佐藤陽国際奨学財団奨学生募集(2018/10&2019/4)
＊Scholars Wanted to Sato Yo International Scholarship Foundation＊
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奨 学 金 申 請 希望者は、申 請 書 類 を岩手連 大 HP からダウンロードして下さい。Please download application form from the website of the UGAS, Iwate University.
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（下記の条件 全てを満たす学生が申請可能）Qualifications

（１）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、ベトナムから来日した学生。
Students who came from the countries as follows; Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thai,
Timor-Leste and Viet Nam(18 Countries)

（２）2018年10月現在岩手大学の学部または大学院に正規生として在籍している、もしくは2018年10月か2019年4月に入学することが決まっている私費留学生。
Privately financed students who are enrolled in graduate/undergraduate of Iwate University as of October 2018 or students who already passed the exam and will be enrolled in October 2018/April 2019
学部学生：岩手大学の成績証明書が提出可能な者
Students who can submit a transcript of Iwate University

大学院学生：奨学金支給開始時に入学する合格証明書もしくは在学証明書が提出可能な者

Students who can submit a certificate of acceptance or enrollment

（３）この奨学金の受給が始まる時点で、他の団体等から給与奨学金又は学習奨励金等を受けていない者。
Students who do not receive any other scholarships at the beginning of this scholarship supply

（４）在留資格「留学：Student」を有すること。

岩手大学の過去 3 年間の採用実績

Applicant’s status of visa has to be “Student”.

（５）国際理解と親善に関心を持ち、財団の交流活動に必ず参加できること(交流会は年６回開催)。
Students who are interested in International understanding and friendship, and can participate in International exchanges sponsored by Sato Yo Foundation
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（６）日本で就業している親がいないこと。 Students who don’t have parents working in Japan
（７）
「博士」の学位を取得していないこと。

Students who don’t have doctoral degree

（８）現在在籍している課程の在籍期間が支給開始時期から１年以上あること。Students who will be registered in the University for more than one year from the beginning of this scholarship supply
（９）勉学・研究に支障のない日本語能力を有すること。 Students who have command of Japanese for study or research
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奨 学 金の概要 Details of the scholarship
期
月

間 Period ：最長２年間。Maximum 2 years
額：学部学生 Undergraduate students / ¥150,000 per month 大学院生 Graduate students / ¥180,000 per month

○●書類提出期限●○

提出期限を過ぎた申請は受け付けません。We cannot accept applications after the deadline.

2018 年 7 月 24 日（火）正午までに各構成大学窓口へ提出 Deadline for application : July 24, 2018 at 12:00 pm
ただし、新入生((22001188 年
月))は 2018 年 8 月 21 日(火)正午までに各構成大学窓口へ提出
月//22001199 年
年 44 月
年 1100 月
Students who will enroll Iwate UGAS in October 2018 or April 2019 should submit applications by August 21, 2018 at 12:00 pm.

