
国際学会のプレゼンテーションで
あなたの研究成果を

より理解してもらう技法

国際学会のプレゼンテーションで
あなたの研究成果を

より理解してもらう技法
~ The Human Face of Your Research ~

K-CONNEXキャリアアッププログラム

京都大学吉田キャンパス 学術研究支援棟地下セミナー室

京都大学次世代研究創成ユニット（K-CONNEX 事務局）
TEL : 075-753-5916
E-MAIL : support@k-connex.kyoto-u.ac.jp

＊ K-CONNEX は京都大学・大阪大学・神戸大学の三大学を中心に若手研究者育成・支援を目的とするコンソーシアムです。 

主催・お問合せ

講師

ヒューマングローバルコミュニケーションズ
株式会社

Ron Read 先生

オレゴン大学でジャーナリズム学士号、フランス政府
からの英語講師の証明書習得。現在、日本で、研究論文や
企業においてのコミュニケーション研修、学術書籍の
英語添削及び、研究者、技術者、エグゼクティブのための

プレゼンテーショントレーニングを行なっている。また京都大学工学部の非常勤
講師としても学生に学術論文の執筆指導を行なっている。
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程
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所
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2018 年 月 日3 16 （金）
10:00 ~ 16:00

下記 URL からお申込みください。
https://goo.gl/forms/7Qnj0xw2jZvmlZYA3

お申込み方法レクチャーコースのみ、
コーヒーブレイク費用 500 円を頂戴します

参加費

レクチャーコース：50 名まで
個別トレーニングコース：5名まで
（時間の割り振りは後ほど調整します）

定員

レクチャーコース

2018 年 月 日3 23 （金）
10:00 ~ 16:00  ( 1名あたり1時間の指導 )

＊原則、レクチャーコースを受講されたかたを優先します

個別トレーニングコース

国際学会でのプレゼンテーションスキルを上達させたい研究者

I’d like to talk ab�tmy rease�ch today.

国際学会で発表するときに「これ
だけレベルが高くて面白い研究成果
なんだから、聴衆も関心を持って
くれるだろう」と思い込んではいませんか？果たして、そこに
いる聴衆は、英語を母国語としないあなたの発表をどう見て
いるのでしょうか。本プログラムでは、国際学会の場面で、
多くの聴衆があなたの研究に対して関心を抱くよう、効果的な
プレゼンテーションをするコツをお教えします。これまで多くの
国際学会をこなしてきた研究者も、この機会にご自分のプレゼン
テーションスタイルをじっくり見直しておきませんか？
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プログラム

Orientation :
・Purpose and Goals
・Today’s Activities & Self-intros

Guidelines : Philosophy & Organization
・Aim: What you are doing and why
・Obligation for Success : With whom does it lie?
・Structure of a Presentation : Hierarchies and priorities 
・Openings & Closings : Start strong, end strong
・Modes of Presentation : How to present

Exercise : Intro to Your Work

Using Slides : Ubiquity of PowerPoint
・Showing & Telling : The curse of symmetry
・Appearance & Style : Looking sharp
・Transitions : From one slide to the next...
・Pointing : Laser use and abuse
・Animation : An easy and powerful tool

Simple Animation Tutorial

Lunch

Speaking & Delivery
・Reading the Room : Living in the present
・Voice Control : Using pause, stress, and rate
・Audience Orientation : Face your customer
・Body Language & Gestures : Do the job like Jobs
・Enthusiasm & Personality : Why should they care?

Exercise : Body Language

Tips & Tactics
・Maintaining Audience Attention : A grab bag of tricks 
・Tailoring to Your Audience : Who’s out there?
・Q&ATechniques : Understanding, thinking, giving
・On-site Pointers : It’s show time!

Exercise : Handling Q&A

Q&A, Wrap-up
・Any questions? ( Don’t be shy! )

Trainee Presentations
( flow for each person )
・Presentation
・Question and Answer 
・Peer Critique
・Instructor Evaluation
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10:00–10:15

10:15–11:30

11:30–12:30

12:30–13:30

13:30–14:30

14:30–15:45

15:45–16:00

9:30–12:30

or

13:30–16:30

3 月16日（金）レクチャーコース

3月 23日（金）個別トレーニングコース


