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Ⅰ．科研費応募のポイント

Step 1

応募資格の確認

本学から科研費に応募する場合、応募資格があるかどうかを確認する必要があります。応募資格が
ある方は、本学の科研費研究者名簿に登録することができ、登録後 e-Rad(府省共通研究開発管理シ
ステム)から ID とパスワードが送付され、初回ログイン時に必要となる初回ログイン認証コードを事務局
よりお知らせいたします。
科研費はe-Radではなく、科研費電子申請システムを使用して申請します。ただし、ログインIDとパス
ワードは、e-Radと科研費電子申請システムで共通です。IDとパスワードを忘れた場合、事務局で初期
化いたします。その際は、e-Radにログインし、IDとパスワードを設定した後、科研費電子申請システム
へログインしてください（e-Radで設定後、1 時間程度で科研費電子申請システムへログイン可能になり
ます）。
（１） 本学における応募資格者対象職名
職名

備考

①専任教員(教授、准教授、講師、助教、助手）、②特別契約教員
③指導診療医、④客員教員、⑤特任教員、⑥客員研究員、
⑦特別研究員※、⑧共同研究員、⑨博士研究員、⑩技術吏員、
⑪嘱託員

受入担当教員の
承認が必要

※平成 26 年度公募から、つぎのとおり変更されています。
日本学術振興会特別研究員
基盤研究（Ｂ・Ｃ）・若手研究（Ａ・Ｂ）
（SPD・PD・RPD）が応募可能と
新学術領域研究の公募研究・挑戦的萌芽研究
なった研究種目
日本学術振興会特別研究員（DC1、DC2）の方については、これまで通り 特別研究員奨励
費以外の科研費には応募できません。また、奨励研究、日本学術振興会外国人特別研究員に応募
を予定されている方は、登録をすると当該研究事業に応募ができなくなりますのでご注意ください。
（２）科学研究費助成事業への応募要件
上記（１）に該当する職名の方でも、以下を満たしていない場合は応募することができません。
① 研究者・研究機関の 5 つの要件をすべて満たしていること
〈研究者に係る要件〉
ア 研究機関に、当該研究機関の研究活動を行うことを職務に含む者として、所属する者（有
給・無給、常勤・非常勤、フルタイム・パートタイムの別を問わない。また、研究活動そのもの
を主たる職務とすることを要しない。）であること
イ 当該研究機関の研究活動に実際に従事していること（研究の補助のみに従事している場合
は除く）
ウ 大学院等の学生でないこと（ただし、所属する研究機関において研究活動を行うことを本務
とする職に就いている者（例：大学教員や企業の研究者など）で、学生の身分も有する場合
を除く。）
〈研究機関に係る要件〉
エ 科研費が交付された場合に、その研究活動を、当該研究機関の活動として行わせること
オ 科研費が交付された場合に、機関として科研費の管理を行うこと
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② 科研費やそれ以外の競争的資金で、不正使用、不正受給又は不正行為を行ったとして、平
成 27 年度に、「その交付の対象としないこと」とされていないこと
（３）特任教員、博士研究員に関する応募要件について
外部研究費（国の受託研究・補助金及び科研費）により雇用されている特任教員、博士研究員は、
通常、雇用契約等において雇用元の研究費の業務に専念する必要があります。このため、雇用元
の業務に充てるべき勤務時間を前提として自ら科研費に応募することは認められません。しかしなが
ら、雇用元の業務以外の時間を業務日報により明確にし、エフォートによって区分される場合は応募
することが認められます。
① 人件費の按分
雇用財源の研究業務に従事していない時間については、自ら応募して採択された科研費の
間接経費を人件費に充当いたします。つまり当該教員の人件費は、雇用財源の直接研究費と
大学で管理する科研費の間接経費の二つから支出されることになります。
② エフォートの設定
自ら応募する科研費のエフォートは最低を 10％とし、応募する科研費の単年度当たりの間接
経費額（直接経費の 30％）／年間の人件費から 5％単位で算出してください。
例） 科研費の間接経費 450,000（直接経費 1,500,000×0.3）÷ 年間の人件費 2,900,000 円
＝15.5％ ⇒5％単位で切り捨て、エフォートを 15％とする。
（４）研究者名簿への登録申請
応募要件を満たしている方は、下記 URL より登録申請書をダウンロードし、各キャンパスの科研費
担当までご提出ください。e-Rad から、ID とパスワードが送付され、初回ログイン時に必要となる初回
ログイン認証コードを事務局よりお知らせいたします
URL： http://www.yokohama-cu.ac.jp/res_pro/res_exps/kakenhi_meibo.html

Step 2

どんな課題が採択されているかを調べてみましょう

これまでにどんな研究課題が採択を受けているのかを調べるには、国立情報学研究所が公開して
いる「KAKEN」というデータベースが便利です。「KAKEN」では、過去に採択を受けた研究課題をキー
ワード、研究代表者名などから検索することができます。一昨年度前の研究課題であれば研究概要も
確認できますので、研究計画の立案に是非利用してください。
URL： http://kaken.nii.ac.jp

Step 3

公募要領のダウンロード

公募要領には昨年度からの変更事項、応募できる研究種目の詳細や、新学術領域研究であれば
公募研究を募集している研究領域などが記載されています。研究計画調書を作成する前には必ず、
自分が応募しようとしている研究種目のページをご確認ください。
なお、公募要領は研究種目により、ダウンロード先が文部科学省と日本学術振興会に分かれます。
STEP４の研究種目一覧の公募要領ダウンロード先をご参照ください。
文部科学省
URL： http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/boshu/1351562.htm
日本学術振興会 URL： http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/03_keikaku/download.html
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Step 4

応募する研究種目を決めましょう

自分の研究計画の特徴、計画遂行のために必要な金額に応じて、応募する研究種目を決めます。
基盤研究、若手研究が最もベースとなる研究種目ですが、重複応募の制限を満たしていれば、複数の
研究種目に応募することもできます。特に新学術領域研究の公募研究は、基盤研究等と重複して応募
できるケースが多いので、自分の研究テーマに沿った研究領域の公募がある場合は是非、応募を検
討してください。

今回公募する研究種目
●各研究種目の詳しい内容は本冊子 p.4 へ。
文科省・日本学術振興会 公募要領
研究種目名
への
ダウンロ
提出方法
ード先
電子申請システムにて
特別推進研究
Web 上で提出し申請手続
基盤研究(S・A・B・
き
日本学術
C)
振興会
学内締切：10 月 24 日（金）
若手研究（A・B）
挑戦的萌芽研究
新学術領域研究
特別研究促進費

備考

基盤研究（B）･（C）審査
区分《特設分野研究》に 3
分野追加

（事務局が申請書の内容
をチェックして、本学にて
取りまとめて提出）

文部科学
省

事前相談が必要

「研究領域提案型」のみ公
募対象
緊急かつ重要な課題を公
募対象とする

研究成果公開促進費
研究成果公開発表 B・
学会等から申請書類を
C
提出
国際情報発信強化
学術図書
データベース

Step 5

本学にて申請書類を取り
まとめ提出
学内締切：10 月 31 日（金）

日本学術
振興会

11 月 14 日提出締切
(日本学術振興会必着)

研究計画調書を作成し、電子申請します

科研費は WEB 上での「電子申請」により応募を受け付けています。電子申請システムへログインす
る前に実際の研究内容を記載した「応募内容ファイル」を作成しておきましょう。「応募内容ファイル」は
Word で作成しますので、電子申請へログインできなくても事前に作成しておくことができます。
「応募内容ファイル」の作成が終わったら、「科研費電子申請システム」にログインした後、WEB 入力
事項を入力します。最後に「応募内容ファイル」をアップロードすると、研究計画調書が PDF 形式で作
成されます。研究計画調書の確認が終了し、「確認完了・提出」を押せば、申請手続きは完了です。
●研究計画調書の記入例については 本冊子ｐ.２１～３８を参照。
●電子申請システムへのログイン方法については 本冊子 p.３９～
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Ⅱ．応募可能研究種⽬⼀覧
研究種⽬

研究種⽬の⽬的・内容

科学研究費
国際的に⾼い評価を得ている研究であって、格段に優れた研究成果が期待される
特別推進研究

1⼈⼜は⽐較的少⼈数の研究者で⾏う研究
（期間３〜５年、１課題５億円程度を応募総額の⽬安とするが、上限、下限とも制限は設けな
い）
研究者⼜は研究者グループにより提案された、我が国の学術⽔準の向上・強化につながる

新学術領域研究

新たな研究領域について、共同研究や研究⼈材の育成等の取り組みを通じて発展させる
（期間５年、単年度当たりの⽬安1領域１千万円〜３億円程度）
（Ｓ）１⼈⼜は⽐較的少⼈数の研究者が⾏う独創的・先駆的な研究
（期間 原則５年、１課題5,000万円以上２億円程度まで）
（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）１⼈⼜は複数の研究者が共同して⾏う独創的・先駆的な研究（期間３〜５

基盤研究

年）
(A) 2,000万円以上5,000万円以下
(B) 500万円以上2,000万円以下
(C) 500万円以下
1⼈⼜は複数の研究者で組織する研究計画であって、独創的な発想に基づく、

挑戦的萌芽研究

挑戦的で⾼い⽬標設定を掲げた芽⽣え期の研究
（期間１〜３年、１課題500万円以下）
（Ａ）（Ｂ）３９歳以下の研究者が１⼈で⾏う研究《平成27年4⽉1⽇現在で39歳以下の研究者》
（期間２〜４年）

若⼿研究

(A) 500万円以上3,000万円以下
(B) 500万円以下

特別研究促進費

緊急かつ重要な研究課題の助成

研究成果公開促進費
研究成果公開発表
国際情報発信強化
学術定期刊⾏物

学協会等の学術団体等が学術の国際交流に資するため、更なる国際情報発信の強化を⾏う取組へ
の助成
学会⼜は複数の学会の協⼒体制による団体等が学術の国際交流に資するために定期的に刊⾏する
学術誌の助成

学術図書

個⼈⼜は研究者グループ等が学術研究の成果を公開するために刊⾏する学術図書の助成

データベース

個⼈⼜は研究者グループ等が作成するデータベースで、公開利⽤を⽬的とするものの助成

特別研究員奨励費
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学会等による学術的価値が⾼い研究成果の社会への公開や国際発信の助成

⽇本学術振興会特別研究員（外国⼈特別研究員を含む）が⾏う研究の助成（期間3年以内）

平成 27 年度 科研費 の 提出期限・提出書類
１ 「申請書類(研究計画調書等)」の提出（Ｗｅｂ上でアップ）
学内期限：平成 26 年

10 月 2４日（金）

(約 2 週間前)

本学事務局の電子申請確定日時：平成 26 年 11 月 10 日（月）12：0０
【学内期限について】
．．．．．．．．．．．
確定期限の 2 週間前までに、電子申請で[確定・完了]をクリックし、Ｗｅｂ上にアップ(ご提出)
していただいた申請書類については、事務局にて十分に記載内容のチェックを行ったうえで、文科
省及び日本学術振興会へ提出できます。
チェック後、内容に修正点があれば赤字チェックをした申請書を返却しますので、Ｗｅｂ上で修
正のうえ、再アップ(再提出)してください。
．．．．．．．．．．
※ 学内期限を過ぎてからＷｅｂ上にアップ(ご提出)された申請書類については、記載内容のチェ
ックを十分に行うことができない場合がありますので、あらかじめご了承願います。
【様式が新しくなりました。
】
平成 27 年度の研究計画調書（Word ファイル）の様式が、新しいものとなっております。
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
旧様式で作成しないように十分にご注意ください。
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/03_keikaku/download.html （日本学術振興会）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/boshu/1351562.htm （文部科学省）

２ 「研究分担者承諾書」の提出（紙ベース）

．．．．．．．．．．
全研究種目について、研究代表者として応募する研究種目に研究分担者がいる場合及び他研究機関から
．．．．．．．．．．．．．．
申請する課題に研究分担者として参画する場合には「研究分担者承諾書」の写しを必ず提出してください。
なお、平成 26 年度公募から、補助金・基金・一部基金で異なっていた様式が、統一されております。
【様式のダウンロード先】
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/03_keikaku/download.html（日本学術振興会）
● 研究分担者承諾書提出部数

全研究種目

研究分担者承諾書
写し１部
（正本は必ず研究代表者が保管してください。
）

提出期限
11 月 10 日(月)

※1 研究分担者承諾書は、研究代表者として応募する際に、他の研究機関（大学など）の研究者を研究分担者と
して加える場合、同一機関（横浜市立大学）の研究者を加える場合どちらでも提出が必要になります。
（文部
科学省又は日本学術振興会へ提出するものではありませんが、研究代表者の保管が必須です。
）
※2 他の研究機関の研究代表者が応募する際に研究分担者として参加する場合にも提出してください。
※3 ※2 の場合で、研究分担者承諾書に研究機関の長（学長）公印が必要な場合は、次ページの提出先へ提出し
てください。公印を押印して返却します。
【通常、2～3 日程度かかります。
】
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３ 研究成果公開促進費の研究計画調書の提出（紙ベース）
研究成果公開促進費については、電子申請を行わず、紙ベースでの書類提出となります。
● 研究成果公開促進費の研究計画調書提出部数

様式
学術図書計画
研 究 成 果 学術図書
調書
公開促進
データベ データベース
費
計画調書
ース

提出部数

正本１
副本５
正本１
副本５

研究計画調書
備考

提出期限

応募カード、見積書、その他の審査資料な
どの添付あり

10 月 31 日(金)

応募カード、見積書、その他の審査資料な
どの添付あり

10 月 31 日(金)

※1 研究成果公開促進費は「広領域」での審査を希望する場合には提出部数が異なります。また、添付書類の詳
細については公募要領をご参照ください。
※2 この提出部数は、事務局の控え分を含んだ部数となります。
※3 押印がある正本を１部、残りは副本（正本の複写）とします。

４ 提出先（ ｢研究分担者承諾書」 、「研究成果公開促進費の研究計画調書」 ）
■ 八景キャンパス・鶴見キャンパス・舞岡キャンパス

研究推進課・研究推進担当 (安部・大堀)

■ 福浦キャンパス・附属病院

先端医科学研究課・研究推進担当（中山・芳賀）

■ 附属市民総合医療センター

総務課・庶 務 担 当 (百鳥)

５ 年間スケジュール
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䠒䠊ᛂເෆᐜ䝣䜯䜲䝹䛻䛴䛔䛶䠄䠍䠅㻌

ᮏᖺᗘ䛾䛺ኚ᭦Ⅼ䛻䛴䛔䛶
䐟◊✲ᴗ⦼䛾グ㍕ḍ䛻䛚䛔䛶䚸᭱㏆䠑䜹ᖺ㛫䛾ᴗ⦼䛻ไ㝈䛧䛶䛔䛯◊✲✀┠䛾䛖
㻌 䛱䚸ᇶ┙䠝䞉䠞䞉䠟ཬ䜃≉ู᥎㐍◊✲䛻䛴䛔䛶䛿ᙜヱไ㝈䜢⦆䛧䜎䛧䛯䚹
䐠ᇶ┙䠞䞉䠟䛾≉タศ㔝◊✲䛻䛚䛡䜛ᑂᰝ᪉ἲ䛻䛴䛔䛶䚸ᛂເ௳ᩘ䛜ከᩘ䛾ሙྜ䚸㻌
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ᙜヱ᭩㢮䛾䜏䛷ᛂເ䛩䜛◊✲ෆᐜ䛜༑ศ䛻⌮ゎ䛷䛝䜛䜘䛖グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
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䞉 ◊✲ィ⏬ㄪ᭩䠄ᴫせ∧䠅
䞉 ᮏ≉タศ㔝◊✲䜈䛾ᛂເ⌮⏤
䞉 䛺◊✲ᴗ⦼
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ũũũ

ᲬᲱ࠰ࡇπѪϋܾሁƴ᧙ƢǔᲠᨼ 

ũũũ 



 ƜƷßᲠᨼàƸŴ̊࠰ŴπѪϋܾሁƴ᧙ƠŴ૨ᢿᅹܖႾǍଐஜܖᘐਰᐻ˟ƴ݃ƤǒǕƯ
ƍǔឋբƷɟᢿǛƱǓǇƱǊŴƦǕƴݣƢǔᛟଢǛቇҥƴǇƱǊƨǋƷưƢŵ
 Ӳᄂᆮೞ᧙ưƷᛟଢሁƴࢫᇌƯƯƍƨƩƘƱƱǋƴŴᄂᆮᎍƴǋԗჷƠƯƘƩƞƍŵ
 ƳƓŴƜƷßᲠᨼàƸŴπѪϋܾሁƷྸᚐǛขǊƯƍƨƩƘƜƱƴɼაǛƓƍƯ˺Ơ
ƯƍǔƜƱƔǒŴᛟଢƸӧᏡƳᨂǓቇҥƴ˺ƠƯƓǓǇƢŵ
 ƭƖǇƠƯƸŴɟᢿ̊ٳႎƳϋܾƴƸࣖݣƕưƖƯƍƳƍӧᏡࣱǋƋǓǇƢƷưŴွբໜሁ
ƕဃơƨئӳƴƸŴ࣏ƣπѪᙲ᪸ሁƷ᧙̞ǛᄩᛐƠŴ࣏ᙲƴࣖơ૨ᢿᅹܖႾǍଐஜܖᘐਰ
ᐻ˟ƴҗЎƳᄩᛐǛᘍƬƯƘƩƞƍŵᲢբƍӳǘƤέƸ૨ᢿᅹܖႾπѪᙲ᪸ᲫᲪᲮ᪫Ŵଐஜܖ
ᘐਰᐻ˟πѪᙲ᪸ᲢؕႴᄂᆮሁᲣᲳᲮ᳸ᲳᲯ᪫Ŵଐஜܖᘐਰᐻ˟πѪᙲ᪸Ტᄂᆮௐπ̟ᡶ
ᝲᲣᲯᲮ᪫Ӌༀŵᄂᆮೞ᧙ǛᡫơƯƓբƍӳǘƤƘƩƞƍŵᲣ
 ǇƨŴᅹᄂᝲ᳀Ტhttp://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/faq/1306984.htmᲣǋ́ƤƯ
ƝӋༀɦƞƍŵ



ŰŰ πѪᙲ᪸᧙̞ ŰŰ

Ძ žࣖѪዮ᫇ſƱƸŴᲬᲱ࠰ࡇƷࣖѪ᫇ƷƜƱưƢƔŵ

  πѪᙲ᪸ƴᚡ᠍ƞǕƯƍǔžࣖѪዮ᫇ſƱƸŴӲŷƷᄂᆮᚘဒƷᄂᆮ᧓μ˳ư࣏ᙲƱ
ƢǔᄂᆮኺᝲᲢႺኺᝲᲣƷӳᚘ᫇ƷƜƱǛਦƠǇƢŵ᧓ኺᝲƸԃǈǇƤǜŵ
̊ƑƹŴؕႴᄂᆮƴᲭ࠰᧓ƷᄂᆮᚘဒưࣖѪƠǑƏƱƢǔƱƖŴИ࠰ࡇƷᄂᆮኺᝲƕᲮ
ᲪᲪɢόŴᲬ࠰ႸƷᄂᆮኺᝲƕᲳᲪᲪɢόŴᲭ࠰ႸƷᄂᆮኺᝲƕᲰᲪᲪɢόưࣖѪƢǔئ
ӳƷࣖѪዮ᫇ƸŴᲫᲦᲳᲪᲪɢόƱƍƏƜƱƴƳǓǇƢƷưŴࣖѪዮ᫇ƕᲯᲪᲪɢόˌɥ
ᲬᲦᲪᲪᲪɢόˌɦƷžؕႴᄂᆮ  ſƱƠƯࣖѪƢǔƜƱƱƳǓǇƢŵ


Წ ࣖѪ᫇ƷӳᚘᲢƍǘǏǔžࣖѪዮ᫇ſᲣƕŴᲬᲦᲪᲪᲪɢόƷئӳŴؕႴᄂᆮ  Ʊؕ
Ⴔᄂᆮ  ƷƲƪǒƴࣖѪƢǕƹǑƍƷƔǘƔǓǇƤǜŵ

  ƲƪǒưǋኽನưƢŵƜƷئӳŴࣖѪƍƨƩƍƨᄂᆮᆔႸưݙ௹ƞǕǇƢŵ
 ƨƩƠŴᲬᲦᲪᲪᲪɢόǛᲫҘόưǋឬƑǔئӳƴƸŴؕႴᄂᆮ  ƱƠƯࣖѪƠƯƘ
Ʃƞƍŵ


Ჭ ᲬᲱ࠰ࡇƕžᄂᆮᚘဒஇኳ࠰ࡇſƴƋƨǔᒉᄂᆮᲢᲣƔǒᲬᲱ࠰ࡇπѪƴ
ƓƍƯŴžᄂᆮᚘဒஇኳ࠰ࡇЭ࠰ࡇƷࣖѪſƴǑǓŴؕႴᄂᆮᲢᲣƴࣖѪƢǔƜƱƸӧ
ᏡưƠǐƏƔŵ

  ӧᏡưƢŵ
 ᲬᲬ࠰ࡇπѪƔǒŴᒉᄂᆮƷƏƪᄂᆮ᧓ƕᲮ࠰ˌɥƷᄂᆮᛢ᫆ƴƭƍƯƸŴ
žᄂ
ᆮᚘဒஇኳ࠰ࡇЭ࠰ࡇƷࣖѪſǛӧᏡƱƠǇƠƨŵƳƓŴžᄂᆮᚘဒஇኳ࠰ࡇЭ࠰ࡇƷࣖ
ѪſƴǑǓŴᒉᄂᆮᲢȷᲣƔǒૼƨƴࣖѪƢǔƜƱƷưƖǔᄂᆮᆔႸƸŴžؕႴᄂ
ᆮſƷǈƱƳǓǇƢŵ

Ხ ྵנǇưŴᒉᄂᆮᲢᲣƷ৸ǛᲭׅӖƚƯƍǔƷưƢƕŴᲬᲱ࠰ࡇπѪưᒉ
ᄂᆮᲢᲣƴࣖѪƢǔƜƱƸӧᏡưƠǐƏƔŵ

  ưƖǇƤǜŵ
ᲬᲬ࠰ࡇπѪƔǒŴᒉᄂᆮᲢȷȷᲣǛᡫơƨӖዅׅૠƷСᨂǛݰλƢǔƜ
ƱƱƠŴᒉᄂᆮᲢȷȷᲣǛᡫơƯŴᲬׅǇưƴᨂǓᅹᄂᝲǛӖዅƢǔƜƱƕưƖ
ǔƜƱƱƠǇƠƨŵ
ˬƠŴᲬᲯ࠰ࡇπѪǇưƷ᧓ƸŴᲬᲬ࠰ࡇπѪƴᒉᄂᆮƷӖዅׅૠƕᲬׅ
ˌɥƷئӳưƋƬƯǋŴ࠰ᱫСᨂƷርϋưƋǕƹŴᒉᄂᆮᲢȷȷᲣƷƍƣǕƔ
ƷᄂᆮᆔႸǛᲫׅӖƚǔƜƱƕưƖǔƱƍƏኺᢅਜ਼ፗǛᚨƚƯƍǇƠƨŵ
࢘ᛆኺᢅਜ਼ፗƸŴᲬᲯ࠰ࡇπѪưኳʕƠƨƨǊŴᲬᲰ࠰ࡇˌЭƴᲬˌׅɥӖ
ዅƠƯƍǔᄂᆮᎍƸŴʻࢸŴᒉᄂᆮᲢȷᲣƴƸࣖѪưƖǇƤǜŵ


Ჯ ßᙐࣖѪƷСᨂàƴƭƍƯŴƲƷǑƏƳໜƴදॖƢǕƹǑƍưƠǐƏƔŵ

  ǇƣŴπѪᙲ᪸Ǜ༌ᛠƠŴദƠƍྸᚐƷǋƱƴࣖѪƍƨƩƘƜƱƕᙲưƢŵ
   ƳƓŴᲬᲱ࠰ࡇπѪᙲ᪸Ტ૨ᢿᅹܖႾᲬᲮ᳸ᲬᲱ᪫Ŵଐஜܖᘐਰᐻ˟ᲫᲱ᳸ᲬᲪ᪫Უ
ưƸŴᙐСᨂƷᚨܭƴ࢘ƨƬƯƷؕஜႎᎋƑ૾ǍᙐࣖѪƷСᨂƷŴӖዅСᨂƷȫ
ȸȫሁƴƭƍƯƷᛇኬƳᛟଢǛᚡ᠍ƠƯƓǓǇƢƷưŴƝӋༀƘƩƞƍŵ
 żᙐࣖѪƷСᨂƴ৽ᚑƢǔ̊ƷɟᢿŽ
̊ᲫᲴૼܖᘐ᪸؏ᄂᆮᲢᄂᆮ᪸؏੩కᲣƴƓƍƯŴᚘဒᄂᆮƷᄂᆮЎਃᎍƱƠƯࣖѪǛ
ᘍƬƨᎍƕŴКƷ᪸؏ƷᚘဒᄂᆮƴᄂᆮЎਃᎍƱƠƯࣖѪƠƨǱȸǹŵ
̊ᲬᲴؕႴᄂᆮ  ᲢɟᑍᲣƴƓƍƯŴᲬᲯ࠰ࡇ᳸ᲬᲱ࠰ࡇƷϋኖǛӖƚƯƍǔ
ᄂᆮˊᘙᎍƕŴؕႴᄂᆮ  ᲢɟᑍᲣưૼᙹƴࣖѪƠƨǱȸǹŵ


Ჰ ૼܖᘐ᪸؏ᄂᆮᲢᄂᆮ᪸؏੩కᲣưŴπѪᄂᆮǛƢưƴᲫˑӖዅƠƯƍǔᄂᆮˊᘙ
ᎍƸŴπѪᄂᆮǁ˴ˑƷࣖѪƕᛐǊǒǕǇƢƔŵ

  πѪᄂᆮǛƢưƴᲫˑӖዅƠƯƍǔᄂᆮˊᘙᎍƴƭƍƯƸŴ৸ƞǕƯƍǔ᪸؏ßˌٳ
àƷπѪᄂᆮǁƷࣖѪƕᲫˑƷǈᛐǊǒǕǇƢŵ


Ჱ ૼܖᘐ᪸؏ᄂᆮᲢᄂᆮ᪸؏੩కᲣưŴᚘဒᄂᆮǛƢưƴӖዅƠƯƍǔᄂᆮˊᘙᎍƸŴ
πѪᄂᆮƴࣖѪƢǔƜƱƸưƖǇƢƔŵ

  ᚘဒᄂᆮǛƢưƴӖዅƠƯƍǔᄂᆮˊᘙᎍƸŴπѪᄂᆮƴࣖѪƢǔƜƱƸưƖǇƤ
ǜŵ


Ჲ ᲬᲯ࠰ࡇπѪƔǒŴૼܖᘐ᪸؏ᄂᆮᲢᄂᆮ᪸؏੩కᲣưŴᚘဒᄂᆮˊᘙᎍƱؕ
ႴᄂᆮᲢᲣƷᄂᆮˊᘙᎍӏƼŴᚘဒᄂᆮˊᘙᎍȷπѪᄂᆮˊᘙᎍƱཎКਖ਼ᡶᄂᆮƷᄂ
ᆮЎਃᎍƷᙐСᨂƷᙸႺƠƕƞǕŴᙐࣖѪȷӖዅƕӧᏡƱƳǓǇƠƨƕŴ᪸؏ˊᘙ
ᎍƷᙐࣖѪȷӖዅƷСᨂǋ٭ǘƬƨƷưƢƔŵ

  ᪸؏ˊᘙᎍƴƭƍƯƸŴό๖Ƴ᪸؏ᢃփǛƢǔᚇໜƔǒŴᙐࣖѪȷӖዅƷСᨂƴ
٭ƸƋǓǇƤǜŵ


ᲳßᲭ࠰ႸƷᚘဒᄂᆮƷࣖѪàƴƭƍƯŴƲƷǑƏƳໜƴදॖƢǕƹǑƍưƠǐƏƔŵ


  ᲬᲰ࠰ࡇƷπѪǑǓŴᲭ࠰ႸƷᚘဒᄂᆮƷࣖѪƴƭƍƯŴɶ᧓ᚸ̖Ʒኽௐƴࣖơ
ƯŴݙ௹Ʒ࣏ᙲƕƋǔƱЙૺƞǕƨᚘဒᄂᆮƷǈǛݣᝋƱƢǔƜƱƱƠǇƠƨŵ 
   ࣖѪƕ࣏ᙲƳᚘဒᄂᆮƴƭƍƯƸŴᲫᲪஉɥକˌᨀƴ૨ᢿᅹܖႾƔǒ᪸؏ˊᘙᎍƱƦ
Ʒޓೞ᧙ŴݣᝋƱƳǔᚘဒᄂᆮƷᄂᆮˊᘙᎍƷޓᄂᆮೞ᧙ƴᡫჷƢǔʖܭƱƠƯƍ
ǇƢŵ
   ǇƨŴࣖѪƴᨥƠƯƸŴૼᙹ᪸؏ƷࣖѪƱӷಮƴŴ᪸؏ˊᘙᎍŴ᪸؏ˊᘙᎍƷޓᄂ
ᆮೞ᧙Ʒ১ᛐƕ࣏ᙲƱƳǓǇƢƷưŴ᪸؏ˊᘙᎍƕޓƢǔᄂᆮೞ᧙ŴࣖѪƕ࣏ᙲƳᚘ
ဒᄂᆮƷˊᘙᎍƕޓƢǔᄂᆮೞ᧙ƴƓƔǕƯƸŴᅹᄂᝲᩓ܇ဎᛪǷǹȆȠƴƓƚǔ
ዓƖǛᄩܱƴܱƠƯƘƩƞƍŵ

  èɶ᧓ᚸ̖ӏƼᲭ࠰ႸƷᚘဒᄂᆮݙ௹Ʒܱ૾ඥሁƴ̞ǔᛇኬƴƭƍƯƸŴˌɦƷ૰
ǛƝᚁƘƩƞƍŵ
Ƃ ૼ  ܖᘐ ᪸ ؏ ᄂ ᆮ Ტ ᄂᆮ ᪸ ؏ ੩ క  Უ Ʒ ɶ ᧓ᚸ ̖ ܱ  ૾ ඥ Ʒ   ٭ƴ᧙ Ƣ ǔ ᛟ ଢ ˟ ƃ
* 
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/chukan-jigohyouka/1335132.htmᲣ

ᲫᲪ ؕႴᄂᆮƷᲢɟᑍᲣưࣖѪƠǑƏƱ࣬ƍǇƢƕŴžኒȷЎȷЎᅹȷኬႸᘙſƷɶƔ
ǒƲƷኬႸǛᢠ৸ƢǕƹǑƍƷƔǘƔǓǇƤǜŵ

  žኒȷЎȷЎᅹȷኬႸᘙſᲢˌɦžኬႸᘙſƱƍƏŵᲣƸŴžؕႴᄂᆮᲢෙܖٳᘐᛦ
௹ӏƼཎᚨЎᄂᆮǛᨊƘŵᲣſŴžਪႎᓦᑻᄂᆮſӏƼžᒉᄂᆮſƷᄂᆮᛢ᫆ƴƭ
ƍƯŴƦƷݙ௹ࠎஓЎǛᅆƢЎᘙưƢŵࢼƬƯŴኒȷЎȷЎᅹȷኬႸƴƭƍƯƸŴ
ࣖѪᎍƕܱƠǑƏƱƢǔᄂᆮᚘဒƷϋܾƴༀǒƠŴᢘЏƳǋƷǛᢠƿƜƱƱƳǓǇƢŵ
 ƳƓŴμƯƷኬႸƴŴƦƷϋܾሁǛྸᚐƠତƘƢǔƨǊƷǭȸȯȸȉƕ˄ƞǕƯƍǇƢ
ƷưŴᢠܭƢǔᨥŴӋༀƠƯƘƩƞƍŵᲢஇǋ᧙ᡲƷขƍǭȸȯȸȉǛᢠ৸Ƣǔ࣏ᙲǋƋ
ǓǇƢŵᲣ
 ǇƨŴžዮӳኒſŴžဃཋኒſƷɟᢿƷኬႸǍŴؕႴᄂᆮ Ჽ ƴࣖѪƢǔئӳƷɟᢿƷ
ኬႸƴƭƍƯƸŴǭȸȯȸȉƴǑǔЎлƴƭƍƯǋᢠ৸Ƣǔ࣏ᙲƕƋǓǇƢƷưŴƝදॖ
ᫍƍǇƢŵ
 ƂǭȸȯȸȉƴǑǔЎлƃ
 žዮӳኒſŴžဃཋኒſƷɟᢿƷኬႸ
      ăăăžſŴžſӍƸžᲽſᲢኬႸǛᢠ৸ƢǔμƯƷᄂᆮᆔႸưᢘဇƞ
ǕǇƢŵᲣ
ؕႴᄂᆮ Ჽ ƴࣖѪƢǔئӳƷɟᢿƷኬႸ
      ăăăžᲫſƔǒžᲯſᲢኬႸᘙƷͳᎋഇƴßèàƕ˄ᚡƞǕǇƢŵᲣ
 ؕႴᄂᆮ Ჽ ƴࣖѪƢǔئӳưžſƱžèſƕ́ᚡƞǕƯƍǔኬႸ
      ăăăžᲫſŴžᲬſ


ᲫᲫ ž᬴ܱѣཋܖſǍž܇ȓȸȠᅹܖſƕžዮӳኒſƷɶƴᙸ࢘ƨǒƳƍƷưƢƕŴ
ƜƷኬႸưƷπѪƕͣഥƞǕƨƷưƢƔŵ

  ᲬᲯ࠰ࡇƷžኬႸᘙſƷᙸႺƠƴˤƍŴƜǕǇưžዮӳȷૼ᪸؏ኒſƴˮፗ˄ƚ
ǒǕƯƍǔЎᅹȷኬႸƷƏƪŴžʴ૨ᅈ˟ኒſŴžྸኒſŴžဃཋኒſƷƍƣǕƔƷ
ኒƴˮፗ˄ƚݙ௹ǛᘍƏƜƱưŴݙ௹ƷɟޖƷΪܱƕࢳƞǕǔǋƷƴƭƍƯƸŴӲኒ
ƴዮӳႎŴᙐӳȷᗡӳႎƳ᪸؏ƴ̞ǔЎǛоᚨƠŴ࢘ᛆЎƴˮፗƮƚǇƠƨƷưŴ
žኬႸᘙſǛǑƘƝᄩᛐƘƩƞƍŵ
   ̊ƑƹŴž᬴ܱѣཋܖſƸŴžဃཋኒſƷžዮӳဃཋſЎƴŴž܇ȓȸȠᅹܖſ
ƸŴžྸኒſƷžዮӳྸſЎƴˮፗ˄ƚǒǕƯƍǇƢŵ


ᲫᲬ ᒉᄂᆮᲢᲣưŴ ƭƷኬႸǛݙ௹ࠎஓЎƱƠƯᢠܭƢǔƜƱƕӧᏡƱƳƬƨ

ƷƸƳƥưƢƔŵ

  ᅹᄂᝲƕݣᝋƱƢǔܖᘐᄂᆮưƸŴࠝƴૼƨƳᑻǛᏋǉᄂᆮƕᘍǘǕǇƢƕŴƦƷǑ
ƏƳᄂᆮƷɶƴƸŴૼᐻȷᗡӳႎƳᄂᆮᛢ᫆ƕԃǇǕǔƱᎋƑǒǕǇƢŵƜƷƨǊŴࣖ
ѪᎍƕࠎஓƢǕƹᲬƭƷኬႸǛݙ௹ࠎஓЎƱƠƯᢠܭưƖǔˁኵǈǛݰλƠǇƠƨŵ
   ƳƓŴƜƷˁኵǈǛᚨƚǔƜƱƷࢨ᪪ƴƭƍƯ౨ᚰƢǔƜƱǋᙲưƢƷưŴǇƣƸ
ݩஹƷᄂᆮȆȸȞƷ૾ӼࣱƴƭƍƯٶಮࣱǛஊƠƯƍǔᒉᄂᆮᎍǛݣᝋƱƢǔžᒉ
ᄂᆮᲢᲣſƴƓƍƯŴܱƢǔƜƱƱƠƯƍǇƢŵ


ᲫᲭ ᒉᄂᆮᲢᲣƴࣖѪƢǔئӳŴݙ௹ࠎஓЎǛ࣏ƣᲬƭᢠܭƠƳƚǕƹƳǓǇƤ
ǜƔŵ

  ࢼஹᡫǓŴݙ௹ࠎஓЎƱƠƯ  ƭƷኬႸǛᢠܭưƖǇƢŵ
ࣖѪƢǔᄂᆮᚘဒƕૼᐻȷᗡӳႎƳϋܾưŴࣖѪᎍƕࠎஓƢǔئӳƴƭƍƯƷǈŴݙ
௹ࠎஓЎƱƠƯᲬƭƷኬႸǛᢠܭƠƯƘƩƞƍŵ


ᲫᲮ ᒉᄂᆮᲢᲣưŴ ƭƷኬႸǛݙ௹ࠎஓЎƱƠƯᢠܭƠƨئӳŴݙ௹ƸƲƷǑ
ƏƴᘍǘǕǇƢƔŵ

  ᲫƭƷኬႸǛᢠܭƠƨᄂᆮᛢ᫆ƱӷಮƴŴᇹᲫെݙ௹ƸŴᢠܭƠƨᲬኬႸƝƱƴ᩿
ݙ௹ǛᘍƍŴᇹᲬെݙ௹ƸŴᲬƭƷኬႸǛᢠܭƠƨᄂᆮᚘဒƷǈǛݙ௹ƢǔۀՃ˟ƴƓ
ƍƯŴᇹɟെݙ௹ۀՃƱƸီƳǔݙ௹ۀՃƴǑǔӳᜭݙ௹Ǜᘍ ƍǇƢŵƳƓŴᄂᆮᛢ᫆
Ʒ৸ൿܭƴ࢘ƨƬƯƸŴᲬኬႸƦǕƧǕƷᚸ̖ኽௐǛዮӳƠƯᘍǘǕǇƢ ƷưŴɟ૾
Ʒᚸ̖ኽௐƷǈưݙ௹ƕᘍǘǕǔǘƚưƸƋǓǇƤǜŵ


ᲫᲯ ᲬᲰ࠰ࡇπѪƔǒؕႴᄂᆮᲢᲣӏƼؕႴᄂᆮᲢᲽᲣƴૼƨƴᚨƚǒǕƨݙ௹ғ
ЎžཎᚨЎᄂᆮſƷཎᚨЎƱƸŴƲƷǑƏƳЎƷƜƱưƠǐƏƔŵ

  ཎᚨЎƸŴݙ௹ࠎஓЎƷЎᘙưƋǔžኒȷЎȷЎᅹȷኬႸᘙſᲢКᘙǛԃǉᲣ
ƱƸКƴᲬᲰ࠰ࡇǑǓૼƨƴᚨƚǒǕƨݙ௹ғЎưƋǓŴஇૼƷܖᘐѣӼሁǛ៊ǇƑ
ƯŴૼƠƍܖᘐƷᑻǛЈƦƏƱƢǔᚾǈǛɶ࣎ƴŴଐஜܖᘐਰᐻ˟ƷܖᘐǷǹȆȠᄂᆮǻ
ȳǿȸƕͅᙀЎǛ੩కƠŴ૨ᢿᅹܖႾƷᅹܖ২ᘐȷܖᘐݙᜭ˟ܖᘐЎᅹ˟ᅹܖᄂᆮᝲᙀ
яݙ௹ᢿ˟ƴƓƍƯᚨܭƞǕǔЎưƢŵ
   ࢘ᛆݙ௹ғЎưƸŴᲬᲰ࠰ࡇƴᚨܭƞǕƨžȍǪȷǸǧȭȳȈȭǸȸſŴžᡲઃ
ኧૠྸᅹܖſŴž૰ࣅᄂᆮſƴьƑŴᲬᲱ࠰ࡇƸžኣʗᄂᆮſŴžᢟᆆཞ७С
ࣂſžನႎǷǹȆȠဃཋܖſƷᲭƭƷЎƕᚨܭƞǕǇƠƨŵ

ᲫᲰ ݙ௹ғЎžཎᚨЎᄂᆮſƷཎࣉƸƲƷǑƏƳǋƷưƠǐƏƔŵ

  žཎᚨЎᄂᆮſƸŴؕႴᄂᆮᲢȷᲽᲣƴᚨƚǒǕƨݙ௹ғЎưŴؕႴᄂᆮᲢȷ
ȷᲽᲣᲢݙ௹ғЎžɟᑍſӏƼžෙܖٳᘐᛦ௹ſᲣሁƷ˂ƷᄂᆮᆔႸᲢӍƸݙ௹ғЎᲣƱ
ᙐࣖѪȷӖዅƕӧᏡưƢŵǇƨŴݙ௹Ƹ᩿ݙ௹Ʊӳᜭݙ௹ǛӷɟƷݙ௹ۀՃƕਃ࢘ƠŴ
ƋǒƔơǊܭǊƨ৸ˑૠᲢЎƴؕႴᄂᆮᲢᲣŴؕႴᄂᆮᲢᲽᲣӳǘƤƯᲭᲪˑˌ
ϋᲣƴؕƮƍƯ৸ᛢ᫆ǛൿܭƠǇƢŵ
   ƳƓŴࣖѪˑૠƕٶૠƷئӳŴ᩿ݙ௹ưƸŴžࣖѪऴإᲢWeb λщႸᲣſƱžᄂᆮ
ᚘဒᛦᲢಒᙲ༿ᲣſŴžஜཎᚨЎᄂᆮǁƷࣖѪྸဌſŴžɼƳᄂᆮಅጚſƷǈưݙ௹
ǛᘍƏƜƱƕƋǓǇƢŵ
   ǇƨŴ৸ᎍǛݣᝋƴᄂᆮˊᘙᎍʩ්˟Ǜ͵ƢǔʖܭưƢŵ
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ᲫᲱ ᲬᲰ࠰ࡇπѪƔǒŴଐஜܖᘐਰᐻ˟ཎКᄂᆮՃᲢˌɦŴžཎКᄂᆮՃſᲣᲢ
ᲾȷᲾȷᲾᲣƕཎКᄂᆮՃڜѕᝲˌٳƷɟᢿᄂᆮᆔႸƴࣖѪưƖǔǑƏƴƳƬƨƱ
ƷƜƱưƢƕŴཎКᄂᆮՃᲢᲾᲽᲣǍٳʴཎКᄂᆮՃƸࣖѪưƖƳƍƷưƢƔŵ

  ཎКᄂᆮՃᲢᲾᲽᲣƱٳʴཎКᄂᆮՃƸཎКᄂᆮՃڜѕᝲˌٳƷᄂᆮᆔႸƴƸࣖѪư
ƖǇƤǜŵ


ᲫᲲ ཎКᄂᆮՃᲢᲾȷᲾȷᲾᲣƕཎКᄂᆮՃڜѕᝲˌٳƷᅹᄂᝲᆔႸƴ৸ƞ
ǕƨئӳŴ᧓ኺᝲƸʩ˄ƞǕǔƷưƠǐƏƔŵ

  ཎКᄂᆮՃᲢᲾȷᲾȷᲾᲣƕཎКᄂᆮՃڜѕᝲˌٳƷ᧓ኺᝲƕʩ˄ƞǕǔ
ᄂᆮᆔႸƴ৸ƞǕƨئӳƴƸŴ࢘ᛆཎКᄂᆮՃƴݣƠƯ᧓ኺᝲƕʩ˄ƞǕǇƢŵƳƓŴ
࢘ᛆཎКᄂᆮՃƸŴ᧓ኺᝲǛᄂᆮࢼʙೞ᧙ƱƠƯଐஜܖᘐਰᐻ˟ƴފƚЈƯƍǔᄂᆮೞ
᧙ƴݣƠƯᜯบƢǔƜƱƴƳǓǇƢŵ


ᲫᲳ ཎКᄂᆮՃᲢᲾŴᲾŴᲾᲣƴ࣏ƣᅹᄂᝲࣖѪǛ˄ɨƠƳƚǕƹƳǓ
ǇƤǜƔŵ

  ᲬᲰ࠰ࡇˌЭဇƷཎКᄂᆮՃᲢᲾȷᲾȷᲾᲣƴƭƍƯƸŴ࣏ƣƠǋ
ᅹᄂᝲࣖѪǛ˄ɨƢǔ࣏ᙲƸƋǓǇƤǜƕŴࠎஓᎍƴƸࣖѪǛƨƢƜƱƕư
ƖǔǑƏŴ᧙̞ᙹᆉሁƷૢͳǛԃǊŴƝࣖݣǛƓᫍƍƠǇƢŵ
 ᲬᲱ࠰ࡇˌᨀဇƷཎКᄂᆮՃᲢᲾȷᲾȷᲾᲣƴƭƍƯƸŴཎКᄂᆮ
ՃСࡇƱƠƯᅹᄂᝲࣖѪƷ˄ɨƕ፯Ѧ˄ƚǒǕƯƍǔƨǊŴஜʴƔǒཎКᄂᆮՃڜ
ѕᝲˌٳưࣖѪӧᏡƳᅹᄂᝲƷɟᢿᄂᆮᆔႸǁƷࣖѪƷࠎஓƕƋƬƨئӳƴƸŴᅹᄂᝲ
ࣖѪǛ˄ɨƢǔƜƱƱƠƯƍǇƢŵ


3ᲬᲪ ཎКᄂᆮՃƴᅹᄂᝲƷࣖѪǛɨƑǔƨǊƴŴ៲ЎǛɨƑǔƜƱƸ࣏᪰ưƠǐƏ
Ɣŵ

#  Ӳᄂᆮೞ᧙ƷᙹܭሁƴǑǓᅹᄂᝲࣖѪǛ˄ɨưƖǔئӳƴƸŴ࣏ƣƠǋ˴ǒƔƷ
៲ЎǛɨƑǔ࣏ᙲƸƋǓǇƤǜŵ



ŰŰ ᄂ ᆮᚘဒᛦ᧙̞ ŰŰ


ᲬᲫ žᄂᆮᚘဒȷ૾ඥſഇሁƴƓƍƯࢍᛦƠƨƍᢿЎǛǫȩȸҮ܌ƴƠŴᘙǛǫȩȸư
λƠƨƍƷưƢƕŴನƍǇƤǜƔŵ

  ನƍǇƤǜŵ
 ƨƩƠŴπѪᙲ᪸ƴᚡ᠍ƷƱƓǓμƯƷᆔႸưȢȎǯȭᲢǰȬȸǹǱȸȫᲣҮТƷɥư
ݙ௹ƴ˄ƞǕǔƨǊŴǫȩȸᢿЎƕɧᮗଢƴƳǓǇƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ


ᲬᲬ ᚡλഇƕɧឱƢǔئӳƴƸŴǛ࠼ƛƨǓဇኡǛᡙьƠƨǓƠƯᚡλƠƯǋǑƍƷư
ƠǐƏƔŵ


  ӲᆔႸƱǋŴᄂᆮᚘဒᛦ˺ȷᚡλᙲ᪸Ʒϔ᪽ƴƋǔƱƓǓŴܭƷಮࡸƷો٭Ƹᛐ
ǊǒǕǇƤǜƷưදॖƠƯƘƩƞƍŵ̊ƑƹŴțȸȠȚȸǸƔǒȀǦȳȭȸȉƞǕƨಮࡸ
ƴᄂᆮᚘဒሁǛƖᡂǜưƍƘᨥŴಒᙲഇƷϋƴӓǇǒƳƍƨǊᄊዴǛЪᨊȷᆆѣƞƤ
ƯƠǇƏŴᚡλƢǔϋܾƴǑƬƯƸƕഏƷ᪫ǇưƣǕᡂǜưƠǇƏǑƏƳǱȸǹƕᎋƑ
ǒǕǇƢƕŴƜǕƸᛐǊǒǕǇƤǜŵࣖѪᎍƷЙૺưŴഇǛفǍƠƨǓŴถǒƠƨǓƢǔ
ƜƱǋưƖǇƤǜŵƳƓŴૼܖᘐ᪸؏ᄂᆮᲢᄂᆮ᪸؏੩కᲣŴཎКਖ਼ᡶᄂᆮӏƼؕႴᄂ
ᆮᲢᲣሁƷɟᢿƷႸƴƓƍƯŴ᪫ƷᡙьƕưƖǔئӳƕƋǓǇƢƷưŴ˺ȷᚡλᙲ
᪸ưᄩᛐƠƯƘƩƞƍŵ

ᲬᲭ țȸȠȚȸǸƔǒᄂᆮᚘဒᛦᲢࣖѪϋܾȕǡǤȫᲣƷಮࡸǛȀǦȳȭȸȉƠǑƏƱ
ƠǇƠƨƕŴፖዴƷƣǕǍŴɟᢿƴ૨҄܌ƚƕƋǓǇƢŵƲƏƠƨǒǑƍưƢƔŵ

  ӲಮࡸƸŴƓ̅ƍƷ̾ŷƷѣ˺ؾƴǑƬƯŴɧᐯƳፖዴƷƣǕǍોᘍŴǇƨƸ૨܌
҄ƚሁƷɧφӳƕႆဃƢǔئӳƕƋǓǇƢƕŴ̾ŷƷѣ˺ؾƴƔƔǔƓբƍӳǘƤƴƸ
ࣖơƔƶǇƢƷưŴƓૠưƢƕŴӲᄂᆮೞ᧙ƴɟᢿƣƭƓᡛǓƠƯƍǔžࣖѪƷಮ
ࡸȷᚡλᙲ᪸ſǛӋༀƠŴᢘ̲ܯദǛƠƯƝ̅ဇƘƩƞƍŵ


ᲬᲮ ᄂᆮೞ᧙Ʒਃ࢘ᎍƕŴᄂᆮᚘဒᛦǛᩓ܇ဎᛪǷǹȆȠư১ᛐϼྸƠŴ੩ЈᲢᡛ̮Უ
ƠƨࢸƴɟᢿᛚǓƴൢƮƖǇƠƨŵࠀƠஆƑǛᘍƍƨƍƷưƢƕŴƲƏƢǕƹǑƍưƢƔŵ

  ᄂᆮೞ᧙Ʒਃ࢘ᎍƕ১ᛐϼྸǛƠŴ૨ᢿᅹܖႾӍƸଐஜܖᘐਰᐻ˟ƴᄂᆮᚘဒᛦሁǛ
੩ЈᲢᡛ̮ᲣƠƨࢸƴࠀƠஆƑሁǛᘍƏƜƱƸɟЏưƖǇƤǜŵ੩ЈᲢᡛ̮ᲣƍƨƩƘЭ
ƴҗЎᄩᛐƍƨƩƘǑƏƓᫍƍƠǇƢŵ



Ű Ű ᩓ܇ဎᛪǷǹȆȠ᧙̞ ŰŰ

è  ࠰Ძஉƴ G4CF ƕૼǷǹȆȠƴᆆᘍƠƨƜƱƴˤƍŴޓᄂᆮೞ᧙ਃ࢘ᎍᲢʙ
ѦˊᘙᎍᲣဇӏƼᢿޅਃ࢘ᎍᲢʙѦЎਃᎍᲣဇƷžG4CF ᩓ܇ᚰଢſƕɧᙲƱƳǓǇƠƨŵ

Ɔᄂᆮೞ᧙ƴƓƚǔʙЭዓ᧙̞Ƈ
ᲬᲯ žᩓ܇ဎᛪǷǹȆȠſǛМဇƢǔƨǊƴƸ˴ƕ࣏ᙲưƢƔŵ

  žᅹᄂᝲᩓ܇ဎᛪǷǹȆȠᲢˌɦŴžᩓ܇ဎᛪǷǹȆȠſᲣſǛМဇƢǔƨǊƴƸŴžࡅ
ႾσᡫᄂᆮႆሥྸǷǹȆȠᲢˌɦŴžG4CFſᲣſƕႆᘍƢǔޓᄂᆮೞ᧙ਃ࢘ᎍᲢʙ
ѦˊᘙᎍᲣဇƷž᳃Ჾȷȑǹȯȸȉſƕ࣏ᙲưƢŵ


ᲬᲰ ޓᄂᆮೞ᧙ਃ࢘ᎍᲢʙѦˊᘙᎍᲣဇƷž᳃ᲾȷȑǹȯȸȉſǛӕࢽƢǔƨǊƴƸƲ
ƏƢǕƹǑƍưƢƔŵ

  G4CF Ɣǒޓᄂᆮೞ᧙ਃ࢘ᎍᲢʙѦˊᘙᎍᲣဇƷž᳃ᲾȷȑǹȯȸȉſǛӕࢽƢǔƨ
ǊƴƸŴG4CF ᢃဇਃ࢘ܮƯƴ G4CF ǷǹȆȠМဇƷႇဎᛪዓƖǛᘍƏ࣏ᙲƕƋǓ
ǇƢŵዓƖƷᛇኬƴƭƍƯƸ G4CF țȸȠȚȸǸžǷǹȆȠМဇƴ࢘ƨƬƯƷʙЭแ
ͳſ
  Ტhttp://www.e-rad.go.jp/shozoku/system/index.htmlᲣƴǑǓƝᄩᛐƘƩƞƍŵ
ƳƓŴӲᢿޅਃ࢘ᎍᲢʙѦЎਃᎍᲣဇƷž᳃ᲾȷȑǹȯȸȉſƸŴޓᄂᆮೞ᧙ਃ࢘ᎍ
ᲢʙѦˊᘙᎍᲣƕ G4CF ɥưႇǛᘍƏƜƱưӕࢽӧᏡưƢŵޓᄂᆮೞ᧙ਃ࢘ᎍᲢʙѦ
ˊᘙᎍᲣƕᢿޅਃ࢘ᎍᲢʙѦЎਃᎍᲣƷႇǛᘍƏƱŴᚨܭƠƨȡȸȫǢȉȬǹܮƴž᳃
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ᲾȷȑǹȯȸȉſƕᡫჷƞǕǇƢŵ


3ᲬᲱ G4CF ǷǹȆȠМဇƷႇဎᛪዓƖƸŴޓᄂᆮೞ᧙ਃ࢘ᎍᲢʙѦˊᘙᎍᲣŴᢿޅ
ਃ࢘ᎍᲢʙѦЎਃᎍᲣƷƲƪǒƔǒưǋဎᛪưƖǇƢƔŵ

#  G4CF ǷǹȆȠМဇƷႇဎᛪዓƖƸŴޓᄂᆮೞ᧙ਃ࢘ᎍᲢʙѦˊᘙᎍᲣƔǒᘍƏ
ƜƱƴƳǓǇƢŵᛇኬƴƭƍƯƸ G4CF țȸȠȚȸǸžǷǹȆȠМဇƴ࢘ƨƬƯƷʙЭ
แͳſᲢhttp://www.e-rad.go.jp/shozoku/system/index.htmlᲣƴǑǓƝᄩᛐƘƩƞƍŵ


ᲬᲲ ᢿޅਃ࢘ᎍᲢʙѦЎਃᎍᲣƕሥྸǛਃ࢘ƢǔᢿޅƴƔƳǓƷૠƷࣖѪᎍƕƍǇƢƕŴ
ᢿޅਃ࢘ᎍᲢʙѦЎਃᎍᲣƸɟʴƠƔႇưƖƳƍƷưƠǐƏƔŵ

  ᢿޅਃ࢘ᎍᲢʙѦЎਃᎍᲣƸɟʴưƳƚǕƹƳǒƳƍǘƚưƸƋǓǇƤǜŵᢿޅƝƱƴ
ҾЩɟʴƱƠǇƢƕŴࣖѪᎍƷʴૠƕٶƍئӳᲢƦƷ˂ƴᛆ࢘ƢǔᢿޅưႇƠƯƍǔሁᲣ
ƸƦƷᨂǓưƸƋǓǇƤǜŵᢿޅਃ࢘ᎍᲢʙѦЎਃᎍᲣƱƠƯᢘЏƳʴૠǛႇƠƯƘƩ
ƞƍŵ


3ᲬᲳ ޓᄂᆮೞ᧙ਃ࢘ᎍᲢʙѦˊᘙᎍᲣဇƷž᳃ᲾȷȑǹȯȸȉſƷૼᙹӕࢽǇưƴƲǕ
ˮƷ᧓ǛᙲƠǇƢƔŵ

#  ႆᘍϼྸƷฆǈφӳƴǋǑǓǇƢƕŴᲬᡵ᧓ᆉࡇƔƔǓǇƢŵ


3ᲭᲪ ž᳃ᲾȷȑǹȯȸȉſǛƳƘƠƯƠǇƬƨǒŴƲƏƢǕƹǑƍưƢƔŵ

#  ޓᄂᆮೞ᧙ਃ࢘ᎍᲢʙѦˊᘙᎍᲣƱᢿޅਃ࢘ᎍᲢʙѦЎਃᎍᲣƱưီƳǓǇƢŵ
ޓᄂᆮೞ᧙ਃ࢘ᎍᲢʙѦˊᘙᎍᲣƕž+&ȷȑǹȯȸȉſǛኣڂƠƨئӳƴƸŴϐႆ
ᘍƷዓƖƕ࣏ᙲƱƳǓǇƢŵᛇኬƸŴG4CF țȸȠȚȸǸǑǓƝᄩᛐƘƩƞƍŵ
   Ტhttp://www.e-rad.go.jp/shozoku/download/index.htmlᲣ
ᢿޅਃ࢘ᎍᲢʙѦЎਃᎍᲣƕž+&ȷȑǹȯȸȉſǛኣڂƠƨئӳƸŴޓᄂᆮೞ᧙ਃ
࢘ᎍᲢʙѦˊᘙᎍᲣƴȭǰǤȳऴإȪǻȃȈǛᘍƬƯƍƨƩƘ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵȭǰǤ
ȳऴإȪǻȃȈƸޓᄂᆮೞ᧙ਃ࢘ᎍᲢʙѦˊᘙᎍᲣဇƷǢǫǦȳȈư G4CF ƴȭǰ
ǤȳࢸŴȡȋȥȸžᄂᆮೞ᧙ऴإሥྸſƷžȭǰǤȳऴإȪǻȃȈſƔǒᛆ࢘Ʒ ᢿޅਃ
࢘ᎍᲢʙѦЎਃᎍᲣǛ౨ኧƠŴžȑǹȯȸȉϐႆᘍſȜǿȳŴžܱᘍſȜǿȳǛǯȪȃ
ǯƢǔƜƱưᘍƑǇƢŵ


3ᲭᲫ ޓᄂᆮೞ᧙ਃ࢘ᎍᲢʙѦˊᘙᎍᲣǍᢿޅਃ࢘ᎍᲢʙѦЎਃᎍᲣƷऴإƕ٭ƴƳƬ
ƨئӳŴƲƏƢǕƹǑƍưƢƔŵ

#  ޓᄂᆮೞ᧙ਃ࢘ᎍᲢʙѦˊᘙᎍᲣƷऴإƴƭƍƯƸŴޓᄂᆮೞ᧙ਃ࢘ᎍᲢʙѦˊᘙ
ᎍᲣƷǢǫǦȳȈư G4CF ƴȭǰǤȳƠŴȡȋȥȸžᄂᆮೞ᧙ऴإሥྸſƷžೞ᧙ऴ̲إ
ദſƔǒ̲ദӧᏡưƢŵᢿޅਃ࢘ᎍᲢʙѦЎਃᎍᲣƷ٭ƴƭƍƯƸŴޓᄂᆮೞ᧙ਃ࢘
ᎍᲢʙѦˊᘙᎍᲣǇƨƸऴإǛ̲ദƠƨƍᢿޅਃ࢘ᎍᲢʙѦЎਃᎍᲣƷǢǫǦȳȈưȭǰ
ǤȳƠŴȡȋȥȸžᄂᆮೞ᧙ऴإሥྸſƷžʙѦЎਃᎍऴإሥྸſƔǒ̲ദӧᏡưƢŵ
   

ᲭᲬ ᄂᆮᎍဪӭǛǋƬƯƍƳƍᄂᆮᎍƸŴࣖѪưƖǇƤǜƔŵ

  ᄂᆮᎍဪӭǛǋƬƯƍƳƍᄂᆮᎍƸࣖѪƢǔƜƱƕưƖǇƤǜŵᄂᆮᎍဪӭǛǋƨƳƍ

ᄂᆮᎍưŴʻ࠰ࡇƷࣖѪǛʖܭƠƯƍǔ૾ƸŴ࣏ƣ G4CF ɥưžᅹᄂᝲࣖѪஊǓſ
ƱƠƯᄂᆮᎍऴإƷႇǛᘍƍŴᄂᆮᎍဪӭǛӕࢽƠƯƘƩƞƍŵ
 ƳƓŴᄂᆮˊᘙᎍƩƚưƸƳƘŴᄂᆮЎਃᎍӏƼᡲઃᄂᆮᎍƴƭƍƯǋ G4CF ɥưžᅹ
ᄂᝲࣖѪஊǓſƱƠƯᄂᆮᎍऴإƷႇǛᘍƍŴᄂᆮᎍဪӭǛӕࢽƢǔ࣏ᙲƕƋǓǇ
Ƣŵ
èؕႴᄂᆮሁưƸƳƘڜѕᄂᆮƴࣖѪƢǔᄂᆮᎍƴ᧙ƠƯƸŴG4CF ɥưžᅹᄂᝲࣖѪ
ஊǓſƱƠƳƍưƘƩƞƍŵ


ᲭᲭ ᄂᆮᎍƕ˂Ʒᄂᆮೞ᧙ƔǒီѣƠƯƖƨƷưƢƕŴᄂᆮᎍǁોǊƯž᳃Ჾȷȑǹȯȸ
ȉſǛ˄ɨƢǔ࣏ᙲƸƋǓǇƢƔŵ

  ီѣƠƯƖƨᄂᆮᎍƕЭೞ᧙ưž᳃ᲾȷȑǹȯȸȉſǛӕࢽƠƯƍǔئӳƴƸŴોǊƯ
ž᳃ᲾȷȑǹȯȸȉſǛ˄ɨƢǔ࣏ᙲƸƋǓǇƤǜƕŴžޓᡙьſǛᘍƏ࣏ᙲƕƋǓǇ
Ƣŵ
ီѣƠƯƖƨᄂᆮᎍƕž᳃ᲾȷȑǹȯȸȉſǛ̬ஊƠƯƍƳƍئӳƴƸŴૼƨƴ˄ɨƢ
ǔ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵᄂᆮᎍǁž᳃ᲾȷȑǹȯȸȉſǛ˄ɨƢǔ૾ඥƴƭƍƯƸ G4CF ț
ȸȠȚȸǸǛࣂᄩᛐƘƩƞƍŵ
Ტhttp://www.e-rad.go.jp/shozoku/system/index.htmlᲣ


ᲭᲮ ᄂᆮᎍƕ˂Ʒᄂᆮೞ᧙ǁီѣƠƨئӳƸŴƲƷǑƏƳዓƖƕ࣏ᙲưƢƔŵ

  ီѣЭƷᄂᆮೞ᧙ƴƓƍƯƸŴG4CF ɥƴႇƞǕƯƍǔᄂᆮᎍޓऴإƷ̲ദƕ࣏ᙲ
ƴƳǓǇƢŵޓᄂᆮೞ᧙ਃ࢘ᎍᲢʙѦˊᘙᎍᲣဇƷž᳃Ჾȷȑǹȯȸȉſư G4CF ƴ
ȭǰǤȳࢸŴȡȋȥȸžᄂᆮᎍऴإሥྸſƷžޓᄂᆮᎍऴإሥྸſƔǒᛆ࢘ƷᄂᆮᎍǛ
౨ኧŴž̲ദſȜǿȳǛǯȪȃǯƠŴžޓᄂᆮೞ᧙ऴإſǿȖϋƷžႇཞ७ſǛžᡚ
Ꮀſƴ٭ƠƯƘƩƞƍŵ


ƆࣖѪᎍƷዓ᧙̞Ƈ
3ᲭᲯ ࣖѪᎍƕŴG4CF ɥƔǒႺž᳃ᲾȷȑǹȯȸȉſǛӕࢽƢǔƜƱƸӧᏡưƠǐƏƔŵ

#  ࣖѪᎍƸŴG4CF ɥƔǒႺž᳃ᲾȷȑǹȯȸȉſǛӕࢽƢǔƜƱƸưƖǇƤǜŵޓ
ᄂᆮೞ᧙ਃ࢘ᎍᲢʙѦˊᘙᎍᲣǁ̔᫂ƠŴž᳃ᲾȷȑǹȯȸȉſǛӕࢽƠƯƘƩƞƍŵ


3ᲭᲰ ࣖѪᎍƕࣖѪऴإǛޓᄂᆮೞ᧙ƴᡛ̮ƠƨࢸưŴϋܾǛ̲ദƢǔƜƱƸưƖǇƢƔŵ

#  ੩ЈᨂƷЭưƔƭޓᄂᆮೞ᧙Ʒਃ࢘ᎍƕ࢘ᛆᛢ᫆Ǜ১ᛐƠ੩ЈᲢᡛ̮ᲣƢǔЭưƋ
ǕƹŴ̲ദƢǔƜƱƸưƖǇƢŵƨƩƠŴࣖѪᎍƕᡛ̮ƠƨᄂᆮᚘဒᛦƸŴޓᄂᆮೞ
᧙ਃ࢘ᎍƕžᩓ܇ဎᛪǷǹȆȠſƴǑǓɟࡇžҲɦſƠƳƚǕƹ̲ദƸưƖǇƤǜƷưŴ
̲ദƢǔᨥƸŴޓᄂᆮೞ᧙ਃ࢘ᎍӍƸᢿޅਃ࢘ᎍƴᡲዂƠƯƘƩƞƍŵ


ᲭᲱ žᄂᆮኵጢλщſƴƭƍƯŴᄂᆮңщᎍƸλщƠƳƍƷưƢƔŵ

  λщƠǇƤǜŵᄂᆮңщᎍǛᚡ᠍ƢǔئӳƸŴࣖѪϋܾȕǡǤȫƷžᄂᆮᚘဒȷ૾ඥſ
ഇሁƴᚡ᠍ƠƯƘƩƞƍŵ 


ᲭᲲ ࣖѪऴإλщƴƭƍƯŴλщᡦɶưࣖѪƢǔᄂᆮᆔႸǛ٭ƑǔئӳƸŴஇИƔǒλǕ
ႺƢƷưƢƔŵ
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機関番号 研究種目番号 審査区分番号 細目番号

22701

06

1

3901

分割番号

整理番号

1

0001

平成27年度 （2015年度） 基盤研究 （C） （一般） 研究計画調書

新規

WEB上で入力した項目は、最終的には、このよう
に研究計画調書の表紙として PDF化 されます。
入力内容に間違いがないか、必ずご確認ください。

研究種目

基盤研究（C)

分 野

社会科学

分 科

経営学

細 目

経営学

細目表
キーワード
細目表以外の
キーワード
研究代表者
氏名
所属研究機関
部 局
職
研究課題名

審査区分

一般

平成26年10月24日
1版
★「細目・分割番号」
に注意！
この番号を間違えると、
専門外の審査員に審査
されることになります。

★細目表以外のキーワードは、最大で １つのみ です。
※ 若手研究 Ｂ で、２つ細目を選択した場合であっても、
細目表以外のキーワードは１つのみです。
例年、２つ以上のキーワードを記入する例が多く見ら
れますので、特に気を付けてください。
また、該当がなければ空白でも問題はありません。

経営組織

産学連携、地域貢献

★部局が「その他の研究科」や「附置研究所」の場合
（フリガナ）

ヨコハマ イチロウ
は、必ず下記の正確な部局名を 手入力してください。

（漢字等）

横浜 市郎

横浜市立大学
国際マネジメント研究科

○都市社会文化研究科 ○国際マネジメント研究科
○生命医科学研究科 ○生命ナノシステム科学研究科
○木原生物学研究所

★研究者名簿上の職名が「その他」の場合は、
必ず本学における職名を記入してください。

博士研究員

横浜市立大学における産学連携の推進
年度

使用内訳 （千円）
研究経費
(千円）
人件費・謝金
設備備品費 消耗品費
旅費

その他

平成27年度

2,020

1,000

400

300

300

'20

研究経費

平成28年度

2,400

1,000

300

700

300

'100

千円未満の
端数は切り
捨てる

平成29年度

530

0

300

100

0

'130

平成30年度

0

0

0

0

0

'0

平成31年度

0

0

0

0

0

'0

4,950

2,000

1,000

1,100

600

'250

総計
開示希望の有無

審査結果の開示を希望する

★次年度申請に向けて貴重な情報ですので、

必ず「開示を希望する」を選択して下さい。
研究計画最終年度前年度応募
‐‐
「希望する」と不採択の場合、第1段審査（書面審査）
の結果が、電子申請システム上で確認できます。審
査結果が公表される、ということではありません。科
研費のサポート制度の利用条件となる場合もありま
-1す

★研究経費欄の金額（Web入力項目）と、
応募内容ファイル（wordﾌｧｲﾙ＝研究計画
調書の後半部分）に記載の研究経費内訳
欄の金額は、必ず一致させてください。

21

研究組織 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者）
氏名 (年齢）
01234567

（41）

研 ヨコハマ イチロウ
究
代
表 横浜 市郎
者

12345678

（38）

研 サンガク タロウ
究
分
担 産学 太郎
者

45678901

（46）

研 ツルミ シロウ
究
分
担 鶴見 四朗
者

23456789 （36）
研 サイタマ ゴロウ

所属研究機関
部局
職
（22701） 横浜市立大学

地域経済学

現在の専門
学位
役割分担

平成27年 エフォ
研究経費 ート
(千円）
（%）

★役割分担を「具体的に」記入してください。

博士
1,020

（899） 国際マネジメント研究科

有り無しではなく、学位がある場
（25）博士研究員 合は具体的に記入（博士等）
★研究代表者の研究経費およびエフォート欄は、
（22701）横浜市立大学
経営学
応募内容ファイル（Wordﾌｧｲﾙ＝研究計画調書の後
博士半部分）の記載内容と一致するようにしてください。
（899）都市社会文化研究科
△△に関する調査
'700
'20
★部局が「その他
（20）教授
の研究科」「附置
（22701）横浜市立大学
研究所」の場合は、 薬学
必ず正確な部局名 博士
を手入力で記入し
300
25
（899）生命ナノシステム科学研究科
てください。
△△に関する解析結果の検討
（28）准教授
（22701）横浜市立大学

薬学
博士

究
分
担 埼玉 五郎
者

20

研究の統括、●●に関する調査

（899）生命ナノシステム科学研究科
△△に関する解析結果の検討

★「基盤研究（Ｃ）（一
（28）准教授
（22701）横浜市立大学 般）」及び「挑戦的萌芽
研究」において、2年度目
（平成28年度）以降に参
（601）医学部
画することを予定してい
福浦 三郎
る研究分担者がいる場
合は、「平成27年度研究
（25）特任准教授
費」「エフォート」欄には
「0」を入れて研究組織に
★研究者名簿上の職名が「その
いれることができます。

34567890 （47）
連 フクウラ サブロウ

地域医学

携
研
究
者

博士

0

0

-

-

△△に関する調査項目の検討

連携研究者には、分担金を
配分することはできませんの
で、ハイフンとなります。

他」の場合は、必ず本学における
職名を記入してください。

部局名・職名コード一覧
部局名

職名

国際総合科学部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・００５
都市社会文化研究科・・・・・・・・・・・・・・・８９９
生命医科学研究科・・・・・・・・・・・・・・・・・８９９
生命ナノシステム科学研究科・・・・・・・・ ８９９
国際マネジメント研究科・・・・・・・・・・・・ ８９９
医学部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６０１
医学研究科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８８６
木原生物学研究所・・・・・・・・・・・・・・・・ ９０１
附属病院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２６
市民総合医療センター・・・・・・・・・・・・・・６２６
グローバル都市協力研究センター・・・・ ９０３

教授・・・・・・・・・・・・・・・・２０
准教授・・・・・・・・・・・・・・２７
講師・・・・・・・・・・・・・・・・２２
助教・・・・・・・・・・・・・・・・２８
助手・・・・・・・・・・・・・・・・２３
その他・・・・・・・・・・・・・・２５

※部局コード「８９９」は「その他の研究科」、「９０１」は「附置研究所」と表示されるため、上記の正式な部局名を
手入力してください。また、職コード「２５」は「その他」と表示されるため、正式な職名を手入力してください。

合計

5

名

研究経費合計

-2-
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ページ番号がずれないよう、
必ず右上に配置して下さい。
様式Ｓ－１－８

応募内容ファイル（添付ファイル項目）
基盤Ｃ（一般）－１

研

究

目

的

本欄には、研究の全体構想及びその中での本研究の具体的な目的について、冒頭にその概要を簡潔にまとめて記述した上で、適
宜文献を引用しつつ記述し、特に次の点については、焦点を絞り、具体的かつ明確に記述してください（記述に当たっては、
「科学
研究費助成事業における審査及び評価に関する規程」（公募要領７０頁参照）を参考にしてください。）
。
① 研究の学術的背景（本研究に関連する国内・国外の研究動向及び位置づけ、応募者のこれまでの研究成果を踏まえ着想に至
った経緯、これまでの研究成果を発展させる場合にはその内容等）
② 研究期間内に何をどこまで明らかにしようとするのか
③ 当該分野における本研究の学術的な特色・独創的な点及び予想される結果と意義

研

究 目 的（概要）※ 当該研究計画の目的について、簡潔にまとめて記述してください。
ﾌｫﾝﾄｻｲｽﾞ
○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
11pt
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
以上
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
最初にこの欄に、研究目的の概要を簡潔にまとめて記述してください。
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。○○○○○○○○
※ フォントサイズ １１pt で記入すると、８行程度となります。
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○。
ﾌｫﾝﾄｻｲｽﾞ

破線は消さないこと。位置を変えないこと。
（下に広げないこと。）

11pt
以上

応募内容ファイル作成の基本ルール
（作成記入要領より抜粋）

● 様式の改変は認めません（審査に付されない可能性があります）。
・ページ数を「増やす」「減らす」➔ ×
・ページの「外枠」を変更する。 ➔ ×
※ただし、研究業績欄の年度ごとの罫線は移動可
● フォントサイズは１１ポイント以上の文字等を使用する。
※ただし、下記の欄は除きます。
①「研究業績」欄
②「設備備品費・消耗品費・旅費等の明細」欄
③「研究費の応募受入等の状況・エフォート」欄
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ページ番号がずれないよう、
必ず右上に配置して下さい。
基盤Ｃ（一般）－２
研

究

目

的（つづき）
ﾌｫﾝﾄｻｲｽﾞ

11pt
以上

記載にあたっては、本様式の注意事項をよくご覧ください。
本欄には、研究の全体構想及びその中での本研究の具体的な目的について、冒頭にその
概要を簡潔にまとめて記述した上で、適宜文献を引用しつつ記述し、特に次の点について
は、焦点を絞り、具体的かつ明確に記述してください。（記述に当たっては、「科学研究費助成事
業における審査及び評価に関する規程」（公募要領 70 頁参照）を参考にしてください。）。

① 研究の学術的背景 （本研究に関連する国内・国外の研究動向及び位置づけ、応募者のこれまでの
研究成果を踏まえ着想に至った経緯、これまでの研究成果を発展させる場合にはその内容等）

② 研究期間内に何をどこまで明らかにしようとするのか
③ 当該分野における本研究の学術的な特色・独創的な点及び予想される結果と意義
研究計画調書は、モノクロ印刷されて審査員へ送付されますので、
写真や図などを使用する場合は、モノクロ印刷でも見やすいように作成してください。

「書面審査での評価ポイント」について
以下の「書面審査での評価ポイント」は、平成 25 年度 応募課題の基盤研究（A・B・C）、
若手研究（A・B）の第 1 段審査（書面審査）の手引きおける評定基準を記載しています。
各研究種目の評定基準を参考にしたい場合は、文部科学省、日本学術振興会から平成 25
年度公募に係る審査の基本的な考え方、審査の手引きなどがダウンロードできますので、
ご参照ください。http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/03_shinsa/index.html
※今年度の審査基準は 10 月上旬に公表されます。

【Ｐｏｉｎｔ】
審査員は、年末年始の短期間に、大量の研究計画調書を読み込むという環境下
で審査をしなければならないため、審査員が一度読んだだけで研究内容を理解で
きるような、読みやすい研究計画調書を作成することが重要です。

読みやすい調書作成のための一例
● 図や写真、表などを適宜使用する。
※ 審査員は、モノクロ印刷した書類を見て審査するため、一度印刷して
見やすいかどうかを確認。

● 太字、下線を用いて強調したい部分をアピール
● 誤字、脱字のチェック
● 文字の大きさは、あまり小さいサイズを使わない
（指定欄は 11 ポイント以上を使用する）
・・・・・・・・など。
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ページ番号がずれないよう、
必ず右上に配置して下さい。
基盤Ｃ（一般）－３
研究計画・方法
本欄には、研究目的を達成するための具体的な研究計画・方法について、冒頭にその概要を簡潔にまとめて記述した上で、平成
２７年度の計画と平成２８年度以降の計画に分けて、適宜文献を引用しつつ、焦点を絞り、具体的かつ明確に記述してください。
ここでは、研究が当初計画どおりに進まない時の対応など、多方面からの検討状況について述べるとともに、研究計画を遂行する
ための研究体制について、研究分担者とともに行う研究計画である場合は、研究代表者、研究分担者の具体的な役割（図表を用い
る等）、学術的観点からの研究組織の必要性・妥当性及び研究目的との関連性についても述べてください。
また、研究体制の全体像を明らかにするため、連携研究者及び研究協力者（海外共同研究者、科研費への応募資格を有しない企
業の研究者、その他技術者や知財専門家等の研究支援を行う者、大学院生等（氏名、員数を記入することも可））の役割について
も記述してください。
なお、研究期間の途中で異動や退職等により研究環境が大きく変わる場合は、研究実施場所の確保や研究実施方法等についても
記述してください。

研 究 計 画 ・ 方 法（概要）※ 研究目的を達成するための研究計画・方法について、簡潔にまとめて記述してください。
○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
ﾌｫﾝﾄｻｲｽﾞ
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
11pt
最初にこの欄に、研究計画・方法の概要を
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
以上
○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
簡潔にまとめて記述してください。
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
※ フォントサイズ １１pt で記入すると、
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
９行程度となります。
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。
ﾌｫﾝﾄｻｲｽﾞ

破線は、消さないこと。位置を変えないこと。
（下に広げないこと。）

11pt
以上

【注】 上の欄は、研究目的を達成するための具体的な研究計画・方法について、冒頭に
その概要を簡潔にまとめて記述し、
本欄は、
「平成２７年度の計画」と「平成２８年度以降の計画」に分けて、適宜文
献を引用しつつ、焦点を絞り、具体的かつ明確に記述してください。
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ページ番号がずれないよう、
必ず右上に配置して下さい。
基盤Ｃ（一般）－４
研究計画・方法（つづき）
ﾌｫﾝﾄｻｲｽﾞ

【注】研究期間の途中で、異動や退職等により研究環境が大きく
変わる場合は、研究実施場所の確保や研究実施方法等につ
いても記述してください。

11pt
以上

書面審査での評価ポイント（４）
「審査・評価について」
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/03_shinsa/index.html （参照）

研究計画・方法の妥当性（「研究計画・方法」、「研究経費の妥当性・必要性」欄など）
□ 研究目的を達成するため、研究計画は十分練られたものになっているか。
□ 研究計画を遂行する上で、当初計画どおりに進まないときの対応など、多方面からの検
討状況は考慮されているか。
□ 研究期間や経費配分は妥当なものか
□ 研究代表者が職務として行う研究、または別に行う研究がある場合には、その研究内容
との関連性及び相違点が示されているか。
□ 公募の対象としていない以下のような研究計画に該当しないか。
（１）単に既製の研究機器の購入を目的とした研究計画
（２）他の経費で措置されるのがふさわしい大型研究装置等の製作を目的とする研究計画
（３）商品・役務の開発・販売等を直接の目的とする研究計画（商品・役務の開発・販売等
に係る市場動向調査を含む）
（４）業として行う受託研究
（「研究計画最終年度前年度の応募研究課題」のみ該当）
□ 研究計画最終年度前年度の応募研究課題については、研究が当初計画どおり順調に
推進された上で、その成果が今回再構築された研究計画に十分生かされているか。また、
今回応募された研究を推進することによって、各段の研究発展が見込まれるものである
か。

書面審査での評価ポイント（５）
研究遂行能力及び研究環境の適切性（「研究組織」、「研究計画・方法」、「研究業績」、「これ
までに受けた研究費とその成果等」、「今回の研究計画を実施するに当たっての準備状況
等」欄など）
□ これまでに受けた研究費とその研究成果を評価するとともに、これまでの研究業績等か
ら見て、研究計画に対する高い遂行能力を有していると判断できるか。
□ 複数の研究者で研究組織を構成する研究課題にあっては、組織全体としての研究遂行
能力は充分に高いか、また各研究分担者は十分大きな役割を果たすと期待されるか。
□ 研究計画の遂行に必要な研究施設・設備・研究資料等、研究環境は整っているか。
□ 研究課題の成果を社会・国民に発信する方法は考慮されているか。
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ページ番号がずれないよう、
必ず右上に配置して下さい。
基盤Ｃ（一般）－５
今回の研究計画を実施するに当たっての準備状況及び研究成果を社会・国民に発信する方法
本欄には、次の点について、焦点を絞り、具体的かつ明確に記述してください。
① 本研究を実施するために使用する研究施設・設備・研究資料等、現在の研究環境の状況
② 研究分担者がいる場合には、その者との連絡調整状況など、研究着手に向けての状況（連携研究者及び研究協力者がいる場
合についても必要に応じて記述してください。）
③ 本研究の研究成果を社会・国民に発信する方法等

ﾌｫﾝﾄｻｲｽﾞ

①～③の点について、
具体的かつ明確に記述して下さい。

11pt
以上

書面審査での評価ポイント（５）を参照のこと。
「審査・評価について」
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/03_shinsa/index.html （参照）

研究計画最終年度前年度の応募を行う場合の記入事項（該当者は必ず記入してください（公募要領１９頁参照））
※該当しない場合は記入欄を削除することなく、空欄のまま提出すること。
本欄には、研究代表者として行っている平成 27 年度が最終年度に当たる継続研究課題の当初研究計画、その研究によって得られ
た新たな知見等の研究成果を記述するとともに、当該研究の進展を踏まえ今回再構築して本研究を応募する理由（研究の展開状況、
経費の必要性等）を記述してください（なお、本欄に記述する継続研究課題の研究成果等は、基盤Ｃ（一般）－８の「これまでに
受けた研究費とその成果等」欄に記述しないでください。）
。

研究種目名

課題番号

研

究

課

題

名

研究期間
平成 年度～
平成 27 年度

当初研究計画及び研究成果等
ﾌｫﾝﾄｻｲｽﾞ

この欄は、該当する場合のみ記入してください。
該当がない場合でも、記入欄を削除することなく、
空欄のまま提出すること。

11pt
以上

・最終年度前年度応募が可能となるのは、研究期間が 4 年以上で、平成 27
年度が研究期間の最終年度に該当する研究課題（継続課題）です。

応募する理由

・最終年度前年度に新たに応募することができる研究種目は、「特別推進研
究」、「基盤研究（基盤研究Ｂ・Ｃの特設分野研究を除く。）」です。
ただし、
「若手研究（Ａ・Ｂ）」の研究課題を基に、新たに応募することが
できる研究種目は、「基盤研究」のみとなるので留意してください。
・最終年度前年度応募により採択された場合、その基となった継続課題の平
成２７年度分の科研費は原則として交付しません。交付した場合であって
も全学返還することとなりますので、新規応募課題の経費にはあらかじめ
当該継続課題の実施に必要な経費の一部を含めて計上してください。
・研究代表者は、当該継続課題の研究成果報告書を提出しなければなりませ
ん。（提出期限は平成２８年６月３０日）
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基盤Ｃ（一般）－６
研究業績
本欄には、研究代表者及び研究分担者がこれまでに発表した論文、著書、産業財産権、招待講演のうち、本研究に関連する重要な
ものを選定し、現在から順に発表年次を過去にさかのぼり、発表年（暦年）毎に線を引いて区別（線は移動可）し、通し番号を付し
て記入してください。なお、学術誌へ投稿中の論文を記入する場合は、掲載が決定しているものに限ります。
また、必要に応じて、連携研究者の研究業績についても記入することができます。記入する場合には、二重線を引いて区別（二重
線は移動可）し、現在から順に発表年次を過去にさかのぼり記入してください（発表年毎に線を引く必要はありません。）
。
なお、研究業績については、主に 2010 年以降の業績を中心に記入してください。それ以前の業績であっても本研究に深く関わる
ものや今までに発表した主要な論文等（10 件以内）を記入しても構いません。
① 例えば発表論文の場合、論文名、著者名、掲載誌名、査読の有無、巻、最初と最後の頁、発表年（西暦）について記入してく
ださい。
② 以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。著者名が多数にわたる場合は、主な著者を数名記入し以下
を省略（省略する場合、その員数と、掲載されている順番を○番目と記入）しても可。なお、研究代表者には二重下線、研究分
担者には一重下線、連携研究者には点線の下線を付してください。

2014 以降

１．「横浜市立大学産学連携の手引き」
横浜市郎、産学太郎、金沢瀬戸子、
（他 4 名、1 番目）
産学連携学会誌、3 巻 1-10 査読有（２０１４）

ﾌｫﾝﾄｻｲｽﾞ

指定
無し

．．．
研究代表者は 二重下線

２．「横浜市立大学科研費の手引き」
東京一郎、産学太郎、福浦三郎、
（他 8 名、2 番目） 学術誌への投稿中の論文
科研費学会誌、10 巻 120-125 査読有（２０１４） を記入する場合は、
．．．
掲載が決定しているもの
研究分担者は 一重下線
に限ります。
．．
連携研究者は 点線の下線
2013

研究代表者･分担者
欄全体で 通し番号
を付番してくださ
い。

３．「横浜市立大学科研費のすすめ」
横浜市郎、産学太郎、鶴見四郎、埼玉五郎、
（他 3 名、1 番目）
科研費学会誌、77 号 111-112 査読有（２０１３）
この線は、移動可。
４．「日本の産学連携の取り組み」
※ 線を移動する際には、
横浜市郎
次ページの先頭が、
科研費学会誌、76 号 1-10 査読無（２０１３）
ズレ込まないよう
５．「横浜市立大学ヨッチー史」
調整してください。
産学太郎、金沢瀬戸子、
（他 3 名、1 番目）
市大研究会季刊誌、50 号 95-120 査読有（２０１３）
６．「ドラッグストアとレンタルヨッチー」
鶴見四朗、産学太郎、
（他 2 名、1 番目）
▲▲ジャーナル、403 号、30-45、査読無（２０１３）

2012

７．「マスコット産業～熱気と重みの狭間で～」
横浜市郎、金沢瀬戸子、
（他 7 名）
鳥浜同門会誌 787 号 233-254 査読無（２０１１）

この線は、移動可。

８．「大学のイメージキャラクター戦略―横浜市大ヨッチーを事例に」
横浜市郎、浦舟南、末広鶴美（他 5 名、1 番目）
○○学会誌 1034 号 77-177 査読有（２０１１）

例えば、発表論文の場合、
①論文名 ②著者名 ③掲載誌名 ④巻 ⑤最初と最後の頁
⑥査読の有無 ⑦発表年（西暦）の７項目を必ず記入。
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ページ番号がずれないよう、
必ず右上に配置して下さい。
基盤Ｃ（一般）－７
研

究

業

2011

績（つづき）
９．「ヨッチーの誕生と東京オリンピックの行方」
横浜市郎
■□産学研究学会誌 3 号 45-55 査読有（２０１０）

2010

10．「大学と地域の連携―ヨッチーのコラボレーションを事例に」
横浜市郎、産学太郎、福浦三郎（他 4 名、1 番目）
■△産学研究学会誌 32 号 103-109 査読有（２０１０）

2009 以前

11．「横浜市立大学イメージキャラクター選考史 50 年」
横浜市郎、産学太郎、末広鶴美
○○研究会季刊誌 100 号 43-77 査読有（２００９）

ﾌｫﾝﾄｻｲｽﾞ

指定
無し

★今年度の変更点
基盤Ａ・Ｂ・Ｃ、特別推進研究の研究種目において、最近５ヵ年間の業績という制限を
緩和されました。そのため 2009 年以前の業績あっても本研究に深くかかわるものや今まで
に発表した主要な論文等（10 件以内）を記入しても構いません。

二重線以降は、
「連携研究者欄」

連携研究者欄内
での 通し番号
を付してくださ
い。

「連携研究者」 の欄は、二重線で区別し、
研究代表者及び研究分担者の業績を記入した後に欄を設けてください。
（二重線は移動可。また、該当がない場合には削除してもかまいません。）

１．「地域の中の大学イメージ形成―イメージキャラクターはどのように活用され
るのか」
福浦三郎、金沢瀬戸子（他 6 名、1 番目）
□□研究学会誌 29 号、123-133 査読有（２０１３）
２．
「なぜヨッチーは市大のキャラクターとなり得たのか」
福浦三郎
横浜ジャーナル 23 巻 1-133 査読有 （２０１２）
．．
連携研究者は 点線の下線

・

研究種目によっては、最近５カ年間の業績に限定している場合と、そうでない
場合がありますので、様式の指示書等を確認しながら作成してください。

・

研究代表者及び研究分担者の業績が次頁以降にわたる場合はその後に連
携研究者の業績記入欄を設けてください。

・

同一の論文等を研究代表者、研究分担者、連携研究者で共同執筆している
場合は、それぞれの業績として別々に記入するのではなく、いずれか一人の
ところにのみ記入するようにしてください。

・

連携研究者の業績についても記述してください。
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ページ番号がずれないよう、
必ず右上に配置して下さい。
基盤Ｃ（一般）－８
これまでに受けた研究費とその成果等
本欄には、研究代表者及び研究分担者がこれまでに受けた研究費（科研費、所属研究機関より措置された研究費、府省・地方公
共団体・研究助成法人・民間企業等からの研究費等。なお、現在受けている研究費も含む。
）による研究成果等のうち、本研究の立
案に生かされているものを選定し、科研費とそれ以外の研究費に分けて、次の点に留意し記述してください。
① それぞれの研究費毎に、研究種目名（科研費以外の研究費については資金制度名）、期間（年度）、研究課題名、研究代表者
又は研究分担者の別、研究経費（直接経費）を記入の上、研究成果及び中間・事後評価（当該研究費の配分機関が行うものに
限る。）結果を簡潔に記述してください（平成２５年度又は平成２６年度の科研費の研究進捗評価結果がある場合には、基盤
Ｃ（一般）－９「研究計画と研究進捗評価を受けた研究課題の関連性」欄に記述してください。）。
② 科研費とそれ以外の研究費は線を引いて区別して記述してください。
ﾌｫﾝﾄｻｲｽﾞ

① これまでに受けた科研費

11pt
以上

基盤研究 S、平成 23～26 年度、課題名「インフルエンザウィルスの地域的取り組みの対策」、
研究代表者：横浜市郎、研究分担者：産学太郎、79,200 千円
本研究は、○○○○○を目的とし、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○という結果を得た。

② 科研費以外の研究費
１． 産学官連携イノベーション創出事業費補助金（独創的革新技術開発研究提案公募制度）
、
「神奈川県内の大学と企業の産学連携に関する取組みについて」
、
研究分担者：横浜市郎（研究代表者：▲▲▲▲）、平成 22 年度、2,000 千円
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
２． 財団法人×××財団（××財団研究助成）
、
「公立大学のイメージキャラクター戦略」
、研究代
表者：鶴見四朗、平成 23 年度、
1,000 千円
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

※「科研費 」と 「それ以外の研究費」 に、線を引いて、分けて記述してください。

①
②
③
④
⑤

研究種目名（科研費以外の研究費については資金制度名）
期間（年度）
研究課題名
研究代表者又は研究分担者の別
研究経費（直接経費）

を記入の上、研究成果及び中間・事後評価結果を簡潔に記述してください。
□特に必要であれば、今回応募する研究課題の研究代表者または研究分担者
が、他の研究課題の研究分担者として参画したものについて記述しても構いま
せん。
□平成 19 年度以前の科研費において研究費の配分を受けないで研究分担者とし
て参画したものについて記述しても構いません。

該当しない場合は、
「該当しない」等、記述してください。
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ページ番号がずれないよう、
必ず右上に配置して下さい。
基盤Ｃ（一般）－９
研究計画と研究進捗評価を受けた研究課題の関連性
・本欄には、本応募の研究代表者が、平成２５年度又は平成２６年度に、「特別推進研究」、「基盤研究（Ｓ）」、又は「若手研
究（Ｓ）」の研究代表者として、研究進捗評価を受けた場合に記述してください。
・本欄には、研究計画と研究進捗評価を受けた研究課題の関連性（どのような関係にあるのか、研究進捗評価を受けた研究を具
体的にどのように発展させるのか等）について記述してください。

ﾌｫﾝﾄｻｲｽﾞ

11pt
以上

書面審査での評価ポイント（６）
「審査・評価について」
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/03_shinsa/index.html （参照）

研究計画と研究進捗評価を受けた研究課題の関連性（「研究計画と研究進捗評価
を受けた研究課題の関連性」欄及び「平成２５年度又は平成２６年度研究進捗評
価結果表」）（該当する研究課題のみ）
□ 研究進捗評価結果を踏まえ、更に発展することが期待できるものとなっている
か。
※研究進捗評価
特別推進研究、基盤研究（S）、学術創成研究費において、研究課題の進捗状
況を把握し、当該研究のその後の発展に資することを目的として、研究期間が 4
年以上の研究課題については最終年度の前年度に実施される（研究期間が 3
年の研究課題については最終年度に実施）。なお、平成 19 年度から公募を開始
した若手研究（S）については、平成 22 年度以降に初めて研究進捗評価を受け
た。

本欄には、本応募の研究代表者が、平成２５年度又は平成２６年度に、
「特別推進研究」、「基盤研究（Ｓ）」、又は「若手研究（Ｓ）」の研究代表者として、
研究進捗評価を受けた場合のみ記述してください。

該当しない場合は、
「該当しない」等、記述してください。
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ページ番号がずれないよう、
必ず右上に配置して下さい。
基盤Ｃ（一般）－１０
人権の保護及び法令等の遵守への対応（公募要領４頁参照）
本欄には、研究計画を遂行するに当たって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研
究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究など法令等に基づく手続が必要な研究が含まれている場合に、どのような
対策と措置を講じるのか記述してください。
例えば、個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査、提供を受けた試料の使用、ヒト遺伝子解析研究、組換えＤＮＡ実
験、動物実験など、研究機関内外の倫理委員会等における承認手続が必要となる調査・研究・実験などが対象となります。
なお、該当しない場合には、その旨記述してください。

該当しない場合は、空欄では
なく、必ず「該当しない」等、記
述してください。

ﾌｫﾝﾄｻｲｽﾞ

11pt
以上

書面審査での評価ポイント（７）

「研究計画・方法（概要）」欄に記述した内容と照
らして記述してください。
研究計画を遂行するにあたって「人権の保護及
び法令等の遵守への対応」でどのような対策と
措置を講じるのかを詳細に記述すること。（指示
書きのケースは例示列挙であることに注意）

「審査・評価について」http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/03_shinsa/index.html （参照）
人権の保護及び法令等の遵守を必要とする研究課題の適切性（「人権の保護及び法令等の遵
守への対応」欄）
□ 相手方の同意・協力を必要とする研究計画、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究計画、生
命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究など法令等に基づく手続きが必要な研究計画につい
ては、所要の手続き、対策が講じられているか。
□ 個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査、患者から提供を受けた試料の使用、ヒト遺伝子解
析研究、組換えＤＮＡ実験、動物実験など、研究期間内外の倫理委員会等における承認手続きが必要と
なる調査・研究・実験を含む研究課題にあっては、法令に従い、所定の手続き・対策が講じられているか。

研究経費の妥当性・必要性
本欄には、
「研究計画・方法」欄で述べた研究規模、研究体制等を踏まえ、次頁以降に記入する研究経費の妥当性・必要性・積算
根拠について記述してください。また、研究計画のいずれかの年度において、各費目（設備備品費、旅費、人件費・謝金）が全体
の研究経費の９０％を超える場合及びその他の費目で、特に大きな割合を占める経費がある場合には、当該経費の必要性（内訳等）
を記述してください。
ﾌｫﾝﾄｻｲｽﾞ

11pt
以上

※この欄は必ず記述してください。

書面審査での評価ポイント（８）
研究経費の妥当性（「研究経費の妥当性・必要性」欄など）
□ 研究経費の内容は妥当であり、有効に使用されることが見込まれるか。
□ 設備備品の購入経費等は研究計画遂行上真に必要なものが計上されているか。
□ 研究設備の購入経費、旅費又は謝金等のいずれかの経費が９０％を超えて計上されている
場合には、研究計画遂行上有効に使用されていることが見込まれるか。
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ページ番号がずれないよう、
必ず右上に配置して下さい。
基盤Ｃ（一般）－１１
（金額単位：千円）
設備備品費の明細

消耗品費の明細

記入に当たっては、基盤研究（Ｃ）（一般）研究計画調書作成・記入要領を
参照してください。

記入に当たっては、基盤研究（Ｃ）
（一般）研究計画調
書作成・記入要領を参照してください。

年度
２７

品名・仕様
（数量×単価）
（設置機関）
○○システム
（～～社製 型番 00-00） 一式
（内訳）
・〇×装置
・□△〇器
・モニタ用 PC
横浜市立大学

金

額

品

額
300

金額単位は千円です
○△○△

80

☆●☆●

計
△△式□□検出器
（～～社製 型番 AB-01）
横浜市立大学

金

1,000 ○○○○

20
年度ごとに区切り線
「計」を記入

設置機関名を必ず記入

２８

名

1,000

計

400

500 ■●□○

200

△○△○

100

1台

□□装置
（～～社製 型番 A909）2 台×@250
横浜市立大学、○○大学

500

計

「消耗品」の欄なので、
検査委託等は「その他」欄へ記入

1,000

２９

計
□□□□

300
300

数量×単価を記入

年度ごとに合計額を記入
計

0

計

300

該当年度なしの年度でも
「計」と０を記入
３０

※ 耐用年数が 1 年未満または
単価が 100 千円未満の物品は
消耗品 欄に計上してください。

３１

【明細表の作成ポイント！】
○ 金額は、検算 してから記入。
○ 単位は千円で、整数で記入。
○ 金額は、3 桁ごとに「コンマ」を必ず打ちます。（例:×1000→〇1,000 ）
○ 研究計画調書 1 ページ目の研究経費の内訳と一致するか確認。
※ この欄を修正した場合は、科研費電子申請システムで入力する研
究経費の金額も修正してください。例年、修正漏れが多く発生していま
す。）
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ページ番号がずれないよう、
必ず右上に配置して下さい。
基盤Ｃ（一般）－１２
（金額単位：千円）
旅費等の明細 記入に当たっては、基盤研究（Ｃ）（一般）研究計画調書作成・記入要領を参照してください。
国内旅費
外国旅費
人件費・謝金
そ の 他
年度
事 項
金額
事 項
金額
事 項
金額
事 項
金額
２７ 打合せ
70
△△実験補助
200 ～～分析委託
20
○○大学
5 人×8 日
金額単位は
2 日間×2 回
千円です。

２７

△△実験
☆★研究所
4 日間

230

計
資料収集
○○研究集会
4 日間

300
100

翻訳・校閲謝金
3回

２８

学会発表
日本○○学会
3 日間

検査委託等は
「その他」に記入

年度ごとに区切り線
「計」を記入
計
学会発表
ロンドン
7 日間

0
600

【外国の場合】
①都市名 と ②予定日数 を記入

計

100

100

計
△△実験補助
5 人×8 日

300
200

人材派遣
1 人×12 ヶ月

100

計
機器修理費用

20
100

雇用人数×勤務日数を記入

計

600

計

300

100

計
文献複写費

100
130

【国内の場合】
①学会名 と ②予定日数 を記入

計

100

計

0

計

0

計

文科省 科研費における 費目「その他」について
費目「その他」については、設備備品費、消耗品費、旅費、人
件費・謝金のほかに当該研究を遂行するための経費が「その他」
科目に該当します。
具体的には、
「研究計画調書作成・記入要領」に例示を示して
おりますが、例示以外のものでも該当するものについて記入す
ることができます。

科研費で翻訳・校閲等を依頼する場合、
依頼先によって、費目が異なります。
個人へ依頼する場合：人件費・謝金に計上
業者へ依頼する場合：その他に計上
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130

パターン①
研究代表者 １人の場合の記入方法
研究代表者のみ作成・添付

ページ番号がずれないよう、
必ず右上に配置して下さい。
基盤Ｃ（一般）－１３

研究費の応募・受入等の状況・エフォート
本欄は、第２段審査（合議審査）において、
「研究資金の不合理な重複や過度の集中にならず、研究課題が十分に遂行し得るかど
うか」を判断する際に参照するところですので、本人が受け入れ自ら使用する研究費を正しく記載していただく必要があります。
本応募課題の研究代表者の応募時点における、
（１）応募中の研究費、
（２）受入予定の研究費、
（３）その他の活動について、次
の点に留意し記入してください。なお、複数の研究費を記入する場合は、線を引いて区別して記入してください。具体的な記載方
法等については、研究計画調書作成・記入要領を確認してください。
① 「エフォート」欄には、年間の全仕事時間を１００％とした場合、そのうち当該研究の実施等に必要となる時間の配分率（％）
を記入してください。
② 「応募中の研究費」欄の先頭には、本応募研究課題を記入してください。
③ 科研費の「新学術領域研究（研究領域提案型）
」にあっては、「計画研究」、
「公募研究」の別を記入してください。
④ 所属研究機関内で競争的に配分される研究費についても記入してください。

連携研究者として参画するものは記入不要。

（１）応募中の研究費

資金制度・研究費名（研究期 研究課題名（研究代表者氏名） 役 割
(代表・
間・配分機関等名）

平成 27 年度
の研究経費

分担の

(期 間 全 体 の 額 )

別)

エ フ
ォ ー
ト(%)

(千円)

【本応募研究課題】
基盤研究（Ｃ）
（一般）横浜市立大学におけ 代表
（H27～H29 ）
る産学連携の推進

上段の金額には、

研究内容の相違点及び他の研究費に加
えて本応募研究課題に応募する理由
(科研費の研究代表者の場合は、研究期間全
体の受入額を記入すること)

本応募研究課題について
は、総額のみ記入します。
2,020
(4,950)

20
（総額

4,950 千円）

平成２７年度に 本応募者（研究代表者）が、
使用する直接経費の額を記入する。

下段の金額には、
カッコ書きで、研究期間全体で受け入れ 自らが
使用する直接経費の総額（予定額）を記入する。

研究分担者がいない場合は、
研究分担者がいない場合は、
両方とも同じ金額を記入。

両方とも同じ金額を記入します。

新学術領域研究（研 神奈川県における産 代表
究領域提案型）公募 学連携
研究（H27～H28）
新学術領域研究（研究領域提案型）の場
合には、計画研究、公募研究の別を記入。

本申請課題と・・・という点
で、研究目的が異なる。
2,000
(4,000)

20
（総額 4,000 千円）
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パターン② 研究分担者
研究代表者のみ作成・添付

がいる場合の記入方法

ページ番号がずれないよう、
必ず右上に配置して下さい。
基盤Ｃ（一般）－１３

研究費の応募・受入等の状況・エフォート
本欄は、第２段審査（合議審査）において、
「研究資金の不合理な重複や過度の集中にならず、研究課題が十分に遂行し得るかど
上段の金額には、

うか」を判断する際に参照するところですので、本人が受け入れ自ら使用する研究費を正しく記載していただく必要があります。
（１）応募中の研究費、
（２）受入予定の研究費、
（３）その他の活動について、次
平成本応募課題の研究代表者の応募時点における、
27 年度に本応募者（研究代表者）が使用する
の点に留意し記入してください。なお、複数の研究費を記入する場合は、線を引いて区別して記入してください。具体的な記載方
直接経費の額を記入する。
法等については、研究計画調書作成・記入要領を確認してください。
※ ただし、研究分担者に配分予定の平成
27 年度
① 「エフォート」欄には、年間の全仕事時間を１００％とした場合、そのうち当該研究の実施等に必要となる時間の配分率（％）
を記入してください。
直接経費の金額は含めません。
② 「応募中の研究費」欄の先頭には、本応募研究課題を記入してください。
③ 科研費の「新学術領域研究（研究領域提案型）
」にあっては、「計画研究」、
「公募研究」の別を記入してください。
④ 所属研究機関内で競争的に配分される研究費についても記入してください。
※分担金として、分担者に配分する研究費の額は

含みません。研究計画書(2P)の応募者の研究経
費と一致します。（金額単位は千円）
資金制度・研究費名（研究期 研究課題名（研究代表者氏名） 役 割

（１）応募中の研究費

間・配分機関等名）

(代表・
分担の
別)

平成 27 年度
の研究経費
(期 間 全 体 の 額 )
(千円)

【本応募研究課題】
基盤研究（Ｃ）
（一般）横浜市立大学におけ 代表
る産学連携の推進
（H27～H29 ）

カッコ書きで、研究期間全体で研究代表者の
自らが使用する直接経費の総額（予定額）を
記入する。
※ ただし、研究分担者に配分予定の研究期間
全体の直接経費の金額は含めません。

応募者（研究代表者）のみの研究期間全体 (例えば H27～29 年
度)の研究費の金額。
・ 研究組織内の分担者の研究費は含みません。
・ 他者がいる場合は、27 年度以降分の応募者のみの研究費
の積算は無いので、おおよその金額で記入してください。
・ 他者がいない場合には、右の総額と一致します。

（H28）
直接経費:2,400
（H29）
直接経費:

530

（配分内訳 単位：千円）
研究代表者 : 1,020 ㋐
研究分担者計 : 1,000
研究代表者 : 1,500 ㋑
研究分担者計 :
900
研究代表者 :
研究分担者計 :

330 ㋒
200

の場合には、
研究期間（３年間）で研究代表者が受入れる分は、
1,020
←㋐ H26 年度の代表者受入分
(2,850)
←㋐+㋑+㋒ 研究期間(3 年間)の代表者受入分
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(科研費の研究代表者の場合は、研究期間全
体の受入額を記入すること)

20

（総額

4,950 千円）

研究分担者がいる場合は、
記入する金額が異なります。
「総額」の金額の意味とは？

「カッコ内の金額」の意味とは？

例えば、
（科研費：3 年間）
（H27）
直接経費:2,020

研究内容の相違点及び他の研究費に加
えて本応募研究課題に応募する理由

研究期間全体の直接経費の額を記入。
（代表者使用予定額＋分担者使用予定額）
1,020
(2,850)

下段の金額には、

エ フ
ォ ー
ト(%)

応募者（研究代表者）及び分担者を含む
研究組織全員の研究期間全体(例えば
H27～29 年度)の研究費。
・分担者を含む全員なので、研究計画書
(1P)の総計欄と一致します。
・「研究内容の相違点及び他の研究費に
加えて本応募研究課題に応募する理由」
欄に、
（１）科学研究費助成事業の研究代表者で
ある場合は、研究期間全体の直接経費の
総額を記入。

ページ番号がずれないよう、
必ず右上に配置して下さい。

パターン③ 応募者が、別の課題に研究分担者と
研究代表者のみ作成・添付
して申請している場合の記入方法

基盤Ｃ（一般）－１３

研究費の応募・受入等の状況・エフォート
本欄は、第２段審査（合議審査）において、
「研究資金の不合理な重複や過度の集中にならず、研究課題が十分に遂行し得るかど
うか」を判断する際に参照するところですので、本人が受け入れ自ら使用する研究費を正しく記載していただく必要があります。
本応募課題の研究代表者の応募時点における、（１）応募中の研究費、（２）受入予定の研究費、（３）その他の活動について、
次の点に留意し記入してください。なお、複数の研究費を記入する場合は、線を引いて区別して記入してください。具体的な記載
方法等については、研究計画調書作成・記入要領を確認してください。
連携研究者として
① 「エフォート」欄には、年間の全仕事時間を１００％とした場合、そのうち当該研究の実施等に必要となる時間の配分率（％）
参画するものは記
を記入してください。
② 「応募中の研究費」欄の先頭には、本応募研究課題を記入してください。
入不要。
③ 科研費の「新学術領域研究（研究領域提案型）
」にあっては、「計画研究」、
「公募研究」の別を記入してください。
④ 所属研究機関内で競争的に配分される研究費についても記入してください。

（１）応募中の研究費
資金制度・研究費名（研究期 研究課題名（研究代表者氏名） 役 割
(代表・
間・配分機関等名）

平成 27 年度
の研究経費

分担の

(期 間 全 体 の 額 )

別)

---------

-------------

○○プロジェクト
（H27～H31）

神奈川県における地 分担
域と大学の連携
（産学 太郎）

研究分担者とし参画し
ている場合、（ ）書き
で研究代表者の氏名を
記入。

代表

研究分担者の場合、上段の金額には、
平成２７年度に本人が受け入れ自ら使用する
「分担金」の額（予定額）を記入する。

エ フ
ォ ー
ト(%)

研究内容の相違点及び他の研究費に加
えて本応募研究課題に応募する理由

-------

-------------

(千円)

-----

(科研費の研究代表者の場合は、研究期間全
体の受入額を記入すること)

▼▼▼という点で、本申請課
題と異なり、当該研究課題で
は■■■を目的とする。

500

5

(1,500)
（総額○○千円）

研究分担者の場合、下段の金額には、
カッコ書きで、研究期間全体で 受け入れ自らが使
用する「分担金」の総額（予定額）を記入する。

分担者の場合や科研費以外の
事業では、
「総額」については記入する必
要はありません。
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ページ番号がずれないよう、
必ず右上に配置して下さい。

研究代表者のみ作成・添付

基盤Ｃ（一般）－１４
研究費の応募・受入等の状況・エフォート（つづき）

（２）受入予定の研究費
資金制度・研究費名（研究期 研究課題名（研究代表者氏名） 役 割
(代表・
間・配分機関等名）

平成 27 年度
の研究経費

分担の

(期 間 全 体 の 額 )

別)

新学術領域研究
（○○○○型）
（●●研究）
（H□～H■）

△△△に関する研究

(千円)

代表

1,000
(4,000)

戦略的研究推進費
■■■に関する研究 分担
（H26～H28）
（産学太郎）
（横浜市立大学内公
募資金）
研究分担者として参画し

1,500
(4,000)

ている場合は、（ ）書き
で研究代表者の氏名を
記入。

エ フ
ォ ー
ト(%)

研究内容の相違点及び他の研究費に加
えて本応募研究課題に応募する理由
(科研費の研究代表者の場合は、研究期間
全体の受入額を記入すること)

10 ×××という点で、本申請
課題とは異なり、当該研究
課題では〇〇〇を目的とす
る。
（総額 20,000 千円）
5 ※※※という点で、本申請
課題とは異なり、当該研究
課題では△〇△を目的とす
る。

応募時点で平成 27 年度
の正確な配分額が分か
らない場合も、おおよそ
の金額を記入。

学内公募資金（戦略的
研究推進費など）は
当該資金の内容が分
かるように記入。

研究内容の相違点及
び他の研究費に加え
て応募する理由につ
いて簡潔に必ず記述
してください。

エフォート
専任教員の場合は、学生への教育等の活動があるので 50%以下でお願いいたします。
また、特任教員や博士研究員(特に国プロで雇用)については、雇用財源の研究課題が
本来のミッションですので、20%以下程度でお願い致します。

【特別研究員奨励費の場合】
「種目名」、「研究期間」に加え、「採用年度」、「課題番号」もあわせて記入して下さい。
（例）特別研究員奨励費（H26～H28） 平成 26 年度採用 ２６・７８９０
※研究経費の欄には、研究奨励金は含めないでください。

基礎研究費や教育活動などのエフォートはここに記入。
また、他の研究者の科研費の連携研究者として参加す
る場合のエフォートはこの欄に含めます。

（１）（２）（３）を合計して
100% と な る よ う に し て く
ださい。

（３）その他の活動
上記の応募中及び受入予定の研究費による研究活動以外の職務として行う
研究活動や教育活動等のエフォートを記入してください。

合

計

上記(１)、(２)、(３)のエフォートの合計
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30
100
(%)
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【学内締切：10月24日(金)】
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䐟᪥ᮏᏛ⾡⯆⛉◊㈝䝖䝑䝥䝨䞊䝆䛾䠷㟁Ꮚ⏦ㄳ䛾䛤ෆ䠹
䜢䜽䝸䝑䜽䛧䜎䛩䚹㻌

ᛂເ⪅
ᶵ㛵ᢸᙜ⪅
ඹ㏻

10

䠏䠊᧯సᡭᘬ䛝➼䛾ධᡭ᪉ἲ䛻䛴䛔䛶䠄䠎䠅㻌
䐠䠷䠷⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ䠹䜢䜽䝸䝑䜽䛧䜎䛩䚹㻌
Ꮫ◊
◊✲㈝
㈝ຓᡂᴗ䠹䜢䜽䝸䝑䜽䛧䜎䛩

ᛂເ⪅
ᶵ㛵ᢸᙜ⪅
ඹ㏻

11

41

䠏䠊᧯సᡭᘬ䛝➼䛾ධᡭ᪉ἲ䛻䛴䛔䛶䠄䠏䠅㻌
䐡⛉◊㈝㟁Ꮚ⏦ㄳ䝅䝇䝔䝮䛾䝖䝑䝥䝨䞊䝆䛜⾲♧䛥䜜䜎䛩䛾䛷䚸㻌
Ꮚ⏦ㄳ䝅䝇䝔䝮䛾䝖䝑䝥䝨䞊䝆䛜⾲♧䛥䜜䜎䛩䛾䛷
Ꮚ⏦ㄳ
䠷◊✲⪅䛾᪉ྥ䛡ሗ䠹䜎䛯䛿䠷
䠷ᡤᒓ◊✲ᶵ㛵ᢸᙜ⪅ྥ䛡ሗ䠹䜢䜽䝸
䝑䜽䛧䜎䛩䚹㻌

ᛂເ⪅
ᶵ㛵ᢸᙜ⪅
ඹ㏻

12

䠏䠊᧯సᡭᘬ䛝➼䛾ධᡭ᪉ἲ䛻䛴䛔䛶䠄䠐䠅㻌
◊✲⪅ྥ䛡䚸ᡤᒓ◊✲ᶵ㛵ᢸᙜ⪅ྥ䛡䛾䛭䜜䛮䜜䛾᧯సᡭᘬ䛝➼䛾ሗ䛜ᥖ㍕䛧
䛶䛒䜚䜎䛩䚹
ᛂເ⪅
ᶵ㛵ᢸᙜ⪅
ඹ㏻

13

42

䠑䠊ᛂເ⪅䛜⾜䛖ᡭ⥆䛝䛻䛴䛔䛶䠄䠍䠅㻌
᪉ἲ
䠄䠍䠅䝻䜾䜲䞁᪉ἲ㻌
䐟⛉◊㈝㟁Ꮚ⏦ㄳ䝅䝇䝔䝮䛾䝖䝑䝥䝨䞊䝆䛾◊✲⪅⏝䛾㼇㼇䝻䜾䜲䞁㼉䜢䜽䝸䝑䜽䛧䜎䛩䚹㻌
ᛂເ⪅

21

䠑䠊ᛂເ⪅䛜⾜䛖ᡭ⥆䛝䛻䛴䛔䛶䠄䠎䠅㻌
䐠䛂ᛂເ⪅䝻䜾䜲䞁䛃⏬㠃䛜⾲♧䛥䜜䜎䛩䚹㻌
䜾䜲䞁 ⏬㠃䛜⾲♧䛥䜜䜎䛩
䛂㻵㻰䛃䚸䛂䛂䝟䝇䝽䞊䝗䛃䜢ධຊ䛧䚸䠷
䠷䝻䜾䜲䞁䠹䜢䜽䝸䝑䜽䛧䜎䛩䚹㻌
㻌 㼑㻙㻾㼍㼐䛾䛂
ᛂເ⪅

䠄ὀ䠅ᩥᏐ䞉ᑠᩥᏐ䞉ゅ䞉༙ゅ䛻䛴䛔䛶୍⮴䛧䛺䛔䛸䝻䜾䜲䞁䛷䛝䜎䛫䜣䚹
㻌 㻌 㻌 ◊✲⪅⏝䛾e-Rad䛾ID䛸䝟䝇䝽䞊䝗䛿䚸◊✲ᶵ㛵䛾ᢸᙜ⪅䛜e-Rad䛷Ⓨ⾜䛩䜛䜒䛾䛷
䛩䚹ᛂເ⪅䛜ID䞉䝟䝇䝽䞊䝗䜢⣮ኻ䛧䛯ሙྜ䛿䚸ྛ◊✲ᶵ㛵䛻䛚䛔䛶䚸☜ㄆ䞉Ⓨ⾜䜢⾜䛳
䛶䛟䛰䛥䛔䚹

22

43

䠑䠊ᛂເ⪅䛜⾜䛖ᡭ⥆䛝䛻䛴䛔䛶䠄䠑䠅㻌
䠄䠎䠅ᛂເෆᐜ䝣䜯䜲䝹䛾䝎䜴䞁䝻䞊䝗
䜲
䝎䜴
䝗
䐟䛂ᛂເ⪅ྥ䛡䛃䝯䝙䝳䞊⏬㠃䛛䜙䚸ᛂເ䛧䛯䛔◊✲✀┠䜢䜽䝸䝑䜽䛧䜎䛩䚹㻌
㻌 䛣䛣䛷䛿䚸ᇶ┙◊✲䠄䠟䠅䠄୍⯡䠅䛻ᛂເ䛩䜛ሙྜ䜢♧䛧䜎䛩䚹

ᛂເ⪅

䐠ᛂເ䛩䜛◊✲✀┠䛾ᛂເෆᐜ䝣䜯䜲䝹䜢䝸䞁䜽ඛ䛛䜙䝎䜴䞁䝻䞊䝗䛧䜎䛩䚹

25

䠑䠊ᛂເ⪅䛜⾜䛖ᡭ⥆䛝䛻䛴䛔䛶䠄䠒䠅㻌
䠄䠏䠅◊✲ィ⏬ㄪ᭩䛾సᡂ
᭩䛾సᡂ
㻌

䐟ᛂເ䛩䜛◊✲✀┠䛾䠷
䠷ᛂເሗධຊ䠹䜢䜽䝸䝑䜽䛧䜎䛩䚹

ᛂເ⪅

䐠㔜」ᛂເ䛻㛵䛩䜛ὀព᭩䛝䛜⾲♧䛥䜜䜎䛩䚹ෆᐜ䜢☜ㄆ䛧䛶䠷䠫䠧䠹䜢䜽䝸䝑䜽䛧䜎䛩䚹

44

26

䠑䠊ᛂເ⪅䛜⾜䛖ᡭ⥆䛝䛻䛴䛔䛶䠄䠓䠅㻌
ຊ⏬㠃࣓ ࢪ ᛂເሗ㸸ࠕ᪂つ࣭⥅⥆༊ศࠖ㹼
ᛂເ⪅⏝ࡢධຊ⏬㠃࣓࣮ࢪ
ᛂເሗ㸸ࠕ᪂つ࣭⥅⥆༊ศࠖ㹼ࠕ◊✲ㄢ㢟ྡࠖ
ᛂເ⪅

㺀㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒㺁ࡣࠊ
㛗㛫᧯సࡀ⾜ࢃࢀ࡞
࠸ሙྜࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵ
ࢺࡽࡢ᥋⥆ࢆ⮬ືⓗ
ษ᩿ࡋࡲࡍࠋ
ࡑࢀࡲ࡛ධຊࡋ࡚࠸ࡓ
ࢹ࣮ࢱࡀᾘ࠼࡚ࡋࡲ࠺
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ
ධຊࡀ㛗㛫ࢃࡓࡿ
ሙྜࡣࠊ㺀୍ಖᏑ㺁࣎
ࢱࣥࢆᢲࡋ࡚ࢹ࣮ࢱࢆ
ࡇࡲࡵಖᏑࡋ࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋ

᭱⤊ಖᏑ᪥ࢆ
⾲♧ࡋࡲࡍࠋ

᭱⤊ಖᏑ᪥
ࡽࡢ⤒㐣
㛫ࢆ⾲♧ࡋࡲ
ࡍࠋ

ධຊ⏬㠃ୖ
ࠕ୍ಖᏑࠖ࣎
ࢱࣥࢆ」ᩘタ⨨
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

䠄ὀ䠅ᛂເෆᐜ䝣䜯䜲䝹䛻グ㍕䛾ሗ䛸㼃㼑㼎ධຊ㡯┠䛾ධຊሗ䛜୍⮴䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
27



䠑䠊ᛂເ⪅䛜⾜䛖ᡭ⥆䛝䛻䛴䛔䛶䠄䠔䠅㻌

ධຊ⏬㠃࣓࣮ࢪࡘ࡙ࡁ
ࢪ ࡙ࡁ ᛂເሗ
ᛂເሗ㸸ࠕ◊✲㈝ࠖ㹼ࠕ◊✲⤌⧊ࠖ
ࠕ◊✲㈝
ࠕ◊✲⤌⧊

ᛂເ⪅

⏬㠃ࢆษࡾ᭰࠼ࡿࡇ
࡞ࡃࡍ࡚ࡢᛂເ
ሗࡀධຊ࡛ࡁࡿࡼ
࠺⏬㠃ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸
ࡲࡍࠋ

┤᥋⤒㈝ࡢධຊ༢
ࡣ༓༢࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࡇὀពࠋ
応募内容ファイル（WORD作成部分）の
経費を修正した場合は、必ずこの画面の
情報も修正してください。

ࠕᇶ┙◊✲㸦㹁㸧ࠖ࠾ࡼࡧ
ࠕᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲ࠖ࠾࠸࡚ࠊ
㸰ᖺ┠㸦ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘ㸧௨㝆
ཧ⏬ࡍࡿࡇࢆணᐃࡋ࡚࠸
ࡿ◊✲ศᢸ⪅ࡀ࠸ࡿሙྜࡣࠊ
ࠕᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘ◊✲⤒㈝ࠖ
ࠕ࢚ࣇ࢛࣮ࢺࠖḍࡣࠕ㸮ࠖ
ࢆධຊࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ

䠄ὀ䠅ᛂເෆᐜ䝣䜯䜲䝹䛻グ㍕䛾ሗ䛸㼃㼑㼎ධຊ㡯┠䛾ධຊሗ䛜୍⮴䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌

28

45

䠑䠊ᛂເ⪅䛜⾜䛖ᡭ⥆䛝䛻䛴䛔䛶䠄䠕䠅㻌


ධຊ⏬㠃࣓࣮ࢪࡘ࡙ࡁ ᛂເሗ㸸ࠕᛂເෆᐜࣇࣝ㑅ᢥࠖ

ᛂເ⪅

࠶ࡽࡌࡵసᡂࡋࡓᛂເ
ෆᐜࣇࣝࢆ㑅ᢥࡋࡲ
ࡍࠋ

㔜」ไ㝈䛻ヱᙜ䛧䛶䛔䜛䛸
䜶䝷䞊䛜⾲♧䛥䜜䜎䛩䚹

䛣䛱䜙䜢䜽䝸䝑䜽䛩䜛䛸ධຊ䛧䛯
ሗ䛜ኻ䜟䜜䜎䛩䛾䛷ὀព䛧䛶䛟䛰
䛥䛔䚹

䠄ὀ䠅䛔䛳䛯䜣䜰䝑䝥䝻䞊䝗䛧䛯ᛂເෆᐜ䝣䜯䜲䝹䜢ᕪ䛧᭰䛘䜛ሙྜ䛿䚸䝏䜵䝑䜽䝪䝑䜽䝇䛻䝏䜵䝑䜽䜢ධ䜜䛶䛟䛰䛥䛔䚹

29

䠑䠊ᛂເ⪅䛜⾜䛖ᡭ⥆䛝䛻䛴䛔䛶䠄䠍䠌䠅㻌
ᛂເ⪅

ධຊࡋࡓᛂເሗࢆ㹎㹂㹄
ࡍࡿ๓ࠊෆᐜࢆ☜ㄆࡍࡿࡓ
ࡵࡢ☜ㄆ⏬㠃ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

☜ㄆ⏬㠃࡛ࠕḟ㐍ࡴࠖࢆࢡ
ࣜࢵࢡࡍࡿࠊ◊✲ィ⏬ㄪ᭩
㸦㹎㹂㹄ࣇࣝ㸧ࡢసᡂࡀ
㛤ጞࡉࢀࡲࡍࠋ

46

30

䠑䠊ᛂເ⪅䛜⾜䛖ᡭ⥆䛝䛻䛴䛔䛶䠄䠍䠍䠅㻌
ᛂເ⪅

䠄䠐䠅◊✲ィ⏬ㄪ᭩䛾☜ㄆ䞉㏦ಙ㻌

సᡂ䛥䜜䛯◊✲ィ⏬ㄪ᭩䜢☜ㄆ䛧䚸ၥ㢟䛺䛡䜜䜀䚸䠷䠷☜ㄆ䞉ᥦฟ䠹䝪䝍䞁
䜢䜽䝸䝑䜽䛧䚸ᡤᒓ◊✲ᶵ㛵ᢸᙜ⪅䜈ᥦฟ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌

ࡇࡕࡽࡽ㹎㹂㹄ࡋࡓ◊✲
ィ⏬ㄪ᭩ࢆ☜ㄆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

31

䠑䠊ᛂເ⪅䛜⾜䛖ᡭ⥆䛝䛻䛴䛔䛶䠄䠍䠎䠅㻌
ㄆ䞉ᥦฟ䡟ฎ⌮䜢⾜䛖䛸 ᛂເ⪅ഃ䛷䛾ಟṇ䛜䛷䛝䛺䛟䛺䜚䜎䛩
㻌 ᛂເ⪅䛜䡞☜ㄆ䞉ᥦฟ䡟ฎ⌮䜢⾜䛖䛸䚸ᛂເ⪅ഃ䛷䛾ಟṇ䛜䛷䛝䛺䛟䛺䜚䜎䛩䚹ಟṇ䛩䜛ሙྜ
䛻䛿䚸◊✲ᶵ㛵ᢸᙜ⪅䛜䡞༷ୗ䡟䝪䝍䞁䜢ᢲ䛧䛶䚸ᛂເ⪅䛜ಟṇ䛷䛝䜛≧ែ䛻䛧䛯ୖ䛷⾜䛖䛣䛸䛻
䛺䜚䜎䛩䚹㻌
ᛂເ⪅

ࡇࡢ⏬㠃࡛㹙㹍㹉㹛ࢆࢡ
ࣜࢵࢡࡍࡿࠊ◊✲ᶵ㛵
ᥦฟࡉࢀࡲࡍࠋ

ୗ䛾䜘䛖䛺⏬㠃䛜⾲♧䛥䜜䜜䜀䚸ᡤᒓ◊✲ᶵ㛵䜈䛾ᥦฟᡭ⥆䛝䛜䛷䛩䚹㻌

ࡇ ࡕ ࡽ ࡽ ᥦฟࡋ ࡓ ◊
✲ ィ ⏬ㄪ ᭩ ࢆ☜ㄆ ࡍ ࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ

32

47

䠑䠊ᛂເ⪅䛜⾜䛖ᡭ⥆䛝䛻䛴䛔䛶䠄䠍䠏䠅㻌
ཧ⪃ձࠕ≉タศ㔝◊✲ࠖᛂເࡍࡿሙྜ
ศ㔝◊✲ࠖᛂເࡍࡿሙྜ
ᑂᰝ༊ศ䛂୍⯡䛃䛸䛿ධຊ⏬㠃䛜␗䛺䜛䛾䛷ὀព䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

ࠕศ㔝ྡࠖḍ࡛ࡣᑂᰝࢆᕼᮃࡍࡿ
ศ㔝ࢆ㸯ࡘ㑅ᢥࡋࡲࡍࠋ

ࠕ࣮࣮࢟࣡ࢻࠖḍࡣᛂເࡍࡿ
◊✲ෆᐜ᭱ࡶ㛵㐃ࡀ῝࠸ᛮ
ࢃࢀࡿ௵ពࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆᚲࡎ
㸯ࡘධຊࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

䛂◊✲䛾せ⣙䛃ḍ䛜⾲♧䛥䜜䜎䛩
䛾䛷䚸ᛂເ䛩䜛◊✲ㄢ㢟䛾◊✲
┠ⓗཬ䜃◊✲┠ⓗ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛯
䜑䛾᪉ἲ➼䛻䛴䛔䛶䚸⡆₩䛻䜟
䛛䜚䜔䛩䛟䜎䛸䜑䛶ධຊ䛧䛶䛟䛰䛥
䛔䚹
33

䠑䠊ᛂເ⪅䛜⾜䛖ᡭ⥆䛝䛻䛴䛔䛶䠄䠍䠐䠅㻌
ཧ⪃ղⱝᡭ◊✲㸦㹀㸧࠾࠸࡚ࠊᑂᰝᕼᮃศ㔝ࡋ࡚㸰ࡘࡢ⣽┠ࢆ㑅ᐃࡍࡿሙྜ
✲㸦㹀㸧࠾࠸࡚ ᑂᰝᕼᮃศ㔝ࡋ࡚㸰ࡘࡢ⣽┠ࢆ㑅
㸰ࡘࡢ⣽┠ࡀධຊ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡞ࡾࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊࠕ⣽┠⾲௨እࡢ࣮࣮࢟࣡
ࢻࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸰ࡘࡢ⣽┠ࢆ
㑅ᐃࡋࡓሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ㸯ࡘ
ࢆ㝈ᗘධຊࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࠕᑂᰝᕼᮃศ㔝ࠖḍ࠾࠸࡚ࠊ
ࠕ㸸㸰ࡘࡢ⣽┠ࠖࢆࢡࣜࢵ
ࢡࡋࡲࡍࠋ

㸰ࡘࡢ⣽┠ࢆ㑅ᐃࡋࡓ
ሙྜࠊ◊✲ィ⏬ㄪ᭩ྑ
ୖࡢ⣽┠␒ྕࠕࠖࠊ
ศ␒ྕࡀ✵ḍ࡞ࡾ
ࡲࡍࠋ

34

48

䠑䠊ᛂເ⪅䛜⾜䛖ᡭ⥆䛝䛻䛴䛔䛶䠄䠍䠑䠅㻌
ཧ⪃ճⱥㄒ⾲グࡢධຊ⏬㠃ษࡾ᭰࠼ࡿሙྜ
グࡢධຊ⏬㠃ษࡾ᭰࠼ࡿሙྜ

ࠕᛂເሗධຊࠖ⏬㠃࠾࠸࡚ࠊ
ࠕ-DSDQHVH(ڼQJOLVKࠖ࣎ࢱࣥࢆ
ࢡࣜࢵࢡࡍࡿࠊⱥㄒ⾲グࡢධຊ
⏬㠃ษࡾ᭰ࢃࡾࡲࡍࠋ

ࠕ (QJOLVK  ڼ-DSDQHVH ࠖ
࣎ࢱࣥࢆࢡࣜࢵࢡࡍࡿࠊ
᪥ᮏㄒ⾲グࡢධຊ⏬㠃
ᡠࡾࡲࡍࠋ
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ᛂເ䛻ᙜ䛯䛳䛶䛾ཧ⪃㈨ᩱ䠄䠍䠅㻌
㻌 䐟ᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤ䛾⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䠄䠧䠝䠧䠡䠪䠅
㻌㻌㻌㻌㻌

㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼗㼍㼗㼑㼚㻚㼚㼕㼕㻚㼍㼏㻚㼖㼜㻛

ヲ⣽᳨⣴䛛䜙䚸䛂◊✲ศ㔝䛃䚸
䛂◊✲✀┠䛃䜢ᣦᐃ䛩䜛䛣䛸䛷䚸
㐣ཤ䚸䛹䛾◊✲ศ㔝䛷䛹䛖䛔䛳
䛯◊✲ㄢ㢟䛜᥇ᢥ䛥䜜䛶䛔䜛
䛛䛜☜ㄆ䛷䛝䜎䛩䚹
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ᛂເ䛻ᙜ䛯䛳䛶䛾ཧ⪃㈨ᩱ䠄䠏䠅㻌
㻌 䐠⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ䛻䛚䛡䜛ᑂᰝཬ䜃ホ౯䛻㛵䛩䜛つ⛬䠄ホ౯䝹䞊䝹䠅䚸
ᴗ䛻
䛻䛚䛡䜛ᑂᰝཬ䜃ホ౯䛻㛵䛩䜛つ⛬䠄
䛻䛚䛡
㻌 㻌 㐣ཤ䛾ᑂᰝጤဨྡ⡙䛾☜ㄆ㻌 㻌

審査の規程・手引・過去の審査員情報は
下記URLから確認できます。
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/03_shinsa/index.html

ホ౯䝹䞊䝹䜢☜ㄆ䛷䛝䜎䛩䚹
ͤබເ䛻ಀ䜛ホ౯䝹䞊䝹䛿
ẖᖺ10᭶㡭බ㛤ணᐃ䛷䛩䚹
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ᛂເ䛻ᙜ䛯䛳䛶䛾ཧ⪃㈨ᩱ䠄䠐䠅㻌
㻌 䐠⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ䛻䛚䛡䜛ᑂᰝཬ䜃ホ౯䛻㛵䛩䜛つ⛬䠄ホ౯䝹䞊䝹䠅䚸
ᴗ 䛚䛡
䛚䛡䜛ᑂᰝཬ䜃ホ౯ 㛵䛩䜛つ⛬䠄
㻌 㻌 㐣ཤ䛾ᑂᰝጤဨྡ⡙䛾☜ㄆ㻌 㻌

㐣ཤ䛾ᑂᰝጤဨྡ⡙
䜢☜ㄆ䛷䛝䜎䛩䚹
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Ⅶ．科研費の審査について
ここでは、科研費の代表的な審査方法、審査のスケジュールについて記載しています。科
研費の研究計画調書を作成するにあたって、どのような審査員がどのようなスケジュール
で審査を行っているのかを理解しておくのが重要です。
なお、以下は基盤研究、若手研究、挑戦的萌芽研究の審査の仕組みについて記載してい
ますので、新学術領域研究等の研究種目は必ずしもこの審査方法を取るとは限りません。

１．審査員の対象者
科研費の審査は、審査員データベースの中から選出された各研究機関に所属する研究
者が審査を行います。審査員に選ばれる研究者は、既に自ら科研費等を取得している現
役の研究者です。なお、審査対象者の中に「利害関係者」（親族関係、緊密な共同研究を
行う関係、密接な師弟関係等）が含まれる場合には当該課題の審査・評価には関わらな
いこととされています。

２．審査の仕方
２段階審査：科研費の審査は書面による第１段審査（書面審査）と、合議による第２
段審査（合議審査）の２段階審査によって行われます。
（１）第１段審査（書面審査）
「基盤研究(C)」
、
「若手研究(A・B)」及び「挑戦的萌芽研究」については、４人の審
査委員に、
「基盤研究(S ・A ・B) 」については６人の審査委員に、個々の研究計画
の学術的価値等について個別に評価を行います。
一人の審査員が総合評点を付ける際には、下記のように評点分布にバランスが考慮
されます。
評点区分

評定基準

評点分布の目安

５

非常に優れた研究提案であり、最優先で採択す
べき

10％

４

優れた研究提案であり、積極的に採択すべき

20％

３

優れた研究内容を含んでおり、採択してもよい

40％

２

採択するには研究内容等にやや不十分な点があ
り、採択の優先度が低い

20％

１

採択するには研究内容等に不十分な点があり、
採択を見送ることが適当である

10％

―

利益相反の関係にあるので判定できない。

―

科研費の平均的な採択率が３０％以下と考えると、第１段審査で「４」以上を目
標とすべきところです。
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※

第１段審査のスケジュール

科研費の審査員に選ばれた研究者には例年、１２月上旬頃に審査書類（研究計
画調書が複数まとまった冊子）が送付されます。１人の審査員が審査する審査書
類の数はそれぞれですが、中には数十件の研究計画調書を審査するケースもあり
ます。
審査員は受け取った審査書類を１月中旬までに審査し、審査結果をＷＥＢ上で
登録します。年末年始の短期間のうちに大量の研究計画調書を読み込むという環
境下で審査をしなければならないため、審査員が一度読んだだけで研究内容を理
解できるような読みやすい研究計画調書を作成することが重要です。

読みやすい調書作成のための一例
● 図や写真、表などを適宜使用する。
※ 審査員は、モノクロ印刷した書類を見て審査するため、一度印刷して
見やすいかどうかを確認。
● 太字、下線を用いて強調したい部分をアピール
● 誤字、脱字のチェック
● 文字の大きさは、あまり小さいサイズを使わない
（指定欄は 11 ポイント以上を使用する）
・・・・・・・など。

（２）第２段審査（合議審査）
専門分野ごとの小委員会に分かれて評価を行います。第１段審査委員による審査項
目別評点、総合評点および審査意見が、審査委員名、所属機関名とともに審査資料と
して提示されます。これらの資料、統計処理した資料及び個々の研究計画調書をもと
に、審査委員の合議により採択研究課題を選定します。

３．審査結果
審査の結果、採択となった課題については、翌年４月頃に交付内定が出されます。
不採択となった課題のうち、研究計画調書の中で「審査結果の開示を希望する」とした
課題については、５月頃から、
「科研費電子申請システム上」で審査結果を確認にするこ
とができます。
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応募に関するお問合せ
研究推進課 安部・⼤堀・伊丹
TEL: 045-787-2078
FAX: 045-787-2025
E-mail: abeka@yokohama-cu.ac.jp
先端医科学研究課 中⼭・芳賀
TEL: 045-787-2735
FAX: 045-787-2509
E-mail: n906k@yokohama-cu.ac.jp
市⺠総合医療センター 総務課庶務担当 百⿃
TEL: 045-253-5303
FAX: 045-231-1846
E-mail: momodori@yokohama-cu.ac.jp

