
(Domestic Conference) 

 SAMPLE 

様式第１－２号（国内学会用） 

助    成    申    請    書 

 

平成  年  月  日 

（公財）会津地域教育･学術振興財団 

理 事 長  宮 森 泰 弘  様 

 

 

所属学科等 コンピュータ・情報システム学専攻  氏 名 ＸＸＸ ＸＸＸ             印 

 

住 所  会津若松市一箕町ⅩⅩⅩⅩ   連絡先 0242（xx）xxxx、m52xxxxx       

 

1  申請目的(助成を必要とする理由) 

  このたび、ＸＸ（国名・都市名等）において、学会「ＸＸＸ」が開催されます。この学

会にて私の論文が受理され、口頭発表を行うことになりました（詳細は別紙のとおり）。  

 つきましては、学会出席のための登録費・交通費・滞在費等の経費について助成いただ

きたく、申請いたします。                             

                                                                   

 

 

２ 学会の概要 

日 時 平成２Ⅹ年ＸＸ月ＸＸ日（Ⅹ） ～平成２Ⅹ年ＸＸ月ＸＸ日（Ⅹ） 

場 所 都道府県名、都市名等 

内 容 

 

ＸＸ大学（会場名を記載）でＸＸＸ（学会名を記載）が開催される。 

学会の詳細等は別紙を参照。 

 

論文テーマ モバイルコードのテスト装置及びテスト手法 

 

 

３ 添付書類 

(1) 開催日時、場所、内容等を記載した書類（Call For Paper、ホームページ等） 

(2) 論文受理通知 

(3) 指導教員の推薦文 

(4) 論文の要約（日本語） 

Application Form (Cover Sheet) 

Leave it blank 

Major Name 

Address Phone # & Email Address 

Your seal 

Purpose of the Application 

Outline of the Conference 

(1) Outline of the Conference (Date, Place, Summary, etc.) 

(2) Conference acceptance letter/email 

(3) Description form 

(4) Abstract paper (in Japanese) 

Please also attach a photocopy of your bankbook 

Accompanying Sheet 



(Domestic Conference) 

 SAMPLE 

 添付資料(1) 開催日時、場所、内容等を記載した書類  

 

 

Accompanying sheet (1) Outline of the conference (Date, Place, Summary, etc.) 

(e.g.) Photocopy of Website of the Conference, Call for paper, or etc.   



(Domestic Conference) 

 SAMPLE 

 添付資料(2) 論文受理通知 

 

 

 

 

 

 

 

おめでとうございます。 

第 X 回の XX 学会に応募されたあなたの論文が受理されました。 

・論文番号：XXX 

・論文テーマ： XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Provide Japanese translation of main sentences of the letter/email 

(a) Photocopy of acceptance letter/email for presentation 

Accompanying sheet (2) Conference acceptance letter/email 



(Domestic Conference) 

 SAMPLE 

 添付資料(3) 指導教員の推薦文  

 

１ 学会について 

 この度、私の論文「Security Testing Methods and Its system to Mobile Code 

（モバイルコードのテスト装置及びテスト手法）」が ICSE2011（第 33 回ソフトウェア

エンジニアリング学会）に受理され、学会にて口頭発表することになりました。この会

議は、ＸＸ月ＸＸ日（Ⅹ） ～ＸＸ月ＸＸ日の日程で、ＸＸで開催されます。 

 この学会はＸＸが開催する最大の学会で、ＸＸＸＸなどの分野における最新の研究に

ついての知見の交換を行います。 

 

２ 研究について 

 近年では、ブラウザにより提供されるサービスが、単なる文字情報、画像情報だけに

限定されなくなっており、自動的にサーバからプログラム（モバイルコードと呼ばれる）

をダウンロードして、ブラウザ上でさまざまなコンテンツを楽しむことが可能となって

います。モバイルコードは、インターネット上の匿名性の高いサイトから自動的にダウ

ンロードされて、コンピュータで実行されることが多いため、悪意があるモバイルコー

ドや不正なモバイルコードがダウンロードされて実行されてしまう場合も存在します。 

 本研究の目的は、ウェブアプリケーション（ウェブサイト）におけるモバイルコード

の脆弱性を自動検知することが可能なモバイルコードテスト装置、モバイルコードテス

ト方法およびモバイルコードテスト用プログラムを提供することを課題としています。 

 

３ 地域との関係 

 ＸＸについて研究することは、社会的意義のあることと考えています。また、ＸＸす

ることにより、会津地域におけるＩＴ産業に貢献するものと考えます。 

 

４ 指導教官の所見 

 ICSE 学会は有名な学会です。この学会に出席することはＸＸ君にとって有益である

と考えます。その理由として、多くの大学や企業の研究者や専門家と議論することによ

り、彼の研究において重要なアイディアを発展させ、また検証し直す機会になると考え

るからです。 

 私は、この国際学会に出席するため貴財団による助成を受けるにふさわしい学生とし

て彼を推薦します。 

 

申 請 者  ＸＸＸ ＸＸＸ                        印  

指導教官  (Signature of your academic supervisor  印  

Your seal 

Academic supervisor’s seal 

Your Name 

Academic Supervisor 

Description of the Conference 

Description of your research 

Description of the connection between your research and Aizu region (Contribution to Aizu) 

Endorser from your academic supervisor 

Accompanying sheet (3) Description form 



(Domestic Conference) 

 SAMPLE 

 添付資料(4) 論文の要約（日本語） 

 

 

１ 論文のタイトル： 

 モバイルコードのテスト装置及びテスト手法 

 

２ 論文概要： 

 この論文では、ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ。 

 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ。 

Accompanying sheet (4) Abstract paper (in Japanese) 

Title of your paper 

Abstract of your paper 

 Japanese translation of your paper/abstract 
<NOTE> Please provide it in ONE PAGE) 



(Domestic Conference) 

 SAMPLE 

 

 

 

 

 Photocopy of the first page of your bankbook 


