
【直接応募 Direct Application】

名程度 名

所　　属
Department

国　　籍
Nationality

始   From
(yyyy/mm)

至   To
(yyyy/mm)

掲示日： 2016/9/27

　TEL：０３－３２９９－７８７２

特記事項
Note

財団のＵＲＬから募集要項を請求してください。
Please request the application form from the website of the foundation.

　http://www.itofound.or.jp

2019/03

応募期間/締切日
Application Period / Deadline

2016/10/31
願書請求締切は、2016/10/21です。

The application form will be available until October 21, 2016.

問い合わせ先・書類提出
Contact / Address to Send Your Application

〒160-0023　東京都新宿区西新宿3-8-4　BABAビル5階

公益財団法人　伊藤国際教育交流財団　外国人奨学金係

Ito Foundation For International Education Exchange

BABA  Building   5F, Nishi  Shinjuku,
Shinjuku-ku,  Tokyo  160-0023  Japan

支給期間等
Duration

２年（最長）
2 years (max)

支給金額
Amount

月額１８万円
\180,000/month

2017/04

２０１７年４月に修士（博士前期）課程に入学する者。または、２０１６年１０月に修士（博士前期）課程に入学した者。
Sudents who will enter to master's program as of April 2017, or who entered to master's program in October 2016.

不問　Unmentioned

応募資格
Eligibility

Requirements

1. 外国人留学生で、修士（博士前期）課程（またはそれに準ずる課程）に正規生として入学を予定している方で、
成績人格ともに優秀で、経済的援助を必要としている方。
2. 2017年4月から入学する方、または2016年10月に入学した方（10月入学の方の奨学金は、2017年4月～修士
課程修了まで）
3. 2017年1月28日（土）、1月29日（日）のどちらか指定された日に行われる面接選考を受けられること。
4. 当財団の奨学生として採用決定後、ガイダンスに参加できること。
5. 2017年4月1日現在において、年齢が29歳以下の者が望ましい（30歳以上で応募する方は「今、留学を希望す
ること」を提出すること）。
6. 「留学」の資格で日本に滞在しているか、または「留学」の在留資格が取得できる予定の方。
7. 日本語が出来ること。

1. A foreign (non-Japanese) student intending to enter a university or an equivalent organization in Japan as a regular student of a
graduate program (either a master's or pre-doctoral program) from April of the applicable academic year. Field of research is not
limited.
2. Students with an exemplary academic record, of good character, and who demonstrate financial need.
3. Those who can attend an interview arranged to be held in January 28th(Sat) or January 29th(Sun).
4. Those who can attend an orientation session after the selection as scholarship recipients of the Foundation.
5. Students with fluency in written and spoken Japanese.
6. Those who reside in Japan whose visa status is that of foreign student.
7. Those age 29 or under as of April 1st of the applicable academic year are preferred, though it is not a requirement. (Those age
30 or over must state the reasons why you wish to study abroad now.)

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

伊藤国際教育交流財団
Ito Foundation For International Education Exchange

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)

10 1


	伊藤国際教育交流財団

