
 

平成 22 年度 若手研究者 研究発表助成金 要領 

Application for Young Researchers Grant for Research Paper Presentation 

 

平成 22 年 4 月 1 日 
1. 制度の趣旨: Objects 

文部科学省グローバル COE プログラム「次世代電子デバイス教育研究開発拠点」は、優秀な若手

研究者を育成するため、IDER ユニット内での研究活動の成果発表を支援します。 
 
The Global COE program, the center for electronic devices innovation supports presentation 
activities which reveal research results within IDER units, in order to educate talented young 
investigator.  

 
2. 制度の概要 : Outlines   

(ア) 助成対象者: Qualifications for Applicants 
IDER ユニットで活動する、大阪大学所属の博士後期課程学生、ポストドクター、助教。 
修士課程学生で、後期課程進学予定者は、理由書を添えて申請すれば、認可される場合があ

ります。 
 
Applicants have to be a doctor student, postdoctoral fellows, or assistant professors, who 
belong to one of Osaka University IDER units.  
Master students who are planning to go on to a doctor course are qualified with 
appropriation reasons. 
 

(イ) 助成対象となる活動および費用: Supported activities and expenses.  
1. 論文掲載: Paper publish  

 論文掲載料（含 別刷印刷費）: publishing fee (includes printing fee) 
2. 国内で開催される学会発表: Presentations in Japan 

 旅費 学会参加費 : Travel expense, Registration fee 
【応募条件】: Requirements 

IDER の研究活動の成果を発表したものであり、本 COE への謝辞が明記されていること 
＊国際学会であっても、開催地が国内の場合は助成対象となります。 
: Your presentation needs to show the research results, which you have gained in IDER 
unit activities. Acknowledgements for GCOE need to be included.  
*International Workshops can be accepted, if they are holding in Japan.  

 
(ウ) 支給額: Grant 

論文掲載料：実費が支給されます。但し、別刷の印刷部数は原則注文最低部数となります。 
Paper publishing fee: All covered. Printing fee is covered at minimum issue.  
学会参加費：実費が支給されます。（注意事項２参照のこと） 



 

Registration fee: All covered. *See notice #2. 
出張費：大学の規定に従い、交通費および宿泊費が支給されます。 
Travel Expense: Transportation and accommodation expenses are all covered based on 
Osaka University rule. 
申請回数：一人当たりの上限はありません。 
Number of apply: Not limited.  

 
3. 申請手続き: Application Process 

(ア) 用意する書類: Documents need to be prepared below: 
１ 論文掲載: For paper publish 
 ○申請時に提出する書類: All Documents need to be submitted below: 
 １．申請用紙（様式 1－1） 

: Application form (1-1) 
 ２．別刷 10 部  

: 10 copies of your paper 
 ３．掲載料請求書  

: Invoice of publishing fee 
* In case you wish to apply for paper editing/proofreading 
 ４．校正会社の英文校正代金表（英文校正料を申請する場合） 

: Price list of paper editing/proofreading fee 
 ５．英文校正請求書 
      : Invoice of paper editing/proofreading fee 
 
２ 学会発表: For presentation at workshop 
 ○申請時に提出する書類: At application 
 １．申請用紙（様式 2－1） 

: Application form (2-1) 
２． 出張日程表（様式 2－2） 

: Travel schedule form (2-2) 
 ３．学会開催通知（学会の日程・開催地・参加費が確認できるもの） 

: Workshop announcement (including the date, venue, and registration fee) 
 ４．プログラム（申請者の発表が確認できるもの） 

: Workshop program (including the applicant’s presentation) 
 ５．投稿原稿写し 

: Copy of an abstract 
 ６．出張報告書（様式 2－2） 

: Travel report form (2-2) 
 ７．大学から出張費の支給を受けたことがある場合：債主番号を申請書所定欄に記入 

大学から出張費の支給を受けたことがない場合：出張費払込依頼書（様式 2－3） 



 

 
: Have already applied before: Indicate your account number in application form 
: First time to apply: Application form for receiving travel expenses (2-3) 

 ○後日提出する書類: After workshop 
 １．参加費領収書 

: Receipt of Registration fee 
 ２．航空券領収書及び搭乗券半券（航空機使用の場合のみ） 

: Original receipt of flight ticket and boarding pass stubs 
 (In case you travel by air) 

 
＊様式はグローバル COE 公式サイト公募ページよりダウンロードしてください 
*Please download document forms from the website below;  

URL：http://www.eei.eng.osaka-u.ac.jp/gcoe/koubo.html 
 

(イ) 申請先: Application must be send to 
グローバル COEプログラム「次世代電子デバイス教育研究開発拠点」事務局 

 所在：大阪大学吹田キャンパス E5-213 

 学内便：工学部電気電子情報工学専攻 グローバル COE 宛 

Global COE Office 

Division of Electrical, Electronic and Information Engineering, 

Graduate School of Engineering, Osaka University 

E-5, 2-1 Yamada-oka, Suita, Osaka 565-0871, Japan 

 Mail: office@gcoe.eei.eng.osaka-u.ac.jp 

 

【注意事項】:Notice 

１． 論文、発表には必ず本 COE への謝辞を添えること 

: Your paper and presentation must include acknowledgement for GCOE.  

 

公表時の和文名及び英文名: Sample of acknowledgement 

和文名：文部科学省グローバル COEプログラム「次世代電子デバイス教育研究開発拠点」 

英文名： Center for Electronic Devices Innovation 

［例］This research was partially supported by a grant for the Global COE Program, “Center for 

Electronic Devices Innovation”, from the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 

Technology of Japan. 

２．  英文校正料について  

: English paper editing/proofreading fee 

 

英文校正料として申請が認められるのは、下記の2条件を満たすものとします。  

Only a case satisfying below is accepted to apply for paper editing/proofreading 

http://www.eei.eng.osaka-u.ac.jp/gcoe/koubo.html�
mailto:office@gcoe.eei.eng.osaka-u.ac.jp�


 

1） 投稿先機関またはレフェリーから、校正を条件に採用が通知された論文、またはそのようにみな

せる論文であること  

: Your paper must be recognized to be publishable after editing/proofreading by an 

organization or a referee. 

2） 校正を要求された部分に関する校正料金であること  

:Only a requested part of your paper must be edited. 

 

３．学会参加費について : Registration fee 

含まれるもの (Included)：学会参加費、予稿集代 (Registration fee, Proceedings fee) 

含まれないもの (Not included)：学会入会費、年会費、懇親会費、エクスカーション代 

                     (Conference Admission fee, Annual fee, Banquet fee, and excursion fee) 

３．申請の締め切り: Application Dead line 

１) 本年度の申請期限は原則として 1月 21日（金）です。 

: Application deadline for this year is 21st, January, Friday.  

２) 学会発表については原則として出発の 30日前までに申請してください。 

    : For Conference Presentation Fee, you need to apply 30days before leaving for the 

workshop. 

４．学会参加費は後からの支給（申請者による立替払い）となります。 

  申請が 30 日以前より遅れた場合、後払いになる可能性があります。 

      : Your registration fee will be deposited after the workshop. 

      : In case you failed to apply 30 days in advance leaving for the workshop, expenses will 

be deposited after the workshop.  

５．航空券の見積書と領収書が同額ではない場合、支給できない恐れがあります。 

      : If your flight ticket receipt shows different amount from the estimate, flight expenses 

will not be provided.  

 

 

グローバル COEプログラム「次世代電子デバイス教育研究開発拠点」事務局 

Global COE Office, Division of Electrical, Electronic and Information Engineering, 

 


