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名古屋⼯業⼤学卒業⽣連携室メールマガジン

http://alum.nitech.ac.jp/
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卒業⽣連携室メールマガジンをお届けします。

このメールマガジンは、平成 23年度以降の卒業⽣とメール

マガジンの受信をご登録いただいた⽅々にお届けしています。

メールマガジンバックナンバーはこちら

http://alum.nitech.ac.jp/backnumber/
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───────────────────────────

1.ニュース・イベント

───────────────────────────

1)新型コロナウイルスに関する本学の対応について

https://www.nitech.ac.jp/news/news/2019/8147.html

1-1) 名古屋⼯業⼤学における 新型コロナウイルス感染者の

発⽣について

（8/31掲載)https://www.nitech.ac.jp/news/news/2021/9166.html

（8/11掲載)https://www.nitech.ac.jp/news/news/2021/9128.html

 (7/29掲載)https://www.nitech.ac.jp/news/news/2021/9102.html

2)２０２２年度名古屋⼯業⼤学⼤学院⼯学研究科（博⼠前期

課程）⼊試の出題ミスについて（報告）

https://www.nitech.ac.jp/examination/sokuhou/9148.html

3)鶴舞周辺での⾃動運転の実証実験が始まりました。

https://www.nitech.ac.jp/news/news/2021/9144.html

4)【8 ⽉ 23⽇】NHK総合「ファミリーヒストリー 」に

本学が登場！

https://www.nitech.ac.jp/news/news/2021/9141.html

5)コインブラ⼤学（ポルトガル）との共同プロジェクトが採択

されました。

https://www.nitech.ac.jp/int/news/9126.html

6)【9 ⽉ 15⽇】ダイバーシティ推進シンポジウム「多様性を

⼒に変える環境構築のために」開催

https://www.nitech.ac.jp/event/2021/09/15.html#m009170

───────────────────────────

2.学⽣活動

───────────────────────────

各部およびサークル活動にご寄付頂ける場合には、名古屋⼯業

⼤学基⾦（各部またはサークル宛）にお願い致します。

https://www.nitech.ac.jp/kikin/contribution/

───────────────────────────

3.研究関連情報・受賞

───────────────────────────

1)佐野 明⼈ 教授に、計測⾃動制御学会からフェローの称号

が授与されました。

https://www.nitech.ac.jp/honor/2021/post-79.html

2)伊藤 洋介 准教授が、2021年⽇本建築学会奨励賞を受賞

しました。

https://www.nitech.ac.jp/honor/2021/-2021.html

3)⼯学専攻創造⼯学プログラムの⼩倉 和樹さん、⼯学専攻

⽣命・応⽤科学系プログラムの藤⽥ 和樹さんが第 55 回

有機反応若⼿の会ポスター講師賞を受賞しました。

https://www.nitech.ac.jp/campus/news/9172.html

4)⼯学専攻社会⼯学系プログラムの横⽥ 太志さんが第 43回

コンクリート⼯学講演会年次論⽂奨励賞を受賞しました。

https://www.nitech.ac.jp/campus/news/9169.html

5)構造システム⼯学（永⽥）研究室が JAPAN STEEL BRIDGE

COMPETITION 2020 総合部⾨と構造部⾨の両部⾨で準優勝

しました。

https://www.nitech.ac.jp/campus/news/9147.html



6)社会⼯学専攻の本⽥ 寿明さんが国際会議 10th IIAI

International Congress on Advanced Applied Informatics で

Honorable Mention Awardを受賞しました。

https://www.nitech.ac.jp/campus/news/9115.html

7)⽣命・応⽤化学専攻の杉浦 雅⼤さんが第 21回⽇本蛋⽩質

科学会年会ポスター賞を受賞しました。

https://www.nitech.ac.jp/campus/news/9111.html

8)⼯学専攻創造⼯学プログラムの三輪 直登さんが第 67 回

構造⼯学シンポジウム優秀講演賞を受賞しました。

https://www.nitech.ac.jp/campus/news/9097.html

9)⼯学専攻⽣命・応⽤化学系プログラムの吉⽥ 理浩さんが

⽇本セラミックス協会 2021年年会優秀ポスター発表賞を

受賞しました。

https://www.nitech.ac.jp/campus/news/9082.html

10)⼯学専攻社会⼯学系プログラムの加藤 諄さんが第 43回

コンクリート⼯学講演会年次論⽂奨励賞を受賞しました。

https://www.nitech.ac.jp/campus/news/9140.html

11)アフターコロナを⾒据えた「次世代の都市モデル検討⼿法」

の提案 〜名古屋⼯業⼤学とＵＲ都市機構による共同研究の

成果報告〜

https://www.nitech.ac.jp/news/press/2021/9168.html

12)フォト弾性率パターニングによる"不均質"樹脂の開発

― 省資源化に向けた新規樹脂設計コンセプト ―

https://www.nitech.ac.jp/news/press/2021/9142.html

13)イオン性ナノ結晶の陽イオン交換における結晶構造変化

決定因⼦を発⾒ ―温和な条件での結晶構造制御に向けた

新たな知⾒―

https://www.nitech.ac.jp/news/press/2021/9084.html

14)「⾃律調整ＳＣＭコンソーシアム」設⽴のお知らせ

《サプライチェーンにおける⽇々の調整業務の劇的な

効率化へ》

https://www.nitech.ac.jp/news/news/2021/9193.html

15)教員・学⽣の受賞(活躍)

≪教員 2 件(2021.9.14-2021.9.14) 学⽣ 8 件(2021.7.19-2021.9.21)≫

http://www.nitech.ac.jp/honor/

http://www.nitech.ac.jp/campus/news/

───────────────────────────

4.公開講座

───────────────────────────

⼀般市⺠対象の開催予定の講座をお知らせします。

https://www.nitech.ac.jp/course/index.html

1. 豊かな⽣活とは何だろう〜快適で安全な⽣活を⽀える

科学技術〜

https://www.nitech.ac.jp/course/kouza/koukou/13.html

⽇程:2021 年 10 ⽉ 9 ⽇（⼟）、16 ⽇（⼟）、23 ⽇（⼟）13:00〜16:00

会場:名古屋⼯業⼤学

講習料:無料

2. 「しあわせ」とは何か？ ⼼理学による幸福の意味と価値

https://www.nitech.ac.jp/course/kouza/ippan/15.html

⽇程:2021 年 11 ⽉ 2⽇

会場:イーブルなごや

講習料:無料

3. 災害と経済構造改⾰

https://www.nitech.ac.jp/course/kouza/ippan/14.html?koukai-ippan

⽇程:2021 年 11 ⽉ 9⽇(⽕)

会場:イーブルなごや

講習料:無料

4. コンピュータサイエンス・アドベンチャー 〜理論計算機

科学はこんなに⾯⽩い！〜（キャンセル待ち受付中）

https://www.nitech.ac.jp/course/kouza/koukou/16.html

⽇程:11 ⽉ 20⽇（⼟）（⼯⼤祭の⼟曜⽇）

会場:名古屋⼯業⼤学（未定）

講習料:1,230 円（⾼校⽣は無料）

◇その他の実施予定

http://www.nitech.ac.jp/course/

◇申し込み⽅法等

http://www.nitech.ac.jp/course/kouza/application.html



───────────────────────────

5.名古屋⼯業会・学科同窓会

───────────────────────────

名古屋⼯業会 http://www.nagoya-kogyokai.jp/

CE会  http://civil.web.nitech.ac.jp/civil/alumni.html

光鯱会 http://koukokai.jp/home/

巴会  http://tomoe.web.nitech.ac.jp/

電影会 http://www.denei.jp/index.html

双友会 https://soyukai.wixsite.com/mysite

緑会  http://www.ach.nitech.ac.jp/~midori/index.html

名晶会 http://meishokai.mse.nitech.ac.jp/

経友会 https://keiyukai.web.nitech.ac.jp

───────────────────────────

6.奨学⾦等

───────────────────────────

1)令和 3年 8 ⽉ 11⽇からの⼤⾬による災害に係る災害

救助法適⽤地域の世帯の学⽣へ

学⽣各位

令和 3 年 8⽉ 11⽇からの⼤⾬による災害に係る災害救助法

適⽤地域の世帯の学⽣で本災害により被害を受けた学⽣は，

学⽣⽣活課学⽣係まで申し出てください。

学⽣係連絡先

電話番号：０５２−７３５−５２３５

E-mail：gakuseika@adm.nitech.ac.jp

また⽇本学⽣⽀援機構から，本災害により家計が急変し，

奨学⾦を希望する者について給付奨学⾦の家計急変採⽤及び

貸与奨学⾦の緊急・応急採⽤の推薦を受け付ける旨の連絡が

ありました。

該当する学⽣は，奨学⽀援係に申し出てください。 詳細は⽇本

学⽣⽀援機構公式サイトの以下のページで確認してください。

○公式サイト詳細ページ

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/rinji/chiiki/genzai.html

（ＪＡＳＳＯ災害⽀援⾦について）

この他，学⽣やその⽣計維持者の居住する住宅に床上浸⽔，

半壊以上等の被害を受けた場合，⽇本学⽣⽀援機構から

ＪＡＳＳＯ災害⽀援⾦（１０万円）が⽀給される制度が

あります。

該当する学⽣は，以下のページで詳細を確認した上，

学⽣⽣活課奨学⽀援係に申し出てください。

〇対象者：学部⽣・⼤学院⽣

○公式サイト詳細ページ

https://www.jasso.go.jp/kihukin/shienkin/index.html

奨学⽀援係連絡先

電話番号：０５２−７３５−５０７６

E-mail：shogaku@adm.nitech.ac.jp

2)台⾵ 9号から変わった温帯低気圧に伴う⼤⾬による災害に

かかる災害救助法適⽤地域の世帯の学⽣へ

学⽣各位

台⾵ 9 号から変わった温帯低気圧に伴う⼤⾬による災害に

かかる災害救助法適⽤地域の世帯の学⽣で本災害により

被害を受けた学⽣は，学⽣⽣活課学⽣係まで申し出てください。

学⽣係連絡先

電話番号：０５２−７３５−５２３５

E-mail：gakuseika@adm.nitech.ac.jp

また⽇本学⽣⽀援機構から，本災害により家計が急変し，

奨学⾦を希望する者について給付奨学⾦の家計急変採⽤及び

貸与奨学⾦の緊急・応急採⽤の推薦を受け付ける旨の連絡が

ありました。

該当する学⽣は，奨学⽀援係に申し出てください。 詳細は⽇本

学⽣⽀援機構公式サイトの以下のページで確認してください。

○公式サイト詳細ページ

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/rinji/chiiki/genzai.html

（ＪＡＳＳＯ災害⽀援⾦について）

この他，学⽣やその⽣計維持者の居住する住宅に床上浸⽔，

半壊以上等の被害を受けた場合，⽇本学⽣⽀援機構から

ＪＡＳＳＯ災害⽀援⾦（１０万円）が⽀給される制度が

あります。

該当する学⽣は，以下のページで詳細を確認した上，

学⽣⽣活課奨学⽀援係に申し出てください。

〇対象者：学部⽣・⼤学院⽣

○公式サイト詳細ページ

https://www.jasso.go.jp/kihukin/shienkin/index.html

奨学⽀援係連絡先

電話番号：０５２−７３５−５０７６

E-mail：shogaku@adm.nitech.ac.jp

3)2022 年度⽇本学⽣⽀援機構「⼤学院予約採⽤奨学⾦（貸与）」

の申請について

2022年度 ⼤学院進学予定者各位

申請希望者は申請書類を学⽣センター6 番窓⼝で⼊⼿し，

以下の提出期限までに申込んでください。



1.対象者

2022 年度本学⼤学院進学予定者（博⼠前期課程及び博⼠後期

課程） ※ 外国⼈留学⽣は対象外

2.申請書類配布期間

 9 ⽉ 21 ⽇（⽕）〜10⽉ 1 ⽇（⾦）

３.申請⽅法・申請書類提出期限

 10⽉ 8 ⽇（⾦）必着  郵送により提出

【その他の注意事項】

・提出期限を過ぎたものは、原則として受け付けない

・問い合わせは学⽣本⼈が⾏うこと

（本⼈以外からの問い合わせは受け付けない）

問い合わせ先：学⽣⽣活課奨学⽀援係 TEL:052-735-5076

E-mail: shogaku@adm.nitech.ac.jp

・奨学⾦申請受付は原則として全て郵送・メールのやり取りに

より⾏うので、メールや電話には確実に対応すること。

4)【学⽣⽣活課】NHK放送受信料免除制度について

学⽣各位

親元などから離れて暮らしている奨学⾦受給対象学⽣や

授業料免除対象学⽣等に対し受信料免除制度があります。

詳細については、NHK公式サイトの下記ページを確認し、

該当者は各⾃で必要な⼿続きを⾏ってください。

https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/StudentBranch.do

・授業料免除状況証明書が必要な学⽣(⽇本学⽣⽀援機構

奨学⽣除く)は、学⽣センター6 番窓⼝に申し出てください。

5)新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した

学⽣の２０２１年度後期分授業料免除について

 通常の授業料免除は前年の家計状況により判定しますが、

新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合

については、事由発⽣後の収⼊を基に算出します。

 新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した

世帯の学⽣は、以下を確認し申請してください。

１．対象者

以下の１⼜は２に該当する学⽣

(1) 国や地⽅公共団体が、新型コロナウイルス感染症の感染

拡⼤による収⼊減少があった者等を⽀援対象として実施する

公的⽀援の受給証明書を提出できること。

公的⽀援の受給証明書は、⽇本学⽣⽀援機構給付奨学⾦の

ＨＰを参照のこと。

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/coronavirus.html

(2) 事由発⽣後の⽣計維持者（⽗・⺟等、独⽴⽣計者は本⼈

及び配偶者）の所得が、前年度⼜は前々年度の所得と⽐較し

1/2以下となっていること。

外国⼈留学⽣については、新型コロナウイルス感染症の影響に

より，本⼈及び配偶者の収⼊が 1/2以下となっていること。

（ただし、⽗⺟が⽇本国内に在住している場合は、⽗⺟を⽣計

維持者とみなします。）

２．提出書類

2021年度後期の⼤学制度の授業料免除申請書類⼀式に加え，

以下の提出書類を提出してください。

(1)新型コロナウイルス感染症の影響を事由とした家計急変

の申告書

https://www.nitech.ac.jp/campus/support/55feb9950414c7c0a203dc02c3f677ccec3dc536.xlsx

(2)申請確認書

https://www.nitech.ac.jp/campus/support/211c6c86889ea3fe0c404711b7f67ee3911ef1af.xlsx

(3)公的⽀援の受給証明書

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/coronavirus.html（参照）

(4)給与以外の所得⾒込みに関する申⽴書（給与所得者以外）
https://www.nitech.ac.jp/campus/support/mt_files/a4d6d929f6076d1157304fa942a860ffa80ee1a4.doc

(5)家計急変申告書（外国⼈留学⽣、⼤学院独⽴⽣計者は(1)に

替えて提出）
https://www.nitech.ac.jp/campus/support/mt_files/df19c32f13421cd1cff7725e36d7b59a45509f53.doc

(6)前年度⼜は前々年度の所得を証明する書類（源泉徴収票等）

(7)事由発⽣後の所得を証明する書類

（給与明細等、直近 3か⽉分）

３．提出期限

  2021年１０⽉１３⽇（⽔） 必着（郵送で提出すること）

４．提出⽅法

  申請書類⼀式を以下の宛先までレターパックライトで

送付すること。

 （郵送先）〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町

      名古屋⼯業⼤学 学⽣⽣活課奨学⽀援係 宛

５．注意事項

・申請要件を満たしていても、事由発⽣後の所得が本学の

授業料免除基準を満たしていない場合は、対象となりません。

・⾼等教育の修学⽀援新制度（以下、「新制度」という。）の

申請要件（在学採⽤、家計急変）を満たしている場合は，必ず

新制度に申請してください。

・新制度との併願申請，現新制度採⽤者（⽇本学⽣⽀援機構

給付奨学⽣）の申請も可能です。

・⾼等教育の修学⽀援新制度に申請（採⽤）の学⽣については、

申請による⽀援との差額が免除対象となります。



6)【奨学⾦】2022年度上期公益財団法⼈似⿃国際奨学財団

奨学⽣募集について

以下のとおり奨学⽣募集の案内があったので，希望者は

財団公式ページから各⾃申請してください。

（留学⽣は、別途留学⽣向け案内を参照すること。）

１ 対象者

以下を全て満たす者

・2022 年 4⽉時点で 23 歳以下で，⼯学部第⼀部に在籍予定

の者または 25歳以下で⼤学院博⼠前期課程に在籍予定の者

・⽇本国籍を有する者（永住権，定住権を有する者も可）

・他の給付型奨学⾦との併給：不可 ※ただし⼤学制度の

授業料免除，⼀時奨励⾦もしくは，貸与型奨学⾦を除く

２ 種類：給与制（返還の必要のないもの）

３ 奨学⾦内容

・⽀給額：⽉額 5万円

選考結果に応じて、優秀者には⽉額最⼤ 3 万円の学習奨励⾦を

追加⽀給

・⽀給期間：2022年 4 ⽉〜2023 年 3 ⽉（1 年間）

４ 募集⼈数：全体で最⼤ 100名（上期・下期合わせて）

５ 応募⽅法

・以下の財団公式WEBページにて応募⽅法等を確認し，

オンラインエントリーを⾏うこと

（※⼤学への書類等提出は不要）

https://www.nitori-shougakuzaidan.com/

６ 応募期限：2021 年 11 ⽉ 2⽇（⽕）まで（直接応募）

７ その他：

・選考結果通知は 2 ⽉下旬予定

・採⽤された場合は学⽣センター6 番窓⼝に申し出ること

・奨学⽣には下記義務があります。

※毎⽉期限内にレポート（事務局配信のテーマに沿ったものを

A4 ⽤紙 1-2ページ程度）を提出，交流会の参加（年 2回予定），

⽉ 20時間以上のアルバイトに従事していること

7)【奨学⾦】2022年度公益財団法⼈林レオロジー記念財団

奨学⽣募集について

以下のとおり奨学⽣を募集するので，希望者は財団サイトで

申請書類をダウンロードし，学⽣センター6 番窓⼝に提出

してください。

１ 対象者

・2022 年 4 ⽉ 1⽇時点で，本学学部 3年次⼜は 4年次に進級，

もしくは本学⼤学院博⼠前期課程 1年次に進学若しくは 2年次

に進級⾒込みの者

・未来に役⽴つ理論・メカニズムの設計⼯学・ロボット⼯学・

AI 技術・IT技術・制御⼯学等の⾃動製造システムに関する

学問を習得⼜は学術研究を志す学⽣，若しくは「⾷品産業に

関する」⽣命科学系の学⽣

・品⾏⽅正で学習意欲が⾼く，成績が⼀定⽔準以上の者

・前年度応募者および前年度奨学⽣の応募可

・他団体奨学⾦との併給：可

2 種類

給与制（返還の必要のないもの）

3 奨学⾦内容

・⽀給額：学部⽣   ⽉額 30,000円

     ⼤学院⽣ ⽉額 50,000円

・⽀給期間：2022年 4 ⽉〜最短修業年限まで

4 募集⼈数

・学部⽣  1名  ・⼤学院⽣  1名

5 申請書類

・以下のページから各⾃ダウンロードすること

http://www.hayashi-rheology.or.jp/recruitment/entrance/college.html

 1． 奨学⽣願書（指定⽤紙）

 2． ⾃⼰紹介（指定⽤紙）

 3． 世帯全員分の住⺠票

 4． 成績証明書（本学指定様式、最新のもの）

※新⼊⽣,学部 3 年次編⼊⽣については，直前の在学校の

もの,⼤学院⽣は学部時の成績証明書も必要

 5． 在学証明書（本学指定様式）

 6． ⼤学院の合格通知書の写し（進学予定者のみ）

 7． 専⾨課程における研究実績等の報告書

（研究実績等がある場合のみ）

 8． 個⼈情報の取り扱いに関する同意書（指定⽤紙）

 9． 推薦書（指定⽤紙，学⻑名の記名・押印部分は記⼊

しないこと）

 10．課題⼩論⽂（課題内容は募集要領を参照のこと）

 11．「本⼈」，「⽗⺟」の 2020 年分(2020 年１⽉〜12 ⽉)の

所得を証明する書類の『写し』

    （所得証明書類例：源泉徴収票，確定申告書等。

マイナンバー記載のないもの）

 ・「推薦書」の「推薦理由」は指導教員またはクラス担当委員

に依頼し，作成を依頼するに当たっては以下の「推薦所⾒

等作成依頼書」を利⽤すること。また、証明⽇付、学校名、

学⻑名は記⼊しないこと。

https://www.nitech.ac.jp/campus/support/zaidan-shinsei.html



6 書類提出場所

学⽣センター6番窓⼝ ※⼟⽇祝⽇は除く，8：40〜17：10

7 提出期限 2021 年 10 ⽉ 8 ⽇（⾦）まで

8 その他 ・書類・⼩論⽂による選考

8)【奨学⾦】2021年度⼀般財団法⼈関通物流技術振興財団

奨学⽣の募集について

 以下のとおり奨学⽣募集の案内があったので，希望者は財団

公式サイトで申請書類をダウンロードし、各⾃財団に直接、

申し込んでください。

募集概要（詳細は公式サイトで確認すること）

1 対象者

・⽇本国籍を有する学部 3年次学⽣

・応募締切⽇時点で年齢 25才以下である者

・経済的な理由により学費の⽀弁が困難である者

・就学状況及び⽣活状況について適時報告できる者

・学業成績（GPA）が 3.0 以上であること

・他の奨学⾦との併給：可

・家計状況が以下の条件（下記表に記載の⾦額以下）に該当

すること

世帯⼈数 給与所得者（⽀払⾦額）給与所得者以外（所得⾦額）

------------------------------------------------------------------

2 ⼈世帯     500万円       200万円

------------------------------------------------------------------

3 ⼈世帯     600万円       250万円

------------------------------------------------------------------

4 ⼈世帯     700万円       300万円

------------------------------------------------------------------

5 ⼈世帯     800万円       370万円

------------------------------------------------------------------

6 ⼈世帯     900万円       440万円

------------------------------------------------------------------

2 種類：給与制（返還の必要のないもの）

3 奨学⾦内容

・⽀給額 ：年額 48 万円

・⽀給期間：2021年 4 ⽉〜2023 年 3 ⽉（2 年間）

4 募集⼈数：全体で 10 名

5 申請書類

・申請書類は、以下の財団公式サイトからダウンロード

すること（⼤学への書類等提出は不要）

http://kantsu-zaidan.or.jp/scholarship/

6 提出期限:2021 年 9 ⽉ 30⽇（⽊）必着（直接応募）

7 その他

・選考結果は 2021 年 11⽉中旬頃通知予定

・採⽤された場合は学⽣センター6 番窓⼝まで申し出ること

9)令和 3年 7 ⽉ 1⽇からの⼤⾬による災害に係る災害救助法

適⽤地域の世帯の学⽣へ

学⽣各位

令和 3 年 7⽉ 1 ⽇からの⼤⾬による災害に係る災害救助法

適⽤地域の世帯の学⽣で本災害により被害を受けた学⽣は，

学⽣⽣活課学⽣係まで連絡をお願いします。

学⽣係連絡先

電話番号：０５２−７３５−５２３５

E-mail：gakuseika@adm.nitech.ac.jp

また⽇本学⽣⽀援機構から，本災害により家計が急変し，

奨学⾦を希望する者について給付奨学⾦の家計急変採⽤及び

貸与奨学⾦の緊急・応急採⽤の推薦を受け付ける旨の連絡が

ありました。

該当する学⽣は⽇本学⽣⽀援機構公式サイトの以下のページ

で詳細を確認した上，奨学⽀援係に申し出てください。

○公式サイト詳細ページ

http://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/kinkyu_okyu/c

hiiki/genzai.html

（ＪＡＳＳＯ災害⽀援⾦について）

この他，学⽣やその⽣計維持者の居住する住宅に床上浸⽔，

半壊以上等の被害を受けた場合，⽇本学⽣⽀援機構から

ＪＡＳＳＯ災害⽀援⾦（１０万円）が⽀給される制度があります。

該当する学⽣は，以下のページで詳細を確認した上，

学⽣⽣活課奨学⽀援係に申し出てください。

〇対象者：学部⽣・⼤学院⽣

○公式サイト詳細ページ

https://www.jasso.go.jp/gakusei/shienkin/index.html

奨学⽀援係連絡先 電話番号：０５２−７３５−５０７６

E-mail：shogaku@adm.nitech.ac.jp

10)【奨学⾦】2022年度 CWAJ 奨学⾦の募集について

 下記のとおり奨学⽣募集の案内があったので，希望者は各⾃

公式サイトから申請様式等をダウンロードし申し込んで

ください。

提出書類：要項・様式は以下から各⾃ダウンロードし，

各⾃応募すること https://cwaj.org/jp/scholarship/

その他：採⽤された場合には学⽣センター6 番窓⼝に報告

すること



11)【奨学⾦】⽇本学⽣⽀援機構奨学⾦返還助成制度について

各⾃治体が卒業・修了後の域内への就職等を条件とした

⽇本学⽣⽀援機構奨学⾦の返還助成制度を実施しています。

本制度については⽇本学⽣⽀援機構の公式サイトの以下に

掲載されていますので，関係する学⽣は確認してください。

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/chihoshien/sosei/seido/index.html

なお，⿅児島県からは以下のURLにて別途案内がありました。

http://www.kagoshima-ikuei.jp/

12)【奨学⾦】令和 4 年度岡崎市奨学資⾦申請者募集について

（岡崎市教育委員会）

下記のとおり奨学⽣を募集するので，希望者は各⾃市のサイト

から申請様式をダウンロードし申し込んで下さい。

応募資格：

1． 申請⽇現在岡崎市内に保護者等が引き続き１年以上

住所を有すること

2．令和 4年度において本学の学部に在学する者

3．修学の意思が強い者

4．令和 2年度の学校成績の評定が 5 段階評価で平均 3.3

以上であること※優（秀）＝4.5、良＝3.5、可＝2.5で換算する。

5．世帯全員の所得を合算し，700 万円以下であること

6.⽇本学⽣⽀援機構奨学⾦との併⽤：可

種類：貸与制（返済の必要があるもの）

貸与年額：40 万円

貸与期間：令和 4年 4 ⽉から正規の修業年限の間

提出書類：

・以下のページから各⾃ダウンロードすること

https://www.nitech.ac.jp/campus/support/zaidan-shinsei.html

１．奨学資⾦貸付申請書（指定様式）

２．成績証明書（本学指定様式・最新のもの）新⼊⽣（編⼊⽣

含む）は令和 2 年度に在籍していた学校のもの

３．世帯全員の令和 3年度市⺠税県⺠税課税（所得）証明書

（所得のない⾼校⽣以下の⽅を除く）

※岡崎市役所・⽀所で使⽤⽬的を奨学⾦申請とすると無料交付

提出期限：令和 3年 11 ⽉ 30 ⽇（⽕）午後 5 時 15 分まで

（原則持参）

提出先：岡崎市教育委員会事務局教育政策課

（市役所福祉会館 4 階）

13)令和 3年⻑野県茅野市において発⽣した⼟⽯流にかかる

災害救助法適⽤地域の世帯の学⽣へ

学⽣各位

令和 3 年⻑野県茅野市において発⽣した⼟⽯流にかかる災害

救助法適⽤地域の世帯の学⽣で本災害により被害を受けた

学⽣は，学⽣⽣活課学⽣係まで申し出てください。

学⽣係連絡先 電話番号：０５２−７３５−５２３５

E-mail：gakuseika@adm.nitech.ac.jp

また⽇本学⽣⽀援機構から，本災害により家計が急変し，

奨学⾦を希望する者について給付奨学⾦の家計急変採⽤及び

貸与奨学⾦の緊急・応急採⽤の推薦を受け付ける旨の連絡が

ありました。

該当する学⽣は，奨学⽀援係に申し出てください。 詳細は⽇本

学⽣⽀援機構公式サイトの以下のページで確認してください。

○公式サイト詳細ページ

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/rinji/chiiki/genzai.html

（ＪＡＳＳＯ災害⽀援⾦について）

学⽣⼜はその⽣計維持者の居住する住宅に床上浸⽔，半壊以上

等の被害を受けた場合，⽇本学⽣⽀援機構からＪＡＳＳＯ災害

⽀援⾦（１０万円）が⽀給される制度があります。

該当する学⽣は，以下のページで詳細を確認した上，

学⽣⽣活課奨学⽀援係に申し出てください。

〇対象者：学部⽣・⼤学院⽣

○公式サイト詳細ページ

https://www.jasso.go.jp/kihukin/shienkin/index.html

奨学⽀援係連絡先 電話番号：０５２−７３５−５０７６

E-mail：shogaku@adm.nitech.ac.jp

以下 14)以降は再掲です。

14)2022 年度第⼆種奨学⾦（海外）採⽤候補者の推薦について

学⽣各位

標記のことについて独⽴⾏政法⼈⽇本学⽣⽀援機構より

案内がありました。

申し込みを希望する⽅は下記により申請してください。

記

１ 奨学⾦の種類：貸与型

２ 対象：

（１）⼤学卒業⾒込者及び卒業後３年以内の者

・２０２２年度（２０２２年４⽉〜２０２３年３⽉）に学位

（修⼠号⼜は博⼠号）取得を⽬的として海外の⼤学院に進学を

希望する者

・２０２２年度（２０２２年４⽉〜２０２３年３⽉）に学位

（学⼠号）取得を⽬的として海外の⼤学に進学（⼊学⼜は

編⼊学）を希望する者



（２）⼤学院〔修⼠課程〕修了⾒込者及び修了後３年以内の者

・２０２２年度（２０２２年４⽉〜２０２３年３⽉）に学位

（修⼠号⼜は博⼠号）取得を⽬的として海外の⼤学院に進学を

希望する者

（３）⼤学院〔博⼠課程〕修了⾒込み者及び修了後３年以内

の者

・２０２２年度（２０２２年４⽉〜２０２３年３⽉）に学位

（博⼠号）取得を⽬的として海外の⼤学院に進学を希望する者

３ 申請期間（進学⽉により異なります）

  第１回 ：進学⽉が２０２２年４⽉〜２０２３年３⽉

       ２０２１年９⽉３０⽇（⽊）までに

留学⽣⽀援室にメールで連絡

第２回※：進学⽉が２０２２年７⽉〜２０２３年３⽉

       ２０２１年１２⽉２４⽇（⾦）までに

留学⽣⽀援室にメールで連絡

  ※第２回については，進路変更等により急きょ申請する

学⽣が対象の予備期間のため，可能な限り第１回で

申請をしてください。

４ 募集要項等

独⽴⾏政法⼈⽇本学⽣⽀援機構（第⼆種奨学⾦（海外）

予約採⽤）

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/kaigai/2shu_kaigai/gaiyou.html

学⽣⽣活課留学⽣⽀援室（学⽣センター8番窓⼝）

international@adm.nitech.ac.jp

15)⽇本学⽣⽀援機構奨学⾦奨学⾦の「在学猶予」⼿続について

 ⽇本学⽣⽀援機構奨学⾦の貸与が終了（満期・辞退等）した

者が，返還期限の猶予を希望する場合は，『在学猶予願』を提出

（web⼊⼒）してください。

※『在学猶予願』は⽇本学⽣⽀援機構の「スカラネット

パーソナル」（以下「スカラネット PS」）を利⽤登録し，

web上から提出する。

※『在学猶予願』を提出しない場合，貸与終了の 7 か⽉後から

返還（リレー⼝座から引落し）が開始される。⼝座未登録・

⾦額不⾜等の場合は「滞納」となるので⼗分注意すること。

※⾮正規⽣（研究⽣・聴講⽣・科⽬等履修⽣等）で返還の猶予

を申請する場合は，「返還のてびき」を参照し⼀般猶予を

利⽤すること（⽇本学⽣⽀援機構へ直接提出）。

対象者に関する注意：

・以前に貸与を受けていた者が，予約採⽤により 4 ⽉以降貸与

を受ける場合，「進学届」提出（web ⼊⼒）時に「前奨学⽣番号」

を⼊⼒すれば「在学猶予」⼿続きは不要

・学部で貸与を受けていた者が⼤学院へ進学し，⼤学院では

奨学⾦を利⽤しない場合，猶予を受けるには⼿続きが必要

・留年者が猶予を受ける場合，年度ごとに提出が必要

提出⽅法と諸注意：

1.以下の「在学猶予願提出のてびき」を確認する

https://www.nitech.ac.jp/campus/support/mt_files/2020zaigakutodoke_tebiki.pdf

（提出時に必要な「学校番号」は，てびきに記載。提出⽅法を

誤ると他⼤学の学⽣として登録され⼤学側でも修正できない

事があるため，確認しなければ提出できないようにしている）

2. てびきに従い，スカラネット PS上から在学猶予願を

⼊⼒する。

※原則 web⼊⼒で提出するが，web 上からの提出ができない

場合は学⽣センター6 番窓⼝（学⽣⽣活課奨学⽀援係 電話：

052-735-5076）に相談すること。

・在学猶予は学⽣の⼊⼒内容を⼤学側で確認した上で機構に

報告する。⼊⼒内容が誤っている場合等はメール・電話にて

連絡するが，連絡に対応しない場合，在学猶予願は未提出

のままとなるため注意すること。

16)【奨学⾦】2021年度公益財団法⼈交通遺児育英会

奨学⽣募集について

 申請希望者は各⾃財団公式ページで要項等を確認の上，直接

申し込んでください。

１ 対象者（詳細は要項で確認すること）

（共通事項）

・保護者等が道路における交通事故で死亡したり，重度後遺

障害（⾃動⾞損害賠償保障法施⾏令別表第 1 及び別表第 2の

第 1 級から 7 級，⾝体障害者福祉法の第 1 級〜第 4級まで）

のため働けず，経済的に修学が困難であること

・応募時に 25歳以下であること（本会の⾼校奨学⽣であった

場合は 29歳まで応募可）

・他の奨学⾦との併給：可（⽇本学⽣⽀援機構との併⽤も可）

【学部⽣：在学採⽤のみ】

・出願者の学⼒は問わない

・家計状況が基準内であること（募集要項参照）

【⼤学院⽣：在学採⽤・予約採⽤】

・出願者の学⼒及び家計状況は問わない

※「予約採⽤」は令和 4 年 4 ⽉に⼤学院進学希望の学⽣が対象

２ 奨学⾦内容

・種類：貸与制 ただし，⼀部給付あり

・⾦額：学部⽣ 4・5・6 万円から出願者が選択

（うち給付額 2 万円）



    ⼤学院⽣ 5・8・10万円から出願者が選択

（うち給付額 2 万円）

・貸与期間（在学採⽤）：貸与（給付）開始⽉〜最短修業年限

※別途返還不要の給付制度（家賃補助 1 万 5 千円他）あり

３ 申請書類

・以下の財団公式ページから各⾃願書⼀式をダウンロードし

作成の上，直接財団まで申し込むこと

 http://www.kotsuiji.com

・在学証明（兼 推薦書）の「出願者の特徴など」の欄は

指導教員またはクラス担当委員に依頼し，作成を依頼するに

当たっては以下に掲載の「推薦所⾒等作成依頼書」を

利⽤すること。

また、証明⽇付、⼤学名、⼤学⻑名、⼤学所在地欄は記⼊

しないこと

https://www.nitech.ac.jp/campus/support/zaidan-shinsei.html

４ 提出期限：（在学採⽤）2021 年 10 ⽉ 31 ⽇（⽇）（必着）

※在学証明（兼 推薦書）は「出願者の特徴など」の欄を記⼊

した上で，10 ⽉ 2 ⽇（⼟）までに学⽣センター6 番窓⼝まで

学⻑印の押印を依頼すること

※予約採⽤：第⼆次募集・2022年 1 ⽉ 31 ⽇（⽉）（必着）

５ その他：採⽤された場合は学⽣センター6番窓⼝に

申し出ること

17)【奨学⾦】⼭⼝県⽇本学⽣⽀援機構奨学⾦返還助成制度

について

 標記の制度について⼭⼝県から案内がありました。

各⾃治体が卒業・修了後の域内への就職等を条件とした

⽇本学⽣⽀援機構奨学⾦の返還助成制度を実施しています。

本制度については⽇本学⽣⽀援機構の公式サイトの以下の

ページからリンクされていますので，関係する学⽣は以下を

参照してください。

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/chihoshien/sosei/seido/sousei_ken.html

18)【奨学⾦】島根県松江市における⼤規模⽕災に係る災害

救助法適⽤地域の世帯の学⽣・⽣徒に対する給付奨学⾦家計

急変採⽤・貸与奨学⾦緊急採⽤・応急採⽤等について

学⽣各位

（給付奨学⾦家計急変、貸与奨学⾦緊急採⽤・応急採⽤）

 ⽇本学⽣⽀援機構から，以下の災害救助法適⽤地域で発⽣

した災害の被災者について，奨学⾦の家計急変（給付型奨学⾦）、

緊急採⽤及び応急採⽤（貸与奨学⾦）を受け付ける旨の連絡が

ありました。

 該当する学⽣は⽇本学⽣⽀援機構公式サイトの以下の

ページで詳細を確認した上，学⽣センター6 番窓⼝

（ＴＥＬ：０５２−７３５−５０７６）に申し出てください。

〇対象者：

 給付奨学⾦ 学部⽣のみ（留学⽣除く）

 貸与奨学⾦  学部⽣・⼤学院⽣（留学⽣除く）

○今回適⽤の地域（4 ⽉ 1⽇適⽤）

【島根県】松江市（島根県松江市における⼤規模⽕災）

詳細な対象地域は以下のページを参照してください。

○公式サイト詳細ページ

http://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/kinkyu_okyu/chiiki/genzai.html

（ＪＡＳＳＯ災害⽀援⾦について）

この他、学⽣やその⽣計維持者の居住する住宅に床上浸⽔、

半壊以上等の被害を受けた場合、⽀援⾦（１０万円）が⽀給

される制度があります。

詳細は４⽉１０⽇付け学⽣ポータル掲⽰板及び以下の

ページを参照してください。

〇対象者：学部⽣・⼤学院⽣

○公式サイト詳細ページ

https://www.jasso.go.jp/gakusei/shienkin/index.html

該当する学⽣は、学⽣センター６番窓⼝

（ＴＥＬ：０５２−７３５−５０７６）に申し出てください。

19)2021年度⼩牧市⼤学⽣等海外留学奨学⾦⽀給事業の募集に

ついて

学⽣各位

⼩牧市役所より，⼩牧市内に居住する⼤学⽣等を対象にした

海外留学奨学⾦の案内がありました。参加希望者は下記を確認

して各⾃申し込みください。

また，申込みをした場合は，その旨，留学⽣⽀援室

international@adm.nitech.ac.jp に連絡願います。

 記

1. 募集期間

・第２回募集（2022 年２⽉１⽇〜2022 年 11⽉ 30⽇までに

留学を開始するもの）

 受付期間 2021年 10⽉１⽇（⾦）〜2021年 11⽉ 30⽇（⽕）

2. 募集要項等詳細

⼩牧市ホームページ

http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/kodomomirai/

kodomoseisaku/1/4/4/8387.html



3．その他

新型コロナウイルス感染症の影響により、申請・採択された

場合でも渡航できない可能性がありますのでご留意ください。

学⽣⽣活課留学⽣⽀援室（学⽣センター8番窓⼝）

international@adm.nitech.ac.jp

───────────────────────────

7.リンク

───────────────────────────

・名古屋⼯業⼤学ホームページ https://www.nitech.ac.jp/

・名古屋⼯業⼤学 紹介動画

https://www.nitech.ac.jp/intro/movie.html

・名⼯⼤キャンパスフォト

https://www.nitech.ac.jp/intro/photo/index.html

・就職・キャリア・学⽣⽣活

https://www.nitech.ac.jp/campus/index.html

・キラリ卒業⽣（社会で活躍する名⼯⼤卒業⽣）

 https://www.nitech.ac.jp/activity/index.html

・名古屋⼯業⼤学産学官⾦連携機構

https://sanren.web.nitech.ac.jp/

───────────────────────────

8.卒業⽣連携室から

───────────────────────────

・学科同窓会会員名簿の管理について

卒業⽣連携室では、学科同窓会の協⼒を得て、卒業⽣名簿の

⼤学管理への移⾏を進めています。

移管された緑会、電影会、CE会、計測会、経友会の会員の

皆様は、住所変更等の情報を卒業⽣連携室にお知らせください。

なお、CE会の会員様は、CE会名簿修正フォーム

(https://ssl.cekai-nitech.jp/form/ce_edit_member_form ) にて、

ご⾃⾝で変更情報を⼊⼒することも可能です。

・⼤学訪問時のご案内等について

卒業⽣連携室では、卒業⽣の皆様が同窓会でキャンパスを訪問

された際に、キャンパス案内等をお引き受けしております。

お気軽にお申し出ください。

・投稿募集について

卒業⽣連携室では、皆様からの投稿をお待ちしております。

近況報告等、記事の企画がございましたら、卒業⽣連携室へ

ご連絡ください。

また、本メルマガに関するご意⾒、ご感想もお待ちして

おります。

・名⼯⼤メールサービスにおける，Google ドライブのファイル

容量制限について

名⼯⼤メールアドレスご利⽤の⽅の容量制限(20GB)が

設定されました。

https://www.cc.nitech.ac.jp/topics/223-google.html

★登録情報の変更について

変更がございましたら、卒業⽣連携室へご連絡ください。

また、名⼯⼤メールアドレスをお持ちの⽅は、ご⾃⾝で

登録情報を変更することもできます。

登録情報変更・照会 →

https://www.nitech.jp/nitechservice/lifelongmailstart.do

★配信停⽌について

件名に「メールマガジン配信停⽌希望」と記載し、ご登録

されているメールアドレス（名⼯⼤メールアドレスなど）から、

卒業⽣連携室宛にメール送信ください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町

国⽴⼤学法⼈名古屋⼯業⼤学卒業⽣連携室

Tel：052-735-7563

E-mail：renkei@adm.nitech.ac.jp

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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