
Introduction of the Financial Support Projects 
for Doctoral Course Students

東北大学 高等大学院機構 大学院改革推進センター
Tohoku University Advanced Graduate School

 Center for Graduate School Innovation

返還不要の
支援金です！
Grant-type supports 
for PhD students!

東北大学は
ドクターの学生を
積極的に応援します！
Tohoku University 
actively supports 
PhD students!

博士後期課程学生への
経済支援事業の紹介

Tohoku University established 2 projects to improve PhD students’ research environment and to dispel anxieties 

about the economic conditions, by o�ering a monthly stipend and annual research grant. The stipend is subsidized 

with national funds (JST's SPRING and University Fellowship Founding Project). Please visit the website of 

“Advanced Graduate School” for more information. The support period and content may change depending on 

national policy. These projects may be modified due to the policy of governments.

Grant-type Financial Supports for PhD Students

　　　　　

This project is open to those who understand its objectives; have a high motivation/curiosity regarding research 
activities in their specialized fields; will have upon obtaining their doctoral degree the awareness and motivation to 
play a central role in future society; and will be enrolled in the 1st through 3rd years of 3-year doctoral curricula, 
or the 1st through 4th years of medical, dental, or pharmaceutical curricula, when the stipend begins.

Eligibility

●Monthly Stipend

JPY 180,000
it may JPY 160,000 or 200,000 depending 
on performance

●Annual Research Grants

JPY 340,000 
additional competitive research grants 
are available

Additional Competitive Research Grants in FY2022

1  Partial Subsidy for the English Proofreading: To enhance English writing skills and support publishing.

2  Travel Expenses Support for the International Events*: To enhance presentation and communication skills.

3  Additional Research Grants*: To strengthen the support for excellent and challenging research themes.

*only available for the students of the Pioneering Research Support Project.
*contents may change in FY2023.　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Pioneering Research Support Project / Doctoral Fellowship

Mail：kyom-lgs@grp.tohoku.ac.jp　HP：https://pgd.tohoku.ac.jp/　Twitter：@cgsi_tohoku

東北大学高等大学院機構事務室
〒980-8576 宮城県仙台市青葉区川内41

【事業全般に関するお問い合わせ】
Office of Advanced Graduate School, Tohoku University
41 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai, Miyagi, Japan, 980-8576

【For inquiries and information in general】
東北大学
高等大学院機構の
WEBサイトは
こちらから！

Quota：871 students *as of FY2023

Graduate Degree Programs

Please also check “Graduate Degree Programs” operated in Tohoku University, for the additional research support and 

interdisciplinary research in the integrated doctoral program education.

● International Joint Graduate Degree Programs

● Academia-Industry Collaborating Graduate Programs

● Division for Interdisciplinary Advanced Research and Education



東北大学は「研究第一」、「門戸開放」、「実学尊重」の理念を基盤に教育・研究・社会連携の好循環を実現しています。本学
は、大変革の社会を世界的視野で力強く先導することができる、世界レベルの博士人材の育成に力を入れています。博士人
材の質量の向上、博士後期課程の抜本的改革、そして大学全体の研究力強化に対する取り組みの一環として、博士後期課
程学生に対する様々な支援体制を構築しています。その一部として、2021年度より「高等大学院博士後期課程学生挑戦的研
究支援プロジェクト」「高等大学院博士学生フェローシップ」の事業を開始しました。これらの取り組みにより、博士後期課程
進学への経済的な不安、博士学位取得後のキャリアパスへの不安を解消し、学修・研究環境の向上を図っていきます。

学位プログラム
東北大学では、海外の有力大学と共同で人材育成を行う「国際共同大学院プログラム」、産学官と連携し、ふかん力や独創力を持っ
た人材育成を行う「産学共創大学院プログラム」、さらに、本学が先駆的に推進してきた学際融合を目指す「学際高等研究教育院」と
いった学位プログラムを用意しています。このような学位プログラムに参加する博士後期課程学生に対しても経済的な支援を実施して
います。学位プログラムへの参加方法については、ホームページよりご確認ください。

高等大学院研修プログラムの提供
社会変革を起こし持続可能な社会を創造する人材の育成のため、研究力強化・キャリア形成支援として様々なプログラムを提供
しています。2022年度は挑戦的研究支援プロジェクト／博士学生フェローシップ採用者の必修科目として、「学術論文出版の基
礎知識」、「トランスファラブルスキル研修」、「英語5技能能力試験」、の3点を実施しました。他にも、選択科目として様々な能
力を伸ばすことが可能なコンテンツを提供しています。（2023年度以降の実施内容については変更される場合があります）

競争的研究費の支援実績（2022年度）
1． 英文校閲にかかる経費支援：英語論文執筆のために必要な英文校閲に対する支援
2． 国際会議出張経費支援：国際会議で発表するために必要な海外渡航に対する支援
3． 研究費追加配分支援：学生の優れた研究課題かつ挑戦的な研究内容に対する重点的な支援

※2と3については挑戦的研究支援プロジェクト採用者のみ対象です。
　2023年度以降の競争的研究費の内容について変更される場合があります。

東北大学に在籍する優秀な博士後期課程学生に研究奨励費及び研究費を支給することにより、学術研究に専念できる環
境を提供し、研究力の向上に寄与することを目的としています。2021年4月より博士学生フェローシップ、同年10月より挑
戦的研究支援プロジェクト、といった2つの支援事業を開始しました。支給する研究奨励費等は、いずれも国からの補助金
を原資としています。両事業について、国の方針等により事業内容に変更が生じる場合があります。

挑戦的研究支援プロジェクト／博士学生フェローシップ

採用学生の声

受給資格

各支援制度の内規に基づき支給します。また、これらの事業は国の補助により実施するため、
国の方針等により支援内容に変更が生じる場合があります。

●研究奨励費（生活費相当額支援金）

月額18万円
※実績に応じて月額16万円または20万円

●研究費

年額34万円
※競争的研究費として追加の研究費を配分する場合がある

研究奨励費等の支給額研究奨励費等の支給額

採用枠：最大871名 ※2023年度予定

支援事業全般に対して 各競争的研究費に対して

支援事業がなければ、博士後期課程で研究を続
けていくことはおそらく不可能だっただろうと思
います。現在は経済的な面での心配をすることな
く、毎日研究に専念することができています。
（文学研究科 D1）

採用されたことにより、生活レベル、精神衛生の向上に
よる研究の遂行力に間違いなく貢献しています。
（医学系研究科 D1）

研究奨励費・研究費のおかげで経済的な心配がなく大
学院生として研究に励むことができ、大変ありがたく
思っております。還元できるよう精進したいと思います。
（歯学研究科 D1）

Thank you for the support program, I really 

appreciate it. （情報科学研究科 D1)

燃料代高騰や円安などの要因もあり渡航費が高
額となってしまったが、学生の身分でも国際会議
での発表に挑戦できる環境は素晴らしいと思う。
（農学研究科 D2）

海外渡航補助をいただいたことにより、海外出張を実現
させることができました。今後もこのような支援があれば
是非活用させていただきたい。（生命科学研究科 D1）

With this travel expense support, I can attend 

international conferences without worrying 

about the expensive airfare and conference 

fees.（工学研究科 D2）

This support is very useful for PhD students 

to accelerate the manuscript submission time.

（理学研究科 D2）

海外学術誌への投稿にあたり英文校閲費の懸念が
常にありました。その点を払拭してくださり大変感謝し
ております。(教育学研究科 D3）

あらたに
開始された

博士後期課程向けの
経済支援事業

本事業の趣旨を理解し、専門領域における研究活動に高い意欲と探究心を有するとともに、博士学位を取得し、未来社会における中核的な役割
を担う自覚と意欲を有する者で、研究奨励費等受給開始時に博士課程後期3年の課程の1年次から3年次、または医学履修課程、歯学履修課程
並びに薬学履修課程の1年次から4年次に在籍する者とする。

（※重複受給の制限や採用者の義務事項等の詳細についてはホームページをご参照ください。）

●挑戦的研究支援プロジェクト／博士学生フェローシップ
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