
千葉大学では、大学からの推薦が必要な奨学金の申請は“事前登録制”になっています。大学からの

推薦が必要な奨学金を希望する留学生は、毎年１回、必ず「奨学金申請者登録」を行わなければなりま

せん。更に次の年度も延長したい場合は、毎年１月に行われる在学生奨学金申請者登録で再登録をしま

す。登録後担当者がデータを集約し、「奨学金申請者登録リスト」を作成し、推薦者の学内選考の資料と

して使います。奨学金の応募情報は、留学生課前の掲示板や、各学部（各大学院）の掲示板、留学生課

ウェブサイトにて確認ができます。留学生課ウェブサイトはブックマークして、新しい情報がないか随

時確認するようにしてください。 

応募情報・募集要項に記載された、対象の学部・研究科・研究分野・主な応募資格を確認してくださ

い。すべての条件を満たしていて、この奨学金に応募したいと思ったら、募集期間の間に奨学金応募用

紙を留学生課もしくはＩＳＤ亥鼻ブランチ、松戸ブランチに提出してください。奨学金の募集期間が過

ぎたあとは受け付けられませんのでご注意ください。応募用紙は留学生課のウェブサイトからダウンロ

ードできます。留学生課で応募用紙に受付番号をスタンプし、「本人控」をみなさんにお返しします。推

薦者の結果は番号で発表されますので、保管しておいてください。応募締め切り後、応募者の学内選考

が行われます。学内選考で選ばれた学生の受付番号は、留学生課前の掲示板と、留学生課ウェブサイト

に掲載されます。自分の番号であればすぐに留学生課、または各キャンパスの ISD に申し出てください。

担当者から申請書類の用紙を受け取り、提出期限までに書類の作成や提出物の準備を進めてください。

大学の推薦者として奨学財団に申請書類を提出すると、次は財団事務局による選考が実施されます。書

類選考、面接選考などを経て、奨学生が決定されます。結果は大学または本人へ通知が届きます。 

 

奨学金の種類は二つあります。大学推薦奨学金と直接応募の奨学金です。直接応募奨学金は奨学金申

請者登録が無くても応募可能です。条件をよく読み、各自で応募書類をすべて揃えて締め切りまでに財

団へ直接提出してください。大学推薦も、直接応募も、同時に複数の奨学金に申し込むことは可能です。

ただし、大学推薦を受けられるのは１人につき１つだけです。大学推薦の学内選考で選ばれたら、他の

大学推薦の申し込みは全て取り消しになります。その後、もしその奨学金の不採用が決定した場合は、

再度他の奨学金に申し込むことができます。大学推薦と直接応募の両方に申し込んでいて、どちらも採

用になった場合は、たとえ直接応募の方の条件がよくても、必ず大学推薦奨学金の採用を受けてもらい

ます。直接応募奨学金は辞退してください。また、直接応募奨学金に応募した人は、選考結果について、

留学生課奨学金担当まで教えてください。 

奨学金の採用が無事に決定した後も、奨学金の授与という形で学生生活のサポートをしてくれる財団

とは千葉大学からの留学生代表として、最後まで責任をもったお付き合いをお願いします。わからない

ことは、留学生課へ直接来てもらってもいいですし、メールでも構いません。遠慮なく聞いてください。 

 

 

 

 

 

 



At Chiba University, an international student, who wants to apply for a scholarship that requires a 

recommendation from the University must register each year to be a candidate scholarship applicant. 

If you want to be a candidate the following year, you must register again in January. After registration, 

staff from the International Student Division will create a list of scholarship candidates. Newly 

scholarship information will be posted and updated on the bulletin boards of the ISD head office, ISD 

Inohana Branch, ISD Matsudo Branch and on the ISD website. Please bookmark the URL and check 

regularly so you don’t miss the most current information.  

If you meet all requirements for a scholarship and want to apply for it, please submit the scholarship 

application to the ISD head office or an ISD branch during the application period. The application 

can be downloaded from the ISD website. Meeting due dates is crucial. When you submit an 

application, we will stamp it with a number of receipt and return a receipt slip to you. After an 

application period has closed, ISD staff will select a candidate to recommend from among the eligible 

candidates. The number of receipt of the selected candidate will be posted on the ISD website and 

ISD bulletin boards. If you are selected, please come to the ISD head office or an ISD branch to 

receive the scholarship application documents for submitting to the relevant foundation. After you 

prepare all documents and submit them to the ISD, the ISD head office will submit them to the 

foundation with the university’s letter of recommendation. After the foundation’s selection process, 

which involves document screening and sometimes interviews, the foundation will send notification 

of the outcome to you or the ISD head office. 

 

There are two methods of receiving a scholarship: university recommendation and direct application. 

Registration as a candidate for university recommendation is not necessary for scholarship that 

require direct application. When you directly apply for a scholarship, prepare all the application 

documents on your own and submit them to the foundation by the due date. You may apply for 

multiple scholarships at once. However, you may only receive one scholarship. Once you have been 

selected as a candidate for a specific scholarship from the university, all other applications you have 

submitted to the ISD will be canceled. You may start applying other scholarships again only once 

you have received notification of rejection from a foundation to which you have applied. Furthermore, 

in case of applying for and being accepted for scholarships through both a university 

recommendation and direct application, you must choose the scholarship received through a 

university recommendation and decline any offers from a scholarship to which you directly applied. 

In cases of applying to and receiving a scholarship through direct application, you must report that 

fact to the ISD. 

After you have been selected to receive a scholarship, remember that you are a representative of 

Chiba University. Please maintain a good relationship with the foundation giving you aid through a 

scholarship. If you have any questions, please feel free to visit or send an e-mail to the ISD. 
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【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： 2018/11/6

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 2019/3

 西千葉ｷｬﾝﾊﾟｽ ： 学務部留学生課（国際教育センター1階）
 亥鼻ｷｬﾝﾊﾟｽ ： ISD亥鼻キャンパスブランチ（医学部本館1階）
 松戸ｷｬﾝﾊﾟｽ ： ISD松戸キャンパスブランチ（園芸学部管理棟1階）

Nishi-Chiba Campus : International Student Division
     (Center for International Research and Education, 1F)

Inohana Campus : ISD Inohana Branch (School of Medicine, 1F)
Matsudo Campus : ISD Matsudo Branch (Administration Building, 1F)

月額１５万円
\150,000/month

卒業・修了まで
til your graduation

標準修業年限
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)

2018/11/6

2018/12/8

2019/1/10

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

支給金額（月額）
Monthly Amount

月額１０万円

支給期間
Duration

（year/month)

2019/4

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

2018/12/19

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
・2019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 "College Student" visa status.
・A student who needs financial aid to keep studying in Japan.
・Applicant must not receive other scholarship after April 2018.
・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

2018年度後期に私費外国人留学生を対象とした「奨学申請
者登録」を行った者も申請できます。

Non-Japanese speaking students who require　assistance,
please consult to International Student Division.

Graduate Student : M1, M2, D1., D2 and D3 student as of 
April 2019　(Four-years doctoral program student : D2, D3 
and D4 student)
Undergraduate Student : 3rd and 4th year student as of 
April 2019  (Medicine and Pharmaceutical Student : 5th and 
6th year)

本学
For Chiba Univ.

５

採用数
Admitted １

５ 対象外

学部・研究科
Department

大学院生：2019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：2019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

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 ５

資料①：掲示例



所属

学部
研究科

学部
Undergraduate

研究生
Research
Student

Faculties etc.
学科
専攻

修士
Master's

博士
Doctoral

電話
Phone

e-mail

有り
Yes

無し
No

受付 №

受付 №

氏名
Name

学生証番号

Are you applying for
any other scholarships?

三菱商事留学生奨学金

千　葉大

有り の場合は奨学金名を記入 If yes, write the name of the scholarship.

　　佐藤陽国際奨学財団Asia留学生奨学制度(春募集)

※結果※　採用　・　不採用　・　申請中

Office use only

Student ID Number

Contact Information

他に申請している奨学金

連絡先

奨学金応募用紙
Scholarship Application

奨学金応募用紙 本人控
Counterfoil of Scholarship Application

奨学金名
Name of Scholarship

０４３－２９０－２１６３

****@chiba-u.jp

Faculty of
Graduate School of

Division of
Department of

三菱商事留学生奨学金

千　葉大

理学

基盤理学

Name

※事務記入欄　 Office use only

奨学金名
Name of Scholarship

氏名

○○○○○○

cdb1002
タイプライターテキスト
　　　資料② 
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掲示日： 2018/12/19

 りゅうがくせい　　 か　　　 

留学生課　　
　International Student Division

　TEL：　043-290-2199　　　E- mail： intl-scholarship@chiba-u.jp

１７、３１、３７、４４、４８

Candidates have been selected among students who applied for scholarship
mentioned above. Displayed numbers are the application numbers which are
allocated to students who were selected as a candidate.

If you obtain the application number, please visit International Student Division
(or ISD branch) to receive application documents. After completing the
documents, return them (together with other required application materials) to
the office by the deadline mentioned below.

Be aware that it may take a good time to complete the documents, please react
immediately.

連絡事項
Message

奨学金 学内推薦者の発表
Candidate Selection Result

学内推薦者（受付番号）
Selected Candidate (Only application number displayed)

問い合わせ先／書類の受領・提出
Contact / Address to Receive and Submit Your Application

2019/1/10

提出期限日（厳守）
Document Submission Deadline

かじつにぼしゅう しょうがくきん じょうき

過日募集しました奨学金について、上記のとおり、
がくないすいせんしゃ　けってい

学内推薦者を決定しました。

がいとうしゃ　　　がくむぶりゅうがくせいか　　まどぐち

該当者は学務部留学生課の窓口（またはＩＳＤブランチ）で
ひつようしょるい　　うけと いか　　　　きげんび さくせい　ていしゅつ

必要書類を受取り、以下の期限日までに作成し提出して下さい。

しょるい　　　さくせい そうとう　　　じかん　　　ひつよう しきゅうたいおう

書類の作成には、相当の時間が必要です。至急対応してください。

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

資料③：掲示例
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