
様式Ｓ－１－１３ 応募内容ファイル（添付ファイル項目） 
若手（Ｂ）－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。 

本研究では、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○を目的とする。 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

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】 

 本研究に関連する国内・国外研究としては、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○[1]。○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

 また、近年では[図１]のように○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○。○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○[2]。 

本研究は、○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○として位置づけられる。 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

 

【これまでの研究成果を踏まえ着想に至った経緯】 

申請者は、これまで○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

審査委員が研究目的を端的に把

握できるように、枠内に研究目的

の概要を簡潔にまとめること。 

破線の位置を

変えないこと。

11 ポイント以上で記入。



若手（Ｂ）－２ 

研 究 目 的（つづき） 

【これまでの研究成果を発展させる場合にはその内容等】 

 本研究に関連して、申請者はこれまで○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

本研究では、前述した○○○○○○○○を発展させ、○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

 

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 

本研究では、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○を明らかにする。 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

 

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 

本研究は、従来のアプローチとは異なり○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○が独創的であり、○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○という点に特色がある。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○という点で本研究分

野の進展に大きく貢献でき、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○が期待できる。 

 

＜引用文献＞ 

[1]鈴木 一郎(2013),「私立大学の研究支援組織とは」,『私学経営』,Vol.19(2013年4月号),14-49,私学経営研究会

[2]山田 花子(2012),「リサーチアドミニストレーション研究」,立教出版 

11 ポイント以上で記入。



若手（Ｂ）－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、次の点についても、焦点を絞り、具体的かつ明確に記

述してください。 

① 本研究を遂行する上での具体的な工夫（効果的に研究を進める上でのアイディア、効率的に研究を進めるための研究協力者

からの支援等） 

② 研究計画を遂行するための研究体制について、研究代表者及び研究協力者（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））の具体

的な役割（図表を用いる等） 

③ 研究代表者が、本研究とは別に職務として行う研究のために雇用されている者である場合、または職務ではないが別に行う

研究がある場合には、その研究内容と本研究との関連性及び相違点 

 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。

本研究では、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○を目的とし、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○を行う。

 平成 27 年度は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○する。

 平成 28 年度以降は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○する。 

本研究では、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

○○○○○○○○○○○○○○○○という目的を達成するため、○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○を行う。 

 

【平成 27 年度】 
研究初年度は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○[3]。 

具体的には、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

【平成 28 年度以降】 
前年度に得られた結果を元にして、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○[4]。 

11 ポイント以上で記入。

審査委員が研究計画・方法を

端的に把握できるように、枠内

に研究計画・方法の概要を簡

潔にまとめること。 

破線の位置を

変えないこと。



若手（Ｂ）－４ 

研究計画・方法（つづき） 

更に、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 
終的には、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○について、得られた結果を取りまとめ、研究成果の発表を行う。 

 

[表１]の通り、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

また、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○行うことで、円滑かつ効果的・効率的に研究を進めることができる。 

 

[表１]研究計画 

研究計画 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

１．○○○○○○調査    

 (1)○○○○○○資料収集          

 (2)○○○○○アンケート調査実施          

 (3)○○○○○ヒアリング調査実施          

２．○○○○○○分析・検討    

 (1)○○○○○調査結果の分析・検討          

３．○○○○○構築と展開    

 (1)○○○○○構築          

 (2)○○○○○研究成果発表          

 

【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】 

 前述したとおり、本研究では○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○を実施するが、○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○の場合は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○することで当初の研究目的が達成できる。 

 

＜引用文献＞ 

[3] 著者名(発表年),「論文名」,『掲載誌名』,巻号, 初と 後の頁,発行者  ※論文引用の実例は2ページを参照。 

[4] 著者名(発行年),「著書名」, 出版社  ※書籍引用の実例は2ページを参照。 

11 ポイント以上で記入。
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研究業績 
本欄には、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。 

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、 初と 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、研究代表者には下線を付してく

ださい。 

2014 以降 
 

１．【論文】「研究開発マネジメントの課題―国公立大学と私立大学との比較を通じて―」 
幸若次郎、◎◎◎◎ 『研究支援研究会』 査読有 No.10 掲載決定（2015 年 5 月刊行予定）

 
２．【論文】「リサーチアドミニストレーター導入に向けた取り組み事例」 

理幸若次郎、○○○○、△△△△（他 4名、1 番目） 『大学行政管理学会年報』 査読有
第 3号 pp51-56 2014 年 

 
３．【招待講演】「リサーチアドミニストレーター導入事例と課題」 

理幸若次郎 日本 URA 学会 査読無 No.150 東京（立教大学） 2014 年 8 月 23 日 
 
４．【論文】「私立大学に求められる地域貢献」 

□□□□、○○○○、理幸若次郎 『私立大学協議会』 査読有 6 月号 pp23-26 2014 年
 
５．【著書】「いま、大学の研究支援を考える」 

□□□□、○○○○、理幸若次郎（他 5名、3 番目） 立教大学出版会 2014 年 
 
６．【産業財産権：出願】（産業財産権の名称）○○の○○技術 （発明者）◎◎◎◎、□□□□、

理幸若次郎 （権利者）発明者に同じ （種類）特許 （番号）特願 2014－XXXXXX （出願
年月日）2014 年 XX 月 XX 日 （国内外の別）国内 

 
 

 

2013 

 

７．【論文】「産学官連携強化の現状と展望」 
◇◇◇◇、理幸若次郎、▽▽▽▽（他 5名、2 番目） 『URA 研究センター』 査読有 
4 月号 pp35-40 2013 年 

 
８．【論文】「米国のリサーチアドミニストレーションにみる研修プログラム」 

理幸若次郎 『第 5 回国際研究支援学会論文集』 査読無 pp291-296 2013 年 
 
９．【著書】「研究活動と雇用のあり方」理幸若次郎 ○○出版 2013 年 
 
 
１０．【産業財産権：取得】（産業財産権の名称）○○システム （発明者）○○○○、▽▽▽▽、

理幸若次郎、◇◇◇◇ （権利者）発明者に同じ （種類）特許 （番号）特許第 XXXXXXXX

号 （出願年月日）2011 年 XX 月 XX 日 （取得年月日）2013 年 XX 月 XX 日 （国内外の別）

国内 

この欄は 11 ポイント以下でも OK。 

全体の通し番号を付す 

現在から順に発表年次を過去にさかのぼり記入 

研究代表者名には下線 
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研究業績（つづき） 
2012 
 
１１．【論文】「科学技術人材のキャリアパス多様化に向けた課題―専門人材育成と社会的地位確

立―」 
○○○○、▽▽▽▽、理幸若次郎（他 8名、3 番目） 『URA 研究センター』 査読有 
10 月号 pp63-68 2012 年 

 
１２．【論文】「研究支援業務における特化と平準化」 

△△△△、理幸若次郎 『研究支援研究会』 査読有 No.8  pp118-121 2012 年 
 
１３．【著書】著書名 著者名（研究代表者には下線） 出版社名 発表年（西暦） 
 
１４．【論文】論文名 著者名（研究代表者には下線） 掲載誌名 査読の有無 巻 初と 後

の頁 発表年（西暦） 
 
１５．【招待講演】題名 発表者名（研究代表者には下線） 学会名 査読の有無 番号 講演場
所（具体的な会場名等） 講演年月日（西暦） 

2011 
 
１６.・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
１７.・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
１８.・・・・・・・・・・・・・・・・ 

2010 
 
該当なし 

2009 以前 
 
１９.・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
２０.・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
２１.・・・・・・・・・・・・・・・・ 

この欄は 11 ポイント以下でも OK。 

10 件以内で記載可
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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。 

 

 

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 研究協力者がいる場合には、必要に応じその者との連絡調整の状況など、研究着手に向けての状況 
③ 本研究の研究成果を社会・国民に発信する方法等 

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 

申請者が所属する立教大学では、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○であり、本研究を遂行するための環境は整っている。 

②研究着手に向けての状況（研究協力者との連絡調整状況など） 

前述した研究チーム内の各メンバーとは、今回の研究計画を策定するにあたり○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○、採択された場合は速やかに研究に着手することが可能である。 

③本研究の研究成果を社会・国民に発信する方法等 
本研究は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○という点で
社会的意義が高く、本研究で得た成果は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○や○○○○○○○○○○○○○○○などを通じて、広く社会へ発信する予定である。 

11 ポイント以上で記入。

※本欄は、該当者が極めて少ないため割愛します。 

 

該当する場合は、指示書きに従って記入してください。 

 

該当しない場合は、空欄のまま提出してください。 

①～③の点について、具体的

かつ明確に記述すること。 



若手（Ｂ）－８ 

研 究 略 歴 

本欄には、 終学校卒業後の研究履歴を現在から順に年度をさかのぼって記入してください。その際、どのような研究を行って

きたのか、研究内容とともに特筆すべき事項（受賞歴等）を簡潔に記入してください。 

2013 年 4 月～現在：立教大学 大学行政学部 助教 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

2009 年 4 月～2013 年 3 月：○○研究所 ○○研究室 ○○研究員 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

2012 年 5 月 ○○奨励賞受賞 
2007 年 4 月～2009 年 3 月：日本学術振興会 特別研究員 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

2005 年 4 月～2007 年 3 月：○○大学 ポストドクトラルフェロー 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

2005 年 3 月：○○大学 大学行政学研究科博士後期課程修了、博士（大学行政学）取得 

 

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。 

「研究計画・方法」欄に記載したとおり、本研究では、国内外私立大学の研究支援部局等におい
て、実際に研究推進・支援業務に従事している職員等に対してアンケート調査を実施する予定で
ある。当該アンケートは、「立教大学個人情報保護規程」に基づき個人情報の保護に十分な配慮を
したうえで実施する。万が一、問題が発生した場合には、「立教大学個人情報保護委員会」に判断
を仰ぎ、適切に対処する。 
 

 

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。 

【設備備品費】文献による○○○○のため、「大学行政研究関連図書」及び「リサーチアドミニス
トレーション関連図書」を購入する。なお、図書の単価はこれら関連図書の平均的な単価をもと
に算出した。 
【消耗品費】○○○○を基に統計データを解析するため、統計解析ソフトが必要になる。当該ソ
フトが正常に動作するスペックの PC が必要なため、当該機能に絞り、要件を満たすノート PC を
購入する。また、大量の解析データを保存するための外部ストレージと、資料整理のためのプリ
ンタが必須となる。これらは定価または市場価格を参考に算出した。 
【旅費】本研究に欠かせない研究打合せ、資料収集、ヒアリング調査、研究成果発表のための旅
費も所属機関の研究費執行規程に基づき計上している。 
【人件費・謝金、その他】アンケート及びヒアリング調査、資料整理等にかかる謝金を所属機関
の研究費執行規程に基づき計上した。アンケート回答用紙は、郵便にて送付する計画であるため
切手代が必要になる。更に、本研究で得た知見を広く社会に還元するため、論文投稿、学会参加
及び研究成果公開用の HP を作成することを計画している。申請者は既に研究室の HP を有してい
るため、その中に本研究課題用ページのみを追加で作成するため費用はそれほど掛からない。 

11 ポイント以上で記入。

＜参考＞本欄の指示書きに記載のある以下①～③の各種研究・実験について、立教大学では以下の規程・委員会が制定されております。 
① 動物実験 
② 組換えＤＮＡ実験  
③ 人を対象とする医学系及び生命科学系研究 
※①～③については、研究開始前に当該研究・実験を行うことを上記委員会に申請し、総長より承認を受ける必要があります。未承認の場合は、
上記委員会の審査を経て総長から承認を得たうえで行う旨をご記載ください。 

該当しない場合には、その旨記述。 

「立教大学ライフサイエンスに係る研究・実験の倫理及び安全に関する規程」 

「立教大学ライフサイエンスに係る研究・実験の倫理及び安全委員会」 



若手（Ｂ）－９ 
（金額単位：千円） 

設備備品費の明細 
記入に当たっては、若手研究（Ｂ）研究計画調書作成・記入要領を参照し

てください。 

消耗品費の明細 
記入に当たっては、若手研究（Ｂ）研究計画調書作

成・記入要領を参照してください。 

年度 品名・仕様 
（数量×単価）（設置機関） 

金 額 品  名 金 額 

２７ 大学行政研究関連図書 
（20 冊×3,000 円）（立教大学） 
 
リサーチアドミニストレーション関
連図書 
（20 冊×3,000 円）（立教大学） 
 

60

60

ノート PC（MacBook Pro） 
（1 台×238,000 円） 
 
統計解析ソフト（SPSS） 
（1ライセンス×99,000 円） 
 
外部ストレージ（LaCie 6TB 
2big Thunderbolt Series 
RAID HD）（1 台×69,000 円） 
 
PC 関連消耗品（CD-R,DVD-R） 
 
文房具（封筒、のり等） 
 

238

99

69

10

5

計 120 計 355

２８ 大学行政研究関連図書 
（20 冊×3,000 円）（立教大学） 
 
リサーチアドミニストレーション図
書（20 冊×3,000 円）（立教大学） 
 

60

60

モノクロレーザープリンタ 
（Satera MF4870dn） 
（1 台×32,000 円） 
 
プリンタ消耗品（トナー、
紙） 
 
PC 関連消耗品（CD-R,DVD-R） 
 
文房具（封筒、のり等） 
 

320

20

10

5

計 120 計 355

２９ 大学行政研究関連図書 
（20 冊×3,000 円）（立教大学） 
 
リサーチアドミニストレーション関
連図書（20 冊×3,000 円）（立教大学）
 

60

60

 

計 120 計 0

＜消耗品費に計上するもの＞ 

・単価 30 万円未満の物品 

・ソフトウェア（30 万円以上でも） 

＜設備備品費に計上するもの＞ 

・単価 30 万円以上の機器備品 

・図書、資料 

何をどれだけ購入するのか、

できるだけ具体的に記入 

年度毎に線を引いて区

分し、合計金額を記入 

11 ポイント以上で記入。



若手（Ｂ）－１０ 

（金額単位：千円） 

旅費等の明細 記入に当たっては、若手研究（Ｂ）研究計画調書作成・記入要領を参照してください。 

年度 国内旅費 外国旅費 人件費・謝金 そ の 他
事 項 金額 事 項 金額 事 項 金額 事 項 金額

２７ 
 

研究打合せ 
【研究協力者】 
立教大学 
2 日間×3回 
 
資料収集 
【研究代表者】 
○○研究集会 
3 日間 
 
ヒアリング調査 
【研究代表者・
研究協力者】 
国内大学 
2 日間×2 回×
2人 

120

50

160

資料収集 
【研究代表者】
イギリス 
5 日間 
 
 
 

400 アンケート調査補
助 
1人×5日×8,000
円 
 
ヒアリング謝金 
2機関×2,000円 

40

4

通信費（切手） 
100 枚×80 円 
 
複写費（研究資
料） 

計 330 計 400 計 44 計 18

２８ 研究打合せ 
【研究協力者】 
立教大学 
2 日間×4回 
 
資料収集 
【研究代表者】 
○○研究集会 
3 日間 
 
ヒアリング調査 
【研究代表者・
研究協力者】 
国内大学 
2 日間×4 回×
3人 

160

50

480

資料収集・ヒア
リング調査 
【研究協力者】
アメリカ 
8 日間 
 
資料収集・研究
成果発表 
【研究代表者】
○○国際学会 
5 日間 
 
 

500

400

アンケート調査補
助 
1人×5日×8,000
円 
 
ヒアリング謝金 
6機関×2,000円 
 
資料整理補助 
1 人×10 日×
8,000円 
 
英文校正 

40

12

80

15

通信費（切手） 
100 枚×80 円 
 
複写費（研究資
料） 
 
論文投稿料 
 
学会参加費 

8

10

50

40

計 690 計 900 計 147 計 108

２９ 研究打合せ 
【研究協力者】 
立教大学 
2 日間×4回 
 
ヒアリング調査 
【研究代表者・
研究協力者】 
国内大学 
2 日間×2 回×
2人 
 
資料収集・研究
成果発表 
【研究代表者】 
○○学会 
3 日間 

160

160

50

資料収集・研究
成果発表 
【研究代表者】
○○国際学会 
5 日間 

400 ヒアリング謝金 
2機関×2,000円 
 
データ入力補助
1 人×10 日×
8,000円 
 
英文校正 

4

80

15

複写費（研究資
料） 
 
論文投稿料 
 
学会参加費 
 
研究成果公開
用 HP 作成費 

10

50

50

200

計 370 計 400 計 99 計 310

「○人×○月×○円」等、

内訳もできるだけ具体的に

記入 

年度毎に線を引いて区

分し、合計金額を記入 

行き先、期間等、でき

るだけ具体的に記入 

各年度の費目別金額が、応募情報（Web 入力項目）に登録した

金額と一致しているか、最後に必ず確認してください。 

この欄は 11 ポイント以下でも OK。 



若手（Ｂ）－１１ 

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。 

（１）応募中の研究費 
資金制度・研究費名（研究

期間・配分機関等名） 

 

研究課題名（研究代表者氏

名） 

 

 

役 割

(代表・

分 担 の

別) 

平成 27 年度
の研究経費
 
(期 間 全 体 の 額 )

(千円)

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) 

【本応募研究課題】 
若手研究（Ｂ） 
（H27～H29） 

リサーチアドミニス
トレーションシステ
ムにおけるマネジメ
ント研究 代表 1,333

(4,952)
30 

 
 
 

（総額 4,952 千円）

基盤研究（Ｂ）（一般） 

（H27～H30） 
日本版リサーチアド

ミニストレーター養

成プログラムの開発

（他大 太郎） 
分担 

300
(1,350)

10 

左記は○○○○○○○○○

○を目的としており、○○○

○○○○○○○○○○○に

おいて本応募研究課題とは

異なる。 

  

 

  

研究代表者である場合は、

研究期間全体の直接経費

の総額を千円単位で記入 

研究分担者等の場合は、

( )書きで研究代表者等の

氏名を記入 

応募情報（Web 入力項目）に登録した

研究課題名と同じものを記入 

上段に H27 年度に本人が

受け入れ自ら使用する直接

経費の額（分担金として配

分する額を含まない。応募

中のものは応募額）を記入

し、下段に（ ）書きで研究

期間全体で受け入れ自ら

使用する直接経費の総額

（予定額）を千円単位で記

入 
研究分担者等の場合、上段に H27 年度に本人

が受け入れ自ら使用する分担金の額（予定額）

を記入し、下段に（ ）書きで研究期間全体で自

ら使用する分担金の総額（予定額）を千円単位

で記入 

応募情報（Web 入

力項目）に登録し

た数字と同じもの

を記入 

この欄は 11 ポイント以下でも OK。 



若手（Ｂ）－１２ 

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

期間・配分機関等名） 

 

研究課題名（研究代表者氏

名） 

 

 

役 割

(代表・

分 担 の

別) 

平成 27 年度
の研究経費
 
(期 間 全 体 の 額 )

(千円)

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) 

立教大学学術推進特

別重点資金・「重点領

域プロジェクト研

究」・H25 ～H27（立

教大学） 

私立大学における研

究支援モデルの開発

（立教 太郎） 

分担
200

(600)
10

本応募研究課題の研究目的

を達成するためには、左記研

究課題で申請者が担当して

いる○○○○○○○○○○

○○○○○○○研究の知見

が必要であるため、両研究課

題を遂行する必要がある。 

  

 

 

（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。 
50 

 

合 計 
上記(１)、(２)、(３)のエフォートの合計 

100
(%)

 

応募情時点で正確な配分

額がわからない場合も、お

およその金額を千円単位

で記入 

（１）～（３）の合計が１００％

になっているか必ず確認 

この欄は 11 ポイント以下でも OK。 


