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宇都宮大学女性研究者キャリア支援室様
プレゼンテーション・スキル - 科学英語論文執筆 セミナーテーマご提案

<宇都宮大学女性研究者キャリア支援室 様
プレゼンテーション・スキル習得 - 科学英語論文執筆 セミナープログラムのご提案>
エダンズでは、宇都宮大学女性研究者キャリア支援室 様から、ご所属の研究者様全体に対する、積極的研
究活動支援、並びに、国際的な研究活動発信のサポートを目的として、プレゼンテーション・スキル習得、並び
に、科学英語論文執筆セミナー・プログラムのご提案を申し上げます。
本提案は、国際ジャーナルへの投稿と学術コミュニティにおける幅広い発信を目的とした教育的プログラムとし
て、以下の点を踏まえまして作成いたしました。



これから研究発信を始められる研究者の皆様において、今後も継続的に論文執筆を行っていく契機
となる支援であること。



宇都宮大学女性研究者キャリア支援室 様として実施されるに相応しいクォリティを持ち、また、支援
の成果として参加者の方々が、国際学会やその他の研究成果発信の場において、より積極的に研
究成果を発信するスキル・ノウハウを理解・習得出来る内容であること。

セミナー提案は、プレゼンテーション・スキル習得、並びに、科学英語論文執筆セミナー[半日(4 時間)セミ
ナー実施案・2 回]として考案いたしました。
ご不明な点がございましたら、エダンズ グループ ジャパン株式会社・井上 淳也まで
お申し付けください。

第 1 回目セミナー実施案 (2015 年 9 月 17 日開催)
Effectively Presenting Your Research
– 自身の研究を効果的に発信するプレゼンテーション・スキル
1. Importance of presenting your work (15 min : 研究内容を発信・発表する重要性)


Presenting your work before publication

(出版前に研究内容について発信する)



Importance of feedback



Presenting after publication to promote your work

(自身の発表についてのフィードバックの重要性)
(出版後に研究内容をより知ってもらう為に)
(&brief Q&A)

2. Poster presentations

(35 min : ポスタープレゼンテーション)



Benefits of presenting your research in a poster (ポスターで発表することの利点)



Logical flow of information



How to make professional-looking figures



Poster layout and readability



Poster presentation tips

(論理的なフローにする)
(数値をプロフェッショナルに見せる)
(見易さ意識したポスターのレイアウト)
(ポスタープレゼンテーションのコツ)

Q&A (5 min)
Activity (20 min): groups will be given poorly designed posters and have to make
suggestions on how to improve them
: 講師の示す、内容・構成が不十分なポスター例について、どのように改善するかを話し合い、発表します。

Break (10 min)
3. Oral presentations

(20 min : 口頭プレゼンテーション)



Oral presentations vs. written articles (口頭プレゼンテーションと執筆論文との違い)



Keeping your audience in mind



Logical flow of information
(& brief Q&A)

(聴衆を意識したプレゼンテーション)
(論理的な情報の構成)

4. Presenting slides

(25 min : プレゼンテーションのスライド)



Effective slide layout and readability

(見る人を意識したスライド・レイアウト)



Clearly displaying your figures



PowerPoint skills for making professional slides

(図表を明確に見せる)

(プロフェッショナルに見せるスライドを作るパワーポイントのスキル)


Using animation and graphics

(アニメーションや、グラフィックの使い方)

Q&A (5 min)

Activity (15 min): groups will be given poorly designed slides and need to improve
their readability
: 講師の示す、内容・構成が不十分なスライド例について、どのように改善するかを話し合い、発表します。

Break (10 min)
5. Presentation skills

(40 min : プレゼンテーション・スキルの向上)



Practicing your presentation

(プレゼンテーションの準備)



Verbal presentation tips



Non-verbal presentation tips



Additional tips and time management



Presenting to non-native English speaking audiences

(プレゼンテーション時の言語部分のヒント)
(プレゼンテーション時の非言語部分のヒント)
(注意点と講演時間のコントロール)

(非英語圏の聞き手を対象にプレゼンテーションをする場合のヒント)
(& brief Q&A)

6. Effective Q&A sessions

(20 min : 質疑応答時の対応)



Importance of Q&A sessions



Handling questions



Improving your listening skills



Asking useful questions

Final Q&A (15 min)

(Q&A セッションの重要性)
(難しい質問への対処)
(質問の意図を聞き取る)
(質問を引き出す有効な問いかけ)

第 2 回目セミナー実施案 (2016 年 2 月開催)
Writing a Research Paper with Impact – インパクトのある科学英語論文執筆を
1. Academic publishing

(20 min : 学術出版への理解)



What journal editors are looking for



Identifying a publishable research topic



Publication ethics

(ジャーナル編集者が求めるもの)
(出版に値する研究テーマを見極める)
(出版倫理)

(& brief Q&A)

2. Effective writing

(30 min : 科学英語論文の効果的な執筆について)



Professional writing skills

(プロフェッショナルな科学英語論文執筆スキルとは)



Improving readability

(読み易さを向上させる)



Effective sentence structure

(効果的な文章の組立)



Avoiding common mistakes

(よくある間違いを防ぐ)

(& brief Q&A)

3. Journal selection

(25 min : 投稿ジャーナルを選ぶ)



Evaluating your findings

(自身の成果を客観的に見極める)



Factors to consider about the journal

(ジャーナル選択時に考えるべきこと)



Online tools for finding potential journals
(投稿ジャーナル候補探せるオンライン上のツール)



Identifying the most suitable journal

(相応しいジャーナルを見極める)

Q&A (5 min)
Activity (30 min): groups will need to improve poorly written sentences
:講義内容を踏まえ、講師より示された例文(執筆レベルの高くない文章)について、より良い文章を考えます。

Break (15 min)

4. Writing your manuscript

(45 min : 科学英語論文を執筆する)



Writing strategies

(執筆のための”戦略”)



Convincing readers why your study needs to be done
(“なぜこの研究が重要なのか” - 読者が納得する必要性の記述)



Clearly explaining your methodology

(明快な Methodology の執筆)



Factually describing your results



Discussing the implications of your study

(事実に即した Result の執筆)
(Discussion で研究の意義と方向性を述べる)



Effective titles and abstracts

(タイトルとアブストラクトの効果的な活用)

(& brief Q&A)

5. Promoting your research

(30 min : 研究をより多くの人に発信する)



Writing impressive cover letters

(アピールする Cover Letter を書くために)



Writing effective reviewer response letters
(Reviewer への効果的な Response Letter の書き方)



Increasing the impact of your research

(自身の研究をより広く知ってもらう為に)

(& brief Q&A)
Activity (25 min): groups will need (1) to choose which aim best addresses an identified
research question, and (2) to match an aim from an Introduction with its conclusion from
the Discussion
講義内容を踏まえ、
1. 講師より示された例文の中から、研究の目的を的確に述べていると思われる文章を考えます。
2. 講師より示された Introduction、Conclusion、Discussion から研究の目的を的確に述べていると思
われる文章を考えます。

Final Q&A (15 min)
セミナー開催に関しましては、できるだけご希望に沿った内容にしたいと思いますので、ご要望をお聞かせくださ
い。
[お問い合わせ]
ご不明な点、並びにお気づきの点がございましたら、エダンズ グループ ジャパン株式会社・井上 淳也
(050-5809-7204 / jinoue@edanzgroup.com)まで、お申し付けください。
ご検討の程、よろしくお願いを申し上げます。
エダンズ グループ ジャパン株式会社

