令和２年７月３１日
連合農学研究科長（公印省略）
令和２年度「科学コミュニケーションⅡ」の実施について（通知）
このことについて、今年度は新型コロナウイルス感染予防の観点から、オンラインにより別紙
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、修了年次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 8 月 17 日（月）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中間報告を口頭発表により行いますの
で、昨年 10 月の入学生でまだ研究要旨を作成し難い方については、3 年次（来年 10 月）での受
講をお勧めします。
受講者は博士論文研究中間報告会の資料として研究要旨（Ａ４版，英文１枚）を 9 月 4 日まで、
ポスターデータを 10 月 9 日までに提出していただきます。詳細は別紙を確認してください。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Notice of the Seminar “Academic Communication of Science Ⅱ” in 2020
It will be carried out as the attached guideline.
This seminar will be conducted online considering COVID-19 outbreak as attached.
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 until the
end of your PhD course.
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 8/17 (Mon.))
All the students who will attend this Seminar must present an interim report on your PhD
dissertation research in this Seminar. So we recommend that any students who entered Oct. of last year
and still cannot prepare the research presentation should attend this seminar next year.
Attendees need to submit Summary of research presentation in English, A4 size by 4th
September, and Poster data by 9th October. For the details, please see attached document.
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
(Tel) 0857-31-5446 (Fax) 0857-31-5683

4-101 Koyama Minami, Tottori, 680-8553
(Mail) ag-rengaku@ml.adm.tottori-u.ac.jp

令和２年７月３１日

2020 年度「科学コミュニケーション Ⅱ」について
「科学コミュニケーションⅡ」は、学生の博士論文研究の中間報告会（口頭発表）と特別講義を中心
に行います。
（１） 実施方法：オンライン(WebEx)により開講します。鳥取大学に集合する必要はありません。各自の
PCを通して、すべての受講、発表等行います。特別講義はWebExおよびzoomで実施します。Zoom
による受講方法は別途連絡します。
事前に、WebExのアクセス先アドレスを連大学務係(ag-rengaku@ml.adm.tottori-u.ac.jp)か
らメール連絡します。
予約時間（10月14日（水）13:00）になったらWebEx URLをクリックし、参加ログイン画面
を表示します。
初回のみプラグインのインストール画面が表示されますので、画面の指示にしたがってイ
ンストールしてください。
参加ログイン画面が表示されますので、参加者の名前とメールアドレスを入力し、参加ボ
タンをクリックしてください。
講義が終了したら、退席ボタンをクリックしてください。
（１）口頭発表：各学生の博士課程における研究計画について、１人あたり１６分程度（内容発表１２
分、質疑応答４分程度）により発表します。発表者のパワーポイント画面が、全受講生のPC
上に表示されます。以下の点に留意して、準備してください。
■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にすること。
■持ち時間を厳守すること（時間オーバーの場合は発表途中でもストップします）
（２）ポスター発表：口頭発表内容に基づくポスターデータを作成し、１０月９日まで(厳守)に連大学
務係へ提出してください。内容につき確認・評価します。
＊ポスターデータは、A0サイズ（841 mm x 1189 mm）フォーマットで準備してください。
＊ポスターは英語で作成してください。
＊ポスターデータは､パワーポイントおよびびPDF形式の両方で提出してください。
（３）研究発表要旨：Ａ４版、英文１枚（見本参照）を連大学務係にメール添付(ag-rengaku@
ml.adm.tottori-u.ac.jp)で提出することに変更はありません。
提出期限は９月４日（金）厳守です。提出された研究発表要旨を冊子としてまとめ、本
講義までに配付します。
（４）特別講義：外部講師２名を予定（オンライン講義）
（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@tottori-u.ac.jp）に問い合わせてください。
担当者：鳥取大学農学部連大学務係（谷口）
〒680-8553 鳥取市湖山町南４丁目101番地
(Tel) 0857-31-5446 (Fax) 0857-31-5683
(Mail) ag-rengaku@ml.adm.tottori-u.ac.jp

２０２０年度「科学コミュニケーションⅡ」実施要領
１． 目
的
「科学コミュニケーションⅡ」は、連合農学研究科の学生各自の研究経過報告を行うことにより、発
表能力の向上を目的として実施するものです。

２． 期
間
2020 年 10 月 14 日（水）14 時（受付等開始 13 時）～10 月 16 日（金）12 時

３． 実 施 方 法
オンライン(WebEx および Zoom)により実施（鳥取大学に集まる必要はありません。）

４． 内
容
５． 博士論文研究の中間報告会（口頭発表）及び特別講義

６． 単 位 認 定
７． 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Ⅱ」の単位を認定します。

８． 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

2020年度 鳥取大学大学院連合農学研究科「科学コミュニケーションⅡ」日程表
Schedule of the "Academic Communication of Science Ⅱ" 2020
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English Program, Graduate
School of Integrated
Pharmaceutical and
Nutritional Sciences,
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*The title will be announced later. 講演タイトルは後ほど連絡します。
**The title will be announced later. 講演タイトルは後ほど連絡します。
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2020 年度「科学コミュニケーションⅡ」受講調査票
Registration form for the Seminar “Academic Communication of Science Ⅱ” in 2020
学生番号 Student ID No.（
氏

）

配属大学 Univ.（

）

名 Name
出
席
Attend

欠
席
Not Attend

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

どちらかに○ Choose by circling
当日連絡のとれる電話番号
Cellphone Number while attending this
subject

-

-

☆ この調査票は、必ず８月１７日（月）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 8/17 (Fri.))

ＦＡＸ

０８５７－３１－５６８３

☆ 変更がありましたら９月２５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。
Please be sure to inform any changes after the submission of this form by 12:00 September. 25 (Fri) to the
Academic Affairs Section of UGSAS.

