大項目

小項目

Questions
ベトナムと外国の二重国籍ですが、応募できますか？

応募条件

Answers
ベトナムと外国の二重国籍でも応募できます。
大学在学中（奨学金受給中）はベトナム国籍を保持することが必
要です。

ベトナム国外の高校に在籍していますが、応募できますか？

です。

応募条件

ベトナム国籍を保有していますが、日本の高校を卒業予定です。
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応募条件

ベトナム国籍を保有していませんが、ベトナム国内の高校を卒業

ベトナム国籍を保有する学生の方が対象です。

予定です。奨学金の支給対象となりますか。

インターナショナルスクールに在籍していますが、応募できます

ベトナム国内に所在するインターナショナルスクールは対象と

か？

なります。ベトナム国外のインターナショナルスクールは対象外
となります。

大学生ですが、奨学金に応募できますか？
応募条件

大学入学までにベトナム国内の高校を卒業し、大学入学時点で
19 歳以下である必要があります。

応募条件

応募条件

ベトナム国内の高校を卒業する必要があります。

奨学金の支給対象となりますか。

2 年前に高校を卒業しましたが、対象となりますか。

応募条件

応募できません。ベトナム国内の高等学校を卒業することが必要

ベトナム国内の大学生も対象となりますが、日本国内の大学入学
時点で 19 歳以下であることが必須です。また大学に入学時点ま
でに高校を卒業することが求められます。

ベトナムの高校を中退し海外の高校に編入しましたが、応募でき
応募条件

応募条件

応募条件

ますか？

奨学金選考に合格後、対象大学に合格しなかった場合、奨学金は

奨学金選考合格後、対象大学に合格しない場合、奨学金は支給さ

支給されませんか。

れません。

大学進学は再来年以降の予定ですが、応募できますか？

応募できません。応募要項に記載されている該当入学年度に進学
される方が対象です。

今年対象大学に合格しました。しかし、財団の奨学金の存在を知
応募条件

応募できません。

対象入学年度に入学する方が対象です。2023 年春または秋に大

ったのが合格後でした。入学を 1 年遅らせた場合、奨学金に応募 学に入学する方が対象です。
できますか？
今年高校を卒業し、ベトナム国内の大学に 9 月からベトナム国内

応募条件

応募条件

応募条件

日本の大学入学時点で 19 歳以下であることが必須です。

の大学に進学予定ですが、応募できますか。
日本国内の高校や日本語学校から対象大学へ編入する予定です

応募できません。ベトナム国内の高校卒業者のみが対象となりま

が、応募できますか？

す。

本奨学金に加え、他の団体の奨学金も併願したいのですが、可能

併願はできますが、複数の給付型奨学金との併給はできません。

ですか？
対象大学はどこですか。

別添プログラムが対象です。

対象大学の修士課程、博士課程も対象になりますか？

学士課程を対象とした奨学金で、修士、博士課程は対象外です。

日本以外の大学は奨学金支給の対象になりますか？また今後対

対象国は日本のみとなります。

対象大学

対象大学

対象大学

対象大学

象になる予定はありますか？
応募要項に記載されている対象大学以外の大学を志望していま

対象大学以外に進学される場合は奨学金支給の対象とはなりま

すが、合格した場合奨学金支給の対象になりますか？

せん。

対象大学

対象大学

対象大学に入学前の日本語準備コースは支給対象になります

大学の正規課程に付随する日本語学習課程（京都大学や北海道大

か？

学）については、奨学金支給対象となります。

応募要項に記載されている対象大学に合格すると、奨学金は支給

対象大学合格者に奨学金の支給を約束するものではありません。

されますか？
対象大学への出願や入学に係る手続きはどうすると良いですか。

対象大学

対象大学の出願条件、出願申し込み、入学手続き等は全て奨学生
自身で行っていただきますよう、お願いいたします。

遠方（または海外居住）につき、面接会場に行けません。オンラ

一次面接及び最終面接ともにオンライン面接を予定しています

イン面接は可能ですか？

が、今後のコロナ禍の状況により対面による面接を実施する可能

面接方法

性がございます。
※実施方法については財団の裁量により変更する可能性がござ
います。

面接日程

指定の面接日程に参加することができません。日程を変更してい

面接日程は変更する可能性があるとともに、面接日程の変更は認

ただくことは可能ですか。

められません。

書類選考や面接の合否結果はどのように通知されるでしょうか。

それぞれ合格者のみに指定期限までにメールにて連絡いたしま
す。不合格の方への連絡はございません。

合格発表

その他

その他

その他

その他

応募者数、合格者数は何人ですか？

選考期間中は、一切公開しておりません。

不合格の理由を教えてください。

応募要項に記載の通り、合否結果に関するお問い合わせには一切
お答えしておりません。

ベトナム語で対応してもらえますか。

本奨学金は、英語または日本語での対応となります。

奨学金に合格した場合、各大学への出願は自分で行いますか。

はい、各大学への出願はご自身で行っていただきます。

その他

その他

来年度も奨学金の募集はありますか？内容は変更になります

当財団ウェブサイトに掲載される当該年度の応募要項をご確認

か？

ください。

日本への入国に係る査証手続はどのように手続きすればよいで

大学合格後の査証手続は、各自学生自身で入学予定の大学と相談

すか。

の上手続きを進めていただくようお願いいたします。

奨学金は何が支給対象となりますか。

奨学金は、入学予定の大学のプログラムから入学にあたって必ず

その他

必要となる費用（出願料・入学金・学費）、生活立上金、生活支援
金・住居費、海外旅行傷害保険代を支給いたします。
奨学金の支払いは、いつから支払が始まりますか。

奨学金は、大学入学後、日本渡航後及び日本国内に本社を有する
銀行口座を開設後に、当該口座に、入学大学の出願料や入学金、

その他

学費、生活立上金、生活支援金／住居費を支給いたします。それ
までは、各自学生に立て替えていただきます。

その他

経済状況が厳しく、入学金や授業料を日本に行く前に受給したい

奨学金は、大学合格後・渡日後・日本での銀行開設後に支給いた

のですが、可能でしょうか。

します。一部の大学によっては、入学金や授業料の支払猶予制度
がありますので、学生の方自身で大学に問い合わせてください。

FR 財団は、奨学生に何を期待していますか？

一般財団法人ファーストリテイリング財団は、志や情熱を持った
ベトナム人の高校生が日本の大学において、日本で学ぶ必然性の
ある知見を身に付けると同時に、日本の文化を理解し、お互いが
知的につながり才能を活かし高めあうことを支援します。将来、

その他

本奨学生が使命感を持って、ベトナム社会、日本社会及び世界の
発展や成長に大きく寄与するとともに、様々な分野（実業界や研
究界）をリードし、当財団と共により良い社会を実現し、次世代
へ継承していくことを期待します。
奨学生となった後に他の奨学生と交流するなど、お互いに刺激を 奨学生コミュニティの活動として、新奨学生の壮行会、留学する

その他

受ける機会はありますか？

直前の事前合宿、全奨学生による懇親会などを予定しています。

その他

日本の英語による学士課程プログラムへ進学するための奨学金

本奨学金応募時には日本語能力は求めませんが、大学在学中に日

でも日本語力は必要になりますか？

本語を必ず学習頂き、卒業時点で日本語能力試験で N2 レベル以
上になって頂く事を理想とします。

大項目

小項目
記入方法

Questions

Answers

応募フォームをベトナム語で登録することはできますか？

できません。英語または日本語の文章でご登録ください。

この奨学金にはどのように出願すればよいでしょうか。

8 月 1 日より FR 財団のウェブサイトに出願方法を開示します。

GPA4 点満点への換算方法を教えてください。

指定の換算方法はありません。インターネットや書籍等、ご自身

出願方法

応
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GPA

でお調べになって換算ロジックをご確認ください。応募フォーム
の所定箇所に換算ロジックを記載ください。
まだ高校を卒業していないため、卒業時点での GPA を提出でき

高校 1 年生～出願時点までで提出できる成績で GPA を提出して

ませんが、どの GPA を提出すればよいでしょうか。

ください。

ベトナムの高校を中退し別の高校に編入しました。GPA は別々に

それぞれの GPA を統合して一つの GPA として記載ください。

提出すべきですか？

応募フォームの所定箇所に換算ロジックを記載ください。

テストス

SAT のスコアは、Reasoning のことですか？Subject のスコアは

Reasoning を入力いただいておりますが、Subject も別枠にご入

コア

必要ありませんか？

力いただく事が可能です。必要に応じて入力ください。

テストス

SAT は SUPER SCORE を記載して応募できますか？

SUPER SCORE 、 合 計 点 が 一 番 高 い 回 の ス コ ア （ SCORE

GPA

GPA

CHOICE）のどちらでも応募できます。

コア
テストス

TOEFL は MY BEST SCORE を記載して応募できますか？

応募できます。

コア
テストス

MY BEST SCORE、合計点が一番高い回のスコアのどちらでも

IB は PREDICTED GRADE を記載して応募できますか？

PREDICTED GRADE で応募できます。

指定の語学試験のスコアを保持していません。応募フォームに回

語学スコアは保持していない場合もご応募いただけます。またそ

答枠が用意されていないテストスコア（例えば Duolingo English

の他試験のスコアを入力する欄も作成しておりますので、必要に

Test など） でも認めてもらえますか？

応じてご入力ください。まだスコアを保持していない場合、所属

コア
テストス
コア

する高等学校からの推薦状に応募条件のスコアを満たす語学力・
学力がある旨をご記載いただくよう、お願いいたします。

テストス

TOEFL、IELTS、SAT、ACT、IB は未受験です。スコア提出は

各種試験のスコアを保持していない場合もご応募いただけます

必須ですか？

が、対象大学に合格頂く必要があります。まだスコアを保持して
いない場合、所属する高等学校からの推薦状に応募条件のスコア

コア

を満たす語学力・学力がある旨をご記載いただくよう、お願いい
たします。

テストス

テストスコアはいつ提示することになりますか。

一次面接前にメールで送付頂くことを予定しています。

コア
テストス

応募締め切り後にテスト（SAT、TOEFL、IELTS、ACT 等）のス 更新できません。

コア

コアが更新されました。登録したスコアを更新できますか？

海外滞在

応募フォームに記入する海外滞在歴は、海外旅行や修学旅行も対

海外旅行や修学旅行など、短期間の渡航歴は記入不要です。合計

象になりますか？

年月にも加算しないでください。親の転勤による帯同、現地での

歴

就学、研修、ホームステイなどを記入し、その年月を合計してく
ださい。
両親の所得を証明する資料を提出する必要がありますか？

所得

証明書の提出は求めませんが、応募者の方でご確認頂き、出願フ
ォームにご入力ください。合格後に申請頂いた内容が事実と異な
る場合、奨学金の停止・返金を求める場合があります。

エッセイ

推薦状

エッセイの課題について、詳しい内容を教えてください。

公平を期すため、エッセイの課題についてのお問い合わせには一
切お答えしておりません。

高校からの推薦状が間に合わないのですが、いつまでに高校から

高校からの推薦状は、9 月 15 日（木）までにメールで高校の教

の推薦状を送ればよいでしょうか。

員やスタッフの方から弊財団のメールアドレスにご送付頂けま
すよう、お願いいたします。

推薦状

応募者の推薦状を送りたいのですが、所定のフォーマットはあり

フォーマット等はご用意いたしておりません。各自で高校に確認

ますか？

の上、高校から直接財団宛てにメールにてご提出いただくようお
願いいたします。

