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公益財団法人 千本財団 

2020年度事業報告書 

（自 2020 年 4 月 1日 至 2021年 3月 31日） 

 

１．事業の業況 

2020 年度における事業の概要は次の通りである。 

（１）大学生への奨学金の支給： 

下記の奨学生 7 名に対して、月額 12万円の奨学金を 2020年 4月～2021 年 3 月の

12カ月間支給した。 

（支給総額 12 万円×7名×12 カ月＝10,080,000 円） 

  

第 1期奨学生：3名（大学 2年生） 

氏名 国籍 所属大学 

ヴ キム クァン ベトナム 東京理科大学 工学部 機械工学科 

タン ズー シェン マレーシア 山梨大学 工学部 コンピュータ理工学科 

サブリナ メグミ アハマド インドネシア 神奈川大学 理学部 数理・物理学科 

 

第 2期奨学生：４名（大学 1年生） 

氏名 国籍 所属校 

リン アン チ マレーシア 京都精華大学 マンガ学部 アニメーシ

ョン学科  

メリサ アルデリア インドネシア 東京理科大学 理学部第一部 化学科 

チャー ジャ イー マレーシア 東京農業大学 生命科学部 分子生命化

学科 

グエン バオ フン ベトナム 同志社大学 商学部 商学科 

 

（２）日本語学校生への奨学金の給付： 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、今期については日本語学校生に対

し、第 3期奨学生候補生として書類選考を通じ 10名を選抜し、例年より 2カ月早く

一人当たり月額 6万円を給付することとした。 

①募集：募集要項及び出願書類等を指定の日本語学校に配布し推薦を依頼した。 

＊但し 1校あたり推薦できる人数は最大 2 名とする。 

②書類選考：推薦された 19名を選考内規に基づき千本倖生代表理事、小林英夫理

事、事務局スタッフにて書類選考を行い、10名の第 3期奨学生候補生を選抜し、

2020年 7 月 9日（木）に選考結果を通知した。 
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③給付：下記 10 名の第 3期奨学生候補生に対し、月額 6 万円の奨学金を 2020 年 8

月～2021 年 3 月の 8 カ月間支給した。 

（支給総額 6万円×10名×8カ月＝4,800,000 円） 

氏名 国籍 所属校 

チン テク チング マレーシア アジア学生文化協会 

ハ ティ チャ ミー ベトナム アジア学生文化協会 

パンスワン  

チャイチュムポン 

タイ JET 日本語学校 

マヘサ パムンカス スギハ

ルト 

インドネシア JET 日本語学校 

チャン ティ アイン トゥ

ー 

ベトナム 千駄ヶ谷日本語学校 

チュオン フェン チャン ベトナム 千駄ヶ谷日本語学校 

レオン アディティオ ハル

タント 

インドネシア 東京ギャラクシー日本語学校 

チャン トゥク 二― ベトナム 東京国際大学付属日本語学校 

ダニエラ ビディヤ マハラ

ニ 

インドネシア 日本学生支援機構 

アルフレッド ウー ヨク 

フェイ  

マレーシア メロス言語学院 

 

②面接選考： 第 3 期奨学生候補生に選出された 10名に対して、選考内規に基づき

奨学生選考委員が 2020 年 10月 4日（日）に面談と小論文を元に選考し、下記の５

位までの者を正式な第３期奨学生として選定した。６位は、1位～5 位の者が正式な

奨学生としての資格を満たせなかった場合の補欠とした。 

 

【1位】チン テク チング（マレーシア）…87.0 点 

【2位】レオン アディティオ ハルタント（インドネシア）…86.2 点 

【3位】ハ ティ チャ ミー（ベトナム）…77.2 点 

【4位】アルフレッド ウー ヨク フェイ（マレーシア）…74.0 点 

【5位】マヘサ パムンカス スギハルト（インドネシア）…71.2 点 

【6位】ダニエラ ビディヤ マハラニ（インドネシア）…70.6 点 
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（３）交流会の開催： 

   奨学生との交流会を下記の通り開催した。 

① 5 月オンライン交流会 

【日時】2020 年５月 24日（日）17:30～18:30 Google Meet にて実施 

【内容】 

大学でのオンライン授業の様子について情報交換 

【参加者】第 1 期奨学生 3 名、第２期奨学生 4名、千本倖生代表理事、小林英夫理

事、事務局 1名 

② 12月オンライン交流会 

【日時】2020年 12月 13日（日）16:00～17:20 Google Meet にて実施 

【内容】 

・京都研修旅行企画発表 

・ディスカッション 

【参加者】第 1 期奨学生 3 名、第２期奨学生 4名、千本倖生代表理事、小林英夫理

事、事務局 2名 

③ 2 月オンライン交流会 

予定していた 2 月の京都研修旅行は新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて

中止とし、代替としてオンライン交流会を開催した。 

【日時】2021年２月 18日（木）14:00～15:30 Google Meet にて実施 

【内容】 

・コロナ禍における部屋での過ごし方や新たに始めたことについて 

・春休みの過ごし方について 

・コロナ禍であまり知られていない母国・地元の情報について 

・日本語以外の言語を忘れないためにどんな工夫をしているか 

・大学ではこの１年、どのように勉強していたか 

・その他、最近の状況について情報交換 

【参加者】第 1 期奨学生 3 名、第２期奨学生 4名、千本倖生代表理事、小林英夫理

事、事務局 2名 

④ 奨学生認定証授与式および大学合格祝賀会 

【日時】2021年３月 23日（火）15:30～16:30 

【場所】株式会社レノバ Board Room 

【内容】 

・奨学生認定証の授与 

・第３期生奨学生：自己紹介、将来の夢、趣味、大学進学の抱負の発表 

・第１～２期奨学生：自己紹介、将来の夢、2020 年度の振り返りと 2021 年度の抱

負、第３期生へのアドバイスの発表 
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【参加者】第 1 期奨学生 3 名、第２期奨学生 4名（内 2 名はオンライン出席）、第 3

期奨学生 5 名、千本倖生代表理事、小林英夫理事、事務局 2 名 

 第３期奨学生の進学先は下記の通り。 

氏名 国籍 進学先 

チン テク チング マレーシア 茨城大学 工学部 物質科学工学科   

レオン アディティオ ハル

タント 

インドネシア 明治大学 理工学部 応用化学科  

ハ ティ チャ ミー ベトナム 東洋大学 経済学部 国際経済学科 

アルフレッド ウー ヨク 

フェイ 

マレーシア 法政大学 生命科学部 応用植物科学科  

マヘサ パムンカス スギハ

ルト 

インドネシア 明治大学 経営学部 経営学科  

 

３．処務の概要 

（１）役員・評議員に関する事項： 

 ■理事 

定数：3名以上 6 名以内 

現在：５名 

任期：2年（2019 年 6月 25日～2021 年 6 月の定時評議員会の終結まで） 

 

 ■監事 

  定数：2名以内 

  現在：1名 

  任期 4 年（2017 年 9月 27 日～2021年 6 月の定時評議員会の終結まで） 

 

 ■評議員 

定数：３名以上 6名以内 

  現在：５名 

  任期 4 年（2017 年 9月 27 日～2021年 6 月の定時評議員会の終結まで） 

  *飯田さやか氏のみ任期は 2023 年 6 月の定時評議員会の終結まで 

 

 氏名 所属等 

代表理事 千本 倖生 株式会社レノバ 取締役会長 

理事 小長 啓一 一般財団法人 産業人材研修センター 理事長 

理事 橋本 徹 みずほフィナンシャルグループ 名誉顧問 

理事 日比谷 潤子 学校法人 聖心女子学院 常務理事 
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理事 小林 英夫 多摩大学 経営情報学部 経営情報学科 教授  

監事 中村 亨 日本クレアス税理士法人代表 公認会計士 税理士 

評議員 川口 順子 武蔵野大学 客員教授 

評議員 藤﨑 一郎 一般社団法人日米協会会長 

評議員 大角 幸枝 日本工芸会正会員 重要無形文化財保持者（鍛金） 

評議員 千本 祥子 株式会社フランシス 代表取締役 

評議員 飯田 さやか 株式会社ベルデザイン CFO 

 

（２）会議に関する事項： 

①理事会 

開催年月日 議案事項 審議の結果 

2020年 

5 月 25 日 

<決議事項> 

（１）2019 年度事業報告の件 

（２）2019 年度決算報告の件 

（３）2020 年度事業計画変更の件 

（４）評議員会招集の件 

<報告事項> 

（１）代表理事の業務執行状況の報告 

（２）既存奨学生の状況 

（３）事務局運営体制の状況 

 

可決 

可決 

可決 

可決 

2020年 

７月 22日 

（みなし決議） 

（１）奨学生選考委員の選定の件 可決 

2021年 

3 月 4日 

<決議事項> 

（１）2021 年度事業計画の件 

（２）2021 年度収支予算の件 

（３）資産管理運用規程の変更案の件 

（４）特定資産の処分および繰入の件 

（５）奨学生の認定および継続認定の件 

（６）奨学金制度規程の変更案の件 

<報告事項> 

（１）代表理事の業務執行状況の報告 

（２）事務局からの報告 

 

可決 

可決 

可決 

可決 

可決 

可決 
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②評議員会 

開催年月日 議案事項 審議の結果 

2020年 

6 月 12 日 

 

<決議事項> 

（１）2019 年度事業報告の件 

（２）2019 年度決算報告の件 

＜報告事項＞ 

（１）第 10回・11 回（前 2 回）の理事会審議結果 

（２）既存奨学生の状況 

（３）事務局運営体制の状況 

 

可決 

可決 

 

 

 

 

４．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況 

 理事の職務執行は、法令及び定款等に基づいて行われ、その職務執行に係る情報は理事

会議事録に記載され、その記録の保存・管理は、適正に保存及び管理している。 

 

５．内閣府への提出に関する事項 

提出年月日 内容 

2020 年 5 月 20 日 変更の届出 

2020年 6 月 24 日 事業報告等の提出 

2021年 3 月 18 日 事業計画書等の提出および変更の届出 
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附属明細書 

 

2020年度事業報告には「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 34

条第 3 項に規定する付属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないの

で作成しない。 

 

2021年 5 月 

公益財団法人千本財団 

 


