
(DC 申請内容ファイル)

  名              

【 画】※ 宜概念図を用いるなどして、わかりやすく 入してください。なお、本 は に収めてください。様式の変更・

加は不可。 

(1) の位 づけ 
特別 員として取り む の位 づけについて、当 分 の状況や の 景、並びに本 画の着想に った も含めて 入

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DC 内容ファイル  

This is an UNOFFICIAL translation of the form for the JSPS DC fellowship (for the

applications in 2022 spring).

Do NOT use this form for submission.

See this page (http://www-hep.phys.s.u-tokyo.ac.jp/~hama/graduate_course/JSPS_English.html).

� �
2.【Research Plan】※ Please fill in the form, using conceptual drawings and other means as

appropriate to make the information easy to understand. This section should be kept to one page.

Changes or additions to the form are not permitted.

(1) Research Positioning

Please describe the position of the research you will conduct as a special researcher, including back-

ground on the situation and issues in the field, and how you came up with the idea for this research

plan.� �
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  名              

【 画】 き ※ 宜概念図を用いるなどして、わかりやすく 入してください。なお、各事 の字数制 はありませんが、全

体で に収めてください。様式の変更・ 加は不可。 

(2) 目的・内容  
 ① 特別 員として取り む 画における 目的、 方法、 内容について 入してください。 

 ② どのような 画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか、具体的に 入してください。 

 ③ の特 ・独創的な点 先 との比 、本 の完成時に予想されるインパクト、将来の し にも れて 入してくだ
さい。 

 ④ 画が所属 室としての 活動の一 と位 づけられる場合は申 が担当する 分を明らかにしてください。 

 ⑤ 画の期 中に受入 機 と異なる 機 外国の 機 を含む。において に従事することも 画している場合は、

具体的に 入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

� �
【Research Plan (continued) 】※ Please fill in the form, using conceptual drawings and other

means as appropriate to make the information easy to understand. There is no word limit for each

item, but this section should be kept to two pages in total. Changes or additions to the form are

not permitted.

(2) Research purpose and content, etc.

1. Please describe the research objectives, methods, and details of the research plan you will

undertake as a special researcher.

2. Please describe what you plan to do, and what and to what extent you intend to clarify.

3. Please describe the characteristics and originality of the research (comparison with previous

research, expected impact upon completion of this research, future prospects, etc.).

4. If the research plan is positioned as part of the research activities of the laboratory to which

the applicant belongs, please clarify the part that the applicant is in charge of.

5. If the research plan is to be conducted at a research institution other than the host institution

(including a foreign research institution, etc.) during the period of the research plan, please

provide specific details.� �
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  名              

人権の保 及び法令 の 守への対応 ※本 は に収めてください。様式の変更・ 加は不可。 

 本欄には、「 . 画」を するにあたって、相手方の同意・協力を必 とする 、個人情報の取り扱いの 慮を必 とする 、

生命倫理・安全対 に対する取 を必 とする など指 ・法令 国 共同 を う国・地域の指 ・法令 を含む に基づく手 が

必 な が含まれている場合、 じる対 と措 を 入してください。 

例えば、個人情報を伴うアンケート 査・インタビュー 査、 動 査 個人履歴・映像を含む 、国内外の文化 産の 査 、提供を受

けた 料の使用、侵 性を伴う 、ヒト 伝子 析 、 伝子 換え実 、動物実 など、 機 内外の情報委員会や倫理委員会 に

おける承 手 が必 となる 査・ ・実 などが対 となりますので手 の状況も具体的に 入してください。 

 なお、 当しない場合には、その旨 入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

� �
3. Protection of human rights and compliance with laws and regulations

(translation of the details omitted. . . )

If this is not applicable, please indicate so.� �
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  名              

【 力の 己分析】※各事 の字数制 はありませんが、全体で に収めてください。様式の変更・ 加は不可。 

 本申 書 の 画を含め、当 分 における(1)「 に する の強み」及び(2)「今後 として更なる発展のため必 と

えている 」のそれぞれについて、これまで携わった 活動における などを まえ、具体的に 入してください。 

  

※ 本 を含め、以下の斜体で した 明文は申 書を作成する には消去してください。 

・下 及び の 入にあたっては、例えば、 における主体性、発想力、問 決力、 の幅・深さ、技 、

コミュニケーション力、プレゼンテーション力などの 点から、具体的に 入してください。また、 点を 目 てする

など、 宜工夫して 入してください。 

なお、 中断のために生じた への影 について、特 すべき点がある場合には 入してください。 

 

(1) に する の強み 

※ 本 を含め、以下の斜体で した 明文は申 書を作成する には消去してください。 

・ の根拠となるこれまでの 活動の成果物 文 も 宜 しながら強みを 入してください。 

成果物 文 を 入する場合は、それらを同定するに十分な情報を 入してください。 

例 学 文 査 の有無を明らかにしてください。査 のある場合、採 決定済のものに ります。  

、 名、掲 名、巻号、pp 始 最 、発 年を してください。 

例) 発 口 ・ポスターの別、査 の有無を明らかにしてください。  

       、 名、発 した学会名、 文 の番号、場所、月・年を してください。 発 予定のものは く。ただし、発 申し みが受理されたもの

は してもよい。  

 

 

 

(2) 今後 として更なる発展のため必 と えている  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（※）本行を含め、以下の赤字で記した説明文は申請書を作成する際には消去してください。

　　 (\DCPDInstructionsAをコメントアウトしてください。)

・下記（１）及び（２）の記入にあたっては、例えば、研究における主体性、発想力、問題解決力、知識の幅・深さ、

　技量、コミュニケーション力、プレゼンテーション力などの観点から、具体的に記入してください。

　また、観点を項目立てするなど、適宜工夫して記入してください。

　なお、研究中断のために生じた研究への影響について、特筆すべき点がある場合には記入してください。

� �
4.【Self-analysis of research performance】※There is no word limit for each item, but please

keep this section to two pages in total. No changes or additions to the form are allowed.

Please include the research plan described in this application form and describe (1)

your “strengths in research” and (2) “what you consider necessary for your further de-

velopment as a researcher in the future” in the relevant field, based on your experience

in your past research activities, etc.� �
(※) The following explanatory text in red, including this line, should be deleted when preparing the

application form.

Please be specific in (1) and (2) below in terms of, for example, independence in research, conceptual

ability, problem-solving ability, breadth and depth of knowledge, skills, communication skills, presentation

skills, etc. Please itemize the points of view as appropriate.

If there are any particular points that should be noted regarding the impact of the interruption on your

research, please provide them.

(1) 研究に関する自身の強み (1) Your strengths in research

（※）本行を含め、以下の赤字で記した説明文は申請書を作成する際には消去してください。

　　 (\DCPDInstructionsBをコメントアウトしてください。)

・記述の根拠となるこれまでの研究活動の成果物（論文等）も適宜示しながら強みを記入してください。

　成果物（論文等）を記入する場合は、それらを同定するに十分な情報を記入してください。

（例）学術論文（査読の有無を明らかにしてください。査読のある場合、採録決定済のものに限ります。）

　　　著者、題名、掲載誌名、巻号、pp開始頁–最終頁、発行年を記載してください。

　（例) 研究発表（口頭・ポスターの別、査読の有無を明らかにしてください。）

　　　著者、題名、発表した学会名、論文等の番号、場所、月・年を記載してください。（発表予定のものは除く。

　　　ただし、発表申し込みが受理されたものは記載してもよい。）

(※) The following explanatory text in red, including this line, should be deleted when preparing the

application.

Please describe the strengths of your research activities, showing the results (papers, etc.) of your past

research activities as the basis for your description as appropriate.

If you enter results (papers, etc.), please provide sufficient information to identify them.

(e.g.) Academic papers. (Please clarify whether they are peer-reviewed or not. If peer-reviewed, the

paper must have been accepted for publication.) Please provide the author(s), title, journal name, volume

number, start page - end page, and year of publication.

(e.g.) Research presentations. (Please clarify whether they are oral or poster presentations and whether
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(研究遂行力の自己分析の続き)

they are peer-reviewed or not.) Please list the author(s), title, conference name, number of the paper etc.,

place, month and year of the presentation. (Exclude those scheduled for presentation. However, those

whose application for presentation has been accepted may be listed.)

(2) 今後研究者として更なる発展のため必要と考えている要素
(2) What you consider necessary for your further development as a researcher in the future
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  名              

【目指す 像 】※各事 の字数制 はありませんが、全体で に収めてください。様式の変更・ 加は不可 

 日本学 振 会特別 員制度は、我が国の学 の将来を担う創 性に富んだ の 成・ 保に することを目的としています。

この目的に み、(1)「目指す 像」、(2)「目指す 像に向けて特別 員の採用期 中に う 活動の位 づけ」を 入してく

ださい。 

  

(1)目指す 像 ※目指す 像に向けて に付けるべき も含め 入してください。 

 

 

 

(2)上 の「目指す 像」に向けて、特別 員の採用期 中に う 活動の位 づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� �
5. The image of the researcher you are aiming to become, etc..

(※) There is no word limit for each item, but please keep this section to one page in total. No

changes or additions to the form are allowed.

The JSPS Fellowship Program aims to contribute to the development and securing of

highly creative researchers who will be responsible for the future of academic research

in Japan. In light of this purpose, please provide (1) “the image of the researcher

you are aiming to become” and (2) “the positioning of the research activities you will

conduct during the term of the Fellowship toward this image.”� �
(1)目指す研究者像 ※目指す研究者像に向けて身に付けるべき資質も含め記入してください。

(1) The image of the researcher you are aiming to become. ※ Please include the qualities you

need to acquire to become the kind of researcher you want are aiming to become.

(2)上記の「目指す研究者像」に向けて、特別研究員の採用期間中に行う研究活動の位置づけ
(2) The positioning of the research activities you will conduct during the term of the

Fellowship toward the above image.
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