
【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

   始 From

   至 To

   年数 Year(s)

     始　From

　　 至　To

掲示日： 2021/7/20

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 2021/10

2021/7/20
2021/8/6

2021/8/3

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

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1階・新図書館横）

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)

推薦者の応募書類提出期限
Application Document must be submitted by (For Candidate only)

2021/8/20

支給期間
Duration

2021/4

2024/3

卒業年次まで

募　集　期　間
Application Period

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

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

オーバードクターの学生は応募資格対象外です

支給金額（月額）
Amount

月額3万円
\30,000/month

学部生：応募時に大学2～4年生

主　　な
応募資格

Some of Eligibility
Requirements

１）応募時点で大学2～4年生であること

２）他の民間財団や機関から奨学金を受けていない者

３）日本語で申請書類を作成でき、日本語で面接が受けられる者
　　Japanese skills required

（募集要項参考ページ　https://hiyoko-foundation.or.jp）

本学
For Chiba Univ.

1 採用数
Admitted 不明

○ -

研究分野
Research Field

自然科学・環境技術分野
(薬学部・理学部・工学部・園芸学部)

学部・研究科
Department

数名 不明

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

ひよこ奨学財団
Hiyoko Foundation

募 集 人 数
Number of Openings

前年度実績
Previous Year's Record
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一般財団法人ひよこ奨学財団 
２０２１年度 奨学生募集要項 

 

１．  趣旨  

(1) 当財団の奨学金制度は、学業及び人物が優れていながら経済的理由により

修学が困難な、自然科学や環境技術等の分野を学ぼうとする学生に対する

奨学支援を通じて、次の時代を担う人材の育成を図り、もって学術の振興

に寄与するとともに、国民の豊かな生活および地球環境の保全に貢献する

ことを目的としています。  

(2) 当財団の奨学金は、返済の義務はありません。また、奨学金を受給したこ

とにより、当財団を支援する企業への入社等の付帯義務を負うものではあ

りません。  

 

２．  奨学生の採用予定人数  

30名程度  

 

３．  奨学金の概要  

(1) 給 付 月 額：30,000円（年額360,000円）  
(2) 給付対象期間：2021年4月から2024年3月までの3年間（卒業年次まで）  
(3) 給 付 方 法：各給付時期の末日までに3か月分をまとめて給付します。  

ただし、給付初年度の4月～9月分は同年10月末までにまと
めて給付します。  

給付時期  給付対象期間  

6月  4月～6月分  

9月  7月～9月分  

12月  10月～12月分  

3月  1月～3月分  

 

４．  応募資格  

(1) 当財団が指定する大学の学部（別紙参照）に在学し、応募時点で大学2年

生～4年生であること。ただし、通信教育課程及び夜間学部生を除きま

す。  

(2) 大学で、自然科学や環境技術等の分野を学んでいる（学ぼうとしている）

こと。  

(3) 他の給付型奨学金制度との併給は可としますが、選考においては他の給付

型奨学金の受給がない学生を優遇します。  

 

５．  応募方法  

(1) 次の「６．提出書類」に掲げる書類を、所属大学、学部及び氏名を記載し

た封筒に入れ、各大学の奨学金担当部署宛てに提出してください。  

(2) 学生個人から当財団への直接応募は受け付けておりません。  

(3) 各所定様式については、所属大学の奨学金担当窓口からコピーを入手する

か、当財団のホームページからダウンロードしてください。  

 

６．  提出書類  

(1) 奨学生願書（所定様式） …  写真（縦4cm×横3cm）の裏面に氏名を記入
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し、所定の欄に貼付してください。また、扶養者の収入欄には、応募者を

扶養する者（両親や主として家計を支えている者等）の年収額を、下記

「（7）所得証明書類」に基づき記載してください。  

(2) 標準化GPA計算書（所定様式） …  記載方法をよく読み、成績証明書を

基に記載してください。  

(3) 個人情報の取扱いについての同意書（所定様式）  

(4) 大学長等の推薦書（所定様式） …  推薦理由欄は、なるべく応募者を直

接指導する方が記載をしてください。  

(5) 前年度分の成績証明書（コピー不可）  

(6) 住民票の写し …  同一生計の世帯全員分で、マイナンバーの記載がない

もの（直近3ヶ月以内に取得したもの、コピー不可）  

(7) 所得証明書類 …  同一生計の方全員の課税証明書又は非課税証明書の写

し （2020年分の「全項目証明」で直近3ヶ月以内に取得したもの、コピ

ー不可） ※海外からの留学生の場合は、本人及び同一生計の方の証明書  

 

７．  応募締切日  

(1) 応募する学生は、2021年8月20日（金）までに各大学の奨学金担当部署宛

てに提出してください。  

(2) 各大学の奨学金担当部署から当財団への提出期限は、2021年8月31日

（火）とさせていただきます（当日消印有効）。  

 

８．  選考及び採用通知  

（1）  当財団の奨学生選考委員会にて、願書の記載内容、学業成績及び家計状況

などを総合的に評価し、書類審査により選考します。  

（2）  必要に応じて面接を実施する場合もあります。また、提出書類の記載内容

確認のために、当財団事務局から電話連絡をさせていただく場合がありま

すので、ご協力をお願いいたします。  

（3）  海外からの留学生は、各大学1名までを採用の上限とします。  

（4）  採用通知は、2021年10月中旬頃に大学及び本人宛に郵送します。  

 

９．  奨学生の義務  

当財団の奨学生に採用された学生には、以下の事項を義務として順守していた

だきます。  

(1) 進級時及び給付期間終了時に成績証明書及び生活状況報告書（所定様式）

を提出すること  

(2) 住所、連絡先等に変更がある場合や、休学、留学、退学又は長期欠席等を

する場合は事前に変更届出書（所定様式）を提出すること  

(3) この他「１０．奨学金の停止又は取消」に掲げる事実が発生した場合は速

やかに報告すること  

 

１０．  奨学金の停止又は取消  

(1) 次の①及び②に該当することとなった場合には、奨学金の支給を停止する

ことがあります。  

①  やむを得ない事情がなく大学を休学又は１か月以上にわたって欠席し

たとき  

②  学業又は性行などの状況により指導上必要があると認めたとき  
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(2) 次の①～⑧に該当することとなった場合には、奨学生の採用を取消し、奨

学金の一部若しくは全部の返還を求めることがあります。  

①  応募書類について故意若しくは重大な過失による違約、違反が認めら

れたとき  

②  傷い疾病などのため成業の見込みがなくなったとき  

③  学業成績又は操行が不良となったとき  

④  在学する大学における学籍を失ったとき  

⑤  当財団の事務局と連絡が取れなくなったとき、又はその指示や指導に

従わなかったとき  

⑥  当財団若しくは支援企業の名誉を傷つけ、又は著しく迷惑をかけたと

き  

⑦  上記「９．奨学生の義務」に違反したとき  

⑧  この他、奨学生として適当でない事実があったとき  

 

１１．  その他  
(1) 奨学金は、本人口座への銀行振込で支給します。  
(2) 応募書類の返却はいたしませんので、ご了承ください。  

 
 
 
 

一般財団法人ひよこ奨学財団 
 住 所 ： 東京都新宿区下落合一丁目4番10号 

 電 話 番 号 ： ０３－６２７９－３９３５ 

 E - m a i l  info@hiyoko-foundation.or.jp 

 Ｕ Ｒ Ｌ 
 

 https://hiyoko-foundation.or.jp 

 

  


