
２０２２年度 
財団法人松山済美会 私費外国人留学生奨学金募集要項 

 

財団法人松山済美会（以下，済美会）はキリスト教主義による下記事業を営む団体です。 

（１） 勤労青少年センターとして青少年育成に関する支援事業 

（２） 宗教，文化活動に関する援助事業 

（３） 社会福祉活動に対する援助事業 

 

１ 目的  

愛媛大学に在籍する私費外国人留学生（外国政府派遣留学生は除く）に，生活費の一部として奨学金を援

助することで，勉学環境整備の一助となり，国際理解や友好親善の進展に貢献することを目的として実施す

るものです。 

 

２ 応募資格 

    ２０２２年１０月１日現在において，下記のすべての要件に該当する者 

（１）正規課程に在籍する私費留学生（外国政府派遣留学生は除く）である者 

（２）他の奨学金を受給していない者（応募時も他の奨学金を受給していないこと） 

（３）国際理解と友好親善に関心を持ち，かつ，貢献する意欲を有する者 

 

３ 応募手続 

希望者は，次の書類を期間内に国際連携課へ提出してください。 

     「奨学金支給申請書」 

 

提出期限：２０２２年１０月１３日（木） １５時 

 

４ 選考 

    書類選考の上，面接を実施し受給者を決定・通知します。 

 

５  支給方法等 

（１）支給方法： 財団法人松山済美会から受給者の銀行口座（伊予銀行か愛媛銀行）に振り込み 

（２）支給期間： ２０２２年１０月～２０２３年３月 

（３）支給額： 月額１５，０００円 

 

６ 奨学金支給の停止及び取り消し 

    受給者が次のいずれかに該当する場合は，奨学金の支給を停止または取り消すことがあります。 

（１）申請書に記載すべき事項を記載していないとき又は虚偽の記載をしていたとき 

（２）他の奨学金を受給するようになったとき 

（３）愛媛大学に在籍しなくなった等，応募資格（１）に該当しなくなったとき 

（４）長期欠席等学業継続の見込みがなくなったとき 

（５）学業又は素行等の状況により，支給対象者としての適性を欠くと認められたとき 

 

７ その他 

当会が主催する行事には積極的に参加してください。 



外国人留学生奨学金募集 
Scholarship for International Students 

 
外国人留学生奨学生の募集を下記のとおり行います。各自必ず、各募集要項を読み、詳しい内容を確認してから応

募してください。 

The International Office has started to accept the applications for the following scholarship. You must read the 
information in the guideline notes and check your eligibility before applying.  
 
■募集奨学金 Scholarships （学内定員 Number available within the University） 

松山済美会 奨学金 （１名）/ Matsuyama Saibikai Scholarship (1) 
 
■提出書類 Documents to be submitted 

１．奨学金支給申請書 Scholarship application form 
  *全て日本語で記載すること。 

* Fill out everything in Japanese.  
２．愛媛大学の成績証明書 An academic transcript issued by Ehime University 

３．在留カードのコピー A copy of your residence card 
４．パスポートのコピー A copy of your passport 
５．振込口座通帳コピー（銀行名・支店名・口座番号・口座名義が明記してある箇所） 

A copy of your bank book (bank/branch name, account number, and account holder's name.)  
*済美会奨学金希望者：伊予銀行または愛媛銀行の口座が必要。 

* An Applicant of Matsuyama Saibi Scholarship: A bank account of Iyo Bank or Ehime Bank required.  

上記１～５以外の書類の提出は受け付けません。We do not accept anything other than 1-5 above.  
 

■提出先：国際連携課学生交流チーム（愛大ミューズ２階） 
Place of Application ： Student Exchange Team, the International office (2nd floor in Aidai Muse Bldg.) 
*ただし，医・農・連大の学生は所属学部の学務チームへ提出可。 

締切日必着の郵送でも受け付けますが、発送した日に発送したことを kokuryu@stu.ehime-u.ac.jpへメールにて報告すること。 

（郵送先）〒790-8577 愛媛県松山市文京町３番 愛媛大学国際連携課学生交流チーム 

Students of Schools of Medicine, Faculty of Agriculture, and UGAS can submit their applications at their Student Affairs Office. 
You can submit the documents not only by hand but also by simple registered mail. 
The application must reach the following place no later than the deadline.  
In addition, you should send an email to kokuryu@stu.ehime-u.ac.jp on the day you send the documents. 
〒790-8577 International Office, Ehime University 3 Bunkyo-cho, Matsuyama, Ehime, Japan  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

締切: 2022 年 10 月 13 日（木） 15 時 

Deadline: 3 PM on Thu, 13th Oct 2022 
 

 
要項・応募用紙等は、以下のＵＲＬからダウンロードしてください。 

Please download the guideline and application forms from the following URL. 
 

http://web.isc.ehime-u.ac.jp/c_scholarship.html 
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