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「科学コミュニケーション」について 
 

「科学コミュニケーション」は、学生の博士論文研究の中間報告会（①口頭発表 ②ポスター発

表）と特別講義を中心に行います。 

 

（１）口頭発表：各学生の研究内容について、１人あたり１５分程度（内容発表１０分、質疑応

答５分程度）により発表します。液晶プロジェクターを使用します（各自PCを

持参）。学会形式での発表ですが、以下の点に留意して、当日準備するよう願

います。 

    ■専門分野の異なる学生が参加しているので、学問的背景や基礎的な事項などを含めて 

          発表内容を工夫して構成すること。 

    ■口頭発表は、英語で行うこと。 

    ■プレゼンテーション自体も英語表記。 

    ■持ち時間が限られているので、詳細な点、個別の専門的事項についてはポスター発

表の方で扱うようにすること。 

 

（２）ポスター発表：上記の口頭発表において説明した内容をポスター形式で発表します。口頭

発表した日の夜にポスター発表の討論時間（コアタイム）（英語）をとりま

す。詳細なデータや専門的な箇所は、ポスター発表の方で示すように配慮する

こと。発表者の討論時間は、受付でお渡しする名札に記載されています。 

        ＊ポスターは、A0サイズ（841 mm x 1189 mm）で印刷してください。 

        ＊ポスターは英語で作成してください。 

        当日は、指定された掲示番号（名札記載）のスペースに掲示してください。ま

た、大型プリンター印刷できない場合は、掲示スペースとして一人あたり、幅

90 cm × 高さ70 cmのホワイトボードを準備します。あらかじめ発表内容を印刷

したものを各自で準備し、当日貼り付けてください。 

 

（３）研究発表要旨：Ａ４版、和文及び英文各１枚（見本参照）を連大学務係にメール添付(ag-

rengaku@adm.tottori-u.ac.jp)で提出して下さい。＊留学生特別プログラムの

学生は英文のみで可。他の留学生は和文も作成すること。 

        提出期限は９月２１日（水）厳守です。提出された研究発表要旨を冊子として

まとめ、事前（１０月上旬）に配付します。 

 

（４）特別講義：外部講師２名を予定 

 

（５）その他：不明の点があれば､連大学務係（ag-rengaku@ml.adm.tottori-u.ac.jp）、あるいは児玉

（mk@muses.tottori-u.ac.jp）に問い合わせてください。 

  



September 7, 2016 

 

To students concerned, 

 

Information on “Academic Communication of Science” 

 

The Seminar “Academic Communication of Science” comprises students’ oral and poster 

presentation on their PhD dissertation research. Special lectures will also be held. 

 

(1) Oral presentations: Students shall report on the progress of their research in academic 

conference style for approximately 15 minutes (oral presentation for 10 minutes 

and Q&A for 5 minutes). LCD projector should be used for research 

presentations (Please bringing your own computer.). 

■ In an oral talk, students try to produce your Ph. D course study from the scientific 

background with plain explanation. Please start your talk from the basics on your 

research. 

■ An oral presentation should be in English. 

■ The contents of the presentation should be written in English. 

■ The talking time is limited. Please deal with the details of your study at the poster 

presentation. 

 

(2) Poster presentation: Students shall present the same content as oral presentations. 

Student will have discussion time (core time) in English. Core time of each 

presenter will be shown on his/her name badge provided at the reception.  

* Please print the poster in size A0 (841mm x 1189mm). 

* The poster must be made in English. 

Please affix the poster at the specified place (shown in your name badge). If 

you cannot print your poster by large printer, each presenter can use a space of 

whiteboard (90 cm wide x 70 cm high) to place your posters. Please bring 

printed poster and affix it to the whiteboard on the presentation day. 

(3) Summary of the research presentation: Please submit a one page summary both in 

Japanese and English (see sample), A4 size, by e-mail 

(ag-rengaku@adm.tottori-u.ac.jp) to the Academic Affairs Section of the 

United Graduate School of Agricultural Sciences (UGSAS). (Students of 

the Special Program for Foreign Students: submit the summary in English 

only. Others: both in English and Japanese). The deadline for submission is 

strictly September 21st (Wed.). All the summaries will be compiled to be 

distributed to students in advance. 

(4) Special lectures: Two lectures on October 13th  

(5) If you have any questions, please contact: 

The office of UGSAS, Tottori University (ag-rengaku@ml.adm.tottori-u.ac.jp) or

Dr. Motoichiro Kodama (mk@muses.tottori-u.ac.jp). 
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                              平成２８年９月７日 
「科学コミュニケーション」送迎バスを申込された方へ 
 
                            鳥取大学農学部連大学務係 
 
・１０月１２日（水）１３時１０分までにＪＲ米子駅前 だんだん広場に集合してください。 

集合時間後、すぐに出発しますので遅刻のないようお願いします。 
・１０月１４日（金）解散後、米子駅まで送迎します。 
・乗車予定の変更・当日のアクシデント等ありましたら、必ず鳥取大学農学部連大学務係

（0857-31-5446）へ連絡してください。 
 
To Bus service users between Yonago station and Training Institute 
・Oct. 12 (Wed) 13:10 The bus will depart for Training Institute from Yonago Station. 
Please come to “dang-dang hiroba” square, that is in front of Yonago Station, by 13:10 
・Oct. 14 (Fri.) The bus will depart for Yonago Station from Joint-Use Training Institute 
after the seminar 
・ Please be sure to let us know beforehand in case you’ll change your schedule. 
Academic Affairs Section of the United Graduate School of Agricultural Sciences, Tottori University.

（Tel: 0857.31.5446） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集合場所 
Meeting Spot 

JR Yonago Station 

←Yonago Post Office 


	280907 新お知らせ(英語）_修正版
	pdf.（和）
	提出方法
	2809dd お知らせバス申込者
	提出方法
	2809dd 新お知らせ(英語）_修正版
	見本・Sample





