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平成 29 年度事業計画書 

 

１．褒賞事業 

(1) 褒賞内容と金額 

褒賞金総額 1,810 万円程度とする。  

① 船井学術賞：総額 1,050 万円程度とする。 

300 万円ｘ1 件、150 万円ｘ5 件の合計 6 件程度とする。 

（原則 1 件を「船井哲良特別賞」とし 300 万円を授与する） 

② 船井研究奨励賞：総額 600 万円程度とする。 

1 件 50 万円ｘ12 件程度とする。 

③FIT（情報科学技術ﾌｫｰﾗﾑ）船井賞：総額 160 万円程度とする。 

船井業績賞 100 万円ｘ1 件、 

FIT 船井ﾍﾞｽﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ賞 20 万円ｘ3 件 

   

(2) 褒賞対象 

船井学術賞は国内の大学又は公的研究機関に属している 39 歳以下の研究者（平成 

29 年 4 月 1 日時点）とし、船井研究奨励賞は応募時に博士号取得後 5 年以内の者 

とする。 

FIT 船井賞は学会と協議して決定する。 

 

(3) 推薦並びに選定方法 

船井学術賞及び船井研究奨励賞は、各大学の研究科長等または当財団の理事もし

くは評議員、さらに関係学会に推薦を依頼し、選考委員会で書類選考の上、理事

長が決定するものとする。 

FIT 船井賞は学会と協議して決定する。 

 

(4) 募集期間 

船井学術賞及び船井研究奨励賞は平成 29 年 10 月 1 日から翌年 1 月 15 日まで。

FIT 船井賞は学会と協議して決定する。 

 

(5) 選考 

船井学術賞及び船井研究奨励賞は選考委員会で選考(2 月下旬頃)。FIT 船井賞の選

考時期は学会と協議して決定する。 

 

(6) 船井学術賞及び船井研究奨励賞の決定及び通知(3 月上旬頃) 

(7) 船井学術賞及び船井研究奨励賞の褒賞式の開催(4 月中旬頃) 

(8) その他付帯する必要な事項 

 

 2．日本人留学生奨学事業 

   (1) 平成 29 年度の日本人留学生は新たに採用した 11 名（学部留学 2 名、大学院留学 9
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名）と平成 24 年度より支援している留学生（52 名）と合わせて合計 63 名とする。 

支給期間・内容は下記の通り。 

【大学院留学】 

①  支給期間は原則 2 年とする。その間授業料（保険等を含む）、生活費 2500 ドル/ 

月を支給する。 

②  支給の始期については柔軟に対応し、9 月前に支給開始を希望する者に対して始 

期を早めることは可能とする。例えば 6 月から開始したものは、2 年後の 5 月迄 

とする。 

③  支給期間終了後の 3 年目以降に関しては、Ph.D.取得までの間、審査の上 3,000 

ﾄﾞﾙ/年を研究奨励金として支給する。 

 また、特別な事情がある場合には、3 年目の船井奨学生を対象として、1 年間に 

限って、授業料（保険等を含む）のみの奨学金を支給する場合がある。 

    初年度については、サマースクール費用代として 10,000 ﾄﾞﾙを限度に支給する。 

④ その他、往復航空運賃（実費）、支度金（50 万円）を支給する。 

⑤ 奨学生として選考された学生がその年度に希望する大学に留学できず、引き 

続き、翌年度も再応募を目指して留学に挑戦しようとする場合には、選考委員会

が認めれば選考された資格を翌年度まで持ち越すことができるものとする。 

  【学部留学】 

    支給期間は原則 4 年とする。その間の授業料（医療保険費含む）について 40,000

ドル／年を上限に支給する。 

 

  平成 29 年度日本人留学生奨学金予算の総合計は 195.6 百万円程度とする。 
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年度 氏名 留学先 摘要 通貨 支給額
円換算

($=120、￡=150） 支給合計額

2012 荒木　淳
Carnegie Mellon

University 研究奨励金 ドル $3,000.00 ¥360,000 ¥360,000

2012 生駒勇人 Stanford University 研究奨励金 ドル $3,000.00 ¥360,000 ¥360,000

2012 潮田　佑
The University of

Chicago 研究奨励金 ドル $3,000.00 ¥360,000 ¥360,000

2012 佐藤徳之 Stanford University 研究奨励金 ドル $3,000.00 ¥360,000 ¥360,000

2012 長野光希 USC 研究奨励金 ドル $3,000.00 ¥360,000 ¥360,000

2012 畠山大輝 UC Berkeley 研究奨励金 ドル $3,000.00 ¥360,000 ¥360,000

2012 森　亮 UC Berkeley 研究奨励金 ドル $3,000.00 ¥360,000 ¥360,000

2012 山田倫大 University　of Oxford 研究奨励金 ﾎﾟﾝﾄﾞ £2,400.00 ¥360,000 ¥360,000

2013 大滝謙太 UC, Irvine 研究奨励金 ドル $3,000.00 ¥360,000 ¥360,000

2013 澤田真行 Yale University 研究奨励金 ドル $3,000.00 ¥360,000 ¥360,000

2013 重本祐樹
University of

Cambridge 研究奨励金 ﾎﾟﾝﾄﾞ £2,400.00 ¥360,000 ¥360,000

2013 篠原　肇
University of

Cambridge 研究奨励金 ﾎﾟﾝﾄﾞ £2,400.00 ¥360,000 ¥360,000

2013 曽根　彬 M.I.T. 研究奨励金 ドル $3,000.00 ¥360,000 ¥360,000

2013 中村拓磨
Georgia Institute of

Technology 研究奨励金 ドル $3,000.00 ¥360,000 ¥360,000

2013 前田一輝
California Institute of

Technology 研究奨励金 ドル $3,000.00 ¥360,000 ¥360,000

2014 五十嵐歩美 University of Oxford 研究奨励金 ﾎﾟﾝﾄﾞ £2,400.00 ¥360,000 ¥360,000

2014 岡本一秀
Georgia Institute of

Technology
研究奨励金 ドル $3,000.00 ¥360,000 ¥360,000

2014 勝谷郁也 Rice University 生活費 ドル $2,500.00 ¥300,000

研究奨励金 ドル $1,500.00 ¥180,000

2014 金石大佑 UC,Berkeley 研究奨励金 ドル $3,000.00 ¥360,000 ¥360,000

2014 川上和也 University of Oxford 研究奨励金 ドル $3,000.00 ¥360,000 ¥360,000

2014 川口賢司 M.I.T. 研究奨励金 ドル $3,000.00 ¥360,000 ¥360,000

2014 下　英恵
University of

Cambridge 研究奨励金 ﾎﾟﾝﾄﾞ £2,400.00 ¥360,000 ¥360,000

2014 田中秀宣 Ｈａｒｖａｒｄ University 研究奨励金 ドル $3,000.00 ¥360,000

授業料・保険料 ドル $14,738.00 ¥1,768,560

2014 野田俊也 Stanford University 研究奨励金 ドル $3,000.00 ¥360,000 ¥360,000

2014 南出将志
Pennsylvenia State

University 研究奨励金 ドル $3,000.00 ¥360,000 ¥360,000

2015 青木俊介 生活費 ドル $10,000.00 ¥1,200,000

研究奨励金 ドル $1,500.00 ¥180,000

2015 荒川智洋 Purdue 生活費 ドル $12,500.00 ¥1,500,000

研究奨励金 ドル $1,500.00 ¥180,000

授業料・保険料 ドル $8,300.00 ¥996,000

2015 磯野文香 UC,Berkeley 生活費 ドル $10,000.00 ¥1,200,000

研究奨励金 ドル $1,500.00 ¥180,000

¥2,676,000

¥1,380,000

2017年度日本人留学生奨学金支給額

大学院（Ｐｈ．Ｄ．）留学生

¥480,000

¥2,128,560

Carnegie Mellon

University ¥1,380,000
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年度 氏名 留学先 摘要 通貨 支給額
円換算

($=120、￡=150） 支給合計額

2015 鵜飼貴也 Purdue 生活費 ドル $10,000.00 ¥1,200,000

研究奨励金 ドル $1,500.00 ¥180,000

授業料・保険料 ドル $34,000.00 ¥4,080,000

2015 種田修三 生活費 ドル $10,000.00 ¥1,200,000

研究奨励金 ドル $1,500.00 ¥180,000

2015 苅田　譲 生活費 ドル $5,000.00 ¥600,000

研究奨励金 ドル $1,500.00 ¥180,000

2015 久門智祐 生活費 ドル $17,500.00 ¥2,100,000

授業料・保険料 ドル $39,000.00 ¥4,680,000

2015 小林雄貴 UC, Berkeley 生活費 ドル $25,000.00 ¥3,000,000

授業料・保険料 ドル $34,000.00 ¥4,080,000

2015 田口厚志 生活費 ドル $12,500.00 ¥1,500,000

研究奨励金 ドル $1,500.00 ¥180,000

2015 武田航平 生活費 ﾎﾟﾝﾄﾞ £10,000.00 ¥1,500,000

授業料 ﾎﾟﾝﾄﾞ £5,512.00 ¥826,800

研究奨励金 ﾎﾟﾝﾄﾞ £1,200.00 ¥180,000

2015 釣巻瑶一郎 MIT 生活費 ドル $12,500.00 ¥1,500,000

研究奨励金 ドル $1,500.00 ¥180,000

2015 早坂　丈 UC, Berkeley 生活費 ドル $10,000.00 ¥1,200,000

研究奨励金 ドル $1,500.00 ¥180,000

2015 深見柾也 Chicago 生活費 ドル $12,500.00 ¥1,500,000

研究奨励金 ドル $1,500.00 ¥180,000

2015 福井真夫 MIT 生活費 ドル $10,000.00 ¥1,200,000

研究奨励金 ドル $1,500.00 ¥180,000

2015 宮武　平 Harvard 生活費 ドル $10,000.00 ¥1,200,000

研究奨励金 ドル $1,500.00 ¥180,000

2015 永島航洋
CMU The Tepper

School of Business 生活費 ドル $7,500.00 ¥900,000 ¥900,000

2016 磯村真由子 生活費 ｽｲｽﾌﾗﾝ $30,000.00 ¥3,600,000

授業料・保険料 ｽｲｽﾌﾗﾝ $2,200.00 ¥264,000

2016 今里和樹 Northwestern 生活費 ドル $30,000.00 ¥3,600,000

授業料・保険料 ドル $34,000.00 ¥4,080,000

2016 苅田裕也 生活費 ドル $30,000.00 ¥3,600,000

授業料・保険料 ドル $34,000.00 ¥4,080,000

2016 塩田佳代子 Yale University 生活費 ドル $30,000.00 ¥3,600,000

授業料・保険料 ドル $44,000.00 ¥5,280,000

2016 澁谷陽子 Stanford University 生活費 ドル $30,000.00 ¥3,600,000

授業料・保険料 ドル 免除

¥7,680,000

University of

California, Berkeley ¥7,680,000

¥8,880,000

¥3,600,000

¥1,680,000

¥1,380,000

¥1,680,000

¥1,380,000

¥1,380,000

The University of

Texas at Austin ¥3,864,000

University of

Pennsylvania ¥6,780,000

¥7,080,000

Harvard Medical

School ¥1,680,000

London School of

Economics and

Political Science ¥2,506,800

¥5,460,000

University of Arizona

¥1,380,000

The Scripps

Research Institute ¥780,000
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年度 氏名 留学先 摘要 通貨 支給額
円換算

($=120、￡=150） 支給合計額

2016 武田悠作 Ｈａｒｖａｒｄ University 生活費 ドル $30,000.00 ¥3,600,000

授業料・保険料 ドル $30,000.00 ¥3,600,000

2016 谷川洋介 Stanford University 生活費 ドル $30,000.00 ¥3,600,000

授業料・保険料 ドル $39,000.00 ¥4,680,000

2016 田主　陽 生活費 ドル $25,000.00 ¥3,000,000

授業料・保険料 ドル $52,000.00 ¥6,240,000

2016 鄭　麗嘉 Cornell University 生活費 ドル $0.00 ¥0

授業料・保険料 ドル $0.00 ¥0

2016 村上和也 生活費 ドル $30,000.00 ¥3,600,000

授業料 ドル $47,000.00 ¥5,640,000

保険料@125.25 ドル $1,503.00 ¥180,360

2016 吉永宏佑 生活費 ドル $5,000.00 ¥600,000

授業料・保険料 ドル $26,000.00 ¥3,120,000

2017 石原みやび 未定 生活費 ドル $15,000.00 ¥1,800,000

授業料・保険料 ドル $40,000.00 ¥4,800,000

2017 上原雅俊 未定 生活費 ドル $15,000.00 ¥1,800,000

授業料・保険料 ドル $40,000.00 ¥4,800,000

ｻﾏｰｽｸｰﾙ ドル $3,000.00 ¥360,000

渡航・支度 円 ¥750,000 ¥750,000

2017 大谷直樹 未定 生活費 ドル $15,000.00 ¥1,800,000

授業料・保険料 ドル $40,000.00 ¥4,800,000

ｻﾏｰｽｸｰﾙ ドル $3,000.00 ¥360,000

渡航・支度 円 ¥750,000 ¥750,000

2017 古賀祐海 未定 生活費 ドル $15,000.00 ¥1,800,000

授業料・保険料 ドル $40,000.00 ¥4,800,000

2017 小松夏実 未定 生活費 ドル $15,000.00 ¥1,800,000

授業料・保険料 ドル $40,000.00 ¥4,800,000

ｻﾏｰｽｸｰﾙ ドル $3,000.00 ¥360,000

渡航・支度 円 ¥750,000 ¥750,000

2017 塚本紘康 未定 生活費 ドル $15,000.00 ¥1,800,000

授業料・保険料 ドル $40,000.00 ¥4,800,000

ｻﾏｰｽｸｰﾙ ドル $3,000.00 ¥360,000

渡航・支度 円 ¥750,000 ¥750,000

¥7,710,000

¥7,710,000

Massachusetts
Institute of
Technology

¥3,720,000

¥6,600,000

¥7,710,000

¥7,710,000

¥6,600,000

¥8,280,000

Massachusetts

Institute of
Technology

¥9,240,000

¥0
特待生（2年間大学から支援あり）

University of
Michigan

¥9,420,360

¥7,200,000
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(2)平成 30 年度日本人海外留学生への奨学金支援について 

① 応募資格 

 情報科学、情報技術分野を中心に広くそれに関連した分野、あるいは、将来新産業創 

成に結び付くような分野(経済、経営分野を含む）において、海外の研究大学の大学院 

で Ph.D. 取得を目的として留学を目指す者、及び、日本の公立高校を卒業し、海外の 

大学で学士取得を目的として留学を目指す者。 

 日本国籍を有する者又は日本への永住が許可されている者であることを条件とする。 

② 募集人員 ・大学院留学：9 名程度  ・学部留学：2 名程度  計 11 名程度 

③ 支援期間  ・大学院留学：原則 2 年間（事情により延長を認める場合もある） 

   ・学部留学 ：原則 4 年間 

④ 支援内容 

・大学院留学：授業料・医療保険費全額、生活費 2,500 ﾄﾞﾙ/月、支度金 50 万円、 

サマースクール費用（上限 10,000 ﾄﾞﾙ） 

上記支援期間終了後、Ph.D.取得までの間、審査の上 3,000 ﾄﾞﾙ/年を研

究奨励金として支給する。 

   ・学部留学 ：授業料+医療保険費（上限 40,000 ﾄﾞﾙ） 

⑤ 渡航費   往復航空運賃 

⑥ 募集活動 

  募集要項をインターネットのホームページで公表する。  

・募集期間 ：平成 29 年 6 月 1 日～平成 29 年 9 月 30 日 

 

年度 氏名 留学先 摘要 通貨 支給額
円換算

($=120、￡=150） 支給合計額

2017 林　佑明 未定 生活費 ドル $15,000.00 ¥1,800,000

授業料・保険料 ドル $40,000.00 ¥4,800,000

2017 馬渕祐太 未定 生活費 ドル $15,000.00 ¥1,800,000

授業料・保険料 ドル $40,000.00 ¥4,800,000

ｻﾏｰｽｸｰﾙ ドル $3,000.00 ¥360,000

渡航・支度 円 ¥750,000 ¥750,000

2017 村上　愛 未定 生活費 ドル $15,000.00 ¥1,800,000

授業料・保険料 ドル $40,000.00 ¥4,800,000

ｻﾏｰｽｸｰﾙ ドル $3,000.00 ¥360,000

渡航・支度 円 ¥750,000 ¥750,000

2017 辻　琴音 未定 授業料 ドル $40,000.00 ¥4,800,000 ¥4,800,000

2017 平川奇跡
University of
Cambridge 授業料 ポンド £32,000.00 ¥4,800,000 ¥4,800,000

合計額 ¥195,615,720

¥6,600,000

¥7,710,000

¥7,710,000

学部留学生
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⑦ 推薦 

  ・大学院留学：応募者の能力、人柄を知る者 3 名からの評価書を必要とする。 

  ・学部留学 ：応募者の学校長またはそれに代わる人、担当教諭の 2 名からの推薦状 

を必要とする。 

⑧ 選考及び選考時期 

日本人留学生選考委員会で書類選考および面接選考し、理事長が決定する。 

選考時期： 11 月上旬 

⑨ 奨学金の支給時期 

平成 29 年度の留学開始時より 

⑩ その他付帯する必要事項 

 

以上 


