
２０１９年度 若手研究者のためのチャレンジ研究助成 

申 請 要 項 
 

公益財団法人サントリー文化財団 

 

1．助成の趣旨 

人文学、社会科学の分野において、学問的な新しい地平を切り拓こうとする、意欲ある若手研

究者の支援を目的とします。斬新な発想で取り組む、大きな展望を持った研究であると同時に、

学術的、社会的に広がりのある研究を対象とします。 

本助成は、専門領域からの飛躍を目指す若手研究者による積極的なチャレンジをサポートす

るものです。助成期間中には、助成を受けた方々と異分野の識者が集まる研究報告会を行い、

学際的な視野を広げ、相互研鑽する場を設けます。 

 

2．助成対象 

(1) 原則として、2020 年 4 月 1 日時点で博士前期（修士）課程修了以上 35 歳以下の若手

研究者による人文学、社会科学分野の個人研究とします。 

(2) 申請者の国籍、所属は問いませんが、書類作成、学際的な議論への参加が可能な日

本語能力を持つことを条件とします。申請書は、本人作成による日本語によるものだけ

を受け付けます。 

(3) 申請者は過去に本プログラムの助成を受けていない者とします（当財団の他プログラム

は含みません）。他機関との併願は可能です。 

(4) 本年度の助成対象は 15 件程度とします。 

 

3．助成金額および助成対象期間 

(1) 一件あたり 100 万円を上限として、申請額の満額支給を原則とします。 

(2) 助成対象期間は 2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日までの 1 年間とします。継続

申請はできません（一人に対して一度の助成とし、異なるテーマでも不可とします）。 

(3) 助成金は「円貨」にて決定し、「日本円」で振込みます。 

 

4．助成金の使途 

(1) 研究に必要な経費とし、使途は定めません。 

(2) 申請者が所属する組織の間接経費、一般管理費等は助成の対象としません。 



5．選考方法 

選考は選考委員会において所定の申請書類のみにて行い、理事会で決定します。それ以外

の「参考資料」をお送りいただいても、審査の対象にはなりません。 

 

6．選考基準 

  狭い専門分野に留まらない、以下のようなチャレンジングな研究を高く評価します。 

   ・学術的、社会的に広がりのある研究 

   ・新しい学問的地平を切り拓こうとする意欲の高い研究 

   ・斬新な発想で取り組む、大きな展望を持った研究 

 

7．推薦書 

・ 申請に際しては、必ずしかるべき第三者からの日本語もしくは英語の推薦書原本（申請書 6

頁目）を同封してください。推薦者の意向で指定のフォーマットを利用しない場合は、必ず A4

サイズ 1 枚におさめてください。 

・ 推薦書が親展扱いである場合は、厳封の状態で申請書と同封でお送りください。 

・ 内容は人物評価ではなく、本申請テーマがその分野でどのような価値のある研究か、どういっ

た点がチャレンジングか等、研究に対する評価を記述いただくようご依頼ください。 

 

8．申請書の入手  （1）（2）いずれかの方法で入手してください。 

（１）Ｗｅｂサイト 

サントリー文化財団のＷｅｂサイト https://www.suntory.co.jp/sfnd/からダウンロードしてご使用

ください。 

（２）郵便 

住所、氏名を記入した角 2 サイズの返信用封筒（Ａ4 サイズの入るものに１４０円切手を貼付）

を同封の上、下記の研究助成係にお申し込みください。折り返し、申請書類を送付します。 

 

9．申請書の提出・締め切り・注意事項 

  2019 年 11 月 11 日（月）  ＜消印有効＞ 

申請書は簡易書留（海外の場合はこれに類似の航空便）にてお送りください。FAX または e-m

  ailでの送付は受理しませんのでご注意ください。なお、申請多数のため、申請書到着確認の 

  お問い合わせにはお答えしかねます。また、海外からの申請も消印有効ですが、11 月 25 日 

 （月）以降に届いたものは、受理いたしかねます。悪しからずご了承ください。 



10．助成の決定   

2020年 3月を予定しています。選考結果は申請者に文書（郵送）にて連絡します。この時期に

転居等を予定されている方は、郵送物を受け取ることができる住所を申請書７頁備考欄にご記

入ください。 

 

11．助成金の交付 

助成金は 2020 年 4 月に全額を交付します。助成金の振込みは、「円口座」以外にはできませ

  んので、ご注意ください。 

 

12．研究経過等の報告 

助成対象研究については、2020 年 12 月頃に東京都内にて中間報告会を行います。 

個人の研究を進展させるとともに、異分野の研究者と集うことで意欲を高め、学際的な視野を

広げることを目的に、助成プログラムの一環として行いますので、必ずご出席ください。 

 

13．報告書の提出 

助成期間終了後に、当財団指定のフォーマットにて研究助成報告書（活動報告・成果報告）

と研究助成金使途報告書を提出していただきます。成果報告部分は当財団 HP での公開、報

告書集への掲載を原則としておりますので、あらかじめご了承ください。 

 

14．個人情報の取り扱い 

申請書にご記入いただいた個人情報は、選考及び選考結果の通知のために使用するもので、

個人情報保護法および関連する法令・規範にもとづき、厳重に管理します。ご本人の同意が

ある場合または正当な理由がある場合を除き、第三者に開示または提供しません。 

 

＜申請書送付先・お問い合わせ先＞ 

〒530-8204  大阪市北区堂島２-１-５   サントリーアネックス９階 

公益財団法人サントリー文化財団 「若手研究者のためのチャレンジ研究助成」係 

  TEL 06（6342）6221   FAX  06（6342）6220  

   メールアドレス sfnd@suntory-foundation.or.jp 

 

以上 

mailto:sfnd@suntory-foundation.or.jp
mailto:sfnd@suntory-foundation.or.jp


 

申請書記入上の注意 

 

 

(1) 申請は、当財団指定の申請書フォーマット(A4 サイズ 7 枚) を用い、必ず枠内に日本語でご

記入ください（推薦書は英語可）。A4 用紙がない地域にお住まいの方は、類似の用紙をお

使いください。何らかの事情で申請書（word）のフォーマットが崩れる場合は、申請書（ｐｄｆ）

を参考に頁数の変わらない範囲でレイアウトをご修正ください。 

 

(2) 「印」の指示がある欄には、必ずご捺印もしくはご署名ください。 

 

(3) 申請書 2～6 頁下に氏名欄があります。記入漏れにご注意ください。 

 

(4) 申請書は、片面印刷で折り曲げずに、お送りください。ホッチキス止めもご遠慮ください。 

 

必要事項はすべて申請書の中に漏れなく記入し、必要書類以外の資料は添付しないでくだ

さい。 

別紙参照などを用いた申請、申請書フォーマットや頁数の変更があった場合、原則として申

請を受理しませんので、ご注意ください。 

 

(5) 送付状や返信用封筒は不要です。 

 

(6) 申請書は一部提出してください。お送りいただいた申請書は返却しませんので、必ずコピー

を保管ください。 

 

(7) 記入項目の注意事項 

＜3.助成金の使い方＞ 

・助成対象研究の進捗について中間報告会（東京都内を予定）での報告義務を設けてい

ますので、その際の旅費も含めてください。 

 

   ＜4.略歴、主な論文など＞ 

    ・海外での業績、論文などは英語でご記入ください。 

 

＜5.論文紹介＞ 

 ・構成と概要を 4頁、5頁の枠内でまとめてください。それぞれの分量比は問いません。また、

  枠内であれば、図表挿入可とします。  

 

 

 

以上 
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2019 年度 サントリー文化財団 
「若手研究者のためのチャレンジ研究助成」申請書 

 
公益財団法人サントリー文化財団  
理事長  鳥  井  信  吾  殿                                    2019 年   月   日  

 

私は、貴財団作成の申請要項記載事項に同意して、下記のとおり研究助成を申請します。 
 

記  
 

申請研究  

テーマ 
 

 

助成申請額  

（小数点以下切捨て）  
万円  

 
※PC での記入の際は、全ページ 10.5 ポイント以上を使用してください。 
 

1.チャレンジＰＲ：この研究のどこがチャレンジングなのか、研究の特色   ＊枠内・ページ内に記入  

 

フリガナ  生年月日  年 齢 

申請者  

氏名   印  年     月    日  歳  

所属機関  

・学年ま
たは職名  

 

 

研究分野  
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2.研究の内容   ＊枠内・ページ内に記入  

 

 

3.助成金の使い方：助成金の使途または申請額の根拠   ＊枠内・ページ内に記入  

 

 

 

氏名： 
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4.略歴、主な論文など（著作は出版社名・出版年、論文は掲載誌名・発表年を明記、受賞歴や被助

成歴がある場合は年度・主催団体名を明記してください。）  ＊枠内・ページ内に記入  

＜略歴＞ 

 

 

＜業績・著作・論文＞ 

 

 

 
氏名：  
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5.論文紹介：これまで発表した論文の中で、最も自信のあるものを選んで構成と概要を 2 ページ

以内にまとめてください。枠内であれば、図表挿入可とします。  ＊枠内・ページ内に記入  

題名： 

発表時期： 

 

掲載媒体※： 

査読の有無：        有      ・      無  

※未掲載の場合は、○○年度修士論文など論文の種類を明記  

 

 

＜構成＞ 目次など、構成が一覧できる形で記入してください。 

 

氏名：  
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＜概要＞ 

 

 

 

氏名： 
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6.推薦書   ＊枠内・ページ内に記入  

（本フォーマットを利用しない場合も、A4 サイズ 1 枚以内におさめてください。） 

 

＜推薦理由＞ 

 
 

 

フリガナ 

推薦者  

氏名  

 

                                                  印    

所属機関・

職名  
 

氏名： 
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7.申請者連絡先（1 枚目と同じ内容を記入してください。） 

フリガナ 

申請者氏名  

 

 
年齢  歳  

所属機関  

学年または職名  
 

研究分野   
助成申請額  

（小数点以下切捨て）  
万円  

申請研究テーマ  

推薦者氏名   

推薦者  

所属機関・職名  
 

連
絡
先 

所属  

機関  

〒 

 

TEL  FAX  

自  宅  

〒 

 

TEL  FAX  

連絡先（郵便物送付先を含む）は、 所属機関／自宅  を希望  （※いずれかを選択） 

E-mail ：  

 

備

考  

 

 

 

※送付先が海外住所の場合は、Dr./Mr./Ms.などの敬称を含む氏名、住所、郵便番号、国名を英

語で（現地語不可）記入してください。 

  例） Mr.○○ ○○ 

×××× 

U.S.A. 

 

※結果は 2020 年 3 月に郵送にて通知します。この時期に転居等の予定があり、上記連絡先と異な

る住所での受取を希望される方は、その旨と希望送付先住所を備考欄に記入してください。 
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