Invitation to Submit Scholarship Application(s)
The ISTAT Foundation is actively engaged in helping university students develop potential careers in aviation by offering
scholarship support. The ISTAT Foundation Scholarship Program is administered by the Scholarship Committee of the ISTAT
Foundation Board of Trustees. To learn more about the ISTAT Foundation Scholarship Program, please visit our website at
www.istat.org/scholarships.
Candidates must be submitted by an institutional administrator or department head of the student's major field of study.
Each university is invited to submit only one (1) candidate (unless requested otherwise). For institutions that have more
than one aviation-related course/program, the institution can submit one candidate per course/program.
Candidates shall meet the following criteria:
1. Completion of at least two years of undergraduate (bachelors) studies or be enrolled in graduate (masters) or post
graduate (doctoral) studies;
2. Students must hold an academic ranking within the top 25% (75 - 100%) (United States Grade Point Average
requirement: 3.0 or above on a 4.0 scale);
3. Need of financial support for university tuition-only fees;
4. Enrolled in one of the following programs: aviation finance, aviation law, aeronautical engineering, aviation management,
aeronautical science, aviation computer science, aviation maintenance, airport management, air traffic control, or related
field. At this time, we are not accepting applications from flight/pilot candidates;
5. Commitment to a career in aviation;
6. Involvement in extra-curricular/community activities indicating leadership qualities.
Students: Please have the below application requirements..
1. Student resume/CV
2. Personal Statement – state (1) professional goals, (2) reasons for applying, (3) activities demonstrating leadership
abilities and (4) a description of financial need
3. Two (2) letters of recommendation from employers or faculty members
4. Copy of official academic transcripts from university
All scholarship recipients will be notified in the first quarter of 2019 regarding the status of their application.
Please direct any questions to istatscholarships@istat.org.
提出先：本部 奨学厚生課 奨学チーム（学生支援センター地下１階）
提出締め切り：２０１９年１月７日

ISTAT 奨学金のお知らせ
ISTAT 財団は、奨学金の支援を提供することにより、大学生が航空業界で潜在的なキャリアを築くのを支
援することに積極的に取り組んでいます。 ISTAT 財団奨学金プログラムは、ISTAT 財団理事会の奨学金委
員会によって管理されます。 ISTAT 財団奨学金プログラムの詳細については、ウェブサイト
www.istat.org/scholarships をご覧ください。
貴機関が 1 人の検討候補者を選出することを歓迎します。 航空関連のコース/プログラムが複数ある機関
の場合、コース/プログラムごとに 1 人の候補者を選出することができます。 以下の候補基準および申請
要件に注意してください。
候補者は以下の基準を満たさなければなりません
1.

少なくとも 2 年間の学部（学士）試験の修了または卒業（修士）または大学院（博士）

生
2.

学生は、上位 25％（75〜100％）以内に学位を取得する必要があります（米国の学年平均要件：4.0

以上で 3.0 以上）
3.

大学の授業料のみの財政的支援の必要性

4.

航空金融、航空法、航空工学、航空管理、航空科学、航空コンピュータ科学、航空保守、空港管

理、航空交通管制、または関連分野のいずれかのプログラムに登録されていること。 現時点では、フラ
イト/パイロット候補からの申請は受け付けていません
5.

航空におけるキャリアへのコミット

6.

リーダーシップ資質を示す課外活動/コミュニティ活動に関与すること

申請希望者は以下のアプリケーション要件を準備しておいてください。
1.

学生の履歴書/履歴書

2.

個人の申告 - （1）専門職の目標、（2）申請の理由、（3）リーダーシップ能力を示す活動、（4）

財政的必要性の記述
3.

雇用者または教員からの推奨書 2 通

4.

大学からの公式成績証明書の写し

すべての奨学金受領者は、2019 年の第 1 四半期に申請について通知されます。
提出先：本部 奨学厚生課 奨学チーム（学生支援センター地下１階）
提出締め切り：２０１９年１月７日

