□

□

□

種別

奨学会
=種

奨学金■種

対象学位

現在博士後期課程 1年 (Dl)に 在籍されて 現在博士前期課程 1年 (Ml)も しくは博士後期
いる方
課程 2年 (D2)に 在籍 されている方

対象専攻

化学、化学工学

化学、化学工学、機械工学、電気工学

貸与期間

博士後期課程 の範囲で最長 2.5年

最終学年 の1年 間

貸与金額

最大 240万 円 (8万 円/月 )

一律 96万 円 (8万 円/月

応募期 間

2021年 秋期 (2期 ):2021年 11月 30日 (予 定 ) 2021年
12月 1日 〜2022年 1月 4日 (予 定 )
2022年 春期 (1期 ):2022年 夏頃

応募方法

マイページより以下書面 を提出ください
・研究概要 A41〜 2枚
(1)エ ントリーシー ト
(2)学 業成績登録
(3)人 物推薦書 (指 導教官の推薦 によるもの)

)
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問合せ
ζ

三 菱 ケミカル 株式会社 人材組織 開発部 新卒採用チ ーム
MallIMCC― HO― recruit@m― chemicaLco.jp
※件名に 「奨学金―
氏名」とご記入<だ さい。
学校名―
〒100‑8251東 京都千代田区丸の内1‑1‑1パ レスビル 丁EL:03‑6748‑7800
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三菱ケミカル株式会社
奨学生募集要項
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奨学金■種￨■ 種
奨学金 I種

奨学金種別

奨学金 Ⅱ種

募集対象

大学院を修了後、当社 への入社を希望される方で
現在腫±後期課程型壼 D:]立 に在籍されている方。
専攻分野 :化 学、化学工学
※応募に際して指導教官の推薦が必要

大学院を修了後、当社 への入社を希望される方で
現在韮:量 韮i量』
圧墨:捏 :菫ヨ[M■ 1週量.∠ E」 童」
壁i釜 期:墨 :眠 [2笙⊂:2主 に在籍されて
いる方。
̀■
専攻分野 :化 学、化学工学、機械工学、電気工学
※応募 に際して指導教官の推薦が必要

貸与期間

博士後期課程 の範囲で最長 2.5年

最終学年 の1年 間

黛与金額

最大 240万 円(8万 円/月

―律 96万 円(8万 円/月 )

サポ■ト

アドバイザー制度あり、奨学生交流会実施

募集人数

)

I種 、Ⅱ種 合計 25名

(1)願 書 (エ ントリーシート)・ 研究概要

応募書類

応募期間

A41〜 2枚

― マイページから応募者本人よりご登録ください。

(2)学 業成績登録 ― マイページから応募者本人よりご登録ください。
(3)人 物推薦書 (指 導教官の推薦によるもの)― マイページ記載の送付先までご郵送ください。

2021年 秋期 (2期 ):2021年 1￢ 月30日 (予 定 )
2022年 春期 (1期 ):2022年 夏頃

2021年 ￢2月 1日 〜2022年 1月 4日 (予 定 )
※詳細は、当社採用サイトよリマイページにご登録のうえ
ご確認ください

※詳細は、当社採用サイトをご確認ください

選考方法

書類審査、適性検査、面接 等
※面接 日時詳細は書類選考通過者に対しご連絡致します。

面接目時

202￢ 年秋期 (2期 ):2021年 12月 〜
2022年 春期 (1期 ):2022年 夏頃 〜

返還免除

大学院修了後、当社に入社した場合は貸与金額の全額を返還免除します。

2022年 コ月 〜

エントリーは以下 よりご登録 をお願 いします。
https://js01.jposting.net/m― chemica1/u/hakase/job.phtml

その他

エントリーは以下 よりご登録 をお願 いします。
https://job.axoLjp/prn/s/mitsubishichem―

hd̲23/entry̲1822140916/
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会社情報
本社所在地

〒100‑8251
東京都千代田区丸の内一丁目￢番￢号パレスビル

創業

￢933年 8月

売上収益

2兆 620億 円 (2020年 度連結 )

1従
1拠

業員数

連結40,660名

点数

3支 社、9研 究所、9事 業所、6工場
リージョナルヘッドクオーター4社

(202￢ 年3月 末 )

お問合言
三菱ケミカル株式会社 人材組織開発部 新卒採用チーム

Mait:MCC― HO― recruit@m― chemicaLco.jp
※」
生」 こ̲型 監皇金聾
1‑氏 名置曇壼塾kく ださ塾ュ
〒￢00‑825￢
東京都千代田区丸の内1‑1‑1パ レスビル
丁EL:03‑6748‑7800

甘機

輔榎凛梅

