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公益財団法人 千本財団 

2021年度事業報告書 

（自 2021 年 4 月 1日 至 2022年 3月 31日） 

 

１．事業の業況 

2021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 12 名に対して、月額 12万円の奨学金を 2021年 4月～2022 年 3 月の

12カ月間支給した。 

（支給総額 12 万円×12名×12カ月＝17,280,000 円） 

  

第 1期奨学生：3名（大学３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２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 

 

第３期奨学生：５名（大学 1年生） 

氏名 国籍 所属校 

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  
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（２）日本語学校生への募集・選考・奨学金の支給： 

①募集：募集要項及び出願書類等をホームページで公開するとともに指定の日本語

学校に配布し推薦を依頼した。 

②選考：推薦された８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、2021 年 9月 10 日（金）に書類選考結果を通知

した。書類選考で合格した７名について、選考内規に基づき奨学生選考委員が 2021

年 10 月３日（日）に面接と小論文を元に選考し、理事会の審議を経て、下記の５名

を第４期奨学生として認定した。 

 

氏名 国籍 所属校 

ナタナエル イアン グナデ

ィ 

インドネシア JET 日本語学校 

ミシェル デボラ インドネシア 東京国際大学付属日本語学校 

アンドリュー リム カー 

ジュン 

マレーシア アジア学生文化協会 

リー ジ イン マレーシア 淑徳日本語学校 

ライ チン ロン マレーシア アジア学生文化協会 

 

③給付：ミシェル デボラを除く上記４名の第 4期奨学生に月額 5万円の奨学金を

2021 年 10月～2022 年 3月の 6 カ月間支給した。なお、ミシェル デボラについて

は４年制専門学校に進学希望が変更になる等、奨学金制度規程に抵触したため、

2022年 2 月から奨学生資格を取り消したことにより、月額 5 万円の奨学金の給付期

間は 2021 年 10 月～2022 年 1月の 4カ月間となった。 

   ｛支給総額：（5万円×4 名×6カ月）＋（5万円×1名×４カ月）＝1,400,000 円｝ 

 

（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 6 月オンライン交流会 

【日時】2021年６月 20日（日）15:00～16:30 Google Meet にて実施 

【内容】 

グループディスカッション（日本を留学先に選んだ理由、日本だからこそ学べた将

来の目標に活かせると思う事、日本に留学して良かったと思った経験から 1 つ選

択）、グループディスカッション結果の発表 

【参加者】第 1 期奨学生 3 名、第２期奨学生 4名、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 
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② 8 月オンライン交流会（文系学生） 

【日時】2021年８月１日（日）19:00～20:45 Google Meet にて実施 

【内容】 

・前期試験の手応えについて 

・大学院への進学希望について 

・ゼミについて 

・コロナワクチン接種について 

・京都の夏の暑さについて 

・コロナ禍で奨学生同士交流が図れないことについて 

・その他、最近の情報について情報交換 

【参加者】第２期奨学生２名、第３期奨学生２名、事務局１名 

③ ８月オンライン交流会（理系学生） 

【日時】2021年８月７日（土）16:00～17:30 Google Meet にて実施 

【内容】 

・インターンシップについて 

・大学院への進学希望・大学院入試について 

・ゼミについて 

・就職活動のサポートについて 

・夏休みの過ごし方について 

・コロナワクチン接種について 

・コロナによる諸活動の影響について 

【参加者】第 1 期奨学生２名、第２期奨学生２名、第３期奨学生２名、事務局１名 

④ ９月オンライン交流会 

【日時】2021 年 9 月 4日（土）10:00～11:45 Google Meet にて実施 

【内容】 

・千本代表理事からのメッセージ 

・国でどのようなコロナ対策をとればよいと思うか 

・学生の立場として大学にとってもらいたいコロナ対策について 

・今後、コロナがどうなるか。アフターコロナの過ごし方について 

・夏休みの過ごし方について 

【参加者】第 1 期奨学生 3 名、第３期奨学生１名、千本倖生代表理事、事務局１名 

⑤ 10月オンライン交流会 

【日時】2021 年 10月８日（金）20:00～22:00 Google Meet にて実施 

【内容】 

・大学の講義実施方法について 

・サークル活動について 
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・新型コロナワクチン接種について 

・趣味について 

【参加者】第 1 期奨学生 3 名、第２期奨学生２名、第３期奨学生４名、事務局１名 

⑥ 11月オンライン交流会 

【日時】2021 年 11月 7日（日）10:00～11:30 Google Meet にて実施 

【内容】 

・近況報告 

・趣味について 

【参加者】第 1 期奨学生１名、第３期奨学生２名、事務局１名 

⑦ 第４期奨学生認定証授与式 

【日時】2021 年 11月 20日（土）16:30～19:00 

【場所】株式会社レノバ Board Room 

【内容】 

・新規奨学生オリエンテーション 

・奨学生認定証の授与式 

・奨学生自己紹介 

・懇親会 

【参加者】第 1 期奨学生 3 名、第２期奨学生 4名、第 3 期奨学生 5 名、第４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 

⑧ 12月オンライン交流会 

【日時】2021 年 12月 10日（金）20:00～22:00 Google Meet にて実施 

【内容】 

・近況報告会（食べ歩き、住んでいるアパートの改修、アルバイトのことなど） 

【参加者】第 1 期奨学生１名、第２期奨学生３名、第３期奨学生３名、事務局１名 

⑨ 奨学生継続認定証授与式および大学合格祝賀会 

【日時】2022年３月 29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 

・奨学生の 2022 年度抱負発表 

【参加者】第 1 期奨学生 3 名、第２期奨学生 4名、第 3 期奨学生 5 名、第４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 

 第４期奨学生の進学先は下記の通り。 

氏名 国籍 進学先 

ナタナエル イアン グナデ

ィ 

インドネシア 青山学院大学 理工学部 情報テクノロ

ジー学科   
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アンドリュー リム カー 

ジュン 

マレーシア 山形大学 工学部 情報・エレクトロニ

クス学科 

リー ジ イン マレーシア 長崎大学 多文化社会学部 多文化社会

学科 

ライ チン ロン マレーシア 東洋大学 国際学部 国際地域学科 

 

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（2021 年 6月 11日～2023 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（2021 年 6月 11 日～2025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（2021 年 6月 11 日～2025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 

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 VUILD 株式会社 CFO, 株式会社 ExtraBold CFO, 株式会

社ベルデザイン CFO, 株式会社 A440 CFO 
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（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 

2021年 

5 月 11 日 

<決議事項> 

（１）2020 年度事業報告の件 

（２）2020 年度決算報告の件 

（３）定款変更案の件 

（４）代表理事及び業務執行理事の職務権限規程の件 

（５）事務局運用規程の変更案の件 

（６）会計処理規程の変更案の件 

（７）定時評議員会に提出する理事及び監事並びに評議

員候補者の名簿の承認の件 

（８）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）クラウドファンディングの件 

（４）奨学金額変更の件 

 

可決 

可決 

可決 

可決 

可決 

可決 

可決 

 

可決 

2021年 

５月 26日 

（みなし決議） 

（１）奨学金制度規程の変更の件 

（２）2021 年度の事業計画変更の件 

 

可決 

可決 

2021 年 

６月 16日 

（みなし決議） 

（１）代表理事の選定の件 

（２）業務執行理事の選定の件 

 

可決 

可決 

 

2021 年 

10月７日 

（みなし決議 

（１）ナタナエル イアン グナディを 2021 年度千本

奨学生に選定する。 

（２）ミシェル デボラを 2021 年度千本奨学生に選定

する。 

（３）アンドリュー リム カージュンを 2021 年度千

本奨学生に選定する。 

（４）リー ジ インを 2021 年度千本奨学生に選定す

る。 

（５）ライ チン ロンを 2021 年度千本奨学生に選定

する。 

可決 

 

可決 

 

可決 

 

可決 

可決 

2022年 <決議事項>  
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３月１日 （１）奨学生の継続認定について 

（２）2022 年度の事業計画について 

（３）2022 年度の収支予算案について 

（４）特定資産の処分および繰入の件 

（５）奨学金制度規程の変更案の件 

（６）印章取扱規程の変更案の件 

（７）個人情報取扱規程の変更案の件 

<報告事項> 

（１）代表理事の業務執行状況の報告 

（２）業務執行理事の業務執行状況の報告 

（３）既存奨学生の状況 

可決 

可決 

可決 

可決 

可決 

可決 

可決 

 

②評議員会 

開催年月日 議案事項 審議の結果 

2021年 

6 月 11 日 

 

<決議事項> 

（１）2020 年度事業報告の件 

（２）2020 年度決算報告の件 

（３）定款変更の件 

（４）理事の選任の件 

（５）監事の選任の件 

（６）評議員の選任の件 

＜報告事項＞ 

（１）業務執行状況 

（２）既存奨学生の状況 

（３）クラウドファンディングの件 

 

可決 

可決 

可決 

可決 

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 

2021 年 6 月 24 日 事業報告等の提出 

2021年 6 月 25 日 変更の届出 

2022年 3 月 22 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 

 

2021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。 

 

2022年 5 月 

公益財団法人千本財団 

 


