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１ .公募事項  General Description  

名古屋大学宇宙地球環境研究所は、「国際広域地上観測網による太陽地球系結合過程

の研究基盤形成」事業として、太陽地球系結合過程のエネルギーと物質のグローバルな

流れを計測することにより、太陽活動の短期・長期変動に対する地球周辺環境の応答過

程を明らかにする事業を平成 28-33年の 6年間に推進しています。本事業に関連して、宇
宙地球環境に関する比較的少人数の国際ワークショップを公募します。本国際ワークシ

ョップでは、太陽地球系結合過程に関するテーマを絞ったトピックに関して、10人程度
の参加者で 1週間程度、集中した議論を行い、成果を国際誌の学術論文（レビュー論文・
特集論文を含む）、あるいは国際的出版社からの書籍として出版することを目的としま

す。  

The Institute for Space-Earth Environmental Research (ISEE), Nagoya University, carries out the 6-year 

program “Study of coupling processes in solar-terrestrial system using ground-based observation network” in 

2016-2021. In this program, the Center for International Collaborative Research (CICR), ISEE calls for proposals 

of international workshop. This workshop is to promote extensive one-week discussion on the focused topic on 

solar-terrestrial system with a limited number (~10) of participants. The results of the workshop should be 

published in review papers or special issues of international scientific journals and/or books. 

 
２ .申請資格者  Applicant Eligibility  
  ① 国内は、国・公・私立大学及び国・公立研究機関の研究者（学生は含まない）、ま

たはこれらに準ずる研究者。国外は国外の研究機関に所属する研究者（名誉教授、

ポスドクを含む。博士の学位を有すること）。  
②  本研究所長が特に適当と認めた者  
(1) The applicants must hold a doctoral degree,  and must be an employee or a profe

ssor emeritus at domestic and foreign university or research institute. 

(2) The director of ISEE may allow additional applicants. 

 
３ .申請方法  Application Procedure  
  ①  申請を予定する研究代表者は、国際ワークショップの目的、名称、開催予定期間、成

果出版予定の雑誌、その他申請事項について、事前に本研究所の担当教員（特任教員

を除く常勤の教員）と十分な打ち合わせをしてください。  
② 国際ワークショップの開催場所は、名古屋大学宇宙地球環境研究所とします。  
③  国際ワークショップの申請に当たっては、別紙様式「国際ワークショップ」申請書

（別紙様式３ )を「 10.申請書・報告書の提出先」及び「本研究所の担当教員」へE-
Mailにて提出してください。  

④ 申請書の書式ファイルは本研究所のホームページからダウンロードできます。以下

のURLをご覧ください。  
     ダウンロードページ：http://www.isee.nagoya-u.ac.jp/co_re_application.html 
 

(1) The applicant must contact a corresponding ISEE researcher who is a permanent staff of ISEE for the 
application details including title, purpose, dates, and journals for publication. 

(2) The place of the workshop should be in ISEE, Nagoya University. 
(3) The application form can be downloaded from 



 
http://www.isee.nagoya-u.ac.jp/co_re_application.html 

(4) Please fill in Form 3 and submit it to kyodo@isee.nagoya-u.ac.jp and the corresponding ISEE researcher by 
e-mail. 

 
４ .研究集会日程  Date of the Workshop  

平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日までの期間から選んでください。  
The proposed workshop should be held between April 1, 2018 and March 31, 2019. 

 
５ .申請期限  Application Deadline  
応募締め切り：     平成 30年 1月 15日 
Application Deadline： January 15, 2018 

 
６ .審  査   Selection Procedure  

①共同研究の採否は、共同利用・共同研究委員会専門委員会（総合解析、太陽圏宇宙線、電磁気圏、大

気陸域海洋、年代測定、航空機利用）及び共同利用・共同研究委員会の審議を経て、本研究所長が決

定します。 

②結果については、平成 30年 3月下旬までに、研究代表者あてに E-Mailで通知します。 
(1) The director will decide on whether to accept each proposal based on the evaluation by the cooperative 

research committee and the six technical committees. 
(2) A decision letter will be sent by e-mail by the end of March 2018. 

 

７.所要経費 Budget 
申請経費：１件当たり 200万円以内とします。研究集会に参加する参加者の旅費と名古屋大学での滞

在費として支給します。必要に応じて、研究集会開催のために必要な消耗品の購入も可能です。同一年

度内ならば、研究集会の論文の出版費にも使えますが、年度をまたぐ支出はできません。年度を超えて

出版費用が必要となった場合は、対応教員に相談してください。 
ISEE will provide funding up to 2 million Japanese yen per approved workshop to cover the travel expense 

to/from ISEE and accommodations, meals and incidentals to stay at ISEE. The funding is usable for consumables 
required for the workshop, and for publication fee of the journal papers from the workshop, though the funding 
should be used before March 31, 2019. Applicants should contact a corresponding staff of ISEE if publication fee 
is necessary after the end of March, 2019. 

 
８.採択予定件数 Number of Funded Proposal 
    2件程度 

About two workshops will be accepted. 

 
９ .研究報告書  Report of the Workshop 

平成 31年 3月 31日までに、ワークショップの成果をまとめた報告書（別紙様式 3-1, 3-2, 3-3）を提
出してください。提出された報告書については、年度毎に本研究所のホームページ上で公開します。期

限までに報告書が提出されない場合、翌年度の採択を取り消すことがあります。また、ワークショップ

終了後から 3年以内に、ワークショップの成果を国際誌の学術論文（レビュー論文・特集論文を含む）、
あるいは国際的な出版社から書籍として出版し、それらのコピーを提出してください。 
共同研究の成果について論文を発表する場合は、当該論文の謝辞（acknowledgements）の欄に本研
究所の共同研究による旨を付記してください。次の例文を参考として挙げておきます。 “This work was 
carried out by the joint research program of the Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya 
University.” 

 
A summary report of the workshop (Form 3-1, 3-2 and 3-3) should be sent to kyodo@isee.nagoya-u.ac.jp by 

March 31, 2019. Your report will be published in the web page of ISEE every fiscal year. In case of delay of 
report, the newly accepted proposal will be declined. The results of the workshop should be published in review 
papers and/or special issues of international scientific journals.  The reprints of published papers and/or books 
should be sent to ISEE within 3 years after the workshop.  The report form is available at 

http://www.isee.nagoya-u.ac.jp/co_re_application.html 
When the applicants make publications related to this workshop, please include the following 

acknowledgement. 
“This work was carried out by the joint research program of the Institute for Space-Earth Environmental Research, 
Nagoya University.” 



 
 
 
10.申請書・報告書の提出先  
Address  to  Send the Applicat ion/Summary Report  

      〒464-8601 愛知県名古屋市千種区不老町 

                  名古屋大学宇宙地球環境研究所 

                   研究所総務課研究支援室 

                 TEL:052-789-5263    FAX:052-747-6313 

          E-Mail：kyodo@isee.nagoya-u.ac.jp 
A proposal and a summary of research report must be sent by the PI to kyodo@isee.nagoya-u.ac.jp of ISEE, Nagoya 
University by e-mail.. 
 


