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東京農工大学国際交流奨励奨学金 
2019年度国際学会研修プログラム募集要項 
INTERNATIONAL EXCHANGE SCHOLARSHIP 
TOKYO UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND 
TECHNOLOGY  
INTERNATIONAL CONFERENCE PROGRAM 
2019 APPLICATION REQUIREMENTS 
 
プログラム概要 OVERVIEW 
国際学会研修プログラムは、2019年度に海外で開催される国際学会又は国際会議で、学生自身が講演
者として研究発表を行う学生に対して支援するプログラムです。 
プログラム内容は、国際学会発表に必要な指導を指導教員から受け、海外渡航に必要な危機管理に関

する教育と、国際学会又は国際会議に参加するための奨学金（一律 3万円）の支援となります。 
 
The International Conference program provides support for students who present 
his/her research as a lecturer at the international conference or international 
meetings held overseas in 2019 fiscal year. 

  The program provides scholarship (30,000JPY) to applicants who have necessary 
guidance by a supervisor for presentation at the international conference or 
international meeting, and been supervised regarding risk management required for 
overseas travel. 

 

1. 対象者 Target Students 
本学所属（本学に籍がある）の学部生・大学院生 

Undergraduates and Graduate students currently enrolled at Tokyo University of 

Agriculture and Technology 

2. プログラム要件 Application Requirements 
（１）2019年度に海外で開催される国際学会又は国際会議で、学生自身が講演者として研究発表を

行うこと。（ポスター発表を含む） 
Applicants conducting his/her own presentation at international conference or 
international meetings held overseas in 2019 fiscal year (including poster 
presentation). 
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（２）海外渡航に関する危機管理セミナーに出席すること。（年 2回開催予定） 
セミナー当日、出席確認を行います。やむを得ない理由により出席できない場合には、海外渡航に関

する資料（本学の『学生向け留学ハンドブック』、外務省の『海外安全虎の巻』）を一読のうえ、「海

外渡航に関するチェックシート」を提出してください。 

第１回：2019年 7月 3日開催 
第２回：2019年 12月頃開催予定 
※開催日程等の情報は、Web掲示板及び国際交流室の HP をご確認ください。 

Applicants need to attend  “Risk Management for Overseas Travel” Seminar 
（Scheduled to be held twice a year ）. We will take your attendance.  

If there is an unavoidable reason for not being able to attend the seminar, please 
read the documents on overseas travel, and submit the "Overseas Travel Check 
Sheet.” 

                  First Seminar: July 3, 2019 
Second Seminar：Scheduled to be held in December, 2019. 

※For detailed information regarding the schedule for the seminar, please  
check the WEB Bulletin Board, or International Affairs Office HP. 

 
 

（３）国際学会発表に必要な指導を指導教員から受けていること。 
Applicants need to be supervised from the Advisor regarding his/her 
presentation at the international conference. 

3. 奨学金について  Scholarship Amount 
奨学金は、各年度（各年次）1回で、一律 3万円を支援します。 
なお、奨学金の支給は、下記申請期間の翌々月となります。 
Applicants satisfying the application requirements will receive a scholarship of 
30,000JPY. Students can apply once each year. 
Scholarship is paid two months later from the application period. 

4. 奨学金の申請方法 Application Method 
下記 URL もしくは QR コードからWeb登録を行ったうえで、下記の申請書類を所定の期日までに（４）

に示す受付窓口へご提出ください。 

After completing your WEB registration from the following URL or scanning the QR 

code, please submit the following documents to the administration office shown in 

(4) below by the deadline. 

 

(1) Web登録(ログイン画面が表示されますので、TUAT-IDでログインして下さい) 
 WEB Registration (Login with TUAT-ID) 
URL: https://forms.gle/5qc5v137E6JKKsGu7 
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QR Code: 

  
(2) 申請書類 Application Documents 
① 国際学会研修プログラム報告書（指導教員のサイン及び成果 A4 １枚程度） 

International Conference Program 2019 Report Form (the signature of the 
supervisor and a report in 1 page, A4 sheet) 

② 研究発表が掲載されている国際学会又は国際会議のプログラムの写し【表紙と当該ページのみ】 
A copy of the international conference or the international meeting which 
indicates your research presentation 【Only the cover page and the applicable 
section which shows you have presented at the conference】 
 

表紙：発表した国際学会又は国際会議名・開催日時・開催場所・主催団体名（学会名等）が
記載されている部分 

Cover Page: Section indicating the name of the International Conference or 
International Meeting, Time, Date, Place, and name of the host 
organization or organizing committee. 

 
当該ページ：当該学生が発表した日の当該セッションの全プログラム目次 

プログラムの冊子がない場合には、それに代わるもの（主催団体ホームページ） 
Applicable section: Page showing all the contents of the program session the 

day student presented. 
If there is no program booklet, please provide alternative 

document (example: host organization website page). 
 

③ 国際学会又は国際会議の講演要旨の写し 
（②③については学生自身が発表したことがわかる箇所(氏名等)をハイライトまたは下線を引いてく
ださい） 
A copy of the abstract of the international conference or the international 
meeting (Mark the section (name) of which indicates your presentation for #
②, and #③). 

④ 奨学金の振込に必要な書類（振込依頼書） 
Necessary documents for transferring scholarships（Transfer Request Form） 

⑤ 海外渡航に関するチェックシート（危機管理セミナー出席者は不要） 
Overseas Travel Check Sheet（Not necessary to submit this sheet  for 
students who attended “Risk Management for Overseas Travel” seminar. 

 
（3）申請期日 Application Period 

①上半期（4～9月）に行われた国際学会は、2019年 10月 31日まで。 
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  なお、2019年 9月修了者は、2019年 8月 30日まで 
①For presenting at international conference/meeting in the  

First Semester（April～September）Deadline:【 October 30, 2019】 
*For those students completing courses in September 2019, the application 
deadline is August 30, 2019. 

②下半期（10～3月）に行われた国際学会は、2020年 4月 30日まで 
  なお、2020年 3月卒業・修了者は、2020年 2月 28日まで 
②For presenting at international conference in the  

Second Semester（October～March）   Deadline:【April 30, 2020】 
*For those students completing or graduating courses in March 2020, the 
application deadline is February 28, 2020. 

 
（4）申請書類の受付窓口 Where to Submit  

農学部・農学府     ：府中地区学生支援室 
工学部・工学府・BASE :小金井地区学生支援室 
連合農学研究科    ：連合農学研究科学生係 
・Faculty of Agriculture・Graduate School of Agriculture：Fuchu Student Support 
Office 
・Faculty of Engineering・Graduate School of Engineering・BASE :Koganei 

Student Support Office,  
・United Graduate School of Agricultural Science：Fuchu Student Support 

Office, United Graduate School of Agricultural Science, Student Affairs 
Section 

5. 留意事項  Note: 
(1) 「海外で開催される国際学会又は国際会議」とは、主催団体（学会等）又はその組織委員会が明示さ

れた国際学術研究講演会とします（共同研究先とのミーティング・セミナー等は含みません）。
(1)International conference or meeting refers to international academic lectures which 
clearly indicates the host organization or organizing committee.( does not include  
meetings and seminars with the joint research partner) 

(2) 本奨学金は他の奨学金の重複受給を認めますが、他の奨学金には重複受給を認めていない奨学金があ
りますので、学生自身で確認してください（日本学術振興会特別研究員の方は、重複受給できませ
ん）。(2)Those students receiving other scholarships may apply for this scholarship; 
however, please check your scholarships on your own since there may be restrictions in 
other scholarships. 
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【本件に関する問合せ先】 

学務課国際交流室（角森） 
ｅ-mail：kokusai★cc.tuat.ac.jp（★を＠へ変換してください） 
TEL     ：042-367-5913 
 
Inquiries: 
International Affairs Section, Educational Affairs Office 
(Tsunomori） 
Email：kokusai★cc.tuat.ac.jp（replace★to＠） 
TEL     ：042-367-5913 
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