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自己紹介

袈裟丸 仁志 （けさまる ひとし）

九州大学大学院理学府化学専攻 生体分子化学研究室
博士課程3年（2019.4.1～ 九州大学基幹教育院）

平成30年度日本学術振興会特別研究員（DC2）採用

研究テーマ：甲状腺ホルモンとリガンドの結合における
ハロゲン原子の受容体結合力増強機構の解明



自己紹介

日本学術振興会特別研究員（DC2）

平成28年度日本学術振興会特別研究員・・・不採用（B）

平成29年度日本学術振興会特別研究員・・・不採用（B）

平成30年度日本学術振興会特別研究員・・・面接採用

私にとってのこれまでの学振

不採用の時は不採用の中でのランク（自分がどのくらいの評価を得たか）が
A~Cの3段階で出ます

内容はほとんど変えていません 読みやすい申請書を意識→



申請書作成で気を付けたこと

• 現在までの研究状況

• これからの研究計画

• 研究業績

• 自己評価

学振の申請書に書く内容

• 評価書



申請書作成で気を付けたこと

• 現在までの研究状況

• これからの研究計画

• 研究業績

• 自己評価

学振の申請書に書く内容

• 評価書

DCでは現在までの研究状況、これからの

研究計画、自己評価、評価書を重視

（PDでは研究業績も重視）



申請書作成で気を付けたこと

• 現在までの研究状況

• これからの研究計画

• 研究業績

• 自己評価

学振の申請書に書く内容

・・・決まった内容をフォーマットに沿って書くだけ

・・・内容、表現方法すべてが申請者次第

・・・受入研究者とよく相談して研究内容を決める
→ どのように書いて説得力を持たせていくか

・・・内容はある程度決まっている
→ どのように記載＝表現していくか

内容ももちろん大事だが、内容そのものよりもそれをどう書くか＝表現に注力

申請者が自分だけで大きな内容を決めることは少ない

※私の個人の感想です

• 評価書 ・・・基本的には受入研究者、指導者に書いていただく



申請書作成で気を付けたこと

申請書における表現

文章表現 ・・・ 読みやすい、伝わりやすい文章を
どうやって書くか

レイアウト ・・・ 見やすい申請書をどうやって作るか

読み手に優しい申請書を書く



文章表現

内容にもかかわりますが

申請書に書くときに気を付ける項目・・・申請書に記載がある

例（申請書一部抜粋）

2．現在までの研究状況
（図表を含めてもよいので、わかりやすく記述してください。様式の変更・追
加は不可(以下同様)）
①これまでの研究の背景、問題点、解決方策、研究目的、研究方法、特色と独
創的な点について当該分野の重要文献を挙げて記述してください。
②申請者のこれまでの研究経過及び得られた結果について、問題点を含め①で
記載したことと関連づけて説明してください。
なお、これまでの研究結果を論文あるいは学会等で発表している場合には、申

請者が担当した部分を明らかにして、それらの内容を記述してください。

(1) 研究の背景
2.で述べた研究状況を踏まえ、これからの研究計画の背景、問題点、解決すべ
き点、着想に至った経緯等について参考文献を挙げて記入してください。



文章表現

誰に対して発信するのか → 自分が申請する審査領域の選択、確認

私の場合

対応する審査領域は複数ある事がほとんど → 自分の研究に合った領域を選ぶ
基準： 内容は？ 誰（どういうところに興味がある人）が審査する？ どんな人がライバルになる？



誰に対して発信するのか → 自分が申請する審査領域の選択、確認

②言葉選びが必要
専門用語、その分野でしか通じない言い回しに注意する（学会とはターゲット層が違う）

化学系
生物系
農学系
医歯薬学系

etc.

農学・環境学

文章表現

①研究のインパクトが審査員にも通用するかの考慮が必要
審査をされる先生にとってインパクトがある事は何か



①研究のインパクトが審査員にも通用するかの考慮が必要

文章表現

例：甲状腺ホルモン受容体の場合

• 内分泌かく乱物質（環境ホルモン）のターゲット
→ 研究を通して化学物質の悪影響を評価する系が
確立できる

• バセドウ病などの代謝疾患に関与
→ これらの疾患の治療薬の開発の発展に寄与

審査領域に関わる研究の完成によって期待されることを考え、選択、併記していく。
（領域の選択にもかかわる）

(3) 研究の特色・独創的な点
①これまでの先行研究等があれば、それらと比較して、本研究の特色、着眼点、独創的な点
②国内外の関連する研究の中での当該研究の位置づけ、意義
③本研究が完成したとき予想されるインパクト及び将来の見通し



文章表現

エストロゲン受容体のアゴニスト結合型構造とアンタゴニスト結合型構造の間に・・・

エストロゲン受容体の活性化型構造と不活性化型構造の間に・・・

細目の中にはこれらの単語を
使わない人もいる可能性

より一般向けの言葉にかみ砕く、熟語に書き換える等の工夫が必要

例えば・・・

②言葉選びが必要



レイアウト

2016年（不採用） 2017年（採用）

図のどこを見ればいいのか

文章の何が大事なのか

申請書をすべて読破するのは時間と労力が必要
↓

見るべき箇所を誘導できる申請書づくりが必要



レイアウト

太字で書く 斜体で書く 下線を引く

白抜きにする塗りつぶす

文章の強調

Microsoft Word で作る場合

これらの使い方、組み合わせ方で見やすいレイアウトを作る。

フォントを変える

2．現在までの研究状況
①これまでの研究の背景、問題点、解決方策、研究目的、研究方法、特色と独
創的な点について当該分野の重要文献を挙げて記述してください。
②申請者のこれまでの研究経過及び得られた結果について、問題点を含め①で
記載したことと関連づけて説明してください。
なお、これまでの研究結果を論文あるいは学会等で発表している場合には、申

請者が担当した部分を明らかにして、それらの内容を記述してください。



レイアウト

太字+MS Pゴシック 斜体で書く 下線を引く

白抜きにする塗りつぶす

例：私の場合（申請書は基本的に明朝で書きました）

引用でのみ使用 セクションの課題課題に対する結論、結果

図が派手なため
文章では不使用

図が派手なため
文章では不使用

強調の仕方に自分の中での（ほかの人にもわかりやすい）ルールを設ける。
（私は強調箇所だけ読んでも課題と目標がわかることを目指しました。）

下線+HGSゴシックUB

セクションの表題



申請書作成で気を付けたこと

読み手に優しい申請書を書く

• 必要なことを書く（申請書に記載）

• 審査領域に合わせた書き方を心掛ける（研究のインパクト、専門用語など）

• 見やすいレイアウトを心掛ける（強調の仕方、書式のルールなど）

一番の方法は・・・

多くの人、いろんな人に読んでもらう

→ 先生、先輩、後輩、他研究室の先生など

（多くの人に読んでもらうためには時間に余裕を持つことが必要）



面接について

学振自体の採用率は約25％

面接での採用がおよそ採用者総数の10％（私の年の場合です）

書類合否・・・10/16

面接試験・・・12/11

面接結果通知・・・12/27

（模擬面接・・・11/20）

日程（2017年の場合）

約2か月の間に準備を行う



面接について

面接時間

4 分

10 分

発表時間

発表時間がとにかく短い（理学部化学科の業績報告会は7分）

+質問時間 6分

以下に簡潔に必要な情報（これまでの研究、研究計画）を
伝えられるかが重要（詰め込みすぎない）



面接について

時間は4分間しかない→ 時間・内容の配分が非常に重要

私の場合

スライド枚数: 6枚+タイトル（おそらく多い部類に入ります）

内訳：これまでの研究 3枚 + これからの研究 2枚 + まとめ

少ない枚数でいかに起承転結をきれいにまとめられるかを考える

①：これまで
やってきたこ

と

②：①でぶつ
かった課題

③：研究室で
の同様の課

題

④：課題に対
する解として
の研究計画

⑤：研究計画
の進め方

⑥：まとめ



面接について

• スライドは発表直前に担当の方から面接官に配布される

→ その場で素早く内容を把握しやすいスライドづくりが必要

Ex. 課題、目的のような内容の肝をスライドの一番最初に見る上に書く

• 面接官は審査領域から選ばれた先生方が担当する

→  申請書と同じく聴き手に応じた発表が必要

• 質疑応答は基本的に担当の先生からくるが担当以外の先生からも飛んでくる

→ 分野外の人からの質問にも対応できる準備が必要

スライド

担 当 者

別

分

野
行

係

進



面接について

• 面接は非常に時間が限られている
→ 短時間で理解できるスライド、発表内容の構成

• 面接は申請書と違ってアクションだけでなくリアクションも必要
→ より相手の反応を考えてのアクションが必要

一番の方法は・・・

多くの人、いろんな人に聞いてもらう

→ 先生、先輩、後輩、他研究室の先生など



学振採用後

研究費（科研費）
DC1・DC2・PD 150万円以内/

年
SPD 300万円以内/年

『日本学術振興会特別研究員』 という職歴がつく
（企業等によってはつかないところもある）

経済的（生活費、研究費共に）にかなりの余裕が生まれる

（税金、国民年金、健康保険等でここから少し減ります）

研究奨励金（給与）
DC1・DC2 20万円/月
PD 36.2万円/月
SPD 44.6万円/月

学振採用の利点

アカデミック、企業ともに大きなキャリアの一つとなる

申請書、面接の準備をするという過程を通して自分の研究、考えを整理できる
（博士採用をしている企業に対しての研究概要は学振程度のかみ砕き方が
ちょうどよい）

就職活動に向けての準備にもなる



まとめ

• 申請書の作成は読み手を意識していろんな人に見てもらう

• 面接は限られた時間に聴き手に伝わるように練習をする

• 学振は博士としてもその後のキャリアパスの上でも重要

自身がなくても積極的に学振にチャレンジする価値がある


