
〈 セミナーのご案内 〉 

 

高等教育活性化シリーズ 187（通算 500回） 2011 年 6月 29日（水） 

公的資金・民間企業・財団等へのアプローチ―― 

外部研究資金獲得のノウハウと実現力 
 

高等教育活性化シリーズ 188（通算 501回） 2011 年 7月 6日（水） 
研究計画調書進化への支援―― 

科研費の申請・獲得策とその実際 
   
   公的資金・民間企業・財団等へのアプローチ―― 

外部研究資金獲得のノウハウと実現力 
～ターゲット選定／説得力ある提案書とプレゼン／マネジメントと成果活用～ 

   ※[人文・社会系]民間企業との協働研究アプローチ／大学教師の依存意識の転換／研究生産ビジネスとは 
                    協働研究～3 実例／企画書サンプルと成果物例／ホスピタリティ・プロジェクトの展開 
   ※[自然・生命系]科研費・民間財団助成金への応募戦略／研究パートナーの選び方／説得力ある申請書のコツ 
                    採択・非採択の例／計画書の点検と改善の具体例／大学として獲得アップにできることは  
 

 
 

 

 

 

2011年 6月 29日（水） 剛堂会館（明治薬科大学）会議室（東京・麹町） 
 

 
研究計画書進化への支援―― 

科研費の申請・獲得策とその実際 
～制度の拡充と運用／審査のポイント／チェックリストとその改善例～ 

※ 科研費の基金化等の制度改正／審査の仕組みとＱ＆Ａ／研究者・大学の成長戦略と「格差」 
※ 元・審査委員から／書面・合議審査のポイント／ビルゲイツと広告理論に学ぶ／リスク回避 
※ [明治大] 採択大幅増の取組みと実績／向上アプローチの具体策／調書のチェックと改善例 
※ [九州大] 継続的な獲得が可能となる支援／学内競争／若手・女性の育成／調書等への支援 

 

 

 

 2011年 7月 6日（水） 剛堂会館（明治薬科大学）会議室（東京・麹町） 
 

   地域科学研究会 高等教育情報センター 

● 今回配布先を限定しておりますので､関係各位へのご回覧につき､ご高配をお願いいたします。 

回 

覧 

 
   山本  哲士 氏 ／ スイス国際学術財団「文化科学高等研究院」ジェネラルディレクター 

                    国際ホスピタリティ研究センター ジェネラルディレクター 

   児島  将康 氏 ／ 久留米大学 分子生命科学研究所 教授 

   小山内  優 氏 ／ (独)日本学術振興会 研究事業部長 

   池田  伸子 氏 ／ 立教大学 異文化コミュニケーション学部 教授 

                    元（独）日本学術振興会 科学研究費委員会 審査委員 

   小澤  芳明 氏 ／ 明治大学 研究推進部 研究知財事務局 事務長 
   児島  明佳 氏 ／ (国）九州大学 学術研究推進部 学術研究推進課長 
    

 

● 講 師 陣 ● 

 

● 講 師 陣 ● 

 



[ 参 加 要 領 ] 

日時 ：高等教育活性化シリーズ 187    外部研究資金獲得のノウハウと実現力 

2011年 6月 29日（水）       10：00～16：40 

高等教育活性化シリーズ 188    科研費の申請・獲得策とその実際 

2011年 7月 6日（水）         9：30～16：40 

会場 : 剛堂会館（明治薬科大学） 会議室 （東京・麹町）※両日程、同会場です 

千代田区紀尾井町 3-27         TEL 03-3234-7362 

（東京メトロ有楽町線｢麹町駅｣1 番出口より徒歩 4 分、または JR 中央・総武線「四ツ谷駅」麹町口より徒歩 10 分） 

 

参加費 
ご一名 

（資料代を含む） 
メディア参加 

（資料及び音声 CD 送付） 

高等教育活性化シリーズ 187 
外部研究資金獲得のノウハウと実現力 

40,000 円 
(消費税込) 

41,000 円(送料、消費税込) 

 高等教育活性化シリーズ 188 
科研費の申請・獲得策とその実際 

41,000 円 
(消費税込) 

42,000 円(送料、消費税込) 

※参加費の払い戻しは致しません。申込者のご都合が悪いときには、代理の方がご出席ください。 
 
申込方法 ： 参加申込書に所要事項を記入のうえ FAX または Email にてご送付ください。 

 受講証と会場地図を送付しますので必ずご確認ください。 

支払方法 ： 銀行振込・郵便振替・当日払いがあります。 

 みずほ銀行麹町支店  普通 1159880  三菱東京 UFJ 銀行神田支店 普通 5829767 

 三井住友銀行麹町支店 普通 7411658  ＊郵便振替：00110-8-81660  

口座名 (株)地域科学研究会 

            (ご請求なき場合は振込受領書を領収書に代えさせていただきます) 

インターネットでのご案内は⇒ http://www.chiikikagaku-k.co.jp/  E-mail：kkj@chiikikagaku-k.co.jp 
 
お申込み・お問合せ                東京都千代田区一番町 6-4ライオンズ第 2-106 
  TEL 03(3234)1231 FAX 03(3234)4993 

 

 

 
 

2011 年  月  日 

■高等教育活性化シリーズ 187      外部研究資金獲得のノウハウと実現力 

□ 当日参加       □ メディア参加 

■高等教育活性化シリーズ 188      科研費の申請・獲得策とその実際 

□ 当日参加       □ メディア参加     （□に✔印を入れてください） 

勤務先  

                                   
所在地 〒                
                         
TEL            FAX    
 

参加者氏名 所属部課役職名 メールアドレス 
   

   

   

〈通信欄〉支払方法(□郵便振替 □当日払い □銀行振込) 必要書類（□請求書 □見積書) 
 

※この個人情報は、本セミナーの一連の業務及び今後のご案内に使用させていただきます。

地域科学研究会 

高等教育情報センター 

キリトリ線(※参加申込みの折は必ずお送りください) 

研修会参加申込書 

連絡部課・担当者名                

メールアドレス                 

mailto:kkj@chiikikagaku-k.co.jp


外部研究資金獲得のノウハウと実現力                     2011 年 6 月 29 日（水） 

時 間 講 義 項 目 

10：00 

～  

12：50 

□ 民間企業との協働研究アプローチ 

      ～人文・社会系における研究生産ビジネスの仕方～ 
文化科学高等研究院  山本 哲士 

1．自分の側から創る 

（1）民間企業への提案型プロジェクト 

（2）大学教師の依存意識の転換：人文・社会系の劣悪な研究状態 

（3）世界を舞台とする：スイスの例：財団の創り方 

（4）研究生産ビジネスの意味と仕方：文化科学高等研究院の軌跡 
 

2．1 億円レベルの研究企画と数千万円の企画 

（1）研究所の創出と研究企画の構成 

（2）研究生産の哲学とビジョン 

（3）企業との協働研究：３つの実例 

（4）企画書サンプルと成果物例 
 

3．現在構築中の実例 

（1）Hospi tal i ty Japan Project：場所環境設計・ツーリズム・エネルギー開発 

（2）大学院ユニバーシティと研修企画と出版機能 

（3）背景となる根拠：20 世紀的大学の超克 

（4）日本人の問題：「しない」「できない」の根源とその克服           〈質疑応答〉 

13：50 

～  

16：40 

□ 科研費及び民間財団助成金へのアプローチと実際 

      ～分かり易く、説得力ある申請書の作成とコツ～ 
久留米大学  児島 将康 

1．競争的研究資金応募の戦略 

（1）科研費の応募種目・分野の選び方 

（2）研究パートナーの選び方 

（3）民間財団助成金申請の留意点 
 

2．どのように申請書を作成したらよいか 

     ～「研究計画書」の点検と改善の具体例～ 

（1）研究者はいつ、どのように申請書を作成するのか 

（2）実例でみる採択される申請書とそうでない申請書の違い 

（3）わかりやすい申請書とは？ 

（4）申請書作成で注意すべき点 
 

3．大学として競争的研究資金獲得アップのためになにができるか？ 

（1）いくつかの大学で行われている競争的研究資金獲得アップのための作戦 

（2）研究者に対して大学はどのような支援をすべきか？ 

（3）競争的研究資金獲得のために研究者が大学に望むこと 

（4）採択されなかったらどうしたらいいのか？                     〈質疑応答〉 

[ベストセラーガイド書のご案内] 

児島 将康 著 『科研費獲得の方法とコツ』（2010 年 11 月刊、定価 3500 円＋税） 

発行元 (株)羊土社  http://www.yodosha.co.jp/ 
 



科研費の申請・獲得策とその実際                        2011 年 7 月 6 日（水） 
 
時 間 講  義  項  目 

 9:30 

～

10:50 

□ 科研費制度の拡充と運用 

     ～基金助成の活用／審査のポイント／Ｑ＆Ａ～ 

日本学術振興会  小山内  優 

1．競争的研究資金の動向と科研費の基金化 

2．科研費に関する制度改正 

（1）科研費の基金化の内容           （2）大学における基金化への対応 

（3）基金化以外の変更点             （4）不正使用等とその対策 

3．科研費の審査の仕組み 

（1）申請種目・細目等の選択         （2）二段階審査と審査体制 

（3）第１段審査における評定基準等   （4）審査結果の開示内容の充実 

（5）よくある質問への回答 

4.研究者・大学の「成長戦略」 

おわりに：「大学間格差」にどう向き合うか                                   〈質疑応答〉 

11:00

～

12:30 

□ 科研費の研究計画調書のチェックポイント 

     ～審査委員（書面審査・合議審査）の経験を踏まえて～ 

立教大学  池田  伸子 

1．研究計画調書審査（書類） 

（1）読む側の立場にたって見直してみよう 

（2）ビルゲイツに学ぶ 

（3）広告理論に学ぶ 

2．合議審査 

（1）基本的な考え方 

（2）リスクを回避するには 

   ①研究経費  ②人権の保護及び法令等の遵守  ③その他                      〈質疑応答〉 

13:30 

～  

15:00 

□［明治大］科研費採択大幅増への取り組みと実際 

     ～事務局の支援体制／チェックポイント／改善例～ 

明治大学  小澤  芳明 

1．明治大学における科研費実績と課題 

（1）科研費実績の推移 （2）なぜ、科研費が重要なのか 

（3）科研費を獲得する上での問題点 （4）事務局による支援の重要性  

2．科研費を大幅に増やす具体的方策（明治大学の取り組み）  

（1）３つの構成要素に分解して考える  

   （①申請件数、②採択率、③１件あたり採択金額向上アプローチ）  

（2）大学及び事務局での対応策を分類して考える 

（3）採択率向上アプローチの具体策 

   1）事務局内の課題   

   2）教員・研究者に対する対応上の課題  

   3）タイムマネジメント上の課題 

3．科研費申請調書の事務局チェックポイント  

（1）申請調書では何をアピールすべきか （2）採択率向上のための基礎的チェックポイント 

（3）論理（ロジック）チェックについて  

4．まとめ                                                                   〈質疑応答〉 

15:10 

～  

16:40 

□［九州大］学術研究推進支援の要－科研費獲得策 

     ～継続的な科研費獲得が可能となる支援～ 

                                                              九州大学  児島  明佳 

1．学術研究の推進と支援体制 

（1）学術研究推進支援体制 （2）外部資金の性格に応じた支援 

（3）学内競争的資金による支援 （4）優秀な若手・女性研究者の獲得・育成 

（5）インセンティブ向上策 （6）まとめ 

2．科研費獲得のための支援方策 

（1）科研費制度の理解 （2）科研費獲得の支援方策 

（3）研究計画調書等のチェック      （4）まとめ                      〈質疑応答〉 
 


