
Poster Session 

 

In the poster session, we provide students and young researchers with opportunities to 

present their research, and encourage active discussion. We look forward to your participation 

who are working in interdisciplinary research between biomedical and physical/informational 

sciences. 

 

Time & Date: 15:40-16:50, November 26, 2019 

Poster size/orientation: A0 (or smaller)/portrait 

 

If you would like to make a presentation at the poster session, please apply from the 

registration form (https://www.phd-humanics.tsukuba.ac.jp/en/joint-symposium-

20191126/registration/) by October 31.  

 

Note: 

1. Presenters are expected to mount their poster by 10:00 am, November 26 on their 

assigned board, and remove it at the end of the symposium. 

(Your number will be announced later.) 

2. All presenters will be requested to give one-minute presentation about the poster in the 

beginning of the session (Data Blitz) at the main venue for the symposium. 

3. Please send the abstract of the poster and one-page slide via e-mail to  

wpi-iiis-alliance@ml.cc.tsukuba.ac.jp, no later than November 8, 2018.  

 

[One-page slide] 

Only PDF file will be acceptable for one-page slide. The slide size should be 4:3. 

 

[Abstract] 

Either texts in e-mail or an attached file (e.g. MS Word format) is acceptable. 

The abstract should include; 

  - Title 

  - Name(s) of presenter (and collaborators) 

  - Affiliation 

  - Text (up to 250 words) 

 

4. Presenters may include preliminary data, but please be careful about disclosing 

confidential data since the symposium is open to the public. 

https://www.phd-humanics.tsukuba.ac.jp/en/joint-symposium-20191126/registration/
https://www.phd-humanics.tsukuba.ac.jp/en/joint-symposium-20191126/registration/
mailto:wpi-iiis-alliance@ml.cc.tsukuba.ac.jp


ポスターセッション要項 

 

学生・若手研究者による研究発表の場を提供し、活発な議論を促すことを目的としてポスタ

ーセッションを開催します。生命医科学と理・工・情報学の融合研究に取り組まれている方

の発表を歓迎します。 

 

日時：2019 年 11 月 26 日(火)15:40-16:50 

ポスターサイズ/形式：A0(またはそれ以下のサイズ)/縦置き 

 

ポスターセッションでの発表を希望される方は、登録フォーム（https://www.phd-

humanics.tsukuba.ac.jp/en/joint-symposium-20191126/registration/）より、10 月 31 日ま

でにお申し込みください。 

 

注： 

1. ポスター発表者の方は当日 10 時までに指定されたボードにポスターを掲示し、シンポ

ジウム終了後回収してください。(指定番号は発表者に後ほど通知します。) 

2. セッションのはじめに、シンポジウムの会場にて、ポスターの内容を各自１分間でお話

しいただきます(Data Blitz)。発表言語は英語となります。 

3. ポスター発表の内容のアブストラクトと Data Blitz 用の 1 ページスライドをご用意い

ただき、11 月 8 日までに下記のメールアドレスまでお送りください。 

wpi-iiis-alliance@ml.cc.tsukuba.ac.jp 

 

【Data Blitz 用の１枚スライド】 

言語：英語     サイズ：4:3     形式：PDF 形式 

(※PowerPoint 形式の場合、レイアウトやフォントが崩れる可能性があります) 

 

【アブストラクト】 

言語：英語     形式：メールテキスト、または Word 形式 

内容として、以下の 4 点を必ず含むこと 

    ・タイトル 

   ・発表者(および共同研究者)の名前 

    ・所属 

    ・要約文(英文 250word 以内) 

 

4. 本シンポジウムは一般に公開されるものですので、未発表のデータの公開には十分ご

注意ください。 
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