
 

※既に併給不可の他奨学金に受給が決定している者、および申請中の者（直接応募含む）は推薦対象

外です。 
 

 
（工学研究科） 

公益財団法人帝人奨学会 
2020 年度帝人久村奨学生募集 

R２.２.１２        

１ 応募資格・・・以下のすべてに該当すること 

① 2019 年 10 月に入学、または 2020 年 4 月に博士前期課程(医学・薬学系、バイオ学系、

理工学系、工学系、情報科学系等を専攻)に進学することが決定している、または見込

まれている者。 

② 私費外国人留学生（在留資格「留学」）である者。 

 
２ 援助の金額、援助の期間 
月額： 5 万円(給付) 
期間： 2020 年 4 月から正規の博士前期課程修了月まで 

     
３ 推薦人員 
工学研究科から１名推薦、その後大学全体の選考を経て、大学から１名が推薦される。 
 
４ 提出書類 

① 志願者調書（所定用紙）：写真貼付、本人自筆により作成のこと（英語可） 

② 学業成績証明書：現課程および学士課程のもの 

※現課程のものが提出できない場合は学士課程のもののみで可。 

※別紙の成績評価係数方法を参照の上、算出した成績評価係数を余白に鉛筆で記入すること 

③ 個人情報の取り扱いに関する同意書 (所定用紙)  

④ 在学証明書 (2019 年 10 月入学者) 

※ 2020 年 4 月入学予定者は、入学許可書等の入学の内定を証明できる書類  

⑤ 健康診断書 (原本、過去 12 ヶ月以内に受診したもの) (日本語) 

※ 学内で受けた場合、必ず「健康診断証明書」を発行すること。 

※ 学内で受けたものが発行できない場合は一般病院で受診すること。 

⑥ 現在の研究活動の概要 

※ A4 用紙 2～3 枚に簡潔にまとめたもの 1 部（英語可） 

⑦ 在留カード（両面）の写し 

⑧ 経済状況調書 （2020 年 2 月現在で作成のこと） 

⑨ 私費外国人留学生身上書（所定用紙） 

⑩ 家計状況申告書（所定用紙） 

※ 9）～10）は、20１9 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。 

⑪ 推薦調書 (所定用紙)  

※ 指導教員により作成のこと。 

※ 工学研究科から推薦が決まった後に提出する。 

 

①、③、⑪の所定用紙は、下記財団 HP からもダウンロード可能 

（https://www.teijin.co.jp/eco/scholarship/） 

 

６ 申請書類提出先：工学部・工学研究科教務課国際交流係 

 
７ 締切日：令和２年 ２月２０日（木） 































私費外国人留学生身上調書 

                                                       

 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) 

在籍身分 在籍期間 

       年   月 ～ 現在 

         年   月 ～    年     月 

         年   月 ～    年     月 

 住 居 

 （○で囲む） 

ユニバーシティ・ハウス青葉山      国際交流会館三条第一会館 

ユニバーシティ・ハウス三条（Ⅱ・Ⅲ）  国際交流会館三条第二会館 

ユニバーシティ・ハウス片平       ユニバーシティ・ハウス長町 

国際交流会館東仙台会館 

県・市営アパート（住所                           ） 

２．家族状況 （母国の家族情報を含むこと。） 

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 同/別居 勤務先または学校名 

 父    

 母    

     

     

     

     

     

 



　学部　　年

　ＭＣ　　年 、ＤＣ　　年 、大学院研究生

氏　名

特記事項（経済状況について特に強調したいことがあれば記入してください）

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 支　　　　　　　　出

　自己資金（預金） 円 　授業料 円

　仕送り 円 　住居費 円

　奨学金 円 　生活費 円

　その他（　　　　　　　　　　　　） 円 　その他（　　　　　　　　　　　　　） 円

合　　　計 円 合　　　計 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

2017年度 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

2019年度

2018年度



Personal Information Form for Privately-Funded International Students 

1. Name, Status, etc. 

Status 
 Undergrad. (year:    ) / Undergrad. research student 

 Master’s Course (year:   ) / Doctoral Course (year:    ) / 

 Grad. Research student  
Student ID No. 

 

Department and 

Major 

 
Supervisor 

 Office 

Telephone 
 

Name 
 
 
  (Chinese characters, if any:           ） 

 Married/Single 

Date of birth    /month      /date           /year        (Age:             )  Nationality  

University 
enrolled before 
Tohoku Univ. 

 Date of graduation/completion:     /month     /year 

 
Your history 
in Tohoku Univ. 
(in order from  
most recent) 

  Enrolled Status Enrolled Period 

  From    /month      /year  to        present 

  From    /month      /year  to      /month      /year 

  From    /month      /year  to      /month      /year 

 Residence 

  (circle) 

University House Katahira    University House Aobayama 

University House Sanjo (Ⅱ・Ⅲ)  University House Nagamachi 

International House Sanjo 1   International House Sanjo 2 

International House Higashi-Sendai 

Prefectural/municipal apartment 

(Address:            ) 

Private apartment  

(Address:            ) 

2. Family Information (Include family members in your home country) 
 If your spouse is a student, state the school, faculty/graduate school and year level. 
 

Name Relationship Age Country of 

Residence 

Occupation and Place of Employment,  

or Name of School Attending 

   Father    

   Mother    

     

     

     

     

     



Undergraduate (year:     ) /

Name

Statement of Household Finances

Affiliation
Student
ID No.

Master's (year:     ) / Doctoral (year:     ) /
Grad. Research student

Household Finances

Remittances from family yen Tuition yen

From own savings yen Rent yen

Scholarships yen
Living Expenses
           (Food, Utilities etc.)

yen

Other  (                                   ) yen Other  (                                   ) yen

TOTAL yen TOTAL yen

 Additional Comments (P lease  fi l l  out be low section i f thre are any  financ ial situations to emphasize. )

* Please provide information on your average monthly household finances for the
period from April 2018 through March 2019.
* If you enrolled in October 2018, please provide information on your average monthly
household finances for the period from October 2018 through March 2019.

* Please ensure that the totals for income and expenditure are equal.

INCOME EXPENSES
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Scholarships Received

Period received Amount monthly/yearly (circle) Name of scholarsip

_______ ________
 (Month)  (Year)     to
_______ ________
 (Month)  (Year)

yen monthly/yearly

_______ ________
 (Month)  (Year)     to
_______ ________
 (Month)  (Year)

yen monthly/yearly

_______ ________
 (Month)  (Year)     to
_______ ________
 (Month)  (Year)

yen monthly/yearly

_______ ________
 (Month)  (Year)     to
_______ ________
 (Month)  (Year)

yen monthly/yearly

* Have you received any scholarships to date?  YES  /  NO  (circle)

* If YES, please complete the following.

Tuition Exemptions (except as a research student)
* Circle where appropriate

Semester 1 Full exemption Half exemption
Applied but not

approved

Semester 2 Full exemption Half exemption
Applied but not

approved

Semester 1 Full exemption Half exemption
Applied but not

approved

Semester 2 Full exemption Half exemption
Applied but not

approved

Semester 1 Full exemption Half exemption
Applied but not

approved

Semester 2 Full exemption Half exemption
Applied but not

approved

2019 Academic
Year

2018 Academic
Year

2017 Academic
Year
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