別紙１
平成 26 年度 STEP-ALICE プログラム申請書
Application for the Subsidizing skills improvement
平成 26 年 2 月 1 日
Year/month/date of submission
１．申請者に関する事項
ふりがな
氏
名
Your Name
所
属
Department
職
名
Affiliation
生 年 月 日
Date of birth / Age
連
絡
先
Contact Address

学歴（大学以降）
及び職歴
Academic /
employment record
学位
Degree

印

Zunda Nuki
Department of Engineering
Assistant Professor
１９ 80 年

11 月

31 日（ 34 才）

Year / month / day ( age )

電話番号：022-795-5040
Ｅ - m a i l：zunda@tohoku.ac.jp
2013.4Assistant Professor, Department of Engineering, Tohoku University
2011.4-2013.3 Postdoctoral Fellow, Aobayama Research Institute
2011.3
Ph.D in Engineering, Tohoku University
2009.3
M.E, Tohoku University
2007.3
B.E, Katahira University

Ph.D (Engineering)

２．申請内容 About the conference/meeting/seminor/symposium you will attend
会議等の名称
共同研究テーマ・研修内容
Conference name,
cooperative research topics,
seminor/symposium title
主催者または
共同研究者等の名前
Name of the organizers /
cooperative researchers

The study of effective zunda-mochi cooking with the
object of tribology and surface engineering
Cooperative researcher:
Dr. Date Masamune (Aobayama Univ)
Prof. Hagino wa Guma (Katahira Coop.)

会議・研修期間
Session / meeting schedule

平成 26 年 10 月
（2 日間 days）

国 名 ・ 都 市 名※
Country (Prefecture), City

Japan (Miyagi), Sendai

旅

行
期
間
Duration of travel

申 請 金 額 (円 )※
Required amount (yen)

平成 26 年 10 月
（3 日間）

3日

2日

～

26 年

10 月

4日

～

26 年

10 月

4日

52,000

※国内の場合は都道府県名･都市名を記載。
※開催地が海外の場合：上限 20 万円、国内の場合：上限 8 万円。
The maximum limits are 400,000 yen (outside of Japan) and 150,000 yen (in Japan);
subject to reduction depending on the assessment.

３．申請理由並びに期待される成果等（発表・研究や研修内容を含む）
Reasons of your application and expected results, including the outline of your presentation/research
or seminor/symposium.

４．申請金額の使途予定
費目
Category
旅費
Travel expenses

金額(円)※
Amount (yen)
2,400
23,500
20,600
6,600

内
訳
Breakdown
Traffic expenses (by land)
Airfare (Sendai-Haneda)
Accommodation expenses (2 nights)
Daily allowances (3 days)

その他 others

合計(円)

53,100

※ 採択された場合，必要経費確定後に予算を配分いたしますが、予算管
理の都合上必要としますので，見込み額をご記入願います。
Calculate estimated amount. The budget will be allocated after the total amount is fixed.

※ 上限は海外 20 万円、国内 8 万円です。ただし査定により減額される
場合もあります。
※ 旅費は本学旅費規程に基づき支給しますので、最も経済的な経路によ
る、低廉な航空運賃を利用ください。
The travel expenses will be given based on the university’s regulations. Please use the most economical way.

※ 学会登録料・論文校閲費等は原則として含められません。
The Conference fee and proofreading fee can not be included.

５．その他特記事項
（全学スキルアップ経費に未申請の場合は下記に特段の理由を記すこと）
If you have any special instructions and considerations with your submission, write them here.
Especially, if you have not applied the “Subsidizing skills improvement” by Tohoku University
Center for Gender Equality Promotion, write the reason.

