
2021
Japan International Award for Young Agricultural Researchers 

(Japan Award)

This annual award, which began in 2007, is organized and presented by the Agriculture, Forestry 

and Fisheries Research Council (AFFRC), the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) 

of Japan and supported by Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS).    
Its purpose is to increase motivation among young researchers to contribute to research and 

development in agriculture, forestry, fisheries and related industries in developing regions. Young 

researchers who show outstanding performance and research achievements that may lead to future 
innovation will be commended with the Japan Award.

◎ Eligibility

Candidates:
1. Should be researchers who have the nationality of a developing country and/or territory, and 

belong to a non-Japanese research institute or a non-Japanese university
2. Should be under the age of 40 (as of January 1, 2021)
3. Should be engaged in research and development in agriculture, forestry, fisheries and related  

industries in developing regions, including the food industry sector and the field of environment
4. Must be able to attend the commendation ceremony in Japan, 2021* (Note: Travel costs will be  

borne by Japan) 
＊ The method of holding the commendation ceremony will be decided after taking into consideration the coronavirus infection status.

◎ Award

Up to three researchers will be invited to Japan and awarded a testimonial by the Chairman of 
the AFFRC during the commendation ceremony. They will also receive a cash prize of US$5,000 
each from JIRCAS (MOTAI-JIRCAS Award*).
＊ Mr. Shigeru MOTAI is a former Chairman of the AFFRC and the donor of this award. This award is supported by JIRCAS. 

＜Contact Information ＞
（Inquiries on How to Apply）Secretariat of the Japan International Award for Young Agricultural Researchers

Information and Public Relations Office, JIRCAS
Tel：+81-29-838-6708 E-mail：jaward2021@ml.affrc.go.jp

（Other Inquiries）International Research, AFFRC, MAFF

Tel：+81-3-3502-7467 FAX：+81-3-5511-8788

Call for Nominations

For application forms and application guidelines, 

please visit the site below. We look forward to 

receiving many applications.

Application period：
January 20 (Wed.) ～ March 22 (Mon.), 2021

※ Applications must be submitted by the recommending institute. Only   

one researcher can be recommended from each institute, including its   

branches.

https://www.jircas.go.jp/en/young_award/2021

（JIRCAS Website）

Application

(Photo: 

The commendation 

ceremony in 2019)



農林水産省は、開発途上地域の農林水産業及び関連産業に関する研究開発に貢献する若手
研究者の一層の意欲向上を図ることを目的とし、優れた功績又は将来の技術革新等につなが
る優れた研究業績を挙げた若手外国人研究者に対する表彰を2007年から実施しています。

◎表彰の対象

（1）開発途上地域の農林水産業及び関連産業（食品産業分野及び環境分野を含む）に関する

研究であること
（2）40歳未満であること（2021年1月1日現在）
（3）海外の研究機関又は大学に所属し、開発途上地域の農林水産業及び関連産業に関する

研究開発の業務に従事する開発途上国又は地域の国籍を有すること
（4）日本で開催を予定している表彰式及び成果発表会*への参加が可能であること

（旅費等は当方負担）

*表彰式等の開催方法は、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ判断することとします。

◎表彰の内容

３名以内の者にそれぞれ表彰状及び５千米ドルの報奨金（甕（もたい）・JIRCAS賞*）

を授与します。

＊表彰は、甕 滋（もたいしげる）元農林水産技術会議会長の寄付金と、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
（JIRCAS）若手農林水産研究者表彰協賛事業により実施しています。

<問い合わせ先>
（申請方法について）国立研究開発法人国際農林水産業研究センター（JIRCAS）企画連携部 情報広報室

若手外国人農林水産研究者表彰事務局
E-mail:jaward2021@ml.affrc.go.jp TEL:029-838-6708

（その他について）農林水産省農林水産技術会議事務局国際研究官室
TEL:03-3502-7467 FAX:03-5511-8788

主催：農林水産省農林水産技術会議
協賛：国立研究開発法人国際農林水産業研究センター（JIRCAS）

応募方法・応募書類の詳細は以下のホームページをご覧

ください。多数のご応募・ご推薦をお待ちしています。

募集期間：
2021年1月20日（水）～３月22日（月）

※ 研究機関（国内外は問わない）が候補者を推薦してください。また、
1機関からの推薦は1名限りとします。

https://www.jircas.go.jp/ja/young_award/2021
(国立研究開発法人国際農林水産業研究センター（JIRCAS）ホームページ）

ご応募

候補者募集!!

(2019年の表彰式の様子)

2021年 若手外国人農林水産研究者表彰
（Japan Award）


