
工学研究科 
 

平成 31 年度、他奨学金に受給が決定している者ならびに申請中（直接応募含む）の者について

は選考対象外といたします。 
 

 
公益財団法人 鹿島育英会 2019 年度（平成 31 年度） 

留学生奨学生の募集 
 

2019.4.3 
 

  
1. 応募資格・・・以下のすべてに該当すること。 

1) 2019 年 4月に、博士課程前期または博士課程後期に入学する、土木工学
または都市・建築学専攻の 30歳未満の私費外国人留学生。（在留資格：
留学）ただし、秋季での入学、進学、卒業の者を除く。 

2) 日本語でコミュニケーション可能な者。 
3) 経済的理由により支援が必要な者。  

 

2. 金額と支給期間 
年額 120万円 （7月及び 12月に半額ずつ支給）を 2 年間 

  

3. 提出書類  
1) 留学生奨学生願書（指定用紙 1枚・日本語自筆）  
2) 奨学生応募レポート（指定用紙 1枚・PC作成可・日本語で作成） 
3) 直近の成績証明書（原本） 
4) 在学証明書（原本） 
5) 私費外国人留学生身上調書（指定用紙）   
6) 家計状況申告書（指定用紙） 
7) 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)（指定用

紙） 
※ 5)～7)は 2019 年 4 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。 

 

4. 募集人数   

2 名  
 

 

5. 申請書類の提出先  

工学部教務課国際交流係 （中央棟３Ｆ） 
 

 

6. 締切日  

2019 年 4月 10日（水） 







＊2019年4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 

                                                       2019年4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    □青葉山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 

      

      

    

    

 



＊2019年4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

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

家計状況
＊2018年4月から2019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。

＊2018年10月入学の方は、2018年10月から2019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

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 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
平成29年度

平成31年度

平成30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。（2019年4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。


	1. 応募資格・・・以下のすべてに該当すること。
	2. 金額と支給期間
	3. 提出書類
	5. 申請書類の提出先
	6. 締切日
	
	１．身分・名前等
	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）
	1. Name, status, etc.
	2. Family Information (Only those currently living with you.)
	If your spouse is a student, state the spouse’s school, faculty/graduate school and year level.
	
	指導教官評価 (英語版)

	指導教員による成績評価（私費留学生奨学金申請用
	指導教官評価


	
	1. 応募資格・・・以下のすべてに該当すること。
	2. 金額と支給期間
	3. 提出書類
	5. 申請書類の提出先
	6. 締切日




