
2023年度 私費外国人留学生奨学金 
 
奨学金名 朝鮮奨学会 
 
給付金額 学部生 25,000円   修士課程 40,000円 

博士後期課程  70,000円（すべて月額） 
 
給付期間 2023年 4月より 1年間 
 
応募資格 
■応募時点で本学に在学し、本学ウェブサイト上で 2023 年度私費外国人留学生奨
学金応募登録が完了していること（応募登録は毎年度更新が必要） 

■募集要項(別紙)記載の応募資格を満たし、奨学生の義務を果たすことができること 
■受給期間中の留学はできません 
■財団による面接がある可能性があります 
  
応募種別 学内選考  （推薦人数  大学院 2名  学部 1名） 

応募者について学内で選考し、財団に推薦する候補者を選出します。  
㊟大学から推薦されたら、財団で採否が決まるまでは他の「学内選考」「一括推薦」 の奨学金 
には応募できません。選考中に「直接応募」の奨学金には応募しても構いませんが、どちらも採用さ
れた場合には、必ず大学から推薦している奨学金を優先していただきます（辞退不可）。  

応募締切 2023年 4月 17日(月) 11:00am 
 
応募方法 
応募希望者は、上記応募締切日時までに学生支援課奨学事業係(西キャンパス本館 1 階)もしくは
千代田キャンパス事務室(千代田キャンパス通学者のみ)まで以下の書類を（ホチキス留めせずに）
提出してください。（募集要項記載の提出書類とは異なるので注意)  
＊郵送推奨。締切日必着。ＨＰの郵送宛先票をご利用ください。  
■奨学金応募登録完了報告書 
① 願書（こちらからダウンロード  http://www.korean-s-f.or.jp/doc/02-10.pdf  ） 
＊受付番号～応募種別は空欄にしてください。 
＊在学証明、国籍・在留資格を証明する書類  → 学内選考時不要  
＊収入・所得証明書類               →  学内選考時不要  
＊自己 PR・その他証明書類               → あれば添付 

③ 成績証明書および成績評価値計算表(ダウンロード＊) 
⑥研究計画書 (大学院生のみ要/ダウンロード＊) 

 (＊ダウンロード   http://www.korean-s-f.or.jp/02-07.htm  )  
問い合わせ先 （問い合わせは締切直前は避け、余裕を持ってしてください。） 
学生支援課 奨学事業係 外国人留学生奨学金担当 
TEL: 042-580-8922   E-mail:  scholarship2@ad.hit-u.ac.jp       

http://www.korean-s-f.or.jp/doc/02-10.pdf
http://www.korean-s-f.or.jp/02-07.htm
mailto:TEL:%E3%80%80042-580-8922


※留学生の新規生のみ大学経由で応募します。その他の方・継続の方は個人で直接応募してください。 

※応募前に 奨学金応募の手引き、所得証明書類他の必要書類 を財団 HP で必ず確認ください。 

      朝鮮奨学会 HP     http://www.korean-s-f.or.jp/02-07.htm   
 

4/17 までに  応募者は下記①③⑥を奨学事業係へ提出。 
＊大学院生は後日推薦書が必要になる可能性を指導教員へ連絡しておくこと 

4/24頃   奨学事業係より 学内選考結果発表および 
「一橋大学の留学生推薦大学コード」を推薦者へ通知。 

5/12 までに ＜推薦者本人＞ 
各自所定のWEBサイトからWEB願書と同じ情報を入力/アップロード。 
大学院生はアップロード完了メール記載の手順で 
⑥研究計画書、⑦推薦書のアップロードも必要です。 

5/12 までに ＜奨学事業係＞ 
推薦者の名前を朝鮮奨学会に所定のフォームにて財団へ報告。 

 

必要書類 ステップ 学部 大学院生 ＜推薦者本人＞手続き 

5/12(金)17:00迄 

① WEB願書  
 
１ 

 
 
● 

 
 
● 

インターネットの専用フォームに 

入力 

② 在学証明書 インターネットの専用フォームで 

画像をアップロード ③ 成績証明書 

および成績評価値

計算表 

④ 国籍在留 

資格証明 

⑤ 収入所得 

証明書類 

⑥ 研究計画書 2 不要 指定クラウドへのアップロード 

⑦ 推薦書 不要 

 



私費外国人留学生奨学金応募登録完了報告書 

Report of Scholarship Registration for Privately Financed International Students 
 

私は，下記のとおり奨学金応募登録を完了しました。 

I hereby confirm that I have completed the Scholarship Registration as follows: 

 

氏名    Name 

（あれば漢字でも明記） 

※パスポートのとおり。As on your passport. 

 

学籍番号 Student ID 

（学籍番号が未定の場合は受験番号 

Examinee's Number） 

 

 

*奨学金応募登録と一致するか確認要 

国籍    Nationality  

所属    Affiliation 

学年    Grade 

※丸をつけること。 Please circle. 

商学部／経済学部／法学部／社会学部／ソーシャル・データサイエンス学部 

【学部】  １年／２年／３年／４年  

経営管理研究科／経済学研究科／法学研究科／社会学研究科／ 

言語社会研究科／法科大学院／ソーシャル・データサイエンス研究科 

国際企業戦略研究科（ＩＣＳ）／国際・公共政策大学院（ＩＰＰ） 

【大学院】  外国人研究生 Research Student 

修士 Masterʼs             １年／２年／３年以上 

      専門職 Professional Degree １年／２年／３年以上 

      博士 Doctoral        １年／２年／３年／４年以上 

今回応募する奨学金 

Name of Scholarship you apply this time 
 

 

*現在応募している他の奨学金 

Name of Scholarship you are applying 
□なし not applying other scholarships 

□あり Specify the scholarship you are applying

（             ）（             ） 

*留学を申請もしくは希望して 

いるか  Plan to study abroad 
□はい have plan to study abroad・□いいえ Stay in Japan 

はいの人→留学時期・期間（Period                ） 

申請日時  

Application Date 

年(Year)        月(Month)         日(Day) 

 

申請者署名  

Signature 

 

 

＊応募時点での所在地についてどちらかに〇をつけてください。 Your current place of residence 

１．日本にいる in Japan ２．日本国外にいる outside Japan 
 

＊応募後の所在地についてどちらかに〇をつけてください。 Will you be in Japan after application? 

１．日本にいる予定 Yes  ２．日本国外に近日中に行く予定 No 
以上 202304ver 

本報告書は，民間奨学金応募書類提出時に毎回添付すること。 

Please note that this report should be attached to application 

documents of every private finance group scholarship. 




