
【大学推薦 University Recommendation】

全体
Total

推薦
Recommended

うち 学部生
Undergraduates

うち 大学院生
Graduates

うち 研究生・専攻生
Research Student

   始 From

   至 To

   年数 Year(s)

     始　From

　　 至　To

掲示日： 2021/5/14

主　　な
応募資格

Some of Eligibility
Requirements

2

理学部・工学部・園芸学部・理学研究科・工学研究
科・園芸学研究科・融合科学研究科・融合理工学
府

Faculty of Science ・ Faculty of Engineering ・
Faculty of Horticulture ・ Graduate School of
Science ・ Graduate School of Engineering ・
Graduate School of Horticulture ・ Graduate
School of Advanced Integration Science・
Graduate School of Science and Engineering

１）学業、人物ともに優秀で、真に経済的援助を必要とする者
Applicant must be an excellent international student who needs financial support.

２）家族を帯同していない者
Applicant must not take the family to Japan.

３）過去に日揮・実吉奨学会の奨学金受給者は対象外。
Students who have received the JGC-S Scholarship Foundation's scholarship in the past cannot
apply.

研究分野
Research Field

本学
For Chiba Univ.

不明
Unknown

採用数
Admitted

学部・研究科
Department

不問
Unmentioned

理工系　（農・獣水産学系を含み、医薬看系は除
く）
Science and/or technology (except medical,
pharmaceutical, and nursing research area)

2

奨 学 金 等 名 称
Name of Foundation (or Name of Scholarship)

日揮・実吉奨学会
JGC-S Scholarship Foundation

募 集 人 数
Number of Openings

前年度実績
Previous Year's Record

2

応募書類受付窓口
Offices to Submit Your Application Documents

 西千葉ｷｬﾝﾊﾟｽ ： 学務部留学生課（総合学生支援センター２階）
 松戸ｷｬﾝﾊﾟｽ ： ISD松戸キャンパスブランチ（園芸学部管理棟1階）

Nishi-Chiba Campus : International Student Division
                             (2nd floor of Integrated Student Support Center)
Matsudo Campus : ISD Matsudo Branch (Administration Building, 1F)

2021/7/5

財団による選考（又は面接実施）の通知時期
Selection Result (or Interview) by the Foundation will be announced in 2021/8

推薦者の応募書類提出期限
Application Document must be submitted by (For Candidate only)

2021/5/14
2021/6/18

2021/6/14

不問
Unmentioned

※原則として１か国1名の推薦とする
　one person per one country in principle.

2021年度前期までに私費外国人留学生を対象とした
「奨学申請者登録」を行った者が申請できます。

学内推薦者となった者は、財団への申請書を日本語で
記入する必要があります。
Students who are selected as the candidates need to
enter application forms in Japanese.

募　集　期　間
Application Period

推薦者の発表日（予定）
Candidate Selection Result will be announced on

支給金額
Amount

３０万円（一括して給付）
\300,000-(at one time)

支給期間
Duration

特記事項
Note

別記又は留学生課ホームページに掲載の「奨学金応募
に関する諸注意」を必ず確認して下さい。

国籍
Nationality



2021 年度留学生向け給与奨学金募集要項 

 

目的     外国人の私費留学生の日本での生活を一部援助し、留学目的の達成に資す

ることを目的とする。 

応募資格   当会が指定する大学の理工系（農・獣水産学系を含み、医・歯・薬学系は

除く）の学科に所属、また専攻の私費留学の大学生・大学院生で次の条件

を満たすこと。 

・ 人物・学力ともに優れ、かつ健康である者。 

・ 家族帯同でない者、ただし、夫または妻も私費留学生の場合 

は可とする。 

・ 研究生は対象とします。聴講生または日本学術振興会特別研 

究員採用者は対象外です。 

・ 申請時点で過去に留年した者は応募できません。 

・ 他の奨学金との併給は可とする、授業料免除との重複も可。 

・ 過去に当会の奨学金受給者は対象外です。(学部または大学

院のどちらかで 1 回のみ) 

指定大学                秋田大学 茨城大学 岩手大学 宇都宮大学 愛媛大学 

  大分大学 大阪大学 大阪市立大学 大阪府立大学 

  岡山大学 鹿児島大学 金沢大学 関東学院大学 

北見工業大学 岐阜大学 九州大学 九州工業大学 京都大学 

熊本大学 群馬大学 慶應義塾大学 工学院大学 神戸大学 

埼玉大学 佐賀大学 静岡大学 芝浦工業大学 上智大学 

信州大学 千葉大学 千葉工業大学 中央大学 筑波大学 

電気通信大学 東海大学 東京大学 東京海洋大学 

東京工業大学 東京電機大学 東京都市大学 東京都立大学 

東京農工大学 東京理科大学 同志社大学 東北大学 

徳島大学 鳥取大学 富山大学 豊橋技術科学大学 

長岡技術科学大学 長崎大学 名古屋大学 名古屋工業大学 

新潟大学 日本大学 兵庫県立大学 広島大学 福井大学 

北海道大学 宮崎大学 室蘭工業大学 明治大学 山形大学 

山口大学 山梨大学 横浜国立大学 立命館大学 琉球大学 

早稲田大学 

募集人数        大学の担当課に通知します。 

募集時期        募集期間は 4 月１日～11 月 19 日までです。具体的には指定

大学の担当課に確認願います。 

 



応募書類        ①留学生向け給与奨学金申請書（書類への記入、応募者の写真

貼付、推薦者＝学長あるいは学部・研究科長の署名、捺印が

必要です） 

            ②奨学金振込先の銀行キャッシュカードの（表と裏）コピー 

            ③留学生向け給与奨学金推薦者一覧 

            ④学内での選考基準、選考経緯がわかるもの（大学作成） 

応募方法        所定の申請書により大学担当者へ申請下さい。大学内での選考

などがありますので、当会への直接の応募はできません。詳細

は大学の担当課に確認願います。 

            なお、募集人数が複数の場合は、出身国が重ならないよう配慮

願います。 

奨学金額        年額 30 万円/人 

採用決定        大学からの推薦を受け、当会で決定します。 

支給日         大学からの申請により、2021 年 7 月から 11 月間の送金希望

月の月末※とします。 

※その月の金融機関最終営業日。 

支給方法        採用が決定した月の月末に奨学金金額を一括して本人の口座へ

送金します。 

奨学生の義務      奨学金を有効に使い、学業に励み、学生にふさわしい生活をす

るとともに、将来社会的に有益な活動を目指すことに努めてく

ださい。 

退学・休学       奨学金の対象期間は 4 月（または 10 月）から 1 年間ですが、

この間に退学、休学する場合は支給した奨学金を返済頂きます。 

面談          例年、受給決定後 10～12 月頃に当会担当者が各大学を訪問

し、面談しておりますが、コロナ禍の状況を見たうえで、実施

する場合はご連絡いたします。 

            なお、首都圏大学※の学生には、例年 12 月初旬に懇親会を開催

しておりますが、こちらもコロナ禍の状況を見たうえで、実施

する場合はご連絡いたします。 

            ※対象学生：東京都内、神奈川、埼玉、千葉、群馬、茨城、栃

木、山梨、福島、各県内のキャンパス通学者 

 

以上 


