




参加されなかった方に伺います

オンライン形式の大会に参加する意義を感じなかったから/ I did not 
consider it worthwhile to participate in a virtual meeting.

忙しい時期と重なったから/ It was a busy time for me.

時差により参加が困難と感じたから/ It was difficult to participate 
due to the time difference.

家庭からのネットワーク接続環境が良くなかったから/ My internet 
connection environment at home or elsewhere was unreliable.

大会に参加するために必要な情報が得られなかったから/I could not 
find the necessary information to participate in the meeting.

参加登録料が高いと感じたから/ I thought the registration fee was 
too expensive.



高等教育機関の研究教育職/ Employee of a higher education institution 
(university etc)

国立研究開発機関/ Employee of a national research institution

民間企業/ Employee of a private company
小中高教員/ School Teacher
ポスドク/ Postdoctoral Researcher
大学院生/ Graduate student

学部生/ Undergraduate student
大学非常勤講師/ Part-time university lecturer



宇宙惑星科学/ Space and Planetary Sciences

大気水圏科学/ Atmospheric and Hydrospheric Sciences

地球人間圏科学/ Human Geosciences
固体地球科学/ Solid Earth Sciences
地球生命科学/ Biogeosciences
教育・アウトリーチ/ Education & Outreach

領域外・複数領域/ Multidisciplinary and Interdisciplinary





参加された方に伺います

高等教育機関の研究教育職/ Employee of a higher education institution 
(university etc)
国立研究開発機関/ Employee of a national research institution

民間企業/ Employee of a private company
小中高教員/ School Teacher
ポスドク/ Postdoctoral Researcher
大学院生/ Graduate student
学部生/ Undergraduate student



宇宙惑星科学/ Space and Planetary Sciences

大気水圏科学/ Atmospheric and Hydrospheric Sciences
地球人間圏科学/ Human Geosciences
固体地球科学/ Solid Earth Sciences

地球生命科学/ Biogeosciences
教育・アウトリーチ/ Education & Outreach
領域外・複数領域/ Multidisciplinary and Interdisciplinary



日本/ Japan

中国/ China
日本と中国以外のアジア・オセアニア/ Asia・Oceania other than Japan 
or China

アメリカ合衆国/ USA
USA以外の北米/ North America other than USA

ヨーロッパ/ Europe



ご自宅/ Home

職場や学校/ Office or school
平日は職場や学校，週末はご自宅/ Office or school on weekdays and at 
home on weekends



デスクトップPC/ Desktop PC

ノートPC/ Note PC

タブレットPC/ Tablet PC

スマートフォン/ Smartphone



割安/ Cheap
妥当/ Reasonable

割高/ Expensive

主なご意見/ Notable comments
• 収支報告を公表して欲しい/ I 

want to see the income and 
expenditure report.

• 参加料を細分化して欲しい/ 
Please increase the 
participation fee options.

• 年度末支払いにして欲しい/
Accept previous fiscal year 
payment.

• 高校先生の参加費無料化/ No 
participation fee for high 
school teachers



とても満足/ Very satisfied
満足/ Satisfied

ふつう/ Neutral
不満/ Dissatisfied
とても不満/ Very dissatisfied
どれにも参加していない/ I didn’t 
join any of them

主なご意見/ Notable comments
• YouTubeライブ配信して欲しい

/ Enable YouTube Live 
Streaming as option.



とても満足/ Very satisfied
満足/ Satisfied

ふつう/ Neutral
不満/ Dissatisfied
とても不満/ Very dissatisfied
どれにも参加していない/ I didn’t 
join any of them

主なご意見/ Notable comments
• 視聴する時間的余裕がなかった/ 

I didn't have the time to watch 
the contents.

• オンライン出展は思い切った工
夫が必要/ Online exhibition 
requires drastic innovation.



NASA-JAXAによる中高生向けオンライン講演会/ NASA-JAXA 
Event for Junior and Senior High School Students

表彰式/ Awards Ceremony

超入門JpGUスーパーレッスン/ Super Introductory JpGU Super 
Lesson

インタビューイベント/ Interview event

JAXA油井宇宙飛行士とのオンライン交流イベント/ Meetup event 
with JAXA Astronaut

Onlineキャリア相談室/ Online Career Counselling

ランチタイムスペシャルレクチャー/ Lunchtime Special Lecture

特になし/ None in particular

どれにも参加していない/ I didn't join any of them.



NASA-JAXAによる中高生向けオンライン講演会/ NASA-JAXA 
Event for Junior and Senior High School Students

表彰式/ Awards Ceremony

超入門JpGUスーパーレッスン/ Super Introductory JpGU Super 
Lesson

インタビューイベント/ Interview event

JAXA油井宇宙飛行士とのオンライン交流イベント/ Meetup event 
with JAXA Astronaut

Onlineキャリア相談室/ Online Career Counselling

ランチタイムスペシャルレクチャー/ Lunchtime Special Lecture

特になし/ None in particular

どれにも参加していない/ I didn't join any of them.



とても満足/ Very satisfied
満足/ Satisfied

ふつう/ Neutral
不満/ Dissatisfied
とても不満/ Very dissatisfied

主なご意見/ Notable comments
• タイムキーパーが必要だった/ 

We needed a timekeeper.
• 時間に余裕がなく質疑応答に十

分な時間がとれなかった/ There 
was not enough time for 
“questions and discussion.”

• 時間とブレイクアウトルームの
使い方が課題/ The issue is how 
to use the time and breakout 
rooms.

• 口頭講演もePosterを義務化し
て欲しい/ I want ePoster to be 
mandatory for oral 
presentations.



とても満足/ Very satisfied
満足/ Satisfied

ふつう/ Neutral
不満/ Dissatisfied
とても不満/ Very dissatisfied

主なご意見/ Notable comments
• コアタイムが短い，コアタイムを分

ける，昼休みのコアタイム/ 
Insufficient “core time,” separate 
core times, core time during lunch 
break

• 最低限の発表時間を設定した方が良
い/ Minimum presentation time 
should be set.

• スライドの枚数制限があった方が良
い/ The maximum number of slides 
should be set

• 1枚ポスターの良さがある/ One 
page poster has its merit.

• ポスターのサムネイルが欲しい/ I 
want a thumbnails display of 
posters.

• ePosterとブレイクアウトルームのリ
ンクが欲しい/ I want a link between 
ePoster and breakout room.

• 夕方のポスターコアタイムはやめて
欲しい/ I don't want the poster core 
time in the evening.



発表者として発表実績を作ること/ Gaining experience as a presenter 
at a conference

発表者として最新情報を発信すること/ Communicating the most up 
to date information as a presenter

参加者として最新情報を収集すること/ Acquiring the most up to date 
information as a participant

Zoomを使って発表者（あるいは参加者）と議論すること/ Discussion 
with presenters (participants) using the Zoom sessions

コメント機能を使って発表者（あるいは参加者）と議論すること/ 
Discussion with presenters (participants) using comment function

いいねボタンを使って発表者（あるいは参加者）とコミュニケーショ
ンすること/ Communication with presenters (participants) using 

“like” button



とても満足/ Very satisfied
満足/ Satisfied

ふつう/ Neutral
不満/ Dissatisfied
とても不満/ Very dissatisfied

主なご意見/ Notable comments
• どこに何があるか分からなかっ

た/ I couldn't find where 
anything was.

• リンクが足りない，マニュアル
からのリンクがない/ Lack of 
links. No links from manuals.

• 大会サイトとConfitが別々なの
で混乱/ I was confused 
because the meeting site and 
Confit were separate.

• 登録しないとプログラムが見え
ないのは問題/ It's an issue if 
we can't see the program 
without registration.



口頭発表のZoom（Zoom）/ Zoom for oral presentation (Zoom)
口頭発表のブレイクアウトルーム（Zoom）/ Breakout room for oral 

presentation  (Zoom)
ポスター発表のe-poster（Confit）/ e-poster for poster presentation 

(Confit)
ポスター発表のブレイクアウトルーム（Zoom）/ Breakout room for 

poster presentation (Zoom)
オンデマンド動画（Confit）/ On-demand video (Confit)

追加資料（Confit）/ Supplemental information (Confit) (Additional 
materials)

"スケジュール"（Confit）/ "Schedule" (Confit)

"いいね"ボタン（Confit）/ "Like" button (Confit)

"コメント"（Confit）/ "Comment" (Confit)

休憩スペース（oVice）/ Lounge space (oVice)

特になし/ None in particular



JpGU2021大会サイトに掲載される情報 / Information posted on the 
JpGU2021 meeting website

JpGU2021大会参加サイト（Confit）に掲載される情報/ Information 
posted on the JpGU2021 meeting portal site (Confit)

オンライン説明会/ Online meeting guide

アップロードマニュアルや操作マニュアル/ Uploading manuals and 
operation manuals

会員向けメール（NEWS&INFO）/ Email to JpGU members
（NEWS&INFO）

Twitter

JpGU事務局への問い合わせ/ Direct contact with the JpGU office

仲間からの情報/ Information from colleagues



とても満足/ Very satisfied
満足/ Satisfied

ふつう/ Neutral
不満/ Dissatisfied
とても不満/ Very dissatisfied

主なご意見/ Notable comments
• 土日のレギュラーセッションは

やめて欲しい/ I don't want 
regular sessions on weekends.

• 早めの意思決定と公開，オンラ
イン説明会と事後公開を今後も
希望/ Early decision-making 
and disclosure, online briefings 
and the presentations on-
demand viewings are desired.



参加された方，参加されなかった方両方に伺います

現地開催/ on-site
オンライン開催/ online
現地とオンラインのハイブリッ
ド開催/ hybrid format of on-site 
and online

主なご意見/ Notable comments
• オンラインは長所短所両面，オプ

ションとして今後も必要/ Although
online has both advantages and 
disadvantages, leave it as an option.

• 参加費のバランスをどう取るか課題/ 
The challenge is how to balance the 
participation fee.

• ハイブリッドの場合，オンライン参
加者を重視して欲しい/ For the 
hybrid formats, please focus on 
online participants.

• コマ数の計算式を早めにアナウンス
して欲しい/ Please announce the 
formula for calculating the number 
of 90-min slots ASAP.

• 柔軟なハイブリッド，参加者が自由
選択できる仕組み作り/ Create a 
flexible hybrid system that allows 
participants to make free choices.

• 高校生はオンライン発表を維持が良
い/ High school students maintain 
online presentations. 



現地 : オンライン = 10 : 0 / on-site : online = 10 : 0
現地 : オンライン = 9 : 1 / on-site : online = 9 : 1
現地 : オンライン = 8 : 2 / on-site : online = 8 : 2
現地 : オンライン = 7 : 3 / on-site : online = 7 : 3
現地 : オンライン = 6 : 4 / on-site : online = 6 : 4
現地 : オンライン = 5 : 5 / on-site : online = 5 : 5
現地 : オンライン = 4 : 6 / on-site : online = 4 : 6
現地 : オンライン = 3 : 7 / on-site : online = 3 : 7
現地 : オンライン = 2 : 8 / on-site : online = 2 : 8
現地 : オンライン = 1 : 9 / on-site : online = 1 : 9
現地 : オンライン = 0 : 10 / on-site : online = 0 : 10
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