APPLICATION FOR JAPANESE GOVERNMENT (MONBUKAGAKUSHO:MEXT) SCHOLARSHIP
(ATTACHMENT)

日本政府（文部科学省）奨学金留学生申請書（別紙）
Research Students for ２０１３（ 研 究 留 学 生 ）

１．Name in full in Roman capital letters（姓名を記入，ローマ字で表記）
(Sex)
□Male（男）

，
(Family name/Surname)

(First name)

(Middle name) □Female（女）

Paste your photograph or
digital image taken within
the past 6 months.
Write your name and
nationality in block letters
on the back of the photo.

２．Date of birth（生年月日）
19

（4.5×3.5 ㎝ photo）

Year（年）

Month（月）

Day（日）

Age(as of April 1,2013)（年齢 2013 年４月１日現在）

(写真(4.5cm×3.5cm))

３．Nationality（国籍）

４．Present address, telephone and facsimile number, e-mail address where you can be contacted.
（現住所及び電話，ファクシミリ番号，E-mail アドレス）

５．The institution you have graduated/will graduate.（卒業した，あるいは卒業予定の機関）

Institution（機関）

Conferred Degree：
(取得学位)

Year（年）

a) Bachelor s Degree

b) Master s Degree

(学士)

(修士)

Month（月）

c) Doctoral Degree
(博士)

６．Field of study in Japan（日本での希望専攻分野）

（Detailed field of study（研究分野（詳細））

７．The university in Japan in which you wish to be enrolled.（希望する大学）
ⅰ） The first course you plan to take in Japan（日本における最初の入学希望課程）
Please mark either a), b), c) or d) with a circle.（希望する最初の入学希望課程を次の４つから選択し，○をすること。）
a) Research student（研究生）
b) Master's degree course（修士課程）
c) Doctoral course（博士課程）
d) Professional graduate course（専門職学位課程）

ⅱ）Enter the name of the university which you would like to enroll and state whether you have obtained admission. If you have not, explain the reasons in
full. (No more than three universities) Do not enter the name of the universities which you have already been rejected acceptance, as Ministry of Education,
Culture, Sports, Science and Technology will request for admission only to the universities listed below.
入学を希望する大学名及び入学許可書等の取得状況，取得していない場合はその理由を必ず記すこと（最大 3 校まで）｡なお、原則として、文部科
学省は当欄に記載された大学へのみ受入れ依頼を行うので、既に内諾を拒否された大学名は記載しないこと。

希望

Name of University

Name of Professor

順位

（大学名）

（教員名）

Receiving Admission（入学許可書等の取得状況）
Please circle a), b) or c).

1

a) Acquired

（取得済み）

b) Acquiring

（取付中）

Reasons（取得していない理由）

c) Not yet acquired （未取得）

2

a) Acquired

（取得済み）

b) Acquiring

（取付中）

c) Not yet acquired （未取得）

3

a) Acquired

（取得済み）

b) Acquiring

（取付中）

c) Not yet acquired （未取得）
* MEXT will consider your preference, but it may not be met because of university enrollment capacity. Therefore, please note in advance that
placement in preferred universities, especially in Tokyo, Kyoto and Osaka, is extremely difficult, and placement is not limited to your preferred
universities.
(注）希望は参考とされるが，受入大学の入学定員等の関係で希望にそえないことがある。特に，東京，京都，大阪にある大学を希望する場合
は，希望どおり配置されるとは限らないので，あらかじめ承知しておくこと｡

ⅲ）Term you wish to study in Japan（日本における最終的な希望留学期間）
Please mark either a), b), c) or d) with a circle.（次の４つから選択し，○をすること。）
a) Only a research student s term (two years or one year and six months)
b) Until the master s degree course completion

研究生のみ（２年間又は１年６か月）

修士課程修了まで

c) Until the doctoral course completion

博士課程修了まで

d) Until the professional graduate course completion

専門職学位課程修了まで

８．If you are applying for other scholarships, state the name of the sponsor, duration, amount, etc.
（もし他の奨学金に応募している場合は，その名前，期間，金額等を記すこと｡)

９．Have you been awarded a Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship in the past? If so, please give the period, the name of the university, etc.
（過去に国費留学生に採用されたことがあるか。あるならば，その期間・受入学校名等を記入のこと｡)
ⅰ) Yes, I have.
（ある）
ⅱ) No, I have not.
（ない）

Period:

University:

