
多⽂化共⽣イノベーション研究育成フェローシッ
プ ＜注意点＞/[Points to note]Multi- and
Inter-cultural Research and Innovation
Fellowship (MIRAI)

 奨学⽣には、以下の義務が発⽣します。義務を履⾏しなかった場合、フェローシップの⽀給を停⽌しますの
で、必ず履⾏してください。
＜規程より＞
・別に定める研究計画書及び活動報告書の提出 
・キャリア形成⽀援プログラムへの参加
   The following obligations are incurred by the scholar. Failure to fulfill these obligations will result in the
suspension of your fellowship, so please be sure to fulfill them.
  (From the regulations)

Submit a research plan and activity report as specified separately. 
Participation in the Career Development Support Program

なお、具体的な例としては、以下のとおりです。
＜本学Webサイトの制度概要より＞
a) 本プログラムの活動に積極的に参加し新しい研究キャリア開拓に向けた挑戦に取り組むこと
b) ⼤学における共同研究活動への学⽣の参画を先導すること
東京外国語⼤学グローバルスタディーズ学会
四⼤学連合ポストコロナ社会コンソーシアム

c) 成果の刊⾏・発信
1年間に少なくとも論⽂執筆1点あるいは学会発表1回
論⽂投稿︓『⾔語・地域⽂化研究』もしくは学外の学術雑誌
学会発表︓東京外国語⼤学グローバルスタディーズ学会もしくは学外の学会

d) 進捗の確認・報告
メンターチームとの⾯談による進捗確認（年２回）
年度ごとの研究計画とそれに基づく研究活動報告

Specific examples are as follows.
  (From the program outline on the university website)
a) Actively participate in the activities of this program and take on the challenge of developing a new
research career.
b) To lead students' participation in joint research activities at the university.
c) Publication and dissemination of results
d) Confirmation and reporting of progress

 採⽤された奨学⽣が以下の状態になった場合は、認定取消になります。認定取消になった場合、フェローシ
ップの⽀給および各種特典は受けられなくなります。
※内容によっては⽀給したフェローシップの返還を求めることになります。

１．奨学⽣の義務について/Obligations of Scholars

２．奨学⽣の認定取消について/Cancellation of Fellowship Recipients

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


  The following conditions will result in the revocation of the fellowship. If your fellowship is revoked, you
will not be able to receive your fellowship or any other benefits.
Depending on the circumstances, you may be required to return the fellowship.

＜規程より＞
 第６条各号に掲げる条件に該当することとなった場合 

※第６条各号は、以下のとおりです。
�. 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、留学⽣で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、または受ける予定の者
�. 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。
退学、転学⼜は除籍になった場合 
懲戒処分を受けた場合 
休学し、かつその後のフェローシップの受給を辞退する場合 
その他奨学⽣として適当でない事実があった場合

  (From the Regulations)
 In the event that the conditions listed in each item of Article 6 are met. 

Each item of Article 6 is as follows:
�. the applicant is receiving support from other scholarships, etc. (JSPS Research Fellowship, Japanese

Government Scholarship, Scholarship from home country for international students, etc.). However, this
does not apply to those who receive research grants from foundations, etc.

�. Those who have received or will receive a tuition waiver.
�. Those who are employed (currently employed in a job that earns a salary, wage, compensation, or other

regular income). Those who have already retired from a job that earns salary, wages, remuneration, or
other recurring income. Or a housewife/husband.

When the student has been expelled, transferred, or expelled from the school. 
When disciplinary action has been taken. 
If the student takes a leave of absence and declines the fellowship. 
Other facts that make the student inappropriate as a fellowship recipient.

 休学を予定する場合は、内容によって対応が異なります。科学技術振興機構への確認を要しますので、早め
にMIRAIラボまでご連絡ください。
   If you plan to take a leave of absence, the response will vary depending on the details. If you plan to take
a leave of absence, please contact the MIRAI Lab as soon as possible, as it requires confirmation with the
Japan Science and Technology Agency.

３．休学について/Leave of Absence


