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北海道大学 

博士課程教育リーディングプログラム 

「One Health に貢献する獣医科学グローバルリーダー育成プログラム」 

平成 28 年度リーディングプログラム大学院学生科学研究費公募要領 
Hokkaido University 

Program for Leading Graduate Schools  

“Fostering Global Leaders in Veterinary Science for Contributing to One Health” 

Grant-in Aid for Graduate Student application guideline (Academic year 2016) 

 
1. 目的 

リーディングプログラム大学院学生科学研究費は、大学院学生の自由、独創的、あるいは野心的な発

想に基づく研究計画に対して研究費を支給して、その実現の支援を目的とするものです。大学院学生自身

が、研究計画調書の作成、計画に則った研究の実施、および報告書の作成の一連の流れを経験することは、

将来、競争的研究資金を獲得するための研究計画立案および研究計画調書作成の格好のトレーニングとな

ります。また、研究費の必要性および競争的資金の意義について理解を深めるとともに、公的資金を使う

者としての責務の啓発を図ることも目的の一つです。 
1. Purpose of the grant 

This grant supports unique, creative, and/or ambitious research plans of graduate students. Students who 
submit their research proposal will receive research expenses if it is adopted. A line of experiences in how to prepare 
for a research proposal, carry out the research in accordance with the proposal, and complete the research reports is 
sure to be an excellent training for preparing grant proposals to obtain competitive research grants in the future. This 
grant also aims to help graduate students understand the necessity of research funding and the meaning of 
competitive research grants, as well as to be aware of the responsibility of using taxpayer money. 
 

 
2. 応募資格 

(1) 平成 24 年 10 月以降に大学院に入学し、リーディングプログラムに選抜された D1, D2, D3 の学生  
※日本学術振興会特別研究員に採用され研究費を獲得している学生は対象外となります 

2. Eligibility of applicant 
(1) Those who entered into the Graduate School in Oct. 2012 or thereafter and who belong to the Leading 
Program (D1, D2, and D3 students).※Those who receive the Research Fellowship for Young Scientists  
from JSPS (Japanese Society for the Promotion of Science) are not eligible to apply this grant 

 
 

3. 研究費および予定件数 
1 件あたり 50 万円を上限とする。平成 28 年度は 30 件程度を採択予定。 

3. Funding and number of adoption 
Maximum funding is 500,000 JPY per proposal.  About 30 proposals will be selected in academic year 2016. 

 
 
4. 応募書類 

平成 28 年度リーディングプログラム大学院学生科学研究費研究計画調書を提出して下さい。 
4. Application form 

Complete and submit the Grant-in-Aid for Graduate Students Application form (Academic year 2016). 
 
 

5. 経費 
「消耗品費」、「旅費」、および「その他」の区分で計上できます。研究計画との整合性を考えて計上し

て下さい。 
5. Research expenses 

Consumables, traveling expenses, and others can be added up in the total expenditure.  The expenditure 
should be consistent with the research plan. 
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6. 提出期限および提出先 
提出期限： 平成 28 年 5 月 19 日（木）17:00 まで 
提出先： 獣医学研究科・国際連携推進室・リーディング大学院担当 

内線: 9545 e-mail: leading@vetmed.hokudai.ac.jp 

6. Deadline and where to submit 

Deadline： 17:00, May 19, 2016 (Thu) 

Where to submit： Leading School Section,  

International Affairs Office, 

Graduate School of Veterinary Medicine, Hokkaido University 

Ext: 9545 e-mail: leading@vetmed.hokudai.ac.jp 
 
 

7. 審査方法 
リーディングプログラム推進担当者から選抜された委員が応募書類を審査します。審査結果に基づき

リーディングプログラム運営委員会が採択課題を決定します。 
7. Peer review process 

Ad hoc committee members selected from the Leading Program members will review the applications.  Final 

decision will be made by the Steering Committee of the Leading Program based on the evaluation by the ad hoc 

committee members. 
 

 
8. 審査結果の通知 

平成 28 年 6 月末までに指導教員および本人に文書で通知します。 
8. Notification of the result 

The result of selection will be notified to applicant and his/her supervisor by the end of June, 2016. 
 
 
9. 審査のポイント 

・ 目的が明確であるか 
・ 研究の背景が国内外の動向をふまえながら適切に説明されているか 
・ 提起された問題を解決するための研究計画となっているか 
・ 方法は適切か、また具体的に述べられているか 
・ 研究計画調書全体を通した整合性 
 
（過去に本科学研究費の採択歴がある者については以下の点も審査対象とする） 
・ 以前に採択された課題からの発展が明瞭であるか、あるいは相違が明確であるか 
・ 以前に採択された課題では掲げた目的に対して適切にアプローチできていたか 

9. Points of Peer review 
・ Is the purpose of the study clearly explained? 
・ Is the background of the research explained appropriately by taking the recent situation of the related field 

into account? 
・ Is the research plan appropriate to resolve problems raised? 
・ Are methods appropriate to address the question?  Are methods described definitely or specific manner?  
・ Is the proposal consistent totally?  
 
（The following points are also considered during the evaluation process, applicant had received this grant-in –
aid in the past） 
・ Is the progress from the former proposal obvious, or is there any apparent difference from the former 

proposal? 
・ Was the approach to the purpose raised in the former research appropriate? 
 
 

10. 公開 
本研究費に採択された者の所属・氏名・および研究課題を HP 上で公開します。 
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10. Release of information 
Applicant’s name, attending laboratories, and research title of the adopted research proposals will be opened on 

the web site. 
 
 
11. 報告書 

研究終了後に報告書を提出して頂きます。報告書は News letter やホームページを通じた広報活動に利

用することがあります。 
11. Report 

Written report should be prepared when the research period is terminated.  Reports will be utilized publicity 
activities through News Letter and web site. 

 
 

 
 

[本件に関する問い合わせ先] 
 
獣医学研究科・国際連携推進室・ 
リーディング大学院担当 
内線 9545 
E-mail：leading@vetmed hokudai.ac.jp 
 

[Contact information] 
 
Leading School Section,  
International Affairs Office, 
Graduate School of Veterinary Medicine,  
Hokkaido University 
Ext: 9545 
e-mail: leading@vetmed hokudai.ac.jp 
 

  
 


