
 

2021年度広島大学工学部後援会による学生補助事業 応募申請書 

2021 Application Form 
   年    月    日 

記 

 

学生番号・氏名・所属 

Student ID Number・Full 
Name・Affiliation 

学生番号：               氏名： 

Student ID Number                  Full Name 

 

所属： 

Affiliation 

申請区分 

（いずれかに○） 

Circle one 
*Only members of the 

Supporters Association of 
School of Engineering 
Hiroshima University  

can apply, except E 

*「工学部後援会」入会者の子弟に限り申請可。（Eを除く） 

A 派遣留学奨学生（学部生，大学院生対象）Study Abroad Scholarship Students 

B 二重学位奨学生（大学院生対象）Double Degree Scholarship Students 

C-1 学会発表等奨学生（派遣型）（学部生，大学院生対象（本人の発表に限る） Conference Presentation Scholarship 

Students （Dispatched Type）(Applicants must make presentations) 

C-2 学会発表等奨学生（交流型） （学部生，大学院生対象（本人の発表，交流に限る）Conference Presentation Scholarship 

Students（Interaction Type）（Applicants must make presentations and/or have interaction） 

C-3 学会発表等奨学生 (オンライン型) （学部生，大学院生対象（本人の発表に限る）Conference Presentation 

Scholarship Students （Online Type）(Applicants must make presentations) 

D 国際活動奨学生（学部生，大学院生対象）International Activity Scholarship Students 

E 私費外国人留学生 （博士課程後期在籍の私費外国人留学生対象）Privately Founded International Students 
(Privately Founded Doctoral Students Only)) 

語学力 

Language Proficiency 
英語試験・資格等 English Test・Qualification etc. 

(試験名 Name of Test：           ，得点(Score)        ・資格(Qualification)：        ） 

活動目的・内容 

（Purpose and Details of 
Activities, Such as Name of 

Conferences or Institutions） 

学会発表の場合，発表内容及び発表方法を詳細に記入の上，さらにプログラムの写しを添付すること。 
If you will make a presentation at the conference, details the contents and method about your 
presentation. Also, you need to attach a copy of the program/agenda of the conference. 
※C-2(交流型)申請者は研究機関等での活動予定も記入のこと※If you are C-2 applicants, provide activity 
plans also)  
 

 

学会名および学会発表申請状

況， 

(発表方法および査読) 

Application Status of 
Conference 

(※C に応募する方のみ記入) 
（※C applicants only） 

学会名 The name of conference 

 

申請状況 Application Status of Conferences (Circle one)： 

発表決定 You are selected as a presenter  ・申請中 Currently Applying（    月     日頃結果通知予定 

To be announced decision of your application for the presentation on (around)        /         ） 

 

発表方法 Presentation Method（                                 ） 

 

査読の有無 Peer Reviewed ：  有 Yes  ・  無 No 
プロシーディングの有無 Having Proceedings：  有 Yes  ・  無 No 

研究機関等訪問時の活動予定 

Schedule of Activities at 
Research Institutions 

（※C-2 (交流型) に応募する

方のみ記入 

(C-2 Applicants Only） 

 

yyyy    mm       dd 

 

mm    dd 



活動場所 Activity Location 
（国名・都市名）Country/City 

Name 
 

旅行期間 Traveling Period   
(Departure and Return Date） 
（※C-3 (オンライン型) に応

募以外の方のみ記入 

(Expect for C-3 Applicants） 

 
(from)      年      月      日 から (To)      年      月      日 まで 

活動期間 
Period of Activity 

（学会開催期間 The Period 
of Conference） 

(研究機関等訪問期間 The 
Period of Visitation to the 

Research Institutions) 

 
(from)      年      月      日 から (To)      年      月      日 まで 

 

 

(from)   年   月    日から(to)   年   月    日まで（   日間/days） 

日  程 
Itinerary 

（※C-3 (オンライン型) に応

募以外の方のみ記入 

(Expect for C-3 Applicants） 

月 日 
Date  

発地 
from 

着地 
to 

宿泊地（泊数） 
Location (no. of Nights) 

 Higashi-Hiroshima City   
    
    
    
    
※申請書類提出後の計画変更は認めません。計画と異なる行動をした場合は，採択取消や交付金額の減額を

行うことがあります。 
※You are not allowed any changes after the submission of the application(s). If the actual activities are 
different from the plans, the subsidy will be cancelled or the amount will be reduced. 

同行（同伴）者が 
いる場合，氏名等 

Name(s) of Accompanying 
Person(s) (if any) 

 
 

補助希望額            

Requested Subsidy Amount 

 

               円/Yen ※「所要見込額計算書」等を基に，補助上限額の範囲内で記入。  

※C-3 (オンライン型) に応募の方は，学会の参加費を記入。 

※ Please refer the Estimate of Necessary Costs (Attachment 1) and do not exceed the maximum subsidy amounts 

※ For C-3 applicants, please fill in the amount of registration fee for conference. 

補助額が旅費に満たない場合

の他の経費による支援  

（指導教員等に相談して記載）  

Any other budgets to cover the 
expenses when the amount of 

expenses exceeds the maximum 
amount of this subsidy. (Please 

discuss with your supervisor and 
fill out this part.) 

無 No ・ 有 Yes 

（経理単位名及び支援内容 Name of the Budget and Details：                         ） 

※合算払いが可能な経理単位かどうか確認すること。「有」の場合，活動終了後に合算払いの手続きを案内

するので，それまでは支援を受けないこと。 

 Verify if your expenses are able to be added up with this subsidy. 
If “YES,” please do not receive any financial supports until the Supporters Association notifies you about the 

payment procedure. 

連絡先等 Contact 
(Usually Contact via Email） 

E-mail(PC): 

 

承 認 欄 Approval 

 
指導教員氏名 

Name of Supervisor 

 

                                印 

または 

サイン 

※左記指導教員の承認を得た後，必要書類を

添えて提出すること。 

※Please submit this application form with 

approval stamps from your supervisor 

with required documents . 

 

 (YYYY    MM    DD)  (YYYY    MM    DD) 

 (YYYY    MM    DD)  (YYYY    MM    DD) 



                                                                                別紙２/Attachment  

 

所要見込額計算書 Estimate of Necessary Costs 

１．航空賃 (Air Fare) 

以下に航空賃（往復分）の見積書（または請求書・領収書）の金額を記入する。 
  ↓ Please provide us the price of round-trip air fares on the quotation (or invoice, receipt). 

           円/JPY① 

 

２．国内交通費 (Domestic Transportation Expenses) 

 以下に国内交通費（航空賃を除く JR 等の公共交通機関の費用）を記入する。（※学割が使用できる場合は必ず利用すること。） 

Please provide us the total and breakdown expenses of domestic transportations, including public transportations such as the JR, except    
air fares. 

↓(※Please use the student discount when it is available. ) 
 

            円/JPY② 

（内訳 Breakdown）                  ，                  
                 ，                   

                             ，                   
 
 

３．宿泊費 (Accommodation Expenses) 

宿泊都市名（国名）： 
City Name of the Accommodation  
(Country Name) 

                          （             ） 

    円/JPY ×     泊 

# of Nights ＝                       円/JPY③ 

 ※宿泊費の補助範囲は，原則として活動実施期間（学会開催期間，研究機関等訪問期間 等 ）の前後+1 日までです， 
また，１泊あたりの補助上限額は原則１万円までです。 
The eligibility conditions for the accommodation is one day before and after the activity period. The maximum subsidy 
amount for the accommodation is 10,000 JPY per night. 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
 以下に①，②，③の合計金額を記入 
   ↓Please provide the total amount of ①,② and ③ 

            円/JPY  →左記の金額を申請書に記入すること。 
Please provide this expenses amount to your application. 

 
※可能な限り正確な金額で計算すること。本算出額に基づき補助額を決定します。 
※Please provide us the expense amount as accurately as much as possible. The amount of the subsidy will be decided 

based on your report. 


