
【主催】佐賀大学ダイバーシティ推進室 【協力】佐賀大学医学附属病院臨床研究センター/佐賀大学リージョナル・イノベーションセンター

佐賀大学は、文部科学省科学技術人材育成補助事業『ダイバーシティ研究環境実現イニ
シアティブ（先端型）』の一環として、女性研究者の活躍促進を踏まえたより広いダイ
バーシティ研究環境を形成するための関連プログラムを構築していきます。
　本年度は、2つの英語論文ワークショップを開催します。 初回となる今回は、出版社の
視点からの論文のまとめ方をご説明いたします。参加費は無料。この機会をぜひご活用
ください。

出版社の立場から、英語論文作成ポイントや英語論文執筆時の抄
録・参考文献データベースの活用方法をご紹介いただきます。 基本
的なチェックポイントを見逃していたためにリジェクトされてし
まうのはとても残念です。 著者自身で確認出来るポイントを押さ
え、アクセプトされる可能性を高めましょう。

文部科学省科学技術人材育成費補助事業 
令和元年度 ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（先端型）

令和元年度 ダイバーシティ推進室

研究力向上セミナー

PartⅠ出版社からみた
アクセプトされやすい
論文とは？

鍋島キャンパスでは託児が利用できます。
託児利用ご希望の方は、お子様の
①ご利用人数、②氏名、③年齢をお知らせください。

【お問い合わせ】佐賀大学ダイバーシティ推進室 TEL: 0952-28-8393 Email: gender@mail.admin.saga-u.ac.jp

庄子 栄美

参加費
無料

事前
申し込み制
締め切り

定員：各30名
12/6まで

（金）

TEL 0952-28-8393 12月6日締切

本学の教員、研究員、大学院生

エルゼビア・ジャパン

以下のQRコードもしくは、
「佐賀大学ダイバーシティ推進室」まで、
電話でお問い合わせください。

対 象

鍋島キャンパス
18：00～19：30

（臨床大講堂）

日　　時

本庄キャンパス

令和元年

12月19日 木

14：45～16：15

（図書館4階会議室）

申し込み方法

講 師



日　　時

【主催】佐賀大学ダイバーシティ推進室 【協力】佐賀大学医学附属病院臨床研究センター/佐賀大学リージョナル・イノベーションセンター

【お問い合わせ】佐賀大学ダイバーシティ推進室 TEL: 0952-28-8393 Email: gender@mail.admin.saga-u.ac.jp

PartⅡ英語論文執筆セミナー

競争の激しい学術界で
成功するために

鍋島キャンパスでは託児が利用できます。
託児利用ご希望の方は、お子様の
①ご利用人数、②氏名、③年齢をお知らせください。

TEL 0952-28-8393 1月17日締切

以下のQRコードもしくは、
「佐賀大学ダイバーシティ推進室」まで、
電話でお問い合わせください。

鍋島キャンパス
（臨床小講堂）

2 月1日 土

本庄キャンパス
（理工学部6号館2階多目的ホール）

令和2年

令和2年 1月31日 金

原則、1日間全行程の参加を推奨しますが
午前のみ、午後のみの参加も可能とします。

申
し
込
み
方
法

佐賀大学は、文部科学省科学技術人材育成補助事業『ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（先端型）』の
一環として、女性研究者の活躍促進を踏まえたより広いダイバーシティ研究環境を形成するための関連プログ
ラムを構築していきます。
　本年度は、2つの英語論文ワークショップを開催します。2回目となる今回は、世界有数の週刊科学誌である
「Nature」を出版物にもつ「ネイチャー・リサーチ」の専門スタッフによる、論文執筆者、査読者、ジャーナル編集
者の講義型ワークショップです。言語は英語で行われます。参加費は無料、この機会をぜひご活用ください。

ジェフリー・ローベンズ博士は、多彩な経歴を持つ生
命科学分野の研究者であり、経験豊富な著者・査読者
でもあります。米国のペンシルベニア大学を卒業後、
理化学研究所や京都大学を含む様々な研究機関に勤
務。現在はネイチャー・リサーチの編集開発マネー
ジャーとして、研究・出版における経歴を生かし世界
中でワークショップを開催しています。特に英語を
母国語としない研究者を対象として、論文発表に至
るまでのノウハウを提供、論文の品質向上に努めて
います。

文部科学省科学技術人材育成費補助事業 
令和元年度 ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（先端型）

令和元年度 ダイバーシティ推進室

（言語：英語）

Jeffrey Robens, 
Editorial Development Manager,（ Springer Nature ）

講 師

Jeffrey Robens 本学の教員、研究員、大学院生対 象

［金］
締め切り

参加費無料
定員：各30名
1/17まで

事前申し込み制

  9：00

17：00
〜

  9：00

17：00
〜



本庄キャンパス
理工学部6号館2階
多目的ホール

Q＆A

Impressive poster 
presentations

Publishing strategies

■ Choosing the right journal
■ Successful submission 
strategies

■ Writing clear cover letters

■ Importance of poster 
presentations

■ Making impactful posters
■ Successfully presenting 
posters at a conference

Navigating peer review and 
final decisions Effective academic writing

Manuscript structure
■ Keeping your readers in mind
■ Logically structuring your manuscrip
■ Impactful titles and abstracts

Introduction to academic publishing
■ Importance of publishing for researchers
■ The role of journals in the research lifecycle
■ What journal editors are looking for

スケジュール

2月1日（土）
9：00～17：00

1月31日（金） 鍋島キャンパス
臨床小講堂

本ワークショップは高額な受講料を本部で負担しておりますので、申請後のキャンセルはご遠慮ください。
万が一、参加出来ない事態となった場合は速やかにご連絡願います。

16：45
¦

17：00

15：15
¦

16：45

13：00
¦

15：00

10：45
¦

12：00

9：00
¦

10：30

■ Logical flow and structure
■ Improving readability
■ Writing strategies

■ What reviewers are looking for
■ Revising and preparing 
response letters

■ Promoting your article after 
publication and monitoring 
impact

留意事項

9：00～17：00


