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連大学生研究プロジェクト経費に係る研究計画の募集について（通知）
平成２９年４月７日の代議員会において、研究科長裁量経費（学生研究プロジェクト経費）の使用方法
等が承認され、別添の様式により研究計画を募集し、その研究のうちから下記の要領により研究費の補助
を行うことになりましたので通知します。
なお、対象学生及び指導教員については、当事務室から周知する旨申し添えます。
記
１．対象となる研究
学生による個人研究に対して支援します。とくに海外への研究発信に繋がる研究プロジェクトを重視しま
す。
２．応募資格
岩手連大の１～２年次学生。ただし、過去に学生プロジェクト経費を採択された学生
は除きます。また、研究科長裁量経費を使用した協定校への研究インターンシップ派遣等に採択・申請され
ていない学生が優先されます。さらに、他の競争的資金との重複申請は認めません。プレゼンテーションの
審査日に出席・発表のできる学生のみ、応募が可能です。
３．採択予定件数
数件程度（参考：平成28年度採択件数は11件）
４．予算配分額
１件につき30万円以内（研究計画の内容により金額を査定します）。
５．応募について
研究計画書（申請書）を提出いただくとともに、審査員に対し、３分間の研究計画のプレゼンテーション
を行っていただきます。プレゼンテーションは、多地点制御遠隔講義システムを使用し、平成２９年５月
２４日（水）に開催します。応募者毎のプレゼンテーションの時間については、個別におって連絡します。
６．審査
申請者が多い場合は研究計画書による一次審査を行う場合があります。
１）研究計画書（10点）
１ 研究タイトル、研究の目的、研究の対象と研究方法の明確性（4点）
２ 1年間で研究目的が達成できる計画としての妥当性（3点）
３ 海外への情報発信の可能性（3点）
２）プレゼンテーション（10点）
１ 研究内容が専門外の研究者にも伝わる発表になっているか（6 点）

２

審査員の質問に対して的確に回答しているか（4 点）

＊審査は、研究計画書、プレゼンテーションの計 20 点満点で採点した結果をもとに、
審査委員会で順位を決定し、研究科長が採択者を決定する。
７．締め切り（計画書）
平成２９年 ５月 １日（月）
８．研究成果の報告について
採択された研究は、当該年度の研究成果を文書で報告いただくとともに、多地点制御遠隔講義システムを
使用し、研究成果を発表していただきます。また、差しさわりのない範囲で研究成果を 連合農学研究科の
ホームページなどで紹介してもらう場合があります。
９．その他
研究計画の応募に際しては、必ず主指導教員の承認を受けてください。
申請書は所定の様式により、各項目記入欄のスペースは変更可能ですが、全体は必ず２ページに収まるよ
うに作成してください。また、研究成果を連大ホームページ等に掲載します。
１０．計画書の提出先(及び様式の入手先)
弘前大学 学務部教務課教務企画グループ
岩手大学 連合農学研究科事務室
山形大学 農学部総務担当・学務担当
帯広畜産大学 経営管理部総務課・学務課
※

様式は連大ホームページ（在学生の方→在学生向けお知らせ）にも掲載しております。
http://ugas.agr.iwate-u.ac.jp/jp/syllabus_index.html

To: UGAS students
From: Dean, UGAS, Iwate University
Subject: 2017 UGAS-IU Student Research Grant Project
This is to let you know that applications for 2017 UGAS-IU Student Research Grant Projects are now open.
Those who wish to apply for this project, please submit a research proposal form to the UGAS office.
Please find more details below.

1. Qualification requirements
First or second grade students’ individual research
In particular, Research Projects which will be recognized worldwide are most welcome.
If you apply for this grant, you can not apply for any other research funds.
After the application, applicants must provide the presentation to pass the screening on May 24th. If you do
not attend on May 24th, you are not eligible for the application.
2. Number of projects approved
Several projects
3. Budget allotment
300,000 yen per research project
＊Budget should be changed according to the research project after the screening.
4. Due date
Mon, May 1
5. Research Project Report
Successful applicants are required to submit a Final Report for the project and give a presentation after the
research is completed.
6. Remarks
Approval from your major adviser is necessary before you apply for this project.
You can change the size of each space in the proposal form but do no exceed 2 pages in total.
The research results of the successful applicants will be published online.
7. Submit to
Ms. Ebina or Ms.Sato at Hirosaki University
Ms. Nagai at Iwate University
Mr. Fujihashi at Yamagata University
Mr. Ishiyama at Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
※ Research Proposal Form can be downloaded on the UGAS website.
http://ugas.agr.iwate-u.ac.jp/jp/syllabus_index.html

