
【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

学部生
Undergraduate

   始 From

大学院生（修士）
Master

   至 To

大学院生（博士）
Doctor

   年数 Year(s)

     始　From

　　 至　To

掲示日： 2023/1/25

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

三菱商事留学生奨学金
Mitsubishi Corporation International Student Scholarship

募 集 人 数
Number of Openings

前年度実績
Previous Year's Record

５０名程度 2

Graduate Student : M1, M2, D1., D2 and D3 student as of
April 2023 (Four-years doctoral program student : D2, D3
and D4 student)
Undergraduate Student : 3rd and 4th year student as of
April 2023  (Medicine and Pharmaceutical Student : 5th and
6th year)

本学
For Chiba Univ.

3

採用数
Admitted 1

3 対象外

学部・研究科
Department

大学院生：2023年4月時点で修士１・２年次または博
士１～３年次の者（４年博士後期課程は２～４年次）
学部学生：2023年4月時点で３・４年次の者（医学
部、薬学部は５・６年次）

研究分野
Research Field

不問
Unmentioned

主　　な
応募資格

Some of Eligibility
Requirements

・日本以外の国籍を有する私費外国人留学生
・経済的な援助を必要としている者
・2023年4月以降、他の奨学金を受ける予定のない者
・これまでに三菱商事留学生奨学金を受給していない者
・最短でも１年間受給する資格を有する者
・心身共に健康であり、かつ品行方正（行いがきちんとして正しいこと）で学業成績が優秀な者
・国際交流を通しての社会貢献活動に強く関心を持ち、現在・将来を通じて国際社会の発展に貢献する意欲
の強い者
・受給期間中に６ヶ月以上海外に渡航する予定のない者

・International student with a "Student" visa status.
・A student who needs financial aid to keep studying in Japan.
・Applicant must not receive other scholarship after April 2023.
・A student who has not received the Mitsubishi Corporation International Student Scholarship in the past.
・A student who is eligible to receive the scholarship at least for one year.
・An excellent student who is of good enough health to study in Japan.
・A student who has the strong will to contribute international understanding and mutual friendship.
・A student who does not plan to go abroad, as a general rule, for six months or longer duaring the scholarship  period

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

不問
Unmentioned

(ただし南アジア、東南アジア、アフリカ地域出
身の学生を優先とする)

2022年度後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。

支給期間
Duration

（year/month)

2023/4

推薦者の応募書類提出期限
Application Documents must be submitted by (For Candidate only) (year/month/day)

2023/2/20

 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）

Nishi-Chiba Campus : International Student Division (Integrated Student Support Center, 2F)
Inohana Campus : ISD Inohana Branch (Medical and Pharmaceutical Science Building II)
Matsudo Campus : ISD Matsudo Branch (Research Building　F, 1F)

月額１５万円
\150,000/month

卒業・課程修了まで
til your graduation

標準修業年限以内
legal course years of your school

募　集　期　間
Application Period (year/month/day)

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

2023/1/25

2023/2/15

2023/3/6

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

支給金額（月額）
Monthly Amount

月額１2万円

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 2023/3




















