
 

一歩踏み出した先には、見たことのない景色があった 
 

 ビヨンドトゥモロー  

ジャパン未来スカラーシップ・プログラム 
【２０１8年度参加者募集中】 

返済不要・給付型奨学金  

対象者  

応募方法  

2018年度に大学・短大・専門学校に進学予定の者（現高校3年生、浪人生）  
で、下記の条件の一つ以上に該当する者。  
 ①保護者が死亡。  
 ②単親家庭である（母子家庭、父子家庭など）  
 ③児童養護施設に暮らしている。  
 ④里親家庭に暮らしている。  
 ⑤生活保護受給世帯に暮らしている。  

2017年12月1日（金）当日消印有効までに必要書類を郵送  
（応募用紙は各高等学校に配布しています。  
また、  h t t p : / / b e yond - t omor row .o rg  からダウンロードできます）  

内容  
年間72万円の奨学金（返済不要・給付型奨学金）  
年間を通じて国内外で開催される人材育成プログラムへの参加  

主催  一般財団法人教育支援グローバル基金  

選考方法  
1次選考  書類選考  
2次選考  面接（東京・大阪にて開催。遠方からの受験者には財団規程に基づき
交通費を支給）  



ビヨンドトゥモローは、親との死別・離別を経験していたり、児童養護施設に暮らして
いたり、社会経済的に困難な状況にありながらも、人のため、社会のために働く志を
持つ若者を応援しています。  

逆境にある若者を応援するのは、困難を経験したからこそ、他者の心の
痛みに共感し、社会のために行動する資質を有していると信じるから。 

一般財団法人教育支援グローバル基金 
〒150−0041 東京都渋谷区神南1−5−7 APPLE OHMIビル4階 ETIC．内 
電子メール info@beyond-tomorrow.org  ファックス 03-6745-9100 
ウエブサイト http://beyond-tomorrow.org/ 
※本プログラムについてのお電話でのお問い合わせは受け付けておりません。電子メールまたはファックスにて
お問い合わせいただいた内容について、原則として2営業日以内に回答させていただきます。 

“幼少期から児童養護施設に暮らす中で、中学生の時に、大学進学を決意。将来は、
海外とつながる仕事をすることを目指し、カンボジア支援の活動にも取り組んでいる。 
時にはぶつかりあいながらも、仲間との切磋琢磨を続けるビヨンドトゥモローは、私にとっ
て「学び舎」であり「マイホーム」だと思う” 

新沙耶花  立命館大学政策科学部（大阪学芸高等学校卒業） 

“幼少期に両親が離婚、父子家庭で育った。高校在学中に父が他界し、その直後に参加
したビヨンドトゥモローの活動で同世代の仲間と話すことによって、亡き父への想いを原動
力に変えることができた。父の最後の言葉となった、「夢を途中で諦めるのではなく、ちゃん
と実現させろよ」という言葉に応えるべく、農業の教員になるという夢をかなえたい” 

宮良耀一  宮崎大学農学部（熊本県立南稜高等学校卒業） 

【奨学金事業】 
高校卒業後、進学を志す者を対象に選考試験を実施し、奨学金を支給してきました。学力のみに依らない、多様
な視点から人物を評価する選考を実施しており、進学先は様々で、進学先の学問領域も多岐に渡ります。 

【人材育成事業】 
困難な体験をもつ学生がその経験を糧に、他者の心の痛みに寄り添い、人のため社会のために尽力できる人材にな
る過程を応援すべく年間を通して人材育成プログラムを国内外で開催してきました。 
  近年の人材育成プログラムの例 
   夏季グローバル研修（米国・欧州・アジア） 
   ジャパン未来リーダーズサミット（東京） 
   3月オリエンテーション・プログラム（東京） 



 
 

（返済不要・給付型奨学金のご案内） 

ビヨンドトゥモロー ジャパン未来スカラーシップ・プログラム 2018 【応募要項】 
 

一般財団法人教育支援グローバル基金は、新たに高校を卒業し、社会のために活躍する人材になるべく進学を目指す

若者を応援する「ジャパン未来スカラーシップ・プログラム 2018」への応募を募ります。本プログラムは、様々な事

情で社会経済的に困難な状況にある若者を対象とし、財政的な支援だけでなく、人材育成プログラムへの参加機会の

提供を通じて、他者に共感する力をはぐくみ、社会に力を添える人材を輩出することを目的としています。プログラ

ムに参加する仲間との対話や、各界で活躍するリーダーたちとの交流の場を通じ、視野を大きく広げ、共感する力を

育て、それぞれの形で社会に力を添える人材の輩出を狙う本プログラムに、ぜひ奮ってご応募ください。 

 

 

【主催】 一般財団法人 教育支援グローバル基金 

 

 

【プログラムの内容】 

1. 奨学金支給   年間 72万円の返済不要・給付型奨学金を提供します。 

2. 人材育成プログラム  国内外で開催されるプログラムを通し、各界で活躍するリーダーとの対話や、様々な困難

を経験しながらも社会のために働くことを志す仲間との対話、社会課題について考える機会の提供を行います。 

 

これまでの人材育成プログラムの例 

 オリエンテーション・プログラム（毎年 3 月開催 3泊 4日・東京） 

 夏季グローバル研修（毎年７月～8月開催 約２週間・米国、フィリピン、韓国、フランス、ドイツなど） 

 ジャパン未来リーダーズサミット（毎年 10月開催 2泊 3日・東京） 

※各種人材育成プログラムの詳細は当財団のウエブサイトでご覧いただけます。 

※プログラム参加に係る費用は主催者が負担します（遠方からの参加者は交通費を財団規程に基づいて支給）。 

 

ビヨンドトゥモロー ジャパン未来スカラーシップ・プログラムは、奨学金支給と人材育成プログラムの両方から成

る、1 年間の包括的なプログラムです。 

 

 

【応募資格】 

下記条件を全て満たすこと。 

① 2018 年 3 月までに高校を卒業、または高等学校卒業程度認定試験に合格する予定であること。 

② 2018 年 4 月～2019 年 3 月に新たに大学・短大・各種専修学校に進学予定であること。 

※進学先が通信教育課程の場合は対象外となります。 

※5 年制の高専在籍者は、2018 年 4 月に 4 年生に進級する場合を対象とします。 

③ 下記の一つ以上に該当すること。 

1. 保護者が死亡。 

2. 単親家庭である（母子家庭、父子家庭など） 

3. 児童養護施設に暮らしている。 

4. 里親家庭に暮らしている。 

5. 生活保護受給世帯に暮らしている。 

④ 年間を通じて開催される各種プログラムに参加する意志があること。 

⑤ 2018 年 3 月 21 日～24 日に開催するオリエンテーション・プログラムへの参加を確約できること。 

 
※最終合格者には、②の条件に該当することを証明する公的書類を提出いただきます。書類内容を確認の上、②の条件に合致する

ことが認められない場合には、合格を取り消します。また、合格した場合でも、後日、申告に悪質な虚偽が認められた場合には、

プログラムから除外となる他、既に支給した奨学金の返金を求めることがあります。 

 

   最終合格者が提出を求められる書類（応募時点では提出の必要はありません） 

1. 保護者が死亡。 戸籍全部事項証明書（戸籍謄本） 

2. 単親家庭である（母子家庭、父子家庭など） 戸籍全部事項証明書（戸籍謄本） 

3. 児童養護施設に暮らしている。 児童養護施設長の発行する在籍証明書 

4. 里親家庭に暮らしている。 里親委託証明書（児童委託証明書） 

5. 生活保護受給世帯に暮らしている。 生活保護受給証明書 

http://beyond.interliteracy.info/


 
【応募の流れ】  選考は、以下のスケジュールで行います。 

 

12 月 1 日（金）  応募締切（当日消印有効） 

 

12 月 11 日（月）  一次選考合格者への面接案内送付（合格者及び合格者の推薦状を記入した学校長

宛てに通知します。不合格者には通知をいたしません） 

 

12 月下旬  二次選考 

    12 月 23 日（土） 東京会場 

    12 月 24 日（日） 大阪会場 

    ※遠方からの受験者には面接会場までの交通費を規程に基づき支給します。 

  

1 月下旬   最終合格者発表（二次選考を受験者全員に合否を通知します）。 

 

※合格者は、2018 年 3 月 21 日～24 日に開催される 3 泊 4 日のオリエンテーション・プログラムへの参加が義務づけ

られています。いかなる理由があっても、オリエンテーション・プログラムに参加ができない方は、応募できません。 

 

 

【選考方法】 

１次選考：書類審査 

２次選考：面接（遠方からの受験者には、交通費を規程に基づき支給します。詳細は、１次選考合格者に通知します） 

 

 

【選考会場の振り分け】 

会場 対象者 

東京会場 北海道・青森・秋田・岩手・宮城・福島・山形・栃木・群馬・茨城・山梨・長野・新潟・埼玉・

千葉・東京・神奈川・静岡の各都道府県居住者 

大阪会場 岐阜・愛知・三重・富山・石川・福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・

岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・

沖縄の各都道府県居住者 

 

【応募方法】 

下記の書類の全てを、締切までに提出すること。応募書類は返却しません。1 次選考の結果についての個別のお問い合

わせは理由の如何を問わず受け付けません。 

① 応募用紙（指定応募用紙に必要事項を記入のこと） 

② 課題作文（応募用紙の指定の通りに課題作文を作成し同封すること） 

③ 学校長からの推薦状（学校長により厳封のこと。現在、高校に在籍していない者については、卒業校から

の卒業証明書または、高等学校卒業程度認定試験合格証明書を代わりに提出のこと） 

 

【締切】2017 年 12 月 1 日（金）当日消印有効 

 

【送付先】応募書類の送付先は、以下の通りです。（切り取って郵送先のラベルとして使用してください） 

※郵便局留のため、宅急便では受取ができません。必ず郵便でお送りください。 

※応募期間中のみ開設している受付窓口です。受付期間を過ぎた郵送物は 10日後に返送されます。 

※遅配・不達等の郵便事故の責任は負いかねますのでご了承ください。 

 

 

〒150-8681 東京都渋谷区渋谷１－１２－１３  

渋谷郵便局留 

 

一般財団法人教育支援グローバル基金  

「ジャパン未来スカラーシップ・プログラム 2018 係」 行 

（渋谷区神南 1-5-7 APPLE OHMI ビル 4F ETIC.内） 

 

局留め郵便のため、宅急便での送付はできません。 

キリトリ 

http://beyond.interliteracy.info/


 

 

ビヨンドトゥモローの学生たち 

 

様々なバックグラウンドを持つ学生たちが日本全国から集い、自分の役割を探し続けています。 

 

 

“幼少期から児童養護施設に暮らす中で、中学生の時に、大学進学を決意。将来は、

海外とつながる仕事をすることを目指し、カンボジア支援の活動にも取り組んでいる。 

時にはぶつかりあいながらも、仲間との切磋琢磨を続けるビヨンドトゥモローは、私

にとって「学び舎」であり「マイホーム」だと思う” 
 

新沙耶花  立命館大学政策科学部（大阪学芸高等学校卒業） 

幼少期に母と死別、小学生の時から児童養護施設に暮らす。中学生の時に、大学進学を決意し、それ以来、

寝る間も惜しんで勉強に打ち込み、努力を続けてきた。頑張ることで、自分のことが少しずつ見えてくる

と、周りの人たちのことも考えられるようになったと思う。ニュースで貧しい人の映像が流れると心が痛

み、少しでも人の役に立ちたいと考えるようになり、将来は、海外の人とつながることのできる仕事に就

くことが夢。 

 

 

“ビヨンドトゥモローにいる時の自分は、なぜかいつもの自分より明るくて、いつも

より自信があって、いつもより笑っていて、いつもより頑張れて、充実している。そ

れは、頼りない私でも頼って慕ってくれる仲間たちの存在のおかげだと思う” 
 

稲村ほのか  上智大学外国語学部（宮城学院高等学校卒業） 

東日本大震災で自宅を失う。学校には被災した人が少なく、自分に帰る家がないことがつらくて、自分だ

けが取り残されているような気持ちがした。家、思い出、ふるさとをなくしたが、一方で、それをきっか

けに出会った仲間、強さ、勇気、弱者を思う心など、失ったものより多くのものを得ることができたと感

じている。高校時代、ボリビアに 1年間留学し、貧困の現状を目の当たりにし、大きな衝撃を受けた。帰

国後に参加したビヨンドトゥモローの活動でニューヨークに行ったことをきっかけに、貧困問題にとりく

むことを決意。今後も、出会いと体験を大切にしながら、夢にむかって努力していきたいと考えている。 

 

 

“幼少期に両親が離婚、父子家庭で育った。高校在学中、父が他界した直後に参加し

たビヨンドトゥモローの活動で同世代の仲間と話すことによって、亡き父への想いを

原動力に変えることができた” 
 

宮良耀一  宮崎大学農学部（熊本県立南稜高等学校卒業） 

幼少期に両親が離婚、高校在学中に父が他界、祖父と暮らす。父の死の直後に参加したビヨンドトゥモロー

の活動で、同世代の仲間と話すことによって、亡き父への想いを原動力に変え、ただ悲しんでいた自分を

変えることができたと思う。父と交わした最後の言葉となった、「夢を途中で諦めるのではなく、ちゃん

と実現させろよ」という言葉に背中を押され、将来、農業の教員になることを志している。 

 

 

 

“ビヨンドトゥモローに応募すると決めたことは、人生で最も大きな決断だった。 

今の環境に絶望する時間があったら、この機会を自分に与えられた使命と信じ、力に

変えていきたい” 

 

青木里紗  青山学院女子短期大学現代教養学部（神奈川県立横浜国際高等学校卒業） 

高校 3年生の夏、母が自殺。母の死は何よりも辛い経験だったが、今後、その経験を通し、自分自身だけ

でなく誰かのことを少しでも救いたいと考え、ビヨンドトゥモローに応募することを決意した。プログラ

ムを通じて様々な人たちと出会う中で、自分の経験を隠すことなく共有し、母と過ごした時間や母の死が

教えてくれたたくさんのことを、人生の中で活かしていきたい。外国の文化や外交問題に関心があり、タ

イやマレーシアを訪問し、経済格差や環境問題について学んだ経験から、発展途上国の問題に興味を持つ。

将来は、地球規模課題はもちろんのこと、個人個人の悩みの解決につながる手助けをできる人になりたい。 

 

 

 

http://beyond.interliteracy.info/


 
よくあるご質問（ＦＡＱ） 

 

Ｑ 奨学金の支給は 1 年間のみなのですか。 

Ａ 本プログラムは、1 年間のプログラムです。2019 年度のプログラム内容や応募方法については、2018 年秋頃に

発表となる予定です。これまでに、多くの学生が、複数年度にわたって奨学金を受けて学んだ例があります。 

 

Ｑ 大学を休学する予定があるのですが、奨学金はもらえますか。 

Ａ 休学する予定があっても応募することは可能ですが、休学している期間は、奨学金支給の対象となりません。休

学期間中に人材育成プログラムに参加することは可能です。 

 

Ｑ 面接会場・時間を変更できますか。 

Ａ 面接会場・時間は主催者が決定します。変更の希望は一切受け付けていません。 

 

Ｑ 面接会場までの交通は自分で手配するのですか。 

Ａ 面接会場までの交通については、一次選考合格者に個別にご連絡します。 

 

Ｑ 現在、高校に在籍していないのですが、応募できますか。 

Ａ 応募できます。既卒者の場合、学校長からの推薦状の代わりに、卒業高等学校からの卒業証明書を提出してくだ

さい。高等学校卒業程度認定試験合格者は、学校長からの推薦状の代わりに、高等学校卒業程度認定試験合格証

明書を提出してください。 

 

 

 

 

一般財団法人 教育支援グローバル基金およびビヨンドトゥモローについて 

 

一般財団法人教育支援グローバル基金は、共感力ある次世代のグローバル・シティズン（地球市民）の輩出をめざす

「ビヨンドトゥモロー」の運営を行っている非営利の財団法人です。「逆境は優れたリーダーを創る」を理念に、次

世代を担う資質を持ちながらも、社会経済的に困難な状況にある若者たちを対象とした奨学金支給及び人材育成プロ

グラムの開催を通し、広い視点、深い共感力をもって社会のことを考えることのできる人材輩出をめざしています。  

ウエブサイト： http://beyond-tomorrow.org/ 

 

理事  橋本 大二郎（理事長） 元高知県知事 

  小林 正忠 楽天株式会社 Chief People Officer 常務執行役員 

  佐藤 輝英 ビーネクスト ファウンダー＆マネージングパートナー 

  坪内 南 一般財団法人教育支援グローバル基金 事務局長 

  本庄 竜介 グリーンコア株式会社 代表取締役 

  村瀬 悟 モルガン・ルイス＆バッキアス法律事務所 弁護士 

    

評議員  木山 啓子 特定非営利活動法人ジェン（JEN）共同代表理事 

  羽生 善治 将棋棋士 

  宮城 治男 NPO法人 ETIC. 代表理事 

  山崎 直子 宇宙飛行士 

    

アドバイザー  阿川 尚之 慶應義塾大学 名誉教授・同志社大学 教授 

  竹中 平蔵 慶應義塾大学 名誉教授・東洋大学 教授 

    

監事  江崎 滋恒 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士 

 

【問い合わせ先】 

電子メール：info@beyond-tomorrow.org   ファックス： 03-6745-9100 
※お電話でのお問い合わせは受けつけておりません。電子メールまたはファックスにてお問い合わせいただいた内容について、原則として 2 営業

日以内に回答させていただきます。 

 

一般財団法人教育支援グローバル基金 

〒150-0041 東京都渋谷区神南 1-5-7 APPLE OHMI ビル 4F  ETIC.内   ※応募書類の送付先は左記ではありません。 

http://beyond.interliteracy.info/
http://beyond-tomorrow.org/
mailto:info@beyond-tomorrow.org


本用紙は、複製して使用いただくことができます。 

裏面に、応募課題作文の設問があります。 
 

 

ビヨンドトゥモロー ジャパン未来スカラーシップ・プログラム 2018 応募用紙 

 

 

【裏面に続く】 

名前 （氏） （名） 

ふりがな   

電話番号 自宅 携帯                      

性別・学年 男 ・ 女 （○をつける） 学年 

生年月日 西暦      年   月   日 

自宅住所 
（郵便物を確実に受け

取ることのできる住所

を記入のこと） 

〒 

 

 

交通経路 自分の選考会場に行く際に使用する主な交通手段に○をつけてください（自分の選考会場は、応募要項を参

照のこと） 

 

新幹線    飛行機    船   特急    その他（              ） 

 

上記の交通手段をとる際の、自宅最寄駅／空港／港の名前を記載してください。 

 

 

応募資格 下記の中で、該当するもの全てに○をつけてください（例：保護者が死亡したために現在単親家庭である場

合は、１と２と両方に○をつけてください） 

 

１． 保護者が死亡している。 
いつどのような事情でどなたが亡くなったのかできるだけ詳しく記述してください。 

 

 

２． 現在、単親家庭である。 
該当するものに○をつけてください。 

 

    父子家庭   ・   母子家庭 

 

３． 現在、児童養護施設に暮らしている。 
いつから児童養護施設に暮らしているか記入してください。 

 

    （西暦）      年    月から 

 

施設名                   

 

４． 現在、里親家庭に暮らしている。 

 
    （西暦）      年    月から 

 

５． 現在、生活保護受給世帯である。 
いつから生活保護を受給しているか記入してください。 

 

    （西暦）      年    月から 

 
※最終合格者には、上記に該当することを証明する公的書類を提出いただきます。書類内容を確認の上、上記条件に合致

することが認められない場合には、合格を取り消します。また、合格した場合でも、後日、申告に悪質な虚偽が認められ

た場合には、プログラムから除外となる他、既に支給した奨学金の返金を求めることがあります。 

http://beyond.interliteracy.info/


WEB 

 

 
 

 

 

私は応募用紙・課題作文に全ての必要事項を偽りなく正しく記入したことを誓約し、ビヨンドトゥモロー ジャパン未来スカラー

シップ・プログラム 2018 に応募します。 

 

本人の署名 ：      

 

保護者氏名（自署）：       本人との関係：              

 

 

 

応募課題作文設問 
 

下記の通り、課題作文を同封し、提出のこと。下記の点を満たしていれば、形式は問わない。 

- A4 用紙 2 ページ以内であること（タイプ、手書きいずれも可） 

- A4 用紙 2 ページの中に、下記３つの設問全てへの回答を含むこと（設問１つに対して 2 ページでは 

ありません）。 

- 全てのページに、氏名、学校名、ページ番号を記載すること。 

- ホチキスどめ、クリップどめしないこと。 

 

設問①  あなたの人生の中で、最もつらかった体験はどのようなものでしたか。それについてどのように考え 

ていますか。 

 

設問②  あなたの人生の中で、最も重要な「決意」「決断」はどのようなものでしたか。具体的にどのような 

ことを決め、行動したのか、その時に思ったことや感じたことを記してください。 

 

設問③  あなたは将来、どのような道に進みたいですか。その夢の実現のために、ビヨンドトゥモロー  

ジャパン未来スカラーシップ・プログラムはどのように役立つと考えますか。 
 

 

下記の書類の全てを、締切（2017年 12月 1日（金）当日消印有効）までに所定の方法で提出すること。 
 

① 応募用紙 

② 課題作文 

③ 学校長からの推薦状 
 

※提出頂いた情報は、一般財団法人教育支援グローバル基金から、財団のプログラムに関するご案内、財団の趣旨に合致すると考えられる各種プログラムのご案内のた

めに使用され、それ以外の目的での利用は致しません。 

高等学校名 

  
（あてはまるものに○をつけてください）全日制  ・  定時制  ・  通信制  

在籍状況 あてはまるものに○をつけてください。 

  １．高校をこれから卒業予定  西暦     年  月卒業予定 

  ２．高校を既に卒業した    西暦     年  月卒業 

  ３．高校を既に中途退学した  西暦     年  月退学 

  ４．それ以外（具体的に                                 ） 

進路の予定 高校卒業後の希望進学先を第 3 志望まで書き、合格の状況に○をつけてください。 

 

 第 1 志望（学校名）                （学部名）          既に合格・未合格 

 

 第 2 志望（学校名）                （学部名）          既に合格・未合格 

 

 第 3 志望（学校名）                （学部名）          既に合格・未合格 

 

http://beyond.interliteracy.info/


 
 

ビヨンドトゥモロー ジャパン未来スカラーシップ・プログラム 2018 

学校長推薦書 

（学校長により記入・厳封されたものを、志願者が応募書類と共に提出のこと） 

 

 

学校名 

 

 

 

志願者氏名 

 

 

 

 

※学校長の方へのお願い 

必ず、志願者が記入した応募用紙の内容をご確認の上、本推薦書をご記入ください。 

 

上記の者がビヨンドトゥモロー ジャパン未来スカラーシップ・プログラム 2018 応募にあたり記入した応募用

紙の内容は学校が把握する限りにおいて正確なものであることを確認し、ビヨンドトゥモロー ジャパン未来ス

カラーシップ・プログラム 2018に推薦します。 

 

日付 

 

住所 

 

電話番号 

 

学校長名                                印 

 

特記事項がある場合は、こちらにご記入ください（特にない場合は不要です）。本プログラムは、社会経済的に困難

な状況にありながらも社会の力となる志を持つ若者を対象とし、奨学金給付や人材育成事業を運営しています。選

考にあたり、当財団が志願者ついて知るべき背景や資質がある場合には、下記に具体的に記入してください。紙面

が足りない場合は、裏面に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本状は必ず学校長が記入・厳封した上で、志願者に渡してください。 

 


