挑戦者大募集!
未来博士３分間コンペティションは，自身の研究のビジョンと魅力
について，スライド一枚を背景にし，誰もが分かるように３分間で
語るスピーチ大会です。あなたも挑戦してみませんか？
日 時

6月30日(日) 13:00～

2019年

広島大学ゆかたまつり同日開催

会 場

広島大学中央図書館
ライブラリーホール(東広島キャンパス)

部門

日本語部門，英語部門

対象

広島大学の博士課程前期学生，
博士課程後期学生，ポスドク等

各賞

優秀プレゼン賞 （各部門），オーディエンス賞 （各部門），
2019年本選出場者選出 （博士課程後期学生のうち優秀者数名） 他

博士課程後期学生については，9/14(土)開催の本選への出場者を決定するための予選会になります。
※本選の詳細については，裏面を参照してください。

応
募
要
項

応募部門
(募集人数)
プレゼン研修
応募方法
お問合せ

主
催

●日本語部門（十数名程度）●英語部門（十数名程度）
※応募状況によって，募集を締め切る場合があります。早めにご応募ください。

6月13日(木)に，大会参加者および興味のある方を対象としたトレーニング
セッションを開催予定です。詳細は下記発表者募集サイトにて確認してください。
応募方法等，詳細はこちら(広島大学大会発表者募集サイト）

応募締切

6/21

☞ https://www.hiroshima-u.ac.jp/gcdc_yr/news/51084

(金)

未来を拓く地方協奏プラットフォーム運営協議会事務局
TEL：082-424-2058 メール：hiraku3m@hiroshima-u.ac.jp
未来を拓く地方協奏プラットフォーム運営協議会事務局
(広島大学グローバルキャリアデザインセンター内)
◎公式サイト https://home.hiroshima-u.ac.jp/hiraku/

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)

共 広島大学大学院リーディングプログラム機構
催 「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」

世界は，あなたのプレゼンを待っている‼

本選
日時

9 14

2019年 /
(土)
13:00～17:15(予定)

会場

東広島芸術文化ホール
くらら 大ホール

博士課程後期
学 生 対 象

あなたの研究のビジョンや魅力をオーディエンスにぶつけてみないか。

プログラム

What’s
３分間コンペティション？

13:00

開会式

13:10

未来を拓く！おもしろ研究最前線

13:30

３分間で未来を拓く！
プレゼンテーション

日本語部門
英語部門

※西日本の博士課程後期学生によるプレゼンテーション

15:20

休憩

15:25

高校生による 1枚で未来を拓く！
ポスターセッション

16:25

休憩

16:30

審査発表・表彰

17:10

閉会式

オーストラリアのクイーンズランド大学で始まり，
現在は少なくとも65ヵ国600校以上の大学で実施
されています

https://threeminutethesis.uq.edu.au/watch-3mt

● 過去の未来博士３分間コンペティション
過去大会の優秀者の発表動画を公開しています
https://home.hiroshima-u.ac.jp/hiraku/hiraku3mt_pastwinners/

※プログラムは変更になる場合がございます

★最優秀賞
日本語・英語部門共通

★グローバルチャレンジ賞

賞 ★優秀賞

日本語部門

★特別協賛企業賞
★オーディエンス賞

英語部門

グローバルチャレンジ賞
受賞者は，
２０２０年の国際大会
(３ＭＴ)に
派遣します

日本語・英語部門共通

日本語部門

英語部門

※高校生や一般来場者も，
オーディエンス賞の審査に加わる予定です

未 来 を 拓 く 地 方 協 奏 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 「 Ｈ Ｉ Ｒ Ａ Ｋ Ｕ 」 と は …

広島大学が代表機関，山口大学と徳島大学が共同実施機関として推進している事業。若手研究者が人社系・理工系のジャンルを越えて異なる領域にも果
敢に挑戦することで，社会を変革する意識と情熱をもった人材となることをめざしています。また，中国・四国地方を中心とする西日本の国公私立大学，
そして多くの企業や公的機関を連携機関とした産学官コンソーシアムを形成し，協力して次世代を担う優秀な若手研究者の活躍の場を創出します。

Hiroshima University
3MT Competition

Call for
Application

Three Minute Thesis Competition (3MT) is exciting opportunity to
effectively explain your research, using a single slide to complete your
presentation within the time limit of in three minutes, in a language
appropriate to a non-specialist audience.
Date

June 30, 2019 (SUN) 13:00～

Venue

Library Hall, Hiroshima University
(Higashi-Hiroshima Campus)

Section

Japanese / English

Eligibility

Awards

Master/Doctorate Students,
Postdocs in any fields
Winners / People’s Choice
from each section

Application Guideline

Winning doctorate students will be advanced to HIRAKU 3MT 2019 Final
scheduled on September 14, 2019. Find more details on the back.

Host

Section

●Japanese Section ●English Section
(We may close the application window earlier, in case we receive excessive number of applicants.)

Application

Find more details at the below official website for HIRAKU 3MT 2019.
☞ https://home.hiroshima-u.ac.jp/hiraku/event/competition_2019/hiroshima_univ/

Presentation
Training

Presentation workshop will be held on Thursday, June 13, 2019
for those who are interested in HIRAKU 3MT. Check here ☞

Contact

HIRAKU Operating Council Office
TEL：082-424-2058 E-mail：hiraku3m@hiroshima-u.ac.jp
HIRAKU Operating Council Office
(Global Career Design Center, Hiroshima University)
Official Website: https://home.hiroshima-u.ac.jp/hiraku/

CoHost

DUE

6/21
(FRI)

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”

The world is waiting for your presentation!

HIRAKU 3MT COMPETITION 2019 FINAL
Date

9/14/2019(SAT)
13:00～17:15

Venue

Higashi Hiroshima Art &
Culture Hall “Kurara”

OpenforDoctorate
Applicants!!

Show your research vision and superiorities to the non-specialist audience.

Program

What’s 3MT Competition?

13:00

Opening Remarks

13:10

Create your Future!
What’s happening in the research frontline?

13:30

Create your Future
in Three Minutes!

3MT was developed by The University of Queensland and
now held in over 600 universities across 65 countries worldwide.

https://threeminutethesis.uq.edu.au/watch-3mt
Japanese/English
Section

HIRAKU 3MT Video from Previous Years

[Presentation by Doctorate Students across from the West-Japan]

You can watch the past winning presentations.

15:20

Break

15:25

Create your Future with One piece of Paper!
Poster Session

16:25

Break

16:30

Award Ceremony

17:10

Closing Remarks

https://home.hiroshima-u.ac.jp/hiraku/hiraku3mt_pastwinners/

Note: Program contents are subject to change.

★Winner (Judge’s Choice)

Awards

★Global Challenge Award
★Runner-up

★Special Sponsor Awards
★People’s Choice

Single Recipient
(either from Japanese or English Section)

Japanese

We will be sending the
Global Challenge Award
winner to the 2020
Asia-Pacific 3MT (3MT®)

English

Several Recipients
(either from Japanese or English Section)

Japanese

English

*People's Choice will be determined
by audience, including public
visitors and high school students.

What’s "Home for Innovative Researchers and Academic Knowledge Users (HIRAKU)"?
The HIRAKU program is operated by Hiroshima University as the Lead Partner Organization, Yamaguchi University and Tokushima University as Partner Organizations.
It nurtures young researchers with cross-disciplinary challenges, which will eventually enhance their will and passion to change society. The program forms the industryacademia-government consortium, engaging national, prefectural, municipal, and private universities mainly in the Chugoku and Shikoku regions, as well as a large number of
institutions/corporations in public and private sectors, aiming to increase opportunities to leverage exceptional competencies of young researchers that lead future generation.

