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1申請書の構成

１．申請者情報

２．現在までの研究状況

３．これからの研究計画

４．研究遂行能力

５．研究者を志望する動機、目指す研究者像、アピールポイント等

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
②申請者のこれまでの研究経過及び得られた結果

(1) 研究の背景
(2) 研究目的・内容

① 研究目的、研究方法、研究内容
② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか、
③ 所属研究室の研究との関連
④ 研究計画の期間中に異なった研究機関で従事するする予定の研究

(3) 研究の特色・独創的な点
(4) 研究計画
(5) 人権の保護及び法令等の遵守への対応



申請書＝「この人は将来に有望な研究者だ！」と
審査員に判断させるための資料
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現在までの
研究状況

研究の背景、問
題点、研究目的、
結果

研究者を志望す
る動機、自己の
長所アピール自己評価

これからの
研究計画

これからの研究の
背景、目的、具体的
な研究方法、独創的
な点、年次計画

研究業績

学術論文、著書、

国内外の学会発表
、特許、受賞歴等

有職者の
評価書

指導教員が申請書

がいかに将来性が
ある人を推薦

※評価書は申請者が書
くのではなく、指導教員
または受入教員に依頼

研究課題名

申請書の構成



事前準備（１）

3

① 提出書類

１）申請書情報： 学歴、研究課題名など記載したもの
２）申請書ファイル： 研究計画などを記載したもの
３）評価書： 指導教官または受け入れ教員に依頼するもの

② スケジュール表

3月 4月 5月

3月上旬 2か月半 5月中旬

情報収集 初稿 修正 修正・通読の繰り返し

事前準備



事前準備（２）

１）情報を収集する

●指導教官や先輩と相談する

●学術振興会のウェブサイトを確認する

●配布された学内の「申請のための手引き」を参考

●Moodleなどで公開された学内説明会を確認する

●過去の採択された研究計画調書を参考にする

２）申請書のドラフトを書いてみる（例：Grand Design)

３）申請書ドラフトを見てもらう

締め切りまで１～２週間前に複数回をわたって指導教官（
2~3回）、同じ研究室の先輩など（1回）。

４）申請書の修正・仕上げ

4事前準備



審査項目（DC1/DC2）を確認する

• ①「研究者としての資質」

– 学術の将来を担う優れた研究者となることが十分期待できること

– 自らの優秀さのアピールを心掛ける

• ② 「着想およびオリジナリティ」

– 自身の研究課題設定に至る背景が示されており、かつその着想が優
れていること。また、研究方法にオリジナリティがあり、自身の研究課
題の今後の展望が示されていること

• ③「研究計画遂行能力」

– 研究を遂行できる能力が優れていること

• ①～③の項目を絶対評価により5段階の評点

– 5：非常に優れている 4：優れている 3：良好 2：普通 1：見劣りする
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https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_houhou.html
第一印象が重要です！！！

審査について

https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_houhou.html
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③

⑩

（申請内容ファイル）

②
①

⑤
④

１．申請書情報

２．現在までの研究状況

３．これからの研究計画

3–1. 研究の背景

3–2. 研究目的・内容

3–3. 研究の特色・独創的な点

3–4. 年次計画

3–5. 人権保護及び法令等の遵守への対応

４．研究業績

５．自己評価 （DCのみ）

申請書（申請内容ファイル）



研究課題名 7

◆題目から、審査員どのような研究なのかわかるように記述する。
◆研究内容の概要を表している。
◆面白そう、読んでみようと思ってもらえるような魅力的な題目
◆専門用語を避ける
◆「新規」などキャッチな表現を使う。

注意点
◆適切な研究課題が付いていない場合、審査員が受ける印象と

内容にずれを感じ、読み進むことに障害になる。
◆キーワードなどから10個ぐらいの変形バージョンのタイトルを

書いてみる。
◆研究内容を的確に表しているか、インパクトがあるか繰り返して

確認する。
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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。

様式の注意点

各項目について漏れなく記載する。

効果的な図表の配置は
審査員の理解を助ける。

重要文献を挙げる。

記載漏れのない
ように注意。 申請者登録名

様式の変化・追加不可

様式を変化・追加した場合

形式審査の段階で不採択！！！
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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。）

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。

現在までの研究状況
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ス
ト
ー
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ー
展
開

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。

１. 学術的背景（＋社会的背景）から、問題点へフォーカス

近年、・・・が問題視されており、XXXX年X月に開催されたCOP20でも、・・・が

指摘され、・・・・・の解決が急務の課題であることが改めて示された。

２ この問題に対し、いろんな研究がされてきた … けど… ？
当該分野における研究の歴史、トレンド（文献レビュー）

問題の所在（解明されていること、未解明なこと）

３．というわけで、こういう研究をやってみました！

・・・・の問題を解決するために（目的）、

・・・・の課題を設定し、・・・・と・・・・を用いて・・・・を明らかにする（研究方法）

４．特色と独創的な点は …
現地実態調査に基づいた独自の収集データを用いて数量的分析を試みて

いるところに、一連の研究の独自性！

現在までの研究状況
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２．現在までの研究状況

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。

１．というわけでこういう結果が得られました！

結果、考察、インプリケーション

残された課題、継続中の作業

２．研究成果の公表も積極的にやってます（業績アピール）

これらの研究成果はXXXX年度XXXX学会で報告

Journal  of XXXに投稿中

XXXX年X月、XXth International Conference of XXX で報告予定

現在までの研究状況



12

１）サブフタロシアニンを用いた新規共役面の創出とフラーレン類との会合挙動制御
Pc 類縁体であるSubPc のπ 曲面はフラーレンなどの曲面を有する分子とπ-π相互作用
すると考えられるが、これまでに共結晶などの報告はほとんどなされていない。
そこで、申請者は新たなπ曲面の創出を目指して、ピレンで縮環架橋したSubPc 二量体

を設計し、合成した。
ピレン平面に対してお椀型のSubPc 骨格が同じ側を向いたsyn 体と逆側のanti 体の構

造が得られ、syn 体では構造的な親和性からフラーレンと共結晶を形成し、フラーレン分
子が近接して配向した構造をとることを単結晶X 線構造解析により明らかにした。

[Chem. Eur. J. 2016, 22, 7706 に掲載、測定を担当]

どのように（方法） 何を達成した(目標）

何が問題点

この研究での貢献

どのような成果があるか

どこで公開したのか、自分が何を担当したか(研究成果）

現在までの研究状況(実例）



13

ポイント

（ほどよく）大きな研究計画を語ろう！

重要なのは、実現可能性

３年（２年）で、一定の成果を見込める研究

３．これからの研究計画

（１）研究の背景

（２）研究目的・内容

（３）研究の特色・独創的な点

（４）年次計画

これからの研究計画
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（１）研究の背景

１．修士論文研究で得た知見
◯◯について、▲▲の面からアプローチ

→ ▲▲だけではなく、□□の視点も必要

２．これらをふまえて、現状を振り返ると…
たしかに、◯◯生産の□□への影響が近年問題視されている

３．だれかこういう研究してたっけ…？
Gakushin (2013) らにその必要性は指摘されているものの、

十分な調査研究が行われてきたとは言い難い。

４．じゃあワタクシが！
◯◯需要の規定要因を明らかにし、□□への影響を実証することは、

今後の政策立案において重要な知見となりうるのでは！

これからの研究計画
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（2） 研究目的・内容

１．本研究の目的は

１．◯◯需要の規定要因を明らかにする

２．◯◯生産の□□への影響を実証する

２．そのために以下の具体的な課題を設定（目標）

３． どのような方法で何をどこまで明らかに（研究方法）

１．◯◯と●●の代替性と補完性に関する分析

アンケートを用いた家計調査を実施、データベース化

◆◆理論に基づいた✕✕手法を用いた数量的実証分析を試みる

２．◯◯の生産・流通システムの解明

４．Q研究所（P国）での共同研究

・ M1時のインターンシップ以来、継続的な研究指導を受けている。

・博士課程でも、Q研究所のインターンとして受け入れ内諾を得ており、

引き続きDr. Xの指導のもと調査研究を進める予定である。

ス
ト
ー
リ
ー
展
開

これからの研究計画
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(2) 研究目的・内容（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。）
① 研究目的、研究方法、研究内容について記述してください。
② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか、具体的に記入してください。
③ 所属研究室の研究との関連において、申請者が担当する部分を明らかにしてください。
④ 研究計画の期間中に異なった研究機関において研究に従事することを予定している場合はその旨を記載してください。

研究目的・研究方法
・・・ を用い、・・・の実現に挑む。申請者の先行研究の知見をもとに、・・・を実証すること
で、・・・を創出する。申請者は・・・の解明を担当し、・・・評価は他研究室と共同で行う。

１） ・・・を有する・・・の創出と・・・特性の評価
申請者の先行研究から、・・・が期待できる。本研究では・・・
することで特性に優れた・・・材料を創出し、・・・
特性の評価を行う（図５）。

２） ・・・を示す・・・の創出と・・・特性の評価
・・・領域では、医療への応用などから重要である。近年、レアメタルを用いずに高効
率化する手法として・・・ が注目されているが、・・・材料はほとんどない。・・・発現には・・・

する必要があり、・・・と・・・の組み合わせで達成することが多い。・・・を有し、・・・の導入
のみで・・・を発現すると期待できる。よって本研究では、・・・特性評価を行う。

３）・・・の評価

全体研究の目的を明確に記載する

各目標を取り上げながら、その目標に達成するための
具体的な研究方法、そして期待できる成果を記載する。 理解を高めるために図を使う

明確な題目

これからの研究計画：実例
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（3） 研究の特色・独創的な点

①先行研究と比較して、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

①なぜこの研究をしたいと思ったんだっけ….（オリジナリティ）
Gakushin (2016) と目的は似てるけど、この人には◯◯の視点がない

貧困と環境の両問題に同時に接近できるような応用研究がしたい

② 国内外の同様の研究とどう違うか
伝統的な◯◯理論だけでなく、◆◆の概念を用いる点において先見性…
欧米では▲▲法を用いた研究報告が見られるけど、国内ではまだ…

③これが終わったら、何か良いことがあるだろうか
事例研究にとどまらず、地域全体に適用可能なフレームワークとなる可能性！

◯◯の経済的波及効果の定量的な実証→ 学術的・社会的意義

これからの研究計画
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（申請時から採用までの準備）
既存の・・・で・・・ を試みる。先行研究の・・・において、…ことから、…が可能だと
考えられる。・・・を考察し、…を探索する。
（１年目）
準備期間で得られた・・・を作製、・・・を評価する。同時に・・・することによる・・・
も試みる。これまで報告されている・・・から、・・・などが有力な候補である。・・・
によって・・・することで・・・を目指す。
（2年目）

１年度前半 １年度後半 2年度前半 2年度後半
研究活動A
研究活動B
研究活動C
研究活動D

（タイムスケジュール）

研究計画を開始するための準備状況を記載

年度別、何（目標）をどのように(方法）達成する

余裕があれば、タイムスケジュールを入れる

（４）年次計画

これからの研究計画
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論文や学会発表

・ 「４．研究業績」だけでなく、「２．現在までの研究状況」

の参考文献として、しっかりアピール

・ 投稿中の論文は「現在までの研究状況」で書こう

受賞歴、その他＠業績，自己評価

・ 奨学金返還免除、民間研究助成

・ 首席卒業、早期卒業、総長賞

業績不足なら、研究活動実績を書く＠自己評価

・ 研究インターンや研究補助アルバイト

・ 共同研究者（国内外、学内外問わず）

・ 研究留学、海外大学サマースクール
19

研究遂行能力、研究成果等
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[2014-2016年 学術研究員]
博士課程の卒業後、・・・教授の指導のもと・・・への高効率遺伝子導入法の開発を行った
。・・・を導入する方法に成功した。さらに・・・技術を確立している(原著論文 - 3)。

[原著論文]
1. Masanori Sawada, Daisuke Sugiyama, Takenobu Nii, Katsuhiro Konno, and 

Hardy TS Kagimoto. “A case of bio-venture of Japan in regenerative 
medicine/cell therapy with stem cell technology” Clinical Therapeutics: in press, 
2018.

2. ・・・

[学会賞]
1. 2017 ASH Abstract Achievement Award (血液分野の著名学会American Society of
Hematology (ASH) において論文リバイス中の研究が評価された).

上記のように申請者は、本研究で使用する・・・培養法や分化誘導法、・・・作製方法を習
得してきた。また今年より、・・・についての研修を受けており、本研究遂行に問題はない。

研究能力を示す研究活動を記載（参考文献含む）

研究活動に続き、研究実績（論文、著書；解説、総説；発表；特許；受賞等）記載

余裕があれば、再び研究遂行に問題がないと証明

研究遂行能力、研究成果等：実例
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５．研究者を志望する動機、目指す研究者像、自己の長所等
①研究職を志望する動機・目指す研究者像・自己の長所等
②その他、研究者としての資質、研究計画遂行能力を審査員が評価する上で、
特に重要と思われる事項

21

「研究そのもの」ではなく、「研究者としての資質」を評価

①-１．研究者を志望する動機 （入り口はなんでも良い）

憧れ：速水佑次郎の「開発経済学」を読んで雷に打たれた

恩師：高校の数学の先生が、科学的思考が何たるかを教えてくれた

研究が好きすぎる：仮説を自分の手で検証していく過程がとにかく楽しくてもう

①-２．目指す研究者像 （≒求められる研究者像）

例１）自らの専門性に閉じこもらず、幅広い興味関心を持つ研究者

例２）中長期的視野を持ち多面的なアプローチを試みる研究者
※参考：文科省「世界トップレベルの研究者の養成を目指して－科学技術・学術審議会第一次提言－」

研究者を志望する動機、目指す…
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①-３．長所 （実際の経験をふまえ、具体的に）

例１）問題解決アプローチにおけるバランス感覚

経済理論や統計手法に基づいた客観的な分析を目指す一方，現地実態調査

から得られる情報や理解を基にした定性的な議論の役割も重要視している．

例２）研究者の重要な素養としての柔軟性とコミュニケーション能力

海外研究インターン経験からは、異文化理解に必要な柔軟性と様々な研究環

境に対応するためのコミュニケーション能力を得た。

②自己評価における重要事項（研究との関連性が高いものを優先）

特に優れた学業成績：首席卒業、早期卒業、飛び級入学、TOEFL/TOEIC
受賞歴：優秀ポスター賞、奨学金返還免除、総長賞、優秀卒論賞

学外活動：科学コミュニケーション活動（アウトリーチ）、ボランティア、NPO
留学・インターン：短期でもよいのであれば書く。サマースクールでも。

研究者を志望する動機、目指す…



23資料作成のテクニーク：ストーリー作り

これまでの研究・研究状況 これからの研究計画

研究背景

研究目的・研究方法

問題点・解決方策

特色と独創的な点

研究計画の背景

研究経過・結果
解決すべき点

着想に至った経緯

問題点・解決すべき点

目標を取り上げながら、どのように
達成したか、どこに公開したか

研究分野の現状、自分の研究背景

何が問題、どのように解決するか

最終的なゴール、具体的なアプローチ

他の同様の研究とどう違うか、オリジナリティ

研空の重要性、研究分野
に対する貢献

何でこの研究をしたいのか

解決されていない問題

達成したい目標及び目標に達成する
ための具体的なアプローチ

研究目的・方法

研究全体の目的、アプローチ



24資料作成のテクニーク：概念

今回の研究の概念
→「研究題目」

目標１

目標３

目標２

社会のニーズ

解決方法

研究計画

研究背景

研究展開
研究成果がどのように
研究分野に貢献するの
か

提案の研究は何がすごい？一言で表せるキーワードを考える

自分のこれま
での研究

研究題目を10個以上の変形バージョンを書いてみる



25資料作成のテクニーク：図面表の使い方

テキストの内容の理解を高めるために図を使う。

ウェブからコピペ―ストでなく、自分で作成した方が一貫性
があり、やる気があるアピールできす。

注意点：
・グレースケールを使う
・テキストとのバランス
・見やすさ（印刷しても見やすいのか、図中のテキスト読めるか）

キャプション忘れずにちゃんと説明を記載する



26資料作成のテクニーク：仕上げ

8行ぐらいのブロックで記載す

ると、読みやすくなる。審査員
の集中があがる。

強調したい内容を下線したり、太
文字にしたりする。使い分けも考
えてください。しかし、使い過ぎた
ら、強調の効果がなくなる。

空白をうまく使う。

見出しを記載することで何に
ついての内容になるか把握
ができ、理解が深まる。

文章の理解を高めるために
わかりやすい図を入れる。
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面接時間

発表 質疑応答4 分 6 分

エッセンスを絞りに絞る
申請書で太字にした箇所のみを発表した

再び…

実際のスライド構成

背景

2枚

これまでの研究

3枚

研究提案

1枚
研究計画

2枚
業績

1枚

タイトル
＋

8枚

面接について
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当日の流れ スクリーン ドア

発表位置

事務員さん

審査員の先生

審査員の先生

発表1時間前くらいに
会場入り

待合室で待機

2人前のタイミングで
ドア前に移動

発表！！

＊一度入ると
発表まで出られない

＊コンセントの場所は
限られている！

＊めちゃくちゃ
緊張します。

面接について



役に立つ情報
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１．九大の過去の説明会（動画・資料）学生用コース
https://moodle.s.kyushu-
u.ac.jp/course/view.php?id=2700#section-19

２．「学振」の書き方についてのウェブサイト

３．特別研究員になりたい学生のためのプレゼンテーション
https://www.slideshare.net/tonets/2019-89772063

４．学振についての書物
書物販売サイトに「学振」で検索

https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/course/view.php?id=2700#section-19
https://www.slideshare.net/tonets/2019-89772063
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学振は約1000万円＊のお金を
取りに行く戦い

気合を入れて臨みましょう

*DC１の場合

20 万円/月 × 36 ヶ月 + 科研費 90 万円/年 × 3 年 ＝ 990 万円
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