
新入生の説明会で 
登録してください 

ＳＴＡＲＴ 
あなたは留学
ビザを取得し
ていますか？ 

YES 

2019年4月以降の身分は？ 

学部 
 2.3.4.5.6年 

大学院生 
M2.D2.D3.D4 

あなたは奨学金申請者登録の対象者です 
①2018年に奨学金申請者登録をした留学生
WEBフォームからオンライン登録
（登録期間：2019年1月18日9時00分～1月28日18時00分）
②2018年に奨学金申請者登録をしていない留学生
奨学金申請者登録説明会に必ず参加
（開催日程：2019年1月22,23,25日）

登録対象外です 今回は登録できません 

NO 

留学ビザに
変更申請中
(予定含む)
ですか？ 

YES 

NO 

入学時期は 
いつですか？ 

2019年4月 

研究生 
専攻生 

2018年10月 

2018年10月以前 

あなたは 
私費留学生
ですか？ 

奨学金支給期
間満了時期は
いつですか？ 

NO 

 国費 
政府派遣等 YES 

今回は登録対象外 2019年4月
以降 

2019年3月以前 

学部1年 

2019年1月現在の所属は？
大学院生  
 M1.D1  

日本語学校、 
海外の大学等 他大学 

千葉大学の 
学部4年.M2.研究生
等 

標準修業年限を 
超えていますか？ 

過去1年以内に 
懲戒や処罰を 

受けましたか？ 

月額９万円以上の 
仕送りを受けて 

いますか？ 

年収500万円以上の 
日本に在住する 

扶養者はいますか？ 

NO 

YES 
YES NO 

YES 

NO 
YES 

NO 

事前に留学生課に
申し出てください 



Please come to the guidance 
 for New Students. 

( March 14,15,26,27) 

ＳＴＡＲＴ 
Do you have 

“College Student” 
 visa status? 

YES 

What is your student status 
after April 2019? 

Undergraduate student 
 2.3.4.5.6 year 

Graduate student 
M2.D2.D3.D4 

You are eligible to register. 
①If you have registered in 2018 you only need to 
complete the“Online registration” this time !
・From 9:00a.m. Jan.18 to 6:00p.m. Jan.28, 2019 
②If you have NOT registered in 2018, you have to attend 
the guidance.
・Jan.22・23・25, 2019

You are NOT eligible to register this time. 

NO 

Are you going to 
change your visa 

status to  
“Student”? 

YES 

NO 

When are(were) you 
enrolled to 

Chiba University. 

April 2019 

Research student, 
Specialized student 

October 2018, 
or before October 2018 

Are you a 
privately financed 

international 
student? 

When does your 
scholarship expire? NO 

MEXT student 

Foreign government-
sponsored student 

YES 

You are not eligible to 
register this time. 

After April 2019 

Before March 2019 

Undergraduate student 
First year 

Are you enrolled to any school or 
university as of January 2019? 

Graduate student  M1.D1  

Language school 
Other university abroad Other university in Japan 

Chiba University 
U4, M2, Research student etc. 

Do you exceed 
the minimum period required 

for graduation? 

Were you given any 
disciplinary actions 

within the past one year? 

Do you receive monthly 
allowance from 

your family or relatives? 
If yes, is it more than 

90,000 JPY? 

Do you have any sponsor 
residing in Japan?  

If yes, 
is his/her annual income less 

than 5,000,000 JPY? 

NO 

YES 
YES 

NO 

YES 

NO YES 

NO 

Please consult the International 

Student Division before applying. 
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