財団へ直接申請 （工学研究科）
公益財団法人 NEC C&C 財団「外国人研究員助成」
2017 年度支給候補者の募集
2016.8.9

１ 応募資格・・・以下のすべてに該当すること
１）2017 年 4 月又は 2017 年 10 月に大学院博士後期課程に在籍す
る外国人 ※国費外国人留学生は申請不可。
２）C&C 分野及びその関連技術の研究に携わっている研究であること。
(原則として 40 歳以下)
２ 支給額、支給期間、募集定員
月額 125,000 円
2017 年 4 月、または 2017 年 10 月より最長 1 年間
但し、正規の最短修業年限まで
３ 提出書類等(いずれも、日本語で記入)
１）外国人研究員助成候補者推薦書（指定用紙・写真貼付）
２）外国人研究員助成候補者プロフィール(指定用紙)
３）補足説明資料（特に推薦者が必要と考えるとき）
４ 応募方法

直接次の住所へ郵送するとともに、外国人研究員助成
候補者推薦書と外国人研究員助成候補者プロフィール
のエクセルデータを e-mail 送付。
宛先 〒108-8001
東京都港区芝 5 丁目 7 番 1 号 NEC 本社ビル
公益財団法人 NEC C&C 財団 専務理事 橋本 雅伸 様
e-mail:gaikoku@candc.or.jp
ホームページ http://www.candc.or.jp

５ 締切 2016 年 9 月 30 日（金）必着

English:
Application Guidelines for Grants for Non-Japanese Researchers (Grants for Fiscal Year 2017)

I. Grant Eligibility
(3) Target research fields
C&C fields and related technologies
＊ C&C fields include those on information-processing technologies, communications
technologies, electronic-device technologies, as well as fields that combine those
technologies.
＊ Related technologies include general applied technologies in the C&C fields.
＊ There must be a letter of recommendation that explains how the research of the grant
applicant can contribute to the development of C&C.
(4)

Grant applicant qualifications (corresponding to all requirements shown below)
(i) The applicant must be a student in a doctoral course at a graduate school in Japan at the
start of the grant period (April or October 2017).
(ii) The applicant must be a non-Japanese citizen who is engaged in research in the
aforementioned C&C or related technology fields. (In principle, the applicant should
not be older than 40 years old.)
(iii) The applicant must be pursuing outstanding research.
(iv) Economic necessity will be considered.

II. Overview of Grant-Related Matters
(1) Amount of each grant: 125,000 yen per month
(2) Grant period: One year from April or October 2017
(3) Benefit period: Up to one year
(4) Submission of report: A report explaining what was accomplished must be submitted at the
end of the grant period.
(5) Miscellaneous
The following information on grant recipients will be published on our website and in our
annual report: name, department and year of study, research theme, and portrait photograph.
Contact us if this might cause any problem for you.
III. Recommendation Procedures
(1) Recommender: The academic adviser of the grant applicant
(2) Documents to be submitted (to be filled out in Japanese)*
(i) A letter of recommendation for the grant applicant
(ii) A profile of the grant applicant
*Download the latest version of these documents (in one file) from our website and fill in all the
required items. In principle, old versions or incomplete application forms will not be accepted.
http://www.candc.or.jp/
(iii) Supplementary explanatory materials (if considered necessary by the recommender)

(3)

(4)

(5)

Application procedures
Send the above documents both by post and by email for screening purposes. Note that only
the postal version needs a photo and personal seal. Also, the email version must be in Excel
format (not PDF).
Application deadline
No later than Friday, September 30, 2016. (Applications delivered in person or applications
sent only by email will not be accepted.)
Addresses to send the letter of recommendation
Post: NEC Head Office, 7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8001
Email: gaikoku@candc.or.jp
NEC C&C FOUNDATION
Masanobu Hashimoto, Executive Director

IV. Selection
(1) First screening: Paper screening
Only those who pass the paper screening can attend the second screening. The grant
applicants and recommenders will receive the result of the first screening at the beginning of
November 2016.
(2) Second screening: Interview**
Date: Beginning of December 2016
Location: NEC Head Office, 7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo
(3) Grant decision notification
The applicants who attend the second screening and their recommenders will receive a grant
decision notification in the middle of December 2016.
**Applicants who pass the first screening will be informed of the details of the interview
when they receive the result of the first screening. Interviewees will be reimbursed for
transportation expenses based on the rules of our foundation.
V. Contact
NEC C&C FOUNDATION Administrator
Phone: 03-3457-7711
Fax: 03-3798-7818
Email: gaikoku@candc.or.jp

外国人研究員助成候補者募集要項（20１７年度助成開始）

Ⅰ．助成の内容
(1) 助成の対象となる研究の分野
Ｃ＆Ｃ分野及びその関連技術
＊ Ｃ＆Ｃ分野とは、情報処理技術、通信技術、電子デバイス技術およびこれらの技術の融合
した技術分野をいう。
＊ 関連技術とは、Ｃ＆Ｃ分野の応用技術全般を含む。
＊ 推薦書内に、助成候補者の研究がどのように C&C の発展に貢献するかを記載する。
(2)

助成候補者の資格（以下の項目すべてに該当すること）
① 助成開始時（２０１７年４月または２０１７年１０月）に日本国内の大学院博士後期課程
に在学中のこと。
② 外国人で、上記Ｃ＆Ｃ分野及びその関連技術の研究に携わっている研究者である
こと（原則として４０才以下）。
③ 研究内容がすぐれていること。
④ 経済的必要性が高いこと。

Ⅱ．助成の概要
(1) １件当りの助成額： 月額１２万５千円
(2) 助成対象期間：
２０１７年４月 または ２０１７年１０月より１年間
(3) 支給期間：
最長一年までとする。
(4) 報告書の提出： 助成期間修了後に報告書を提出するものとする。
(5) その他
助成金受給決定者について、受給後、当財団のホームページならびに年次報告書
「1 年のあゆみ」に次の事項を掲載する予定である。不都合のある方は事務局まで
申し出ること。
掲載予定事項：
氏名、 所属・学年、 研究題目、 顔写真
Ⅲ．推薦の手続き
(1) 推薦者： 助成候補者の指導教官
(2) 提出書類（日本語で記入）
① 外国人研究員助成候補者推薦書
② 外国人研究員助成候補者プロフィール
※ 財団ホームページからダウンロードの上、最新版を使用し、全ての項目を記入すること。旧
版の使用、あるいは記入もれのある場合は原則として受け付けない。
http://www.candc.or.jp/
③ 補足説明資料（特に推薦者が必要と考えるとき）
(3） 応募方法
上記提出書類を郵送するとともに、審査処理のため推薦書のエクセルデータを email に
て送付。ただし、このエクセルデータには写真及び押印はなくてもよい。

（4） 応募締切
２０１６年９月３０日（金）必着 （持参、e-mail のみの送付は不可）
（5） 推薦書送付先
公益財団法人 NEC C&C 財団
専務理事 橋本 雅伸 宛
郵送
：〒１０８－８００１ 東京都港区芝五丁目７番１号 ＮＥＣ本社ビル
e-mail ：gaikoku@candc.or.jp
IV. 選考方法
（１） 一次選考：書類審査（書類審査に通過した方のみ、二次選考を行います。）
2016 年 11 月初旬に、助成候補者ならびに推薦者に審査結果を通知する。
（２）二次選考：面接審査 ※
[実施時期] 2016 年 12 月初旬
[面接場所] ＮＥＣ本社ビル（東京都港区芝 5 丁目 7-１）
（２） 助成決定通知
2016 年 12 月中旬に、二次選考の対象者ならびに推薦者に通知する。
※面接審査の実施要領は一次選考結果通知時に該当者にお知らせいたします。
（面接審査では、当財団の規定に従い交通費を支給させて頂きます。）
Ｖ. 本件に関する連絡先
公益財団法人 NEC C&C 財団 事務局
電 話： ０３－３４５７－７７１１
ファクシミリ： ０３－３７９８－７８１８
e-mail： gaikoku@candc.or.jp

公益財団法人NEC C&C財団

受
付

専務理事 橋本 雅伸 殿

月

日

２０１７ －

外国人研究員助成候補者推薦書
(２０１７年度助成金支給分)
年

月

日

推薦者氏名
印
所属機関および職名

所属機関住所
〒
ＴＥＬ：
e-mail：
下記の者を外国人研究員助成候補者に推薦いたします。
記
助成候補者氏名 (Family Name / Middle Name / First Name)
(写真貼付）

＊ローマ字または漢字にカタカナの読み方を併記して下さい。
推薦の理由（特に財団にアピールしたいことを明記してください。）

外国人研究員助成候補者プロフィール
候補者氏名

（全て日本語でご記入下さい）
(Family Name / Middle Name / First Name)

国籍
生年月日

漢字
カタカナ

年

西暦

性別
年齢

ローマ字

月

日

女

男

才

学校名
専攻学科名／研究室名
学年（応募時<2016年9月末現在>の学年を記入 表記例：博士後期課程２年）
博士前期課程 入学（予定）
修了（予定）
博士後期課程 入学（予定）
修了（予定）
郵便番号 〒
学校住所（都道府県から記入してください）

年
年
年
年

ＴＥＬ

月
月
月
月

入学
修了
入学
修了

e-mailアドレス

－
－
郵便番号 〒
ご自宅住所（都道府県から記入してください）

@

e-mailアドレス

ＴＥＬ

－
－
＊採否結果は、原則として上記所属機関宛に送付します。
ご自宅への送付をご希望の場合はチェックしてください。

@

研究題目
研究内容の要旨（必ず日本語で、１～２行程度でご記入をお願いします。）

研究予定期間
（開始）
年
月
日
助成希望期間（いずれかにチェックしてください。）

（終了）

２０１７年４月～２０１８年３月

年

月

日

２０１７年１０月～２０１８年９月

ご本人の研究が将来のC&Cの発展、それを通して産業界の発展にどう貢献できるかを記載して下さい。

他の奨学金
１．奨学金の名称：
２．支給額：
３．支給期間
４．修了後の継続予定

有

【
【
（開始）
有り

無

年

月
無し

】
円／月】
（終了）
申請中

研究指導者（※推薦者と異なる場合のみ記載してください。）
氏名

職名

大学名または研究機関名
学部・学科名または研究部・研究室名
郵便番号 〒
大学名または研究機関名住所（都道府県から記入してください）
e-mailアドレス

ＴＥＬ
－

－

@

年

月

助成候補者の学歴・職歴・研究歴

研究計画の概要（目的、内容、スケジュールなど）

研究歴・過去の発表論文

（詳細は別紙：論文リストに記入してください）

査読つきで、かつFirst Authorの論文数
上記以外の論文数（査読無し、連名者など）

件
件

ここでの発表論文とは、国際会議など学会主催の会議、また学会誌及びそれに準ずる学術誌での
発表論文を指し、一般誌への投稿、及び博士/修士論文は含みません。

該当するものにチェック、または記入して下さい。
経済的必要性につき具体的に記述してください：

過去にこの助成に応募した
ことがありますか？
※応募時期（年度）
過去に当財団から援助を
受けたことがありますか？
※応募時期（年度）
日本にご家族は
帯同していますか？

有

無

年
有

無

年
帯同している

帯同していない

別紙：論文リスト
以下の項目につき、ご記入ください。
（著者名／論文タイトル／掲載誌または発表した会議／発表時期）
【査読つきで、かつFirst Authorの論文】

【上記以外の論文（査読無し、連名者であるもの、など】

