
様式　PFS-1 / Form PFS-1

※1

※2

以下、学生支援課記入欄

//

3. 成績証明書  / 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.

 A. 掲載論文（レフリー有り）のコピー

      Copy of the paper with peer review ※1

 B. 掲載論文（レフリー無し）のコピー

     Copy of the paper without peer review※1

 上記期間中に掲載論文（レフリー無し）がある者のみ

 Students who have a publication on a Journal Papers without peer review
within the above period.

①論文題目、②発表した学会名等、③発表日　が確認できるページのみ。①から③がはっきりとわかるよう、マーキングすること。

A page that contains ①Thesis subject, ②Name of the academic meeting you presented　and ③Presentation date.　Please highlight on ① to ③ before uploading

the file.

 D. 国内学会等のプログラムのコピー

   Copy of the program of the Domestic Academic Meeting※2

 上記期間中に国内学会での発表がある者のみ
 Students who have a presentation at a domestic academic meeting within the
above period.

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

5. 研究業績を証明する書類 (対象期間：2021年9月1日から2022年8月31日)
   Documents to prove your Research Achievement between September 1, 2021 to August 31, 2022
  対象期間中に複数ある場合は直近の1件分のみ。/ The most recent one if you have several achievements within the period.

有資格者のみ
/ Qualified students only

3. 登録完了の自動送信メール受信　/  Receive automatic e-mail when registration is accepted

登録完了日

/

①論文題目、②共著者名、③掲載された学会誌等及び刊行物名、④発行刊・号・ページ、⑤発行年月日　が確認できるページのみ。

①から⑤がはっきりとわかるよう、マーキングすること。

A page that contains ①Thesis subject, ②Coauthor’s name, ③Names of academic journals and publications it was placed, ④Publication volume, issue, page and

 ⑤Publication date.　Please highlight on ① to ⑤ before uploading the file.

対象者 / Applies to

全員 / All students

全員 / All students

2022年9月入学または2023年4月入学の新入生のみ

/ Only September 2022 or April 2023 enrollees

 上記期間中に掲載論文（レフリー有り）がある者のみ

 Students who have a publication on a Journal Papers with peer review　within
the above period.

必要書類 / Requried Documents

1. 大学推薦の民間奨学金　登録申請書 〈2022-2023年版〉(様式 PFS-1）
    2022-2023 Registration Form for Privately Funded Scholarships （Form PFS-1）

2. 在留カードコピー （表面）

   Copy of front side of your Resident Card

 C. 国際学会等のプログラムのコピー

      Copy of the program of the International Academic Meeting※2

 上記期間中に国際学会での発表がある者のみ
 Students who have a presentation at an international academic meeting within
the above period.

大学推薦の民間奨学金　登録申請書 〈2022-2023年版〉

 2022-2023 Registration Form for Privately Funded Scholarships

学籍番号

Student ID:
氏名
 Name :

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.

　To register, you will need the documents listed below.  All documents should be prepared as an image format file within 2000KB (jpg, jpeg, png, gif, pdf）.

登録手順　/   Registration procedure

2. 登録申請フォームを入力する　/  Enter the online registration form

1．民間奨学金への登録申請を行うには以下の書類が必要です。全て画像形式（各2000KB以内のjpg, jpeg, png, gif, pdf）にてご準備ください。


