公益財団法人 佐藤定雄国際奨学財団

2021 年度奨学生募集概要

※詳しくは財団作成の募集要項を確認すること。
【応募資格】※学部２年生または３年生のみ
「
（１）理工系の学生」
「
（２）スポーツに励む」どちらかにおいて、①～⑤の全てに該当すると認められ
る者
（１）理工系の学生
① 理工系の学部に通っていること
② 品行方正、志操堅固、健康で、学業成績が優秀であること
③ 学資が豊かでないこと
④ 日本の大学に通う者であること
（２）スポーツに励む学生
① スポーツに励んでいること
② 品行方正、志操堅固、健康であること
③ 学資が豊かでないこと
④ 日本の大学に通う者であること
【奨学金の概要】
・給付金額：30,000 円/月
・給付期間：2021 年 4 月～2023 年 3 月（2 年間）
・推薦人数：岩手大学から留学生を含んで５名程度
【提出書類】※書類作成においては、財団が作成した募集要項を参照すること。
・ 奨学生願書
・ 学業成績証明書
・ 写真（最近撮影の半身脱帽のもの）
・ 作文課題： (日本語 1,000 文字程度もしくは英語 350-400 words パソコンによる作成必須)
ア．将来世の中に貢献したいこと
イ．科学立国としての日本を考える
（
「ア．
」
「イ．
」のうち、どちらか一方を選択してください。ただし、上述「３．注 1」に基づい
て再応募する場合は、前回の応募時と異なる課題を選択してください。）
＊願書及び作文用のフォーマットは財団のホームページから取得して下さい。必ず当該フォーマットで
作成して下さい。HP URL： https://sato-isf.or.jp

応募締切：2021 年５月１4 日（金）17：00

国際課まで

締切厳守

Sadao Sato International Scholarship Foundation, 2021
※Please see the application guidelines of the foundation
【Qualifications】※Only for undergraduate students in the second or third year.
An applicant needs to meet all of the five requirements (a. to e.) in either of the category
“(1) Undergraduate students in science and engineering majors” or of the category
“(2) undergraduates who are dedicated to a sporting activity”.
(1) An applicant must be;
a. An undergraduate majoring a field related to science and engineering
b. An undergraduate who demonstrates personal integrity, holds to his/her principles,
enjoys good health and possesses outstanding academic records, or an undergraduate;
c. An individual who needs a financial aid;
d. An undergraduate enrolled in a university in Japan;
(2) An applicant must be;
a. An undergraduate who is dedicated to a sporting activity;
b. An undergraduate who demonstrates personal integrity, holds to his/her principles,
enjoys good health;
c. An individual who needs a financial aid;
d. An undergraduate enrolled in a university in Japan;
【Outline】
・Amount of the scholarship: 30,000yen per month
・Period: From April 2021 to March 2023 (2 years)
・About 5 students will be recommended. (For both Japanese and international students)
【Application materials】
・ Application form
・ Academic transcripts
・ A photograph of without a hat
・ An essay on one of the following tow topics: It must be a 1,000 character essay in
Japanese or 350-400 words in English and typed using a computer.
<A> “The thing that I would like to contribute to the world in the future”
<B> “Think about Japan as a science-oriented country”
Note: Be sure to use the application form and essay format designated by the Foundation,
which are available on the website of the Foundation. URL: https://sato-isf.or.jp

Application deadline: May 14, 2021 (Fri) 17:00
Submit to the International Office

