2022 年度 一般財団法人共立国際交流奨学財団奨学金

募集概要

注意：これは最低限必要なことがらだけを抜き出した概要です。
必ず共立国際交流奨学財団が作成した「2022 年度奨学金応募要項」も読んでください。

【応募資格】
１．アジア諸国の国籍を持つ私費留学生
※ 該当国は募集のチラシを確認してください。
２．学部学生および大学院生で 2022 年 4 月からの在籍残期間が 1 年以上の者。
※ 研究生は不可。ただし、2022 年４月から岩手大学の正規課程に入学することが既に決まって
いる場合は申し込むことができます。
３．研修会への参加や報告書の提出など、財団の課す義務に従うことができる者。
※ 詳細は財団作成の応募要項を参照のこと

【奨学金の概要】３種類を募集します。
※ 学部生の奨学金種別は、共立国際交流奨学財団が決定します。
◆一般財団法人共立国際交流奨学財団奨学金
岩手大学より、
・受給月額：10 万円
・受給期間：1 年間（2022 年 4 月から 2023 年 3 月）
学部生
・募集人数：全国で 15 名
・対象者 ：大学院生、学部生
大学院生
◆（株）共立メンテナンス奨学基金奨学金
・受給月額：6 万円
・受給月額：1 年間（2022 年 4 月から 2023 年 3 月）
・募集人数：全国で 20 名
・対象者 ：学部生

1名
1名

を推薦します。

◆ヤングスチール（株）奨学金
・受給月額：6 万円
・受給月額：1 年間（2022 年 4 月から 2023 年 3 月）
・募集人数：全国で 1 名
・対象者 ：学部生

【提出書類】
・ 奨学生申請書①〜③ ※推薦書（申請書②の下半分）は指導教員に記入してもらうこと。
・ 在学証明書（原本） 【2022 年 4 月入学予定者：入学許可証（コピー可）
】
・ 成績証明書（原本・現課程のもの、手に入らない場合は前課程のもの）
・ 健康診断書
（コピー可/2021 年 4 月以降に診断したもので、検査項目に胸部 X 線が含まれているもの）
・ 在留カードの両面コピー
【国際課への書類提出締切】
2021 年 1２月 23 日（木）17：00

≪English ver.≫
Notice: Please make sure to read not only this outline but also
(memorandum)

2022 年 度 奨 学 金 応 募 要 項

written by Kyoritsu International Foundation.

【Qualification】
１．Privately financed International students who come from Asian countries.
※

Please check the poster for applicable countries.

２．Undergraduate and graduate students who have more than 1year left until graduation
as of April 2022.
※

Research students who have already passed the entrance exam and will enroll graduate school in
April 2022 can apply for this scholarship.

3． If you win this scholarship, you have to meet requirements of the foundation such as attending a
ceremony or submitting reports.
【Outline】3 types of scholarships
※

For undergraduate students, the foundation decide which scholarship will be given.

◆一般財団法人共立国際交流奨学財団奨学金
・Amount：\100,000 per month
・Period

：1 year (from April 2022 to March 2023)

・Number of grantee：15 students from all over Japan
・Eligible students：Graduate and undergraduate students
◆（株）共立メンテナンス奨学基金奨学金

1 undergraduate student
and
1 graduate student
will be recommended from
Iwate University.

・Amount：\60,000 per month
・Period

：1 year (from April 2022 to March 2023)

・Number of grantees: 20 students from all over Japan
・Eligible students: Undergraduate students
◆ ヤングスチール（株）奨学金
・Amount：\60,000 per month
・Period

：1 year (from April 2022 to March 2023)

・Number of grantees: 1 students from all over Japan
・Eligible students: Undergraduate students
【Applications】
・

Application forms①〜③（The lower part of sheet ②,

recommendation letter

, should be filled by

applicant s supervisor.）
・

Certificate of Enrollment (original copy)【Prospective enrollees from April 2022 : copy of Letter of
acceptance】

・

Academic record (Which of the course now applicants enroll should be submitted. If it is not available,
that of the school they graduated just before entering Iwate University is needed.)

・

Health certificate（which certifies result of medical check-up including chest X-ray and was taken after
April 2021. / Photocopy is acceptable.）

・

Double-sided copy of Residence Card

【Submission Deadline to the International Office】
December 23rd(THU), 2021 17:00

