
様式　PFS-1 / Form PFS-1

以下、学生支援課記入欄

オンライン登録と申請書類の提出について、締切りは特に設けておりません。但し、11月以降2021年度の奨学金の募集が多くありま

すので、推薦を希望する方はこちらの登録申請書を2020年10月9日（金）　までに提出することをお勧めします。
この期日までに登録を済ませた方は最初の選出から登録者として審査対象となります。
なお、この日までに提出出来ない場合でも、早めに提出することで選考の対象となる奨学金が増えます。

There is no deadline for this registration. However, there are many selections for scholarships for AY 2021 from November so we will
recommend you to submit all documents by October 9, 2020 (Fri).
Those who have submitted the required documents to the Student Support Division by this date will be subject to screening from the
first selection.
Even if you cannot submit by this date, early submission will increase the number of scholarships eligible for selection.

The following documents are required. We will not accept your registration if there are any missing documents.
Please confirm you have marked a check on all items before submission.

研究業績一覧  (様式PFS-2)

 / Research Achievement Summary　（Form PFS-2)

指定期間に研究業績がある者のみ
/ Students who have a Research Achievement

during the specified period

□　添付済み / Attached
□　研究業績無し
    / No Research Achievement

登録申請方法　/ For Registration

1. オンライン登録を行う　/ Complete the online registration

2. 本紙と添付書類を学生支援課に提出する / Submit this form with other required documents

日本語能力検定認定書コピー
 /Copy of Japanese Proficiency Certification

有資格者のみ
/ Qualified students only

□　添付済み / Attached
□　日本語能力検定なし

     / Not qualified

成績証明書 （2020年9月入学者のみ*）

 / Academic transcript
*前課程を東工大で修了（卒業）した場合は不要。

Not required if you finished the previous course at Tokyo Tech.

2020年9月入学者のみ

/ Only students who entered in
2020 September

□　添付済み / Attached
□　新入生ではない
    / Not a new entry student

オンライン登録完了後のメールを印刷したもの
 / A copy of the email sent to you after online
registration

全員 / All students □　添付済み / Attached

在留カードコピー （両面）

 / Copy of both sides of your Resident Card 全員 / All students □　添付済み / Attached

書類名 / Name of document 対象者 / Applies to チェック / Check
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 2020 Registration Form for Privately Funded Scholarships

学籍番号

/ Student ID:
氏名
 / Name :

国籍

/ Nationality:
キャンパス 　　　　  大岡山　・　  すずかけ台　・　  田町

 / Campus: 　　　　Ookayama　　  Suzukakedai      　Tamachi

奨学金が必要な理由  / The reason you need a scholarship

日本語で記入できる場合は日本語（手書き）でお願いします。Japanese handwriting if you can write any Japanese.

以下の書類の添付が必要です。不足書類がある場合は受付けません。
全ての項目にチェックが入っているかご確認の上、提出してください。

登録完了日

/

登録完了連絡日

/

書類受領日

/


	登録申請書

