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よくある質問（FAQ）

Q1. 申込書類がほしいです。

(Where can I get application documents?)

A. 理工学術院のウェブ上でダウンロードして下さい。

(Please download from the website of Faculty of Science and Engineering.)

Q2. オンラインの申請フォームには入れません。

(I cannot access to the online application form)

A. はじめに MyWaseda にログインの上、申請フォームを開いてください。

(You first need to log in MyWaseda.)

Q3. ポスターや募集要項は見ることができるが、申請書が見つからない。

(I found poster and application guideline, but the application document is not available.)

A. スマートフォンではなくご自身の PC や Laptop で確認してください。スマートフォンでは画面がすべ

て表示されません。

(Please download and check the documents with your PC or laptop, instead of your smartphone.)

Q4. 海外からでも申請できますか？

(Can I apply for this scholarship from abroad?)

A. はい、必要な申請書類をご準備頂き、所定のリンクから提出してください。

(Yes. Please prepare all required documents and submit them from the designated link.)

Q5. 現在、帰省中で賃貸契約書が手元にありません。

(I am currently back in my home country and hence do not have the housing lease agreement with me.)

A. 帰国後に準備が出来次第、提出してください。また、申請時は MyWaseda 申請フォームの設問 4-5.

に提出できない理由を入力してください。実際の申請と後日提出いただいた賃貸契約書に異なる記載

があった場合、申請書上の記載を正とします。また、選考の段階で書類不備として取り扱われる可能

性があるので、十分注意してください。

(Please submit the copy of your agreement after returning to Japan. Besides, please make sure to fill in

the reason for not being able to submit the required document in 4-5. on MyWaseda application form.

In the event of any difference or inconsistency between the application and the later submitted

document, the application document shall prevail in all respects. Besides, your application could be

treated as incomplete at the selection stage. We therefore ask you to check carefully before completing

your application.)
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Q6. 私の在留カードは失効しています。コロナウィルス感染症の影響で、更新もできません。

(My residence card has been expired. Besides, I cannot renew it due to COVID-19 outbreak.)

A. 現在、お手元にある在留カードのコピーを提出してください。更新後に改めて在留カードのコピーを

提出してください。

(Please submit the copy of your current residence card. Then, please submit the copy of renewed one

once it’s ready.)

Q7. 私は新型コロナウィルス感染症に伴う入国制限により在留資格「留学」を未取得ですが、申請資格

はありますか？

(Am I eligible for the application, although I have not obtained the Visa “College Student” yet due to the

entry restriction cause by COVID-19?)

A. 申請することが可能です。但し、入国制限解除後（ビザ発給制限の解除後）に在留資格「留学」を取

得し、入国後には在留カードを提出いただくことが前提です。なお、採用となった場合にも、「留学」

以外の在留資格を取得した場合は、採用取り消しとなります。

(You are eligible for application. However, you must obtain the Visa status "College Student" after the

lifting of entry restrictions (after the lifting of visa issuance restrictions) and submit your residence card

after entering Japan. Please note that even if you are selected as the scholarship recipient, your status

as the recipient will be cancelled if you acquire a residence status other than "College Student".)

Q8. 私は入国制限によって渡日できないため、現在、母国に滞在しています。この場合、申請書上の金

額はどのように記入すればよいですか？

(I am currently staying in my home country as I cannot travel to Japan due to entry restrictions. In this

case, how should I enter the amount on the application form?)

A. 現在の滞在地で発生している収入・支出を記入して下さい。（例：現在、母国のご家族と共に住んで

おり、住居費や食費が発生していない場合はゼロと記入して下さい。）日本に滞在した場合に発生す

る想定費用を記入する必要はありません。

(Please indicate the income/expenses you are currently earning in your country of residence. (e.g. If

you are currently living with family in your home country and do not incur any housing or food costs,

please write zero.) You do not need to enter the expected expenses you will incur if you stay in Japan.)


