
多⽂化共⽣イノベーション研究育成フェロー シ
ップ（MIRAI）奨学⽣ 募集要項 （2021年10⽉募
集）/[October 2021 Application] Multi- and
Inter-cultural Research and Innovation
Fellowship (MIRAI) Application Guide

 2021年度に博⼠後期課程に⼊学を予定する者、かつ、2021年4⽉1⽇時点での年齢が30歳未満である者。 た
だし、以下の条件に該当する⽅は対象となりません。 

他の奨学⾦等 (⽇本学術振興会特別研究員、国費外国⼈留学⽣、留学⽣の場合は本国からの奨学⾦等)の⽀援
を受けている者。ただし、財団法⼈等による研究助成⾦の受給はこの限りではない。 
授業料免除を受けている者、受ける予定の者 
職に就いている者（給料、賃⾦、報酬、その他の経常的な収⼊を得る仕事に現に就いている者）。または、
給料、賃⾦、報酬、その他の経常的な収⼊を得る仕事から既に退職した者。または主婦・主夫。（なお、学
⽣結婚のように単に婚姻したものであって、アルバイトや親の援助で⽣活しているようなケースについて
は、個別にご相談ください。）

   Students who are to enter the doctoral program in the academic year 2021 (hereafter, “AY2021”) and
will be under 30 years old as of April 1, 2021. 
   However, those meeting any of the following conditions are NOT eligible: 

Students with other scholarships and fellowships, including Japan Society for the Promotion of Science
Research Fellowship for Young Scientists, Japanese government scholarships, or scholarships from a
foreign goverment. This may not apply if the support that students are to receive is research grants and
fellowships. 
Students with tuition waivers. 
Students who are or have been employed (receiving regular income as salary, wages, fees, etc.).
Students who are supported by their spouses who receive regular income through employment. Please
inquire if you are not clear about your eligibility.

 1名/One person 
  ※2021年度募集内訳︓4⽉⼊学者:5名（終了）、 10⽉⼊学者:1名 
  *Six in AY2021 
   April application: five persons 
        October application: one person
 

 1. 募集対象者/Eligible applicants

 2. 募集⼈数/Number of fellowships 

http://www.tufs.ac.jp/documents/education/pg/mirai2021applicationguide.pdf


 2021年度（10⽉募集）の募集⽇程は以下のとおりです。
    The schedule for the AY 2021 (Oct) selection is as follows:

  7⽉1⽇（⽊）募集開始（WEBによるエントリー） 
       July 1(Thu)  : Application opens (online application)
  7⽉8⽇（⽊）募集締切
       July 8(Thu) : Application closes
  7⽉中旬 書類審査
       Mid-July : Document screening  
  7⽉下旬 奨学⽣の決定 
       Late-July : Notification of the selection results
  10⽉上旬 キャリアパス⽀援プログラムの受講開始 
       Early-October : Academic Support and Career Development Program begins
  11⽉下旬 フェローシップの⽀給開始 
       Late-November : Fellowship stipends begin

 本制度への応募は、(a) 応募者情報の登録（オンラインフォームによる登録）と、(b) 応募書類の提出 （オン
ラインアップロードページへの提出）により⾏います。
    Application for the Fellowship program consists of (a) registration of applicant information (via online
form) and (b) submission of application documents (uploading online).

 以下のURLのフォームを⼊⼒し、登録してください。 
    Enter information into the registration form at the URL below
  https://sanda.tufs.ac.jp/kenkyu/mirai-10/

登録事項/Information to be entered 
1. メールアドレス 、2. ⽒名、3. フリガナ（<ローマ字表記、全て⼩⽂字>）、4. ⽣年⽉⽇、5. 受験番号、6. 専
攻、7. 研究テーマ（現時点のもので良い） 
1. Email address 2. Name 3. Furigana (lower-case alphabet) 4. Date of birth 5. Examinee number 6.
Graduate program 7. Research topic (as of now)

   

 フォームの登録が完了すると、登録したメールアドレスに必要書類をアップロードするためのURLが 届きま
すので、期⽇内にアップロードをしてください。 
    When registration of the form is complete, a URL for document uploading will be sent to the registered
mail address. Complete the upload by the deadline.

必要応募書類/Required application documents 
1.応募理由書（様式⾃由＊︓1600字程度）、2.研究計画書（様式⾃由＊︓4000字程度）、3.博⼠前期課程の成
績証明書 

 3. 募集⽇程/Selection schedule 

4. 応募⽅法 /Application procedures

  (a) 応募者情報の登録 /Registration of applicant information

  (b) 応募書類の提出/Submission of application documents 

https://sanda.tufs.ac.jp/kenkyu/mirai-10/


1. Statement of interest (freeform*: approximately 1600 words) 2. Research plan (freeform*: approximately
4000 words) 3. Grade report from the master's program

  ＊応募理由書、研究計画書は、先頭⾏に｛⽒名｝と｛合格した専攻名｝を記⼊してください。
  *Include your name and your program at the beginning of the documents. 
  
 【応募理由書/Statement of interest】 
 以下の点に触れながら、⽇本語1600字程度もしくは英語800words程度で、このプログラムへの志望動機や
⾃分の研究・キャリアプランについて説明してください。
 ファイル形式はPDFにしてください。
    Please explain (in approximately 1600 characters in Japanese or 800 words in English) your motivation
for applying to this program in connection to your research and career plans. Touch on the points listed
below. The file should be in PDF format.

⾃分はなぜこのプログラムに関⼼を持ったか
このプログラムのどのようなところが魅⼒的なのか 
⾃分はどのような点でこのプログラムに適しているのか
（これまでの経験、適性、将来プランに照らして） どのようなキャリアを作っていきたいか︔⾃由にキャ
リアを選べるとしたら、どのようなキャリアを選ぶか 
今の研究者のキャリアパスについてどのような問題があると思うか。また、どのようにそれを解決していく
必要があると思うか 
⾃分が探求しようとする研究課題は、他の学問分野の研究や世界・社会の問題・課題とどのような関係にあ
るか 
どのような研究活動を通して関連分野の研究者やステークホルダーと協働していくか 

Why are you interested in participating in this program? What do you find attractive about this
program? 
In what specific ways do you consider yourself suitable for this program? (with reference to past
experience, compatibility, future plans, etc.) 
What does your ideal career look like? If you could choose any career, what would you choose?
 What do you think are the problems with researchers’ career paths as they are now? How do you think
these problems should be resolved?

  ●How does your research program relate to research activities in other disciplines and to 
  social issues in the wider world?
  ●Does your research benefit from collaboration with researchers in other disciplines? If so, 
  how?
  ●What kind of research activities will lend themselves to collaborate with researchers and 
  stakeholders in related fields?

 【研究計画書/Research plan】
  博⼠後期課程で⾏う予定の研究計画を⽇本語4000字程度もしくは英語2000words程度で説明してくださ
い。（出願時に提出したものでも構いません。）
  ファイル形式はPDFにしてください。 
  Please describe your plans for the doctoral research in approximately 4000 characters (Japanese) or
2000 words (English). (You may submit the same document as the one you submitted for the doctoral
program application.) The file should be in PDF format.
 
 【博⼠前期課程の成績証明書/Grade report from the master’s program】 
  博⼠前期課程修了時の成績証明書の写しを提出してください。



1

2

3

4

  （申請時にすべての成績が出ない者は、申請時の最新の成績証明書写しを提出してください。）

 原則、ファイル形式はPDFとしますが、画像ファイルも受け付けます。ただし、必ず⽂字が認識できるもの
を提出してください。 
  
  A copy of the grade report from the master’s program. Scanned image files are also acceptable, but the
text must be clearly legible.
 
 
   ファイル名/File naming convention 
 ファイル名は以下のルールで付けて、アップロードしてください。 
 
 「⽒名（ローマ字表記、全て⼩⽂字）」＋「1応募理由」or「2研究計画書」or「3成績証明書」.pdf 
 
 例） 外語太郎さんの場合 
 gaigotaro1応募理由.pdf 
 gaigotaro2研究計画書.pdf 
 gaigotaro3成績証明書.pdf(画像ファイル形式も可︓gaigotaro3成績証明書.png など)
 
 Name your files according to the following convention for uploading: 
 
 [Furigana (lower-case alphabet)] + [1StatementOfInterest] or [2ResearchPlan] or [3GradeReport]
 
 Example: If your name were Taro Gaigo 

gaigotaro1StatementOfInterest.pdf 

gaigotaro2ResearchPlan.pdf 

gaigotaro3GradeReport.pdf (Image file is also acceptable: gaigotaro3GradeReport.

png, etc.)

 

 書類審査により決定します。 必要に応じて⾯接審査を実施することがあります。書類審査は応募時の 提出
書類を使⽤するほか、⼊学者選抜時の成績を考慮します。
Decisions will be made based on application materials and possibly on interviews. The scores from the
entrance examinations will also be taken into consideration

このプログラムで期待されている活動への意欲が強いか 
⾃分の研究上の関⼼やトピックについて、より⼤きな学問的及び社会的⽂脈での位置付け、価値づけが意識
されているか 
他の研究者やステークホルダーとの協働を作り出しながら研究を進めていく意欲が強いか 

5. 審査⽅法/Selection procedure  

6. 審査⽅針/Selection criteria
【審査の観点】 



企業や⾃治体をはじめ、幅広いステークホルダーのニーズに関⼼を持ち、⾃分の研究⼒をもってそのニーズ
に答え課題を解決することに関⼼が強いか 
⼤学教員職など従来のポストを超えて、様々な進路の可能性を追求してみる意欲が強いか 

Is the student strongly motivated to engage in the activities expected in this program? 
Is the student aware of positioning of their own research program in relation to the larger academic and
social contexts? 
Is the student motivated to create collaborations in their research with other researchers and
stakeholders? 
Is the student strongly interested in needs of a wide range of stakeholders and responding to these
needs through their research activities? 
Is the student highly motivated to explore possibilities of various career paths beyond the conventional
academic positions in universities?

 奨学⽣は７⽉下旬に決定します。
 ※本学Webサイト上での発表を予定しています。

 奨学⽣に選ばれると、10⽉上旬からキャリアパス形成⽀援プログラムの受講が始まり、11⽉下旬からフェロ
ーシップの⽀給が開始されます。
 奨学⽣に選ばれると修了までその⾝分が継続されますが、相当する理由があった場合は、途中で奨学⽣の資
格を喪失することがあります。
 ※当プロジェクトにおける研究専念⽀援費・研究費の⽀給期間は3年間です。

【奨学⽣補⽋候補者】 
 奨学⽣の中から資格喪失者があった場合、繰り上げて奨学⽣の資格を得ることができる学⽣として、 応募者
の中から奨学⽣補⽋候補者が同時に選抜されます。
 資格喪失者の資格を引き継ぐことができるのは、資格喪失者と同⼀時期に選抜された補⽋候補者に限りま
す。この場合、そのフェローシップの受給総額は、前資格者の残任期間相当となります。

 奨学⽣補⽋候補者としての発表はありませんが、 資格喪失者が出た際に本学より対象者へ連絡します。 

 Fellows will be selected in late April. The result is to be announced on the university website. 
 For those selected as Fellows, Career Path Formation Support Program lectures will begin in early May,
and the Fellowship stipends will begin in late May. Selected students will retain the status as Fellows for
three years unless the students lose eligibility

 この制度に応募できるのは、⼊学時の⼀度のみです。この機会を失うと、奨学⽣、奨学⽣補⽋候補者になれ
ませんので、ご注意ください。
 Applications for this fellowship are accepted only at the time of entering the doctoral program.

 本制度は国⽴⼤学法⼈東京外国語⼤学多⽂化共⽣イノベーション研究育成フェローシップ規程に従い ます。

7. 奨学⽣の決定について/Schedule 

8. 応募の注意/Opportunity for Application 

 9. 備考/Remarks 



    This program is administered in accordance with the Regulations on Tokyo University of Foreign Studies
Multi- and Inter-cultural Research and Fellowship Program.


