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ショー トプレゼンで磨 く発表スキル
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「メソ化学 Jを キ ーワー ドとして、機
本 シンポジウムでは、まず第一線 の研究者 の先生方の講演を伺 いました。
能性ナノ構造体 から新規 な光学測定法、理論 シミュレーション法の開発 に至るまで、広範なテーマ について最新
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の研究成果を講義 していただきました。学生や若手研究者 向けということで、どのように着想 に至つたか、何 を面
白く感 じていらつしゃるか、なども含めた熱意のあるこ講演で した3
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学生 らによるボスター発表の前 には、口頭でのショー トブ レゼンテーションが行われました。自分 の研究を 1分
間という僅 かな時 間で、専 門外の方 にも興 味を持 つていただ けるようにブ レゼンすることが求 められ、発表 スキ
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ルを磨 く良 い機会であつたと思 います。また、国際 シンボジウムということで、英語 が公用語 という環境であり、英
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語での コミュニケーションという意 味でも、有意義な時間とな りました。
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同期 の発表 が刺激 に
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11月 1日 に開催 された第 3回

N MS(MANA)― Waseda internationa Sympos umに

た。国際ナノアー キテクトニ クス研究拠点

参加させていただきまし

(MANA)の 先生方の こ講演 はハイレベ ルで、正直なところ十分 な理解

ができたか 自信 はないものの、世界 トップ レベ ルの「化学」に触れることができ、大変有意義か つ 貴重な機会で し
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た。また、僅 かな時 間で行 うボスター紹介 のブ レゼ ンテーションは、自身の研究 目的・成果をいか に要領よく伝 え

SESSON 3 1630 19:30
16 30 17 50 ShOrt Ora Presentat on(l min fOr each presentat on)
17:50‑18:00 Closintl Remarks
Yoshり i HOrikoshi(Waseda Univ)

るか、ということを非 常に考えさせ られました。さらにポスター発表 は、他 研究室 に所属 している同期の研究発表

18:00‑1 9130

ました。今 回のシンポジウムで感 じた事を忘れず に、研鑽を積んで いきたいと思います。
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を聞ける機会でもありました。同期であつても、その研究戦略・進行段 階に差 を感 じることも多 く、良 い刺激となり

