
【直接応募　Direct Application】

学部・研究科
Department

国籍
Nationality

主な応募資格
Some of Eligibility

Requirements

始 From

至 To

特記事項
Note

掲示日： 2021/9/6

日程　Schedule

１１月中旬：書類審査結果通知後、面接

住所：　〒103-0027
           東京都中央区日本橋3-8-6　第2中央ビル
           公益財団法人　朴龍九育英会　事務局
電話:　 03-3271-3414 (平日10:00-16:00)

支給金額（月額）　Monthly Amount

月額 ７0,000円　

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

2021年10月18日（月）～10月22日（金）
※2021年10月15日（金）～2021年10月22日（金）の消印有効

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

・願書等を記入後、必要書類をそろえて応募書類を郵送してください。

大学院生

不問

・大学院に在籍する正規生　（研究生は対象外）

・２０２2年３月３１日時点で下記年齢未満の者
（修士課程）　満３０歳
（博士課程）　満３５歳

・学術優秀である者 GPA3.5程度以上

・給付期間中、他から奨学金を受けていない者

・日本と自国の友好親善に寄与する決意を有する者

支給期間
Duration

１年

対象者
Qualification 大学院生

2022年4月

2023年3月

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

公益財団法人　朴龍九育英会
Park Yong Koo Scholarship Foundation

募集人数
Number of Openings

全体
Total

本学からの採用実績（前年度）
Previous Year's Record

10名

Japanese skills  required 



 

 ２０２２（令 和４）年 度 育 英 生 募 集 要 項  
 

１．応募者資格 

（1）2021（令和 3）年 10 月 1 日時点で日本の大学院に在籍する留学生（研究生除く）であり、 

2022（令和 4）年 4 月 1 日時点で在籍している者。 

（2）2022（令和 4）年 3 月 3１日時点で下記年齢を満たす者。 

①大学院修士課程 満 30 歳未満であること。 

②大学院博士課程 満 35 歳未満であること。 

（3）2022 年 4 月 1 日以降、他の奨学金の給付を受けないこと。 

（但し、公的機関または学内奨学金で 5 万円以下の場合は除く。） 

（4）学術優秀であること。 

①学士成績 GPA3.5 程度以上 

（5）学費支払いが困難と認められる者。 

①仕送りが月額 8 万円以下で、自己負担家賃が月額 6 万円以下であること。 

②在日している扶養者の年収が 400 万円以下であること。 

（6）願書等の提出書類の記入、面接および事務手続きを日本語で出来る者。 

（7）月 1 回の月次報告書を提出し、当育英会が開催する行事（面談・交流会等）に参加可能な者。 

（8）心身共に健康で、学業継続が可能な者。 

（9）世界平和に寄与し、社会の発展に貢献する意思のある者。 

＊上記（1）～（9）の条件を全て満たすこと。 

 

２．採用予定人員 10 名程度 

３．奨学金給付の内容 

【給付金額】 月額 ７０,０００円（無償給付） 

【給付期間】 ２０２２年４月１日より１年間以上で在籍課程の標準年限（修士課程２年・ 

博士課程３年）までの最⾧２年間とします。 

      （1）給付期間に満たない場合でも、学位取得月を最後に給付は終了とします。 

また、当育英会が認める特別な理由を除き、給付期間の延⾧はありません。 

      （2）大学院に入学した時期によって、以下のとおり給付期間が異なります。 

       ①春季（４月）入学者 

《2021/10/1 時点年次》 《2022/4/1 時点年次》 《給付期間》 《在籍課程》 

修士課程１年次 修士課程２年次 １年間 修士課程 

修士課程２年次 博士課程１年次 ２年間 

博士課程 博士課程１年次 博士課程２年次 ２年間 

博士課程２年次 博士課程３年次 １年間 



 

 

 

②秋季（10 月）入学者 

《2021/10/1 時点年次》 《2022/4/1 時点年次》 《給付期間》 《在籍課程》 

修士課程１年次 修士課程 1 年次 １年半 
修士課程 

修士課程２年次 修士課程 2 年次 対象外（１年
未満のため） 

博士課程１年次 博士課程 1 年次 ２年間 

博士課程 博士課程２年次 博士課程 2 年次 １年半 

博士課程３年次 博士課程３年次 対象外（１年
未満のため） 

 

４．選考要領 

（1）書類審査 第１次選考として、書類審査を行います。 

書類審査の結果については、11 月中旬頃までに応募者全員に郵送にて通知 

します。（提出書類は返却しません） 

          
 

（２）面接審査 第２次選考として、面接審査を行います。 

       書類審査合格者のみが対象となります。面接審査対象者には、面接日時を指定 

した書面を送付します。 

 

（３）最終結果 面接審査の結果については、面接日以降２０日以内に、面接者全員に郵送にて 

通知します。 

（補欠合格の場合は、２０２２年３月末までに最終結果を通知します。） 

尚、指定面接日に面接を受けなかった者については、失格となります。 

 

５．応募方法 

応募者は⑴～⑹の提出書類を当育英会へ提出して下さい。 

なお、郵送に際しては、必ず角形２号（240 ㎜×332 ㎜）の封筒を使用し、簡易書留にて郵送を 

お願いいたします。 

当育英会への直接持参、及び海外からの応募送付は不可。（絶対に受理いたしません） 
 

（1）所定用紙による①育英生願書②履歴書③身上書④個人情報取り扱い同意書 

所定用紙をコピーして使用可（A4 用紙使用）。 

※所定用紙は「公益法人等情報公開共同サイト」の当育英会ページにも掲載しています。 

 当育英会 URL：http://www.disclo-koeki.org/21a/01202/index.html 

（2）在学証明書（コピー可） 2021 年 10 月 1 日以降発行の物 。 

（3）学士（大学）課程の成績証明書（コピー可）。 

 



 

 

（4）研究テーマを含む自薦書（800 字以内）……形式自由（A4 用紙使用）。 

（5）写真（上半身の近影６ヶ月以内のもの）1 枚（育英生願書に貼付）。 

（6）第一次選考結果通知返信用封筒（⾧形３号・120 ㎜×235 ㎜） 

封筒の表面には必ず応募者本人の住所、氏名を記入し、84 円切手を貼付して下さい。 
 

※研究論文等の提出は任意自由ですが、育英生願書、履歴書、身上書を含めた提出書類一式が、 

角形２号（240 ㎜×332 ㎜）の封筒に全て収まる分量まで。 

※指定外の封筒（提出用及び返信用）の使用、及び提出書類の不備や記述の不足、虚偽の記載は 

失格（奨学金支給後は、返金）となりますので、くれぐれもご注意下さい。 

 

６．応募期間 

   ２０２１年１０月１８日（月）～２０２１年１０月２２日（金）まで（当育英会必着） 

※2021 年 10 月 15 日（金）～2020 年 10 月 22 日（金）の消印有効 
※上記以外の消印の書類は失格となります。 

 

７．応募手続きに関してご不明な点は、下記までお問合せ下さい。 

  なお、選考に関するお問い合わせには、一切お答えできません。 

 
 

※個人情報の利用は選考目的の範囲内で行い、選考目的を超えて使用する場合は事前に本人の同意を 
得るほか、本人の同意なしに第三者に情報を提供することはありません。（ただし法令で規定されて 
いるものは除く。） 

 
以上 

 

《問い合わせ先・応募書類送付先》 

 
 
 
 
 
 
 
 

電話：03-3271-3414（平日 10：00～16：00） 

URL：http://www.disclo-koeki.org/21a/01202/index.html（公益法人等情報公開共同サイト） 

〒103-0027 

東京都中央区日本橋 3−8−6 第 2 中央ビル 

公益財団法人 朴龍九育英会 事務局 

 



（所定用紙①）

 公益財団法人 朴 龍 九 育 英 会 御中

貴育英会２０２２(令和４)年度育英生募集要項に従い

育英金の支給をお願い申し上げます。

 （ふりがな）

 氏 名   ㊞又はサイン

生年月日     年   月   日（満   歳）

〒   ー

 現住所

（アパート、マンション名）

電話 （  ）     −

携帯    ―      −

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ＠

 在籍大学名

大学（2021年10月1日時点）
大学院修士（     ）学年（            ）専攻

大学院博士（     ）学年（            ）専攻

電話 （    ）  ー 内線

 指導教官名 研究室名

２０２２(令和４)年度育英生願書

会

記

入

欄

受     付 整 理 番 号 備   考

号月 日



（所定用紙②）

 履 歴 書 

（ふりがな）

氏 名               （来日 西暦    年  月）

学 歴

区 分 専攻学科

備考１  本欄に書ききれないときは別紙に記入・貼付して下さい。

※A4用紙を使用。書式自由。

研究計画 （研究テーマのみ記入のこと）

アルバイト等（現況）

勤務先及び所在地 勤務時間

大 学

（学部）

大学院

（修士）

職務内容

その他

学校名

所在地 卒業(予定)           年     月

入学    年   月大学院

（博士）

高 校
入学    年   月

卒業    年   月

学校名

所在地

学校名

所在地

学校名

所在地

入学卒業学 校 名 所 在 地

入学    年   月

卒業    年   月

入学    年   月

卒業(予定)           年     月



（所定用紙③）

 身 上 書 
（ふりがな）

 氏 名                                         

 本国住所                                         

経済状況

１．１ヶ月の平均収入額             円（概算）

 （１）仕 送 り 月額            円

 （２）本 人 収 入  月額            円 （アルバイト等）

 （３）奨 学 金 月額            円

 （奨学金名称：                   受給期間：      ）

 （４）配偶者収入 月額            円

 （５）そ の 他 月額            円

２．１ヶ月の平均生計費             円（概算）

 （１）住 居 費 月額            円 （寮、アパート等の家賃）

 （２）学   費 月額            円

 （３）食   費 月額            円

 （４）そ の 他 月額            円 (上記以外の月次諸費用）

緊急連絡先（日本国内に居住している方を極力記入してください。）

職 業 本人との関係氏   名 住       所



個人情報取り扱い同意書 

 

 公益財団法人 朴龍九育英会は、奨学生及びその家族ならびに応募者等関係者の個人情報
を取り扱うにあたり、関連する法令・ガイドラインを遵守するとともに、以下の「個人情報
保護方針」を定め、個人情報の適正な管理・保護に努めます。 
 

個人情報保護方針 

1. 個人情報の取得 

個人情報について、適法かつ公正な手段によって取得します。 
2. 個人情報の利用目的 

取得した個人情報は、下記事業及び利用目的の達成に必要な範囲で利用します。 
(1) 事業内容 

① 奨学生に対する奨学金の給付及び相談・指導・助言 
② その他当財団の目的を達成するために必要な事業 

(2) 利用目的 
① 採用に関する書類送付、連絡及び手続き 
② 奨学金の給付に関する管理、連絡及び手続き 
③ 面談や相談ならびに交流会等に関する連絡、書類送付及び管理 
④ 修了後の各種書類等の送付及びこれらの付随事項 
⑤ 奨学金の重複支給回避のための、他の奨学金支給団体との名簿の相互交換 

3. 個人情報の第三者への提供 

(1) 取得した個人情報は、利用目的及び法令に規定されている場合を除き、本人の同意
を得ることなく第三者には提供いたしません。 

(2) 個人情報の取り扱いを外部に委託する場合は、個人情報の適切な利用を実現するた
め、必要かつ適切な監督を行います。 

4. 個人情報の開示・訂正・利用停止・消去 

個人情報について、本人から開示・訂正・利用停止・消去等の依頼があった場合は、法
令に従い速やかに対応します。 

5. 個人情報に関する問い合わせ・受付窓口 

〒103-0027 東京都中央区日本橋３-８-６ 第２中央ビル 
公益財団法人 朴龍九育英会 事務局（平日 10：00～17：00） 
TEL 03-3271-3414  FAX 03-3274-5741 
E-mail：bokuryuuku-ikueikai@minos.ocn.ne.jp 

以上
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
私は、上記の個人情報取り扱い事項について、同意します。 

    年   月   日

 

署名                  ㊞

（所定用紙④）
公益財団法人 朴龍九育英会


