2018 年 4 月 10 日
国際部留学課

奨学金に応募するときに気をつけること
奨学金には、大学を通じて応募するものと、個人で応募するものがあります。以下は、両方の全ての奨
学金に共通することですので、よく読んで理解してから、奨学金に応募するようにしてください。
【応募する前】
・募集要項をよく読み、応募の条件をきちんと理解してから、責任を持って応募してください。
・ほとんどの奨学金は併給ができません。併給とは、「二つ以上の奨学金を同時に受給すること」です。
現在、奨学金をもらっている人や、奨学金に応募していて結果を待っている人は、別の奨学金に応募す
ることは原則としてできません。併給の条件は、応募する前に特によく確認してください。
・奨学金によっては、応募から結果発表まで数ヶ月かかるものもあります。選考スケジュールを理解し
よく考えたうえで、応募してください。
・奨学金のことで質問があるとき、先輩や友達に聞くこともあるでしょう。しかし、奨学金の金額や応募
資格などの条件は、毎年同じとは限りません。変わることもあります。先輩や友達の情報は古い情報、
間違った情報かもしれません。もし質問などあれば、所属の学部・大学院の学生係に質問してくださ
い。学生係では、一番新しく、正しい情報を得ることができます。
【申請書を書く時】
・申請書は必ず、消えない黒いペンで書いてください。奨学金の申請書だけでなく、日本では正式な書類
を提出する場合、鉛筆や消しゴムで消えるペン（フリクションペン）で書いたものは、受け付けてもら
えない場合がほとんどです。
・申請書を記入する前に、まず鉛筆で下書きをしてください。もし、修正をする時には、二重線で消し、
その横に小さくサインをするか、印鑑を押してください。ぐしゃぐしゃとペンで消したり、修正テープ
を使ったりすることは、書類を出す相手に対して失礼なことです。
・申請書は、読む人が分かりやすいように丁寧に記入してください。
＜悪い例＞

九州大学

＜よい例＞

九州大学

印
九州大学○

signature

九州大学

【参考：Scholarship Guide Book】
SCIKyu（国際化学生委員会）の学生が作成した、留学生のためのガイドブックです。申請書の書き方や
面接の受け方など、奨学金に応募するにあたって役立つ情報が載っていますので、ぜひ参考にしてみて
ください。
ウェブサイト：外国人留学生・研究者サポートセンター
滞在中の手続き・生活情報 ＞ １．大学での手続き ＞ ●奨学金
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/supportcenter/living
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International Student Exchange Division

Notes for Scholarship Application
There are two types of scholarships: The scholarship which you need to apply via Kyushu
University and the one which you need to apply directly to the foundation.
common to both two types of all scholarships.

The following notes are

Please make sure to read the followings in advance of

scholarship application.
[Before Scholarship Application]
*Read the application information carefully to understand the eligibility of the applicants.

Be note

that you need to apply for a scholarship on your responsibility.
*Most scholarships don’t allow you to receive multiple scholarships at the same time. You can’t apply
for more than one scholarship where prohibited. Also, you can’t apply for another scholarship while
waiting for the result of a scholarship.

Be sure to check the application information as some

scholarships prohibit recipients receiving multiple scholarships.
*Some scholarships take few months in the process of the screening.

Check the screening schedule

before applying for a scholarship.
*You may ask your friend about the information of a scholarship.

However, the eligibility can be

changed and the information by your friend can be old and incorrect.

Please inquire at your student

office when you have a question. They will always provide the latest and correct information.
[Filling Out Your Application Form]
*Use black-colored and indelible pen when you fill out an application form.

In Japan, the official

document written with pencil or delible pen can be highly rejected.
*We recommend you to pencil first. In case you miswrite the application form, write two lines on the
miswriting and give your small signature beside it.

To erase with pen or correction tape dispenser

can make a rude impression to those who receive your document.
*Write the letters which can be understandable for anyone when you fill out an application form by
hand.
＜Bad Example＞

九州大学

＜Good Example＞

九州大学

印
九州大学○

signature
九州大学

[For Your Information – Scholarship Guide Book]
SCIKyu, Student Committee for Internationalization of Kyushu University, made this guide book for
the international students.

You will be able to catch the helpful information in the guide book.

Website: International Student and Researcher Support Center
During your stay / Daily life > 1. Procedures in Kyushu University > Scholarship Guide Book (PDF)
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/supportcenter/en/living

