
平成２２年度 大学教育・学生支援推進事業 大学教育推進プログラム 

申請書類等作成・提出について 
 

平成２２年度大学教育・学生支援推進事業 大学教育推進プログラム（教育課程、成績評価基準など学部教育

の改革支援）（以下「大学教育推進プログラム」という。）の選定のための審査は、各大学、短期大学、高等専門

学校（以下「大学等」という。）から提出される申請書をもとに行われます。 

申請書をはじめ、申請にあたって必要な書類等（以下「申請書類等」という。）の作成、提出方法は以下のとお

りですので、不備のないよう十分ご留意の上、作成・提出してください。 
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Ⅰ 提出書類等 

 

大学教育推進プログラムの申請にあたっては、以下の書類等を作成し提出してください。 

 

１ 文部科学大臣宛公文書及び別紙         公文書１枚及び（別紙）１部 

２ 申請書（印刷原稿用）                        １部 

３ 申請書（審査用）                          ８部 

４ 申請カード                             １部 

５ ＣＤ－ＲＷ                             １枚 

６ 申請内容等チェックシート                      １枚 

 

Ⅱ 文部科学大臣宛公文書及び（別紙）の作成について 

 

大学教育推進プログラムの申請にあたっては、文部科学大臣宛の公文書及び（別紙）を作成してください。公

文書等の様式は独立行政法人日本学術振興会のホームページからダウンロードし作成してください。 

 

１ 文書番号は、各大学等で付番したものを必ず記入してください。 

２ 文書日付は、申請書類等の提出日（提出期間（平成２２年５月６日～１７日）の間の日付）を記入してく

ださい。 

３ 公文書には、大学等名、学長名を記載し、公印を押印してください。 
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４ 申請状況確認のため、「２．参加大学等名」欄には、単独申請の場合は御校の大学等名のみ記載し、共同申

請の場合は、主となる大学等を含め、取組に参加する大学等全ての名称を記入してください。なお、本年度「大

学生の就業力育成支援事業」に申請を予定している大学等については、表の「チェック欄」に○を記入してく

ださい。 

５ （別紙）「（１）学校教育法、大学設置基準の規定への対応状況」欄には、各規定への御校の対応状況につ

いて「（実施している・実施していない）」のいずれかを選び、○を記入してください。 

６ （別紙）「（２）教育情報の公表状況」欄には、各項目について御校がｗｅｂサイトや刊行物等により情報

を公表している場合は、［公表状況記入欄］に○を記入してください。 

※ 共同申請の場合は、取組に参加する全ての大学等が文部科学大臣宛の公文書の（別紙）を作成してください。 

※ 公文書の（別紙）（１）について、「実施していない」に○を記入した場合、また、（２）について、全ての欄に

○を記入していない場合は、本プログラムに申請することができませんので、ご留意ください。 

 

Ⅲ 申請書の作成について 

 

【一般的留意事項について】 

 

１ 申請書の様式は独立行政法人日本学術振興会のホームページからダウンロードし作成してください。 

申請書の記入にあたっては、パソコンを使用し、書式は以下のとおりに設定の上、日本語で作成してくだ

さい。なお、標題などは文字数、行数として数えません。 

 

申請書の大きさ Ａ４縦型 

１行あたりの文字数 ４０字程度 

１ページあたりの行数 ４０行程度 

字体・文字の大きさ 
１１ポイント明朝体を原則とする。 

ゴシック、アンダーライン等は適宜可。 

文字方向 横書き 

色 白黒（写真・画像も含めカラー不可） 

申請書提出部数 

（印刷原稿用） 片面印刷                    １部 

（審査用）   両面印刷・穴あけ・製本テープ（色不問）で製本  ８部 

（申請書データ）ＣＤ－ＲＷで提出                １個 

 

２ 申請書は、全様式にわたって通しでページ番号を付してください。 

３ 申請書は、（印刷原稿用）を１部、（審査用）に８部、（申請書データ）としてＷｏｒｄ形式及びＰＤＦ形式

の申請書を各１部、作成してください。 

４ 申請書（印刷原稿用）は、片面印刷し、左上をダブルクリップ留めしたものを提出してください。穴あけ・

製本は不要です。（提出部数：１部）（Ｐ．10の『申請書の提出方法について』参照。） 

５ 申請書（審査用）は、両面印刷し、左横を糊付けまたは２カ所ステイプル留めし、製本テープ（色不問）

で製本、２穴を開けたものを提出してください。（提出部数：８部）（Ｐ．９の『申請書の提出方法について』

参照。） 

６ 申請書の作成にあたっては、所定の様式の改変（標題の順番入れ替え等）はできません。 

７ 申請書の印刷用紙については、大学等で通常使用している用紙（再生紙・上質紙等）を使用してください。

（厚手紙やコート紙など特殊な用紙は使用しないでください。） 

８ 申請書（申請書データ）は、申請書作成時に使用したＷｏｒｄ形式のデータと、Ｗｏｒｄ形式のデータか

らＰＤＦ形式へ直接変換したデータをそれぞれＣＤ－ＲＷへ保存してください。 

また、ＰＤＦ形式への変換は、必ずＷｏｒｄ形式から直接ＰＤＦ形式へと変換してください。（スキャナ等

からＰＤＦ形式への変換は不可）なお、申請書のデータについても書面と同様、白黒としてください。（カ

ラー不可） 

９ 申請書データのファイル名は、『整理番号（大学等名）』とし、整理番号（ハイフン含む）は半角で、それ

以外は全角で記入してください。 
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【申請書の作成・記入方法について】 

 

１（様式１）について 

 

（１）「整理番号」欄には、Ｐ．９の『整理番号の記入について』に従い、番号を記入してください。 

（２）「申請形態」欄には、大学等が単独で申請する場合は、「１．単独」欄の左横に○印を付してください。

複数の大学等が共同で申請する場合（以下、「共同申請時」という。）は、「２．共同」欄の左横に○印を

付してください。 

（３）「設置形態」欄には、該当する設置形態欄の左横に○印をつけてください。共同申請時は主となる大学

等が該当するものに○印を付してください。 

（４）「大学等名」欄には、大学等名を記入し、法人名は記入しないでください。共同申請時は全ての大学等

名を記入し、主となる大学等名は 初に記入してください。  

 

〔共同申請時の大学等名の記入例〕 

○○大学、□□学院大学、▲▲短期大学、◎◎高等専門学校で共同申請の場合。（主となる大学等は○○大学） 

 

大 学 等 名 ○○大学、□□学院大学、▲▲短期大学、◎◎高等専門学校 

 

（５）「本部所在地」欄には、大学等の本部がある所在地、郵便番号を記入してください。共同申請時は、主

となる大学等の本部がある所在地、郵便番号を記入してください。 

（６）「設置者名」欄には、大学等の設置者名を記入してください。共同申請時は、主となる大学等の設置者

名を記入してください。 

   国立大学等は国立大学法人等の名称、公立大学等は地方公共団体又は公立大学法人等の名称、私立大学

等は学校法人の名称をそれぞれ記入してください。 

（７）「学長名」欄には、単独申請時は大学等の学長の氏名を記入してください。共同申請時は、主となる１

つの大学等の学長の氏名を記入してください。なお、高等専門学校の場合は学長を校長に読み替えてく

ださい。 

（８）「取組期間」欄には、２年から３年の財政支援期間の範囲内で、取組を行う年度を記入してください。 

（例）取組期間３年の場合：平成２２年度～２４年度 

（９）「取組名称」欄には、申請する取組の内容を端的に表す名称を必ず全角２０字以内（半角表記不可）で

記入してください。２０字以内で表すことが困難な場合は、別に副題（サブタイトル）を添えても構い

ませんが、取組名称は、必ず全角２０字以内で表記してください。 

（10）「取組学部等」欄には、学校全体での取組の場合は「全学」と記載してください。大学の学部（複数学

部も可）で申請する場合は、当該学部名を記載してください。また短期大学・高等専門学校の学科（複

数学科も可）で申請する場合は、当該学科名をそれぞれ記載してください。 

（11）「事項」欄には、以下１～１４の事項のうち、申請する取組が該当するものを選び、番号を記入してく

ださい。（３つ以内） 

なお、項目７、１１、１４の「その他」を選択した場合は、その具体的な内容を（  ）に記入して

ください 

 

○学士課程教育の再構築 

１．学部学科における学習成果の設定 

２．教育課程の体系化・構造化保証 

３．入学者選抜の改善 

○教育内容・方法の改善 

４．成績評価の厳格化 

５．単位制度の実質化 

６．初年次教育 
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７．その他 

○全学的な教学管理体制の整備 

８．ＩＲ 

９．全学的ＦＤ 

１０．ティーチング・ポートフォリオ 

１１．その他 

○多様な学生（外国人、障がい者、学業不振者等）に対する履修支援 

１２．学習ポートフォリオ 

１３．アドバイザー制 

１４．その他 

 

（12）「キーワード」欄には、申請する取組の内容を示すキーワードを５つ以内で記入してください。 

（13）取組担当者欄は以下に基づいて記入してください。 

①「取組担当者」欄には、申請する取組において中心的な役割を果たしている方の氏名を記入し、氏名に

ふりがなを付してください。 

②「所属部署名及び職名」欄には、取組担当者の所属する部署名と職名を記入してください。 

③「勤務地」欄には、大学等の本部所在地ではなく、取組担当者が通常勤務している場所及びその郵便番

号を記入してください。 

④「電話番号」欄には、左側の欄に取組担当者の勤務先の電話番号を、右側の欄に休日等に対応するため

の電話番号（自宅又は携帯電話）を記入してください。 

⑤「ＦＡＸ番号」欄には、取組担当者の勤務先のＦＡＸ番号を記入してください。 

⑥「e-mailアドレス」欄には、取組担当者のe-mailアドレスを記入してください。 

（14）「事務担当者」欄には、申請する取組について、責任をもって対応できる事務担当者（役職等不問）の

氏名及び連絡先等を上記（１３）取組担当者欄の記入方法に準じて記入してください。  

（15）「取組の概要」欄には、申請する取組の全体像を上記（１２）で記入したキーワード【キーワードには

下線を付すこと】（５つ以内）を盛り込み、１ページ以内で記入してください。ページ数を増やさない

範囲で図表等を組み入れても構いません。なお、選定された取組については、選定理由とともに「取組

の概要」を公表する予定です。 

 

 

２（様式２）「１ 取組について」について 

 

申請する取組の内容に関し、５つの設問項目について、８ページ以内で記入してください。 

項目毎に改ページする必要はありません。また、必要に応じて図表や写真等を組み入れても構いません。た

だし、その場合であっても規定のページ数内としてください。 

（１）取組の趣旨・目的 

以下の内容を踏まえつつ、具体的に記入してください。 

・取組の目的が学士力の確保や教育力向上を図るものであることについて 

・各大学等における「三つの方針」（卒業認定・学位授与、カリキュラム編成、入学者受入のポリシー）

が明確にされ、それを基に行われている取組であることついて 

・「どのような能力をどの程度身に付けさせるのか」という学習成果の明確化、または明確化に向けた

計画がなされていることについて 

（２）取組の達成目標 

以下の内容を踏まえつつ、具体的に記入してください。 

・取組の達成目標が明確に示され、各大学等の現状と課題に照らし妥当なものとなっていることについ

て（何をどこまで引き上げるのかなど、何が改善されるのかを明らかにすること）［なお、数値化が

可能なものはできるだけ数値で示すこと。］ 

（３）取組の具体的内容・実施体制等 

以下の内容を踏まえつつ、具体的に記入してください。 

・計画されている内容や方法が、取組の目的や目標の達成のために妥当かつ有効なものになっているこ
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とについて 

・目標の達成に必要な実施体制（マネジメント体制、教職員の体制、各大学等の支援体制等）の整備又

は整備の計画について 

・取組の内容が他大学等に対する大きな波及効果が見込まれるものであることについて 

（４）取組の評価体制・評価方法・評価結果の反映 

以下の項目について、それぞれの内容を踏まえつつ、具体的に記入してください。 

① 評価体制 

・取組に対して、組織として評価を実施する体制等の整備、または整備計画について 

・取組期間終了時における評価体制等について 

② 評価方法 

・取組の達成目標に対する達成度や成果・効果を測る方法や指標 

③ 評価結果の反映 

・評価結果を取組の改善に結びつけるシステムについて 

（５）取組の実施計画等 

以下の項目について、それぞれの内容を踏まえつつ、具体的に記入してください。 

① 取組の全体スケジュール及び各年次の実施計画 

・取組の全体スケジュール及び各年次の実施計画について 

② 取組の実現可能性 

・取組の実現可能性を示す各大学等の現状や実績等について 

③ 財政支援期間終了後の大学等における取組の展開の予定 

・取組期間終了後における取組の実施を踏まえた展開について 

 

 ※（様式２）に盛り込むことができない表等については、（様式４）を活用してください。 

 

３（様式３）「２ 大学・短期大学・高等専門学校の基礎情報」について 

 
共同申請時は主となる大学等だけでなく、共同申請する全ての大学等も（様式３）をそれぞれ作成してくだ

さい。（様式３）は、主となる大学等を一番初めとしてください。 

 

〔共同申請時の（様式３）の作成〕 

○○大学、□□学院大学、▲▲短期大学、◎◎高等専門学校で共同申請の場合。（主となる大学等は○○大学） 

 

 

                ＋               
（様式３）

○○大学 

（様式３）

□□学院大学

（様式３）

▲▲短大 

（様式３）

◎◎高専 

（様式２）

  

（様式４）

 

 

 （様式３）を作成し、主となる大学等の後に追加。 
 

（１）大学・短期大学・高等専門学校の規模 

平成２２年５月１日現在のデータに基づき下記の要領にしたがって記入してください。 

①「大学等名」欄には、大学等名を記入し、法人名は記入しないでください。 

②「学部又は学科名」欄には、大学の場合、設置している学部名をすべて記入してください。また、短期

大学、高等専門学校の場合は、設置している学科名をすべて記入してください。 

ただし、教養教育科目、外国語科目等を担当する独立の教育研究組織がある場合は、適宜記入してく

ださい。 

なお、取組を実施する学部等は、表中の「学部又は学科名」の左欄（＊２の欄）に○印を記入してく

ださい。全学的な取組の場合は、「全学」と上詰めで記入してください。 

③「収容定員数」、「入学者数」、「在学者数」、「専任教員数」欄には、学部等（短期大学、高等専門

学校の場合は学科等）毎にそれぞれ記入し、 後に合計を入れてください。 
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また、「在学者数」は、「入学者数」を含めた、今年度の当該学部、学科に在籍する学生数を記入し

てください。 

なお、「専任教員数」には非常勤の教員を含めないでください。 

教養教育科目、外国語科目等を担当する独立の教育研究組織がある場合は、「収容定員数」、「入学

者数」、「在学者数」欄の記入は不要です。「専任教員数」のみを記入してください。 

（２）取組の対象となる学生数等の割合 

平成２２年５月１日現在のデータに基づき下記の要領にしたがって記入してください。 

①「大学等全体の在学者数 Ａ」欄には、大学等全体の在学者数を記入してください。 

なお、この人数は「（１）大学・短期大学・高等専門学校の規模」の「在籍者数」で記入した数と相違

のないようにしてください。 

②「取組の対象となる在学者数 Ｂ」欄には、取組の対象となる在学者数（学生数）を記入してください。 

③「Ａに対するＢの割合（％） Ｃ」欄には、Ａに対するＢの割合（％）を小数点第１位（小数点第２位

を四捨五入）まで記入してください。 

④「大学等全体の専任教員数 Ｄ」欄には、大学等全体の専任教員数を記入してください。 

なお、この人数は「（１）大学・短期大学・高等専門学校の規模」の「専任教員数」で記入した数と相

違のないようにしてください。 

⑤「取組を担当する専任教員数 Ｅ」欄には、取組の実施に実際に関わる専任教員数を記入してください。 

⑥「Ｄに対するＥの割合（％） Ｆ」欄には、Ｄに対するＥの割合（％）を小数点第１位（小数点第２位

を四捨五入）まで記入してください。 

（３）取組の実施期間中の組織改編等の予定と影響の有無 

取組を実施する学部等に組織改編等の予定のある場合に、取組の実施期間中の組織改編等の予定及びその

年度（大学・学部等の改廃等）を記入してください。また、本取組への影響の有無についても記入してくだ

さい。取組の実施期間中の組織改編の予定がない場合は「なし」と記入してください。 

（４）大学等における情報提供の方法・体制（取組の内容、成果等に関するものを含む） 

①大学情報（教育内容・方法、入試・学位授与等、財務・経営状況、自己点検・評価の結果等に関する情

報）の提供、②本申請の取組の内容、経過、成果等に関する情報提供に関する方法及び体制について記入し

てください。必要に応じて図表等で整理しても構いません。 

（５）積極的な情報提供が必要と考えられる情報の公表状況 

１、２の各項目について、ｗｅｂサイトや刊行物等により情報を公表している場合は、公表状況記入欄に

○を記入してください。 

 

４（様式４）「３ データ、資料等」について 

 

４ページ以内で記入してください。 

「１ 取組について」に記述された内容を示すデータや資料等を取りまとめ、出典を付して記入又は貼付し

てください。また、書式は、【一般的留意事項について】にかかわらず、４０字×４０行程度とする必要はあ

りません、但し、写真・画像を含めカラーは不可とします。 

 

５（様式５）「４ 過去の選定状況」について 

 

共同申請時は主となる大学等だけでなく、共同申請する全ての大学等も（様式５）をそれぞれ作成してくだ

さい。（様式５）は、主となる大学等を一番初めとしてください。 

 

〔共同申請時の（様式５）の作成〕 

○○大学、□□学院大学、▲▲短期大学、◎◎高等専門学校で共同申請の場合。（主となる大学等は○○大学） 

 

 

                ＋               
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（様式５）

○○大学 

（様式５）

□□学院大学

（様式５）

▲▲短大 

（様式５）

◎◎高専 

（様式４）

 

（様式６）

 

（様式５）を作成し、主となる大学等の後に追加。 



（１）「大学等名」欄には、大学等名を記入し、法人名は記入しないでください。 

（２）「プログラム名」欄には、平成２１年度以前に以下のプログラムのいずれかに選定された取組（共同の

取組を含む）のうち、今回の申請と関連性がある取組について記入してください（該当ない場合は、「該

当なし」と記入してください）。 

・「大学教育・学生支援推進事業」 

・「質の高い大学教育推進プログラム」 

・「特色ある大学教育支援プログラム」 

・「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」 

・「戦略的大学連携支援事業」 

・「社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム（平成１８、１９年度は、地域医療等

社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム、平成１７年度は、地域医療等社会的ニ

ーズに対応した医療人教育支援プログラム）」 

・「資質の高い教員養成推進プログラム（平成１７年度は、大学・大学院における教員養成推進プログ

ラム）」 

・「大学教育の国際化加速プログラム（平成１９年度までは、大学教育の国際化推進プログラム）（戦

略的国際連携支援）、（先端的国際連携支援）、（国際協同・連携支援）」 

・「社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム」 

・「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム」 

・「産学連携による実践型人材育成事業（平成１９年度は、「ものづくり技術者育成支援事業」、「サ

ービス・イノベーション人材育成推進プログラム」）」 

（３）「（選定年度）」欄には、各プログラムで選定された年度を記入してください。 

（４）「（申請形態）」欄には、単独申請で選定された取組の場合は「単独」、共同申請で選定された取組の

場合は「共同」と記入してください。なお、共同申請で選定された取組で主となる１つの大学・短期大

学・高等専門学校に該当する場合は、記入した「共同」を○で囲んでください。 

（５）「（取組名称）」欄には、選定された取組の名称を記入してください。 

（６）「（選定取組の概要）」欄には、選定された取組の全体像を４００字以内で簡潔に記述してください。 

（７）「（選定取組と今回の申請との相違点について）」欄は、６００字以内で簡潔に記述してください（共

同の取組を含む）。 

 

（様式５）「５ 「大学生の就業力育成支援事業」申請取組との相違点」について 

 

※本年度「大学生の就業力育成支援事業」に申請を予定している大学のみ記述してください（該当ない場合は、

「該当なし」と記入してください）。 

 

 （１）「（大学名）」欄には、大学名を記入し、法人名は記入しないでください。 

（２）「（申請取組名称）」欄には、「大学生の就業力育成支援事業」に申請する予定の取組の名称を記入し

てください。 

（３）「（目的および内容の相違点について）」欄は、「大学生の就業力育成支援事業」に申請する予定の取

組と、今回本プログラムに申請する取組との、目的および内容の違いについて６００字以内で簡潔に記

述してください。 

 

７（様式６）「６ 取組に係る経費」について 

 

申請する取組に係る経費について記入してください。書式は、【一般的留意事項について】にかかわらず、

４０字×４０行程度とする必要はありません。また、ページ数の制限はありません。 

 

（１）取組全体に係る申請予定額 

取組全体の実施計画に基づいて、年度別に申請額をそれぞれ記入し、併せて合計額を記入してください（金

額は、千円単位で記入し、千円未満の端数は切り捨ててください）。取組期間が２年の場合は、２４年度の

欄は「０」と記入してください。 
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また、財政支援期間の１年目においては、教育設備の積極的な整備を可能としております。なお、２年目

以降は、補助金基準額を逓減する予定ですので、このことを踏まえて計画を作成してください。 

 

（２）申請経費の内訳 

①平成２２年度の申請経費欄には、当該年度（平成２２年１０月以降（概ね６ヶ月））の補助事業に係る

経費として必要な、申請額（補助事業上限額の範囲内で設定する額）、補助金額（補助金基準額の範囲内で

設定する額）及び 自己負担額を記入してください。また、申請額は、経費区分毎に金額、積算内訳を記入

してください。 

また、本様式に計上した経費であっても、大学改革推進等補助金(大学改革推進事業)取扱要領等に沿わな

い経費の場合は、交付の対象にはなりませんので注意してください。   

補助事業上限額及び補助金基準額は、下記「【参考】補助事業上限額等」を参照してください。 

②平成２３年度の申請経費欄、③平成２４年度の申請経費欄には、（１）取組全体に係る申請予定額に記

載した、各年度の申請額について、経費区分毎に金額、積算内訳を記入してください。（取組期間２年のも

のについては③平成２４年度の申請経費欄の記載は不要。） 

なお、（１）取組全体に係る申請予定額に記載した各年度の申請額と、（２）申請経費の内訳の各年度の

合計額は同一となるよう記載してください。 

 

【参考】補助事業上限額等 

 

補助事業上限額 補助金基準額 財政支援期間 

50,000千円／年 20,000千円以内／年 ２～３年 

 

（３）経費措置の状況 

申請する事業が、国の補助金等による経費措置を現に受けているか、又は今後受ける予定があるのかの有

無を必ず記入してください。 

経費措置を受けていない、又は今後受ける予定がない場合は「なし」と記入してください。当該欄の記載

がない場合（「なし」の記入がない場合も含む）、選定対象とされないことがあります。 

申請する事業について、類似性の高い事業や国の補助金等により経費措置されている関連事業がある場合

には、その事業計画及び資金計画を十分整理するとともに、明確に区分してください。事後であっても重複

補助等が判明した場合、経費措置等の取消等の理由となりますのでご注意ください。 
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整理番号の記入について 

 

申請書（様式１）の整理番号欄は、以下の通り左から「設置形態」「機関番号」の順番に番号を記入してくだ

さい。共同申請時は、主となる大学等の整理番号を記入してください。 

 

１ 設置形態 

１ 国立 ２ 公立 ３ 私立 

 

２ 機関番号 

 機関番号一覧（https://www-kaken.jsps.go.jp/kaken1/kikanList.do）のうち、該当する５桁の機関番

号を記入してください。 

 

※申請件数は、１つの大学等につき、複数の大学等での共同申請の取組も含め１件までの申請とします。 

 

 

【記入例】 

 

私立の大学で、機関番号が「１２３４５」の場合 

 

 設置形態  機関番号 

整理番号 ３ － １ ２ ３ ４ ５ 

 

公立の短期大学で、機関番号が「２１２３４」の場合 

 

 設置形態  機関番号 

整理番号 ２ － ２ １ ２ ３ ４ 

 

国立の高等専門学校で、機関番号が「５４３２１」の場合 

 

 設置形態  機関番号 

整理番号 １ － ５ ４ ３ ２ １ 
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申請書の提出方法について 

 

 

申請書は、「印刷原稿用」（１部）と「審査用」（８部）の２種類を作成し提出してください。 

 

１ 申請書（印刷原稿用）の作成 

片面印刷したものを左上ダブルクリップ留めし、１部提出してください。穴あけ・製本は不要です。 

 

 
印刷用 

原稿 

（片面印刷）

 
 
 
 
 
 
 
 
２ 申請書（審査用）の作成 

   両面印刷したものを左横にのり付け、または２カ所ステイプル留めし、製本テープ（色不問）で製本さら

に２穴を開けたものを８部提出してください。 

 
 

   
   

 
審査用 

（両面印刷）
③ ２穴開け 

④ 同様のものを８部作成 

② 製本テープ（色不問）で製本 

① 糊またはステイプル留め  
 
 
 
 
 
 
 
３ 申請書（印刷原稿用、審査用）の提出 

   申請書を提出する際は、取組毎に「印刷原稿用」を一番上にし、その下に「審査用」８部を添え、ダブル

クリップで留めて提出してください。 

 

    

 

        
審査用 

（両面印刷）原稿 

（片面印刷）

 
印刷用 
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Ⅳ 申請カードの作成について 

 

申請カードの記入事項は、審査資料となるため、誤記入、記入漏れ、あるいは不明瞭な点がある場合には、審

査の対象外、または誤った状態で審査に付されることになりますので、記入にあたっては十分にご注意ください。 

なお、共同申請時には、主となる１つの大学等が代表して記入してください。 

 

１ 一般的留意事項について 

 

（１）申請カードは、独立行政法人日本学術振興会ＨＰから様式（Excel）をダウンロードし、作成してくださ

い。なお、日本学術振興会でデータを処理するため、行・列の追加・削除等様式の変更は行わないでくだ

さい。 

 

≪日本学術振興会ＨＰ≫ http://www.jsps.go.jp/j-pue/ 

 

（２）申請カードには、申請書に記載した内容を記入してください。申請受付け後には、申請カードの記載内

容に基づき、大学等名（学部・学科等名）、取組名称等を公表する予定です。また、選定された取組につ

いては、申請カードに記載された、内容・取組担当者（代表者）名を公表する予定ですので、誤記入のな

いように十分にご注意ください。 

 

２ 平成２２年度 大学教育・学生支援推進事業 大学教育推進プログラム申請カードの作成・記入方法につ

いて 

（１）「１．大学等名」欄には、法人名（国立大学法人●●、学校法人▲▲等）ではなく、大学、短期大学、

高等専門学校の学校名を記入してください。共同申請時は、下段の「（共同申請大学等名）」欄に、主と

なる大学以外の全ての大学等名を記入してください。 

（２）「２．機関番号」欄には、科学研究費補助金の機関番号一覧(https://www-kaken.jsps.go.jp/kaken1/kikanList.do)

から該当番号を確認し、記入してください。 

（３）「３．学校種別」欄には、該当する種別を、プルダウンの中から選択してください。（灰色のセルは自

動的に反映されます。） 

（４）「４．設置形態」欄には、該当する設置形態を、プルダウンの中から選択してください。（灰色のセル

は自動的に反映されます。） 

（５）「５．申請取組」欄には、以下の点に留意して記入してください。 

① 「整理番号」欄は、「２．機関番号」、「３．学校種別」及び「取組名称」を記入することにより、

自動的に表示されます。 

② 「申請形態」欄には、申請書（様式１）で選んだ「申請形態」を、プルダウンの中から選択してくだ

さい。（灰色のセルは自動的に反映されます。） 

③ 「取組名称」欄には、申請書（様式１）に記載した「取組名称」を転記してください。 

また、名称は必ず２０文字以内であることを確認してください。（副題の記入は不要）なお、デー

タ処理をするため、空白の挿入、セル内の改行等は行わないでください。 

④ 「申請単位」欄には、申請する取組の単位を、プルダウンの中から選択してください。 

⑤ 「取組期間」欄には、申請書（様式１）の「取組期間」に従い、プルダウンの中から選択してくださ

い。 

⑥ 「学問分野」欄には、申請する取組が も当てはまると思われる学問分野を、大分類及び小分類それ

ぞれプルダウンの中から選択してください。分野が横断的なもの、全学的な取組など、学問分野の選

択が困難な場合は、大分類は「複合系・その他」、小分類は「その他」を選択してください。 

⑦ 「取組学部等」欄には、申請書（様式１）の「取組学部等」を記入してください。 

⑧ 「事項」欄には、申請書（様式１）の「事項」欄で選択した事項の番号を記入してください（３つ以

内）。 

なお、項目７、１１、１４の「その他」を選択した場合は、その具体的な内容を（  ）に記入し

てください 

⑨ 「キーワード」欄には、申請書（様式１）に記載した「キーワード」をそれぞれのセルに記入してく
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ださい。（５つ以内） 

⑩ 「取組担当者（代表者）」欄には、申請書（様式１）の「取組担当者」欄に記入した内容を転記して

ください。（※ 個人情報の取扱いは、当該事業の実施に係る用途のみに限定いたします。） 

⑪ 「申請経費（千円）」欄には、以下の点に留意して記入してください。 

「平成２２年度」については、申請書（様式６）の「５ 取組に係る経費、（２）申請経費の内訳、

①平成２２年度の申請経費」に記入した「補助金額」、「自己負担額」を記入してください。（「申請額」

は自動的に反映されます。） 

「平成２３年度」及び「平成２４年度」については、「５ 取組に係る経費、（２）申請経費の内

訳、②平成２３年度の申請経費、③平成２４年度の申請経費」に記入した合計額をそれぞれ記入して

ください。（灰色のセルにはあらかじめ数式が設定されています。） 

（６）「７．事務担当者連絡先」欄には、大学教育推進プログラムの申請について実際に事務対応されている

担当者の氏名及び連絡先等を記入してください。 

なお、事務連絡（ヒアリング審査実施の連絡など）は、記入された事務担当者宛に行う予定ですので、

e-mailアドレスは複数者で確認できるメールアドレスを記入してください。（※ 個人情報の取扱いは、

当該事業の実施に係る用途のみに限定いたします。） 

また、要件違反など緊急を要する場合には、自宅電話、携帯電話に連絡することもありますので、電

話番号は事務担当者の直通番号等必ず連絡がとれる先を記入してください。連絡がつかない場合、審査

対象外となる場合もありますので十分注意してください。 

   

 

３ データの提出について 

 

（１）申請カードのデータは、ＣＤ－ＲＷへ保存し、提出してください。 

（２）申請カードのデータは、Ｅｘｃｅｌ形式のまま保存し、ファイル名は「機関番号（大学等名）」として

ください。機関番号は半角数字で、それ以外は全角文字で記入してください。 

（例：12345（○△大学）） 
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Ⅴ ＣＤ－ＲＷの作成・提出について 

 

申請書のデータ、申請カードのデータは、１枚のＣＤ－ＲＷへ保存し、申請書類と一緒に提出してください。

（ＣＤ－ＲＷ以外の記録媒体の使用、及び複数枚での提出は不可。） 

 

（１）申請書のデータについて 

申請書（申請書データ）は、申請書作成時に使用したＷｏｒｄ形式のデータと、Ｗｏｒｄ形式のデータか

らＰＤＦ形式へ直接変換したデータをそれぞれＣＤ－ＲＷへ保存してください。 

また、ＰＤＦ形式への変換は、必ずＷｏｒｄ形式から直接ＰＤＦ形式へと変換してください。（スキャナ

等からＰＤＦ形式への変換は不可）なお、申請書のデータについても書面と同様、白黒としてください。（カ

ラー不可） 

申請書データのファイル名は、『整理番号（大学等名）』とし、整理番号（ハイフン含む）は半角で、それ

以外は全角で記入してください。 

 

（２）申請カードのデータについて 

申請カードのデータは、Ｅｘｃｅｌ形式のまま保存してください。 

ファイル名は、「機関番号（大学等名）」としてください。機関番号は半角数字で、それ以外は全角文字で

記入してください。 

 

（３）ＣＤ－ＲＷについて 

データを保存するＣＤ－ＲＷとそのケースには、「大学等名」と「機関番号」を油性マジック等ではっき

りと記入してください。 
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ＣＤ－ＲＷの作成（申請書、申請カードのデータ保存方法）について 

 

（具体例） 

 私立大学（○△大学：機関番号12345）より申請する場合、 

 

整理番号は「1-12345」。  
また、下記のようにＰＤＦ形式及びＷｏｒｄ形式のデータでそれぞれ保存してください。 

  

 
 

申請書 

 

整理番号 

1-12345 

＜Word＞ 

○△大学

申請カード 

 

機関番号 

12345 

＜Excel＞ Excel形式のまま 

データ保存 

 

【ファイル名】 

12345（○△大学）.xls 

・記録媒体はＣＤ－ＲＷ（ＦＤなど他の記録媒体での提出不可） 

・ＣＤ－ＲＷに保存するデータは「申請書（PDF形式及びWord形式）」と「申請カード(Excel)」の３種類。

・ＣＤ－ＲＷ本体とケースにはそれぞれ「機関番号」「大学等名」を記入すること。 

・ファイル名は、整理番号、機関番号は半角数字で、それ以外は全角とすること。 

○△大学

123
45

【ＰＤＦ】 

1-12345 

(○△大学).pdf

申請書データから

直接ＰＤＦ化！ 

Word形式の

まま保存 
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Ⅵ 申請内容等チェックシート 

 

申請内容等チェックシートは、申請書類等を提出する際、 終チェックとなりますので十分確認の上、記入し

てください。 

申請書類等に不備な点がある場合は、要件違反として申請を受付けることができませんので十分注意してくだ

さい。 

 

（１）申請内容等チェックシートが添付されていない申請書類等は受付け出来ません。 

 

（２）チェック等記入にあたっては、チェックされた方がすべて手書きにて記入してください。（パソコン等で

の入力不可） 

 

（３）公募要領に記載のとおり、１大学等あたり申請できる件数は１件のみです。共同の取組の場合であって

も、各大学等からは１件ずつ申請があったものとします。 

   

 

Ⅶ その他の注意点 

 

（１）一度提出した申請書類等は、再提出、修正することはできませんので、提出にあたっては、十分留意の

上作成・提出してください。 

なお、公募要領「４要件違反等」に定める申請書類等の不備があった場合は、審査の対象外として取扱

われますのでご留意願います。 

 

（２）申請後、申請書類等に記載した取組担当者、事務担当者等に変更が生じた場合は、速やかに以下の事務

局まで連絡してください。 

 

 

【事務局】 

〒102-8472 東京都千代田区一番町８（一番町ＦＳビル） 

独立行政法人 日本学術振興会 

研究事業部 研究事業課 審査第四係 

電 話：03-3263-1105 FAX：03-3237-8015 

E-mail：goodpractice-jsps@jsps.go.jp 

 

 

 

 

 


