
GRANTHON

研究担当副学長公認
集中的・科研費応募書類執筆期間集中的・科研費応募書類執筆期間

平成３０年度科研費への応募年に当たる本年は、科学研究費助成事業の審査システム改革が行われることから、
例年以上に十分な準備期間が必要となります。そこでＵＲＡ研究戦略推進室では、研究担当副学長の公認のもと、
集中的・科研費応募書類執筆期間を開催します。みなさま是非ご参加ください。
なお、過去数年間、科研費審査員を務めていたＵＲＡ研究戦略推進室長がアドバイザーとして登場します。こ
うご期待！
URAs hold a KAKENHI writing boot camp ‒ GRANTHON ‒ between 9:00, 28th (Thu) to 17:00, 29th (Fir) 
September, 2017

■日時・場所

9月 28日（木） 9:00 - 17:00　総合交流会館ラウンジ
9月 29日（金） 9:00 - 17:00　総合研究棟 A107
■プログラム：
　9月 28 日（木）
 9:00　　総合交流会館　ラウンジ集合
　　　　　　　イベント趣旨説明・参加者決意表明
 9:30 ～  各自執筆活動（場所自由）
 （9:30 ～ 10:00 　科研費改革説明会 自由参加）
 16:30　   意見交換（総合交流会館　ラウンジ）
　9月 29 日（金） 
       9:00 ～ 16:30 各自執筆活動
 16:30　   最終報告会（総合研究棟 A107）

※イベント期間中URAが常駐するヘルプデスクを開設します。
（9月 28 日（木）：総合交流会館　ラウンジ、9月 29 日（金）：
総合研究棟 A107）

■主な対象者
平成 30 年度科研費へ応募する筑波大学に所属する研究
者（教員・ポスドク）

■事前申し込み：不要
■その他
イベント参加者には、イベント参加中であることを表すポス
ターを提供しています。居室等にポスターが掲載されていた場
合は、ご理解とご協力をお願いします。

■Date and Venue:    
30TH ANNIVERSARY HALL Lounge on 9:00-17:00 28th (Thu).
Room 107, Laboratory of Advanced Research A on 9:00-17:00 
29th (Fir) . 

■Program:
　28th (Thu), Sep.
 9:00: Gather in 30TH ANNIVERSARY HALL Lounge
              - Event explanation and participant self-introduction -
  9:30- Application preparation (free location)
             (A person who wants only:  9:30 - 10:00 KENHI seminar)
 16:30 Discussion at 30TH ANNIVERSARY HALL Lounge
　29th (Fri), Sep., 
       9:00 - 16:30 Application preparation (free location)
  16:30 Gather in Room 107, Laboratory of Advanced 
　　　　　　　 Research A
 
■Qualifications for receiving this service 
Applicants who wish to apply for 2018 KAKENHI from the 
University of Tsukuba.

■Service Guide 
Research Administration/Management office holds the “KAKENHI Help 
Desk” during this period at the venue of each day. 
Registration for this camp in advance is unnecessary. Just come to 
30TH ANNIVERSARY HALL Lounge at 9:00, 28th (Thu) September, 2017.

Note: 
URAs offer a poster to the participants that indicate that he / she is 
participating in the KAKENHI writing boot camp. When you see the 
poster, please let him / her concentrate for KAKENHI preparation. Thank 
you for your understanding and cooperation. 
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お問い合わせ：筑波大学ＵＲＡ研究戦略推進室　ura_tsukuba[at]un.tsukuba.ac.jp　※[at] を @に変更
Contact: Research Administration / Management Office,  ura_tsukuba[at]un.tsukuba.ac.jp　※change [at] to @

GRANTHONとは
応募書類執筆（grant）とマラソン (marathon ) を掛け合わせた造語です。

The word “GRANTHON” is a portmanteau of the words "grant" and "marathon".


