ロータリ米山記念奨学会奨学金申請書
2022 ROTARY YONEYAMA MEMORIAL FOUNDATION SCHOLARSHIP
APPLICATION FORM
NOTES:
申請書の個人情報は、この奨学金の選考にのみ使用します。
-Personal data entered in this application form will only be used for the scholarship selection purposes.

所属
School/Graduate School
Department
1. 氏名 Full Name
2. 学籍番号 Student No.
4. 生年月日 Date of Birth
年 Year

3. 国籍 Nationality

/

月 Month

/

日 Day

5. 在留資格について
在留資格は「留学」ビザですか。Do you have a student visa?
□ はい Yes

□ いいえ No

6. 住所 Address
電話番号 Phone:
メール E-mail:
7.現在の経済状況 Current Finances
仕送り額 Monthly allowance from family

円 Yen

奨学金 Scholarship

円 Yen

アルバイト Part time job

円 Yen

その他 Other

円 Yen

8．日本語能力について Japanese Language Proficiency
日本語能力試験

級

JLPT（If you have any grade）

日本語手書きで申請書が作成できますか？
Can you fill up application forms (Essay and research plan etc.) in Japanese with handwriting?
YES

/ NO

9. 奨学金申請状況 Scholarship Records 他の奨学金に申請している場合下記に記入してください。
If you have applied for other scholarships, give the details below.
奨学金名 Name of Scholarship

選考結果 Selection Result
（選考中/採用/不採用）
(still on process/ selected/ not selected)

月額 Monthly
Amount

Yen
上記のとおり相違ありません。I hereby certify that the above information is true and correct.
Date of Application:

Applicant signature:

期間 Period

AMBITIONS FOR ROTARY YONEYAMA MEMORIAL FOUNDATION SCHOLARSHIP
ロータリ米山記念奨学会では、異文化理解に意欲があり、地域での奉仕活動を含め積極的に活動することができるコミュ
ニケーション能力に優れた留学生への支援を目的に奨学生を募集しています。あなたが普段参加、実施している地域社会
におけるボランティア活動や日頃から意識して実行していること、また、日本で得た経験をどのように母国に還元するか
夢や展望について、200～300 字程度で説明してください。また、その活動内容の記録を提示できるようでしたら、併せ
て資料を提出してください。
Rotary Yoneyama Memorial Foundation supports international students who are striving for cross-cultural understanding, willingly
participate in activities including voluntary works for local communities and have excellent communication skills.
Describe the voluntary works you participate for local communities on regular basis and the things you are consciously making
efforts or caring in your everyday life, how to contribute to your home country with your experience gained in Japan and your
ambitions for future in 200-300 letters in Japanese or 100-150 words in English. Provide any materials to show your activity records
if possible.

【米山奨学生の義務】※これらの活動ができない方は、申請できません。
・毎月 1 回～2 回開催される世話クラブの例会に出席すること。
・年 2 回の奨学生レポートを世話クラブ経由で提出すること。
・例会では日本語でスピーチを行い、世話クラブ及びロータリ地区の活動に積極的に参加し、ロータリ会員との交流を通じ
て異文化理解や相互理解を深める努力をすること。

[Duties for Yoneyama Scholarship Recipients] *You cannot apply for the scholarship if you cannot do the activities
written below.
-Attend Sewa Club meetings which are held 1-2 times a month.
-Submit reports twice a year to Sewa Club.
-Make a speech in Japanese at the regular meetings. Willingly participate in events held by Sewa Club and your
Rotary Area and make efforts for cultural exchanges and mutual understandings with Rotary member.

