一般財団法人共立国際交流奨学財団 2020 年度奨学生募集概要
Kyoritsu International Foundation Scholarship for 2020
共立国際交流奨学財団から奨学金募集のお知らせです。本学からは大学院・学部から各１名の推薦となり
ます。他の奨学金に応募中の方は、申請できません。連大の留学生は、本学からは申請できません。
Obihiro University is able to recommend 1 graduate student and 1 undergraduate student. Iwate
University students, Gifu University students and the students who are applying for other
scholarship are not eligible.
書類提出先：学生支援課留学生係
提出締切日：１２月１3 日（金）
Place to submit the documents: International Student Office
Deadline: December 13（Fri）
【奨学金】
大学院生：毎月１０万円／２年間
学部生： 毎月１０万円又は 毎月６万円／１年間（財団が決定します）
Graduate ：100,000/month for 2 years
Undergraduate：100,000/month for 2years or 60,000/month for 1 year ( the foundation will decide
which you will receive.)
【応募資格】The applicant must:
（１） 日本国政以外のアジア国籍を持つ私費留学生（財団ＨＰから確認してください）
http://www.kif-org.com/activity/scholarship_zaidan.html
be privately financed and have an Asian nationality. (Please see the website of the
foundation for the nationality) http://www.kif-org.com/activity/scholarship_zaidan.html
（２） 大学院は 2020 年４月からの在籍残期間が同一課程で最低 2 年以上の者（研究生は対象外。2020
年 4 月から修士 2 年生＋2021 年 4 月より博士 1 年というのは不可）
have 2 years study period in the same graduate program counting from 2020 April
(Research students are not eligible)
（３） 大学は 2020 年４月からの在籍残期間が最低２年以上の者
have 2 years study period in the undergraduate program counting from 2020 April.
（４） 人物・学問共に優秀であり、志操堅実かつ健康である者
have excellent academic achievement, good personality and be healthy.
（５） 奨学金に採用された場合、年 1 回 2 泊 3 日の研修会に必ず参加できる者
be able to attend the meeting (2nights 3days / year).
（６） 2020 年 4 月 1 日の奨学金授与式に参加できる者
be able to attend the scholarship award ceremony held on 2020 April 1.
（７） 2020 年 1 月 31 日に入学手続きが終了している者又は在籍している者
complete the entrance procedure or be registered as of 2020 January 31
（８） 奨学金に採用された場合、当財団が指定する期日までに年２回現況報告書と作文（１回８００字
程度）を必ず提出できる者←日本語での提出です
submit a report ( 800 letters in Japanese) twice a year if the applicant awarded the
scholarship.
【提出書類】Documents to submit
（１） 申請書①から③。(記入上の注意をよく確認すること)
Application form ①～③（Before filling in the application, refer to the “important note”
which is prepared in Japanese only）
（２） 成績証明書（原本、現課程のもの。入手できない場合は、前課程のもの）
Academic transcript of present course (should be original)
（３） 健康診断書（コピー可、２０１9 年 4 月以降受診したもので、検査項目に＜胸部Ｘ線(レントゲ
ン)＞が含まれている者。
Medical checkup certificate (The copy will do. The checkup should be taken after 2019
April that contains the inspection item of X-ray)
（４） 在学証明書 Certificate of enrollment
（５） 在留カードの両面コピー copy of residence card (both side)

