
 

第９２回学長定例記者会見 お知らせ事項５  

 

平成２９年１０月１９日 

 

「未来博士 3 分間コンペティション 2017」を 

開催します 

 

 グローバルキャリアデザインセンターでは、一昨年、昨年に引き続き、博士

課程の学生が 3 分間で、自分の研究のビジョンと魅力を分かりやすく語るコ

ンペティションを開催します。これは博士人材のコミュニケーション力の向上

を図り、社会における博士人材と博士研究に対する肯定的な理解を深めること

を目的としています。 

 

 学生・教職員だけでなく、企業・団体、中・高校生を含む一般の方のご参加

をお待ちしています。 

 

 併せて、高校生による英語、日本語ポスター発表も行われます。 

 

 

日時：平成 29 年 11 月 25 日（土）10：00～17：20 

場所：東広島芸術文化ホール くらら 小ホール（東広島市） 

プログラム：10：00～ 開会式 

(予定)   10：15～ 講演 

      10：45～ 3 分で未来を拓く！プレゼンテーション（日本語部

門） 

      13：30～ 3 分で未来を拓く！プレゼンテーション（英語部門） 

      14：50～ 1 枚で未来を拓くポスターセッション 

      16：20～ 結果発表、表彰 

 

お問い合わせ・参加申し込み先： 
  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若手研究人材養成担当） 

          TEL:082-424-2058 

          E-mail:hiraku3@office.hiroshima-u.ac.jp 

 
【お問い合わせ先】 

教育室 

グローバルキャリアデザインセンター 江森  

TEL:082-424-2058  FAX:082-424-4565 
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※プログラムは、諸事情により変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

未来を拓く！おもしろ研究最前線
「わきまえる」細胞（プレゼンター：山口大学 助教 原 裕貴）
猫が誘う魅惑の世界（プレゼンター：広島大学 助教 松本 舞）

博士課程後期学生
によるスピーチ

博士課程後期学生
によるスピーチ

［高校生によるポスター展示］

You, the Next ! 次は、あなたの出番！（スピーカー：増井玲子）

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

ランチ休憩 ［同時開催］1枚で未来を拓く！ポスターセッション

審査発表・表彰
閉会式

［基調スピーチ］
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入場
無料

3分間で未来を拓く！プレゼンテーション
［同時開催］1枚で未来を拓く！ポスターセッション

司会：バーゲル・ルミ
（フリーアナウンサー／
元TSSアナウンサー）

［高校生によるポスター発表］

Imagination will   
 take you everywhere  
　―Albert Einstein 
イマジネーションは、あなたをどこにでも

連れていくことができる。

―アルバート・アインシュタイン

想像は、
時空を
超える。

特
別
協
賛

（広島大学グローバルキャリアデザインセンター）

◎大会公式サイト  http://home.hiroshima-u.ac.jp/hiraku/event/competition_2017/
◎メール  hiraku3m@hiroshima-u.ac.jp
TEL 082-424-2058主催・

お問合せ先

共 催

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

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」

未来の博士たちが、
自身の研究のビジョンと魅力を
3分間で分かりやすく語ります。

彼らの研究が
あなたの好奇心をかきたてたら、
あなたの1票を投じてください。

　対象：一般（中高生・大学生も大歓迎）
審査オーディエンス大募集!

参加をご希望の方は、
下記大会公式サイトにて
事前登録をお願いします。

日本ハム株式会社中央研究所

広島県教育委員会

トーストマスターズ インターナショナル

協
　
賛

　



審査するのは、
オーディエンスのあなたです。

未来を拓く地方協奏プラットフォーム「HIRAKU」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持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。

http://home.hiroshima-u.ac.jp/hiraku/

同時
開催

1枚で未来を拓く！ポスターセッション 東広島芸術文化ホール くらら
3階サロンホールにて大公開！次世代の研究者をめざす高校生によるポスター発表をご覧ください。

※上記内容は、諸事情により変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
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◎司会：バーゲル・ルミ（フリーアナウンサー／元TSSアナウンサー）

◎開会挨拶：広島大学 学長 越智光夫　◎来賓挨拶：総合科学技術・イノベーション会議 議員 原山優子

◎徳島大学 理事・副学長 佐々木 卓也

※プログラム終了後、発表者・関係者による交流会があります。

対象：一般（中高生・大
学生も大歓迎）

審査オーディエンス
大募集！

未来を拓く！おもしろ研究最前線

基調スピーチ

猫が誘う魅惑の世界

（スピーカー：増井玲子/2016年 国際スピーチコンテスト 日本代表）

You, the Next ! 次は、あなたの出番！

◎HIRAKUの取組み：広島大学 理事・副学長 相田美砂子

「私の英語も少しは上達してきたかな」
と思っていた矢先に大失敗、
全然喋れなかった自分に
呆然としてしまったことはないですか？
あなたが小さな挫折に陥ったとき、
このスピーチを思い出していただきたいと思います。

ネコはなぜ、死ぬときに姿を消すのでしょうか？

魔女が黒猫を連れているのはなぜ？

長い歴史の中で猫たちが背負ってきた運命…

猫と魔術、猫の神秘性などに注目し、

文学や文化の中に表された猫の世界を、

そして猫たちが作りだす時空間を

見ていきたいと思います。

日本語
部門

3分間で未来を拓く！プレゼンテーション 英語
部門

1枚で未来を拓く！ポスターセッション同時開催

1枚で未来を拓く！ポスターセッション同時開催 ★最優秀賞

★HIRAKU学長特別賞

★グローバル・チャレンジ賞

★優秀賞　

★オーディエンス賞　

・大塚製薬賞
・協和発酵バイオ賞
・SPRINGER NATURE賞
・中外テクノス賞
・ＩＢＭ賞
・ＪＳＷ日本製鋼所賞
・マツダ賞

ビジョンに共感

研究成果に驚き

スピーチの
分かりやすさ

研究内容に
魅力

賞

審査基準

★協賛企業賞　

入場
無料と　き●2017年11月25日（土） 

［プログラム］

ところ●東広島芸術文化ホール くらら 小ホール
10：00～17：15

オーディエンス賞は、あなたの1票で決まります。

発表する学生の情報は、
大会公式サイトをご覧ください。
また、大会当日のライブ動画配信も

公式サイトで行います。

博士課程後期学生が、
自身の研究のビジョンと魅力を
3分間で分かりやすく語ります。

◎プレゼンター
　広島大学 助教 
　松本 舞

「わきまえる」細胞 
みなさんは、ＴＰＯをわきまえた

行動ができていますか？

私たちのカラダを構成する約60兆個の細胞は、

その周りの環境にあわせて

細胞自身のはらたきを巧みに調整しています。

この小さな小さな細胞が立場を

「わきまえる」方法の一例を紹介します。

◎プレゼンター
　山口大学 助教 
　原 裕貴


