
（工学部） 

総長特別奨学生で授業料免除を申請している学生は推薦対象外です。 
2022 年度に他奨学金に受給決定の者ならびに申請中（直接応募含む）の者については推薦対象外です。 

公益財団法人フジシール財団 2022 年度奨学生の募集 
2022.2.15 

１ 応募資格(下記の全てに該当する者) 

1) 応用化学(プラスティック製品)、機械工学、電気電子工学、高分子工学等の工学系およびデザイ

ン関係を学ぶ、学部 3年生。 

2) 私費外国人留学生（在留資格「留学」）。 

3) 日本語もしくは英語でレポートが可能なこと。 

4) パッケージに興味・関心のある者。 

5) 財団からレポート、制作物などの提出を求められた場合（年 4 回程度）、期日までに提出できる

者。 

6) 他からの奨学金を受けない者。 

※IMAC-U(3.5 年)の学生は，2019年 10 月入学の者。 

Application form and report written in Japanese are preferable, but the ones 

written in English attached with Japanese translation are also acceptable.  

 

２ 支給額及び支給期間 

  月額 10 万円、2年限度（2022年 4月から 2024年 3月） 

 

３ 提出書類 

1) 奨学金申込書 （所定用紙、A3サイズで印刷、写真貼付、出来るだけ日本語で自筆、英語の場合は日本

語訳を添付 のこと） 

※ IMAC-Uの学生は学年記載欄を「３」とし、プログラム説明書を添付すること。 

2) 指導教員の推薦状 （様式任意） 

3) 在学証明書  

4) 成績証明書 

5) 在留カードのコピー（両面） 

6) 審査のためのレポート(詳細は添付資料参照のこと)  

※日本語もしくは英語（日本語訳添付）で作成のこと。 

7) 経済状況調書 （所定用紙） 

8) 身上調書 （Personal Information Form for Privately-funded International Students） 

9) 家計状況申告書 (Statement of Household Finances) 

＊8）～9）は、2021 年 10 月以降他の奨学金応募で既に提出したことがある場合は不要。 

 

４ 推薦人数    工学部から１名を推薦 

 

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   2022 年 3 月 30 日(水)  











１．奨学金を希望する理由　及び　使途

大学名 学部 学科 学年

２．学んでいる内容・研究内容　

フリガナ 学籍番号

氏　名 性別　　 生年月日

印　　

３．学業以外で取り組んでいること（ボランティア活動・サークル・趣味・他）

現住所　〒 電話 携帯電話

（メールアドレスのフリガナ

E-mail

住所　〒

フリガナ ４．卒業後の進路・目標

氏名 関係

印　　 電話

５．パッケージングに関して学んでいることやパッケージングへの興味・関心

続柄 年齢

６．今までで一番のチャレンジ

７．国際的な興味・関心事につい

年月 学　歴（高校卒業以降）

ご家族氏名 ご職業等

資格・TOEIC/TOEFLなどの点数・賞罰

フジシール財団

緊急連絡先

　　　年　　　月　　　日　現在

写真

男　・　女　　　　 年　　 月　　 日生　

奨学金申込書

　

海外留学・海外駐在について（経験・予定・希望など）



 

2022 年度奨学生申請レポートテーマ 

 

フジシール財団 

 

下記２つのテーマの内、いずれか 1 つを選択してレポートを作成してください。 

パッケージの定義や本質（機能や役割等）を考え、あなたのバックグランド（専門分

野・趣味嗜好など）、社会現象（E コマース、SDGs、環境問題、少子高齢化など）や市

場ニーズ、また、パッケージに触れる様々な方々の立場に立ち、発想を膨らませてレポ

ートを作成ください。 

 

記 

 

 

１．「既存商品のパッケージの改善提案」 

    現在、市場に出ている、または 出ていた商品のパッケージの改善提案です。 

（全く違う包装形態からの転換や新しい機能の追加など） 

 

２．「あたらしいパッケージの提案」 

    現在、市場に出ていない、新しいパッケージの提案です。商品化されていな

いモノや、未来に現れるだろう「夢」のパッケージなど、自由な発想で提案

ください。 

 

 

・作成時のフォーム・形式・書き方（ワード・手書き）等、一切自由です。 

・提出レポートは、PDF ファイルにて、A4 用紙 2 枚までとします。 

 

 

以上 



－奨学金申請時の心得について－ 

東北大学 教育・学生支援部 留学生課 国際教育係 

2019.02.01 

 

１ 申請の前に 

 ・募集要項をよく読み、資格を満たしているか確認してください。応募条件や支給内容だけ

でなく、採用後の義務なども確認してください。（認定式や交流会などへの出席は必須、財

団により定期的な課題提出などもあります） 

・申請に必要な書類が手元にあるか、必ず確認してください。特に前課程の成績証明書の不

足が多いので注意してください。  

・他の財団に大学推薦または直接応募により申請中の場合は、結果が未定でも新たに申請す

ることは出来ません。（ただし、双方の奨学金が併給可の場合を除きます） 

・財団によって選考方法が異なります。面接がある場合はあらかじめ交通費、場所、日時な

どを確認し、必ず出席できるようにしてください。 

 

２ 申請書類について 

 ・継続申請の場合も、前回の内容をそのまま流用せず、新たに願書を作成してください。 

 ・消えるボールペン（フリクション）は使用せず、必ず黒のボールペンで記入してください。 

  （消えるボールペンで書かれた書類は財団に提出できません） 

 ・選考の際、申請書類によってあなたの印象は大きく左右されます。選考者（相手方）が読

みやすいよう、丁寧な記載を心がけてください。 

・書き損じた場合は修正液（テープ）や斜線での訂正はせず、新しく書き直しましょう。 

 ・学部・研究科名等は省略せず、正式名称で記入してください。 

 ・記入上の注意や指定には必ず目を通し、それに従って記入してください。 

 ・相手方に失礼のないよう、記入欄の７～８割を目安に記入するようにしてください。 

 ・すべて書き終えたら、記入漏れなどがないか必ず確認して下さい。特に記入することがな

い欄も、「なし（数字なら０）」等と記入して下さい。 

 ※エクセルデータから出力する場合、すべての文字が切れずに枠内に収まっているか確認し

てください。 

 

３ その他 

 ・応募条件や申請書の書き方など、分からないことがあった場合は所属部局の奨学金担当係

に問い合わせてください。個人で財団へ直接問い合わせはしないこと。 

 ・総長特別奨学生や授業料も支給される奨学金に採用された場合など、支給期間中の授業料

免除申請が出来ない場合があります。必ずあらかじめ所属部局の奨学金担当係に確認して

ください。 

  ・大学を通さず直接応募または継続受給の申請等を行う場合は、必ず前もってその旨を所

属部局の奨学金担当係に連絡してください。 

  



 
 

*2021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 

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 

  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・市営住宅・民間アパート（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 

 

職業 勤務先または学校名 

 父     

 母     

      

      

      

      

      

* 
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*This form does not need to be submitted, if you have submitted anytime in October 2021 or thereafter. 
 

Personal Information Form for Privately-Funded International Students 

1. Information of yourself 

Status 
 Undergrad. (year:    ) / Undergrad. research student 
 Master’s Course (year:   ) / Doctoral Course (year:    ) / 
 Grad. Research student  

Student ID No.  

Department and Major 
 

Supervisor 
 Phone 

(Lab.) 
 

Name 
 
 
(Chinese characters:                        ） 

Married/Single 

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

 
 Nationality  

University (school) 
attended before 
 Tohoku Univ. 

 Date of graduation/completion:       /month     /year 
 

 
 

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

       Status      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, write the name of the school, and year level. 

Name Relationship Age Country of 

Residence 

Occupation and Place of Employment,  
or Name of School Attending 

   Father    

   Mother    
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