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京都大学研究支援情報

Kyoto University
Academic Service

京都大学が研究者に提供する研究支援事業の一覧です。
詳細および更新情報は学術研究支援室 Webサイトをご覧ください。
学術研究支援室Webサイト：
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入学式

前期授業開始

CREST・さきがけ研究公募開始

7 Summer
8
9
試験期間

新任教員研修
創立記念日
宇治キャンパス産学交流会
CREST・さきがけ研究公募締切

夏季休業

http://www.kura.kyoto-u.ac.jp/en/

ホームカミングデー 11月祭
京大ウィークス
科研費締め切り

京都大学アカデミックデイ
後期授業開始

［吉田キャンパス時計台］

12

冬季休業
宇治キャンパス産学交流会

1Winter
2
3
試験期間

卒業式
宇治キャンパス産学交流会

テックコネクト2018─Ⅰ

［東京オフィス］

［桂キャンパス］
テックコネクト2017─Ⅱ
宇治キャンパス産学交流会

http://www.kura.kyoto-u.ac.jp/
A list of academic services provided by Kyoto University.
For details, please visit the website of Research Administration Office (KURA).
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［支援内容の分類］

No.6 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Academic Support for
外部資金獲得支援 Grant
Proposals

No.7 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
No.8 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

採択可能性向上のための情報提供、
提案書レビュー等の支援を行います。

学内ファンド提供

No.11
No.10

No.9

Grants at Kyoto University

京大研究者限定の、
研究活動状況に応じた使いやすいファンドの情報です。

出展者募集 Call for Presentations

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

No.13 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

No.12

A 1 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

B 1 >>>>>>>>>>>>>>>>

研究発表の機会を様々な形式でご用意し、
出展者を募集します。
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C 2>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

D 1 >>>>>>>>>>>

C 1 >>>>>>>>>>>>>>>>
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F1

F1

F1

E1
F1

F1

F1

F1

F1

イベント案内 Events and Seminars
研究活動に役立つ情報やスキルの伝授、
仲間探しの機会をご案内します。

外部資金獲得支援 Academic Support for Grant Proposals

［研究ステージの分類／Category of Academic Services］
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外部資金
獲得
Acquisition of Grants

論文の執筆、理論の構築、
フィールド調査、
実験、
アイデア実装などのステージ。

容易性および審査の観点から改善点をアドバイス。

An internal grant to fill a gap between two KAKENHI grants.

［研究支援に関連する窓口一覧／ Useful Links］
─
ネットワーク接続、
各種サーバ設備、
ソフトウェア講習会等、
全学的な情報サービス：
情報環境機構 http://www.iimc.kyoto-u.ac.jp/
─

For IT related services:
Institute for Information Management and Communication, Kyoto University
http://www.iimc.kyoto-u.ac.jp/en/
─
学術情報リポジトリKURENAI での論文の公開：
附属図書館 http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/
─

For open access via KURENAI repository:
Kyoto University Library http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/?lang=en

─
外部資金公募の検索、
公募掲載時アラートメールの設定／For grant search：

YARI
Grant search engine managed by Kyoto University

▶
▶

URA will work with you to improve the readability and
comprehensibility of your application of JSPS Grant-in-Aid for
Research Activity Start-up.
Multidisciplinary Platform-Building Program

分野横断プラットフォーム構築事業

公募期間─ 6月予定
新たな学際研究を始めるための実施ノウハウを提供し、
必要経費を援助。
公募は資金がなくなり次第終了。

公募期間／Application period
─ ─ 12月中旬│研究推進課〆切り／ Mid December
▶採択発表／Announcement of selection result
─ 2月下旬［予定］／ Late February
▶

平成30年度中に海外で中長期にわたり研究活動を行う若手研究者および所
属研究室への資金支援。

“John Mung Program”encourages researchers in the early stage of their
career to study abroad, develop personal networks, and pursue
international collaborative research. Grants are provided not only to
early-stage researchers, but also to their laboratories to compensate for
their absence.

▶

FY2017CREST/PRESTO/ACT-I, AMED-CREST/PRIME/Application Support

平成29年度 CREST・さきがけ・ACT-Ⅰ及び
AMED-CREST・PRIME 獲得支援

実施期間─ 4月中旬─ 8月 ▶学内説明会─ 4月19日
採択可能性向上のための情報提供、
提案書レビュー、
模擬面接等の獲得支援 。
"MIGAKI" English Manuscripts Proofreading Program

［みがき］
英語論文校閲費支援制度
FY2017 KAKENHI Application Support by Emeritus Professors
募集期間／Application period
─7月上旬─ 8月上旬／ Early July – August

名誉教授が計画調書を事前にチェックし、
研究内容に踏み込んで改善点を
アドバイス。2017年7月上旬に学術研究支援室から部局事務を通じて告知。

公募期間／Application period ─ 9月中旬／Mid September
▶ 採択通知／Announcement of selection result
─ 募集終了から10営業日以内／ Ten working days after deadline
▶

外部業者による英文校閲サービスを提供。

This program offers funding to cover the fees incurred for manuscriptproofreading services provided by external agents.

SPIRITS
Information session (in English) ─ July
Following a basic introduction on KAKENHI in general, URA will
share tips for successful application.

▶

FY2017 KAKENHI Application Support by URAs

公募期間／Application period
─ ─ 5月15日│研究推進課〆切り／15 May
▶ 採択発表／Announcement of selection result
─ 6月上旬／ Early June
平成29年度に一時的に科研費を獲得できなかった39歳以上の教員を対象に
研究費を支援。

A research fund for faculty members over 39 years old who have been
rejected for the KAKENHI research funds for FY2017.

公募期間／Application period
─11月下旬─ 1月中旬／ Late November – January
▶採択発表／Announcement of selection result
─2018年 3月下旬／Late March
▶

国際／学際チーム研究を支援する学内ファンド。

SPIRITS supports ambitious research that crosses international and
interdisciplinary boundaries to challenge research frontiers and explore
uncharted realms of science.

［予定］
公募期間／Application period ─ 6月─7月
／Early June – July
事前説明会／Information session─ 8月下旬［予定］／ Late August
▶ 開催日／When ─ 9月30日
［日］
／30 September
▶ 開催場所／Where ─ 百周年時計台記念館 2階／ Clock tower 2F
対話形式で研究を社会に発信する場を提供&その活動をサポート。
▶
▶

An ideal opportunity to engage in a dialogue with and make your
research outcome known to people beyond academia. KURA will
support you in every stage of your preparation.

学際研究着想コンテスト

［予定］
公募期間─ 6月
プレゼン大会─10月末［予定］／百周年時計台記念館2階
異分野研究者チームで応募し賞金をゲット。
● お問い合せ
：学際融合教育研究推進センター─ http://www.cpier.kyoto-u.ac.jp/

▶
▶

Helping Matching between Researchers

京都大学100人論文

2018年2月実施［予定］
研究者同士のGive &Take。
学内で仲間さがし。
お問い合せ：学際融合教育研究推進センター─ http://www.cpier.kyoto-u.ac.jp/

●

─
The Kyoto University Research Fund for Young Scientists
公募期間／Application period
（Ⅰ期）
11月上旬（Ⅱ期）
─ ─ 5月15日
、
│研究推進課〆切り／

▶

SPIRITS

Basic Tips for KAKENHI Application and More!

コアステージバックアップ研究費

若手研究者スタートアップ研究費／Ⅰ期・
Ⅱ期

Emeritus Professors will help you to improve your KAKENHI
application form from scientific point of view.

Kyoto University Academic Day

京都大学アカデミックデイ

Interdisciplinary Research Idea Contest

The Kyoto University Research Fund for Senior Scientists

▶

▶

▶

など数字で始まる事業のお問い合わせは学術研究支援室まで

［いしずえ］

URAが研究活動スタート支援の計画調書を事前にチェックし、
可読性・理解

平成30年度 科研費名誉教授アドバイス事業
No.1

"Ishizue"

公募期間／Application period ─ 4月3日─ 5月10日／3April –10 May
採択発表／Announcement of selection result ─ 6月中旬／ Mid June
平成 30年度科研費において、
これまでに採択された科研費より大型の種目に
挑戦する研究者を支援。

公募期間／Application period
─ 3月上旬─ 4月下旬／ Early March – April

▶

Generating Ideas

3

Jong Mung Program

FY2017 JSPS Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
Application Support

着想

出展者募集 Call for Presentations

学内ファンド提供 Grants at Kyoto University

15 May（Ⅰ）, Early November（Ⅱ）
採択発表／Announcement of selection result
11月下旬（Ⅱ期）／Early June（Ⅰ）, Late November（Ⅱ）
─ 6月上旬（Ⅰ期）
、

イベント案内 Events and Seminars

▶

英語による科研費交付申請手続きの支援

本学に採用されたばかりの若手研究者を対象にスタートア
ップのための研究費を支援。

▶

A research fund for young faculty members at the start of their career.

Drop-in Consultation Hours
開催／When ─ 4月5-7日／5–7 April
主に外国人研究者を対象とした英語による科研費交付申請手続きの支援

KURA will support the next step for successful applicants of
KAKENHI to request for grant disbursement using e-Rad
(KAKENHI online application system).

平成30年度 科研費・計画調書ブラッシュアップ
実施期間／Review and advice application drafts
─ 9月初旬─10月下旬／ Early September – October

▶

URAが計画調書を事前にチェックし、
可読性・理解容易性面、
審査の観点から
改善点をアドバイス。2017年9月初旬に学術研究支援室から支援案内を送付。
URA will work with you to improve the readability of your
KAKENHI application.

https://apps.kura.kyoto-u.ac.jp/fund-search/ (in Japanese)

KURA HOUR

KURA HOUR
研究力をアップするレクチャーとワークショップのシリーズ。
月曜日開催。
時間は13時15分─14 時15分。附属図書館1階ラーニングコモンズにて。
詳細は図書館かKURAのWebサイトでご確認ください。

KURA HOUR is a series of workshops to provide opportunities for
researchers to learn various research skills.

KAKENHI Application Writing Seminar

［発行］京都大学学術研究支援室
京都市左京区吉田本町 学術研究支援棟│contact@kura.kyoto-u.ac.jp

平成30年度 科研費申請対策説明会
開催／When ─ 9月中旬／Mid September

▶

科研費に申請する研究者を対象とした学内説明会。

URAs and past grantees will share tips and their experiences to
improve your application writing.

Kyoto University Research Administration Office (KURA)

Dinner Party to Promote Multidisciplinary Research

異分野交流会

毎月最終火曜日18:00 ─

●

お問い合せ：学際融合教育研究推進センター─ http://www.cpier.kyoto-u.ac.jp/

