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2019 年３月 19日 

第１回（2019 年） 

人間文化研究機構「日本研究国際賞」 

受賞候補者推薦要項 

１．趣旨 

大学共同利用機関法人人間文化研究機構（以下「機構」という。）は、日本研究の国際

的発展と日本文化の理解を深め広めることをめざし、一般財団法人クラレ財団の協力を得

て、「人間文化研究機構日本研究国際賞」（NIHU International Prize in Japanese 

Studies）を、2019 年１月に新たに創設しました。 

２．対象分野 

日本に関する文学、言語、歴史、民俗、民族及び環境等の人間文化研究に関する分野 

３．授賞  １名 

  受賞者には、賞状、記念品及び賞金２万ドルを贈呈します。 

また、受賞者を日本での贈呈式（2019 年 12 月を予定）に招待し、受賞者による記念講演

会を開催します。 

併せて、受賞者及びその随行者１名には来日のための往復航空券を支給するとともに、

２名の日本国内での滞在費として 50 万円を支給します。 

４．対象者 

受賞対象者は、海外を拠点とし、上記２．の対象分野において学術上特に優れた成果を

上げ、日本研究の国際的発展に多大な貢献をした研究者とします。 

※ 海外に在住する研究者のほか、海外を拠点に活動実績を持つ研究者も含みます。 

※ 国籍は問いません。 

５．推薦権者 

次の各号に掲げる組織から、受賞候補者の推薦を１名に限り受け付けます。ただし、推

薦権者の自薦は受け付けません。 

１）人間文化研究に関連する国内の大学、大学共同利用機関及び学協会等 

２）機構及び機構の大学共同利用機関（国立歴史民俗博物館、国文学研究資料館、国立 

国語研究所、国際日本文化研究センター、総合地球環境学研究所及び国立民族学博物

館の６機関）と協定を締結している海外の大学等 

  また、推薦権者は次のとおりとなります。 

【国内の大学等】 ・・・ 関係の学部長、研究科長または研究所長、大学共同利用機関 

及び学協会等にあってはその長 

【海外の大学等】 ・・・ 日本文化研究に関連する大学の長（または学部長、学科長等）、

研究機関等の長 
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６. 応募方法 

推薦書（別紙様式）に必要事項を記入し、大学等の長の公印を押したもの（海外の大学

等においてはサインも可）を、「11．推薦書類（紙媒体）の提出先」まで郵送してくださ

い。 

 

※ 推薦書の様式は、下記表のとおり【国内の大学等】と【海外の大学等】で異なりま

すので、ご注意ください。 

区 分 推薦書様式 

国内の大学等 様式１ 

海外の大学等 様式２（英語版）又は様式３（日本語版） 

 

７．提出期限 

   2019 年６月 14日（金）（消印有効） 

８．選考及び選考結果の通知 

  2019年９月頃、機構に設置する日本研究国際賞選考委員会において受賞候補者を選考し、

受賞候補者を推薦した組織に選考結果を通知します。 

  また、本人に受賞の諾否を確認した後、機構のウェブサイトにおいて選考結果を公開し

ます。 

９．授賞式及び記念講演会 

  授賞式及び記念講演会は、2019 年 12 月頃に行う予定です。 

10．その他 

 １）推薦書等の提出後、その記載事項を変更または追加することはできません。 

 ２）提出された推薦書等は返却しません。 

 ３）選考結果に対する問合せには応じかねます。 

 ４）受賞者の氏名、略歴及び授賞の対象となった研究業績等を公表しますので、あらかじ

めご承知おき願います。 

 ５）受賞者には、本機構が推進する日本研究に係る国際ネットワーク形成のため、今後協

力を依頼することがあります。 

 ６）推薦書類に含まれる個人情報については、「人間文化研究機構保有個人情報保護規程」

及び関係法令に基づき厳重に管理し、本選考のためのみに利用します。また、選考後は、

責任を持って破棄いたします。 
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11．推薦書類（紙媒体）の提出先 

  推薦書類は、下記へ配達記録の残る方法での送付によって提出してください。併せて、

配達会社のウェブサイト等で到着の確認を行ってください。 

 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 4-3-13 ヒューリック神谷町ビル 2階 

大学共同利用機関法人人間文化研究機構本部事務局総務課「日本研究国際賞」担当 

  E-mail： soumu「＠」nihu.jp 

     ※ 「＠」を＠に変更して送信してください。 

 

12．問い合わせ先 

   〒105-0001 東京都港区虎ノ門 4-3-13 ヒューリック神谷町ビル 2階 

     大学共同利用機関法人人間文化研究機構 

       本部事務局総務課「日本研究国際賞」担当 

        TEL 03-6402-9212 

        E-mail soumu「＠」nihu.jp 

            ※「＠」を＠に変更して送信してください。 

 

        機構ウェブサイト 

          https://www.nihu.jp/ja/international/international_prize 
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第１回（2019 年） 

人間文化研究機構日本研究国際賞推薦書 

 

2019 年  月  日 

 

 人間文化研究機構日本研究国際賞選考委員会委員長 殿 

                   

                     推 薦 者 

機 関 名 

職   名 

 

氏   名                印 

 

 

第１回（2019 年）人間文化研究機構日本研究国際賞に、下記の受賞候補者を推薦します。 

 

記 

 

氏  名 

 

（英語表記） 

生年月日 西暦   年  月  日 

国  籍  

所属・職名 

   ※ 
 

本推薦書に関する連絡担当者・連絡先 

機関名 ： 

部  局 ： 

氏  名 ： 

TEL :               FAX :          E-mail : 

  ※ 現在受賞候補者の所属がない場合は、前職を記載してください。 
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① 推薦理由（400字以内で簡潔にご記入ください。）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 略歴（学歴・学位、職歴） 

   学歴 

 

 

 

   学位 

 

 

 

 職歴 

 

 

 

 

 

 

③ 主要著書等 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 受賞歴 
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【記入上の注意】 

１．推薦書は、日本語で作成してください。なお、「③主要著書等」の欄は、英語表記でも構い

ません。 

また、記入欄が不足する場合は、枠を広げて作成してください。 

２．各記入欄について 

（１）候補者氏名欄には、英語での表記も併せて記入してください。 

（２）推薦様式（②～④）  

② 略歴（学歴・学位、職歴）欄は、西暦年で記入してください。 

 例：1965 年 ○○○大学卒業 

   1975 年 ○○○大学○○学部助教授就任 

   1985 年 ○○○大学○○学部教授就任（現在に至る） 

（※誤りがないよう十分ご確認の上、記入してください。） 

③ 主要著書等欄は、図書の場合は、出版年（西暦）、著書名、出版社、出版地等を記入し

てください。 

また、学術論文の場合は、発表年（西暦）、論文名、著者名、掲載誌名、巻号や頁等、刊

行地等を記入してください。 

     例：1985 年 ○○○○○に関する日本文化 ○○○○出版 日本 

1995 年 ○○○○○に関する日本研究 ○○○○出版 日本 

2010 年 「〇〇に関する考察」 〇〇太郎 〇〇ジャーナル 55 号、10 頁-20

頁、英国  

  ④ これまでに受賞歴がある場合は、記入してください。 

 例：2010 年 ○○○○賞受賞（日本） 
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2019 NIHU International Prize for Japanese Studies 

NOMINEE ACHIEVEMENT FORM 

 

 

Name of 
Nominee 

Title SURNAME First name Middle name 
    

Date of Birth Year Month Day 
   

Nationality   

Current Appointment 
Institution  
Department  

Current Position 
or Status 

 

Country/Region  
Nominator’s Point of Contact (Office/Institute) 

Institution  
Department  
Phone Number  
E-mail Address  
Postal Code  
Country/Region  

Mailing Address 
 

NIHU Institutions that have agreements with your institution（Put an X in the box below） 

□ Head Office, National Institutes for the Humanities(NIHU) 
□ National Museum of Japanese History  
□ National Institute of Japanese Literature 
□ National Institute for Japanese Language and Linguistics 
□ International Research Center for Japanese Studies 
□ Research Institute for Humanity and Nature 
□ National Museum of Ethnology 
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① Summary of Nomination   

Write down a brief statement (less than 800 words) describing the nominee’s achievements. 

 

② Academic Degree, Higher Education, Previous Appointments 
Academic Degree 
Type (PhD, or an 
equivalent.) 

 

Date Obtained  

Field  

Institution     

Country/Region  

Higher Education (Starting from the latest one.) 
 

Previous Appointments (Starting from the latest one.) 
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③ List of Major Publications 

 

④ Awards (Title, Organization, Year) 

 

 

 

I certify that the information provided on this Nomination Form (including “Nominee 
Achievement”) is true and correct. 
 
Date:  
Nominator's Institution: 
Nominator's Designation 
Nominator's full name : 
 
Signature: 
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[How to fill in the form] 

1.  Please create the Nomination Form in English. 
  Please expand each column if you need more space.  
 
2. Columns 
(1) Please put an X in the box for the institution with which your institution has concluded an 
agreement. 
  If your institution has concluded an agreement with National Institutes for the Humanities, 

please put an X in the box for “Head Office, National Institutes for the Humanities.” 

(2) Nomination Form (② to ④) 
② Please use Christian years in the Academic Degree, Higher Education, Previous 
Appointments column. 

Example:  
1965: Graduated from XX University 
1975: Appointed Assistant Professor, Faculty of XX, XX University 
1985: Appointed Professor, Faculty of XX, XX University (current position) 
(*Please make sure to provide correct information.) 

③ In the List of Major Publications, information about a book shall include the year of 
publication (Christian year), title of the book, its publisher and the place of publication. 
Information about an academic paper shall include the year of publication (Christian year), 
title of the paper, author, name of the journal, volume number and page numbers and 
place of publication. 

 Example:  

  1985, Japanese culture related to XXXX, YYY Publishing Inc., Japan 

  1995, Japanese studies related to XXXX, YYY Publishing Inc., Japan 

2010, Discussions on XXX, Author Name, XX Journal, No.55, pp.10-20, United 
Kingdom 

    ④ Please enter the names of awards granted to the nominee, if any. 
Example: 
 2010: XX Award (Japan) 
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第１回（2019 年） 

人間文化研究機構日本研究国際賞推薦書 

 

20XX 年  月  日 

 

 人間文化研究機構日本研究国際賞選考委員会委員長 殿 

                   

                     推 薦 者 

機 関 名 

職   名 

 

氏   名                印 

 

（又は署名） 

 

第１回（2019 年）人間文化研究機構日本研究国際賞に、下記の受賞候補者を推薦します。 

 

記 

 

氏   名 

 

（英語表記） 

生 年 月 日 西暦   年  月  日 

国   籍  

所属・職名 

   ※ 

 

本推薦書に関する連絡担当者・連絡先 

機関名 ： 

部  局 ： 

氏  名 ： 

TEL :               FAX :           E-mail : 

協定を締結している機関 ※協定を締結している機関にチェック（レ点）を入れてください（複数可）。 

□ 人間文化研究機構（本部）   □ 国際日本文化研究センター 

□ 国立歴史民俗博物館      □ 総合地球環境学研究所 

□ 国文学研究資料館       □ 国立民族学博物館 

□ 国立国語研究所 

  ※ 現在受賞候補者の所属がない場合は、前職を記載してください。 
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① 推薦理由（400字以内で簡潔にご記入ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 略歴（学歴・学位、職歴） 

   学歴 

 

 

 

   学位 

 

 

 

   職歴 

 

 

 

 

 

③ 主要著書等 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 受賞歴 
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【記入上の注意】 

１．推薦書は、日本語で作成してください。なお、「③主要著書等」の欄は、英語表記でも構い

ません。 

また、記入欄が不足する場合は、枠を広げて作成してください。 

 

２．各記入欄について 

（１）候補者氏名欄には、英語での表記も併せて記入してください。 

（２）協定を締結している各機関名にチェックを入れてください。 

   なお、人間文化研究機構と協定を締結している場合は、「人間文化研究機構（本部）」に

チェックを入れてください。 

（３）推薦様式（②～④） 

② 略歴（学歴・学位、職歴）欄は、西暦年で記入してください。 

 例：1965 年 ○○○大学卒業 

   1975 年 ○○○大学○○学部助教授就任 

   1985 年 ○○○大学○○学部教授就任（現在に至る） 

（※誤りがないよう十分ご確認の上、記入してください。） 

③ 主要著書等欄は、図書の場合は、出版年（西暦）、著書名、出版社、出版地等を記入し

てください。 

また、学術論文の場合は、発表年（西暦）、論文名、著者名、掲載誌名、巻号や頁等、刊

行地等を記入してください。 

     例：1985 年 ○○○○○に関する日本文化 ○○○○出版 日本 

1995 年 ○○○○○に関する日本研究 ○○○○出版 日本 

2010 年 「〇〇に関する考察」 〇〇太郎 〇〇ジャーナル 55 号、10 頁-20

頁、英国  

  ④ これまでに受賞歴がある場合は、記入してください。 

 例：2010 年 ○○○○賞受賞（日本） 

 


