
(工学部・工学研究科) 
平成 29年度三菱商事留学生奨学金の募集 

2016.11.9   
 

１ 応募資格・・・以下のすべてに該当すること 
1）2017 年 4 月現在で、学部（3～4 年次）又は博士課程前期、博士課程後期に在籍の私費 

外国人留学生。但し、残在学期間が 1年以上の者。 

2）2017 年 4 月以降、他の奨学金を受ける予定のない者。 

3)これまでに三菱商事留学生奨学金を受給していない者。 

4)原則として、受給期間中に 6 ヶ月以上、海外に渡航する予定のない者。 

 

２ 奨学金の金額・期間 
   月額 学部生･･･10万円 大学院生･･･15万円 

期間 2017年 4月から在籍する課程の正規の最短修業年限まで。 

 
３ 推薦人数 制限なし  

  ※但し、1 ヵ国につき 1名 

 
４ 提出書類 

1）願書(指定様式、写真貼付) 

※パソコン入力可ですが、要署名。 

※IMAC-U等の英語授業のみによる学位プログラムに在籍する学生は、英語での記入が可能です。 

該当する方へは、英語の様式をお送りしますので、教務課国際交流係へ申し出て下さい。 

2）成績証明書 

①2015年度の成績証明書、②2016年度の成績証明書 

 ※提出できない場合は、指導教員による理由書(様式任意)を提出して下さい。 

3）在学証明書 

4）私費外国人留学生身上調書（指定用紙）   

5）家計状況申告書（指定用紙） 

6）指導教員による成績評価(私費外国人留学生各種奨学金申請用) 

 ＊4）～6）は，2016 年 10月以降に，他の奨学金応募ですでに提出したことがある場合は 

不要 

7）応募者推薦書(指定様式) 

  ※7)は、工学研究科から推薦が決定後提出。パソコン入力可ですが、要押印。 

 
５ 申請書類の提出先 
   工学部・工学研究科教務課国際交流係（中央棟 3F） 
 
６ 締切日  平成 28 年 12 月 22日(木) 









To the President of Japan Educational Exchanges and Services (JEES):

● Applicant Name

● University Information (Please fill in relevant information as of April, 2017)

Undergraduate　　・　　Masters (Pre-doctorate)　　・　　Doctorate (Post-doctorate)

5-year doctorate (Master's degree NOT obtainable)　・　5-year doctorate (Master's degree obtainable)

Expected Graduation Date (YYYY/MM)

●  Country / Region ●Date of birth (YYYY/MM/DD) ● Gender

年 月 日

)

]

●  Contact Information　(※:compulsory)

-

(Attachment １)

2017 Mitsubishi Corporation International Scholarship Application Form 

Applicant

Name

(Signature)

  I hereby apply to receive the 2017 Mitsubishi Corporation International Scholarship, and confirm that the following

information is correct.  I win the Scholarship, don't decline the Scholarship for the purpose of receiving other

Scholarships.

Chinese character

(only if you have)

記

Last Name First Name

PHOTO
　 Must be taken within

he last 6 months. 4.0cm

length by 3.0 width,upper

body included, head

uncovered

。

Katakana

Alphabet

Date (YYYY/MM/DD):

※expected date of obtaining master's degree if in a 5-year doctorate

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Choose One and fill in your grade

Course /

Major

 -year enrollment

Faculty /

Department

University /

Graduate School

※

TEL:
※
Mobile:

※

E-mail （PC）:

M ・ F
 (Age as of April 1, 2017:  

Postal Code:

E-mail （Mobile）:



● Current Financial Situation of Applicant

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

● Other scholarship amounts / application status (excluding student loans, single lump-sum payments and fee waivers)

/

/

/

/

● Academic History (Since graduating from high school) / Work Experience (if applicable)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Tuition

 (monthly average)

Income (Please list average monthly amounts) Expenses (Please list average monthly amounts)

Tuition exemptions

(monthly average)

Name of scholarship Name of provider Monthly amount
Scholarship period

(YYYY/MM)

Status

(Choose One)

From:

Other income

(　　　　　　　　)

Other expenses

(　　　　　　　　)

Total Total

Until:

Until:

Until:

・Receiving

・Applying

・Due to receiveUntil:
\

\

Period of

 study/employment

(YYYY/MM)

Name and location of school/employer
Field of study /

Positions held and responsibilities

(Name of high school)

From: ・Receiving

・Applying

・Due to receive

Household income

(Income from spouse / other

household members)

Study materials

Income from part-time job(s) Living expenses

Allowance received for

school expenses
Housing expenses

From:

Until:

Until:

From:

Until:

From:

From:



● Description of Intentions / Goals of Studying Abroad (If more space is needed, please attach additional A4 sheets) 

　（1） Reason(s) for applying for the 2017 Mitsubishi Corporation International Scholarship（including your financial aspects)

　（2）Reasons for conducting studies / research in Japan



：

[Please note the following when completing this application]
1．The application must be completed by the applicant themselves.

2．If typing the application, please be sure that the text does not get cut off when printing.

3．The applicant's name must be written in Roman letters in exactly the same way as it appears in the applicant's passport.

　（4）Plans and goals following graduation (including further academic research at the same institution)

　（5）Please tell us your thoughts and understanding of Mitsubishi Corporation's business and/or activities.

　（3）Intended research plans during study period at university / graduate school

Research / Thesis title

(Or summary, if not available)

( concrete content )



年 月 日
公益財団法人 日本国際教育支援協会 理事長　殿

● 推薦する学生の情報　（支給開始時点）

学部・研究科

学部生　・　修士（博士前期）課程　・　博士（博士後期）課程

5年一貫制博士課程（修士号授与無し）　・　5年一貫制博士課程（修士号授与あり）

年

● 推薦理由　（スペースが足りない場合、別紙（A4版）を添付してもよい。）

印

● 提出する学業成績証明書を元にした成績評価係数 ※小数点以下第3位は四捨五入

● 大学担当者連絡先

〒 -

学籍状況
年次在籍

※5年一貫制博士課程（修士号授与あり）の場合修士号取得予定を記入

※いずれかを選択のうえ、学年を記入

　下記の者は、本学において審査の結果、平成29年度三菱商事留学生奨学金の受給者として適格であると認めたの
で、「平成29年度三菱商事留学生奨学金募集・推薦要項」に基づき、関係書類を添えて推薦します。
　なお、受給者として採用された際は、本学による送金手数料等の負担を含め、奨学金支給事務に協力します。

④×0ポイント

÷
⑤

=
①×3ポイント

+
②×2ポイント

+
③×1ポイント

+

単位数

成績評価 ①優/A/80点以上 ②良/B/70点以上 ③可/C/60点以上 ④不可/F/59点以下 ⑤総登録単位数

推薦者所属先
(学部･研究科
/学科･専攻)

名

国籍・地域

氏

学科・専攻

月卒業（修了）予定

中村　瑠美氏名

氏名

住所
980 8576

宮城県仙台市青葉区川内４１番

職名

記

部署

以 上

電話

E-mail

022-795-7817

sed2@grp.tohoku.ac.jp

教育・学生支援部　留学生課　国際教育係

平成29年度　三菱商事留学生奨学金　推薦書
（様式2）

学長名

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

ﾛｰﾏ字

漢字
（ある場合のみ）

大学名 東北大学

公印
　里 見　進



Tips on Applying for Scholarships 
Education and Student Support Department 

Student Exchange Division 

International Education Section 

2016.02.03 

 

1. Before applying 

-Read the application guidelines carefully to determine whether or not you meet the 

requirements. Be sure to take note of any obligations for scholarship recipients, not just the 

application requirements and details of the award. (E.g. mandatory attendance at 

recognition ceremonies and exchange events, submission of periodic assignments to the 

scholarship organization, etc.) 

-If you have applied to another scholarship organization by university recommendation, you 

cannot apply for a different scholarship until you receive the results of your first application. 

(Except in cases where both scholarships permit receipt of multiple scholarships at the 

same time.) 

-Screening methods vary depending on the organization. If there is an interview, note the 

travel expenses, location, date, and time, and be sure to attend. 

 

2. Application documents 

-Do not reuse documents from previous applications, even if you are applying to extend a 

current scholarship. 

-Do not use erasable pen (e.g. Frixion); always fill out application forms with a black ballpoint 

pen. (Application documents written in erasable pen cannot be submitted to the scholarship 

organization.) 

-If you make a mistake, rewriting the entire form is preferable to using corrective tape/fluid or 

crossing out the mistake. 

-Do not abbreviate your undergraduate/graduate school's name; enter the full name. 

-Be sure to read and follow notices and instructions on filling out the forms. 

-As a matter of courtesy, fill in at least 50-80% of the space provided for short-answer/essay 

questions (if there is a word limit, use at least 70-80% of that limit). 

-After you have finished, double check your application to make sure that no items are blank. 

In particular, enter "None" (or "0" for amounts) for items not applicable to you. 

*If outputting data from Excel, check to make sure all characters fit within the provided 

spaces. 

 

3. Other 

-If you have any questions about the application requirements or how to fill out the forms, 

please inquire with your academic advisor or the staff in charge of scholarships in your 

department. 



-Recipients of the President Fellowship or other scholarships that pay tuition may not be able 

to apply for a tuition exemption for the duration of that scholarship. If this applies to you, 

please be sure to check with the staff in charge of scholarships in your department. 

-Before submitting your application, always check to make sure you are not missing any 

required documents. In particular, many students forget to submit past academic 

transcripts. 

-Contact the staff in charge of scholarships in your department and inform them if you apply 

directly (without going through the university) for a scholarship or to extend a scholarship. 

  



別紙 

 

 

 

成績評価係数 計算方法 

下記の計算式により小数点第二位まで算出（小数点第三位を四捨五入）した数字を成

績証明書(写)に記入して下さい。 

 

〔成績評価係数の算出方法〕（小数点第三位を四捨五入） 

 成 績 評 価 

４段階評価（パターン 1）  優 良 可 不可 

４段階評価（パターン 2）  Ａ Ｂ Ｃ Ｆ 

４段階評価（パターン 3）  100～80 点 79～70 点 69～60 点 59 点～ 

５段階評価（パターン 4） 100～90 点 89～80 点 79～70 点 69～60 点 59 点～ 

５段階評価（パターン 5） Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｆ 

５段階評価（パターン 6） Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｆ 

成績評価ポイント ３ ３ ２ １ ０ 

 

〔計算式〕 

（「評価ポイント３の単位数」×３）+（「評価ポイント２の単位数」×２） 

 +（「評価ポイント１の単位数」×１）+（「評価ポイント０の単位数」×０）  

総登録単位数 

 

※合格の評価は加算しない。（係数値算出から除外） 



＊2016年10月以降に提出したことがある場合は提出不要です。 

私費外国人留学生身上調書

    2016.10月現在 

１．身分・名前等 

身  分 学部  年、学部研究生、 

ＭＣ  年、ＤＣ  年、大学院研究生 

学籍番号 

学科名 

専攻名 

指導 

教員名 

研究室 

ＴＥＬ 

氏  名 

  （漢字 ） 

既婚・未婚 

生年月日    年  月  日生 

（年齢    才） 

国 籍 

東北大学
入学前の 
在籍大学 

年  月 卒業・修了 

東北大学で

の移動 

(新しい順

番に) 

年  月 ～ 現在 

 年  月 ～    年 月 

年  月 ～    年 月 

住 居 

（○で囲む）

□東北大学国際交流会館 □三条ユニバーシティハウス

□仙台第一国際交流会館 □仙台第二国際交流会館

□県・市営アパート（住所    ） 

□民間アパート（住所   ） 

 ２．家庭状況  （現在同居する者だけを記入してください。 

配偶者が学生の場合、在籍学校名・所属学部研究科・学年を記入する） 

  氏  名 続柄 年齢   勤務先または学校名 



＊2016年10月以降に提出したことがある場合は提出不要です。

　学部　　年

　ＭＣ　　年 、ＤＣ　　年 、大学院研究生

氏　名

家計状況申告書

在　籍 学籍番号

家計状況
＊2015年4月から2016年3月までのあなたの家計状況について、1ケ月を平均して記入してください。

＊20１6年4月入学の方は、2015年10月から2016年3月の家計状況について、1ケ月を平均して記入してください。 

＊収入と支出の合計が同じになるように記入してください。

　自国の家族等からの送金 円 　食　　費 円

　奨学金（本人） 円 　家　　賃 円

　奨学金（同居家族） 円 　光熱水料費 円

　アルバイト（本人） 円 　交通・通信費 円

　アルバイト（同居家族） 円 　その他

貯金から 円 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 円

　その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 円

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 円 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 円

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 円 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 円

合　　　計 円 合　　　計 円

収　　　　　　　　入 支　　　　　　　　出

奨学金受給状況
＊これまでに奨学金をもらったことがありますか？　　　有り　・　無し　（○で囲む）

＊有る場合は、以下に記入してください。

もらっていた期間 月額・年額（○で囲む） 奨学金の名称

　　　　　年　　　月　～　　　　　年　　　月 月額・年額　　　　　　　　　　　円

　　　　　年　　　月　～　　　　　年　　　月 月額・年額　　　　　　　　　　　円

　　　　　年　　　月　～　　　　　年　　　月 月額・年額　　　　　　　　　　　円

　　　　　年　　　月　～　　　　　年　　　月 月額・年額　　　　　　　　　　　円

授業料免除の状況（研究生の期間を除く）
＊該当箇所を○で囲む

後期 全額免除 半額免除 1/3免除 申請したが不許可だった

前期 全額免除 半額免除 1/3免除 申請したが不許可だった

後期 全額免除 半額免除 1/3免除 申請したが不許可だった

前期 全額免除 半額免除 1/3免除 申請したが不許可だった

後期 全額免除 半額免除 申請したが不許可だった

前期 全額免除 半額免除 申請したが不許可だった
平成26年度

平成28年度

平成27年度



指導教員による成績評価（私費外国人留学生各種奨学金申請用）

留学生氏名：

所　　　　属： 学科・系 年次・研究生

専攻・前期 年次・研究生

後期 年次・研究生

評価 成績評価内容

Ａ（非常に優秀）

Ｂ（優秀）

Ｃ（良好）

評価不能

＊評価不能の場合、その理由を記入ください

理由：

平成　　年　　月　　日

記入者（指導教官、クラス担任等）

所属

官職

氏名 印

この評価は、指導されている私費外国人留学生が各種奨学金へ応募する際に
記入していただくものです。（2016年10月以降に、他の奨学金で既に提出済み
の場合は不要です。）

１）研究室内の他の学生を基準にして、相対的に評価をお願いします。

２）評価はＡ・Ｂ・Ｃのいずれか、または、評価不能（指導して日が浅い場合など）
を該当欄に○印でお願いします。




