
【直接応募（大学取りまとめ）】

学部・研究科
Department

国籍
Nationality

主な応募資格
Some of Eligibility

Requirements

始 From

至 To

特記事項
Note

掲示日： 2019/9/8

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

イノアック国際教育振興財団
Inoac International Education and Scholarship Foundation

募集人数
Number of Openings

全体
Total

本学からの採用実績（前年度）
Previous Year's Record

１１名前後 １名

不問

不問

・学部または大学院に在籍する正規生　（研究生は対象外）

・２０２０年４月以降も、１年以上継続して在籍する者

・自ら学ぶ意欲が高く、学業に精進している者

・給付期間中、他から奨学金を受けていない者

・財団が実施する行事に参画し、奨学生相互の啓発向上に努め、志を高められる者

・奨学生終了後も連絡がとれる者

支給期間
Duration

１年以上２年以内

対象者
Qualification 学部生・大学院生

日程　Schedule

１２月上旬：日本語筆記試験と集団面接　　２０２０年２月上旬：最終面接　　２０２０年２月下旬：結果通知

・募集要項および願書は、下記留学生課ウェブサイトより入手し、熟読の上、記入してください。
・願書等を記入後、必要書類をそろえて応募書類を受付窓口へ提出してください。

2020年4月

2022年3月（最長）

支給金額（月額）　Monthly Amount

月額 50,000円　（3ヶ月毎のレポート提出後、指定口座に振込み）

応募書類提出期限　Application Documents must be submitted by:

2019年10月15日（月）
※大学で取りまとめて申請するため、必ず下記受付窓口へ提出してください

応募書類受付窓口 Applicants must submit the documents to:

 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）
 亥鼻ｷｬﾝﾊﾟｽ ： ISD亥鼻キャンパスブランチ（医薬系総合研究棟Ⅱ1階）
 松戸ｷｬﾝﾊﾟｽ ： ISD松戸キャンパスブランチ（F棟：新図書館横1階）

Japanese skills  required 



   
 

１．対 象 者        （タイプＡ）日本の大学・大学院に在学している外国人留学生 

                        （2020 年 4 月以降に１年以上継続して勉学をする学生） 

                （タイプＢ）日本の大学・大学院に在学もしくは在籍中の日本人学生で外国に留学しようとする者 

                        （2020 年 4 月以降に１０か月以上留学する学生） 

※１  大学の研究生は対象外。 

※２  給付期間中、貸与型も含め他から奨学金を受けていないこと。 

※３ タイプＢは、2020 年 3 月卒業見込の方も応募可。（留学開始時には、日本の大学を卒業していてもよい） 

               

２．奨 学 金          (タイプＡ) 月額５万円     (タイプＢ) 月額１０万円 

         

３．給付方法         ３ヶ月毎（３月、６月、９月、１２月）に、レポートの提出と引換えに３ヵ月分ずつ指定口座に振り込み。 

 

４．給付期間     (タイプＡ)２０２０年４月から２０２２年３月分迄の 1 年以上２年以内 

         (タイプＢ)２０２０年４月分以降で留学開始時期より１０か月以上２年以内    

  

５．採用人数    合計１１名前後（タイプＡ、タイプＢ併せて） 

 

６．応募方法    必ず大学のご担当者を通して提出下さい。（個人での応募不可） 

 

７．応募書類  【タイプＡ（外国人留学生）】 

① 奨学生推薦書                    [様式 1]・・・ＰＤＦ 

② 奨学生願書 外国人留学生用             [様式 2]・・・エクセルデータ 

③ 留学の目的及び将来への抱負             [様式 4]・・・エクセルデータ 

④ 学生生活に関するアンケート 外国人留学生用     [様式 5]・・・エクセルデータ 

⑤ 学業成績証明書（応募時点で入手できる最新のもの）       ・・・ＰＤＦ 

 

【タイプＢ（日本人学生）】 

① 奨学生推薦書                    [様式 1]・・・ＰＤＦ 

② 奨学生願書 日本人学生用              [様式 3]・・・エクセルデータ 

③ 留学の目的及び将来への抱負             [様式 4]・・・エクセルデータ 

④ 学生生活に関するアンケート 日本人学生用      [様式 6]・・・エクセルデータ 

⑤ 学業成績証明書（応募時点で入手できる最新のもの        ・・・ＰＤＦ 

⑥ 受け入れ大学の受入承諾書 （未入手の場合は、入手次第提出）  ・・・ＰＤＦ 

            （未入手の場合は、入手次第提出） 

 

※ＰＤＦで送付する書類は、手書き・データ入力いずれも可。エクセルデータで送付する書類は、手書き不可、データ入力のみ。 

       ※セキュリティの関係上、パスワードを設定する場合は、パスワードも併せてご連絡願います。 

 

７．願書締切     ２０１９年１１月１日（金）    メール送信のみ受け付け ※１０月１５日までに書類を全て揃え ISD 窓口へ提出 

         ※大学の規則上、メールでのデータ送信ができない場合は、下記まで連絡をお願いします。 

 

８．送信先      公益財団法人イノアック国際教育振興財団   事務局 白須由樹子   E-mail : scholarship@inoac.co.jp 

 

９．選考方法    （タイプＡ）   【書類選考】        提出書類について審査・選考 

         【筆記試験/一次面接】   筆記試験：日本語の読み書き、作文等 

                         集団面接：２～３名の集団面接（日本語） 

●１２月上旬頃に、東京・大阪・名古屋・（福岡）にて実施予定 

                             【最終面接】        ２月上旬～中旬に東京都内にて実施予定 

                     

（タイプＢ）  【書類選考】       提出書類について審査・選考 

【一次面接】         集団面接：２～３名の集団面接 

●１２月上旬頃に、東京・大阪・名古屋にて実施予定 

【最終面接】        ２月上旬～中旬に東京都内にて実施予定 

 

上記及び本制度主旨に則り、総合的に判断の上、最終選考致します。 

※タイプＡ・Ｂ共に一次面接の試験会場までの交通費は、自己負担となります。最終面接のみ財団で負担します。 

                             

10．結果通知     本人宛郵送（３月上旬） ※合格者のみ学校へも連絡します。 

 

                                                                     (公財)イノアック国際教育振興財団   事務局 白須 由樹子  

 TEL：050-3135-9897  E-mail:scholarship@inoac.co.jp  



[様式2] （エクセルデータで提出）

Ｎａｍｅ（English）

氏名 （漢字）

ヨミガナ（カタカナ）※母国ヨミ

生年月日（ｙｙｙｙ/mm/dd)

性別 選択

国籍

郵便番号（ハイフンなし）

住所

電話番号（ハイフンなし）

E-MAILアドレス

留学先学校名

学位 選択

学年 選択

学部　ＯＲ　研究科

学科　ＯＲ　専攻

進学希望　博士前期 選択

進学希望　博士後期 選択

学校住所

学校電話番号（ハイフンなし）

奨学金担当部署

奨学金担当者

留学期間（ｙｙｙｙ/mm/dd)～（ｙｙｙｙ/mm/dd)

（ｙｙｙｙ/mm/dd)～（ｙｙｙｙ/mm/dd)

学歴

（ｙｙｙｙ/mm/dd)～（ｙｙｙｙ/mm/dd)

学歴

（ｙｙｙｙ/mm/dd)～（ｙｙｙｙ/mm/dd)

学歴

（ｙｙｙｙ/mm/dd)～（ｙｙｙｙ/mm/dd)

学歴

（ｙｙｙｙ/mm/dd)～（ｙｙｙｙ/mm/dd) 　

学歴

（ｙｙｙｙ/mm/dd)～（ｙｙｙｙ/mm/dd) 　

職歴

（ｙｙｙｙ/mm/dd)～（ｙｙｙｙ/mm/dd) 　

職歴

学部

学科

氏名

指導教官の推薦文

　

　

　　

　　

当財団は、貴殿の個人情報を、奨学生採用選考に必要な範囲内で利用させていただきます。

貴殿の同意なく他の目的で利用いたしません。

上記個人情報の取扱いを確認し、これに同意します。

※同意いただける場合は、右の□にチェツクをお願いします。

年月日  

氏名 0

　

その他連絡事項

　

　

　

　

　

※データ処理の関係上、エクセルの行・列の追加・削除は不可

留学生職歴

奨学生願書（外国人留学生用）

留学生学歴（来日前）

留学生学歴（来日後）

指導教官学部・学科・氏名

顔写真の

データ貼付



[様式5] （エクセルデータで提出）

イノアック国際教育振興財団

大学名

氏名

[　収入　]

あなたはアルバイトをしていますか？ 選択

一週間のアルバイト時間は、平均何時間ですか？ 　 時間

※複数のアルバイトをしている場合はその合計時間 　

　

一か月のアルバイト収入は合計いくらですか？ 円

　

仕送りはありますか？ 選択

仕送り額はいくらですか？ 選択

金額 円

選択

※受給有りの場合の受給期間（yyyy/mm/ｄｄ～yyyy/mm/ｄｄ）

※受給有りの場合の受給金額（月額）　 円

[　支出　] 　

年間に支払う学費はいくらですか？ 円

（免除があれば免除後の金額）

学費支払の負担の内訳を教えて下さい。 　

あなた自身 円

親 円

兄弟・姉妹 円

その他 円

現在の住居は？ 選択

　

　家賃 円

光熱費 円

食費 円

 学生生活に関するアンケート （外国人）

現在、奨学金を受給していますか？（貸与型も含む）

一か月にかかる生活費を教えて下さい。



[様式4] （エクセルデータで提出）

氏名 　 国籍 　

留学校 　 専攻 　

生年月日
（yyyy/ｍｍ/ｄｄ）

　 性別 　

下記の三つの質問について日本語で具体的に記述して下さい。　

①留学の目的は何ですか？

②将来、留学の成果をどのように生かしたいとお考えですか？

③上記１．２．のためには留学先での勉学は如何にあるべきとお考えですか？

留学の目的及び将来への抱負






