
【直接応募 Direct Application】

      始   From

      至   To

特記事項
Note

掲示日： 2018/1/4

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

富士ゼロックス株式会社 小林基金　在日外国人留学生研究助成
Fuji Xerox Co., Ltd. Kobayashi Fund Foreign Students Research Grant

採用数
Offer

募 集 人 数（全体）
Number of Openings (total)

本学よりの採用実績（前年度）
Number of Grantees at Chiba Univ. (previous year)

３０名程度 通知なし
No information

所　　属
Department 大学院生 Graduate Students

国　　籍
Nationality

韓国、中国、台湾、モンゴル、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、東チモール、フィリピン、ブルネ
イ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス、 インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブー
タン、モルジブ、オーストラリア、ニュージーランド、オセアニア地域の島国
Korea, China, Taiwan, Mongolia, Indonesia, Cambodia, Singapore, Thailand, East Timor, Philippines, Brunei,
Vietnam, Malaysia, Myanmar, Laos, India, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Australia,
New Zealand, Island countries in Oceanian region

主な応募資格等
Some of
Eligibility

Requirements

・助成の対象となる研究分野は人文・社会科学で、個人研究に限る。研究者が日本やアジア・大洋州
の社会、文化などへの理解を深め、将来これにより日本とこれらの地域との国際交流が一層促進され
るような研究が重視される。
・2018年2月28日現在、および助成金受給（2018年7月）の時点で、以下のすべての条件を満たしている
こと。
①上記の国・地域からの来日中の留学生で、指導教授の推薦を受けられる者
②博士課程（修士課程相当を除く）在籍者、または大学院博士課程を修了し、博士号取得のために継
続して在籍している者
※博士号を既に取得している者、あるいは助成金授与時までに博士号取得が決定（内定）しているもの
は応募出来ない。
・Research Field
Grants shall be conferred for individual research (not group research) in the field of Humanities
(Cultural Science) or Social Sciences, with special emphasis on themes that help deepen the
researcher's understanding and awareness of Japanese or Asian/Oceanian society and culture and
enhance international interchanges among them in the future.
・Qualifications for Applicants
Applicants shall meet all of the following requirements on the date of both the application deadline and
grant subsidization.
1.Foreign students or researchers from an Asia-Pacific country/area listed below who are currently
staying in Japan.
2.Students or researchers who are presently enrolled in a doctorate program (not in a master
program) of Japanese universities. Those who already received or will receive doctorate degrees
before the issuance date of the grant are not allowed to apply.
3.Students or researchers who are recommended by their supervising professors or mentors

支給期間等について
Duration

支給金額
Amount

助
成
対
象
期
間

１年間
one year \1,200,000を限度

(Maximum 1,200,000yen per grantee)

2017年度は\320,000～\1,200,000を助成

2018/7 (year/month)

2019/6 (year/month)

応募期間/締切日
Application Period / Deadline

2018/1/4 ～ 2018/2/28
問い合わせ先・書類提出
Contact / Address to Send Your Application

〒107－0052　東京都港区赤坂９－７－３
富士ゼロックス株式会社 小林基金事務局
電話：０３－６２７１－４３６８　Ｆａｘ：０３－６２７１－５１６６　E-mail：s_kobayashi-kikin@fujixerox.co.jp

・申請希望者は以下のＵＲＬより募集要項や所定フォームの確認、および応募者登録ができます。 
https://www.fujixerox.co.jp/company/social/next/foundation/prog.html
http://www.fujixerox.com/eng/company/social/prog.html　　(English Page)
（富士ゼロックス株式会社　小林基金ホームページ） 
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