
令和４年度内に学位取得予定および 

第一種奨学金貸与終了予定の大学院生 各位 
 
 

令和４年度「藤野博奨学金」及び「日本学生支援機構 
第一種奨学金返還免除申請」の公募について 

 
 

今年度の「藤野博奨学金」及び日本学生支援機構第一種奨学金「特に優れ

た業績による返還免除者」の公募を行います。 
 
 「藤野博奨学金」は、元九州大学歯学部長 故 藤野 博 氏の寄附による

「歯学研究院における教育・学術研究助成のための奨学基金」に基づき、

平成１８年度から大学院歯学府に設けました。 
この奨学金は、大学院歯学府歯学専攻に在学し、その年度内に学位を授

与する学生で、人物、学業が特に優れた者２名を公募により選考し、学位

授与式において表彰及び奨学金（５万円）の交付を行うものです。 
また、日本学生支援機構の第一種奨学生を対象とする「特に優れた業績

による返還免除者」の推薦者選考については、藤野博奨学金と同じ申請書

で選考することとし、奨学金返還免除の公募も併せて行います。 
 
 
提出書類： 
 〇「藤野博奨学金申請書及び日本学生支援機構第一種奨学金返還免除申請書」 １部 

〇『英語論文誌』の最新年度版 IF（Impact Factor）値を JCR（Journal Citation Reports）

からプリントアウトしたもの（業績に『英語論文掲載』を挙げる場合） １部 

※『英語論文掲載』については、最新年度版 JCRに IF（Impact Factor）が挙げられて

いるものだけを選考の対象とする。 

これを確認するため、最新年度版の IF値を JCRからプリントアウトしたものを証明

書類として提出すること。 

 〇「学位申請論文」（USBメモリ等でデータを提出） 

 
提出締切日：令和４年１２月１６日（金）正午 厳守 
 
提出・問い合わせ先：歯学学生係 （TEL：642-6262） 
 
※第一種奨学金終了者で「特に優れた業績による返還免除者」を申請しない者

．．．．．．

は同日までに「辞退届」を提出すること 
 
 



Dear Doctoral Students who will graduate / graduated in FY2022 
 

Application for Fujino Hiroshi Award 
 
Please be informed that we will be accepting an application for the Fujino 
Hiroshi Award and Exemption System for JASSO Scholarship*. 
(*Application for the Exemption System for JASSO Scholarship is available 
for only Japanese students.) 
 
Fujino Hiroshi Award was founded in 2006 based on the donation from the 
late dean and professor, Dr. Fujino.  
This award has been given to two doctoral students who will graduate or 
graduated with outstanding academic performance in each fiscal year. The 
awardee will be honored and given 50,000 JPY as a reward at the graduation 
ceremony. 
 
Details are as follows; 
 
<Required Documents> 

  1. Application Form (Supplied) 
  2. Please print out from the latest issue of the JCR（Journal Citation 

Reports）showing the IF（Impact Factor） of your English thesis 
accepted by journals  
（if you are planning to add the fact that your English thesis was  
 accepted by Journal） 
※We will only take into consideration English thesis accepted by  

journals that has an Impact factor listed in the latest issue of the  
Journal Citation Reports 

As such, please submit as a proof the printout from the latest issue of of 
the JCR（Journal Citation Reports） showing the IF（Impact Factor） 

  3. Doctoral Thesis  
*Regarding 2, please submit data form by using USB or other medium. 

 
 <Deadline> 
    Noon, December 16 (Friday), 2022 
 
<Contact> 
   Student Section for the Graduate School of Dental Science 
   Tel: 092-642-6262  
 
Please note that the application after the above deadline CANNOT be 
accepted under any circumstances.   



今後のスケジュール等について 

 

 

【1 次申請】 

 令和 4年 12月 16日（金）正午 〆切 

 提出書類 

 〇「藤野博奨学金申請書及び日本学生支援機構第一種奨学金返還免除申請書」 １部 

〇『英語論文誌』の最新年度版 IF（Impact Factor）値を JCR（Journal Citation Reports）

からプリントアウトしたもの（業績に『英語論文掲載』を挙げる場合） １部 

※『英語論文掲載』については、最新年度版 JCRに IF（Impact Factor）が挙げられて

いるものだけを選考の対象とする。 

これを確認するため、最新年度版の IF値を JCRからプリントアウトしたものを証明

書類として提出すること。 

 〇「学位申請論文」（USBメモリ等でデータを提出） 

 

【2 次申請】(藤野博奨学金のみの申請者は不要) 

 令和 5年 1月 4日（水）～1月 27日（金）正午 〆切 

〇申請希望者は九州大学 HPの以下 URLに掲載の『申請の手引き』を熟読したうえで手続

きを行ってください。（12月中旬に新年度版掲載予定） 

※毎年、『申請の手引き』に目を通すことなく申請書類を持参することによる不備が多く、

提出書類の完了に多大な時間を要しているので必ず目をとおして申請してください。 

http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/jasso/henkanmenjo.htm 

 

 提出書類 

〇令和 4年度 業績優秀者返還免除申請書（様式 1） 2部(1部はコピー) 

 〇「業績を証明する資料」 2 部(1部はコピー) 

 

※申請書類様式について 

1次申請書類 歯学府 HPを参照ください《歯学府様式》 

 http://www.dent.kyushu-u.ac.jp/campus/support/ 

2次申請書類 九州大学 HP 大学院第一種奨学金 特に優れた業績による返還免除《Jasso 様式》 

 http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/jasso/henkanmenjo.htm 

 

※今年度は、新型コロナウイルス感染予防対策のため、日本学生支援機構奨学金返還免除

に関する説明会は行われませんので、『申請の手引き』を熟読のうえで申請してください。 

 

※結果の通知について 

2023年 6月中旬～下旬頃に通知が本人宛に届く予定です。 

※申請資格 

藤野博奨学金：令和４年度に歯学府博士課程を修了し学位を取得した者または見込みの者で 

       学位授与時の在学期間が入学から６年以内の者 

日本学生支援機構 第一種奨学金返還免除：令和４年度に日本学生支援機構第一種奨学金 

の貸与が終了する者又は終了した者 

http://gakumubu.jimu.kyushu-u.ac.jp/scholarship/jasso/H30shinsei.xlsx

