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令和2（2020）年度用 
For FY 2020 

石橋財団・国際交流基金 日本美術リサーチフェローシップ 
申請要領 

Ishibashi Foundation/The Japan Foundation Fellowship 
 for Research on Japanese Art Application Instructions 

 
 
1 趣旨  

諸外国における、日本美術に関わる人材育成と研究促進のため、学芸員・研究者等を日本に招へいし、調

査研究等の活動を行う機会を提供します。 
本事業は、公益財団法人石橋財団の「寄付助成事業」により実施されるものです。 

 
2 申請資格 

(1) 対象活動及び対象分野 
日本美術に関する明確な目的と計画の下で、日本において行う調査研究等の活動を対象とする。主な対

象分野は現代美術とする。諸外国において日本美術に関する展覧会の開催や書籍の出版等、社会への成

果発表の具体的計画のある案件を優先する。 
(2) 対象者 

上記(1)に該当する調査研究等を行う、海外在住の美術専門家（キュレーター、リサーチャー、エデュケ

ーター、コンサバター等）。 
(3) 国籍及び永住権 
ア 日本と国交がある国の国籍又は永住権を有していること。 
イ 海外在住であっても、日本以外の国の永住権・国籍を持たない日本人には申請資格がありません。 
ウ 日本と国交のない国の国籍の者は、国交のある国の永住権を有していても申請資格はありません。 

(4) その他の資格 
ア 日本で調査研究等の活動を行うにあたり、心身共に支障のない健康状態であること。 
イ 日本語又は英語のいずれかに十分な能力を有していること。 
ウ フェローシップ期間中継続して日本に滞在することが可能であること。 
エ 国際交流基金からフェローシップの支給経費の交付を受けることについて自国の法令等に違反してい

ないこと。 
(5) 選考の対象外となる場合 
ア 日本美術以外の分野の調査研究等の活動を行う者 
イ 美術作品の制作を目的とする者 
ウ 学部学生・修士課程在籍者、日本の大学の学部・修士課程への在籍を目的とする者、及び同博士課程

での単位取得を目的とする者 
エ 政治的・宗教的な目的のために本フェローシップを利用しようとする者 
オ 営利活動や資金調達活動を目的とする者 
カ 日本語の習得を目的とする者 
キ 同時期に他のフェローシップ・奨学金・研究助成金等を受給する者 
ク 同年度内の他の国際交流基金公募プログラムに申請する者 

 
3 フェローシップの内容 

(1) フェローシップ期間 
21日～59日 

(2) 支給内容 
採用された方（以下「フェロー」という）には、以下の経費を支給します。 
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ア 滞在費：17,000円（日額） 
イ 往復航空賃（エコノミークラス割引運賃）：居住地・日本間の最短経路  
ウ 保険：一律の基準にて国際交流基金が旅行保険を付保します（保険金には上限があります）。 
エ 調査補助費：10万円以内の実費（支給対象費目は別に定めがあります） 

 
4 審査方針 

審査に際しては、調査研究の内容や意義、実行可能性に加え、国際交流基金の事業方針との関係も考慮さ

れます。また、申請者の過去の業績なども考慮されます。 
ア 調査研究等の活動の目的及び達成目標の明確性、テーマの妥当性 
イ 調査研究等の活動における日本滞在の必要性 
ウ 調査研究等の活動計画の具体性、申請期間の合理性、申請期間内における目的達成見込みの有無 
エ 当該専門分野で相応の実績があり、日本での調査研究等の活動内容がその延長線上にあること 
オ 日本美術の専門家としての今後の更なる発展性 
カ 成果がフェロー本人の業績にとどまらず、展覧会の開催や書籍の出版等の方法により、社会に還元で

きるものであること 
キ フェローシップ終了後、早期に成果を発表する見込みの有無 
ク 当該分野の将来の発展や、そのための基盤形成に寄与するものであること 

 
5 申請手続 

(1) 申請用紙の入手先 
国際交流基金のホームページからダウンロードしてください。 
URL: https://www.jpf.go.jp/j/program/culture.html 

(2) 申請書提出先と締切 
2019年12月2日必着で最寄りの国際交流基金海外事務所に申請書原本1部及びコピー１部を提出してく

ださい。国際交流基金海外事務所が所在しない国においては最寄りの日本国大使館・総領事館宛に提出

してください。E-mail・FAX による申請書の提出は受け付けません。 
(3) 留意事項 
ア 所定用紙によらない申請は審査の対象になりません。 
イ 提出された書類は一切返却しません。 
ウ 締切日を過ぎて提出された申請書は受け付けません。 
エ 同一申請者からの複数の申請があった場合は全ての申請を無効とします。 

 
6 採否決定通知 

(1) 選考結果は2020年4月末までに国際交流基金海外事務所又は日本国大使館・総領事館を通じて申請者本

人へ通知します。（推薦者には、基金から選考結果を通知しません。） 
(2) 採否理由に関する問合せには応じられません。 

 
7 注意事項 

(1) 国際交流基金の事業は、関係法令及び基金の規程に従って実施されます。 
(2) フェローシップは日本国内でのみ受給可能です。  
(3) フェローシップ開始日は2020年6月1日～2021年3月15日の間に設定してください。 
(4) フェローシップ開始日（日本到着日）及び終了日（日本出発日）の変更は原則として認められません。

ただし、やむを得ない事情により変更を余儀なくされる場合には、国際交流基金に対し事前に理由を説

明し、その許可を得る必要があります。 
(5) フェローシップ供与期間を延長することはできません。 
(6) フェローシップ期間中の一時的な離日は認められません。 
(7) 他の奨学金を同時期に受給することはできません。他の奨学金に採用された場合には、重複している期

間についてはいずれか一つを選択する必要があります。 
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(8) 国際交流基金は日本国内の住居の紹介を行いません。 
 
 
8 フェローの義務 

(1) フェローはフェローシップ期間中、日本国内において調査研究に専念するものとします。 
(2) フェローシップ期間中の活動やその活動に起因する結果についての責任は、全てフェロー本人が負うも

のとします。フェローシップ期間中の病気・事故等について国際交流基金は責任を負わないものとしま

す。 
(3) フェローは、フェローシップ開始時と終了時に国際交流基金本部オフィス（東京）でのオリエンテーシ

ョンおよびラップアップ・ミーティングに出席するものとします。そのため、東京着発のフライトを手

配するものとします。 
(4) フェローは、最終報告書及び事業の成果物を国際交流基金に提出してください。 
(5) フェローが、フェローシップ受給期間中に広報媒体に紹介される場合には原則的に、「石橋財団・国際交

流基金 日本美術リサーチフェローシップ」で来日中であることを明示してください。 
(6) フェローは、フェローシップ受給期間中か終了後かを問わず、本プログラムによる調査研究成果を何ら

かの方法で発表又は公開する場合には、「石橋財団・国際交流基金 日本美術リサーチフェローシップ」

による成果である旨を明示してください。 
(7) 本フェローシップの受給にあたり、フェローの義務やあらかじめ決められた規則に反した場合、国際交

流基金はフェローシップの取消、又は支給経費の返還、延滞金等の納付（該当する場合）を要求するこ

とがあります。 
(8) フェローシップによる日本滞在中、研究テーマに関する講演等を依頼する場合があります。 

 
9 事業に関する情報の公開 

(1) 採用された場合、申請者の名称、事業の概要等の情報は、国際交流基金事業実績、年報、ウェブ

サイト、事業報告書等において公表されます。 
(2) 「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」（平成 13 年法律第 140 号）に基づく開示請求が

国際交流基金に対してなされた場合には、同法に定める不開示情報を除き、提出された申請書類等は、

開示されます。 
 
10 個人情報の取扱い 

(1) 国際交流基金は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成 15 年法律第 59 号）

ほか、各国・地域等の個人情報保護にかかわる法律を遵守し、個人情報を取り扱う際には、適正な収集・

利用・管理を行います。国際交流基金の個人情報保護への取組については、以下のウェブサイトをご覧

ください。 
https://www.jpf.go.jp/j/privacy/ 

(2) 申請書・添付書類、及び事業報告書・成果物等に記入された情報は、採否審査、事業実施、事後

評価等の手続のほか、次のような目的で利用します。 
ア フェローの氏名、職業・肩書、所属先、協力機関/協力者、事業期間、事業内容等の情報は、

国際交流基金の事業実績、年報、ウェブサイト、事業報告書等の公表資料への掲載、統計資料

作成に利用されます。また、国際交流基金事業の広報のため、報道機関や他団体に提供するこ

とがあります。 
イ 採用された場合、フェローの氏名、国籍、住所、生年、調査研究テーマ、所属機関、職業・肩

書、協力機関/協力者、滞在期間等に関する情報を以下の機関等に提供します。 
(ア) 日本国外務省及び関連各公館等（ビザ手配及び関連書類送付等のため） 
(イ) 保険会社及びその代理店等（海外旅行傷害保険加入等のため） 

ウ 申請書、添付書類及び事業報告書・成果物などは、採否審査、事後評価等のため、石橋財団及

び外部有識者等の評価者に提供することがあります。提供する際、相手方には、個人情報の安

全確保のための措置を講じていただくようにしています。 
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エ 記入された連絡先に、石橋財団及び国際交流基金が関係する他の事業についてご連絡を差し上

げることがあります。 
オ 協力機関がある場合、フェローが協力機関において調査研究を遂行するために必要な範囲で、申請

書等のコピーを同機関に送付する場合があります。 
(3) フェローの氏名、職業・肩書、所属先、調査研究テーマ、E-mailアドレス、協力機関、協力者の氏名及

び所属先等の情報は、フェロー間の情報交流を目的として他のフェローに公開される場合があります。 
(4) 報告書等の提出物は、公開される場合があります。また、国際交流基金及び石橋財団がフェローの活動

報告集を作成し、印刷物頒布及びウェブ掲載等により一般公開する場合があります。 
(5) これらの個人情報の取扱いについては、申請者より事業関係者にも事前にご説明くださるようお

願いします。 
(6) 本プログラムに応募された方は、上記の個人情報の取扱いに同意したものとみなします。 

 
11 問合せ先 

(1) 申請書提出及び詳細に関しては、申請機関所在国最寄りの国際交流基金海外事務所にご連絡くだ

さい。国際交流基金の海外事務所が所在しない国においては、大使館・総領事館等の日本国在外

公館にご連絡ください。 
・ 国際交流基金海外事務所 

https://www.jpf.go.jp/j/world/index.html 
・ 日本国在外公館一覧 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html 
(2) その他のお問合せは、下記の担当部署へご連絡ください。 

国際交流基金 文化事業部 
美術チーム TEL 03-5369-6061 E-mail: va@jpf.go.jp 
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申請書作成上の注意 

 

全体的な注意事項  

(1) この申請用紙は、①申請書（全6ページ）と②推薦書（全2通）からなっています。 
(2) フェローシップ申請要領及び以下の記入要領をよく読んで必要事項を漏れなく記入してください。これ

らに定められた規則に反した場合（書類不備等）は審査の対象になりません。 
(3) 申請書の記入に当たっては、特に指定がある場合を除いて、欄内におさめてください。 
(4) 申請書は日本語又は英語で記入してください。それ以外の言語で記入した申請書は受理しません。 
(5) 手書きの場合は楷書で丁寧に書いてください。 

 

申請書記入要領  

1 申請者について（第 1～2ページ） 
(1) 氏名：漢字表記の氏名を有する人は漢字とローマ字の両方で記入してください。その他の人はローマ字

のみで記入してください。 
(2) 国籍・永住権：申請者の有する全ての国籍及び永住権を記入してください。 
(3) 現住所：申請者の現住所を記入してください。 
(4) 現職：申請書作成時点での職業（勤務先）を記入してください。 
(5) 連絡先：勤務先又は自宅の連絡先を記入してください。申請書提出後に変更があった場合は、必ず申請

書を提出した国際交流基金海外事務所又は日本国大使館・総領事館にその旨を通知してください。 
(6) 学歴：最終学歴から学部まで遡って、大学等機関の名称、所在地、専攻分野、取得した学位及び卒業（修

了）年月を記入してください。 
(7) 職歴：最終職歴から遡って、勤務先の名称、所在地、その勤務先での役職、勤務した期間を明記してく

ださい。 
(8) 主な業績：申請者の論文、著作等作品のタイトルのほか、発表を行ったシンポジウム、企画した展覧会

等があれば、申請事業の関連分野を中心に、そのタイトルを記入してください。賞を受けたことがある

場合には賞の名称と受賞年月を記入してください。修士・博士論文題目、取得年月、授与大学名を記入

してください。 
(9) 日本語能力：該当する欄に印をつけてください。 
(10) 英語能力：該当する欄に印をつけてください。 
(11) 日本滞在歴：日本に滞在したことがある場合、その期間、目的を記入するほか、奨学金を受けていた場

合はその名称を記入してください。観光等ごく短期の旅行については記入の必要はありません。国際交

流基金の招へいによる来日経験を有する場合は、期間の長短に関わらず必ず記入してください。 
 
2 調査研究の概要（第 2～3ページ） 

(1) プロジェクト題目：実施予定プロジェクトの主題を記入してください。 
(2) プロジェクトの要約：実施予定プロジェクトの内容を、日本語 200 字（英語 100 ワード）以内で簡潔に

説明してください。 
(3) 開始日・期間：フェローが日本に到着する日を「フェローシップ開始日」とし、日本を離れる日を「フ

ェローシップ終了日」とします。フェローシップは2020年6月1日から2021年3月15日の間に開始さ

れなければなりません。また、フェローシップ期間は21日以上59日以内でなければなりません。 
(4) スケジュール：日本での活動スケジュールを記入してください。 
(5) 協力機関、協力者：調査研究等の活動を実施するためには、日本における協力機関や協力者が必要です。

日本における協力予定機関・協力者の名称を正確に記入してください。協力予定機関・協力者から協力

の承諾を得たか否かを「状況」欄に必ず記入してください。 
(6) 推薦者：推薦書作成を依頼した2人の氏名を記入してください。 
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(7) 他の奨学金への応募：他の奨学金に応募している場合は、その名称、申請期間及び結果の発表予定日を

記入してください。また既に結果が判明している場合はその旨明記してください。 
 
3 調査研究の内容（詳細）（第 4～6ページ） 

調査研究の内容：記入にあたっては、この欄内におさめるようにしてください。文字の大きさは10ポイン

トで統一してください。 
(1) 調査研究の目的・意義を記入してください。関連する調査研究があればそれも含めて記入してください。 
(2) 調査研究の内容を具体的に記入してください。 
(3) 調査研究の具体的な方法と計画、それに必要な期間を記入してください。特に、自国ではなく日本に滞

在しなければならない理由を記述してください。 
(4) 調査研究プロジェクトの準備状況を記入してください。 
(5) 調査研究プロジェクトの達成目標と成果発表方法を具体的に書いてください。 
(6) 調査研究やキャリアの中長期的な展望を記入してください。 

 

推薦書（第7～8ページ） 

(1) 申請者は、調査研究計画遂行能力について評価できる人物2名に作成を依頼してください。2名のうち1
名は、当該調査研究分野の専門家に記入してもらってください。また、2通の推薦書はともに、協力者に

はならない人に記載してもらってください。 
(2) 推薦書の太線枠内は申請者が記入してください。推薦書は申請書と同一の宛先へ 2019 年 12 月 2 日必着

で送付するよう、推薦者に依頼するとともに、当該宛先を太線枠内に記入してください。 
(3) 推薦書にはこの用紙を使用してください。別途署名済みの書類を添付しても結構です。 

 
以上 



 

 

Q-FW 
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令和 2（2020）年度申請用 
For FY 2020 

 
石橋財団・国際交流基金 日本美術リサーチフェローシップ 申請書 

Ishibashi Foundation/The Japan Foundation Fellowship 
for Research on Japanese Art Application Form 

 
 
独立行政法人国際交流基金理事長 殿 
To：Mr. Hiroyasu Ando 

President, The Japan Foundation 
 
独立行政法人国際交流基金プログラム・ガイドラインに従い、下記のとおり助成金の交付を申請します。 
I hereby apply for a grant under this grant program as follows, according to The Japan Foundation Program Guidelines. 
 

提出日（年月日） 
Submission date: Year/Months/Day 

/        / 

1. 申請者について Applicant 
(1)  ※氏名はパスポートの記載どおり記入すること。（Name: Same as is written in your passport） 

  ↓※１つだけチェックすること。Note: Check only one. 

氏名 
Name 

☐ Prof. 
☐ Dr. 
☐ Ms. 
☐ Mr. 
☐ Other 
(       ) 

漢  字 
Chinese 

characters 

姓 Family 名 First, Middle 

  

ローマ字 
Roman alphabet 

姓 Family 名 First, Middle 

  

(2)                                                  (3) 
国籍 
Nationality 

 生年月日 Birthday 
Year/Month/Day 

現住所 
Address of 

current 
residence 

 

永住権
Permanent 
residency 

 
 

(4) 

現職 
Profes- 

sion 

所属機関 
Institution/ 
Department 

日本語 
Japanese  

英語 
English  

住所 
Address  

役職 
Position 

日本語 
Japanese  専門分野 

Speciali- 
zation 

日本語 
Japanese 

 

英語 
English  

英語 
English 

 

(5) 
連絡先 
Contact information 

☐ 勤務先 Office 
☐ 現住所 Current residence 

Tel: Fax: Email: 

(6) 
学歴（添付可）Higher education (Attachment accepted)  
 
 
 
 
 
(7) 
職歴（添付可）Employment (Attachment accepted) 
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(8) 
主な業績（申請事業の関連分野を中心に）（添付可） 
Applicant’s major works and publications (focusing on research relevant to the applying projects.) (Attachment accepted) 
 
 
 
 
 
(9)                                                   (10) 
日本語能力 Japanese-Language Proficiency 英語能力 English-Language Proficiency 
会話 
Speaking 
and 
Listening 

 

☐Excellent 
☐Good 
☐Fair 
☐Poor 
☐None 
 

読み 
Reading  

 

☐Excellent 
☐Good 
☐Fair 
☐Poor 
☐None 
 

書き 
Writing  

 

☐Excellent 
☐Good 
☐Fair 
☐Poor 
☐None 
 

会話 
Speaking 
and 
Listening 

☐Excellent 
☐Good 
☐Fair 
☐Poor 
☐None 
 

読み 
Reading  
 

☐Excellent 
☐Good 
☐Fair 
☐Poor 
☐None 
 

書き 
Writing  
 

☐Excellent 
☐Good 
☐Fair 
☐Poor 
☐None 
 

日本語資格、試験成績等 Japanese-Language Qualifications, if any 
 

英語資格、試験成績等 English-Language Qualifications, if any 
 

(11) 
日本滞在歴、及び本フェローシップ開始日までの日本滞在予定（期間、目的、受けたグラントを明記のこと。国際交流基金の招へ

いによる全ての来日を含む。） 
Previous stays in Japan and stays in Japan scheduled before the Fellowship’s Beginning Date (period, purpose, grants received including all the 
visit to Japan invited by the Japan Foundation) 
 

 
2. 調査研究の概要 Outline of the Research 
(1) ※可能な限り両方の言語で記入すること。Fill in both Japanese and English if possible. 

プロジェ

クト題目 
Project title 

日本語 
Japanese 

 

英語 
English 

 

(2) 
プロジェクトの要約 Summary of the Project (No more than 100 words) 
 

(3) ※開始日は2020年6月1日以降、2021年3月15日の間とすること。Beginning Date must fall between June 1, 2020 and March 15, 2021. 
開始日（日本到着日） 
Beginning Date (Date of 

arrival in Japan) 

年/月/日 Year /Month /Day 終了日（日本出発日） 
End Date (Date of departure 

from Japan) 

年/月/日 Year /Month /Day 

20    /     /     20    /     /     

 
期間 

Proposed term of fellowship 
 

日間Days 
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(4) スケジュール Schedule
いつから（年月日） 
From (YY/MM/DD) 

いつまで（年月日） 
To (YY/MM/DD)  

都市 
City 

活動内容（協力機関や協力者、取材先も記載のこと） 
Activities (Please include cooperating institutions / individuals, etc.) 

  Toyko Arrival in Japan 
Orientation at the Japan Foundation Headquarters 

    

    

    

    

    

    

  Tokyo Wrap-up session at the Japan Foundation Headquarters 
Departure from Japan 

(5) 協力機関、協力者 Cooperating Institution(s)/Individual(s) in Japan 
協力機関、協力者 

Cooperating Institution(s)/Individual(s) in Japan 
住所、連絡先 

Address, Contact Information 
状況 
Status 

  ☐ 同意済み Consent granted 
☐ 調整中 In negotiations  
☐ 検討中 In consideration 

  ☐ 同意済み Consent granted 
☐ 調整中 In negotiations  
☐ 検討中 In consideration 

  ☐ 同意済み Consent granted 
☐ 調整中 In negotiations  
☐ 検討中 In consideration 

  ☐ 同意済み Consent granted 
☐ 調整中 In negotiations  
☐ 検討中 In consideration 

(6)                                                   
推薦者（推薦書を依頼した人物の氏名を記入すること。）Name of Referees of the Reference Form 

1. 2. 

(7) 

同じ時期に、同じ目

的のために応募し

ている他の奨学金 
Other grants for which 

you have applied for the 
same purpose and period 

as this fellowship 

 
奨学金名 

Name of grants 
いつからいつまで（年月日） 

From - To (YY/MM/DD) 
対象期間

Months 
結果 

Result 

1.     

2.     

3.     
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3. 調査研究の内容（詳細）Contents of the Research (detailed) 
（添付不可、文字サイズ10ポイントで記入、欄内におさめること） 

*No attachment accepted; write in 10-point font size and only within the given space) 
 

 
 
 

 
 

※以下の内容を必ず記入すること。Please provide the following information. 
(1) 調査研究の目的・意義 Research purpose and significance 
(2) 調査研究の内容 Research content 
(3) 調査研究の方法と計画 Research methodology and research plan 
(4) 準備状況 Status of preparations 
(5) 調査研究の達成目標と成果発表方法 Goal of the research project and the method to disseminate the outcome 
(6) 研究やキャリアの中長期的な展望 Mid-long term goal in research and career 
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推薦書 石橋財団・国際交流基金 日本美術リサーチフェローシップ 
Reference Form  Ishibashi Foundation/The Japan Foundation Fellowship for Research on Japanese Art 

下記申請者は石橋財団・国際交流基金 日本美術リサーチフェローシ

ップを受けることを希望し、貴殿の推薦を得たいとしております。 
つきましては、申請者の当該プロジェクトに取り組む資格、その成

功の見込み、必要性及び重要性、貴殿と申請者の専門分野におけるか

かわり等について日本語又は英語でご記入の上、2019年12月2日必着で

下記太線枠内の宛先に原本をご送付ください。 
採否決定は2020年4月末までに国際交流基金海外事務所または日本

国大使館・総領事館を通して本人に通知します。推薦者への採否決定

通知は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。 
推薦書は、採否審査及び事後評価のため、外部有識者等の評価者に

提示されることがあります。その際、評価者には、個人情報の安全確

保のための措置を講じていただくようにしています。 
提出された推薦書は一切返却しませんので、あらかじめご了承くだ

さい。 

The person named below wishes to apply for the Ishibashi Foundation/The Japan 
Foundation Fellowship for Research on Japanese Art. The applicant would like you 
to write a letter of reference. 

Please assess the applicant’s competence to carry out the proposal as described, 
as well as the importance and impact of the project, and describe the relationship 
between you and the applicant in the special field. Please send the original form to 
the address which appears below in the box outlined in bold lines by the deadline 
of December 2, 2019. 

The result will be notified to the applicant by the end of April 2020 through the 
Foundation overseas office or Japanese diplomatic mission. Please note that the 
Foundation does not inform referees of the results notification. 

Copies of the form may be provided to outside consultants in the screening 
process and for the evaluation of the finished project. The Japan Foundation requests 
the consultants to take measures to ensure safety of the provided personal 
information. 

Submitted forms are not to be returned.  

※太線枠内は申請者が記入のこと。Note: the applicant should fill in boxes outlined in bold lines. 
以下の宛先に送付願います。Please send this form to the address as below. 
 
☐ 国際交流基金海外事務所 The Japan Foundation overseas office [                                                          ] 

住所 Address [                                                                                                    ] 
 

☐ 在外公館 Japanese diplomatic mission [                                                                                ] 
住所 Address [                                                                                                    ] 

申請者 
Applicant 

氏名 Name (Family name, First name) 
 

国籍 
Nationality  

永住権 
Permanent 
residency 

 

所属機関 
Institution  

研究題目 
Project title  

評価記入者 
Referee 

氏名 Name  
連絡先 Contact information 

現職 Position   

所属機関 
Institution 

 

専門分野 
Specialization 

 

所見（本欄のみならず、署名済みの書類を添付いただいても結構です。）Comments (You may either use this space or attach a signed letter.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日付 Date 署名 Signature 
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推薦書 石橋財団・国際交流基金 日本美術リサーチフェローシップ 
Reference Form  Ishibashi Foundation/The Japan Foundation Fellowship for Research on Japanese Art 

下記申請者は石橋財団・国際交流基金 日本美術リサーチフェローシ

ップを受けることを希望し、貴殿の推薦を得たいとしております。 
つきましては、申請者の当該プロジェクトに取り組む資格、その成

功の見込み、必要性及び重要性、貴殿と申請者の専門分野におけるか

かわり等について日本語又は英語でご記入の上、2019年12月2日必着で

下記太線枠内の宛先に原本をご送付ください。 
採否決定は2020年4月末までに国際交流基金海外事務所または日本

国大使館・総領事館を通して本人に通知します。推薦者への採否決定

通知は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。 
推薦書は、採否審査及び事後評価のため、外部有識者等の評価者に

提示されることがあります。その際、評価者には、個人情報の安全確

保のための措置を講じていただくようにしています。 
提出された推薦書は一切返却しませんので、あらかじめご了承くだ

さい。 

The person named below wishes to apply for the Ishibashi Foundation/The Japan 
Foundation Fellowship for Research on Japanese Art. The applicant would like you 
to write a letter of reference. 

Please assess the applicant’s competence to carry out the proposal as described, 
as well as the importance and impact of the project, and describe the relationship 
between you and the applicant in the special field. Please send the original form to 
the address which appears below in the box outlined in bold lines by the deadline 
of December 2, 2019. 

The result will be notified to the applicant by the end of April 2020 through the 
Foundation overseas office or Japanese diplomatic mission. Please note that the 
Foundation does not inform referees of the results notification. 

Copies of the form may be provided to outside consultants in the screening 
process and for the evaluation of the finished project. The Japan Foundation requests 
the consultants to take measures to ensure safety of the provided personal 
information. 

Submitted forms are not to be returned.  

※太線枠内は申請者が記入のこと。Note: the applicant should fill in boxes outlined in bold lines. 
以下の宛先に送付願います。Please send this form to the address as below. 
 
☐ 国際交流基金海外事務所 The Japan Foundation overseas office [                                                          ] 

住所 Address [                                                                                                    ] 
 

☐ 在外公館 Japanese diplomatic mission [                                                                                ] 
住所 Address [                                                                                                    ] 

申請者 
Applicant 

氏名 Name (Family name, First name) 
 

国籍 
Nationality  

永住権 
Permanent 
residency 

 

所属機関 
Institution  

研究題目 
Project title  

評価記入者 
Referee 

氏名 Name  
連絡先 Contact information 

現職 Position   

所属機関 
Institution 

 

専門分野 
Specialization 

 

所見（本欄のみならず、署名済みの書類を添付いただいても結構です。）Comments (You may either use this space or attach a signed letter.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日付 Date 署名 Signature 

 


	Q-FW_j_Instructions
	Q-FW_Form

