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プレゼンテーション・ワークショップ

「あなたの研究をわかりやすく伝えるには？」

主
催
・

問
合
せ

未来を拓く地方協奏プラットフォーム 徳島事務局
☎088-656-9759 ✉hiraku@tokushima-u.ac.jp
◎公式サイトhttps://www.tokushima-u.ac.jp/ccr/cons/index.html

大学院生・
ポスドク対象

共

催

GSC広島(アジア拠点広島コンソーシアムによるグローバルサイエンスキャンパス構想)
広島大学大学院リーディングプログラム機構
「放射線災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プログラム」及び
「たおやかで平和な共生社会創生プログラム」

研究について伝えるべき最も重要なポイントを見出す方法
それを効果的に伝えるためのストーリーの組み立て方
相手を惹きつけるプレゼンテーションの仕方

研究者にとって，研究の目的やビジョンを明らかにし，それを他者にコンパクトに分かり
やすく説明するスキルは，研究に対する理解・共感を得るためにも，他者を巻き込んで
プロジェクトを動かすためにも，アカデミアに限らず社会で活躍するためにも非常に重要
です。本ワークショップでは，グループワークを通して以下について学びます。

学 び

2019年 6月13日(木)
16:15～18:00

産官学連携プラザ 大会議室
(常三島キャンパス)
※広島大学からのTV中継になります

日時/
場所

TV中継

“6歳の子供に説明できなければ、理解したとはいえない”
－ アルバート・アインシュタイン

講師：トッド・アレン (関西大学外国語学部外国語学科 助教)
オーストラリアのウェスタンシドニー大学で日本語学・言語学優等課程を修了し、学士課程在籍中
には、明治大学に交換留学。2018年にオーストラリアのクイーンズランド大学にて博士課程修了。
クイーンズランド大学では、学部および大学院にて、異文化コミュニケーション、言語とテクノロ
ジー、応用言語学、語学研究などの講義を多数担当。

日・英

※本ワークショップは、未来博士３分間コンペティションに向けた研修の一環として開催します。未来博士３分間コンペティションの詳細はこちら☟

申込方法



PRESENTATION WORKSHOP
“Tell me about your research”: Describing your story effectively

For 
M/D/PD

 Ways to effectively communicate your research
 How to narrow down your research and explain the most significant elements

Einstein believed that scholars needed to be engaged with the general public, particularly 
when it came to explaining their research.   Presentation skills are crucial for a successful 
career post PhD, inside and outside of academia.  This workshop will combine informative 
and interactive activities for you to learn the followings:

1) Name
2) Affiliation Education
3) Major
4) Contact Information (Email / 
Telephone Number)

June 13, 2019 (THU)
16:15 - 18:00
Daikaigishitsu, Sangakukan Renkei Plaza, 

Josanjima Campus

Date/
Venue

TV relayed

“If you can’t explain [your research] to a six year old, you don’t understand it yourself”
- Albert Einstein 

[Facilitator] Todd Allen, Assistant Professor, Faculty of Foreign Language Studies, Kansai University
Todd completed his Bachelor of Arts at Western Sydney University in Japanese language and linguistics. In 2018, 
Todd completed his PhD program at the University of Queensland, which kicked off the 3MT competition back in 
2008. He has lectured and taught a number of courses at the University of Queensland, which included 
intercultural communication, language and technology and applied linguistics and language studies, at both 
undergraduate and postgraduate levels. Currently, as an assistant professor at Kansai University, Todd teaches 
language, culture and applied linguistics, and researches various topics in pragmatics and the effect of study 
abroad on intercultural development.

Application
method

What to 
learn?

Japanese
/English

HIRAKU Operating Council Office 
(Tokushima Office) ✉hiraku@tokushima-u.ac.jp
HP: https://www.tokushima-u.ac.jp/ccr/cons/index.html Co

-H
os

t

GSC(Global Science Campus) Hiroshima
Organization of the Leading Graduate Education Program (Hiroshima University)
“Phoenix Leader Education Program (Hiroshima Initiative) for Renaissance from Radiation”
and “TAOYAKA PROGRAM for creating a flexible, enduring, peaceful society”

Ho
st

HIRAKU 3MT Competition 2019

☟This workshop will be held as a partof the training sessions for HIRAKU 3MT (Three-Minute Thesis) Competition.  Find more details about HIRAKU 3MT 2019.
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