
募集を終了した奨学金（参考アーカイブ）

2010 年

(1) 留学センターを通して応募する奨学金

■ 2011-2012 ルノー財団フランス派遣プログラム

（締切が延長されました）

フラン スの大学、グランゼコールで修士号取得を目指すプログラムです。渡航費・学費・奨学金等がルノー財

団から支給されます。

[募集プログラ ム]

１）MBA_International Management ＜PDF＞

２）MASTER_Transport and Sustainable Development ＜PDF＞

３）MASTER_Mobility and Electrical Vehicles ＜PDF＞

[ルノー財団ホームページ]

http://www.fondation.renault.com

[募集締切]

希望者は 2011 年 3月 15日(火)までに、留学センター派遣留学奨学金担当 out-scholarship@list.waseda.jp 宛に

ご連絡ください。

（ルノー財団への最終提出締切は 2011 年 4 月 15 日）

■ 平成２３年度留学生交流支援制度（長期派遣）

「修士」または「博士」の学位取得を目指し、海外の大学に１年以上留学する学生等を対象とした奨学金です。

応募を希望する方は、募集要項を確認のうえ、応募者作成書類及び関連添付書類を早稲田大学留学センターに提

出してください。こちらで書類を取りまとめ、大学作成書類とともに日本学生支援機構に申請します。

以下の詳細を確認のうえ、不備書類のないようにご注意ください。

http://www.jasso.go.jp/scholarship/long_term_h.html

※ 学内締め切りは 2010 年 11 月 30 日（火）17:00 とします。

（締め切り後は受付できませんので、ご注意ください。）

提出書類は、早稲田キャンパス２２号館４階留学センターまでご持参いただくか、郵送にてお願いします。

[郵送先]

169-0051 東京都新宿区西早稲田 1-7-14-4 階

http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2010/Scholarship/Renault/RENAULT_IM.pdf
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2010/Scholarship/Renault/RENAULT_TSD.pdf
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2010/Scholarship/Renault/RENAULT_MVE.pdf
http://www.fondation.renault.com/
mailto:out-scholarship@list.waseda.jp
http://www.jasso.go.jp/scholarship/long_term_h.html


早稲田大学留学センター留学生交流支援制度（長期派遣）担当宛

[長期派遣 data 応募者用 送付先]

out-scholarship@list.waseda.jp

[問合先]

E-mail：out-scholarship@list.waseda.jp

電 話：03-3203-6427

学内募集締切日：2010 年 11 月 30 日（火）17:00 留学センター必着

■ 財団法人吉田育英会「日本人派遣留学プログラム」給与奨学生

・募集要項、様式等のダウンロードは下記 HP より

財団法人吉田育英会ホームページ

学内募集締切日：2010 年 9月 17日 （金） 留学センター必着

■ ドイツ学術交流会（DAAD）奨学金

・学部卒業（または見込み）生・大学院生および若手研究者のための研 究・留学奨学金

募集要項 ＜PDF＞

・ 音楽・美術・建築学部卒業（または見込み）生のための留学奨学金

募集要項 ＜PDF＞

・ タカタ-DAAD 研究・留学奨学金

募集要項 ＜PDF＞

学内募集締切日：2010 年 8月 27日（金） 留学センター必着

■ （財）国際文化教育交流財団 日本人海外派遣奨学生

・募集要項

・願書（日本語） ＜PDF＞

・願書（英語） ＜PDF＞

学内募集締切日：2010 年 9月 2日（金）17:00 留学センターまで

■ 荒井孝晋海外留学奨学基金

2010 年度中にシカゴ大学に留学をする、早稲田大学大学院修士課程・専門職学位課程の正規課程に在籍している

学生が対象の奨学金です。

・募集要項 ＜PDF＞

mailto:out-scholarship@list.waseda.jp
mailto:out-scholarship@list.waseda.jp
http://www.ysf.or.jp/
http://tokyo.daad.de/wp/wp-content/uploads/2009/08/graduated_outline4.pdf
http://tokyo.daad.de/wp/wp-content/uploads/2009/08/graduated_outline_artists1.pdf
http://tokyo.daad.de/wp/wp-content/uploads/2009/08/takata_ausschreibung4.pdf
http://www.keidanren.or.jp/japanese/profile/ishizaka/ishizaka.html
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/scholarship/kokusai_application_form_J.pdf
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/scholarship/kokusai_application_form_E.pdf
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/scholarship/2010/arai_application_guideline.pdf


募集締切日：2010 年 6月 30日（水）17:00 留学センターまで

(2) 直接応募する奨学金

■ 「クレディ・アグリコル/フランス外務省」共同奨学金

・募集要項

応募締切日：2011 年 3月 24日（木曜日）

■ ハンガリー政府奨学金留学生

・募集要項

応募締切日：2011 年 3月 18日（金曜日） 午後 1時 30 分 必着

■ 大韓民国政府奨学金（大学院）留学生

・募集要項

応募締切日：2011 年 3月 15日（火曜日） 16時必着

■ オーストリア政府給費留学生

・募集要項

応募締切日：2011 年 3月 17日（木曜日） 午後 4時 必着

■ ブルネイ・ダルサラーム国政府奨学金（大学院）留学生

・募集要項

応募締切日：2011 年 3月 31日（木曜日）必着（2011 年 8 月から入学を希望する場合）

■ アイスランド政府奨学金留学生

・募集要項

応募締切日：2011 年 3月 1日（火曜日）必着

■ ロータリー財団 国際親善奨学生

・募集要項

応募締切日：2011 年 3月 9日（水曜日）必着

■ 中国政府奨学金留学生

・募集要項

・申込説明会 ＜PDF＞

応募締切日：2011 年 3月 7日（月曜日） 午後 3時 必着

http://www.ambafrance-jp.org/spip.php?article4310
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign31.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign04.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign18.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_brunei_graduate.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign14.html
http://www.rid2570.gr.jp/zaidan/index.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign06.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/documents/110208china.pdf


■ スウェーデン政府奨学金留学生

・募集要項

応募締切日：2011 年 2月 25日（金曜日）午後 4時 必着

■ チェコ共和国政府奨学金（長期）留学生

・募集要項

応募締切日：2011 年 3月 4日（金曜日）必着

■ チェコ共和国政府奨学金（サマースクール奨学金）留学生

・募集要項

応募締切日：2011 年 3月 4日（金曜日）必着

■ Seoul National University - POSCO Asia Fellowship Program

・POSCO Asia Fellowship Program ＜PDF＞

・Admission Guide For International Students ＜PDF＞

・Application Form

応募締切日：2011 年 3月 3日（木曜日）

■ インド政府奨学金（医学系分野）留学生

・募集要項

応募締切日：2011 年 2月 15日（火曜日）必着

■ デンマーク政府奨学金留学生

・募集要項

応募締切日：2011 年 2月 10日（木曜日） 午後 4時 必着

■ インドネシア政府奨学金（ダルマシスワ奨学金）留学生

・募集要項

応募締切日：2011 年 2月 10日（木曜日）16:00 必着

■ フィンランド政府奨学金留学生

・募集要項

応募締切日：2011 年 2月 10日（木曜日）午後 4時 必着

■JAPAN-IMF スカラシップ・プログラム（マクロ経済学博士号）

・プログラム概要（日本語サイト）

http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign23.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign_czech_longterm.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign_czech.html
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2010/Scholarship/POSCO/2011POSCO_Program.pdf
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2010/Scholarship/POSCO/Admission_Guide_for_International_Students_Fall_2011.pdf
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2010/Scholarship/POSCO/Application_Forms.zip
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign01_1.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign28.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign02_pdf.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign32.html
http://www.ieb.co.jp/?tid=3&rid=jimf1


・プログラム募集要項・オンライン申請書（英語サイト）

1. 日本国内で国際教育企画に提出する場合 2011 年 1 月 15日（土）必着

2. IIE ワシントン DC 事務所に提出する場合 2011 年 1 月 31日（月）必着

■ インド政府奨学金留学生

・募集要項

応募締切 日：2011 年 1月 31 日（月曜日） 午後 4時必着

■財団法人霞山会 中国給費派遣留学生

・募集要項 ＜PDF＞

応募締切日：2011 年 1 月 17 日（月）必着

■ ドイツ学術交流会（DAAD）語学研修・夏期講座奨学金

・募集要項

応募締切日：2011 年 1月 7日（金曜日）

■ ブルネイ・ダルサラーム国政府奨学金留学生

・募集要項

応募締切日：2010 年 12 月 15 日（水曜日）必着

■ イスラエル政府奨学金留学生

・募集要項

応募締切日：2010 年 11 月 30 日（火曜日） 午後 4時必着

■ スイス政府奨学金留学生

・募集要項

応募締切日：2010 年 11 月 12 日（金曜日） 16 時必着

■ 日墨戦略的グローバル・パートナーシップ研修計画

・募集要項

・出願書類一覧

応募締切 日：2010 年 9月 24 日 15 時必着

■ フランス政府給費留学生

・募集要項

応募締切日：2010 年 9月 17日

http://www.imf.org/external/np/ins/english/scholar.htm
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign01.html
http://www.kazankai.org/c_abroad/23.pdf
http://tokyo.daad.de/wp/scholarship_sommer/
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_brunei.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign07.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign22.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/mexico/jm_kk_boshu.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/mexico/jm_kk_ichiran.html
http://www.ambafrance-jp.org/bgf/index.php


■ （財）伊藤国際教育交流財団 日本人奨学金

・募集要項

応募締切日：2010 年 8月 25日（当日消印有効）

■ 日加リーダーシップ基金 高等教育機関奨学金・語学留学奨励金

・募集要項

応募締切日：2010 年 6月 20日 （当日消印有効）

■ （財）吉田育英会 カーターセンター学術研究奨学生

・募集要項

応募締切日：2010 年 4月 20日（火）必着

http://www.itofound.or.jp/contents/japanese/japanese.html
http://www.canadainternational.gc.ca/japan-japon/study-etudie/fund-fonds-guide.aspx?lang=jpn
http://www.ysf.or.jp/

