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入学おめでとうございます
▪︎ 奨学金募集要項（平成30年度）
　北九州市立大学同窓会は、向学心に富み有能な素質を有する学生であって、経済的理由により修学困難な者に対
して、修学上必要な資金（以下「奨学金」という）を給付し、将来有為の人材を育成するとともに、北九州市立大学同窓
会の発展と母校のイメージアップに寄与することを目的に、平成30年度の奨学生を下記の要領で募集します。
　よく読んで応募してください。

１．応募資格
①  北九州市立大学の学部・学群に在学する同窓会員で、

授業料の全額減免を受けていないこと。
　  （大学院生・ドクターの学生は応募できませんので注

意してください）
②  独立行政法人日本学生支援機構などからの給付型奨

学金を受けていないこと。
③  家族の総収入が400万円以下であること。
④  成績優秀であること。
　  前年度までの累積GPA2.00以上。
　  ただし１年生は前期の修学簿のGPA2.00以上。

２．給付期間、給付額および給付人数
①  給付期間
　  平成30年４月１日から平成31年３月31日まで１年間 

（但し給付は通算2年間とします）
②  給付額
 　 年額300,000円／月額25,000円 （返還不要です）
③  給付人数
　 30人以内

3．応募方法
①  提出書類
　 （1）奨学金申請書
　 （2）所得を証明する書類
　  ⃝所得額証明書（世帯全員分） 
　  ⃝ 源泉徴収票・確定申告書（写）・出身国の所得証明書・

アルバイト先の所得証明書など収入額が分かるも
の（納税証明は不可）

　 （3） 修学簿　 
　  　１年生・・・・・前期の修学簿を添付すること。
　　  （大学から配布され次第提出して下さい）
　　  ２年生以上・・ 前年度の修学簿を添付すること。

　 （4） 住民票（本人および申請書記載の全員分） 留学生に
おいても同じ。

　 （5） 小論文（800字程度）　
　  　ワードで、テーマ・学年学科・学籍番号・氏名を記入の

こと（テーマは募集時に発表します）。
４．提出書類･小論文の受付期間

　平成30年６月５日（火）から７月31日（火）（17：00）まで
に必着のこと

５．書類の提出先
北方キャンパス
　同窓会本部事務局　（ ℡ 093−961−4719 ）
ひびきのキャンパス
　大学事務局学務第２課学生係 （ ℡ 093−695−3350 ）

同窓会はみなさんを支援しています

　学内の体育サークルや文化サークルの活動、専門的な学術研究
などで優秀な成績を収めた場合、同窓会ではこれを評価し、その
団体や個人に対して褒賞金を給付しています。
　北九州市立大学の北方キャンパスやひびきのキャンパスには
体育系、文化系あわせて100を超えるサークルがあります。日々の
授業だけでなく、こうしたサークルに所属してスポーツや文化面
で自己研鑽に励み、自らの能力や資質を高めることはキャンパス

　北九州市立大学では昭和24年に第１期卒業生を送り出して以
来、70年の歴史の中で６万人を超える卒業生が社会に巣立ってい
きました。また、昭和26年に設立された同窓会は、全国48支部から
なる大きな組織体として65年の歴史を刻んできました。
　この同窓会の持つ最大のパワーは「同窓生のネットワーク」です。建
学の精神である「フロンティアスピリット」の不屈の魂で、先輩たちが
切り開いてきた日本中の企業には数万人の同窓生が頑張っています。
　そして、卒業してくる北九州市立大学の学生たちの若い力に大
きな期待をかけています。

　そこで、同窓会ではこのネットワークを活用した就職支援事業
に、今後さらに力を入れてまいります。
　10月からスタートする大学のキャリアセンターが主催する「就
職ガイダンス」には、同窓会として参画し、各企業で活躍中の現役
バリバリの同窓生による講座を開設しています。
　就職先や職種などについての相談はキャリアセンターだけ
でなく同窓会でも応じますので、同窓会事務局で企業や同窓
生の情報など気軽にお尋ねください。

学内の体育サークルや文化・学術の活動に頑張るあなたを応援します

社会で活躍する同窓生のネットワークで学生会員の就職を支援します

ライフをさらに稔り豊かなものにしてくれます。
　学内で公認された体育系・文化系のサークルだけでなく、学内
での活動であれば選考対象となります。

褒賞制度

就職支援

　同窓会事務局に申請書がありますので、必要事項を記入し、
表彰状など成果を証明するものを添えて提出してください。

交換留学・派遣留学の３つのメリット

●�安心／信頼のおける協定校が留学
先なので安心。
●�経済的／交換留学では、北九大の
授業料のみで、受入先での授業料
は発生しません。また、派遣留学で
は、北九大あるいは受入先での授
業料のいずれかの負担となります。
派遣学生のうち成績優秀者には奨
学金が支給される制度もあります。
●�単位認定／単位互換が可能なの
で、留年せずに卒業することもでき
ます。

■交換留学（全学部・学群の学生対象）
在学したまま海外の協定校に留学する制
度です。派遣期間は約１年。派遣学生は広
く公募し、選考の上決定します。

■派遣留学（全学部・学群の学生対象）
＜主な留学先＞
♦英語圏
タコマ・コミュニティカレッジ（米国・ワシントン州）
期間は半年。１学期は30名、２学期は25名の年間計55名を派遣
しています。語学力を磨き、異文化交流を行う、本学のための特
別プログラムです。
フォート・ルイス大学（米国・コロラド州）
期間は１年で、年間２名を派遣します。学士課程のコースを受講
します。
バンクーバーアイランド大学（カナダ・ブリティッシュコロンビア州）
期間は13週間で、５名程度を派遣します。語学スコアに応じて、
語学コースまたは学部授業を履修します。
ハワイ大学カピオラニ・コミュニティカレッジ（米国・ハワイ州）
期間は16週で、５名程度を派遣します。英語力強化コース
「ESOL197」を履修します。
♦中国語圏
北京語言大学（中国・北京市）
期間は１年で、年間５名程度を派遣します。主に語学力向上を
目的とした授業を受講します。
同済大学（中国・上海市）
期間は半年または１年で、半年２名・１年２名の合計４名を派遣
します。語学力向上を目的とした授業を受講します。

■海外語学研修
（全学部・学群の学生対象）
夏期・春期の休業期
間中に海外の協定
校で開かれる３～５
週間の語学研修プ
ログラムです。基本
的には人数制限がな
く、希望者は何回で
も参加できます。内
容は研修先ごとに異
なります。研修先で
の成績は、本学の単
位として認定申請す
ることもできます。
（学部学科、学科学
類による）

　「大学生になったら１年ぐらい留学して外国語を身につけ、国際
的な視野を広げたい」−こんな夢を描いて北九州市立大学の門を
くぐった学生は少なくないと思います。この海外留学という夢の
実現に向けて背中を押してくれるのが「国際交流基金」です。
　この国際交流基金は、昭和63年に大学創立40周年記念事業とし
てスタートしました。大学を支援する二つの大きな組織の「同窓

会」と「後援会」が拠出した基金をもとに設立された国際交流基金
は、４半世紀の歴史を刻む中で学生たちを大きく育ててきました。

各種留学プログラム

　国際交流基金のことや留学のことについては同窓会事務局
にお気軽にお尋ねください。

主な学生交流協定校

グローバル人材の育成を目指して海外で学ぶ夢の実現を手助けします国際交流基金

派遣留学生 実績（交換・派遣）
協定校名称 28年度 開始年度より

H28年度まで累計
カーディフ大学（イギリス） 3 48
オックスフォード・ブルックス大学（イギリス） 8 96
大連外国語大学（中国） 7 82
北京語言大学（中国） 4 28
マカオ大学（中国） 2 5
同済大学（中国） 4 4
文藻外語大学（台湾） 6 18
タマサート大学（タイ） 3 6
ダナン大学（ベトナム） 11 11
サラワク大学（マレーシア） 3 10
仁川大学校（韓国） 4 28
韓国海洋大学校（韓国） 2 5
クイーンズランド大学（オーストラリア） 2 43
タスマニア大学（オーストラリア） 2 33
タコマ・コミュニティカレッジ（アメリカ） 45 416
ピッツバーグ大学（アメリカ） 2 16
フォート・ルイス大学（アメリカ） 3 9
カリフォルニア州立大学モントレーベイ校（アメリカ） 3 6

受入留学生 実績（交換・受入）
協定校名称 28年度 開始年度より

H28年度まで累計
カーディフ大学（イギリス） 3 39
オックスフォード・ブルックス大学（イギリス） 4 84
大連外国語大学（中国） 7 78
マカオ大学（中国） 0 2
文藻外語大学（台湾） 12 24
タマサート大学（タイ） 0 1
ダナン大学（ベトナム） 0 1
仁川大学校（韓国） 9 122
韓国海洋大学（韓国） 0 7
クイーンズランド大学（オーストラリア） 0 32
タスマニア大学（オーストラリア） 0 18
タコマ・コミュニティカレッジ（アメリカ） 1 7
ピッツバーグ大学（アメリカ） 1 8
カリフォルニア州立大学モントレーベイ校（アメリカ） 1 3

海外語学研修 実績
協定校名称 28年度 開始年度より

H28年度まで累計
カーディフ大学（イギリス） 1 141
大連外国語大学（中国） 1 153
北京語言大学（中国） 1 75
タスマニア大学（オーストラリア） 0 112
ニューカッスル大学（オーストラリア） 8 55
オールド・ドミニオン大学（アメリカ） 1 110
セルカークカレッジ（カナダ） 6 17

　同窓会奨学金を給付していただいた事で、生活費
を稼ぐ為のアルバイトに割く時間が減り、勉学によ

り励む事が出来るようになりました。また、奨学金を通じて同窓
会と関わりを持てた事により授業の一貫で行ったゴミ問題に対
する意識調査アンケートを同窓生の皆さまが協力してくださる
機会も生まれ、充実した調査結果を得られ感謝しております。
　将来、私は化学技術と伝統工芸を組み合わせた製品を作り出
したいと考えていて、今はそれに必要な研究と基礎知識を学ん
でいます。今後は、大学での勉学以外に同窓会、課外活動と積極
的に参加し社会に貢献出来る大人になれるように頑張ります。

奨学金に感謝！
山手健矢（２年・エネルギー環境科）



入学おめでとうございます
▪︎ 奨学金募集要項（平成30年度）
　北九州市立大学同窓会は、向学心に富み有能な素質を有する学生であって、経済的理由により修学困難な者に対
して、修学上必要な資金（以下「奨学金」という）を給付し、将来有為の人材を育成するとともに、北九州市立大学同窓
会の発展と母校のイメージアップに寄与することを目的に、平成30年度の奨学生を下記の要領で募集します。
　よく読んで応募してください。

１．応募資格
①  北九州市立大学の学部・学群に在学する同窓会員で、

授業料の全額減免を受けていないこと。
　  （大学院生・ドクターの学生は応募できませんので注

意してください）
②  独立行政法人日本学生支援機構などからの給付型奨

学金を受けていないこと。
③  家族の総収入が400万円以下であること。
④  成績優秀であること。
　  前年度までの累積GPA2.00以上。
　  ただし１年生は前期の修学簿のGPA2.00以上。

２．給付期間、給付額および給付人数
①  給付期間
　  平成30年４月１日から平成31年３月31日まで１年間 

（但し給付は通算2年間とします）
②  給付額
 　 年額300,000円／月額25,000円 （返還不要です）
③  給付人数
　 30人以内

3．応募方法
①  提出書類
　 （1）奨学金申請書
　 （2）所得を証明する書類
　  ⃝所得額証明書（世帯全員分） 
　  ⃝ 源泉徴収票・確定申告書（写）・出身国の所得証明書・

アルバイト先の所得証明書など収入額が分かるも
の（納税証明は不可）

　 （3） 修学簿　 
　  　１年生・・・・・前期の修学簿を添付すること。
　　  （大学から配布され次第提出して下さい）
　　  ２年生以上・・ 前年度の修学簿を添付すること。

　 （4） 住民票（本人および申請書記載の全員分） 留学生に
おいても同じ。

　 （5） 小論文（800字程度）　
　  　ワードで、テーマ・学年学科・学籍番号・氏名を記入の

こと（テーマは募集時に発表します）。
４．提出書類･小論文の受付期間

　平成30年６月５日（火）から７月31日（火）（17：00）まで
に必着のこと

５．書類の提出先
北方キャンパス
　同窓会本部事務局　（ ℡ 093−961−4719 ）
ひびきのキャンパス
　大学事務局学務第２課学生係 （ ℡ 093−695−3350 ）

同窓会はみなさんを支援しています

　学内の体育サークルや文化サークルの活動、専門的な学術研究
などで優秀な成績を収めた場合、同窓会ではこれを評価し、その
団体や個人に対して褒賞金を給付しています。
　北九州市立大学の北方キャンパスやひびきのキャンパスには
体育系、文化系あわせて100を超えるサークルがあります。日々の
授業だけでなく、こうしたサークルに所属してスポーツや文化面
で自己研鑽に励み、自らの能力や資質を高めることはキャンパス

　北九州市立大学では昭和24年に第１期卒業生を送り出して以
来、70年の歴史の中で６万人を超える卒業生が社会に巣立ってい
きました。また、昭和26年に設立された同窓会は、全国48支部から
なる大きな組織体として65年の歴史を刻んできました。
　この同窓会の持つ最大のパワーは「同窓生のネットワーク」です。建
学の精神である「フロンティアスピリット」の不屈の魂で、先輩たちが
切り開いてきた日本中の企業には数万人の同窓生が頑張っています。
　そして、卒業してくる北九州市立大学の学生たちの若い力に大
きな期待をかけています。

　そこで、同窓会ではこのネットワークを活用した就職支援事業
に、今後さらに力を入れてまいります。
　10月からスタートする大学のキャリアセンターが主催する「就
職ガイダンス」には、同窓会として参画し、各企業で活躍中の現役
バリバリの同窓生による講座を開設しています。
　就職先や職種などについての相談はキャリアセンターだけ
でなく同窓会でも応じますので、同窓会事務局で企業や同窓
生の情報など気軽にお尋ねください。

学内の体育サークルや文化・学術の活動に頑張るあなたを応援します

社会で活躍する同窓生のネットワークで学生会員の就職を支援します

ライフをさらに稔り豊かなものにしてくれます。
　学内で公認された体育系・文化系のサークルだけでなく、学内
での活動であれば選考対象となります。

褒賞制度

就職支援

　同窓会事務局に申請書がありますので、必要事項を記入し、
表彰状など成果を証明するものを添えて提出してください。

交換留学・派遣留学の３つのメリット

●�安心／信頼のおける協定校が留学
先なので安心。
●�経済的／交換留学では、北九大の
授業料のみで、受入先での授業料
は発生しません。また、派遣留学で
は、北九大あるいは受入先での授
業料のいずれかの負担となります。
派遣学生のうち成績優秀者には奨
学金が支給される制度もあります。
●�単位認定／単位互換が可能なの
で、留年せずに卒業することもでき
ます。

■交換留学（全学部・学群の学生対象）
在学したまま海外の協定校に留学する制
度です。派遣期間は約１年。派遣学生は広
く公募し、選考の上決定します。

■派遣留学（全学部・学群の学生対象）
＜主な留学先＞
♦英語圏
タコマ・コミュニティカレッジ（米国・ワシントン州）
期間は半年。１学期は30名、２学期は25名の年間計55名を派遣
しています。語学力を磨き、異文化交流を行う、本学のための特
別プログラムです。
フォート・ルイス大学（米国・コロラド州）
期間は１年で、年間２名を派遣します。学士課程のコースを受講
します。
バンクーバーアイランド大学（カナダ・ブリティッシュコロンビア州）
期間は13週間で、５名程度を派遣します。語学スコアに応じて、
語学コースまたは学部授業を履修します。
ハワイ大学カピオラニ・コミュニティカレッジ（米国・ハワイ州）
期間は16週で、５名程度を派遣します。英語力強化コース
「ESOL197」を履修します。
♦中国語圏
北京語言大学（中国・北京市）
期間は１年で、年間５名程度を派遣します。主に語学力向上を
目的とした授業を受講します。
同済大学（中国・上海市）
期間は半年または１年で、半年２名・１年２名の合計４名を派遣
します。語学力向上を目的とした授業を受講します。

■海外語学研修
（全学部・学群の学生対象）
夏期・春期の休業期
間中に海外の協定
校で開かれる３～５
週間の語学研修プ
ログラムです。基本
的には人数制限がな
く、希望者は何回で
も参加できます。内
容は研修先ごとに異
なります。研修先で
の成績は、本学の単
位として認定申請す
ることもできます。
（学部学科、学科学
類による）

　「大学生になったら１年ぐらい留学して外国語を身につけ、国際
的な視野を広げたい」−こんな夢を描いて北九州市立大学の門を
くぐった学生は少なくないと思います。この海外留学という夢の
実現に向けて背中を押してくれるのが「国際交流基金」です。
　この国際交流基金は、昭和63年に大学創立40周年記念事業とし
てスタートしました。大学を支援する二つの大きな組織の「同窓

会」と「後援会」が拠出した基金をもとに設立された国際交流基金
は、４半世紀の歴史を刻む中で学生たちを大きく育ててきました。

各種留学プログラム

　国際交流基金のことや留学のことについては同窓会事務局
にお気軽にお尋ねください。

主な学生交流協定校

グローバル人材の育成を目指して海外で学ぶ夢の実現を手助けします国際交流基金

派遣留学生 実績（交換・派遣）
協定校名称 28年度 開始年度より

H28年度まで累計
カーディフ大学（イギリス） 3 48
オックスフォード・ブルックス大学（イギリス） 8 96
大連外国語大学（中国） 7 82
北京語言大学（中国） 4 28
マカオ大学（中国） 2 5
同済大学（中国） 4 4
文藻外語大学（台湾） 6 18
タマサート大学（タイ） 3 6
ダナン大学（ベトナム） 11 11
サラワク大学（マレーシア） 3 10
仁川大学校（韓国） 4 28
韓国海洋大学校（韓国） 2 5
クイーンズランド大学（オーストラリア） 2 43
タスマニア大学（オーストラリア） 2 33
タコマ・コミュニティカレッジ（アメリカ） 45 416
ピッツバーグ大学（アメリカ） 2 16
フォート・ルイス大学（アメリカ） 3 9
カリフォルニア州立大学モントレーベイ校（アメリカ） 3 6

受入留学生 実績（交換・受入）
協定校名称 28年度 開始年度より

H28年度まで累計
カーディフ大学（イギリス） 3 39
オックスフォード・ブルックス大学（イギリス） 4 84
大連外国語大学（中国） 7 78
マカオ大学（中国） 0 2
文藻外語大学（台湾） 12 24
タマサート大学（タイ） 0 1
ダナン大学（ベトナム） 0 1
仁川大学校（韓国） 9 122
韓国海洋大学（韓国） 0 7
クイーンズランド大学（オーストラリア） 0 32
タスマニア大学（オーストラリア） 0 18
タコマ・コミュニティカレッジ（アメリカ） 1 7
ピッツバーグ大学（アメリカ） 1 8
カリフォルニア州立大学モントレーベイ校（アメリカ） 1 3

海外語学研修 実績
協定校名称 28年度 開始年度より

H28年度まで累計
カーディフ大学（イギリス） 1 141
大連外国語大学（中国） 1 153
北京語言大学（中国） 1 75
タスマニア大学（オーストラリア） 0 112
ニューカッスル大学（オーストラリア） 8 55
オールド・ドミニオン大学（アメリカ） 1 110
セルカークカレッジ（カナダ） 6 17

　同窓会奨学金を給付していただいた事で、生活費
を稼ぐ為のアルバイトに割く時間が減り、勉学によ

り励む事が出来るようになりました。また、奨学金を通じて同窓
会と関わりを持てた事により授業の一貫で行ったゴミ問題に対
する意識調査アンケートを同窓生の皆さまが協力してくださる
機会も生まれ、充実した調査結果を得られ感謝しております。
　将来、私は化学技術と伝統工芸を組み合わせた製品を作り出
したいと考えていて、今はそれに必要な研究と基礎知識を学ん
でいます。今後は、大学での勉学以外に同窓会、課外活動と積極
的に参加し社会に貢献出来る大人になれるように頑張ります。

奨学金に感謝！
山手健矢（２年・エネルギー環境科）
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