
 

 ２０２２年度奨学生募集要項 
 

公益財団法人バロック村井博之財団 

１. 趣旨 

本財団は、日本人学生及び外国人留学生に対して奨学援助を行うことで、ボーダレス化が

進展する社会において、自らの手で新しい文化を創造し、積極的に世界へ飛躍することを志

す人材を育成することを目的とします。 

 
２. 応募者の資格等 

・日本国内に居住する者で、日本国内の大学、短期大学、専門学校（以下「大学等」と 

言う。）に在学する日本人学生及び外国人留学生。 

・他の給付型奨学金を受給していない者。 

・本財団が企画する行事（贈呈式等）への参加に協力することが出来る者。 

＊世帯所得は書類選考の判定に使用しますが、世帯所得による応募制限はありませ 

ん。 

 

３. 奨学資金給付期間 

2022年4月1日より2023年3月31日までの1年間 

外国人留学生の場合で、日本の大学等に在籍する期間が上記期間に満たない場合に

は、在籍する月分のみを給付期間とします。 

 
４. 奨学金給付額 

月額3万円（年間36万円） 

※返済の必要はありません。（返還請求事由に該当する場合を除く） 

 
 

５. 募集定員 

25名～30名程度 
 
 

６. 応募方法 

(１) 申込は、本財団所定の申請用紙に必要事項を記入し、郵送による方法で受付けます。

なお、申請書類は、本財団のホームページからダウンロードできるほか、郵送での請

求も可能です。 

(２) 提出された書類は返却いたしません。本財団の個人情報管理規程に従い、適正に処理

いたします。 

 
（３） 提出書類（個人情報は適切に管理し、選考目的以外で使用しません） 

① 申込書 写真付/カラー/6 ヶ月以内 （指定用紙に日本語で書いてください） 

② 誓約書 （指定用紙に日本語で書いてください） 



③  小 論 文 

論文課題 

以下のいずれかのテーマを選択 

・「グローバル社会へ飛躍するために」 

～学生として何を学び、どう成長すべきか～ 

・「サスティナブルな社会の実現のために」 

～日本の産業界は何に取り組むべきか～ 
 
 

指定課題用紙 

・学校名、学部、学年、氏名を書いてください。 

・フォントは 10.5pt で入力し、800 文字以上 1200 文字以内とします。 

・指定用紙に日本語で書いてください。 

 
 

④ 在学証明書（原本） 

⑤ 成績証明書※ 

※ 大学１年生は、卒業高校の調査書（原本） 

※ 高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書（原本） 

※ 外国人留学生は、最終校の成績証明書（原本） 

※ 日本語・中国語・英語。それ以外の言語の場合は翻訳を添付してください。 

⑥ 口座届※ 

※ 申込書内に所定の記載欄を設けています。 

※ 口座番号のわかる通帳口座の写しのご提出をお願いします。 

⑦ 住民票の原本（世帯全員がわかるものでマイナンバーの記載が無いもの） 

⑧ 在学学長又は在学学校長の推薦書 

※ 学長又は学校長から受領することを原則としますが、やむを得ない場合に

は、指導教授による推薦も認めます。ただし、指導教授から推薦を受ける場合

には推薦書の特記事項に学長又は学校長から推薦を受けられない理由を付記し

てください。 

⑨ 個人情報の取扱いに関する同意書 
 
 

７. 申込期間 

2022年4月1日 ～ 2022年5月13日（当日消印有効） 
 
 

８. 選考方法 

奨学金給付対象者は、本財団の選考委員会において、出願書類による審査を通過し

た者を対象とする面接審査を経て候補者を選考し、本財団理事会において承認の上、

決定いたします。面接審査は、2022年6月下旬頃に、WEB上での面接を予定しておりま

す。 
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９. 結果通知 

採否に関わらず、審査結果は2022年7月中旬を目途に、郵送にて通知いたします。但し、審

査結果及び審査理由等には一切お答えいたしかねます。 

 
１０．支給方法 

本人名義の金融機関口座へ振り込みます。 

2022年8月末までに12ケ月分振り込ます。 

※本人以外の名義の口座には振り込みができません。 

※外国人留学生の場合、給付期間中、日本の大学等に在籍する月分の奨学金を給付しま

す。 

 
１１．贈呈式 

2022年8月頃を予定 

※採用者には、事前に通知致します。 

※贈呈式の出席に協力することは義務付けられています。 

※贈呈式に必要な交通費（国内分）は本財団が負担致します。 
 
 

１２．受領書の提出 

奨学金受領後に奨学金受領書を提出願います。 
 
 

１３．報告および届出事項 

（１）報告 

奨学生は成績証明書、生活状況報告書を給付期間終了後、2023年5月末までに理事長宛

に提出してください。 

 
（２） 届出事項 

休学、転学、退学、長期欠席、停学、留年、その他の処分、氏名・住所等の変更につ

いては適時本財団へ報告してください。 

 
１４．奨学金の休止、停止、打切り 

下記の事由に該当したときは、奨学金の休止、停止、打切りを求めることがあります。 

(１) 奨学金の申請書に虚偽の記載があった場合 

(２) 奨学生が奨学金の受給中に、休学、停学、留年及び退学した場合 

(３) 奨学生が本財団に対し指定された書類を提出しない場合 

(４) 本財団の信用を害した場合 

(５) その他奨学金給付規程第2条に規定する奨学生としての資格を失った場合 

(６) 前各号の他、奨学生として適当でない事実があった場合 



 
 

１５．奨学金の返還請求 

奨学金の休止、停止、打切りを決定した事案について特に悪質と認められる場合で、下

記の事情のいずれかがある場合、理事長は選考委員会の決議を経て、支給した奨学金の一

部または全部の返還を求めることがあります。 

（１） 申請書に虚偽の記載があり、かつ、当該虚偽記載が悪質である場合 

（２） 奨学生が留年または退学し、かつ、就学の態度が誠実でない場合 

（３） 奨学生の就学状況が著しく不良であり、かつ、その原因が奨学生に起因する場合 

（４） 奨学生が本規定のいずれかの条項に違反し、かつ、改善の要請にも拘わらず、改善

されない場合 

（５） 犯罪、反社会的行為その他社会的な信用を失墜する行為を行った場合 

（６） 前各号の他、本財団の奨学金の趣旨に著しく反する場合 

 
 

１６．辞退 

奨学金の受給は、原則として、辞退できません。だたし、奨学金を必要としない事由が

生じた場合又は奨学金の資格要件に該当しなくなった場合には、所定の届出書に推薦し

た学長又は学校長が署名、捺印したものを本財団事務局に届け出ることで奨学金の受給

を辞退することができます。 

 
１７．個人情報の取扱い 

本財団が、応募書類から得た応募者の個人情報は、奨学金給付対象者の選考、審

査結果の本人への通知など、選考業務に限定して使用いたします。 

 
１８．注意事項 

（１）本財団の奨学生は、卒業後の就職その他についての何らの制限拘束は受けません。 

（２）この要項に記載してある事項につき不明の箇所、又はこれ以外で疑問があれば、一般財

団法人バロック村井博之財団事務局までお問い合わせください。 

 
１９．申請書類提出先・連絡先 

公益財団法人バロック村井博之財団 事務局 

〒153－0042 東京都目黒区青葉台 4 丁目 7 番 7 号 住友不動産青葉台ヒルズ 

Mail：info@baroque-murai.or.jp 

Web：https://baroque-murai.or.jp 

※「奨学生応募書類在中」と明記ください。 

※書類の不足があった場合は、いかなる理由であれ受理いたしません。 

※お送りいただいた書類は返却いたしませんのでご了承ください。 

mailto:info@baroque-murai.or.jp


よくあるご質問（Q&A）

項　目 Question Answer

応募者の資格および条件 大学院生は対象ですか？ 大学院生は対象外です。

応募者の資格および条件
「国の授業料減免制度」とは、高等教育修学支援制度のことになりますか？

それとも国公立大学向けの制度のことでしょうか？
高等教育修学支援制度のことを指しております。

応募者の資格および条件
現在、別の奨学金を応募しています。

もし現在応募している方が採用された場合、応募辞退は可能なのでしょうか？

原則として辞退を前提としたご応募はお受けできかねますが、

奨学金が不要となる理由が生じた場合は「辞退届」のご提出にて承ります。

応募者の資格および条件 年齢制限はありますか？ 年齢制限は設けておりません。

応募者の資格および条件
日本に留学するための資金確保のため応募を検討しています。

支援してもらえますか。

本財団の奨学金は、日本国内に居住し、応募年度に日本国内の大学、短期大学、専門学校に

在学している学生が対象となります。

留学先の日本の学校が未確定の場合はご応募頂けません。

応募書類 学校が「推薦書」の発行をしていません。
原則は学校（学長、学校長名）の「推薦書」のご提出となりますが、

校の取り決めによりご用意が難しい場合は、指導教授による推薦でも結構です。

応募書類 「推薦書」は実筆でなければなりませんか？ 押印があれば、それ以外の項目は実筆でなくとも結構です。

応募書類 「推薦書」に学生の家庭事情などを盛り込むなどの必要はありますか？
必要に応じて特記事項欄にお書き添えください。

なお、特記事項欄については空欄でも結構です。

応募書類 「推薦書」は教授からのPDFデータをプリントアウトしたものを提出しても良いでしょうか？

原本が望ましいですが、ご事情がある場合はデータをプリントアウトしたものを

応募書類に添えてください。

ただし、審査の際や奨学金給付前に原本のご提出を求める可能性もありますので、

原本は破棄しないことをお勧めいたします。

応募書類
教授が外国籍のため「推薦書」は英語での表記でも良いでしょうか？

日本語表記に限定されますか？
日本語表記に限定しておりませんので、英語又は中国語でも結構です。それ以外の言語の場合は翻訳を添付してく
ださい。

応募書類 学士編入をした2年生での入学のため「成績証明」の発行はどうすれば良いですか？ 編入前の大学の「成績証明書」または、卒業高校の「調査書」をご用意ください。

応募書類 「成績証明書」の※の項目は該当する学生のみが対象ですか？ ※の項目に該当する方のみに向けた但し書きとなります。

応募書類 「奨学生申込書」に添付する写真のサイズには指定はありますか？
枠内（縦62㎜×横47㎜）に収まれば特に指定はございません。

一般的な証明写真を貼り付けて頂ければ結構です。

応募書類 「小論文」のフォーマットの枠は伸ばしても良いですか？
内容や文字数に応じて縦に拡張してください。

横のサイズの変更はしないでください。

応募書類 提出後に書類の訂正・修正をお願いすることはできますか？
公平性を保つため、ご本人様都合による訂正・修正はお受けできかねます。

ただし、本財団より訂正・修正を求める場合は除きます。

応募書類
留学生のため現在「住民票」を持っていない場合は、

在留カードを提出しても良いでしょうか？

在留カードをお持ちの方は、住民基本台帳法に基づき、お住まいの市区町村で

「住民票」が作成されますので、日本国民と同様に「住民票」の写しの交付を受けることができます。

まずはお住まいの地域の市町村役場へご確認ください。

応募書類
一人暮らしをしているため「住民票」は自分自身が世帯主となります。

別途家族の「住民票」も必要でしょうか？

「申込書」に記載した“世帯収入”により生活をされる方が含まれる「住民票」をご用意ください。

※応募者自身の収入にて学費や生活費を支払っている場合は、

　本人が世帯主の「住民票」のみで結構です。

応募方法 応募の際は学生本人が郵送すれば良いですか？大学での取りまとめは必要でしょうか？
ご本人からの直接の郵送で結構です。

応募状況把握等のために学校で取り纏めてお送り頂いても問題ございません。

応募期限
締切期日までに郵送したのですが、宛先不備のため書類が手元に戻ってきてしまいました。

改めて郵送したら、期日を過ぎていても受付してもらえますか？

締切日までの消印があるご応募のみの受付をいたします。

個別の締切延長は、他の応募者様の審査に影響を及ぼすため対応できかねますので、

書類の送付漏れや宛先間違いについては十分にご注意ください。

応募期限
事情があり応募書類の一部を締切までに用意することができません。

締切を延長してもらえますか？

原則として応募者様都合の締切延長は行っておりません。

特別なご事情がある場合は、事前にHPのお問合せフォームより事務局へご相談ください。

その他 2020年3月末に設立されたばかりの財団とのことですが、大丈夫でしょうか？

設立間もない財団のため、具体的な活動実績は今後積み上げることとなりますが、

内閣府による活動内容や財務状況等の審査を経て、公益財団法人に認定されておりますので、

ご安心ください。

書類審査
書類審査の結果は合否問わず通知されますか？

また、いつ、どのような方法で通知されますか？

書類審査の結果については、合否問わず6月上旬を目途にメールにてご通知いたします。

※申請書にご記入いただいたメールアドレスへお送りいたします。

面接審査 面接の案内はいつどのように通知されますか。
書類選考通過者へ6月上旬を目途にメールにてご通知いたします。

※申請書にご記入いただいたメールアドレスへお送りいたします。

面接審査 面接は東京での対面の面接でしょうか。
面接審査は対面またはオンラインでの実施を予定しております。

実施方法と日程が確定しましたら、書類選考通過の方へご案内いたします。
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