
【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

   年数 Year(s)

     始　From

　　 至　To

掲示日： 2022/3/1

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

マブチ国際育英財団
Mabuchi International Scholarship Foundation

募 集 人 数
Number of Openings

前年度実績
Previous Year's Record

50人程度 ―

本学
For Chiba Univ.

若干名

採用数
Admitted ―

○ - -

学部・研究科
Depertment

学部1,2年生
Under Ｇｒａｄｕａｔｅ Students

研究分野
Research Field

主　　な
応募資格

Some of Eligibility
Requirements

・大学の勉学に必要な日本語能力（N2以上）を有する者

・健康で勉学意欲旺盛で大学の推薦が受けられる者（成績が5段階評価で3.5以上）
・日本政府または他の財団等の奨学金の支給を受ける予定のない者
・経済的理由により大学修学に困窮していると認められる者（両親の合計年収500万円未満）
・財団主催の「奨学生の集い」等の行事に参加し、また奨学金終了後も財団との交流を継続する意志
のある者

Japanese skills required

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 アジア諸国

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

２０２２年度前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。

支給金額（月額）
Amount

月額１0万円
100,000 yen/month

支給期間
Duration

2022/4

2023/3

1

募　集　期　間
Application Period

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

2022/3/1

2022/4/15

１次前選考：財団HPの応募シートより各自で応募すること（締め切り4/15）
１次前選考合格者のみに願書一式が送付されます（4/22）

願書記入後、必要書類とともに留学生課へ提出してください（締め切り4/27）

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）
亥鼻ｷｬﾝﾊﾟｽ ： ISD亥鼻キャンパスブランチ（医薬系総合研究棟Ⅱ1階）
松戸ｷｬﾝﾊﾟｽ ： ISD松戸キャンパスブランチ（F棟1階・新図書館横）

Nishi-Chiba Campus : International Student Division (Integrated Student
Support Center, 2F)
Inohana Campus : ISD Inohana Branch (Medical and Pharmaceutical
Science Building II)
Matsudo Campus : ISD Matsudo Branch (Research Building　F, 1F)

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 2022/5
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募集要項

入学一時金　300,000円（入学金納入１年生のみ）

奨学金月額　100,000円

2022年4月より2023年3月までの1年間

当財団が定める条件を満たし、当財団が認定した者には引続き支給しま

す。

50人程度

1. 経済的に困窮し就学困難な者（世帯収入500万円未満）

2. アジア諸国の国籍（日本国籍を含む）を有し日本に在住する、次の大学
の正規学部に通う１,２年生
東北大学、茨城大学、筑波大学、宇都宮大学、群馬大学、埼玉大学、千
葉大学、お茶の水女子大学、電気通信大学、東京大学、東京外国語大
学、東京海洋大学、東京学芸大学、東京工業大学、東京農工大学、一橋
大学、横浜国立大学、新潟大学、富山大学、山梨大学、信州大学、金沢
大学、静岡大学、名古屋大学、名古屋工業大学、豊橋技術科学大学、京
都大学、大阪大学、
高崎経済大学、前橋工科大学、東京都立大学、横浜市立大学、千葉県立
保健医療大学
青山学院大学、学習院大学、慶應義塾大学、国際基督教大学、上智大
学、中央大学、東京理科大学、法政大学、明治大学、立教大学、早稲田
大学

3. 大学の勉学に必要な日本語能力（概ねN2以上）を有する者

4. 健康で学業成績優秀な者
大学２年生の基準成績
・ＧＰＡ採用大学：２．５以上
・ＧＰＡ非採用大学：次のポイント換算で平均３．５点以上
優（秀,Ｓ,Ａ,８０点以上等）の科目数×５点
良（Ｂ,７０－７９点等）の科目数×３点
可（Ｃ,６０－６９点等）の科目数×１点

5. 在籍大学の学長の推薦を受けられる者

支給金額（給付型奨学金のため返済の必要はありません）

奨学金支給期間

募集人数

応募資格

募集要項

応募〜認定の流れ

奨学生憲章

奨学生への期待と心得

順守規程

大学生向け奨学金

奨学生のページ

同窓生のページ
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6. 当財団の奨学金支給時に、他の給付型奨学金を支給されていない者
ただし、次の奨学金については、月額5万円までは併給を認め5万円を超
過した金額を当財団の奨学金より減額します。
・文部科学省の高等教育の修学支援新制度（授業料等減免は当財団の奨
学金に影響しません）
・文部科学省の外国人留学生学習奨励費（独立行政法人日本学生支援機
構の留学生受け入れ促進プログラム）
・地方自治体による給付型奨学金のうち併給を認めているもの
・大学による給付型奨学金等のうち併給を認めているもの

本ホームページより応募してください。

応募から書類選考に進んだ場合は、申込書等の他、留学の目的・留学後の

進路等についての作文を提出していただきます。

詳しくは、応募〜認定の流れを参照してください。

２０２２年３月１日（火）〜４月１５日（金）

但し、先着した者から順次選考に移りますのでご了承ください。

応募方法

応募〜認定の流れ

応募期間

奨学金応募シート

〒270-2280
千葉県松戸市松飛台430番地

財団の紹介
設立趣意書

理事長挨拶

財団の概要

役員名簿

財団情報

大学生向け奨学金
募集要項

応募〜認定の流れ

奨学生憲章

奨学生への期待と心得

順守規程

よくある質問

サイト利用にあたり

サイトマップ

個人情報保護方針

お問い合わせ
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応募〜認定の流れ

1. 応募者は、ホームページの、「奨学金応募シート」より応募します。（応募期間：2022年
3月1日(火)〜4月15日(金)）

2. 応募シートの内容より1次選考を行い、選考通過者には奨学生願書一式をメールで送付し
ます。（送付予定日：2022年04月22日(金)）
4月25日までにメール返信にて申込書を郵送する意思の有無を連絡してください。
願書には次の課題作文があります。（各600字程度）
・大学で何を学び、社会にどのように役立てていきますか。
・公益財団法人マブチ国際育英財団　「設立趣意書」　「奨学生憲章」　「奨学生の心
得」を読んで、あなたが感じ考えた事は何ですか。
・自己PR（高校または大学生活を通じて自らが行った活動、実績について自らをＰＲでき
ること（あなたらしさを表していること）を出来るだけ箇条書きで記入してください。）

3. 奨学生願書一式に記入後、次の書類と共に当財団宛に郵送してください。（郵送締切日：
2022年5月10日（火）当財団必着の事）
応募者全員：
・在籍大学の大学長または学部長名で発行する推薦書
・在学証明書
・写真１枚　上半身正面向きで３ケ月以内に撮影したもの 4.5cm × 3.5cm（願書に貼
付）
・健康診断書（1年以内に発行されたもの）
・両親所得証明書（留学生は自国から取り寄せ、各自日本語に翻訳したものを添付してく
ださい。原本の郵送が遅れる場合は、写真・スキャンファイル・FAX等を印刷したものを
提出し、原本が届き次第当財団に郵送してください。）
・2022年4月以降給付を受ける、他の奨学金の給付金額と期間を証明できる書類（当財団
奨学生認定後、在籍大学に併給状況を含めて報告します。）
1年生：
・入学金納付者は、領収書または振込書のコピー
２年生：
・1年次の成績証明書
留学生：
・在留カード両面のコピー
日本人：
・住民票原本

4. 送付された奨学生願書等で2次選考を行い、選考通過者にはメールで通知します。（通知
予定日：2022年5月13日（金））

5. 2次選考通過者に当財団で面接による最終選考を行います。（面接予定日：2022年5月18
〜20日（水〜金））

6. 2次選考の結果をメールで通知します。（通知予定日：2022年5月27日（金））

7. 認定式出席者を認定し、認定証を授与します。（認定式予定日：2022年6月3日（金））

募集要項

応募〜認定の流れ

奨学生憲章

奨学生への期待と心得

順守規程

大学生向け奨学金

奨学生のページ

同窓生のページ
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