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これで準備万端！学会出席前の

簡単チェックリスト 

このチェックリストでは、出席しようとしている学会が信頼のおける学会かの確認と、

プレゼンテーションのスライド・ポスターの準備にお役立ていただけます。

準備段階 Check 
1. www.ThinkCheckAttend.org チェックリストに基づいて簡単なチェックを実施
主催者とスポンサー

この学会を主催している組織や団体を知っているか ☐

学会の会場は簡単に特定できるか ☐

第一回目の開催か（過去の開催実績を確認） ☐

以前同じ学会に参加したことがある人が身近にいるか ☐

何の費用が必要か明白か（学会費、登録費など）、発表者に選ばれた場合、それらの

費用が免除になるか

☐

他に学会に関わりのあるスポンサーはいるか ☐

スポンサーの中に知っている団体がいるか（特に工学や生物医学など、

産業に関連した分野）
☐

学会のウェブサイトでは（参加費、投稿日、学会開催日、編集委員会、プログラムの

詳細、会場などの）すべての情報が適切に公表されていたか

☐

その学会の抄録に掲載された論文を読んだことがあるか ☐

アジェンダと編集委員会

学会のタイムラインや議題が明記されているか ☐

学会の専門範囲や目的は、自分の研究分野や主に興味があることと合致しているか ☐

基調講演者を知っているか ☐

ウェブサイトに編集委員のリストは掲載されているか ☐

編集委員の中に知っている人がいるか ☐

委員会は、発表に関する編集管理や査読の種類を明記しているか ☐

学会議事録

組織委員会は、議事録がどこで公開されるか明らかにしているか ☐

公開された学会議事録がどのインデックスサービスに登録されるか

また、どのインデックスサービスで学会議事録が評価されるかを明らかにしているか

☐

学会議事録の出版社は、業界を主導する COPE（出版倫理委員会）、DOAJ（Directory of 
Open Access Journals）、OASPA（オープンアクセス学術出版協会）などのメンバーか 

☐

https://thinkchecksubmit.org/check/のチェックリストで最適な出版ジャーナルを選ぶ ☐

2.学会情報を確認
学会のテーマ、開催日、会場、費用、奨学金／割引の可能性 ☐

学会開催前後のコース、レセプション／懇親会などの親睦プログラムなど等の有無 ☐

締め切り(登録、支払い、抄録提出など）) ☐

研究発表は、オリジナル（未出版）のみか ☐

倫理承認、資金および利益相反の宣言など ☐

ポスター・口頭発表の選考／選任方法 ☐

学会議事録の詳細（抄録、論文概要、短い論文／フル論文 ☐

学会議事録の扱いは、ジャーナルの別冊かなど。著作権、CCライセンスの扱い ☐
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3.プレゼンテーションの規定を確認
日付、時間、発表の長さ ☐

フォーマット／ポスターサイズ（縦／横、素材、貼り方等） ☐

フォーマット／スライドサイズ （アスペクト比、プログラム、スライド数、
アニメーション等）

☐

Q&Aセッションの長さ、セッションの形式 ☐

ポスター／プレゼンテーションのルールと審査プロセス ☐

4.会場と演壇の確認
スライド／口頭発表

演壇、演台、テーブル／椅子 ☐

視覚教材（プロジェクターとスクリーン、ホワイトボード、黒板、

フリップチャート、配布資料、ビデオかオーディオクリップ）

☐

データの移行方法（USBメモリー持参か事前にメール添付か、自分の PCを 
持参する必要があるか）

☐

レーザーポインターまたはワイヤレスプレゼンター（スライド用リモコン？）、

もしくはその両方、置き時計、タイムカード／ベル

マイク（ピンマイク、ハンドマイク、スタンドマイク、ヘッドセット） ☐

視聴者用のマイク(1本、もしくは複数） ☐

複数のスクリーンでの同時放映、ビデオ録画 ☐

照明 ☐

ボトル入り飲料水、（必要に応じて）グラス ☐

プレゼンテーションファイルの事前確認（特別な記号、フォント、改行、画像、

アニメーション、データの移行）

☐

会場の下見／プレゼンテーションの予行練習 ☐

立ち位置（スクリーンの正面は避ける） ☐

ポスタープレゼンテーション

ボードへの貼付、予備の接着剤 ☐

マイク（ピンマイク、ハンドマイク、スタンドマイク、ヘッドセット） ☐

視聴者用のマイク（1本、もしくは複数） ☐

照明 ☐

ボトル飲料水 ☐

立ち位置（ポスターの正面に立たない） ☐

ポスターの配布資料 ☐

名札／名刺 ☐

Items in 1, from www.ThinkCheckAttend.org (CC BY) 

☐
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ハンドジェスチャーを味方につける

プレゼン上手は使っている！発表をもっと興味深く魅力的にするハンドジェスチャーの使い

方をご紹介します。

ジェスチャー 例

1. 聴衆に聞こえるか

尋ねる（片方の耳に

手のひらを

添える）

Can everyone hear me, especially at the back 
of the room?
聞こえますか、特に部屋の後ろの方

2. 質問を強調する

（片方もしくは

両方の手のひらを

上に向ける）

So why is it a good idea to make brief notes in 
slides, and avoid full sentences and lots of 
text?
なぜスライド内の文は短く簡潔にし、文字

が多すぎないようにするべきなのでしょう

か？

3. 指で数を示す There are two reasons for using bullets and 
keywords in slides.  
スライドに箇条書きやキーワードを使うの

には、「2 つ」の意味があります

4. 両手のひらを

近づけたり、

遠ざけたりして、

時間の短縮および

延長を意味する

First, 
初めに、

if the previous speaker spoke for too long, 
もし前の演者が長引いたら、

…you can shorten and summarize your talk. 
自分の発表の要点をまとめて話します
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Second, 
2 番目に、 

if the previous speaker was too brief, 
前の演者が早く終わり過ぎたら、

…you can expand the explanation of your 
bullets to make a longer presentation. 
箇条書きの部分を詳しく説明し、発表を長

くします

5. 手のひらで

指し示す

This slide shows what I mean. 
このスライドは、私が何を言いたいかを示

しています

6. 全体性／サイズを

示す（架空のボール

に手を載せるよう

に）

Doing this can help improve your slides and 
whole presentation. 
そうすることで、スライドやプレゼンテー

ション全体の改善に役立ちます
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効果的なスピーチを行う
次の表は、英語で書かれたスピーチの原稿を、聴衆に語り掛けるような言葉遣いで、より興

味深く、魅力的にし、さらに理解を高めるための方法を、例文と共に分かりやすくご紹介し

ています。

特徴と表記方法 表記例

(1) 重要な単語やコンセプト
を強調する

重要な単語には太字を使用

し、その単語を発する際は、

最初は高く、大きく、ゆっく

りとした声を使う。

重要な単語は太字で表記：

Using bullets and keywords will allow you to adjust how much 
detail to give, depending on time. For example, if the previous 
speaker spoke for too long, you can just summarize. If he or she 
was too brief, you can expand the explanation of your bullets to 
make a longer presentation. 

(2) 最も重要、または最新の
単語やコンセプトを強調

する。特に特に文末で強

調する

太字を使い強調する。そし

て、最初は高く、大きく、ゆ

っくりとした声で、(1)より
もさらに大げさに、適切な表

情や、腕や手を使ったジェス

チャーを交えて話す

最も重要な単語には大文字で表記：

Using bullets and keywords will allow you to adjust how much 
DETAIL to give, depending on TIME. For example, if the previous 
speaker spoke for TOO LONG, you can just SUMMARIZE. If he or 
she was too BRIEF, you can EXPAND the explanation of your bullets 
to make a LONGER PRESENTATION. 

(1)と(2)の組み合わせ：

Using bullets and keywords will allow you to adjust how much 
DETAIL to give, depending on TIME. For example, if the previous 
speaker spoke for TOO LONG, you can just SUMMARIZE. If he or 
she was too BRIEF, you can EXPAND the explanation of your bullets 
to make a LONGER PRESENTATION. 

(3) 自然なテンポになるよう
に、文や節の間に小休止

を入れる

スラッシュやスペースを用い

て、0.5-1 秒の間を示す

文と文の間は、スラッシュを

２つ使い、より長い間を表す

スラッシュとスペースで、小休止を表示：

Using bullets and keywords  / will allow you to adjust how much 
detail to give,  / depending on time.  //  For example,  //  if the 
previous speaker spoke for too long, /  you can just summarize.  // If 
he or she was too brief, // you can expand the explanation of your 
bullets  / to make a longer presentation. 

(1)と(3)の組み合わせ：

Using bullets and keywords  /  will allow you to adjust how much 
DETAIL to give,  / depending on TIME.  //  For example,  //  if the 
previous speaker spoke for TOO LONG,  / you can just 
SUMMARIZE.   //  If he or she was too BRIEF,   //  you can EXPAND 
the explanation of your bullets  / to make a LONGER 
PRESENTATION. 
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(4) 特に重要な単語やコンセ
プトの前には、長い小休

止を入れる

三点リーダーを使い、2秒の
間を示す。重要な単語の、強

調する音節を下線で示す（太

字と大文字でも表示する）

注意：
• 混乱を避けるため、必要に

応じて、強調する音節に下

線を引くこと (eg, increase
[noun] & increase [verb];
present [noun, adjective] &
present [verb])

最も重要な単語の前に、強調するための間を表示するため

の、省略記号（大文字と下線）：

Using bullets and keywords will allow you to adjust how much detail 
to give, depending on time. For example, if the previous speaker 
spoke for too long, you can just  …  SUMMARIZE.  If he or she was 
too brief, you can expand the explanation of your bullets to make  
…  a LONGER PRESENTATION. 

(1)-(4)の組み合わせ： 

Using bullets and keywords  /  will allow you to adjust how much 
DETAIL to give,  / depending on TIME.  //  For example,  //  if the 
previous speaker spoke for TOO LONG,  / you can just  …  
SUMMARIZE.   //  If he or she was too BRIEF,   //  you can EXPAND 
the explanation of your bullets  / to make  …  a LONGER 
PRESENTATION. 

(5) イントネーションに変化
をつけ、興味深さや、強

調感を出す

矢印や、Wingdings font（絵
文字のようなフォント）を用

いる

注意：
• 重要な文はイントネーション

が下がりがちだが、最後は音

量を大きくする 
• 「If」で始まる条件文はイント
ネーションを上げた後、下が

る傾向にある 
• WHクエスチョン (when, where, 

what, who, why, how) は、下が
るが、YES/NOで答える質問の
イントネーションは、上がる

傾向にある 
• リスト項目のイントネーショ

ンは上がり、最後の項目のみ

下がる

矢印（色を変える）で、イントネーションを表示：

Using bullets and keywords will allow you to adjust how much 
detailæ to give, depending on timeæ. For exampleä, if the previous 
speaker spoke for too longä, you can just summarizeæ.  If he or she 
was too briefä, you can expandæ the explanation of your bullets to 
make a longeræ presentationæ. 

(1)-(5)の組み合わせ： 

Using bullets and keywords  /  will allow you to adjust how much 
DETAILæ to give,  / depending on TIMEæ.  //  For exampleä,  //  if 
the previous speaker spoke for TOO LONGä,  / you can just  …  
SUMMARIZEæ.   //  If he or she was too BRIEFä,   //  you can 
EXPANDæ the explanation of your bullets  / to make  …  a 
LONGERæ PRESENTATIONæ. 

(6) ジェスチャーを交えて
話す

適切なジェスチャーと、(1)-(6)の組み合わせ： 
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プレゼンテーションに磨きをかける

「練習のコツ」
意識するだけで、プレゼンが変わる！スライドやポスター発表の練習に、次のチェックリス

トが役立ちます。

発表段階 Check 
1.主な発表資料（ポスターまたはスライド一式）
専門家にふさわしいクオリティか、学会／イベントのガイドラインにきちんと沿っているか ☐
必要な著作権の許可を取得しているか（著作権／ライセンスへの謝辞を含む） ☐
参考文献、支援に対する謝辞、連絡先詳細が入っているか ☐
スピーチに対し視覚資料は適切か、テキストは多すぎないか ☐
2.スピーチの練習
メッセージが明確が伝わるよう留意しながら、スピーチ原稿を長文で書いてみる ☐
専門性とフォーマルさに配慮した会話形式を使う ☐
ペースとタイミングに注意する ☐
スピーチ内の重要な言葉などに印（丸囲み、下線など）をつけ、間、速さ、
ボリュームを工夫する

☐

（パワーポイントかカードに） スピーチを箇条書きにまとめる ☐
3.同僚に内容をテストしてもらう
記述事項は正確か ☐
内容は分かりやすいか（十分な背景、類推、略語の定義） ☐
バイアスはないか（X The lecturer should time his talks well） ☐
非公式の専門用語はないか（X Lab results were returned stat) ☐
扇動的になっていないか（X Miracle cure） ☒
俗語はないか （X Loads of drugs need time to kick in） ☐
説明できない文化的言及はないか （X TV may turn kids into Telly-Tubbies） ☐
4.伝達の練習
メモを使いセクションごとにスピーチし、次にフルスピーチを行う ☐

セクションごとにスピーチを暗記する（一言一句をそのまま引用しない） ☐
真っ直ぐ立って呼吸法を試し、深く大きな声を出す練習をする ☐
適切な表情、手／腕のジェスチャーの練習をする ☐
鏡の前で練習する ☐
自分の練習風景を録音／録画し再生（確認？）する ☐
発表、声、動作を必要に応じて調整する ☐
同僚の前で練習する（Q&Aセッションの練習をする） ☐
5.視聴覚システムを使った練習
視覚資料あり・なしで練習する（視覚資料を指し示したり、参照したりする練習をする） ☐
視覚資料に向かって話しかけたり、読み上げたりしないよう練習をする ☐
実際の会場やそれに近い環境で視覚資料（およびレイザーポインター）を使いリハーサルをする ☐
発表練習を録音／録画し再生（確認）する（どもり、 ギャップ／繰り返し、感嘆詞（ er、erm、
ah）に注意する） 

☐

同僚の前で練習し、フィードバックをもらう ☐
自己紹介、始まりと終わり、Q＆Aセッションに焦点を当てる ☐
立ち位置と動き、聴衆とのやり取りの仕方に焦点を当てる ☐
ペース、タイミング、ジェスチャー、話すボリュームとトーン、熱量の度合いを確認する ☐
可能であれば、マイクと照明を使った練習をする ☐
緊急事態に備える（スピーチの延長／短縮が必要な場合、音響・映像が使えない場合） ☐
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ライティングと 口頭発表の英語はどう違う？

「書く」英語と「話す」英語の違いは？次の表では、英語でのライティング（テクニカル、

計画的）と口頭発表（非テクニカル、台本なし）の例を挙げています。口頭での発表の場合

は人称代名詞、能動態、短縮形、WH ワード（what、where、when、why、who、how）、 
短い文、質問の強調を多く使います。

ライティング 口頭発表

Substantial research has been performed on… A lot of research has been done on… 

The principal study focuses were as follows… Our main aims were to… 

It must be emphasized from the outset that an 
examination of X was not the focus of the study. 

Looking at X wasn’t one of our aims. 

The flowchart for sample selection, including 
inclusion and exclusion criteria, is shown in Box 1. 

This is how we selected our sample. 

The causative factors of the contradictory 
observations that were recorded are outlined 
below. 

We found the opposite. Why was 
this? 

Figure 1 shows a scattergraph of X versus Y, with a 
linear relationship between the two variables and a 
large positive correlation coefficient. 

Here, you can see that X and Y 
increase together. 

Regarding the selection of variables, it was 
important to include only the most relevant 
factors in an attempt to achieve a parsimonious 
model  (Fig 2). 

We included only relevant variables 
to simplify our model. 

It is clear from the results of the regression and 
path analyses that the association between X and 
Y is statistically significant. 

Now, if we look here, we can see X is 
clearly linked to Y. 

All the abovementioned taken together, the 
results from this study suggest the following… 

What does all this mean? 

That X causes Y has not been convincingly 
demonstrated before in the English-language 
literature, to the best of our knowledge. 

We’re the first to actually show X 
causes Y. 

Large-scale prospective studies need to be 
conducted in the future to confirm the findings of 
this investigation. 

We need large prospective studies to 
confirm our findings. 

The major conclusion that X causes Y has 
numerous practical, professional, service, and 
policy implications in wider society. 

There are many implications for our 
findings in the real world. 

発表資料の英文校正、レイアウトの改善など学会発表サポートに関する
ご質問は、お気軽にjapan@edanz.com までお問い合わせください。




