※対象：広島大学教職員

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

講師：Simon Bates (Routledge編集者)

社科学、政治学、歴史、地理学に関する書
籍や、北アジア・東南アジアに拠点を置く
著者による翻訳プロジェクトを担当する
Routledgeの委託編集者。シンガポール、
日本、韓国、香港、台湾、中国、オースト
ラリアに在住の作家と仕事をしている。
2014年以降、Routledgeに在職。それ以前
は、英国とシンガポールで7年間、学術お
よび教育出版の編集職を務める。

英語で本を出版してみませんか。イギリスの大手出版社であ
るRoutledgeから人文系の編集者を招いて出版につながる企
画書の書き方について具体例を挙げながらご説明いただきま
す。本セミナー受講者の先着50名には、Routledgeの専門編
集者からオンラインで指導が受けられる個別ワークショップ
を用意しています。

※個別ワークショップの対象者は、本セミナーに実際に参加された方
のみとさせていただきます。止むを得ない理由で当日受講ができない
場合は、事前にご相談ください。

【参加登録】締切：10月21日(金)
右のQRコードまたは以下のURLから
フォームにアクセスしてご登録ください
https://forms.office.com/r/RWXzzJi64s

お問い合わせ：人間社会科学研究科運営補佐（gshs-sk@hiroshima-u.ac.jp）


