公益財団法人 下中記念財団
上野眞資記念 在日インド留学生支援
「日本を知ろう」事業
公募要領（同じ内容の英文もあります）
2017年度の応募締切は７月31日に延期しました。
事業の概要：
この事業は、日本で学ぶインド留学生が日本の文化や社会、科学、技術、自然や習慣などをよく知る
ための活動を助成するものである。地方を旅する、野鳥を観察する、美術館や寺や神社、日本庭園を訪
ねる、歌舞伎や能を見る、科学や技術の研究所を訪問する、茶の湯のレッスンを受ける等々の他、応募
者が興味のある分野で日本での経験を豊かにする活動を歓迎する。
優れた計画書を提出した学生数名には活動の資金を提供し、日本語あるいは英語での活動報告を提出
してもらう。最優秀者は表彰し、研究報告は公刊される。
活動資金
調査・研究に必要な経費15万円以内が財団から提供される。
誰が申請できるか？
インドから日本の大学（大学院を含む）に留学している学生で、日本語で活動できる者。ただし、日
本の大学における留学期間が2018年３月末日以前に終了しない者。
応募方法：
所定の申請書に短くまとめた以下の項目についての具体的活動計画を日本語で書いて提出する。
(1) 予算計画：申請書には経費計画を記すスペースが設けられている。予定している活動の項目別予算
を書くこと。上限は 15 万円である。
(2) 活動の計画書：予定している活動の具体案を日本語 1000 文字から 2000 文字でまとめたもの。経費
の使い方について詳しく記すこと。漢字ではなく、ひらがなで書いてもよい。
(3) 大学の在学証明書（コピー不可）。
(1)と(2)を、電子メールの場合は 2017 年７月 31 日 17 時までに、郵送の場合は７月 31 日までに（７
月 31 日消印有効）財団事務局に提出すること。(3)は郵送すること。
申請書と計画書は当財団のホームページ（URL：http://www.shimonaka.or.jp）からダウンロードする
か財団事務局に郵便で請求すること。
選考：
(1) 提出書類を審査して第一次審査合格者５名以内を選び、2017年８月末までに合格者に通知する。第
一次審査合格者は９月19日、あるいは10月１日のいずれかに東京で日本語による面接を受ける。第
一次審査合格者はこのいずれかの日程を選ぶことができる。

面接会場への交通費は財団が支給する。空路利用が必要な場合には航空券を送付する。
(2) 財団は助成決定者３名以内を選び、本人指定の口座に研究助成金を振込む。
(3) 助成決定者は、申請した計画を実施し、2018年２月15 日までに研究報告と会計報告を日本語または
英語でまとめ、当財団まで提出すること。研究報告の長さは英語の場合は2,000～3,000語程度、日
本語の場合は40字×36行×（３～５）枚程度である。報告が提出されない場合には、研究助成金の
返却を求めることがある。
表彰：
財団は最優秀報告を決定し、賞を与える。表彰式は2018年３月、東京で行われる。出席に必要な経費
は財団より支給される。

注
下中彌三郎（しもなか やさぶろう、1878～1961）
現在の兵庫県篠山市の陶工の家に生れる。父を早く亡くし小学校を３年で中退、苦学して教師となる。
1914 年に出版社の平凡社を創立、百科事典で成功した。ガンジー（Mahatma Gandhi）に心酔し、パール
（Radha Binod Pal）判事やネール（Jawaharlal Nehru）首相らと親交があった。世界連邦運動で活躍し、
世界平和アピール七人委員会を立ち上げた。
下中記念財団（1962～）
下中彌三郎の世界平和と万民教育への遺志を継承する財団として設立された。科学技術分野で中等教育
に尽力する教師を支援するための事業「下中科学研究助成金」を設け、あわせて箱根にあるパール下中
記念館の運営や、映像百科事典事業、インドにおける日本語教育の支援事業などを行なっている。
下中記念財団のインド関連事業（2009～）
下中彌三郎の思いを踏まえて、インドにおける学校での日本語教育の支援をおこなっている。具体的に
は、学校図書館への日本語の図書の寄贈から始め、2012 年には高校の来日修学旅行の支援を実施した。
これに続いて 2016 年度から、在日インド留学生支援上野眞資記念「日本を知ろう」事業を開始した。
上野眞資（うえの まさやす、1949～2013）
熊本市に生まれる。東京大学工学部物理工学科を卒業して、ＮＥＣに入社。中央研究所でレーザーの研
究に従事。工学博士。55 歳でＮＥＣを退社し、若手研究者を育てる事業の準備をしていたが、64 歳で死
去。遺族が、遺志を実現させたいと、財団のインド関連事業に多大の寄付をされた。

【申請書ダウンロード】【計画書ダウンロード】

The Shimonaka Memorial Foundation
The Masayasu Ueno Memorial Program
supporting Indian students in Japan
“Let’s increase experience on Japan”
The deadline of application in 2017 is postponed to 31st of July.
The Project Overview:
This program is to support activities of Indian students in Japan to
increase experience on some of culture, society, science and technology,
nature, custom and others in Japan.

Travelling countryside, watching wild

birds, visiting a museum, a temple, a shrine or a Japanese garden, seeing a
Kabuki play or a Noh play, visiting a research institute, and taking lessons
in tea ceremony are such examples.

Any other activity to increase

experience on Japan following his/her interests is welcome.
A few excellent students are funded for their activities and are demanded
to submit the research report on their achievements in Japanese or in
English.

The best student is awarded and given a prize and his/her report

will be published.
What is offered?
The expenses to carry the activity will be supported by the Foundation up
to 150,000 Yen.
Who is eligible?
Applicants must be Indian student in a Japanese University
(undergraduate or graduate), who has good understanding of Japanese
language.

It is required that he/she will continue the study in a Japanese

University at least until the end of March 2018.
How to apply:
The application form should be submitted with brief and concrete program
on his/her intended activity in Japanese language.

The following items are

necessary.
(1) Budget plan: in the application form there is the space for the budget plan.

An itemized statement of the budgets for the intended activity is required.
The budget should be under 150,000 Yen.
(2) Proposal of the activity: the concrete program of the intended activity
should be written in Japanese with 1000 to 2000 words.
description how to use the money should be included.

Detailed

Hiragana can be

used for Kanji.
(3) Certificate of student status issued by his/her university (copy is
unaccepted.)
The prescribed application form including (1) with the proposal of the
intended activity (2) should be sent by e-mail before 17:00 on 31st of July
2017 or by post (it should be postmarked on 31st of July or before) and the
certificate of student status (3) should be sent by post.
The application form and the proposal form can be downloaded from the
home page (URL: http://www.shimonaka.or.jp) or he/she may ask the
Foundation to send it by post.
Process:
(1) Application will be initially screened up to five candidates and the
selection result will be informed at the end of August 2017 to each
applicant. The candidates are interviewed in Tokyo on 19th of Spt, or １st
of Oct in Japanese language.

Each candidate can choose a suitable date

from the above two dates.
Travel expenses to the interview will be supported by the Foundation.
If the candidate needs an air ticket the Foundation will send it.
(2) The Foundation selects at most three grantees.
The Foundation sends the necessary expenses following to the budget
plan to the bank account of the grantee.
(3) The grantee should carry the activities and the research report with
financial report in Japanese or English should present to the Foundations.
The deadline of the reports is 15th of February 2018. The research report
should be written with 2000 ~ 3000 words in English, or 3 to 5 pages with
36 lines with 40 letters per line in Japanese.

If the report will be not

submitted the Foundation will ask the grantee to return the supported

money.
Award:
The Foundation selects the best report and the prize with honorary
certificate will be offered.
Tokyo in March 2018.

There will be held the awarding ceremony in

The travel expenses to attend the ceremony are

offered by the Foundation.

The website of the Shimonaka Memorial Foundation:
http://www.shimonaka.or.jp.
The e-mail: info@shimonaka.or.jp
The address:
the Shimonaka Memorial Foundation
Ichigaya Tamachi 2-7-301, Shinjukuku, Tokyo 162-0843

The Shimonaka Memorial Foundation was established in 1962 in memory
of Yasaburo Shimonaka who was an educator, a publisher and a World
Federalist, admired Mahatma Gandhi, and deepened friendships with many
international figures including the Prime Minister Jawaharlal Nehru and
the Judge Radha Binod Pal in India.

The activities of the Foundation

include grant-in-aid for research of teachers in secondary education, projects
to build the basis of information for encyclopedia, the maintenance of the
Pal-Shimonaka Memorial Hall in Hakone.
The Foundation started the help for the Japanese language education in
secondary school in India in 2009 in moderate scale: the donation of books in
Japanese to the school library and assistance to the visiting tour to Japan of
the high school students in India.
The late Masayasu Ueno was an engineer who had the unrealized
intention due to his illness to bringing up of gifted young researchers.

The

bereaved family contributed kindly to the Indian program of the Foundation
in memory of the deceased.

