
【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

掲示日： 2022/2/10

フジシール財団
Fuji Seal Foundation

募 集 人 数
Number of Openings

前年度実績
Previous Year's Record

本学
For Chiba Univ.

1 採用数
Admitted 0

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

20 1

1 - -

研究分野
Research Field

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、デザイ
ン等
Applied chemistry (especially plastic
product), mechanical engineering,
electrical and electronic engineering,
polymer science and engineering, or
design-related field

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

学部・研究科
Depertment

工学部
Faculty of Engineering

主　　な
応募資格

Some of Eligibility
Requirements

（1）学部３年生限定
Applicants must be in junior year (third-year) in university).
（2）向学心に富み、学業優秀であり、かつ、品行方正である者。
Highly motivated, academically talented, and well-behaved applicants.
（3）国際親善に理解をもち、貢献を期する者。
Applicants who have an understanding and high potential to contribute to international friendship.
（4）日本語もしくは英語でレポートが可能なこと。
Applicants must provide an essay in either Japanese or English.
（5）パッケージに興味・関心のある者。
Applicants who have academic interests in packaging.
（6）チャレンジ精神が旺盛で国際感覚を持つ者。
International-minded applicants who have high motivation to take on new challenges.

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

2021年度後期までに私費外国人留学生を対象とし
た「奨学申請者登録」を行った者が申請できます。

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 2022/6

2022/4/20

応募書類受付窓口

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）
Nishi-Chiba Campus:International Student Division (Integrated Student
Support Center, 2F)

募　集　期　間
Application Period

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

   始 From 2022/4

   年数 Year(s)

支給期間
Duration

最長２年。学年の進級時に応募資
格に添って適正審査を行い、継続
の可否を決定。
Scholarships will be provided for max.
2 years since applicants are accepted.
Renewal of scholarships will be
determined by screening on a year-
on-year basis.

支給金額（月額）
Amount

月額１０万円
100,000 yen/month

2022/2/10
2022/3/16

2022/3/11





継続の可否を決定します。

(3) 給与の方法

奨学金は原則として、 8 月 9 月 12 月及び 3 月に各 3 か月分をまとめて直接

本人に給与します。（本人名義の日本国内の銀行等の預金口座に入金します。）

6、 奨学金の休止、 停止または廃止事由

(1) 退学したとき。

(2) 奨学生が休学し、 または長期に渡って欠席したとき。

(3) 奨学生が留年したとき、 または卒業延期となったとき。

(4) 傷い、 疾病などのため成業の見込みがなくなったとき。

(5) 奨学生の学業成績または性行が不良となったとき。

(6) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。

(7) 本財団が指定する義務を怠ったとき。

(8) その他奨学生として適当でない理由が生じたとき。

7 、 手続

・ 大学休学を伴わない海外留学は、 奨学金の休止理由にはなりません。

・休学中は、奨学金の支給を休止しますが、 復学後の奨学金の支給については、

大学や本人との話し合い後に判断致します。

(1) 提出書類

① 奨学生申込書（本財団指定用紙を使用すること。）

②大学の推胞状

③ 大学からの在学証明書

④大学の成績証明書

⑤在留カ ー ド（コピー）または 住民票の写し（原本）

⑥審査のためのレポ ー ト（添付資料を参照）

8、 奨学生の決定

(1) 奨学生の決定は、 本財団の奨学生選考委員会の選考を経て理事会が行い、 その

結果を本人に通知します。

(2) 選考の経過および決定の理由は公表しません。

(3) 選考方法 レポー ト課題 60 点、 申込書等の提出書類 40 点で各選考委員が採点

した結果をもとに、 選考委員会にて総合的に判断して、 選考します。

(4) お送りいただいた書類は返却いたしません。

9、 奨学生の義務

奨学生は次に定める義務を履行する必要があります。

(1)財団の開催する認定式及び研修会に出席するとともに、 本財団からレポ ー ト、

制作物などの提出を求められた場合（年4回程度）は遅滞なく提出すること。

各行事に出席するための交通費、 必要な場合の宿泊費は、 財団より支給します

(2)下記の場合、 当財団へ届け出ること

①休学するとき

②復学するとき

③大学より停学処分を受けたとき

④退学するとき

⑤最短修業年限で卒業できないことが確定したとき

⑥他の大学や学部に編入することが決まったとき

⑦当財団の奨学金受給を辞退するとき

⑧他の給付型奨学金を受給することが決まったとき

⑨当財団に登録した情報等（氏名、 住所、 電話番号、 メ ー ルアドレス、 振込

口座等）に変更があったとき

1 0 、 個人情報の取扱いについて

応募の際に提出していただ＜個人情報は、 奨学生の選考以外には一切使用いたしま

せん。

以上




