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平成１７年度（財）広島大学後援会決定通知書授与式について

  報道機関各位

平成17年7月1日 

国立大学法人 広島大学 

情報化推進部広報課長 

平成１７年度 

（財）広島大学後援会助成金決定通知書授与式について

 

　財団法人広島大学後援会（所在地：東広島市最上下見6-11-38　広島工業会内、理

事長：株式会社サタケ　佐竹利子代表）では、平成１７年度助成金決定通知書授与式

を、下記のとおり開催されますのでお知らせいたします。

記

日時：平成１７年７月８日（金）午後４時３０分から 

場所：広島大学本部　４階会議室（東広島市鏡山 1-3-2） 

式次第： 

　１　開式の辞 

　２　決定通知書授与（被授与者11名に授与） 

　３　理事長挨拶（株式会社サタケ　佐竹利子代表） 

　４　お礼のことば（広島大学　牟田泰三学長） 

　５　閉式の辞

※助成金の募集要項は別紙をご覧ください。

 

【お問い合わせ先】 

（財）広島大学後援会事務局　田中 

TEL：０８２−４２４−１２０１
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平成１７年度（財）広島大学後援会研究等助成概要

本助成は，平成９年度に始まり，今年で９回目です。 

本年度の助成は１１件で総額約４５０万円です。 

募集要項は次のとおりです。

 

Ｉ．助成の対象，助成件数，助成額及び応募資格 

　１−１．サタケ教育研究助成金 

　（１）サタケ教育研究助成金 

　　1.助成の対象　あらゆる研究分野における，若手研究者による研究を対象とする。 

　　2.助成件数　　６件程度 

　　3.助成額　　　１件当たり５０万円程度とし，必要額を査定 

　　4.応募資格　　広島大学に所属する助教授，専任講師，助手又は教諭のうち，当該年度の４月１日現在の年齢が，４０歳未満の個人

又はグループ 

　（２）学術講演会等開催助成 

　　1.助成の対象　広島大学の選任教職員が責任者となって開催する学術講演会，シンポジウム及びセミナー等を対象とする。 

　　2.助成件数　　２件程度 

　　3.助成額　　　１件当たり３０万円程度とし，必要額を査定 

　　4.応募資格　　学術講演会等の開催責任者 

　（３）学術出版助成 

　　1.助成の対象　あらゆる研究分野における，学術出版物を対象とする。 

　　2.助成件数　　１件程度 

　　3.助成額　　　１件当たり５０万円程度とし，必要額を査定 

　　4.応募資格　　広島大学に所属する専任教職員で，個人又はグループ 

　１−２．教育研究一般助成金 

　（１）教育研究一般助成金 

　　1.助成の対象　あらゆる研究分野における，研究者による研究を対象とする。 

　　2.助成件数　　１件程度 

　　3.助成額　　　１件当たり５０万円程度とし，必要額を査定 

　　4.応募資格　　広島大学に所属する教授，助教授，専任講師，助手又は教諭で，個人又はグループ 

　２．サタケ国際交流助成金 

　（１）海外研修助成 

　　1.助成の対象　公務として行う海外研修等を対象とする。 

　　2.助成件数　　３件程度 

　　3.助成額　　　１件当たり３０万円程度とし，必要額を査定 

　　4.応募資格　　広島大学に所属する専任教職員で，個人又はグループ（平成１７年４月以降に出発する海外研修） 

　（２）外国人研究者受入れ助成 

　　1.助成の対象　外国人研究者等の招聘等を対象とする。 

　　2.助成件数　　２件程度 

　　3.助成額　　　１件当たり３０万円程度とし，必要額を査定 

　　4.応募資格　　広島大学に所属する専任教職員で，学術交流等のために外国人を招聘する個人又はグループ（平成１７年４月以降に

来日するもの） 

　（３）国際シンポジウム等開催助成 

　　1.助成の対象　広島大学の専任教職員が責任者となって開催する国際学術講演会，国際シンポジウム及び国際セミナー等を対象と

する。 

　　2.助成件数　　１件程度 

　　3.助成額　　　１件当たり３０万円程度とし，必要額を査定 

　　4.応募資格　　学術講演会等の開催責任者 

II．助成の対象期間 

　平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの間

【参考】研究等助成実績

年度 応募件数（件） 助成件数（件）

平成　９年度 １０８ ２８

平成１０年度 １５７ ２９

平成１１年度 １４７ ３０

平成１２年度 １４５ ３１

平成１３年度 １０９ ３１

平成１４年度 １２２ ３２

平成１５年度 １２９ ３０

平成１６年度 １１５ １６
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