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【第10回日本学術振興会 育志賞受賞候補者の推薦について】 

 

日本電気泳動学会会員の皆様 

 

 独立行政法人日本学術振興会より第 10回育志賞受賞候補者の推薦依頼がありました。 

詳細につきましては添付の資料をご確認下さい。 

 

企業会員製品情報 

 

 

 

日本電気泳動学会企業会員 
 
アドバンテック東洋（株） 癸巳化成（株）   コスモ・バイオ（株） 
（株）島津製作所 ナカライテスク（株）        （株）ナード研究所 
日本エイドー（株） バイオ･ラッド ラボラトリーズ(株)  （株）ヘレナ研究所 
富士フイルム和光純薬（株）  (株)クリムゾン インタラクティブ ジャパン 
シャープライフサイエンス（株） 
 
【日本電気泳動学会電子メール通信】は、日本電気泳動学会会員の皆様に配信しています。 
【日本電気泳動学会電子メール通信】に対するご意見をメールにてお寄せ下さい。 
ご意見を【日本電気泳動学会電子メール通信】に掲載希望の場合はその旨お知らせ下さい。 
【アドレス変更/配信中止】【ご質問・お問い合わせ】は、本会事務局（secretariat@jes1950.jp）宛にお
願いいたします。 



学 振 養 第 221号
平成 31年 3月 12日

各入学の長

各学術団体の長 殿

独立行政法人 日本学術振興会

理事長  里 見  進

(公 Fl省 略 )

第 10「 (平 成 31年 度 (2019年 度),日 本学術振興会 育志賞受賞候補者の

推薦について (通 匈)

本会は 人皇陛下の御即位 20年 に当たり 社会的に厳 しい経済環境の中で 勉学や研究に励ん

でいる若千り千究者を支援 奨励するための事業の資として 平成 21年 に陛 ドから御下賜 金を1易 り

ました .

このような陛 ドのお気 llら を受けて、将来 我が国の学術研究の発展に寄 与することが期待さオt

る優秀な大学院 l■「 課lT学 ■を顕彰することで その勉学及び研究意欲を高め 若千,「 究者の養成

を区ることを目的として、平成 22年度に 「日本学術振 llll会  育,よ 賞 を創設 しました。

第 9巨|(平 成 30年度)は  各方面より多数の候補 者のご ll薦 をいただき 優秀rt大 学院博上課

程学生 18名 に対 し 本 11を 授与いたしました。

この度、下記のとお り、第 10に|(平成 31年 度 (2019年 度))を 実施いた しますので 受

賞11補 者のこlt薦 をおllHい いたします .

X女 1■ 候補者について積 lll的 に‖薦いただけるようご検 .Iを お願いいた します .

.己

1 対象分野

人文学 十卜会科学及び自然科学にわたる全分野

2 対象者

以 下の00の 条件を満たす者 を対象 としますが、推薦に当たっては、論文等の業績のみ

にとらわれず 将来、我が国の学術研究の発展に寄与することが期待される優秀な者、経済的に困

主体的に研究を進めている者など多様な観点から推薦願います。

0我 が国の大学院 博 [課 絆十■で あって、平成 31年 4り 11日 にお いて 34歳
未満の 者で  平成 31年 (2019年 )5月 1日 にお いて次 の 1)か ら 4)

のいずオ1か に該当す る者

1)区 分制の博士後期課程 に

`:学

す る者

2) 貫市1の 博 lj課 絆 3年 次以上の年次 に4:学 する者

3)後 卿13年 のみ の博 |:課 程 に在学す る者
4)医 予 歯学  業学 又は獣医学 系の 4年 制博士課 程に在学する者

② 大学院にお ける学業成績が優秀で あ り、豊かな人間性 をlrえ  意欲的かつ主

体的 に勉学及 び研究活動 に取 り組 んでいる者

×海外からの留学十で上記の条件を満たす者も対象にしています。

(裏面に続く)



3 授賞等

本会が設置する選考委員会において 16名 II度選考 します。

4 受付期間

平成 31年 (2019年 )6月 3 (月 )～ 6月 7日 (金 )17:00(締 切)

5 ル1い 合わせ先

〒1020088 東京都千代田κ麹ITお -3-1
独ヽ

'行

政法人日本学術振興会 フ、材育成事業部 ll究 と養成課
~日

本学術振興会 育志賞 担当

TEし   08-3263-0,12

URL httpsi//wllw isps go 11)/i― i k llヽ hi― I)Iize/index html

x推薦は電子申請システムを使用して行います。 (紙媒体での応募は受け付けません。 )

※推薦書等の様式は_「記 HPよ リダウンロー ドしてください。

※推薦要項と推薦募集ポスターも上記 HPよ リダウンロー ドすることができます。


