
 
 

２０２３年１０⽉渡⽇⼤学推薦国費外国⼈留学⽣（研究留学⽣） 

申請書類等⼀覧 

１．申請書類（すべて１部ずつ） 
1） ⽇本政府（⽂部科学省）奨学⾦留学⽣申請書（2023 年版）【指定様式】 

※写真⼜はデジタル画像（最近 6 か⽉以内に撮影したもので 4.5×3.5 ㎝，上半⾝，
正⾯，脱帽）を貼り付けること。印刷した写真の場合は裏⾯に国籍及び⽒名を記⼊
すること。 

2） 専攻分野及び研究計画 【指定様式】 
3） 最終出⾝⼤学（学部⼜は⼤学院）の卒業（⾒込）証明書 
4） 最終出⾝⼤学（学部⼜は⼤学院）の学位に関する証明書 
5） 最終出⾝⼤学(学部⼜は⼤学院)の成績証明書(出⾝⼤学で発⾏したもの） 

※現在⼤学に在籍中の⽅は、最終出⾝⼤学(学部⼜は⼤学院)の成績証明書に加えて、
現在在籍している課程の成績証明書(出⾝⼤学で発⾏したもの)も提出すること。 

6） 最終出⾝⼤学において優秀であることを証明する学業成績 
※GPA，ABC のクラス分け，具体的な順位（何⼈中第何位）等，最終出⾝⼤学にお
ける成績が明確にわかる指標に関する証明書等 

7） 本国の⼾籍謄本⼜は市⺠権等の証明書 
8） 所属⼤学等の研究科⻑レベル以上の推薦状（東京学芸⼤学⻑あてのもの） 
9） 学位論⽂概要等（論⽂内容を簡潔にまとめたもの） 
10） 語学能⼒，専⾨能⼒を客観的に⽰す資料（TOEFL，IELTS，TOEIC，⽇本留学試

験⽇本語科⽬，⽇本語能⼒試験等の証明書等） 
11） 健康診断書【指定様式】 
12） 申請者個⼈調書【指定様式】 
13） パスポートの写し（顔写真のあるページ） 

 
２．申請書類作成に関する注意事項等 

1） これらの書類は、⽇本語⼜は英語により作成すること。その他の⾔語により作成す
る場合は、⽇本語による訳⽂を必ず添付すること。可能な限り⽂書作成ソフト等を
⽤いて A4 サイズに統⼀して作成すること。 

2） 提出書類は⼀切返却しない。 
3） 上記の申請書類がすべて完全にかつ正確に記載されていない場合、⼜は付属書類が

完全に揃っていない場合は審査対象にならない。 
 

３．その他 
総合成績評価をするにあたって、2023 年 2 ⽉中旬〜下旬に、本学教員がオンライン
⾯接等による選考を実施しますので、本学からのメール連絡にご注意ください。 



 

Japanese Government Scholarship for Research Students（Kenkyu Ryuugakusei） 
from October 2023 (University Recommendation) 

List of Application documents and notes 
 

1. Applications documents 
Please submit one of each. 

i. Application form for Japanese Government (Monbukgakusho; MEXT) Scholarship for 
Research Students for 2023【Designated form】 
* Paste your photo or digital image (Taken within 6 months, upper body, full-faced, 
uncapped). If you use physical photo, please write your name and nationality on its back. 

ii. Field of Study and Study Program【Designated form】 
iii. Graduation / Prospective Graduation certificate of the university attended 
iv. Degree certificate / Prospective Degree certificate of the university attended 
v. Academic transcript of the university attended 

*If the applicant is attending a university, submit a current courseʼs transcript issued by the 
university as well. 

vi. Academic transcript to certify the excellence and proficiency of the applicant at the 
university 
*Certificate of academic achievement criteria that verify the grade of the applicant, e.g., 
GPA, proficiency level of classes, grade rankings and so on. 

vii. Certificate of oneʼs family register or citizenship 
viii. Recommendation letter from the Dean or the President (addressing to the president of 

TGU) 
ix. Abstract of thesis 
x. Certificate of language proficiency and professional skills examination (e.g. TOEFL, 

IELTS, TOEIC, EJU, JLPT) 
xi. Certificate of Health【Designated form】 
xii. Personal Sheet 【Designated form】 
xiii. Passport copy (The page of the photo printed)  

2. Notes regarding applications 
i. These documents must be written either in Japanese or in English. Documents written in 

any other languages must be attached with a Japanese translation. All documents should 
be arranged to A4 size as much as possible. 

ii. Submitted documents would not be returnable. 
iii. Application documents submitted overdue and/or filled in or issued incorrectly 

/incompletely are not acceptable. 
3. Others 

All applicants are supposed to take screening by such as online interview with faculty members of 
TGU during mid to late-February 2023. Please be careful about information delivered by email. 


