Select a place of examination
Bangkok

Chiang Mai

(Mark

Khon Kaen

)

Songkla

APPLICATION FORM (THAILAND)
JAPANESE GOVERNMENT (MONBUKAGAKUSHO: MEXT) SCHOLARSHIP FOR 2017
− RESEARCH

STUDENTS −

Registration No. R

− −

−

ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮＳ（記入上の注意）
１．The application should be typed if possible, or neatly handwritten in block letters. （明瞭に記入すること｡)
２．Numbers should be in Arabic numerals.（数字は算用数字を用いること｡)
３．Years should be written using the Anno Domini system. （年号はすべて西暦とすること｡)
４．Proper nouns should be written in full and not abbreviated. （固有名詞はすべて正式な名称とし，一切省略しないこと｡)
※

Personal data entered in this application will only be used for scholarship selection purposes, and contact information such as e-mail addresses will only be
used for forming related human networks after the student returns home and for sending information by the Japanese Government.
(本申請書に記載された個人情報については，本奨学金の選考のために使用するほかは，特に E-mail アドレス等の連絡先については，帰国後における関係者
のネットワークを作ること及び必要に応じ日本政府より各種情報を送信する以外には使用しない。）

(Sex)
１．Name in full in native language
（姓名（自国語))
In Roman block letters
（ローマ字）

□Male（男）

，

(Family name)

(Middle name)

(First name)

(Middle name)

(Please write your name exactly as it appears in your passport.) （綴りはパスポートの表記と同一にすること）
２．Nationality

2-2．Japanese nationality

（国 籍）

□Female（女）
(Marital Status)

，

(Family name)

(First name)

□Single（未婚）
□Married(既婚)

□Yes （はい）

（日本国籍を有する者）□No（いいえ）
Paste a passport sized

３．Date of birth(生年月日）

photograph taken within the

19
Year（年）

Month（月）

Day（日）

Age (as of April 1, 2017) （年齢 2017 年４月１日現在）

past 6 months. Write your
name and nationality in block

４．Present status with the name of the university attending/attended or employer

letters on the back of the
photo.

（現職（在学大学名又は勤務先名まで記入すること｡））

（4.5cm×3.5cm photo）
５．Present address and telephone number, mobile phone number, e-mail address

(写真(4.5cm×3.5cm))

（現住所及び電話番号，携帯電話番号，E-mail アドレス）
現住所 (Present address）
：
電話番号 (Telephone number)：

携帯電話番号 (Mobile phone number):

E-mail address ：
* If possible, write an e-mail address where we can contact you for periods that include the time before you come to Japan, your stay in Japan and the
period after you return home.（可能な限り、渡日前～日本留学中～帰国後にわたり使い続けることが予想される E-mail アドレスを記入すること。
）

6． Chosen field of study in Japan （日本での希望専攻分野）(please check X)
※Select from 「1.FIELDS OF STUDY」in Announcement Form.（必ず募集要項「１．募集分野」から選んで記入すること。
）
R1 A
R1 B
R2

Fields of Study
Social Sciences and Humanities
Social Sciences and Humanities
Natural Sciences

Subjects for written examination
English
English, Mathematics (A)
English, Mathematics (B), Chemistry
English, Mathematics (B), Physics
English, Mathematics (B), Biology

7. - 7.1 Will you study in Japan in the field of Japanese studies as major (linguistics, literature, history, laws, culture, education, etc.)?

Yes

No

Yes

No

（日本で、日本研究（日本語、日本文学、日本歴史、日本の法律、日本文化、日本の教育など）を専攻することを希望しますか。）

- 7.2 Would you like to take Japanese Language Test given for evaluation June 26?
（6 月 26 日に行われる筆記試験において、日本語試験を受けることを希望しますか。）
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8．Educational background （学歴）
Name and Address of School

（学校名及び所在地）

Elementary Education
(初等教育)
Elementary School
（小学校）

Year and Month
of Entrance and
Completion
(入学及び卒業年月)
From
（入学）

Name
(学校名)

To
（卒業）

Location
(所在地)

Name
(学校名)

From
（入学）

Lower Secondary School Location
(所在地)
（中学）

To
（卒業）

Name
(学校名)

From
（入学）

Upper Secondary School
（高校）
Location
(所在地)

To
（卒業）

Name
(学校名)

From
（入学）

Location
(所在地)

To
（卒業）

Name
(学校名)

From
（入学）

Location
(所在地)

To
（卒業）

Secondary Education
（中等教育）

Higher Education
（高等教育）
Undergraduate Level
（大学）
(Bachelor’s degree)

Duration of
Attendances
（修学年数）

Diploma or Degree awarded,
Major subject, Skipped years/levels
（学位・資格，専攻科目・飛び級の
状況）

years
（年）

and
months
（月）
years
（年）

and
months
（月）
years
（年）

and
months
（月）
years
（年）

G.P.A

and
months
（月）
years
（年）

G.P.A

Graduate Level
（大学院）
(Master’s degree)

and
months
（月）

Total years of schooling mentioned above
（以上を通算した全学校教育修学年数）
As of April 1,2017
(2017 年４月１日現在)

Years and Months
（年）
(月)

* If the blank spaces above are not sufficient for the information required, please attach a separate sheet. ((注) 上欄に書ききれない場合には，適当な別紙に記入して添付すること｡)
Notes:
1．If the applicant has passed the university entrance qualification examination, indicate this in the blank with *-1.(｢大学入学資格試験｣に合格している場合には，その旨を＊-1 欄に記入すること｡)
2. Any school years or levels skipped should be indicated in the fourth column (Diploma or Degree awarded, Major Subject, Skipped years and levels).(Example: Graduated
high school in two years, etc.) いわゆる「飛び級」をしている場合には，その旨を該当する教育課程の「学位・資格，専門科目、飛び級の状況」欄に記載すること。（例：高校 3 年次を飛び級により短期卒業））
3．If you attended multiple schools at the same level of education due to moving house or readmission to university, then write the schools in the same column and include the number of years of study
and current status for each school.（住居の移転や大学の再入学等を理由に、同教育課程で複数の学校に在籍していた場合は、同じ欄に複数の学校の在籍を記載し、すべての修学状況を修学年数に含めること。）
4. Calculate and write the total number of years studied based on duration as a student.(including extended leave such as summer vacation)（修学年数合計は在籍期間を算出し、記入すること。（長期休暇も含める））

9．Proposed major in Japan: Please mark either of majors with a circle.
Ｒ１ Ａ： Social Sciences and Humanities
(a) Laws

(b) Politics

(c) Education

(d) Psychology

(e) Sociology

(f) Linguistics

(g) Literature

(h) History

(i) Aesthetics

(j) Music

(k) Fine Art

(l) Others________________________________________

(b) Commerce

(c) Businesses Administration

(d) Others________________________________________

(a) Pure Science

(b) Engineering

(c) Agriculture

(d) Fisheries

(e) Pharmacy

(f) Medicine

(g) Dentistry

(h) Home Economics

(i) Biotechnology

(j) Information Technology (k) Others____________________________________________________________

Ｒ１ Ｂ： Social Sciences and Humanities
(a) Economics
Ｒ２： Natural Sciences

9.1 Specify the major subject in Japan:
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10．Field of specialization studied in the past（Be as detailed and specific as possible.)
（過去に専攻した専門分野（できるだけ具体的に詳細に書くこと｡）
）

11. State the titles or subjects of books or papers (including graduation thesis authored by the applicant), if any, with the name and address of the publisher and
the date of publication. 著書，論文（卒業論文を含む｡）があればその題名，出版社名，出版年月日，出版場所を記すこと｡）
Please write the title of your graduation thesis or project paper. * Please attach abstracts of those papers to this application

12．Employment Record: Begin with the most recent employment excluding the part- time job.（職歴：アルバイトは除く）
Name and address of organization

Period of employment

Position

Type of work

（勤務先及び所在地）

（勤務期間）

（役職名）

（職務内容）

From
To

From
To

13．Japanese language proficiency: Evaluate your level and insert an X where appropriate in the following blank space.
日本語能力を自己評価のうえ，該当欄に×印を記入すること｡）

Excellent
（優）

Good
（良）

Fair
（可）

Poor
（不可）

Reading
（読む能力）
Writing
（書く能力）
Speaking
（話す能力）

Have you ever passed the Japanese Proficiency Test? Please mark either (1) or (2) with a circle. If you marked (1), please state your level
(1) Yes, I have
Japanese Language Proficiency Test

Level ____________

(2) No, I have not
14. Japanese language background, if any. (日本語の学習歴)
ⅰ) Name of institution (学習機関名)

ⅱ) Period of study (学習期間) from

to
Year(年)

Month(月)

Total:
Year(年)

Years

Month(月)

15．Foreign language proficiency: Evaluate your level and insert an X where appropriate in the following blank space.
（外国語能力を自己評価のうえ，該当欄に×印を記入すること｡）
Excellent
（優）

Good
（良）

Fair
（可）

Poor
（不可）

English（英語）
French（仏語）
German（独語）
Spanish（西語）
Others (
(その他)

)

dfs

※Specify the test results for any English proficiency examinations you may have taken. TOEFL〔
〕points IELTS〔
〕points
PTE Academic〔
〕points
TOEIC〔
〕points Others（
）〔
〕points (英語能力を示す指標があれば点数を記載)
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16．The first course you plan to take in Japan（日本における最初の入学希望課程）
Please mark either ⅰ), ⅱ), ⅲ) or ⅳ) with a circle.（希望する最初の入学希望課程を次の４つから選択し，○をすること。
）
ⅰ) Research student（研究生）
ⅱ) Master's degree course（修士課程）
ⅲ) Doctoral course（博士課程）
ⅳ) Professional graduate course（専門職学位課程）
17．Proposed period of study（渡日時期） Please check

either ⅰ), ⅱ).（希望する渡日時期を次の２つから選択し、チェックを付ける。）

ⅰ) I wish to go to Japan in April.（４月渡日希望）
ⅱ) I wish to go to Japan in October.（１０月渡日希望）
18．Term you wish to study in Japan（日本における最終的な希望留学期間）

Please check

either ⅰ), ⅱ), ⅲ) or ⅳ).（次の４つから選択し、チェックを付ける。）

ⅰ) Only a research student term (18 or 24 months)

研究生のみ（２年間又は１年６か月）

ⅱ) Through to the completion of master’s degree program

修士課程修了まで

ⅲ) Through to the completion of doctoral program

博士課程修了まで

ⅳ) Through to the completion of the professional graduate program

専門職学位課程修了まで

19. The university in Japan at which you wish to be enrolled.（希望する大学）

1. Complete all categories. (in English or Japanese)
2. Give the name of three (3) universities at which you wish to be enrolled
希望

Name of University

順位

（大学名）

Name of Faculty

Name of Department

Name of Professor
（教員名）

1

2

3

Note 1: Please refer to the website (http://researchmap.jp/search/) to get information of universities and professors in Japan.
Note 2: Please begin to contact the professors of the universities mentioned above as an earlier date.
Note 3: MEXT will consider your preference, but it may not be met because of university enrollment capacity. Therefore, please note in
advance that placement in preferred universities, especially in Tokyo, Kyoto and Osaka, is not guaranteed.
Note 4: Applicants who passed the final selection but failed to be accepted by any of the universities filled out in the Application Form
(attachment) will be disqualified.
20. Past awarded record（過去の国費奨学金受給歴）

Have you been awarded a Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship in the past? Please check
ⅰ) or ⅱ) below. If so, please
specify the period, the name of the university, etc. （過去に国費外国人留学生に採用されたことがあるか。下記の該当するものにチェックを付けること。あるならば、その期間・受入
大学名等を記入のこと。）

ⅰ) Yes, I have.（ある）
Period:

Type:

University:

ⅱ) No, I have not.（ない）
※If you are unsure if previously awarded student financial aid corresponds to a Monbukagakusho scholarship, please consult in advance with the Embassy of
Japan in Thailand.（過去に受給した奨学金が文部科学省奨学金に該当するか否か不明の場合は事前に在外公館に相談すること。
）
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21. Accompanying Dependents (Provide the following information if you plan to bring any family members to Japan.)
(同伴家族欄（渡日する場合，同伴予定の家族がいる場合に記入すること。）

* All expenses incurred by the presence of dependents must be borne by the grantee. He/She is advised to take into consideration various difficulties and
the great expense that will be involved in finding living quarters. Therefore, those who wish to be accompanied by their families are advised to come alone
first and let their dependents come after suitable accommodation has been found.

(

（注）なお同伴者に必要な経費はすべて留学生の負担であるが，家族用の宿舎をみつけることは相当困難であり賃貸料も非常に割高になるのであらかじめ承知されたい。このた
め，留学生はまず単身で来日し，適当な宿舎をみつけた後，家族を呼び寄せること。

Name
（氏 名）

22. Visits or stays in Japan: List from your most recent visits.

Relationship
(続 柄)

)

Age
（年 齢）

（日本への渡航及び滞在記録）

Date（日付）

Purpose（渡航目的）

From

To

From

To

From

To

23. Person to be notified in applicant's home country in case of emergency:

(緊急の際の母国の連絡先)

ⅰ） Name in full: (氏名）
ⅱ） Address: with telephone number, facsimile number, e-mail address
Present Address

住所：電話番号，ファックス番号及び E-mail アドレスを記入のこと｡）

(現住所）：________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telephone/Facsimile number

(電話番号/FAX 番号）：_________________________________________________________________________________________________________

E-mail address：_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ⅲ） Occupation:(職

業）

ⅳ） Relationship:本人との関係）

I understand and accept all the matters stated in the Application for Japanese Government (MONBUKAGAKUSHO:MEXT) Scholarship for 2017, and hereby
apply for this scholarship. （私は 2017 年度日本政府（文部科学省）奨学金留学生募集要項に記載されている事項をすべて了解して申請します。）

Applicant's signature:
（申請者署名）
Applicant's name
（in Roman block letters）：
（申請者署名、ローマ字）

2016

Date of application:
（申請年月日）

Year（年）

month（月）

date（日）

Note: In case you are not qualified for the selection of Monbukagakusho Scholarship which is recommended by the Embassy of Japan in Thailand, do you wish to
get information or proceed for other scholarships granted by Japanese Universities, NPO or other organizations?
( If YES, your application which you have submitted, your academic record, your evaluation in the preliminary selection of Monbukagakusho Scholarship,
and other necessary documents will be submitted to those who offer the scholarship such as Japanese Universities, NPO or other organizations.)

□Yes （はい）

□No (いいえ)

**เอกสารทีใ่ ช้ ในการสมัคร ( ดูเพิม่ เติมในระเบียบการหน้ า 7 )**
1. ใบสมัคร
2. ใบ Admission Form (ตามแบบฟอร์มที่กาหนดให้)
3. แผนการศึกษา (Study Program) (ตามแบบฟอร์มที่กาหนดให้)
4. รู ปถ่ายติดใบสมัครและใบ Admission Form ให้พร้อม (4.5×3.5 cm)
5. ใบประมวลผลการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท (ถ้ามี)
6. หนังสื อรับรองคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท (ถ้ามี)
7. ประกาศนียบัตรสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT (ถ้ามี)
8. ผลสอบ EJU (ถ้ามี)

ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
จานวน 3 รู ป
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ

*เอกสารทุกฉบับต้ องเป็ นภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นเท่ านั้น หากเป็ นภาษาอืน่ ต้องแนบคาแปลภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นมาด้ วย*
**ผู้ทเี่ ลือกสนามสอบทีก่ รุงเทพฯ จังหวัดขอนแก่ น และจังหวัดสงขลา กรุณาส่ งใบสมัครมาทีส่ ถานทูตญี่ปุ่นฯเท่ านั้น**
หมายเหตุ

เพื่อความสะดวกของผูส้ มัคร สถานทูตญี่ปุ่นฯ ขอแนะนาและแจ้งให้ทราบดังต่อไปนี้
1. กรุ ณากรอกใบสมัครและเตรี ยมเอกสารประกอบใบสมัครให้ครบถ้วนก่อนยืน่ ใบสมัคร
2. การตรวจรับใบสมัคร ใช้เวลาประมาณ 5-15 นาที ต่อผูส้ มัคร 1 ท่าน
3. เนื่องจากผูส้ มัครจานวนมากมักมาสมัครในสองวันสุดท้ายก่อนวันปิ ดรับใบสมัคร (9 -10 มิถุนายน 2559) หากผูส้ มัครมา
ในวันดังกล่าวอาจต้องรอนานถึง 2-3 ชัว่ โมง ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว กรุ ณามาสมัครตั้งแต่วนั แรกๆของการ
เปิ ดรับสมัคร (กาหนดเปิ ดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09:00-11:30 น.)
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