
EurekAlert!での海外向けリリース手順

Step 1 論文に関する海外向けリリースをご希望の場合は、まずURA室にご連絡ください※1

Step 2 ①質問票※2、②ご研究を象徴するイメージ（グラフィック、写真、動画等）※3、
③論文のデータ（オープンアクセスではない場合のみ）をご準備ください

Step 3 リリース記事案をURA室にて作成いたします

Step 4 リリース記事案についてご確認いただきます

Step 5 必要に応じて修正後、企画広報課より大学公式サイト（英語）に「RESEARCH NEWS」
として記事をリリースします

Step 6 本学公式サイト（英語）にリリース後、URA室より、EurekAlert!に投稿します
⇒EurekAlert!に登録している世界中のメディア・記者に配信されます

※1 担当者：URA室 薮上（e-mail:yabugami.azusa@nitech.ac.jp） ※2 次ページ以降参照
※3 URA室にてご研究内容のサマリー動画を作成することも可能ですので、ご希望の場合はご相談ください。

【ご注意いただきたいこと】
●原則として、ジャーナルへアクセプトされた科学記事のみ掲載可能です。情報解禁日の設定が可能で、情報解禁日前は登録プレスのみが
閲覧することができます。

●学外の共著者がいらっしゃる場合、確認・許可を取っていただく必要があります。



質問票_1
A. 基本情報 General Information
１．掲載誌 Journal name
Response:

２．論文タイトル Title of paper
Response: 

３．公開日 Publishing date
Response:

４．ご氏名 Author name
Response: 

５．ご職位 Designation
Response: 

６．ご所属 Affiliation
Response: 

７．プレスリリース本文中に記載をご希望する共著者のお名前・ご所属先をご記入ください。
（読みづらくなるのを避けるため、可能であれば２～4名程度に抑えていただけますと幸いです。）

Please provide co-authors’ names and affiliations that you would like us to add in a main body of press note.
Response:



質問票_2
B. プレスリリースに関するご要望 Questionnaire for press note
１．（回答必須）研究内容で特に強調したいポイントをご記入ください。Would you like us to highlight any specific point from your research?
Response:

２．（回答必須）今回のプレスリリースのターゲットとなる閲覧者は誰ですか？ Who do you think is the target audience for the press release?
a.研究者や科学者などのこの分野に関する知識がある層 Other Scientists (Peer);

b. メディアを含めた一般人層 Media Contacts (General Public)
Response: 

３．（回答必須）この研究結果によって人々の実際の生活にどのような変化がもたらされる可能性がありますか？ What are some potential real-life applications?
Response: 

４．（回答必須）この研究の長期的な影響は何ですか。たとえば、5年後または10年後の人々の生活にどのように影響しますか。
What are the longer-term implications of this work, for example how could this type of research affect people’s lives in 5- or 10-years’ time?

Response: 

５．（回答必須）プレスリリース記事中に記載をご希望されるFigureがございましたらご提供ください。ご提供いただく前に著作権の問題がない旨をご確認ください。英語
キャプションを提供いただければ、プレリリースに併せて英語を校正します。※

Please provide figures in case you would like to add them in press note. Please ensure there is no copyright issue before you provide it. If you provide English 
caption, we will add them in press note and proofread the same.

Response: 

６．（オプショナル）この研究を始めたきっかけは何ですか？ Do you have a personal motivation for studying this topic?
Response: 

※オープンアクセス論文の場合は、論文中の最も適した図を1点選択して、プレスリリース記事に挿入のうえキャプションを作成することも可能ですので、ご希望の際はお申し付けください。
In case of open access papers, it is also possible for us to select one representative figure from the paper and add it into the press note along 
with a caption, so please let us know if you prefer this option. 



質問票_3
C. インフォグラフィック/動画に関するご要望 Questionnaire for Infographic/ Video

※インフォグラフィックや、動画の制作をご希望される場合のみご記入ください。
１．（回答必須）文字説明（音声）のトーン（このインフォグラフィック・動画を見た後、視聴者にどのように感じてもらいたいですか？）
例）教育的/カジュアル/注意喚起/フォーマル/その他（具体的に）
Tone of voice (How do you want your audience to feel after viewing this video?) For example, educational/casual/cautionary/formal/other (please specify)
Response:

2. （オプショナル）制作にあたって参照できるURLはありますか？例えば、特定のグラフまたは画像を挿入することをご希望の場合は、それらの画像またはURLをご提供ください。
挿入の仕方に関するご希望があればご教示ください。
Any reference links for images/infographics? For example, if you want us to utilize any graph or maybe an image in a particular way, you can send those images or
URLs to us.
Response:
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