
 

  

 

「組織的な若手研究者等海外派遣プログラム」 Ｈ２４年第１回公募 

 

 

防災研究所 各位 

 

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム（若手研究者大航海プログラム） 

「海外フィールド研究を中心とした国際防災実践科学の戦略的推進と若手人材育成」 

による若手研究者等の海外派遣を募集致します。 

 

６月１日（金）より本プログラムの平成２4 年分第３回目の募集を開始いたしました。 

 

募集の詳細は、添付書類をご覧下さい。 

 

今回の公募期間は、平成２４年６月１日（金）～６月１８日（月）となります。 

 

平成２５年２月２５日までに帰国を予定する若手研究者（学生諸君も含む）の皆様の 

ご応募をお待ちしています。 

特に、２ヶ月以上の派遣希望者の応募を優先致します。 

 

※本プログラムは、H２５年２月２５日までとなっております。 

数ヶ月の長期派遣をお考えの方は今から申請についてご相談ください。 

 

なお、教授・准教授級の教員が授業科目等で海外へ若手を引率することもこのプログラムでできますの

で、ご検討下さい。インターンシップ研修や自主企画プロジェクトにもご活用下さい。 

 

申請書のワードファイルも添付しておりますので、ご利用下さい。 

 



研究員は、雇用財源によって派遣できない場合がありますので、添付の「身分確認」を予め提出して下

さい。必ず６月１２日までにご提出下さい。 

※ 外部資金（運営費・寄附金以外）により雇用されている特定教員・研究員は、 

財源となる研究費の制約により本プログラムによる海外派遣が困難な場合がありますので、 

ご了承下さい。 

 

申請者多数の場合は、研究・教育委員会若手育成ワーキンググループにおいて 

選考手続きを撮らせて頂きます。 

採択されない場合もありますので、宜しくご了解下さい。 

 

※ お問い合わせや身分確認・申請書提出は、下記のメールアドレス宛にお願い致します。 

florence@ars.gcoe.kyoto-u.ac.jp 

 

 

Announcement for the "Institutional Program for Young Researcher Overseas Visits" 

Third application period for 2012-2013 : June 1 ~ June 18 

 

The "Institutional Program for Young Researcher Overseas Visits" offers “undergraduate and graduate 

students, postdocs, research associates, assistant professors, lecturers and other equivalent young 

researchers opportunities to go abroad to overseas research institutions or research venues for the purpose 

of conducting research activities. The ultimate objective of the program is to foster the kind of highly 

capable researchers with broad international perspectives upon whose shoulders Japan can entrust its 

future” (from JSPS site) 

 

The applicants selected for this program will have their traveling fees and basic living expenses 

(economy-class round-trip plane ticket, accommodation fees) covered for the duration of their stay abroad. 

Researchers (including students) planning a departure between 2012, April 1 and 2013, February 25 are 

welcome to submit their application. 

Projects extending over a period of more than 2 months will get priority. 

All applicants have to return by 2013, February 25. 

 

※ The present program ends on February 25, 2013. 

Candidates who are considering applying for a long overseas stay (several months) should contact us now 

to discuss their project and the best timing for their application. 

 

Researchers (kenkyuuin) who wish to apply for this program are required to first fill in the “mibun 

kakunin” (status verification) form and submit it by June 12. 

Depending on the budget source used for their employment, researchers may not be entitled to apply for 

this specific program. This form allows for verification of their administrative status and therefore if they 

can apply or not. 



 

※ For more information, please contact Florence Lahournat 

E-mail: florence@ars.gcoe.kyoto-u.ac.jp 

 

研究・教育委員会 

若手育成ワーキンググループ 
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