2018/11/30
平成 30 年度 第 3 回 若⼿研究者渡航費助成の募集について
若⼿研究者渡航費助成⾦選考委員⻑

池上貴久

2019 年 3 ⽉ 1 ⽇〜同年 6 ⽉ 30 ⽇の間に開催される NMR に関連する国際会議に参加される若
⼿研究者で、渡航費助成⾦を希望する⽅を募集します。ふるってご応募ください。
◆応募資格
• 応募時に学会費を納⼊済みの⽇本核磁気共鳴学会会員であり 35 歳以下であること。
• ⼤学院⽣、博⼠研究員、およびそれに準ずる者であること。
• 他の旅費補助⾦を受けていないこと（本助成⾦で⾜りない部分を所属の研究室等で補填する
ことは可とする）。
• 所属する研究室において選考を経た後、同じ国際会議に対して 1 名のみが応募すること。
◆応募⽅法
１．応募書類
•

若⼿研究者渡航費助成⾦応募申請書（様式指定、推薦書、応募理由を記⼊のこと）

•

略歴（様式⾃由）

•

学会発表、論⽂リスト（様式⾃由）

•

参加予定の国際会議の発表要旨

以上の書類を電⼦メールの添付ファイル（Word 形式）として若⼿研究者渡航助成⾦選考委員⻑
池上貴久（ikegamit@yokohama-cu.ac.jp）まで送付して下さい。なお、若⼿研究者渡航費助
成⾦応募申請書（Word 形式）はホームページよりダウンロードして下さい。
様式のダウンロードのサイト
https://www.nmrj.jp/index.php?page=support_grant-info
２．応募締め切り：2019 年 1 ⽉ 16 ⽇（⽔）5pm
選考⽅法：若⼿研究者渡航費助成⾦選考委員において若⼲名の援助⾦受領者を選考し、その結果
を会⻑名で本⼈宛に通知します。受領者は学会終了後すみやかに参加報告書を選考委員⻑宛て
に提出してください。また受領者は NMR 討論会において賞状をもって顕彰します。採択件数は
年間 5 件程度とします。

助成額 1 件あたり 10 万円の助成額とします。助成⾦の贈呈は参加報告書と銀⾏⼝座番号の提出
後となります。
所属の⼤学等で間接経費のオーバーヘッド等がある場合には、免除願を学会から発⾏しますの
で個別にご相談ください。
詳細は学会ホームページ（http://www.nmrj.jp/index.php）をご覧ください。
The eligibility for the application to the Travel expenses subsidy
1.

You are a member of the NMR Society of Japan.

2.

You have paid the annual fee at latest when you apply to it.

3.

You are a graduate student, a doctoral researcher, and a person equivalent to them.

4.

You are younger than (<=) 35 years old.

5.

You cannot receive any other travel expense subsidies at the same time.

6.

You can supplement the part not covered by this subsidy with a grant of your lab,
for example.

7.

More than two members in your lab cannot apply to this subsidy for the same
conference (for a different conference, it is ok).

8.

As a result of the review, 100,000 yen will be awarded after submission of the
report.

9.

Submit a report within one month after returning home. It will be published on HP
and the academic journal (NMR).

10. The following three documents are of free format.
•

Your brief C.V.

•

The list of your presentations in past conferences, published papers

•

The abstract of your presentation in the international conference you are
applying for.

11. Please download the other application forms from the HP.

参考のため、本期間に開催される国際会議等の例を下にあげます。これら以外でも本助成の趣旨
に適合する国際会議であれば応募できます。
l

60th Experimental Nuclear Magnetic Resonance Conference (ENC)
4/7 〜 4/12, 2019
Asilomar, California
https://www.enc-conference.org/

l

ISMRM
5/11 〜 5/16, 2019
Montreal, Canada

l

Biophysical Society 63rd Annual Meeting
3/2 〜 3/6, 2019
Baltimore, Maryland
https://www.biophysics.org/2019meeting#/

