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はじめに

この手引きは、日本学術振興会特別研究員への応募を検討されているか
たにお届けします。
申請書を書くことは手間がかかりますが、これまでの研究活動を俯瞰
し、これからの展望を描くうえでも良い経験になると思いますので、関
心のある方はぜひ挑戦して下さい。
また、今後様々な申請書を書く機会が増えてくると思いますが、経験
を積むことで様々な申請を作成することが楽になってくると思います。
応募資格がある今後研究者を目指す方は是非応募してください。

令和3年2月



１．基本事項

•日本学術振興会特別研究員とは？
• 若手研究者に、研究に専念する機会を与え、研究
者を養成する制度

• 研究奨励金（20万以上/月 生活費として使用
可）

• PD・RPDは36万円以上/月
• 特別研究員奨励費（上限150万円/年の研究費）

研究にかける時間を格段に増やすことができる
ようになり、さらに奨励費を獲得することで研
究の自由度も高くなります。採用が実績として
評価の対象となることもあります。

• DC１
• 令和４年４月１日時点で博士後期課程１年に進学する方が対
象（令和３年3月時点で博士前期課程１年生の方）

• DC２
• 令和４年４月１日時点で博士後期課程２年及び３年の方が対
象（令和３年3月時点で博士前期課程２年及び博士後期課程
１年及び2年の方）

• PD
• 令和4年4月1日時点で博士の学位取得5年未満の方（令和4年4
月1日までに博士号を取得する予定の方も含む）

• RPD
• 令和4年4月1日時点で博士の学位を取得している方で出産育
児などで研究を中断した方(条件は別途確認のこと)

様々な資格



１．基本事項②

• 応募可能区分と＜現在＞、＜4月＞、＜採用時＞の状況

令和3年２月（現在） 令和3年4月（新年度） 令和4年4月（採用時） 応募可能区分

博士前期課程１年生 博士前期課程２年生 博士後期課程１年生 DC１

博士前期課程２年生 博士後期課程１年生 博士後期課程２年生 DC2

博士後期課程１年生 博士後期課程２年生 博士後期課程３年生 DC2

博士後期課程２年生 博士後期課程３年生 博士号取得済み PD

申請から採用までの流れ



２.申請の流れ

•０．指導教官に相談（評価書の作成依頼）
（希望者のみ）ロバスト・ジャパンの支援に
申し込み

•１．はじめて申請する場合は、研究支援セン
ターにID/PWの発行を依頼

•２．申請書の作成。指導教官による評価書の
作成
（該当者のみ）ロバスト・ジャパン、URAに
よる作成支援

•３．学内締切までにシステム上で申請書を送
信

ロバスト・ジャパン株式会社は科学研究
費補助金や学術振興会特別研究員への応
募の支援を行っている会社です。先着
20名まで本学負担でロバスト・ジャパ
ンの申請書作成支援サービスを受けられ
ます。各専門分野のレビュワーからの支
援が行われます。募集開始！！



３.ロバスト・ジャパンによるサービス

• 前述の申請書作成のポイントや研究内容について各申請者の
専門分野のレビュワーがチェック・アドバイス・コメントを
提供。

• 学校長裁量枠「学習院大学研究力強化事業・若手研究者支援
パッケージ」によって提供されます。

• ロバスト・ジャパン株式会社
• https://admin-s.jp/index.html

参考情報

大上雅史 著「学振申請書の書き
方とコツ DC/PD獲得を目指す若者へ
(KS科学一般書)」
※前年度までの情報で書かれていますので、計
画調書等、本年度と異なるところがあります。

日本学術振興会特別研究員のページ
https://www.jsps.go.jp/j-pd/index.html

https://www.jsps.go.jp/j-pd/index.html


４.申請書作成のポイント ①

• (1) 学術の将来を担う優れた研究者となること
が十分期待できること。

• (2) 自身の研究課題設定に至る背景が示されて
おり、かつその着想が優れていること。また、
研究の方法にオリジナリティがあり、自身の研
究課題の今後の展望が示されていること。

• (3) 研究を遂行する能力が優れていること。

• (4) 特別研究員－ＰＤについては、博士課程で
の研究の単なる継続ではなく、新たな研究環境
に身を置いて自らの研究者としての能力を一層
伸ばす意欲が見られること。

独立した研究者として評価されることに注
意!!（学生ではない）!!

評価のポイントを知る（特別研究員の審査方針より)



４.申請書作成のポイント ②

•Ｒ４年度に計画調書が大きく変更！！

•修士課程の研究についての独立した欄の廃止
<研究の背景>や<着想に至った経緯>として記述す
る

•それぞれの欄が大きくなったので「見出し
化」（後述）が必須！！

•学振からのメッセージは以下の通り。

•とはいえ、前半部【研究計画】が最重要であ
ることは変わらない。



４.申請書作成のポイント ③

• ポイント①「指示書きをしっかり読む」
• ポイント② 説明文にある要求されている項目を
取り出して適宜、「見出し化」を行う。

• 例えば、以下の指示書きの場合、

• 「当該分野の状況や課題などの背景」、
• 「本研究計画の着想に至った経緯」の「見出し
化」を行う。

申請書の指示に従う

• 「見出し化」を行うことで見やす
くなる。

• 要求されている事項を漏れなく書
くことができるようになる。

• 指示書きに書かれていることは審
査のポイントでもあるので、どこ
に何が書かれているのかを審査員
に分かりやすく。



４.申請書作成のポイント ④

【本研究計画の着想に至った経緯】

これまで当該分野で誰のどんな研究があり、どのような成果があったのか？
それらの研究の足りないところ、課題、問題点はどこか？

先行研究で足りないところがあるからこそ、自身の研究がある。
自分の研究計画から逆算して先行研究の問題点を考える方法もある（書くときは、自分の研
究からではなく、先行研究の問題点を先に書く）

うまく図を使うと効果的！！ スペースがあれば図を使うことを検討する。

【当該分野の状況や課題などの背景】 見出し化

見出し化（背景と分けて書くのが難しければ無理に見出しにし
なくても良い。ただし、「これが着想に至った経緯である」な
どはっきりと言葉で示した方が審査員に親切。

ケース・バイ・ケースだが、自身の研究の経過の中から、本研究の研究計画の着想に至ったという形
にするケースが多い。その際に【背景】部で指摘した問題点や課題を克服するものとして、自身の研
究をアピールするのが書きやすい書き方の一つ。

記入例（内容はでたらめです）：
これまでの室町幕府研究は、○○『室町幕府の権力構造』（1980）や△△『室町時代にお
ける□□の役割』（1990）等、室町時代の政治の流れを決定づけた□□を中心に研究が進
められ、室町時代の二重権力構造が明らかにされてきた。しかし、近年、△□らによる
「・・・・」（2001）や「・・・・」（2008）によって★★の研究が進むにつれ××勢力
の影響が見直されるようになり、二重半権力構造論あるいは三重権力構造論が提唱される
ようになり、論争が活発化している。この論争において重要な役割を担うと考えられる
※※については、現存する資料がほとんどなく研究が進んでこなかったが、2018年に岐阜
県ＭＭ村で※※に関する資料が大量に発掘されたためこれからの研究の進展と論争の決着
が期待されている。

記入例（内容はでたらめです）：
申請者はこれまで室町時代の△□の××について研究を進めてきたが、2018年に発見され
た※※に関する資料の中に××についての記述が多数発見されたことから、○○先生らと
の共同研究に参画する機会を得た。そこで、××による□×活動が※※による□□へのけ
ん制として働いている可能性に気づいた。そこで、2018年に発見された資料から※※によ
る□□へのけん制としての□×活動としてから発見資料を精査するという着想に至った。



【研究計画】(２)研究目的・内容等

４.申請書作成のポイント ⑤

うまく図を使うと効果的！！ スペースがあれば図を使うことを検討する。

【本研究の概要】-----余裕があれば最初に研究の概要をまとめる

【研究目的】

【研究方法】-------場合によっては以下のように③と組み合わせた見出しにしても良い。
【研究方法】「どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか」

研究内容は漠然としているので無理に見出し化しない

【研究の特色・独創的な点】

見出し化

見出し化

見出し化－－ 難しければ「本研究の独創的な点は○○である」
といった形で明言し、審査員に分かりやすく占め
る。多少くどい感じがしてもしっかり明言するこ
とが大事。

この欄に限らず、適宜、太字、下線、両方等を
使って強調する。



４.申請書作成のポイント ⑥

人権の保護及び法令などの遵守

• 該当しない場合も「該当しない」と明言する。

• 該当者は独立した研究者として研究倫理に責任をもって対処できることを示すこと（多くの
場合は大学の規定に則って手続きを行う旨書けば大丈夫。欄をすべて埋める必要はない）。



４.申請書作成のポイント ⑦

【研究遂行能力の自己分析】

• 昨年度までの同等欄の倍以上の記述量に！！

• （１）（２）と見出しがついているので必要に応じて、さらに小見出しを追加。

• 研究活動の具体的な経験をから強みを引き出す。



４.申請書作成のポイント ⑧

【研究遂行能力の自己分析】



４.申請書作成のポイント

• ピッタリ同じ専門分野の人だけが審査員になるわけではない
ので、専門外の人にも分かりやすいように配慮する。

• どれくらい分かりやすく書けばよいかは、書面審査セットを
確認する。

審査員に分かりやすく

書面審査セット

• 各自、自身の書面審査セットを確認して下さい。

下の例では、
• 美術史の申請書を哲学の専門家が読む可能性があります。



さいごに

• 申請書は早めに手を付けることで、不足点や書きづらい点を
見つけそれを補うことが可能です。例えば、研究の背景が書
きづらければ関連論文を調べることで、格段に背景が充実す
るとともに自身の研究の特徴をはっきりさせることができま
す。またほかの人（先生方、先輩、ロバスト・ジャパン、
URA）などにレビューを依頼して、申請書の完成度を上げる
ことも重要です。

• 日本学術振興会特別研究員は狭き門です。不採用となっても
あきらめずに応募を続けてください。

• 何かご不明な点などあれば研究支援センターにお気軽にお問
合せ下さい。作成途中の申請書のレビューなども随時、受け
付けます。

研究支援センター（中央教育研究棟２階）
電話：03-5992-1228
E-mail: kakenoff@gakushuin.ac.jp
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