うま味研究助成公募のご案内
うま味研究会は， うま味 の科学的研究に対し

◇申請書入手方法

て助成を行います．

当研究会ホームページ http:!
!
www.srut.org

研究分野

からダウンロード，又は下記事務局宛てご請

◇食品科学，調理科学，生理学，生化学，栄養
学，心理学

等

求下さい．
◇締め切り

研究の対象

2011 年 10 月 30 日（日）

下記 2 つの条件を備えた研究
◇研究テーマが

うま味 食 おいしさ

◇選考方法，選考結果の報告
に関

うま味研究会の学識経験者による選考委員会

するもの．

で厳正に審査し決定します．
（予定 11 月下旬）

◇研究の視点，方法が独創的なものであり，そ
の成果が「うま味の本質」
「おいしさにおける

選考結果は各応募者に直接通知します．
報告

うま味の役割」という課題に対し新しい科学

研究助成開始 1 年後に成果発表会（非公開）で

的知見を加え，食に関する学際的研究の発展

経過報告，研究期間終了後に成果発表会で最終報

に貢献することが期待できるもの．

告．報告書をうま味研究会事務局に提出．

研究期間

出版

2012 年 1 月 1 日から 2 年間．
助成額

研究が完了した時点で学術誌に投稿して頂きま
す．出版の際は，謝辞に「うま味研究会（Society

一件あたり総額 100 万円程度を基準とします

for Research on Umami Taste）
」の名称を入れて

が，最終的には研究の具体的内容，規模等に応じ

ください．

て決定します．

お問合せ先

応募方法

〒104―8315

東京都中央区京橋 1―15―1

うま味研究会事務局

◇申込

FAX：03―5250―8403

指定の申請書に必要事項を記入の上，うま味

TEL：03―5250―8184

研究会事務局に送付．

E-mail：umami@srut.org
URL：http:!
!
www.srut.org

第 14 回

大学女性協会守田科学研究奨励賞

受賞候補者募集

趣旨：本賞は，化学教育者・故守田純子氏から遺

る女性科学者の研究を奨励し，科学の発展に貢献

贈された資金をもとにして，自然科学を専門とす

する人材を育成することを目的として，1998 年
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に設けられたものです．
対

れ3部

象：自然科学分野において，優れた研究成

（論文別刷りはコピーでも可，返却

果をあげており，科学の発展に貢献す
ることが期待される 40 歳未満（応募締

しません）
応募締切日：2011 年 11 月 30 日（水）
（必着）

切日現在）の女性科学者を対象としま

（生理学会 の 締 切 日：2011 年 11 月

す．
授賞件数：年 2 件以内

20 日）
賞状および副賞 50 万円

書類送付先・連絡先：社団法人

を贈呈します．

大

学女性協会

提出書類：1．研究題目とその概要，今後の展望

〒160―0017

東京都新宿区左門町

11 番地 6―101

および抱負（A4 版 2 頁以内）

TEL：03―3358―2882

2．推薦状
3．履歴書（写真添付）

FAX：03―3358―2889

4．研究業績リスト

http:!
!
www.jauw.org

5．主要な論文別刷り 5 編以内，それぞ

E-mail：jauw@jauw.org

第 17 回「日本女性科学者の会奨励賞」候補者募集
本会総会（例年 6 月）において贈呈

日本女性科学者の会（大倉多美子会長）は「女
性科学者の友好を深め，各研究分野の知識の交換

募集期間：2011 年 11 月 1 日（火）
〜11 月 15 日（火）
必着

をはかり，女性科学者の地位の向上を目指すとと
もに，世界の平和に貢献すること」を目的として

本会ホームページ（http:!
!
www.sjws.

1958 年 4 月に設立されました．以来，公開講演会，

jp!
）から応募書類をダウンロードでき

公開シンポジウムなどの活動を行ってきていま

ます．賞連絡事務局への応募用紙請求
は，お葉書でお願いします．

す．2004 年には日本学術会議 19 期第 4 部登録学
術団体となり，現在は日本学術会議協力学術研究

決定時期：2012 年 3 月末頃（郵便にて本人宛通
知）

団体として活動しています．本会は女性研究者を
援助，支援するために 1995 年から「日本女性科学

応募書類送付先：

者の会奨励賞」を設け，これまでに 33 名の方々が

〒305―8566 茨城県つくば市東1―1―1 中央第6

受賞されています．

産業技術総合研究所 バイオメディカル研究部門

対象者：理系分野で研究業績をあげ，その将来性

日本女性科学者の会賞連絡事務局

を期待できる者であり，かつ本会の目的に賛同し，

佐藤

縁

理事宛

その達成のために努力していると認められる本会

FAX：029―861―6177

会員（応募時入会可）
．特に年齢，国籍，性別は問

E-mail：award-sjws@m.aist.go.jp

いませんが，管理職（教授，部長等）にある方は

入会申し込みも受け付けます．なお，電話での

ご遠慮ください．

お問い合わせはご遠慮ください．

．
奨励賞：賞状および奨励金 20 万円（年 1―3 件）
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公益信託 成茂神経科学研究助成基金

平成 24 年度

応募者募集のお知らせ

当基金は，下記募集要項により本年度応募者を
募集致します．

（2）若手研究者（40 才以下）を優先する．
（3）学部生・大学院生は対象外とする．
（4）申込は一人 1 対象項目とする．

［募集要項］
1．助成対象
（1）神経科学の研究に対する研究費の補助，奨
励金の交付．

3．応募期間
平成 24 年 1 月 10 日（火）〜平成 24 年 4 月 20
日（金）
【必着】

助成金額：1 件あたり 30〜50 万円程度
（2）神経科学に関する講演会・研究集会等の開
催，外国人学者の招聘又は論文発表，図書

4．応募要項請求先
応募要領及び申込書は，返信用封筒（長形 3

の刊行等に対する費用の補助．

号， 90 円切手貼付）
を同封の上， 下記宛請求，

助成金額：1 件あたり 20〜30 万円程度

もしくは下記アドレスに E メールで請求して

※「神経科学に関する海外の学会に参加・発表
するための渡航費の補助」については，（1）
の

下さい．
〈公益信託 成茂神経科学研究助成基金事務局〉
東京都千代田区丸の内 1―4―5

研究助成に含め，研究助成の支出項目の一部

〒100―8212

として申請してください．

三菱 UFJ 信託銀行リテール受託業務部
公益信託グループ

2．応募資格
（1）国内の研究機関に所属する研究者とする．
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宮下

TEL：03―6250―3260
E-mail：masahiro̲miyashita@tr.mufg.jp

