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―多忙な研究者のための活用術―
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1.0

Nature Masterclassesとは?



科学雑誌Natureを発行する出版社Springer Nature が提供する
研究者/学生のための学習コンテンツです。



研究の様々なステージに役立つ学習コンテンツ

科学的な疑問 助成金の申請 実験と解析 出版と発信
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results



各専門家によるレ
クチャー

● Nature 関連誌

ジャーナル編集者

● 第一線の研究者（ア
カデミア、企業）

● 出資者

Presenters



Nature Masterclasses online は
研究者/学生が隙間時間を使って効率的に学習することが可能です。

 各コース内のパートは細かく分かれており、各10分～20分

 研究者の課題に合わせて、関心があるパートのみ選択して受講するこ
とが可能

 各分野のエキスパートによる実践的な知識を習得
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2.0

コース概要
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助成金の申請

助成金申請書の質を向上させるためにナラティ
ブツールを使用し、より情報量が多く説得力の
ある申請書を作りたい方に向けた講座です。



実験と解析

共同プロジェクトに
参加する方法、立ち
上げる方法、主導す
る方法についてのガ
イダンスを提供しま
す。

データマネジメ
ントのスキルを
向上させる方法、
またはそのプロ
セスを通じて他
の人を指導する
方法についての
ガイダンスを提
供します。

データ解析スキルの
向上。様々なデータ
セットを調査するた
めの分析手法への理
解を深めます。

データ解析に関する
事前の計画と準備を
理解し、関連する主
要な用語とプロセス
について学びます。



出版と発信

研究ストーリー
を物語るツール
を使って、仲間
へのコミュニケ
ーションを強化
する方法を紹介
します。

バーチャルおよび
対面式の聴衆を相
手にしたピアツー
ピアの科学的プレ
ゼンテーションの
質を向上させるこ
とを目指します。

ジャーナルへの
投稿に必要な基
本的ライティン
グスキルや、

編集のプロセス
を学びます。

ピアレビュアーの重
要性と責任について
理解し、

ピアレビュー報告書
の作成方法などを通
じて、レビュープロ
セスを理解する



キャリア形成

研究者がキャリアや研究目標を明確にし、それ
をもとにネットワーク戦略を立て、研究および
キャリアアップのために、対面およびオンライ
ンで専門的ネットワークを構築・維持するため
の主要スキルを身につけることを目指します。



Scientific Writing and Publishing

対象
1

学習目標
● ジャーナルに投稿するためのライティングスキルと自信を身につける

● 編集のプロセスと編集者が求めるものを理解する

● 論文投稿と査読のベストプラクティスを学ぶ

自然科学分野の学生や研究者で、初めて論文出版に携わる方、またはスキルを

リフレッシュしたい方向け

構成
1. 研究論文の執筆

2. 研究論文を発表する

3. レビュー論文の作成と公開



Managing Research Data

2
対象

学習目標
● 研究データを効果的に管理するメリットを理解する

● 研究データを効果的に管理するメリットを理解する

● データの整理、保存、保管、品質チェックのためのベストプラクティスを適用する方法を学ぶ

● 研究データを共有するための様々な選択肢を評価する

自然科学分野の研究者で、データマネジメントのスキルを向上させたい、また

はそのプロセスを他の人に指導したい方

構成
1. イントロダクション

2. データ管理計画の作成と維持

3. 短期的および長期的なデータ管理

4. データの共有



Advancing Your Scientific Presentations

3
対象

学習目標
● 研究者が口頭発表を行う際に一般的に経験する課題を克服するためのテクニックを確認する

● プレゼンテーションの基礎となる、説得力のある研究ストーリーを構築する方法を学ぶ

● 聴衆に研究成果を効果的に伝えるプロフェッショナルなスライドデッキの作成方法を学ぶ

● 仮想環境と対面環境の両方で、当日のプレゼンテーションを効果的に行うための戦略を学ぶ

自然科学分野の研究者で、バーチャルおよび対面式の聴衆を相手にした科学的

プレゼンテーションの質を向上させたい方におすすめです。

構成
1. 研究発表の課題を克服する

2. 講演の背景にあるストーリーを構築する

3. 魅力的なスライドデッキを作成する

4. 講演の準備と進行
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3.0

始める前の準備



コースへアクセスするための登録方法

●コースへのアクセスは、所属機関のEメールドメインと連
動しています。必ず所属機関のメールアドレスでNature 
Masterclassesのウェブサイトからご登録ください。

● xxxxxxxxxxxxxxxx@g.ecc.u-tokyo.ac.jp



初回ログイン方法

サイトを訪問 https://masterclasses.nature.com 

右上のRegisterボタンを押す



登録方法

所属機関のEメールアドレスを
入力し、パスワードを設定する



登録方法

• メールアドレスを確認するためのメールが届きます。

• 確認メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダに入っ
ていないか確認し、弊社を「安全な送信者」リストに追加
してください。



登録方法

“Confirm registration now”をクリックすると、Nature 
Masterclassesのサイトが表示されます。これで登録完了で
す。



初めてコースを利用する場合

初めてログインする際の
最終ステップとして、コ
ース開始前にプロフィー
ルを完成させるよう求め
られます。

プロフィールのページは、
初めてモジュールを開始
するときに表示されます。



サイトを訪問https://masterclasses.nature.com

右上のLoginをクリック

2回目以降に利用する場合
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4.0

コース受講の仕方



メニューのアイコンを選択し、コース名をクリック

コース選択方法



ホームページ -ページをスクロールして、コースリストから選択

コース選択方法



各コースのホームページには、主な機能、モジュール、
エキスパートが掲載されています。

コースページ概要



コース利用方法

1) スタートから段階的に利用する。
2) 自分の研究・学習サイクルに関連するモジュールを使
用する。

面白そうなビデオを見たり、自分の好きなスタイルの編
集者や自分の分野で活躍する編集者が作成したコンテン
ツを読んだり、自分に合ったアクティビティに挑戦して
みましょう。



コース内容

• レッスンにはビデ
オ、設問、アクテ
ィビティが含まれ
ます

• 進捗状況を示すイ
ンジケータが、完
了したレッスンを
表示します。



動画のキャプションとトランスクリプトを表示

ビデオの英語字幕をオンにするには、ダイアログボックスのアイ
コンを選択します。



英語のトランスクリプトはビデオの下にあります。

動画のキャプションとトランスクリプトを表示



FAQ ページを参照

技術的な問題が発生した場合は、ヘルプページでカ
スタマー・サービスの連絡先をご確認ください。



日本のヘルプデスク

技術的な問題が解決しない場合は、以下のヘルプデスクにご
連絡をお願いします。

● Email: japan.os@springernature.com

● Tel: 03 4533 8090 (Tokyo)

mailto:japan.os@springernature.com


今すぐ始めてみましょう

●この説明会後に以下にアクセス
https://masterclasses.nature.com/

●登録には、所属機関のメールアドレスが必要です。

是非Nature Masterclassesをご活用ください！

https://masterclasses.nature.com/



