
 令和３年度岐阜大学大学院連合農学研究科 
総合農学ゼミナール  ９月１３日（月）～１５日（水） 

 
受講学生：２５名 

 

 

Ａ.全体的な印象はどうでしたか？ 

・I learned a lot of new knowledge that I never knew before. Thank you so much for a great seminar at this time. 

・スライドは図表を用いて、異分野でもわかりやすくなった。 

・過年度参加できていない講義だったので、まず参加できたことが良かったです。入学した時期が異なりますが年

配の方や留学生など様々な立場の方の研究やその着眼点を知ることができ貴重な機会となりました。 

・I enjoy all the session. 

・オンラインでの開催となり、やはり直接の交流がなかったことが残念でした。しかし、様々な研究内容を知ることが

でき、アプローチ方法などで興味深い内容が多かったです。 

・博士課程で同じ学年の研究内容を知るよい機会であったと感じた。 

・異分野の研究を非常に分かりやすく理解できる機会として良かった。また，プレゼンテーション資料の勉強になっ

た。 

・専門外の分野については分からないところもあったが、良い刺激になった。 

・様々な研究分野の方の研究内容に触れることができ、研究へのモチベーション向上や研究の方向性などが大

変参考になりました。 

・準備は大変でしたが、良い経験となり、他の方の発表もそれぞれ興味深くとても勉強になりました。 

・様々な方の研究内容を知ることができた。 

・特に大きなトラブルもなく進行できていて、 よかったと思います。 



・コロナ禍ということもあったが、おそらく対面よりも同級生のスライドをよく観察したり、英語での発表内容や質疑応

答に注視したりできたのではないかという点が良かったと思います。 

・‘最’優秀発表者の評価仕方が分かりません。採点も公開していただければいいと思います。 

 

Ｂ.特別講演はどうでしたか？ 

・The topic and content from the special lecture are very interesting. It's beneficial to my life in Japan and my 

studies. 

・説明が面白かったため、わかりやすい 

・I think special lecture promote skills and stimulate our students. 

・Students are well prepared for the lecture. 

・英語が非常に良くて、皆にわかりやすいような発表でした。 

・I learn a lot of things from the lecture. Attending a seminar has numerous benefits such as improving 

commuincation skills, how to preprare a good presenstation, motivation and confidence of my presentation. 

・I could learn effective presentation style and how to present my research result; I got inspiration from Assoc. Prof. 

Dr. Onwona-Agyema Siaw to be successful. 

・論文や研究発表の上で必要な着眼点など、これからの博士課程で知りたい情報を提供してもらえたことが大変

良かったです。 

・国際的に活躍する研究者のあるべき姿や心構えなどについて知ることができた。 

・Associate Prof Agyeman brought the lecture in communicative ways and nice atmosphere, it easy to understand 

the point of the lecture. 

・何といっても、先生のプレゼンテーションのやり方が大変参考になりました。研究に関して、ポイントが絞られた有

意義な内容でした。 

・論文における英語の使い方についてより深く学ぶことができた。 

・自分が感覚で行っていたことを言語化していただいたことで理解が深まったと感じた。 

・英語での文章・論文の書き方など今後の参考になる点が多かった。 

・ためになった。 

・博士課程で研究を遂行する上での心構えを学ぶことができた。 

・これからの博士課程で活かせることが聞けたので良かった。 

・アジュマン先生の考え方や研究への姿勢などをお伺いでき、大変参考になりました。もう少し英語の聞き取り能

力が高ければさらに有意義になると感じたので、英語の聞き取り能力の向上に努めようと思いました。 

・プレゼンテーションのポイントが良くわかりました。  

・英語で聞いた内容を理解する機会はなかなかないため、勉強になりました。 

・研究や発表について分かりやすくまとめられていて、参考になりました。 

・特別講演では、論文の書き方講座的なものを実施してくださったので、良かった点として、2 報の論文を執筆した

私も大変参考になるものであった。しかし、論文執筆経験のある人の中には、論文の書き方に関する流れはある

程度知っているため、あまりタメにならないと思ったかもしれない。もう少し論文執筆の方だけでなく、査読時のカバ

ーレターや査読者へのコメントの返答の注意点等を講演に盛り込むと前述の懸念点は解消されると考える。                                                        



・優秀な発表者はどのように発表するのか、勉強になりました。 

 

Ｃ.セミナーはどうでしたか？ 

・I was impressed with learning new knowledge other than my studies. 

・内容がわかりやすい 

・Seminar was insightful, rich and information of sharing of details and ideas of future. 

・Students don’t like to ask questions, maybe next time we should named one to ask or answer the question. 

・皆の研究を理解して、よく勉強しました。特には英語の勉強でした。 

・For the lecture,I gain expert knowledge for all the field of sience. 

・The other presenters from other majors presented there findings quite simply and I could get wider knowledge. 

・自分と異なる講座も多かったため研究内容の理解に難しい点もあったが、だからこそ別分野での工夫など普段

知ることができない内容を知ることができた。 

・研究のストーリーや流れを意識した発表について知る機会になった。 

・It was good to hear the experience of the speaker and get me more motivated. However, I expect maybe every year 

has new speaker from different field, so we will gain new knowledge, experience and get more excited. 

・後半の専門分野の講演内容は理解できる内容が限られていましたが、前半部分の経験談は非常に参考になり

ました。 

・博士課程在学時での他の専門分野で学ぶことが重要であることを学んだ。 

・生の留学体験談と、プレゼンテーションの資料作製、発表方法がとても参考になった。 

・自分と馴染みの深い先輩でもあったが、博士課程での留学やその後の進路について、気になることを詳細に話

してもらえて大きく参考になった。 

・学生時代の同期が活躍している姿をみて、刺激を受けました。 

・海外に行ってみたくなった。 

・今後の博士課程での過ごし方などから研究に関することまで多くを学ぶことができた。 

・比較的年の近い卒業生の話を聞くことができて良かった。 

・服部先生の情熱を直接感じることができよかったです。とにかく前に進む姿勢は参考になりました。とにかく明るく

前向きにという姿勢は好印象ですし、自分にも必要なものだと感じました。 

・専門的なことは難しかったのですが、丁寧に説明してくださり、良かったです。岐阜大学の出身の先生とのことで

親しみが湧きました。 

・前向きに研究に取り組む姿勢を学ぶことができました。 

・博士課程での、留学などの経験のお話が興味深かったです。 

・研究と海外とテーマに、興味を掻き立てる内容であった。しかし、研究内容が非常に専門的であり、CD36 や

PPARγ等の脂肪酸代謝系遺伝子の話は全ての受講生は理解できないと思う。そのため、もう少し噛み砕いた説

明の方が良いのではないかと思う。 

・実験方法は大体同じで勉強になります。 

 

 



Ｄ. 研究発表はどうでしたか？ 

・I was impressed that everyone presented their work well and was easy to understand. Even though I didn't study in 

the same field as them, I entirely understand their work. Moreover, I gained more and more new knowledge. 

・全員が大きい声で発表して、英語がわかりやすい 

・Topics are covered mostly well and the main concepts are delivered to the audience. 

・Some student's English is not very good. Next time maybe the should practice before doing the presentation. 

・自分の英語勉強と研究に関する調べることをまだ頑張らないといけないです。  

・I know my strongness and weakness after students presentation. I could compare to other student and improve 

myself. 
・The other presenters from other majors presented there findings quite simply and I could get wider knowledge. 

・自分に関しては、もっと英語で丁寧に説明できればと思うところもあったが、いいきっかけになった。 

・自分とは畑違いの発表が多く、理解に手間取っていた。参加者が全体的に質疑できていなかったことからも、他

の人も同様だったと推察される。 

・I was enlightened having so much knowledge and information from other field of study , however sometimes it 

hard for me to understand in detail. 

・研究発表会では、英語のみでのやり取りという状況が特別な経験であり、大変刺激を受けました。また、専門分

野以外の人への説明ということを通して、自分の研究の根っこの部分を見つめ直すことができました。 

・自分の研究において、何を目的とし、どのようにアプローチをしていくかを見直すいい機会であったと感じた。 

・自身の英語スキルのため議論に活発的に参加できなかったが、興味深い研究発表が多く貴重な経験となった。 

・人の発表を聞くことで、自分に足りない点、伝え方をどう工夫すべきか見つける良い時間になった。また普段英

語を使う機会が少ないため、良い経験になった。 

・慣れないオンラインでの受講でしたが、大きな問題なく済んでよかったです。フレキシブルに受講場所を選べた

ことがとてもありがたかったです。 

・興味深い話がたくさん聞けた。 

・異分野の研究内容を勉強する貴重な機会であった。 

・発表者のネットワーク環境に依存するため、まれに聞きにくいところがあった。 

・発表自体はあまりうまくなく、質問についても聞き取りがあまりできず満足に答えることはできませんでしたが、準

備の過程で日ごろ触れる機会が少ない英語に触れることができ英語に少し慣れることができ、総合的に見れば大

変良かったと感じております。 

・準備は大変でしたが、良い経験となりました。他の方の発表もそれぞれ興味深かったです。 

・自身の発表が英語の受け答えがうまくできませんでした。他の方のパワーポイント作りが勉強になりました。 

・皆さん上手くまとめていて、面白かったですが、正直なところ、自分の英語力の問題で理解できなかった部分も

多かったです。 

・私の専門性の性質上なのか、学生からの質問が皆無であった。これでは、自身が作成した ppt の出来がわかりや

すいか否かの程度がわからず、ただの自己満足に終わってしまうと思います。そのため、スライドの評価も採点に

盛り込んで欲しいです。  

・英語使わない人がいます。 



E. その他，意見を自由にお書き下さい。 

・I am grateful that you organized a great seminar. I gained new knowledge and met many new friends from other 

departments or faculty, even though it was a zoom meeting. I hope that next time we can study face-to-face. 

・The overall impression of the seminar is good. Some topics are not covered thoroughly enough. Only few students 

participated in the presentation discussion. I think some professor could assist students to give idea or concept to 

write up scientific writing for publications.  

・I want to receive practical award from the UGSAS, not simply a congratulation. 

・Honestly, I hope this seminar alway open because it’s very helpful for me and other student who lack of the 

presentation skills. Thank you very much. 

・I hope next time it is person to person so that there is free mingling.  

・I know that this class usually conduct offline, even I enjoy this class online, I could imagine it will be more fun if 

having discussion in person. 

・仕方のないことですが、直接の交流を楽しみにしていただけに、オンラインの形式となってしまったことが残念で

した。 

・コロナウイルスの影響で仕方がなかったが、会場で行うほうがより質疑応答で質問がしやすいように感じた。 

・コロナの影響で対面で開催できなかったことが少し残念でしたが、自分の研究を見つめなおす機会にもつながり

大変貴重な時間でした。しいて意見すればですが、専門外の話が多いため、研究内容ではなく概要、内容がどの

ようにメリットとして働くのかなどを説明できるような仕組みにしていただけると、他の方の発表を聞いていてもより有

意義になるのではと感じました。 

・人生初の英語のプレゼンテーションでした。原稿を読むだけで精一杯でした。質疑応答に対応できる英語力を

身につけたいと思いました。 

・オンラインでマイクオンにして発言するのは少しハードルが高いので、チャットであればもう少し質問しやすかった

かもしれません。 

 


