平成３０年４月９日
連合農学研究科長（公印省略）
平成 30 年度「科学コミュニケーションⅠ」の実施について（通知）
このことについて、別紙のとおり実施しますのでお知らせします。
このセミナーの受講は、博士課程の修了及び学位論文の提出に欠かせない要件となっています
ので、科学コミュニケーションⅡ(二年次以上に受講)を受講する前までに必ず受講するよう計画
してください。
つきましては、別紙「受講調査票」を 4 月 20 日（金）までに鳥取大学農学部連大学務係まで提
出願います。
（受講しない場合も、その旨を記載の上、提出してください。
）
なお、このセミナー期間中、参加学生は博士論文研究の研究計画（入学前の研究成果を含めて
もよい）を口頭発表およびポスター発表により行います。
※受講者は博士論文研究計画発表会の資料として研究要旨（Ａ４版，和文及び英文各１枚。特別
プログラムの留学生は英文のみで可）を 5 月 11 日までに提出していただきます。詳細は受講申
込者に対して 4 月下旬に再度通知します。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Notice of the Seminar “Academic Communication of Science I” in 2018
It will be carried out as the attached guideline.
This seminar is a required subject. In case you fail to attend this seminar, you will be unqualified to
submit PhD dissertation and complete PhD course, so please be sure to attend this seminar before you
attend ”Academic Communication of Science II”.
No matter you attend or not, all the students should submit a registration form (attached) to the Academic
Affairs Section of the United Graduate School of Agricultural Sciences, Tottori University (Deadline
4/20 (Fri.))
All the students who will attend this Seminar must present your PhD dissertation research plan in this
Seminar (Fruits of research before entering UGSAS can be included.).
※Attendees need to submit Summary of research presentation by both in Japanese and English, A4 size
(Students in the Special Program for Foreign Students may submit English summary only.)
・The deadline for submission is 11 May.
・Further information on this seminar will be informed to the attendees around the end of this April.
担当者：鳥取大学農学部連大学務係（谷口）
Contact: Academic Affairs Section, the United Graduate School of Agricultural Sciences, Tottori University

〒680-8553 鳥取市湖山町南４丁目101番地
4-101 Koyama Minami, Tottori, 680-8553
(Tel) 0857-31-5446 (Fax) 0857-31-5683 （Mail）ag-rengaku@ml.adm.tottori-u.ac.jp

平成 30 年度「科学コミュニケーションⅠ」実施要領
１． 目
的
「科学コミュニケーションⅠ」は、連合農学研究科の学生が博士研究を行うにあたり必要な、科学コ
ミュニケーション能力等に関する基礎知識および技術を習得するために実施するものです。
２． 期
間
平成 30 年 5 月 23 日（水）14 時（受付開始 13 時）～5 月 25 日（金）12 時
３． 場
所
鳥取大学農学部連大セミナー室
〒680-8550 鳥取県鳥取市湖山町南 4 丁目 101 番地
Tel 0857-31-5446
※山口大学～島根大学～鳥取大学の送迎バスを手配します。
（詳細は別途通知）
４． 内
容
博士論文研究の計画発表会（口頭発表及びポスター発表）及び特別講義
５． 単 位 認 定
全日程に参加し、所定の課程を受講した者には、
「科学コミュニケーションⅠ」の単位を認定します。
６． 参 加 費 用
1,000 円 【内

訳】懇親会費＠1,000 円×１回

※湖山クラブ宿泊希望者は、上記の金額に湖山クラブ使用料が追加となります。
※参加費用は受付時に徴収します。おつりのいらないように準備してください。
※初日の昼食はありませんので、各自すませて集合して下さい。
７．大 山 会 費
大山会費（3,000 円）未納者は、受付時に徴収しますので、準備してください。
８．携
行
品
学習用具、洗面用具 ※、寝間着 ※、健康保険証等

（※宿泊者のみ。
）

９．交 通 費 そ の 他
・参加のための往復交通費、宿泊費、病気等による病院治療費及び自己の過失に基づく弁償費が発生
した場合は自己負担とします。

１０. 鳥取大学湖山クラブ（宿泊者のみ）
鳥取大学湖山クラブの使用に当たっては、非常勤講師宿泊施設使用規則のほか使用心得を遵守する
こと。
１１.問い合わせ先
鳥取大学農学部連大学務係 〒680-8553 鳥取市湖山町南４丁目 101 番地
Tel 0857 (31)5446
Fax 0857 (31)5683 E-mail ag-rengaku@ml.adm.tottori-u.ac.jp

平成 30 年度「科学コミュニケーションⅠ」受講調査票
Registration form for the Seminar “Academic Communication of Science I” in 2018
学生番号 Student ID No.（
氏

）

配属大学 Univ.（

）

名 Name
出
席
Attend

欠席の理由 If ‘Not Attend’, please describe the reason of absence

欠
席
Not Attend

どちらかに○ Choice (○)
宿 泊 ・ 食 事 等／Accommodation・Party

月
日
month/day

種

類
item

5 月 23 日（水）
May. 23（Wed.）

5 月 24 日（木）
May. 24（Thurs.）

料金(円)
Fee(JPY)

宿
泊
Accommodation

宿
泊
Accommodation

( )湖山クラブ／KOYAMA Club
＊ ( )自己手配／Reserve by yourself
( )自宅／Own home
\1,000

山口または島根からの送迎バス乗車希望
Do you use free bus service from Yamaguchi or Shimane？

Yes

・希望しない No
乗車場所を選択して下さい／Please choose p/u location

（ ）山口／Yamaguchi
（ ）島根／Shimane

当日連絡のとれる電話番号 Cellphone Number

考
Note

( )湖山クラブ／KOYAMA Club
＊ ( )自己手配／Reserve by yourself
( )自宅／Own home

懇親会 Party

・希望する

備

どちらか選択
Choose your choice

＊湖山クラブの使
用料は別紙参照／
Please see attached
table for the fee of
KOYAMA Club
＊湖山クラブの使
用料は別紙参照／
Please see attached
table for the fee of
KOYAMA Club

( )参加する／Participate
( )参加しない／Not Participate
※送迎バスを希望しない場合は交通手段を記入下さい
If you don’t take free bus, please describe your transportation.
（
）
※自家用車をだす人は車の移動をお願いする場合がありますの
でプレートナンバーを記入下さい
If you are scheduled to go by your own car, please write your car’s
plate number in case we may ask you to move your car.
（
）
※自家用車での来場もかまいませんが、駐車スペースに限りが
あるのでできるだけ乗り合せて下さい
※Anyone who go to the institute by car are recommended to share
cars with other students due to the limited space of parking lot.

-

-

懇親会参加者は記入してください。／Participants who want to participate in the party need to fill below.
●食事に関する調査：どちらかを選択()して下さい。
Dietary restriction ：Please check ( ) the one you apply.
□ 食事制限なし／No dietary restriction.
□ 動物の肉、動物の脂およびアルコール抜きの食事／Meals without animal meats and alcohol.
●アレルギー等により食べることができない食べ物があれば記入してください。
Special food requirements for such as allergy.
（
）
※ 上記の情報は、懇親会料理の参考とします。／Above information will be referred for party menu.
☆ この調査票は、必ず４月２０日（金）までに鳥取大学農学部連大学務係に提出して下さい
Please submit this form to Academic Affairs Section of the United Graduate School of Agricultural
Sciences, Tottori University. (Deadline 4/20 (Fri.))

ＦＡＸ

０８５７－３１－５６８３

☆ 変更がありましたら５月１１日（金）の午前中までに鳥取大学農学部連大学務係にお知ら
せ願います。食事の急なキャンセルはできません。
Please be sure to inform us by 12:00 May. 11 (Fri) in case of any changes after the submission of this form to the
Academic Affairs Section of UGSAS. Please be aware that any meals CANNOT be cancelled after the deadline.

