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2022年度募集 シンガポール科学技術研究庁 バイオインフォマティクス研究所 

派遣プログラム 

募集要項（2023年度 11 月以降派遣） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目的】 

海外の教育研究機関において研究活動等に参加し、実践的かつ専門的な知識やスキルの向上を図るとともに、 

外国語でのコミュニケーション力、異文化適応能力の習得と国際的視野の拡大を目的とする。 

 

【概要】  

 シンガポール科学技術研究庁バイオインフォマティクス研究所で行っている研究に、2 か月から 6 か月間、参加

する。 

 研究活動を通じて、専門的知識やスキルの向上を図る。 

 海外の研究者との活動を通じて、より高いレベルのコミュニケーション能力の習得と視野の拡大を目指し、グロ

ーバル社会での活動に活かす。 

 本学学内の選考を通過した応募者は、本学の派遣候補学生としてシンガポール科学技術研究庁に推薦される。

その後、シンガポール科学技術研究庁における選考を通過した者について、本プログラムに参加することがで

きる。 

 

【派遣先】 

シンガポール科学技術研究庁 バイオインフォマティクス研究所 

Bioinformatics Institute, Agency for Science, Technology and Research (A*Star) 

重要なお知らせ 
 

今回の募集は、2023 年 11 月以降に渡航する海外派遣プログラムです。今後の状況に応じて、

延期又は中止となる場合があります。 
 
【学生の海外派遣プログラムの特別措置について（2023 年 3 月 31 日現在）】 

本学は、外務省が発出する感染症危険情報レベル２以上の国・地域への学生派遣を中止又は

延期としています（31 首都大管国第 1267 号、令和２年３月２日付）。 
 
しかしながら、「新型コロナウイルス感染症の影響下における学生の海外派遣プログラムの特別

措置について」(3 都立大管国大 256 号、令和 3 年 7 月 28 日付）により、新型コロナウイルス感染

症を事由として感染症危険情報レベル２又はレベル３が発出されている国・地域への渡航につい

ては、大学が指定した条件を満たし、かつ留意事項を遵守できる場合に限り、必要な手続を経た

上で、渡航を認めることとなりました。 
 
今後状況に応じて、上記の特例措置の内容に変更の可能性があること、それに伴いプログラムの

延期や中止の可能性があることを理解した上で留学準備を進めていただくようお願いいたします。 
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住所: 30 Biopolis Street, #07-01 Matrix, Singapore 138671 

 

バイオインフォマティクス研究所は、次の 4 つの研究部門からなる。 

・Biomolecular Function Discovery Division 

・Biomolecular Modeling and Design Division 

・Imaging Informatics Division 

・Translational Research Division 

それぞれの研究内容については，研究所のホームページ (http://www.bii.a-star.edu.sg/ ) を参照のこと。 

 

【内容】  

バイオインフォマティクス研究所で行っている研究に関する研修。主に、生命情報学、生物学、化学、物理学、

情報科学、工学、医用工学等。  

※応募前に上記ホームページより、研究所で行われている研究について確認しておくこと。 

 

【対象】 

応募時に、次の本学学部（3・4年生）又は大学院（博士前期課程）に在籍する学生（休学者を除く）を

対象とする。 

・理学部／理学研究科 

・都市環境学部／都市環境科学研究科 

・システムデザイン学部／システムデザイン研究科 

・健康福祉学部/人間健康科学研究科 

 

【期間】   

2 か月から 6 か月間 

 

【派遣開始月】   

2023年 11月～2024年 4月の間の任意の月       

※月額奨学金シンガポール科学技術研究庁 A*STAR の Singapore International Pre-Graduate Award 

(SIPGA) 開始月に合わせて出発する。 

 

【費用】 

参加費用はないが、渡航費、国内及び現地交通費、現地滞在費、海外旅行保険（補償内容 賠償責任 

1億、治療・救援費用 1億）、危機管理サービス会員費用、個人経費は本人負担。 

※生活費の目安は 1,600シンガポールドル（1S$=105円換算で 168,000円）。 

 

【経済支援】 

１）月額奨学金シンガポール科学技術研究庁 A*STAR の Singapore International Pre-Graduate Award 

(SIPGA)プログラムにより、派遣学生に対して、月額 2,000 シンガポールドル（1S$=105 円換算で

210,000 円）が支給される。 

２）渡航費は、派遣が決定した学生（３か月未満は対象外）で経済支援の選考を通過した者に対し、渡

航費の実費が支給される。ただし、支給額には上限がある（シンガポールを含むアジア地域は 10

万円）。 

http://www.bii.a-star.edu.sg/
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応募・選考について 

 

【応募資格】 

 応募時本学学部（3・4年生）又は大学院（博士前期課程）に在籍する学生（休学者を除く）である

こと。（派遣期間中は、本学に在籍する学生であること。） 

 目的意識を持ち、積極的に参加する意思があること。 

 研究活動参加に必要な英語力を保持すること。 

 

【募集期間】 

2023年 3月 27日（月）～4月 21日（金）17時まで  

 

【定員】 

 本学推薦枠 2名 

 

【応募書類】 

 参加申込書【様式 1】 

※所属の研究室の担当教員より、担当教員の署名、捺印を必ず受領すること。 

 エッセイ【様式 2】 

※ HP より様式をダウンロードし、ワープロにて作成、署名のうえ提出のこと。 

URL:  http://www.ic.tmu.ac.jp/study_overseas/internship.html 
 留学資金計画書【様式 3】 

 派遣候補者選考受験票【様式 4】 

 英文履歴書（Curriculum Vitae） 

 英文成績証明書（原本 1部、コピー1部の計 2部） 

※大学院生は、学部の英文成績証明書も合わせて提出すること。 

発行に 2～3日かかるので余裕を持って申請すること。 

 高校及び大学の英文卒業証明書 

※大学の卒業証明書は、2023年 4月より大学院に進学する学生のみ提出。 

※高校卒業証明書については、依頼する時期、また高校によっては、数週間かかることもあるため、 

余裕を持って申請すること。（締め切りに間に合わない場合は必ず事前に国際課に申し出ること。） 

   英語力を証明する書類がある場合、スコア等の写し（TOEIC, IELTS, TOEFL iBT, 英検等） 

 パスポート（顔写真ページのコピー） 

 学生証（コピー） 

 【様式 5】健康状況申告書 

 

【応募書類提出先及び受付時間】 

必要書類を以下の宛先に簡易書留で郵送、または国際課窓口にて提出すること。郵送の場合は、4 月

21日必着のみ受領する。 

※郵送で提出する際には、郵送時に下記のメールアドレス宛に書類を送付した旨をメールすること。 

http://www.ic.tmu.ac.jp/study_overseas/internship.html
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※書類に不明点等があった場合は、メールにて連絡するため、メールをチェックすること。 

 

 国際課留学生交流係（南大沢キャンパス国際交流会館） 

受付時間 月～金：9:00-17:00（12:30-13:30を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【応募に当たっての注意】 

 応募前に必ず、本プログラムの相談担当教員に希望研究内容やその他について相談すること。 

 

（担当教員）田村 浩一郎 (理学研究科生命科学専攻 教授) 

email address: ktamura@tmu.ac.jp 

（面談予約）・メールにて事前に予約を行うこと。 

      ・メール件名：「シンガポール派遣プログラム応募前相談（氏名）」 

 

 応募者は、参加申込書提出にあたり保証人の同意を得ること。 

※申込時に未成年の場合、保証人は保護者とする。 

 研究室の担当教員に事前に相談し、本学での学業（修めるべき正規科目の履修等）や研究活動に 

支障が生じないようにすること。 

 本プログラムの参加決定は、シンガポール科学技術研究庁が最終的に判断する。よって、本学学内

選考を通過し、派遣学生候補者として決定した学生が必ず参加できるとは限らない。 

 派遣学生候補者として決定した後は、辞退することはできない。 

 派遣学生は、本学の指定する危機管理サービス（J-TAS）及び海外旅行保険（補償内容 賠償責任 

1億円、治療・救援費用 1億円）に加入することが義務付けられている。 

 国費外国人留学生、都市外交人材育成基金により受入れられた外国人留学生は、応募できない。 

 

【選考方法】 

書類選考及び面接試験結果により派遣学生候補者を決定する。 

本学において派遣候補学生として決定した後、受入れ機関であるシンガポール科学技術研究庁に推薦 

される。最終決定は、受入れ機関が行う。 

 

（１）書類選考 

   提出書類に基づき行う。 

書類選考結果：2023年 5月 9日（火）12時 

   書類選考結果は、キャンパススクエアにて発表する。 

 

【宛先】 
〒192-0397  
東京都八王子市南大沢 1-1 南大沢キャンパス国際交流会館１階 
東京都立大学 国際課 留学生交流係  行 
 シンガポール バイオ情報研究所派遣プログラム申込書 在中 

file://133.86.172.25/%EF%BC%95_%E6%B4%BE%E9%81%A3/03_%E9%83%A8%E5%B1%80/03%20%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%88%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E6%83%85%E5%A0%B1%EF%BC%89%E6%B4%BE%E9%81%A3/%E5%B9%B3%E6%88%9029%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%8B%9F%E9%9B%86/01%20%E5%8B%9F%E9%9B%86%E8%A6%81%E9%A0%85/ktamura@tmu.ac.jp
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（２）面接試験 

   書類選考を通過した申込者に対し、以下の日時に実施する。 

日程：2023年 5月 12 日（金）午後 （予定） 

※実施方法、開始時間については別途対象者に連絡する。面接試験の時間変更は原則不可とす

るが、授業等やむ追えない事情がある場合は速やかに申し出ること。 

 

【選考結果発表】  

2023年 5月 24日（水）12 時 

選考結果は、キャンパススクエアにて発表する。 

 

【選考合格後の提出書類】 

 誓約書・留学申請書等  

※選考結果発表後、メールにて案内及び提出期限について通知する。  

 派遣先提出書類（SIPGA奨学金・プログラム申請書） 

※派遣出発希望時によって異なるため、メールにて案内する。 

 

提出先：国際課留学生交流係（南大沢キャンパス国際交流会館１階） 

 

 

 

【本件問合先】 
東京都立大学管理部国際課 
留学生交流係   
電話 042-677-1111（内線：5708） 
直通 042-677-2047 
Email outbound@jmj.tmu.ac.jp   
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