
【直接応募（大学取りまとめ）】

学部・研究科
Department

国籍
Nationality

主な応募資格
Some of Eligibility

Requirements

始 From 2020年10月 2021年4月

至 To 2022年9月 2023年3月

特記事項
Note

日程　Schedule

10月23日結果通知（書類選考）、10月31日又は11月1日面接実施、11月3日結果通知（面接選考）

・募集要項および申込書は、下記ＵＲＬより入手し、熟読の上、記入してください。

　http://sisf.or.jp/ja/scholarship/foreign-studies/self-supporting/
・申込書を記入後、必要書類をそろえて各キャンパスの応募書類受付窓口へ提出してください。

支給金額（月額）　Monthly Amount

学部生：１５０，０００円　　　　大学院生：１８０，０００円

応募書類提出期限　Application Documents must be submitted by:

HP応募フォーム締め切り：2020年7月31日(金)
書類提出締め切り：2020年8月7日（金）

※2020年10月及び2021年4月期入学の新入生・新編入生のみ2020年9月4日（金）まで受付
大学で取りまとめて提出するため、財団記載の期限とは異なります。個人での提出は不可

応募書類受付窓口 Applicants must submit the documents to:

 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：新図書館横1階）

不問

バングラデシュ、ブータン、ブルネイ、カンボジア、インド、インドネシア、
ラオス、マレーシア、モルディブ、ミャンマー、ネパール、パキスタン、
フィリピン、シンガポール、スリランカ、タイ、東ティモール、ベトナム

2020年10月現在
・上記の国籍を有する私費外国人留学生で、学部又は大学院に在籍する正規学生。
　（研究生、日本国籍を有する者は応募不可）

・勉学・研究に支障のない日本語能力を有する者　　　Japanese skills required
・国際理解と親善に関心を持ち、交流会に必ず出席できる者
・奨学金に類する金品を受給していない者　※貸与奨学金受給者は応募可
・在留資格が「留学：college student」である者
・日本で就業している親がいない者
・「博士」の学位を取得していない者
・在籍している課程の修学期間が奨学金支給開始時期（2020年10月又は2021年4月）より１年以上ある者
・奨学生終了後、ＯＢ・ＯＧの交流活動に積極的に協力できる者
・財団が主催する年６回の交流会に出席できる者

支給期間
Duration

最長２年間
※支給開始時期は財団の選考委員会が決定します

対象者
Qualification

在学生

（なお、2020年10月もしくは2021年4
月入学の新１年生・新編入生は合
格証明書もしくは合格通知書のコ

ピーの提出が必要）

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

佐藤陽国際奨学財団私費留学奨学生（秋募集）
Sato Yo International Scholarship Foundation (Fall Application)

募集人数
Number of Openings

全体
Total

本学よりの採用実績（前年度）
Previous Year's Record

約１５名



公益財団法人佐藤陽国際奨学財団 

私費留学奨学生募集要項 
（秋募集） 

２０２０年１０月期 私費留学奨学生 

２０２１年 ４月期 私費留学奨学生 

 

 公益財団法人佐藤陽国際奨学財団は、日本の大学で学ぶ ASEAN 諸国及び南西アジアの

国々からの次のような意欲と姿勢をもつ留学生を支援します。 

   

 

 

 

 

 

 

【募集人数】                  

   ２０２０年１０月期 

２０２１年 ４月期 

 

【応募資格】 

 以下に掲げる条件をすべて満たしていることが必要です。 

１．日本国籍を有していないこと 

２． 国籍が下記対象国にあり、在留資格「留学：college student 」を有していること 

対象国 バングラデシュ、ブータン、ブルネイ、カンボジア、インド、インドネシア 

    ラオス、マレーシア、モルディブ、ミャンマー、ネパール、パキスタン、 

    フィリピン、シンガポール、スリランカ、タイ、東ティモール、ベトナム 

３． 他の奨学金又はこれに類する金品を受給していないこと 

ただし、成績・業績を称えて授与される賞金及び TA/RA の報酬は可 

 ４．日本で就業している親がいないこと 

 ５．「博士」の学位を取得していないこと 

 ６．奨学金受給開始後の課程修学期間が１年以上であること 

７．学業・研究に支障のない日本語能力を有すること 

 ８．異文化交流及び社会貢献に高い関心があること 

 ９．当財団が主催する年６回の交流会に出席できること 

１０．奨学支援期間終了後も当財団の卒業生として積極的に交流する意思があること 

 

【奨学金】 

 １．支給額  学部学生  月額 １５万円 

        大学院生  月額 １８万円 

約１５名 

・学問に対するあくなき探求心 

・学んだことを社会に役立てる意欲 

・日本文化をはじめとする多様な文化を受け入れ、お互いを理解する姿勢 

・地域社会との交流、ボランティア活動など積極的な社会貢献 

 



申請書類 

 ２．支給期間 ２年間 

        ただし 

        ・卒業までの修学期間が３年未満の学部学生は卒業まで支給 

        ・博士後期課程の大学院生は課程修了まで支給（中間審査あり） 

        ・２年内に奨学生採用時の課程を修了する場合は課程修了まで支給 

 ３．その他の支援制度 

         授業料補助（審査あり） 学部学生・大学院生 

         学会出席補助金     大学院生 

 

【応募の流れと締切日】 

 ① 応募時に在学中の学生 

 ② 2020 年 10 月又は 2021 年 4 月に入学・編入学予定の学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP から募集要項を 

ダウンロード 

大学から 

応募の承認を得る 

留学生課 

指導教員に管理番号を

伝え推薦状を依頼 

管理番号 

指導教員 

ＳＩＳＦ事務局 

登録受付 

受付番号発行 受付番号 

B)申請書類取りまとめ 

PDF アップロード 

①8 月 19 日まで 

②9 月 15 日まで 

 

提出書類作成 

PDF 化 

推薦状作成 

PDF 化 

応募承認 

 

大学による 

管理番号発行 

応募者 

申込み受付 

アップロード先 URL 連絡 

 

提出  

 

応募連絡 

推薦状依頼 

推薦状提出 

A)HP 応募フォーム入力送信 

①7 月 31 日まで 

②8 月 31 日まで 

 



A)【HP 応募フォーム受付締切】  

①２０２０年７月３１日  ②２０２０年 8 月３１日 

当財団の HP 応募フォームから必要事項を入力して「受付番号」を取得する締切

日です。 

   

B）【書類アップロード締切】  

①２０２０年８月１９日   ②２０２０年９月１５日    

大学の留学生課が提出書類を取りまとめてアップロードする期間です。 

 

【提出書類】・提出する全ての書類の右上に「受付番号」を書いてください。（厳封は除く） 

必要書類 様式 学部 修士 博士 備考 

①履歴書-1 様式 1 ○ ○ ○ 

・日本語 自筆 

②履歴書-2 様式 2 ○ ○ ○ 

③エッセイ 様式 3 ○ ○ ○ 
・日本語 自筆  

1200 文字以内 用紙２枚 

④推薦状 様式 4 ○ ○ ○ ・指導教員による記入 指導教未定
の場合は、その他の教員又は身元
保証人等によることも可 

・英文の場合は、日本語訳を添付 ⑤評価書 様式 5 ― ― ○ 

⑥成績証明書  ○ ○ ○ ※1 

⑦研究実績  ― ○ ○ 

※2 

⑧研究計画  ― ○ ○ 

⑨在学証明書 
又は合格証明書 

 ○ ○ ○ 
・採用時在籍予定大学・課程の証
明書 

※１．母国その他日本国外の学校の成績証明書には、日本語訳をつけてください。この場合、

原本証明がなされていれば原本の提出は不要です。 

学部学生 

・ 高校入学から直近までのすべての成績証明書を提出してください。 

・ JASSO 日本留学試験を受験している場合は成績通知書を提出してください。 

大学院生 

・ 大学入学から直近までのすべての成績証明書を提出してください。 

・ 高等専門学校等からの編入歴がある場合は、その成績証明書も提出してください。 

※2．研究実績及び研究計画書は、それぞれに「名前」を入れ、A4 用紙に日本語（自筆又は 

ワープロ）で記載してください。 

  



研究実績 

・ 公刊論文（レフリー付きか否か、査読中の場合はその旨を明記） 

論文題名/著者/ジャーナル名/出版社/発表年月/巻/頁（最初と最後） 

・ 学会発表（口頭発表かポスター発表かを明記） 

論文題名/発表者/学会名/開催場所/発表年月 

・ 共同研究の場合は、著者・発表者全員の名前を掲載順に記入し、本人名には下線を

付してください。 

・ 公刊論文及び学会発表のサマリーは添付の必要はありませんが、これ等のない修士

課程応募学生は学部の卒論サマリーを提出してください。（A4 用紙 1 枚） 

研究計画書 

・ 研究要旨を含めて、専門外の人にも分かるように簡潔にまとめてください。（A4 用

紙 1 枚） 

 

【選考】 

  一次  書面選考 

      一次合格者 ２０２０年１０月２３日 HP にて発表予定 

  二次  面接選考  ２０２０年１０月３１日又は１１月１日に実施予定 

      最終合格者 ２０２０年１１月３日 HP にて発表予定 

      ※面接は日本語で行います。 

 

【留意事項】 

 当財団では、奨学生として守るべき「奨学生規則」を定めています。 

この規則に違反した場合、奨学金の支給が停止されたり奨学生資格を失うことがありま

す。事前に HP で「奨学生規則」を確認し、よく理解したうえで応募してください。 

 

【個人情報の保護について】 

 応募書類に記載された内容は、個人情報として取り扱い、奨学生選考の目的にのみ使用し

ます。ただし、奨学金受給状況確認のため「合格者一覧」を大学及び他の奨学団体に提供す

ることがあります。 

 

【問い合わせ先】 

公益財団法人 佐藤陽国際奨学財団 

〒153-0064 東京都目黒区下目黒１－７－１   Tel．０３－５４８７－２７７５ 

 HP URL  http://www.sisf.or.jp 

    e-mail   sisf@sato-global.com 

 


