2021 年 7 月 15 日
寺山財団奨学金の募集について
学生支援・保健管理機構 事務部長
標記の奨学金について募集がありましたので、申請を希望する学生は下記に従って、
必要書類を提出してください。書類の提出は郵送または持参でお願いします。
＜奨学生募集の趣旨＞
歯科医学を研究する大学院生で、学術優秀、品行方正でありながら、経済的理由によって、
修学が困難な者に対して、奨学援助を行うことにより、将来において社会に有能な人材を
育成すること並びに歯科医学医術向上のための人材を育成する事を目的とする。
１．応募資格
応募時点で医歯学総合研究科博士課程の２年生及び３年生（当年 12 月 31 日時点で 30 歳
未満）で歯学系分野に在籍する学生で、学業・人物共に優秀かつ健康でありながら、学資の
支弁が困難と認める者。外国人留学生は、歯学を専攻し原則として他の奨学金（自国等の資
金的援助を含む）の支給を受けていない者に限る。
２．募集人数
1 名（応募多数の場合は選考となります）
３．支給期間と金額
２年生：翌年１月から２年間
３年生：翌年１月から１年間
月額５万円（全額返済不要）
４．提出書類
1 奨学生願書（指定書式）
（必ず１枚におさめてください）
（寺山財団奨学金 HP よりダウンロード URL：http://www.terayama.or.jp/pg153.html）
2 経済的な困窮度に関する説明（様式自由）及び昨年の同一家計世帯全員の収入を証明
する書類（親から仕送りを受けている場合は、親も同一家計とする）
3 在学証明書
4 指導教員の推薦書（様式自由）
5 公表された研究業績(特になければ不要)
※書類は全て日本語の記入が原則ですが、外国語の場合は必ず日本語の翻訳を付けて下さ
い。

５．提出期限 2021 年 8 月 5 日（木）17：00 厳守 必着
６．採否の決定と通知
学内での選考後、寺山財団法人にて書類審査があり、合格者は財団事務所（兵庫県芦屋市）
にて、11 月 7 日（日）に面接を実施する（面接は実費交通費支給、原則として日本語で行
う）
。採否の結果は、11 月中旬頃、大学を通して通知予定。
７．過去の申込者 2019 年
2020 年

２名応募 １名採用
1 名応募 1 名採用

8．書類提出・問い合わせ先
〒113-8510

東京都文京区湯島１－５－４５東京医科歯科大学学生支援事務室

学生支援事務室 (5 号館 3 階)
mail：kousei.adm@ml.tmd.ac.jp
------------------------------------------------------------------------------------------ＴＥＲＡＹＡＭＡ ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ－Scholarship Program
Terayama foundation recruits scholarship students for graduate students of dentistry as
follows.
１．Application Qualification
Second grade or third grade graduate student [doctoral course] of Dentistry at the time
of application
*If applicant is a foreign student, those who doesn’t receive any other scholarship can
apply in principle.
Please check the Foundation website for details.
Please submit by mail or bring.
２．Number of recruited student
One (If the applicants are over, the selection will be held)
３．Amount of scholarship and benefit period
50,000 yen per month ※ Not necessary to return
From January, 2022 to December, 2023 for second grade student
From January, 2022 to December, 2022 for third grade student
４． Required documents
(1) Scholarship student application (Prescribed Form)(1page only)

*Download it from TERAYAMA FOUNDATION Web site: http://www.terayama.or.jp/pg153.html
(2) Explanation about your economic situation (free form) and the document verifying
last year income of your household
*If you receive an allowance from your parents, they are assumed in the same family
budget.
(3) Student registration certificate
(4) Recommendation from professor (free form)
(5) Copy of research achievements (if you have)
※In principle, documents have to be written in Japanese. Or Japanese translation is
necessary for all of the documents in foreign language.
５．Application deadline
5p.m. on Thursday, August 5, 2021 (Strict observance)must arrive
６．Selection process and notification of result
After selection in TMDU, the foundation examines applicants with documents. Then,
an interview test for passed students is held in a foundation office (Ashiya-shi, Hyogo)
on Sunday, November 7th (In principle, it is performed in Japanese. Transportation
expenses is supplied.) The result is send to university by November.
７．Recruitment status
2019 applicant 2student Scholarship student 1student
2020 applicant 1student Scholarship student 1student
７．Office for application
〒113-8510
1-5-45Yushima Bunkyo Tokyo Tokyo Medical and Dental University student support
section
Student Support Section (the Building No. 5, 3rd floor)
E-mail：kousei.adm@ml.tmd.ac.jp

