平成３１年度 科学英語実施計画
Schedule for the 2019 - 2020 Science Communication in English course

2 + 1 Day Intensive Course plan
前期(April, 2019 - September, 2019)
イントロダクション・受講生打ち合わせ・課題の提示
Introduction・meeting・notice for assignments
構成大学集中講義（3日間）Intensive course (for three days)
4月23日（火）～24日（水） 山形大学 Yamagata Univ.
Day1/Day2
5月14日（火）～15日（水） 岩手大学 Iwate Univ.
Day1/Day2
5月21日（火）～22日（水） 帯広畜産大学 Obihiro Univ.
Day1/Day2
5月28日（火）～29日（水） 弘前大学 Hirosaki Univ.
Day1/Day2
4月16日（火）(Teleconference) 14:00~15:30

Day 1, 2は、いずれか1つの講義会場での講義に2日間とも出席してください。
Please attend both Day1 and 2 at either one of the 4 universities.

6月11日（火）
6月19日（水）
6月26日（水）
7月 10日（水）

山形大学 Yamagata Univ.
岩手大学 Iwate Univ.
帯広畜産大学 Obihiro Univ.
弘前大学 Hirosaki Univ.

Day3
Day3
Day3
Day3

Day 3は、午前中の講義のみ、遠隔講義システム（Teleconference）を使用して行います。
Day 1, 2で出席した講義会場で行われる講義、及びその他3つの会場のうち1つ以上の講義（午前
のみ）を遠隔講義システムを使用し、聴講してください（Day 1, 2で出席した講義会場にお越し
ください）。
Day 3 class is offered using a teleconference system in the morning.
You need to attend the Day 3 class in the university where you attended the Day 1 and 2 lectures. Also,
please note that attendance for at least one more Day 3 class from one of the three other universities (only
morning time, via teleconference) is required. (Please come to the lecture room where you attended the Day
1 and 2 lectures).

7月24日（水）(Teleconference) 14:00-15:30 まとめ－全講義を終えて
Conclusion –Lecture on overall course
後期(October, 2019 - March, 2020)
10月 11日（金）(Teleconference) 14:00~15:30 イントロダクション・受講生打ち合わせ・課題の提示
Introduction･meeting･notice for assignments
構成大学集中講義（3日間）Intensive course (for three days)
10月15日（火）～16日（水）
岩手大学Iwate Univ.
Day1/Day2
10月29日（火）～ 30日（水）
弘前大学Hirosaki Univ.
Day1/Day2
11月6日（水）～ 7日（木）
山形大学Yamagata Univ.
Day1/Day2
11月26日（火）～ 27日（水）
帯広畜産大学Obihiro Univ.
Day1/Day2
Day1, 2は、いずれか1つの講義会場での講義に2日間とも出席してください。
Please attend both Day1 and 2 at either one of the 4 universities.

11月12日（火）
11月19日（火）
12月11日（水）
1月22日（水）

岩手大学 Iwate Univ.
弘前大学Hirosaki Univ.
山形大学 Yamagata Univ.
帯広畜産大学Obihiro Univ.

Day3
Day3
Day3
Day3

Day 3は、午前中の講義のみ、遠隔講義システム（Teleconference）を使用して行います。
Day 1, 2で出席した講義会場で行われる講義、及びその他3つの会場のうち1つ以上の講義（午前
のみ）を遠隔講義システムを使用し、聴講してください（Day 1, 2で出席した講義会場にお越し
ください）。
Day 3 class is offered using a teleconference system in the morning.
You need to attend the Day 3 class in the university where you attended the Day 1 and 2 lectures. Also,
please note that attendance for at least one more Day 3 class from one of the three other universities (only
morning time, via teleconference) is required. (Please come to the lecture room where you attended the Day
1 and 2 lectures).

1月29日（水）(Teleconference) 14:00-15:30 まとめ－全講義を終えて
Conclusion –Lecture on overall course

The schedule of an intensive course (Day1, 2)
Day
1
2

9:00-12:00 ※
Communication Skill lecture, video and discussion
Writing Skill lecture & interactive discussion

13:00-16:00
Oral Presentation lecture, video
& interactive discussion
Poster Presentation lecture, video
& interactive discussion

The schedule of an intensive course (Day3)
Day
3

9:00-12:00 ※
Poster Presentations by students & interactive
discussion with students (using teleconference in
the morning)

13:00-16:00
Home assignment evaluation and
lecture as well as overall critical
discussion with each student
personally.

※弘前大学の集中講義のみ、午前10:00-12:00・午後13:00-17:00 と異なる時間帯で講義を行います。
Please note that the lectures at Hirosaki University will be held from 10:00-12:00 and 13:00-17:00.

