
 

2019年度小林育英会奨学金奨学生の募集について 

 

歯学系大学院生を対象に下記のとおり小林育英会奨学生を募集します。 

 

 1．名  称  小林育英会奨学生 

 2．目  的    歯学教育助成のため奨学金を給付する。 

 3．奨 学 金   206,000円（予定：全額 1回にて給付） 

 4．募集対象   歯学系大学院［博士課程］在学生（国費留学生を除く） 

          ※給付は在学中 1回に限る。 

 5．募集人員   3名 

 6．応募期間  2019年 11月 1日(金)～2019年 11月 22日(金)17時 

 

 7．提出書類 ①申請書（所定様式） 

②論文別刷１部（印刷中の場合は、アクセプトレター添付の投稿論文可）及びそのファイル

（PDF,Word 等で作成されたもの）※ただし、申請者がファーストオーサーであること。本学大学

院医歯学総合研究科博士課程在学中の研究成果を論文にしたもので、申請書提出時までに

アクセプトされていること。 

③論文のインパクトファクター数値を示す書類 

④今後の研究計画書（Ａ4 タテ版に横書き 2 枚以内。英文可。氏名記載。） 

⑤パワーポイント１～2 枚に研究成果及び今後の展望（目的、背景、今後の目標）をまとめて、

下記メールアドレスに送信してください。面接時にＰＰＴを使用してプレゼンしてもらいます。 

 

8．選考方法 1．歯学系大学院委員会において書類審査を実施する。 

2．書類審査を通過した者と面接を行い、これまでの研究業績、今後の研究計画等を考慮し、3

名を給付候補者として歯学系研究科運営委員会に推薦し、給付者を決定する。 

9.面接日   2019年 12月 19日（木） １７時～（面接会場は、面接対象者に後日連絡致します） 

 10．選考結果 書類審査の結果は面接日の 5 日前までに、面接選考の結果は 2020 年 2 月末日までに、対

象者あてに通知予定。 

 

11．書類提出先及び担当事務  

学生支援・保健管理機構事務部 学生支援事務室学生支援総括係（5号館 3階） 

メールアドレス kousei.adm@ml.tmd.ac.jp 

 

2019年 9月 3日 

歯学系大学院教務委員会 



 

Recruitment of 2019 Kobayashi Scholarship Association 

 

Kobayashi scholarship association recruits scholarship students from graduate students of dentistry as follows. 

 

1．Title： Scholarship students of Kobayashi scholarship association  

2．Purpose： Furtherance of dental education 

3．Amount of Scholarship ： 206,000 yen（The total amount will be paid at one time.) 

4．Application qualification 

Graduate student [doctoral course] of Dentistry (except MEXT Scholarship Students)  

※Adoption is only one time while in university. 

5．Number of scholarship students： Three 

6．Application period： Friday, November 1st, 2019  to  Friday, November 22nd, 2019  5p.m. 

(Above period must be strictly observed) 

 

7．Required documents 

 ①Scholarship student Application (prescribed form) 

 ②One copy of your article and a PDF/Word file of the article 

  ※Submit an article the 1st author of which is applicant. 

  And it also has to be the one the thesis of which is based on research achievement during doctoral course in this 

graduate school and is accepted by application presentation. ※If it is in press, article with an accept letter is 

accepted. 

 ③Documents indicating the impact factor of the article 

 ④Future study plan  

  ※Describe in less than two pieces of A4-size sheet. English is accepted. Write your full name. 

 ⑤Research achievements and future prospects (purpose, background and goals)  

※Summarize them into 1~2 slides of PowerPoint and send to the following e-mail address. 

※You will do a short presentation using PPT during the interview.  

 

8．Selection process  

 (1) Documentary Examination in Graduate School Committee 

 (2) Interview Examination to applicants who passed the documentary examination 

9．Date and time of Interview Examination：December, 19th,2019 5pm～ 

10．Notification of Result 

 The result of Documentary Examination will be notified at least five days before the interview examination. 

 The result of the Interview Examination will be notified by the end of February, 2020 

 

11．Contact：Student Support Section (Building No. 5, 3F) 

E-mail: kousei.adm@ml.tmd.ac.jp 

 

Graduate School Committee of Dentistry 


